横浜市からのお知らせ
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平成26年1月、都市計画法第21条の2に基づき、栄区上郷猿田地区における区域区分（線引き）、地区計画、
公園及び特別緑地保全地区等の決定及び変更についての都市計画提案を受理しました。この提案について、横浜
市都市計画提案評価委員会において「提案された区域区分の変更や地区計画等の内容に一部修正を加えた上で、
都市計画の決定及び変更をする必要がある」と判断したため、都市計画市素案（案）を作成しました。
この都市計画市素案（案）の内容や今後の手続をご説明するため、説明会を開催します。

・都市計画市素案（案）説明会
9謂7年11月3。日（月）
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午後7時開始（開場午後6時30分）
○会場

栄公会堂

いたち一、1

講堂（横浜市栄区社町279−29）

JR根岸線：本郷台訳から徒歩9分

糊中継
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※事前の申込は不要です。
当日、直接会場へお越しください。
※駐車場の用意はありません。
ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

都市軸画鰻案区域の位登園
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郭市動画提案による土地利用柵画
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提案から市が修正した主な内容
（1）区域区分（線引き）電（①参照）

・舞岡上郷線の南東部については、円海山周辺緑
地への玄関口にふさわしい役割が期待されるた
め、区域区分、用途地域、高度地区、防火地域
及び浬防火地域、緑化地域を変更せず、五箇化
調整区域のままとします。

（2）地区対面（②参照）

・提案書に示された施設整備のイメージに沿った、
より適当な地区面積を確保するため、A2地区
及びA3地区の地区の区分の境界仲宿を変更し
ます。
・地区ごとの特性を考慮した緑地帯とするため、
地区廃穀の緑地帯Bの一部を緑地帯Cに修正し
ます。
・地形地物等の明確な位置確定に伴い、地区計画
の区域 地区怒備計画の区域及び樹林地・替地
等の区域を変更します。
●

「地区計画の目標i及び「区域の醇偏、開発及

び保全に関する方針iをより適切な文言に修正
します。

① 区域

引き）等

（1）区域区分（図5参照）
舞岡上郷線北西部の「市街化調整区域」を「市街化
区域」に変更します。

【区域区分（線引き）とは】
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分
することをいいます。市街化区域とは すでに市街地
を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的か
つ計画的に市街化を図るべき区域のことです。市街化
調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことです。

（2旧途地域（図5参照）

8鷲誅㌶〝諜篭鵠寵諒絹賎罵蒜品火地域（図5参照）
運べい率60％）」とします。

【用途地域とは】

g案

都市機能の増進、住環境の保護等を目的とした土地
の合理的利用を図るため、建築物の容積率や建ぺい率
用途等を定めている地域のことです。

（5）緑化地域（図5参照）
用途地域の変更に合わせて、高度地区、防火地域及び準防火地域、
緑化地域を変更します。

② 地区計画
※赤字部分は提案から市が修正した主な部分です。
（仮称）栄上郷町地区地区計画

栄区上郷町地内
約12．5ha

【舞岡上郷線の北西地区】
医療、福祉、商業施設等の用途を誘導する。
緑豊かで周辺環境と調和した市街地を形成する。
【市街化調整区域である舞岡上郷線の南東地区】
円海山周辺緑地への玄関口としての土地利用を行う。
区域の整備︑開発及び保全に関する方針︵土地利用等の方針︶

地区を8区分し土地利用の方針を次のように定める。
Al地区 生活利便機能、医療・福祉機能を主体とした商業施設の
A2地区 立地を図る。

中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。
生活利便の向上のための店舗等の立地を図る。
A4地区 中高層住宅を主体とした住宅地の形成を図る。
B地区 低層住宅等の立地を図る。

