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4.3  廃棄物等 
4.3.1 産業廃棄物  

計画区間及びその周辺の産業廃棄物の状況等を把握し、工事中に発生する産業廃棄物の種類、

発生量及び処理・処分方法について、予測及び評価を行った。 
 

(1) 現況調査 

1) 調査項目 

調査項目は、表 4.3-1に示すとおりである。 

表 4.3-1 調査項目（産業廃棄物） 

項目 調査内容 

産業廃棄物 

①産業廃棄物の状況 

②撤去構造物等の状況 

③関係法令等による基準等 

 
 

2) 調査地域 

調査地域は、表 4.3-2に示すとおりである。 

表 4.3-2 調査地域（産業廃棄物） 

調査内容 調査地域 

①産業廃棄物の状況 計画区間及びその周辺 

②撤去構造物等の状況 計画区間 

 
 

3) 調査方法等 

① 調査方法 

調査方法は、表 4.3-3に示すとおりである。 

表 4.3-3 調査方法（産業廃棄物） 

調査内容 調査方法 

①産業廃棄物の状況 「川崎市産業廃棄物処理指導計画」等の既存資料を収集・整理し、産

業廃棄物の状況を把握する。 
②撤去構造物等の状況 既存資料を収集・整理し、撤去構造物の状況を把握する。 

③関係法令等による基準等 

「循環型社会形成推進基本法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「建設工事に係る資材の

再資源化等に関する法律」、「建設廃棄物処理指針」、「建設副産物適正

処理推進要綱」、「建設廃棄物の適正管理の手引き」、「地域環境管理計

画」等の資料により、関係法令等の内容を整理する。 
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4) 調査結果 

① 産業廃棄物の状況 

計画区間周辺は主に市街化区域となっており、第一種住居地域及び近隣商業地域が多くみられ

る。また、計画区間北部には商業地域及び軽工業地域が、計画区間南部には準工業地域及び工業

地域が多くみられることから、事業活動に伴う産業廃棄物の発生が考えられる。 
また、令和元年度における川崎市の建設業からの産業廃棄物の排出量及び処理状況は表 4.3-4

に示すとおりである。また、川崎市内の産業廃棄物処理施設の設置状況は表 4.3-5に示すとおりで

ある。 
令和元年度の建設業からの産業廃棄物の排出量は551千 tであり、再生利用量が486千 t（88.2%）、

減量化量が 37 千 t（3.7%）、最終処分量は 28 千 t（5.2%）であった。 
また、令和 2 年度の川崎市内の産業廃棄物処理施設・処分場としては、172 施設が設置されて

おり、最終処分場はない。 

表 4.3-4 建設業からの産業廃棄物の排出及び処理・処分状況（令和元年度） 
単位：千 t 

排出量 再生利用量 減量化量 最終処分量 

551（100％） 486（88.2％） 37（3.7％） 28（5.2％） 
出典：「川崎市産業廃棄物処理指導計画 令和 4（2022）年度～令和 7（2025）年度」（令和 4 年 3 月、川崎市） 

