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陳  情  書  

２０１５年（平成２７年）８月３１日  

横浜市長  林文子  様  

上郷開発から緑地を守る署名の会  

代表世話人  皆川  昭一  

ＮＰＯ法人ホタルのふるさと瀬上沢基金  

理事長      角田  東一  

上郷・瀬上の自然を守る会  

代表世話人  井端  淑雄  

 

件名：東急建設株式会社の都市計画提案に対する評価結果について  

 

どこかの小国一国並みの経済力を有する最大の政令指定都市として、「新たな大都市制度  

横浜特別自治市」の実現を政策目標に掲げる横浜市には、大都市を取り巻く環境変化をふま

え、より暮らしやすく活力あふれるまちづくりに向け、全国に範を垂れるべき行動が求めら

れているのではないでしょうか。  

それに反して今回都市計画提案評価委員会（以下評価委）が東急建設（株）の開発提案を

横浜市の都市計画案として作業を進める判断を下したことは、目先の利害調整を優先するあ

まり人口減少・超高齢社会に直面する横浜市の建築行政・環境行政に禍根を残すものになる

であろうと考えます。  

東急建設（株）から提案されていた上郷猿田地区における都市計画提案は、建築局長を座

長とする評価委において十分な審議が行われたとは認められません。かつ、下された評価が

適正であると認めることもできません。  

評価委では、人口と世帯数の減少で過疎高齢化が進み、市街化調整区域の貴重な緑地を破

壊して行なおうとしている住宅地開発そのものが妥当であるかどうかという根本的な問題に

ついてまず検討されるべきであるにも拘わらず、その痕跡は見当たりません。「まず開発あり

き」「私権優先」を前提として審議が行われ、示された評価書は結果として開発業者が提出し

た提案書にわずかに手を加えたに過ぎず、あたかも採択を決めた理由書の如きものとなって

います。  

私たちは横浜市に対して、住宅地のニーズという理由付けがないなかで線引き変更を強行

し、市街化を抑制すべきとされている市街化調整区域における貴重な緑地を潰し、自然災害

発生のリスクが予見される地に、新たに住宅地を造成するという愚挙を犯す結果とならない

よう、緑地の全面保全を望む立場から強く求めます。  

横浜市は、乱開発防止へ確固たる姿勢を示しつつ、開発計画地を保全地区に指定し、その
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後みどり税による買い取りを行う、あるいは開発業者へ代替地の提供をするなど、行政こそ

が持つ時間的余裕を十分に活かし、長期的な展望をもって緑地の全面保全に向け、粘り強い

対応ができるはずです。  

 つきましては、下記に示す事項について①「どこの部署が主管で」②「どのような検討が

行われたのか」③「各事項に関する横浜市の見解」について項目ごとに具体的な回答を求め

ます。  

 

１．緑地の維持・拡大・保全を望む市民の願いに対する配慮  

市が行ったアンケートでは９８％以上の市民が緑地の維持・拡大を望んでいます。  

 また当該開発提案に対し、緑地の全面保全を求めるとして、近隣の２万 5000 人を含む

１１万人以上から署名が集まり、1 万 3000 人余のナショナル・トラストへの寄付も寄

せられています。これら市民の願いは今回の決定には全く反映されませんでした。  

緑地保全を望む署名と寄付者の数に比較して、開発を求める陳情者は地権者を中心とし

てわずか９００名ほどに過ぎません。どちらを市民の意見として尊重すべきであるかは、

明白です。  

形式的につじつま合わせをした整合性を論拠に開発提案を市の案として採択したことは、

多数の市民の願いを無視した背信行為であると言えます。  

評価委では、これら市民の意思表示を尊重するのかあるいは尊重しないのかについて、

どのように審議し評価を下したのか具体的にお答えください。  

 

２．開発計画地近辺は人口と世帯数の減少で過疎高齢化が進み、住宅地のニーズが激減して

いる。  

市の都市計画プランなどに記された市街地のコンパクト化政策や、政府が８月１４日に

閣議決定された「国土利用計画」における画期的な軌道修正、「これ以上の自然的土地利用

からの転換（緑地を潰しての宅地造成）は抑制する」という、将来を見据えた国の政策に

反するものです。                         （添付資料１参照） 

横浜市は、自ら策定した政策や国土利用計画と、今回の評価結果との整合性についてど

のような説明ができるのか、示して下さい。  

 

