
平成 27年 6月 20日 

上郷開発評価結果の分析 

認定NPO法人ホタルのふるさと瀬上沢基金 

 

評価結果の総合分析 

� 本書は栄区上郷猿田地区における都市計画提案制度に対する横浜市の評価結果

(http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/cityplan/teian/pdf/20150610-kami

gou-hyoukakekka.pdf、本書末尾に添付)を分析する。 

� 下記ア、～ク、の各項で分析しているとおり、この都市計画提案とその評価では、そ

の妥当性についてあまりにも多くの、疑問点、不整合、曲解、欺瞞があり、到底受け

入れられない。 

� 上郷舞岡線を挟んだ東西の緑地を別の物として扱おうとする意図が明らかであり、そ

こに誤りがある。提案区域は、円海山周辺からつながる一体の緑地帯であり、東側が

保全されるから，西側は市街化を許すという物では絶対ない。 

評価結果では、東側の緑地保全計画を評価すると共に、西側市街化部分を、あたかも

何も問題のない土地に市の街つくり方針に沿った、里山景観を永続的に保全し・地区

の将来を見据えた・周辺市街地と一体となった・利便性と快適性の増す街つくり提案

であると評価していますが、これは市街化ありきの、こじつけである。 

� この様な誤った判断のもとに、長い間守られてきた横浜の緑の里山を失うことは、地

球規模で対策を求められている温暖化防止に反し、人口減に対応し新たな宅地造成を

抑制するという国交省方針にも反する。 

横浜市の進めている「みどり税」を徴収してまで、緑を守り増やそうという各種環境

保全施策に反することであり、市民と将来の世代に大きなツケを回すことになる。 

� この多くの誤りと矛盾を無視した評価結果は、到底受け入れられない。都市計画審議

会と市長には、市民と将来の世代に誇れる正しい判断をされるよう、切望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ア．横浜市のまちづくりの方針との整合 