 
表 4.3-5 川崎市内の産業廃棄物処理施設・処分場の設置状況（令和 2 年度） 

                   区分 
種類 事業者 処理業者 公共団体 計 

汚泥の脱水施設 施設数 32 11 3 46
m3/日 6,033 2,289 4,543 12,865

汚泥の乾燥施設 施設数 2 2 0 4
m3/日 70 115 0 185

汚泥の焼却施設 施設数 4 7 0 11
m3/日 288 4,012 0 4,300

廃油の油水分離施設 施設数 0 2 0 2
m3/日 0 190 0 190

廃油の焼却施設 施設数 9 4 0 13
m3/日 281 266 0 547

廃酸・廃アルカリの中和施設 施設数 0 4 0 4
m3/日 0 1,287 0 1,287

廃プラスチック類の破砕施設 施設数 0 22 0 22
m3/日 0 1,333 0 1,333

廃プラスチック類の焼却施設 施設数 1 7 0 8
m3/日 7 3,864 0 3,871

木くずまたはがれき類の破砕施設 施設数 0 44 0 44
m3/日 0 27,940 0 27,940

廃 PCB 等又は PCB 処理物の分解施設 施設数 0 0 0 0
m3/日 0 0 0 0

PCB 汚染物又は PCB 処理物の 
洗浄施設又は分離施設 

施設数 0 2 0 2
m3/日 0 184 0 184

産業廃棄物の焼却施設 施設数 7 9 0 16
m3/日 776 4,218 0 4,994

計 施設数 55 114 3 172
出典：｢令和 3 年度環境局事業概要－廃棄物編－」（令和 3 年 9 月、川崎市） 
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② 撤去構造物の状況 

計画区間から撤去する主な撤去構造物は表 4.3-6に示すとおりであり、計画区間内の既設道路の

舗装、側溝・街渠等である。 
なお、計画区間内の住居や商業施設等の既存建築物等が存在する用地については、土地所有者・

地権者が既存建築物等の撤去を行い、更地の状態に整地された後に、事業を行う計画である。 

表 4.3-6 計画区間から撤去する主な構造物等 

計画区間 
撤去する主な構造物等 

アスファルト廃材 コンクリート廃材 

矢向鹿島田線 
車道舗装（約8,011m2） 
歩道舗装（約3,780m2） 

U型側溝（延長約990m）、L型街渠（延長約 
2,581m）、集水桝（6箇所）、街渠桝（140箇所）、

植樹ブロック（延長約560m） 

大田神奈川線 
車道舗装（約4,398m2） 
歩道舗装（約1,479m2） 

U型側溝（ 延長 約13m） 、 L型 街渠（延 長約

1,000m）、集水桝（4箇所）、街渠桝（50箇所）、

植樹ブロック（延長約19m） 

塚越南加瀬線 
車道舗装（約2,750m2） 
歩道舗装（約1,591m2） L型街渠（延長約774m）、街渠桝（65箇所） 

区画街路 車道舗装（約966m2） L型街渠（延長約232m）、街渠桝（12箇所） 

特殊街路 歩道舗装(約2,446m2) L型街渠（延長約872m）、街渠桝（43箇所） 
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③ 関係法令等による基準等 

表 4.3-7(1) 関係法令等による基準等 

関係法令等 基準等 

循環型社会形成推進基本法 
（平成 12 年 6 月 2 日、法律第 110 号） 

本法律では、事業者の責務として、事業活動を行うに際しては、

原材料等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講

ずるとともに、原材料等が循環資源となった場合には、これについ

て自ら適正に循環的な利用を行うか、適正に循環的な利用が行

われるために必要な措置を講じるか、循環的な利用が行われない

循環資源について自らの責任において適正に処分するとされて

いる。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和 45 年 12 月 25 日、法律第 137 号） 

本法律では、事業者は、事業活動に伴って生じた産業廃棄物

を自ら処理しなければならないとされている。 
事業者は、自らその産業廃棄物の運搬または処分を行う場合に

は、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基

準に従わなければならないとされている。事業者が、産業廃棄物

の運搬または処分を他人に委託する場合には、運搬については

許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める

者に、処分については許可を受けた産業廃棄物処分業者その他

環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならず、政令で定

める基準に従わなければならないとされている。 
事業者は、その産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、委託し

た産業廃棄物の種類及び数量、運搬または処分を受託した者の

氏名等を記載した産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付しなけ

ればならないとされている。 

資源の有効な利用の促進に関する法律 
（平成 3 年 4 月 26 日、法律第 48 号） 

本法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国

において、近年の国民経済の発展に伴い資源が大量に使用され

ることにより、使用済み物品等及び副産物が大量に発生し、その

相当部分が利用されずに廃棄されている状況を鑑み資源の有効

な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保

全に資するため、使用済み物品等及び副産物の発生の抑制並び

に再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、

もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 
事業者等の責務については、事業または建設工事の発注を行