３．市の法規類に明記されている、「自然災害防止の緩衝地帯の役割」をもつ緑地の破壊  

  横浜市が自ら認めている、「自然災害防止の緩衝地帯の役割」をもつ緑地を、開発によっ

て破壊してもよしとする根拠をお示し下さい。  
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４．開発計画地は軟弱地盤への二重盛土造成となり、地滑り・液状化の危険性が、また開発

による水害の増大も懸念される。  

神奈川県が最近公表した地震被害想定では、開発計画地近辺は震度「７」、液状化の危険

度が極めて高いエリアとなっています。開発計画地は約３０年前に軟弱地盤帯の上に１０

m 以上の盛土を施しており、開発に当ってはその上に更に最大で１４m の盛土造成を行な

うとしており、２重盛土造成地となります。地滑りや液状化現象の発生が懸念されます。  

 また開発すれば、昨今常態化した 100mm/h 以上の豪雨に見舞われた場合、条例に定

められた容量の調整池を設置しても容易に溢れてしまい、吸水性に乏しい舗装面や建物の

屋根から流出する雨水は膨大な量となります。更に拡幅された舞上線道路の下方部分約

1/3 から流出する雨水は、調整池に流入しないため調整されることなく、水害の増大が必

定であることが予測されています。                （添付資料２参照） 

 これらのリスクの増大について、市の見解をお尋ねします。  

  

５．環境影響評価審査会の審議過程に問題あり。  

評価委での審議に先立ち、昨年開催された環境影響評価審査会（以下アセス）において、

当初開発計画地の軟弱地盤帯の調査がアセス段階において必須であることを、委員長・副

委員長が主張しましたが、地盤工学を専門とする委員の「当該地は埋立地ではなく、元は

田んぼで泥地であるから砂地のような液状化の可能性は少ない」という誤認（当該地は約

３０年前に最大で１０m 以上埋め土が施されている）に基づく意見が通り、アセス段階で

行なうべきとした地盤調査は先送りされています。  

国土利用計画においても、「大規模な土地利用の転換については、その影響が広範に及

ぶため、周辺地域も含めて事前に十分な調査を行い、国土の保全、安全性の確保、環境の

保全等に配慮」と記されています。                 （添付資料３参照） 

アセスにおける上記の不公正な審議について、横浜市の見解をはっきりと示して下さい。 

 

６．みすみす災害発生が予測されている地に、新たな市街地を造成  

上記の国の国土利用計画においても、災害防止が３つの大きな方針の一つになっていま

す。しかるに、上記３～５で述べたように、本来開発を抑制すべき市街化調整区域に指定

され、災害発生が予測されている谷戸地に、新たな市街地の造成をなぜ認可するのでしょ

うか。市民の安全・財産の保全に大きく関わる問題です。地盤に対応した工法で施工する

ので問題なしとして、簡単に片づけられることではありません。予想を上回る災害が発生

した時、市民の人命・人身被害及びインフラ修復の責任は誰が取るのでしょうか。  

いみじくも、上記５で触れている地盤工学が専門のアセス委員は、２年前に本人が行な
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った講演会「横浜の地盤災害と防災」において、「都市の防災能力を過信しない（どんな防

災工事にも限界がある）で、住んでいる土地の素性を調べ、盛土・湿地・沼地などであれ

ば、引っ越しましょう、とにかく逃げましょう」と呼びかけています。（添付資料４参照） 

 更に、評価書には「商業施設は災害時に一時的な避難が可能なものとし、商業施設の内

部には防災備蓄機能が設けられ、“まちづくり組織”が中心となって本提案地区の防災連携

を図るなど、災害対策へ寄与する」と、あたかも当該開発が「広域避難場所」としての役

割を補完するがごとき記述がありますが、そもそもこのように自然災害の発生が危惧され

る場所を市街地に変え、そこを広域避難場所として指定するのは論外であると考えます。  

市民の安全と財産を守るという、行政の一義的な使命を放棄するとはどういうことでし

ょうか。開発による緑地帯の破壊が要因となって災害が発生した場合、行政が市民の税金

を使って対処することになります。この点も含めて明確な回答を求めます。  

 

７．都市計画提案による線引き変更を伴う開発は、悪しき前例となる。  

線引き変更を含めた都市計画提案は全国で未だ採択に至った例はありません。これが悪

しき前例となり、全国の市街化調整区域の緑地が開発圧力に屈することに拍車を掛ける結

果となることについての市の認識に付いてご回答ください。  

 