市の評価結果 基金の分析 

横浜市都市計画マスタープラン全体構想におい

ては、都市づくりの目標として、人にやさしい「鉄

道駅を中心としたコンパクトな市街地形成」など

を掲げ、市街化調整区域の土地利用の方針におい

て「骨格的な都市基盤施設等の整備に当たって

は、無秩序な市街化を防止しつつ、周辺土地利用

の計画的な保全、誘導を行います。」としていま

す。 

調整区域は、人口増で宅地が不足した場合に人口

フレームを割当てて初めて開発が出来るが、提案

区域には新駅計画もインター計画も無く、人口フ

レーム割り当ての理由が無い。人口減少地域にも

拘わらず市街地を拡大する本計画は、市マスター

プランの「人口減少分に応じた市街化区域の縮

退」、国交省第 5次国土利用計画の「新たな宅地

造成抑制」、県整開保の「いたずらに市街化区域

を増やさない」に反する。この貴重な緑の環境を

壊してまで、ここに新たな街作りをする必要性も

妥当性も無い。 

市都市計画マスタープラン栄区プランでは、「現

在、市街化調整区域となっている舞岡上郷線周辺

については、港南台駅徒歩圏にあり、利便性が高

いことから、土地利用転換の可能性があります。

その際には、緑地の保全とともに、地域活性化に

貢献するような計画的なまちづくりが求められ

ています。」としています。 

栄区プランは平成 16年策定で人口減を予想して

いない。（計画的なまちづくり）は（計画的な土

地利用）と平成 21年に変更されている。平成 25

年の市都市計画マスタープランの「人口減少分に

応じた市街化区域の縮退」に従うべきである。 

横浜市水と緑の基本計画では、「横浜らしい水・

緑環境の実現」を基本理念とし「緑の七大拠点」

などまとまりのある緑を守ることとしています。 

生物多様性行動計画（ヨコハマｂプラン）では、

貴重な水や緑などの自然資源は、生き物の重要な

生息・生育環境であるとし、当該地域を含む円海

山周辺の緑地を「つながりの森」として重点推進

施策に位置付け、目指すべき将来像として「横浜

の生物多様性の宝庫である＜横浜つながりの森

＞を市民全体で体感・感動し、次代、次々代につ

ないでいく」としています。 

西側地区の市街化容認は、「まとまりのある緑を

守ること」に反する。 

この都市計画提案と評価では、上郷舞岡線を挟ん

だ東西の緑地を別の物と  して扱おうとする

意図が明らかであり、そこに誤りがある。 

 市街化を提案している西側の谷戸は、瀨上沢地

区の最上部に位置する湿潤な土地である。豊かな

水、緑、空気とホタルの棲息などで、東側の緑地

里山の環境と、隣接住宅地域環境に大きく寄与し

ている一体の緑地として評価し、保全しなければ

ならない。今こそ横浜みどり税を活用し、一体の

緑として保全を図るという政策判断が必要だ。 

本提案では、舞岡上郷線南東部に位置する緑の七

大拠点である円海山周辺地区に連なる良好な緑

地について、公園や特別緑地保全地区の都市計画

を定め、現況の自然的環境や里山的景観を永続的

瀨上沢東側地区の緑地保全計画そのものは評価

できる物であるが、道路東側だけをことさらに，

「グリーン・ゲート・ゾーン」と称して市街化し

西側の緑地と分断する手法は、欺瞞である。 



に保全することとし、舞岡上郷線南東部沿道のグ

リーン・ゲート・ゾーンと名付けられた区域（以

下、「グリーン・ゲート・ゾーン」という）につ

いては、公園、雨水調整池や公益用地などを配置

し、円海山周辺の緑地への玄関口としています。 

また、ＪＲ港南台駅の徒歩圏に位置する舞岡上郷

線北西部については、環境に配慮した商業施設等

の生活利便施設や住宅を配置し、持続可能な市街

地を形成することにより、無秩序な市街化が防止

されるとともに、計画的な市街地の形成が図ら

れ、周辺市街地との一体性が強化される提案とな

っています。 

これは驚くべき評価である。 

貴重な緑をつぶして作る、必要も無いあらたな街

の提案を、「持続可能で周辺市街地との一体性が

強化される」と肯定的に評価している一体のもの

として守るべきは、西側にかろうじて残された貴

重な里山であり、つながりの森の最前線として，

将来に残すことである。 

これらの提案は、本提案地区の将来を見据えた魅

力と利便性の向上に資するまちづくりであり、本

市のまちづくりの方針に基本的に沿ったもので

あると考えられます。 

指摘してきたように、多くの矛盾、不整合、歪曲

判断が明らかなのに、この提案が本市のまち作り

の方針に沿ったものと評価するのは、全く理解出

来ない誤りである，そしてこれは市民への欺瞞で

あり将来の世代に禍根を残すものである。 

 

イ．環境等への配慮 

市の評価結果 基金の分析 

本案件にかかる環境影響評価は、前回提案の内容

を対象に平成 20 年３月に報告書までの手続を

終了していましたが、今回の提案に際し、提案者

から事業計画の修正に伴う環境影響の変化に関

し再度予測・評価を行った事業内容等修正届出書

が提出されました。これについて本市環境影響評

価審査会が審査した結果、全ての環境影響評価項

目は環境保全目標を満足していることから、環境

保全のための措置を確実に履行することにより、

事業計画の修正に伴う環境に及ぼす影響が環境

保全目標を超えて増加するおそれはないと判断

しました。 

深田谷戸の既存埋め立て分無視や不適切な断面

図での安全評価、防風林切り取り時の東急建設風

速測定のごまかし、すり鉢の底になる猿田谷戸集

合住宅の NOX滞留に対し無評価、など市民の立

場での評価をせず一方的に事業者の資料を容認

したものである。 

更に、この地区の環境への最も深刻な影響が評価

されていない。西側の市街化が為されたとき、こ

の地は乾燥化されてしまう。その上この地で消費

される膨大なエネルギー（最大：年間 1 億 3 千

万ＭＪ→50ｍ水泳プールの水、230杯を沸騰させ

る熱量に相当）は、東側の緑地部と地域の温暖化

に拍車をかける。夜間の照明や騒音激増も問題。

西側の植物や、ホタルの棲息他の生態系は壊滅

し、「移植、移住などによる生態系の保存」は、

不可能である。 



 

ウ．周辺住民との調整及び概ねの賛同等 

市の評価結果 基金の分析 

提案者による周辺自治会や市民団体に対する説

明もそれぞれ行われ、理解を得る努力がされてい

ると判断できます。 

複数自治会からの反対陳情、多数の市民団体から

の反対陳情がある。理解を得る努力がされている

だけで市民への協力は全くない。 

都市計画提案説明会前には、本提案地区内の緑地

とホタルなどの生物の生息環境の全面保全を求

める約 11 万に及ぶ反対署名が陳情と共に本市

に提出されました。その後も複数の市民団体か

ら、交通処理に対する懸念、風水害への不安、遺

跡保存への要望などを主旨とする陳情が寄せら

れています。 

複数の周辺自治会、多くの市民団体、11 万人余

の署名者、13,000 人余のナショナル・トラスト

寄付者、これらは全て開発反対意見である事を重

く評価すべきである。 

平成 26 年５月に本市が主催した都市計画提案

公聴会においては、賛成が８名、反対が２名、そ

の他が３名であり、本提案地区周辺のにぎわいの

創出、ホタルの生息域や広大な樹林地の保全に対

する期待、舞岡上郷線の拡幅整備や神奈中車庫前

交差点の早急な改良による交通の円滑化、本提案

による本提案地区周辺の防災性の向上などに期

待する賛成意見が述べられた一方で、大規模盛土

造成や交通処理を不安視するなどの反対意見も

述べられました。 

都市計画提案公聴会における賛成公述者 8 人は

東急建設が会社ぐるみで約 2,000 人もの公述人

申込みをした結果であり、地元地権者の公述はゼ

ロであった。賛成者は東急建設と地権者がらみだ

けで、市民のほとんどは開発反対という事実を市

は洞察しなければならない。 

客観的に見れば、これで概ねの賛同を得られてい

るとはいえない。 

 