うに際して、原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及

び再生部品を利用するように努めなければならない。事業または

建設工事の発注は、その事業に係る製品が長期間使用されること

を促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用さ

れ、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全

部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを

促進し、またはその事業若しくはその建設事業に係る副産物の全

部若しくは一部を再生資源として利用することを促進しなければ

ならないとされている。 
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表 4.3-7(2) 関係法令等による基準等 

関係法令等 基準等 

建設工事に係る資材の再資源化等に 
関する法律（建設リサイクル法） 
（平成 12 年 5 月 31 日、法律第 104 号） 

本法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再

資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者

について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利

用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び

廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経

済の健全な発展に寄与することを目的としている。 
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アス

ファルト・コンクリートの 4 品目を特定建設資材として定め、分別解

体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等

が義務づけられている。 

建設副産物適正処理推進要綱 
（平成 14 年 5 月 30 日、国官総第 122
号、国総事第 21 号、国総建第 137 号） 

本要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物

の適正な処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適

切に実行するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な

施工の確保、資材の有効な利用の促進及び生活環境の保全を

図ることを目的としている。 

建設廃棄物処理指針 
（平成 22 年度版） 
（平成 23 年 3 月 30 日、環境省） 

本指針は、工作物の建設工事及び解体工事(改修工事を含む)
に伴って生ずる廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」に沿って適正に処理するために必要な具体的な処理

手順等を示すことにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を

図ることを目的としている。 

建設廃棄物の適正管理の手引き 
（令和 4 年 3 月、川崎市） 

本手引きは、建設廃棄物のより一層の資源化や適正処理を推

進するため、現在、建設廃棄物に関する法律として広く廃棄物一

般について定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び建

設工事から発生する廃棄物に着目した「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律」、並びに個別具体の問題に対し、国から

出されている通知についてわかりやすく解説している。 

地域環境管理計画における地域別環境

保全水準 

地域環境管理計画の産業廃棄物に係る地域別環境保全水準

（平野部）は、「資源の循環を図るとともに、生活環境の保全に支

障のないこと」と定められている。 
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(2) 環境保全目標の設定 

環境保全目標は、地域環境管理計画における地域別環境保全水準に基づき、「資源の循環を図る

とともに、生活環境の保全に支障のないこと。」とした。 
 

(3) 予測及び評価 

1) 工事等の影響 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.3-8に示すとおりである。 

表 4.3-8 予測項目（産業廃棄物－工事等の影響） 

項目 予測内容 

工事中 工事等の影響 工事中に発生する産業廃棄物の種類、発生量及び処理・処分方法 

 
イ.予測地域・予測地点 

予測地域は、計画区間とした。 
 

ウ.予測時期 

予測時期は、工事期間全体とした。 
 

エ.予測方法 

事業計画に係る既存資料に基づき、撤去工事に伴い発生する産業廃棄物の種類及び発生量につ

いて予測した。 
 

オ.予測結果 

工事中に発生する産業廃棄物の種類、発生量及び処理・処分方法は、表 4.3-9に示すとおりであ

る。 
工事中に発生する産業廃棄物は、既設道路の舗装撤去及び構造物撤去工事において、がれき類

が約 4,550t 発生すると予測する。発生した産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づき、産業廃棄物処理業の許可を有する業者に委託し、適正に処理・処分されるものと予測

する。また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、適切に分別を行い、特

定建設資材廃棄物については、再生骨材、再生路盤材等として約 4,510t の再資源化が図られるも

のと予測する。 
発生する産業廃棄物量の詳細については、資料編（p 資－210 参照）に示す。 

表 4.3-9 工事中に発生する産業廃棄物の種類、発生量及び処理・処分方法 

種類 
発生量(t) 