８．評価書の各項目について、個々に疑問点を列挙します。これらについて個別にかつ具体

的に市の見解をご回答ください。  

 

 ア．横浜市のまちづくりの方針との整合  

  市の評価結果 (1) 

   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。  

  疑問点 (1) 

   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

来ますが、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

がありません。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」に反します。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ありません。  
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  市の評価結果 (2) 

   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。  

  疑問点 (2) 

   栄区プランは平成１６年策定で人口減を予想していません。【計画的なまちづくり】は、

平成２１年に【計画的な土地利用】と変更されています。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」に従うべきです。  

  市の評価結果 (3) 

   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。  

  疑問点 (3) 

   西側地区の市街化容認は、「まとまりのある緑を守ること」に反します。  この都市計

画提案と評価では、舞岡上郷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、そこに誤りがあります。 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す。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、保全しなければなりません。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です。  

  市の評価結果 (4) 

   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。  

  疑問点 (4) 

   瀨上沢東側地区の緑地保全計画そのものは評価できますが、道路東側だけをことさら

に「グリーン・ゲート・ゾーン」と称して西側の緑地と分断する手法は、欺瞞です。  
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  市の評価結果 (5) 

  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。  

  疑問点 (5) 

   これは驚くべき評価です。 貴重な緑をつぶして作る、必要も無いあらたな市街地造成

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ます。

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、将来に残すことです。  

  市の評価結果 (6) 

   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。  

  疑問点 (6) 

   指摘してきましたように、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す。

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す。  

 イ．環境等への評価  

  市の評価結果 (7) 

   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。  

  疑問点 (7) 

   深田谷戸の既存埋め立て地の無視や不適切な断面図での安全評価、東急建設による防

風林切り取り時の不明瞭な風速測定、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

す。 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ません。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います。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
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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ます。夜間の照明や騒音激

増も問題であり、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、不可能です。  

 ウ．周辺住民との調整及び概ねの賛同等  

  市の評価結果 (8) 

   本提案地区内の地権者ほぼ全員の同意が得られています。また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。   

  疑問点 (8) 

   理解を得る努力がされていることをもって、市民の開発への理解は得られたというこ

とはできません。複数自治会からの反対陳情や、多数の市民団体からの反対陳情がある

という事実が考慮されていません。またそもそも本項目の冒頭に不在地主である「地権

者の同意」を記すことは、私権及び私的利害を優先し周辺環境への影響を軽視するもの

です。  

  市の評価結果 (9) 

   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。  

  疑問点 (9) 

   複数の周辺自治会、多くの市民団体、１１万人余の署名者、1 万 3000 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す。  

第５次国土利用計画においても、「地域住民の意向等地域の状況を踏まえる」こととさ

れています。  

  市の評価結果 (10) 

   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。  

  疑問点 (10) 

   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
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人もの公述人申込みをした結果であり、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りません。  客観的に見れば、

これで周辺住民の概ねの賛同を得られているとは言えません。  

 オ．まちづくりへの寄与  

  市の評価結果 (11) 

   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。  

  疑問点 (11) 

   舞岡上郷線北西部は直線で 1km 圏ですが、歩けば高低差 40m を含め 2km 圏で徒歩

圏とは言えません。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

わいが創出されるなどは事業者側の詭弁です。 現在でもそれら地域に残る商店は客の減

少に悩み、一方住民は開発によって身近な店が消滅する不安を感じています。  

市の評価結果 (12) 

   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。  

  疑問点 (12) 

   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

化させます。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、提案者の主張を鵜

呑みにし、周辺住民及び市民は置き去りにされたものとなっています。  

 カ．適正な提案区域の設定    

市の評価結果 (13) 

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。  

疑問点 (13) 

基本的に本提案は、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
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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、事実誤認に

基づく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、適正ではありません。  

 

 ９．最後に   

最近、住民投票で圧倒的多数の反対票を受けてのつくば市総合運動公園建設計画の白

紙撤回の検討、沼津市の高尾山古墳の取り壊し方針の撤回が全国ニュースとして報道さ

れました。今の時代、民意を無視した建設計画、特に環境破壊を伴うものには厳しい目

が向けられています。上郷猿田地区における都市計画提案においても、広く一般市民の

意向を汲み取り、市民と将来世代にとって正しい判断がなされることを所望します。  

 

 

以上  
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