エ．事業実施の実現性 

市の評価結果 基金の分析 

神奈中車庫前交差点の改良などの商業施設等に

係る交通処理については、商業施設の供用開始ま

でに提案者が確実に実施するとともに、事業実施

にあたっては、開発許可、遺跡の調査方法等につ

いて、引き続き関係機関等と詳細な協議が必要と

なります。 

深田製鉄遺跡は調査したら破壊するのでは無く、

現状保存すべき遺跡である。 

 

 

 

 



オ．まちづくりへの寄与 

市の評価結果 基金の分析 

舞岡上郷線北西部については、駅徒歩圏と沿道に

ふさわしい複合市街地の形成を図ることで周辺

住民の利便性が向上するとともに、にぎわいが創

出されることで防犯性も向上します。 

舞岡上郷線北西部は直線で 1km 圏であるが、歩

けば高低差40mを含め2km圏で徒歩圏とは言え

ない。周辺住民と言われる東上郷、庄戸、野七里、

上之町、犬山、桂台などは、徒歩では全て 40m

前後の高低差と 1km 以上の距離があり、利便性

の向上やにぎわいが創出など事業者側の詭弁で

ある。 

現在でもそれら地域に残る商店は客の減少に悩

み、一方住民は身近な店の生滅を心配している。 

また、CASBEE 横浜や再生可能エネルギーの積

極的な導入による環境に配慮した建築物を配置

し、持続可能な市街地を形成するとしています。 

建築物は東急建設の建売りでは無く、土地還元地

権者、転売購入者が行うものであり、持続可能な

市街地を形成するというのは保証されない。 

舞岡上郷線南東部については、円海山周辺地区に

連なる良好な緑地が都市計画により永続的に担

保されます。また、その区域にある貝化石の露頭

や横堰を保存することとしています。 

舞岡上郷線北西部の製鉄遺跡も保存されなけれ

ばならない。 

これらの提案は、緑豊かな良好な景観がある、多

世代にわたり持続的に住み続けられる魅力的な

まちの創出に寄与すると考えられます。 

この評価、結論はあまりにも無責任な判断といわ

ざるを得ない。 

指摘したように、この計画は貴重な現在の自然環

境を破壊するのみでなく永続的に地域自然環境

を悪化させる。また買い物難民の増加など周辺地

域の生活環境も悪化させるものであり、それらを

考慮せずに「魅力的な街の創出に寄与する」とい

う評価は、間違っている。 

 

カ．適正な提案区域の設定 

市の評価結果 基金の分析 

提案区域について、二つの都市施設の公園及び特

別緑地保全地区は、円海山周辺地区に連なる良好

な緑地と連続する場所に位置しており、既存の樹

林地や谷戸など、一体となって緑地の保全・活用

が図られるよう設定されており、おおむね適正な

配置となっています。舞岡上郷線西側に位置する

特別緑地保全地区については、地区計画の緑地の

基本的に連続する、舞岡上郷線の東西の緑地を

分断し、山手学院学校用地を宅地化し、西側に

大型商業施設、住宅などを作ろうとする区域設

定であり、不十分な盛り土評価、製鉄遺跡破壊、

地域に及ぼす風害、ＮＯＸ健康被害などがあ

り、適性ではない。 



保全のための制限区域と一体となって緑地の保

全が図られる区域となっています。これらの位

置・形状については、その目的や整備内容等から

みておおむね適正であると考えられます。 

 

ク．計画の合理性・担保性 

市の評価結果 基金の分析 

都市計画以外の提案内容の担保性を高めるため、

提案者が中心となり、地権者と「まちづくり組織」

の設立や「地域ルール」の策定を確実に実施する

必要があります。 

東急建設所有の約 2ha 以外は地権者還元要地で

あり、再生可能エネルギー導入や環境に配慮した

建築物などの効力は及ばない、従って都市計画以

外の提案内容は担保性が無い。 

 

 

 

以上 



※参考：栄区上郷猿田地区における都市計画提案制度に対する横浜市の評価結果

(http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/cityplan/teian/pdf/20150610-kamigou-

hyoukakekka.pdf 

 

 
 