資源化量

(t) 
主な処理・処分方法矢向鹿島 

田線 
大田神奈 

川線 
塚越南加

瀬線 
区画街路 

特殊街路 計 

が
れ
き
類 

アスファルト 
廃材 

約1,210 約620 約440 約110 
 

約170 
 

約2,550
 

約2，530
特定建設資材廃棄物と

して再資源化（路盤材

等） 
コンクリート 

廃材 
約1,260 約350 約250 約30 約110 約2,000 約1,980 

特定建設資材廃棄物と

して再資源化（骨材等）

計 約4,550 約4,510 － 

※資源化率は、｢建設リサイクル推進計画2020｣(令和2年9月、国土交通省)における2026年度達成基準値に基づき、アスファルト廃材、

コンクリート廃材とも99%とした。 
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② 環境保全のための措置 

本事業では、産業廃棄物の発生に伴う影響を低減するために、以下のような措置を講じる計画

である。 
・産業廃棄物の搬出運搬時には、荷崩れや飛散等が生じないように、運搬車両に開閉カバーを使

用するなど適切な対策を講ずる。 
・特定建設資材廃棄物については「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、

適切に分別を行い、再資源化を図る。 
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物処理業の許可を有する業者に委

託し、適正に処理する。 
 

③ 評価 

工事中における既設道路及び構造物等の撤去工事において、がれき類が約 4,550t 発生すると予

測された。 
工事中に発生する産業廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、

適切に分別を行い、再資源化を図るほか、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業

廃棄物処理業の許可を有する業者に委託し、適正に処理・処分されるものと予測された。 
本事業の実施にあたっては、産業廃棄物の搬出運搬時に、荷崩れや飛散等が生じないように運

搬車両に開閉カバーを使用する等の環境保全のための措置を講ずることから、資源の循環が図ら

れるとともに、生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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4.3.2 建設発生土 

計画区間及びその周辺の建設発生土の状況等を把握し、工事中に発生する建設発生土の発生量

及び処理・処分方法について、予測及び評価を行った。 
 

(1) 現況調査 

1) 調査項目 

調査項目は、表 4.3-10に示すとおりである。 

表 4.3-10 調査項目（建設発生土） 

項目 調査内容 

建設発生土 
①建設発生土の状況 

②関係法令等による基準等 

 
 

2) 調査地域 

調査地域は、表 4.3-11に示すとおりである。 

表 4.3-11 調査地域（建設発生土） 

調査内容 調査地域 

①建設発生土の状況 計画区間及びその周辺 

 
 

3) 調査方法等 

① 調査方法 

調査方法は、表 4.3-12に示すとおりである。 

表 4.3-12 調査方法（建設発生土） 

調査内容 調査方法 

①建設発生土の状況 
「平成 30 年度建設副産物実態調査結果」等の既存資料を収集・整理し、

計画区間及びその周辺の建設発生土の状況を把握した。 

②関係法令等による基準等 

「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「神奈川県土砂の適正処理に

関する条例」、「建設副産物適正処理推進要綱」、「地域環境管理計画」等の

資料により、関係法令等の内容を整理する。 
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4) 調査結果 

① 建設発生土の状況 

平成 30 年度における川崎市の公共土木工事に伴う建設発生土の排出状況及び再利用状況は、表 
4.3-13に示すとおりである。 

表 4.3-13 建設発生土の排出状況(平成 30 年度-川崎市公共土木工事) 

工事場所 

有効利用量（千 m3） 
公共工事等での利用 

売却 
他の工事
現場 
（海面） 

採石場・
砂利採取
等跡地 
復旧 

最終処分
場覆土 

公共工
事等 
以外の有
効利用 

計 他の工事
現場 
（内陸） 

ストック 
ヤード等 
再利用 

土質改良
プラント
経由の 
工事現場 

計 

神奈川県 
（川崎市） 5.6 17.9 38.9 62.4 0.0 0.1 169.4 80.4 44.7 357.1 

 