公園を整備する。
緑の利用を高める公益的な施設などの立地を図る。

生物生息・生育環境を確保する。
自然学習の場となる親水空間の創出を図る。
良好な樹林地・緑地を保全する。
緑豊かな環境を維持する。

快適で安全な歩行者空間等を確保し、緑の空間を形成するため、地
区施設の整備方針を次のように定める。
1．歩道を備えた区画道路を整備する。
2．バリアフリー化した歩行者用通路を整備する。
3．舞岡上郷線西側の区域に緑地帯及び緑地を整備する。
4．歩行者の休憩の場として広場を整備する。
5．公園を整備する。
緑化の方針を次のように定める。
1．線豊かで潤いのある積極的な緑化を行う。
2．既存樹木の保存や表土の保全を最大限図る。
3．幹線道路沿いには高木を配置し、歩道沿いには視認性の高い
緑化を行う。
4．建築物や擁壁等の圧迫感の軽減に配慮した緑化を行う。
凡

例

地区整備計画

良好な自然的環境を形成している緑地の保全を図るため、樹林地、
草地等の保全に関する事項を定める。

［二］誤謹区搬び地区整備計画

その他、地区整備計画において、次の内容を定めます。

喜

地区施設の配置及び規模（図7参照）を定めます。

区画道路2号線

地 区 施 設………・歩行者用通路
等 の 配 置 電三二「 区画道路1号線
0000

緑地帯A

建築物等に関する事項として、
建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面
積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築
物等の形態意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度、垣又はさくの
構造の制限を定めます。

…‥

緑地帯B

土地の利用に関する事項として、
樹林地、草地等の保全に関する事項を定めます。

− 公園

……・緑地帯C
二￣￣ 緑地

領詮

広場

臆■ 樹林地、草地等

n

（1）公田（図8参照）
現況の自然的環境や里山的景観を永続的に保全するため、
特殊公園（風致公園）とします。

名称

種別

（仮称）瀬上自然公園

（仮称）上郷里山公園

位置

風致公園

風致公園

（仮称）上郷町深田
特別緑地保全地区

（仮称）瀬上自然公園

面積

栄区上郷町地内

約3．8ha

栄区上郷町及び 東上郷町地内

約4．1ha

（2）特別緑地保全地区（図8参照）
樹林地の永続的な保全を図るため、都市緑地法に基づく
特別緑地保全地区を指定します。

名称
（仮称）上郷町石原特別緑地保全地区

位置

面積

栄区上郷町及び 東上郷町地内

〈仮称）上郷町深田特別緑地保全地区

栄区上郷町地内

約10．8ha
約0．4ha

（仮称）上郷町石原
特別緑地保全地区
虻
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今回

l公述申出があった場合l

こ開

地区計画のみ

田

◆計画内容、地区計画等について：横浜市都市整備局地域まちづくり課
（〒231−0017

横浜市中区港町1丁目1番地

地域まちづくり課ホームページ

市庁舎6階

TEL：045−671−2667〉

http：／／www．city．yokohama．1g．jp／toshi／chiikimachi／etc／kamigou．html

◆公園、特別緑地保全地区について：横浜市環境創造局緑地保全推進課
（〒231−0016

横浜市中区真砂町2丁目22番地

関内中央ビル6階

TEL：045−671−3534）

◆線引き全市見直し、都市計画手続について：横浜市建築局都市計画課
（〒231−0012

横浜市中区相生町3丁目56番地のlJNビル14階

TEL：045−671−2658）

線引き全市具直しに関する市素案（案）の縦覧（閲覧）及び憲発着の受付
縦覧（閲覧） 平成27年11月12日（木）から平成27年12月14日（月）まで（土・日・祝日を除く）
期間 午前8時45分から午後5時15分まで（区役所は午後5時まで）

縦覧（閲覧） 各区区役所区政推進課（中区を除く）（各区の市素案（案）を閲覧できます）
建築局都市計画課（市全域の市素案（案）を縦覧できます）
楊所 ※都市計画課ホームページで都市計画市素案（案）の概要をご覧になれます。
都市計画課ホームページ

http：／／ww．cily．yokohama．1g．jp／kenchiku／kikaku／cityblan／

意見書の 提出方法：郵送、持参又は電子申請提出期限：平成27年12月14日（月）午後5時15分必着
提出先：建築局都市計画課（〒231−0012中区相生町3丁目56番地のlJNビル14階）
提出 ※意見書の様式は特に定めていませんが、「都市計画の方針」又は「線引き」のどちらに関する意見であ
るかを明記してください。※電子申請による意見の提出は、都市計画課ホームページから利用できます。
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