工事場所 

その他（千 m3） 
場外搬
出量 
（千 m3）

現場内 
利用量 

有効 
利用率 

廃棄物 
最終処分
場（覆土
以外） 

ストック 
ヤード等
再利用 
なし 

土捨場・ 
残土 
処分場 

計 

神奈川県 
（川崎市） 6.6 4.6 145.1 156.3 513.4 615.8 86.2%

※四捨五入の関係上、合計値があわない場合がある。 
出典：「平成 30 年度建設副産物実態調査結果」（令和 2 年 1 月、国土交通省） 
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② 関係法令等による基準等 

表 4.3-14 関係法令等による基準等 

関係法令等 基準等 

資源の有効な利用の促進に関する法律 
（平成 3 年 4 月 26 日、法律第 48 号） 

本法律の目的は、「第 4 章.環境影響評価 4.3 廃棄物等 4.3.1
産業廃棄物(1)現況調査 4)調査結果③関係法令等による基準

等」に示すとおりである。 
事業者等の責務は、事業または建設工事の発注を行うに際し

て、原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生

部品を利用するように努めなければならない。事業または建設工

事の発注は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進

するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若

しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若し

くは一部を再生資源若しくは再生部品として利用することを促進

し、またはその事業若しくはその建設事業に係る副産物の全部若

しくは一部を再生資源として利用することを促進しなければならな

いとされている（第 4 条第 1 項・第 2 項）。 

神奈川県土砂の適正処理に関する条例 

本条例は、土砂の搬出、搬入、埋立て等について必要な事項

を定めることにより、土砂の適正な処理を推進し、県土の秩序ある

利用を図るとともに、県民の生活の安全を確保することを目的とす

る。 

建設副産物適正処理推進要綱 
（平成 14 年 5 月 30 日、国官総第 122
号、国総事第 21 号、国総建第 137 号） 

本要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物

の適正な処理等に係る総合的な対策を発注者及び施工者が適

切に実行するために必要な基準を示し、もって建設工事の円滑な

施工の確保、資材の有効な利用の促進及び生活環境の保全を

図ることを目的としている。 

地域環境管理計画における地域別環境

保全水準 

地域環境管理計画の建設発生土に係る地域別環境保全水準

（平野部）は、「資源の循環を図るとともに、生活環境の保全に支

障のないこと」と定められている。 
 

(2) 環境保全目標の設定 

環境保全目標は、地域環境管理計画における地域別環境保全水準に基づき、「資源の循環を図る

とともに、生活環境の保全に支障のないこと。」とした。 
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(3) 予測及び評価 

1) 工事等の影響 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.3-15に示すとおりである。 

表 4.3-15 予測項目（建設発生土－工事等の影響） 

項目 予測内容 

工事中 工事等の影響 工事中に発生する建設発生土の量及び処理・処分方法 

 
イ.予測地域・予測地点 

予測地域は、計画区間とした。 
 

ウ.予測時期 

予測時期は、工事期間全体とした。 
 

エ.予測方法 

事業計画に係る既存資料に基づき、掘削工事等に伴う建設発生土の発生量について予測した。 
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オ.予測結果 

工事中に発生する建設発生土は、表 4.3-16に示すとおりである。 
工事中に発生する建設発生土は、約 37,612m3と予測する。建設発生土の一部は、盛土として現

場内流用（再利用）し、場外搬出する建設発生土は、川崎市の指定処分場に搬入し、適正に処理・

処分を行うものと予測する。 
建設発生土量の詳細については、資料編（p 資－211 参照）に示す。 

表 4.3-16 工事中の建設発生土 

計画区間 

建設発生土 

①掘削土量 
②現場内利

用 
（盛土） 

③残土量 
残土の主な処理・処分方法 

（①－②）×1.2※

矢向鹿島田線 約18,869m3 約1,838m3 約20,437m3

関係法令等に基づき、川崎市の指

定処分場にて適正に処理・処分 

大田神奈川線 約3,683m3  約2,713m3  約1,164m3 

塚越南加瀬線 約858m3 約57m3 約962m3

区画街路 約 4,781m3 約 108m3 約 5,608m3

特殊街路 約 8,523m3 約 656m3 約 9,441m3

計 約 36,714m3 約 5,371m3 約 37,612m3 － 
※ほぐし土量として、体積変化率 1.2 を見込んだ。 

 
② 環境保全のための措置 

本事業では、建設発生土の発生に伴う影響を低減するために、以下のような措置を講じる計画

である。 
・建設発生土については、計画区間内での再利用に努め、場外に搬出する総量の削減に努める。

場外に搬出する建設発生土についても、可能な限り再利用に努める。 
・再利用が困難な建設残土については、川崎市の指定処分場に搬入し、適正に処分する。 
・建設発生土の搬出にあたっては、土砂の飛散が生じないように、搬出車両の荷台にシートカバ

ー等を使用するなど適切な対策を講じる。 
 

③ 評価 

工事中における建設発生土は、約 37,612m3発生すると予測された。建設発生土については、一

部は盛土として現場内流用（再利用）し、場外搬出する建設発生土は、川崎市の指定処分場に搬

入し、適正に処理・処分を行うものと予測された。 
本事業の実施にあたっては、場外に搬出する建設発生土についても、可能な限り再利用に努め

るほか、建設発生土の搬出時は土砂の飛散が生じないように、搬出車両の荷台にシートカバー等

を使用する等の環境保全のための措置を講じることから、資源の循環が図られるとともに、生活

環境の保全に支障は生じないものと評価する。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 歴史的文化的遺産  
4.4.1 歴史的文化的遺産  
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4.4  歴史的文化的遺産 
4.4.1 歴史的文化的遺産 

計画区間及びその周辺における文化財等の状況等について調査し、工事の実施による文化財等

及び埋蔵文化財包蔵地への影響について予測及び評価を行った。 
 

(1) 現況調査 

1) 調査項目 

調査項目は、表 4.4-1に示すとおりである。 

表 4.4-1 調査項目（歴史的文化的遺産） 

項目 調査内容 

歴史的文化的遺産 

①文化財等の状況 
②埋蔵文化財包蔵地の状況 
③文化財等周辺の土地利用状況 
④関係法令等による基準等 

 
2) 調査地域 

調査地域は、表 4.4-2に示すとおりである。 

表 4.4-2 調査地域（歴史的文化的遺産） 

調査内容 調査地域 
①文化財等の状況 
②埋蔵文化財包蔵地の状況 
③文化財等周辺の土地利用状況 

計画区間及びその周辺 

 
3) 調査方法等 

① 調査方法 

調査方法は、表 4.4-3に示すとおりである。 

表 4.4-3 調査方法（歴史的文化的遺産） 

調査内容 調査方法 

①文化財等の状況 
「指定文化財紹介」（川崎市教育委員会）、「市域文化財一覧」

（横浜市）等の既存資料から、計画区間及びその周辺の文化財等

の状況を把握する方法とした。 

②埋蔵文化財包蔵地の状況 
「ガイドマップかわさき」（川崎市）、「行政地図情報提供シス

テム」（横浜市）等の既存資料から、計画区間及びその周辺の埋蔵

文化財包蔵地の状況を把握する方法とした。 

③土地利用の状況 
「土地利用現況図」等の既存資料から、計画区間及びその周辺

の土地利用の状況を把握する方法とした。 

④関係法令等による基準等 
「文化財保護法」、「神奈川県文化財保護条例」、「川崎市文化財保

護条例」、「地域環境管理計画」等の関係法令等における基準等を整

理する方法とした。 
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4) 調査結果 

① 文化財等の状況 

計画区間及びその周辺の指定文化財等は、表 4.4-4及び図 4.4-1に示すとおりである。計画区間

及びその周辺には、国登録文化財は存在しないが、建造物をはじめとした市の指定文化財が多数

存在する。 

表 4.4-4 計画区間周辺の指定文化財等 

分類 No. 名称 所在地 指定 
建造物 1 日枝神社本殿 

中原区上丸子山王町 
1-1455 

市重要歴史記念物 平成 2 年 1 月 23 日

書跡・ 
古文書 2 後北条氏の虎の印 

判状庚寅三月十六日付 市重要歴史記念物 昭和 50 年 12 月 26 日

書跡・ 
古文書 3 後北条氏の虎の印 

判状丁亥八月十八日付 市重要歴史記念物 昭和 50 年 12 月 26 日

書跡・ 
古文書 4 徳川氏奉行人（代官頭） 

連署奉書 市重要歴史記念物 昭和 57 年 9 月 28 日

彫刻 5 木造 釈迦如来坐像 
（大楽院） 

中原区上丸子八幡町 
1522 市重要歴史記念物 昭和 60 年 12 月 24 日

建造物 6 深瀬家長屋門 幸区南加瀬 3-13-25 市重要歴史記念物 平成 29 年 6 月 30 日

建造物 7 長弘寺本堂 幸区南加瀬 3-24-16 市重要歴史記念物 平成 2 年 1 月 23 日

絵画 8 紙本着色 閻魔府之図 幸区塚越 2-118 市重要歴史記念物 平成 8 年 1 月 25 日

絵画 9 紙本着色 四十七士像 幸区下平間 183 市重要歴史記念物 昭和 60 年 12 月 24 日

有形民俗 
文化財 10 庚申塔（無量院） 幸区小倉 2-7-1 市重要郷土資料 昭和 63 年 11 月 29 日

有形民俗 
文化財 11 南河原雨乞獅子頭 幸区都町 4-2 市重要郷土資料 昭和 58 年 12 月 21 日

無形民俗 
文化財 12 八幡大神（小向獅子舞） 幸区小向 242 県指定

無形民俗文化財
平成 13 年 2 月 13 日

史跡 13 二カ領用水路地跡 鶴見区矢向 3-1000-5 市登録文化財 平成 10 年 11 月 9 日

出典：「指定文化財紹介」（令和 4 年 6 月閲覧、川崎市教育委員会） 
「市域文化財一覧」（令和 4 年 6 月閲覧、横浜市）
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② 埋蔵文化財包蔵地の状況 

計画区間及びその周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地は、表 4.4-5及び図 4.4-1に示すとおりである。

計画区間には、周知の埋蔵文化財包蔵地として、古墳（平間銚子塚古墳）が存在する。 

表 4.4-5 計画区間周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地等 

分類 No. 文化財 所在地 
埋蔵文化財包蔵地 1 古墳（平間銚子塚古墳） 中原区田尻町 2064 付近 
 2 古墳 幸区塚越 2-179 付近 
 3 横穴墳 幸区北加瀬 1-13 付近 
 4 集落跡 幸区南加瀬 1-2 付近 
 5 古墳 幸区南加瀬 1-2 付近 
 6 古墳 幸区南加瀬 2-4 付近 
 7 古墳 幸区南加瀬 2-5 付近 
 8 火葬骨蔵器（墓地） 幸区南加瀬 2-4 付近 
 9 散布地 幸区南加瀬 1-5 付近 
 10 散布地 幸区矢上 11 付近 
 11 古墳 幸区塚越 1-110 付近 
 12 横穴墓  鶴見区駒岡4-41-1付近 
 13 横穴墓  鶴見区駒岡4-38-9付近 
 14 横穴墓  鶴見区駒岡4-31-1付近 
 15 横穴墓  鶴見区駒岡4-41-28付近 
 16 古墳  鶴見区駒岡4-12-30付近 
 17 横穴墓  鶴見区駒岡4-12-8付近 
 18 横穴墓  鶴見区駒岡4-22-6付近 
 19 古墳  鶴見区駒岡4-34付近 
 20 古墳  鶴見区駒岡4-34付近 
 21 散布地  鶴見区駒岡4-32-2付近 
 22 古墳  鶴見区駒岡3-40付近 
 23 散布地  港北区日吉3-9付近 
 24 散布地・古墳  港北区日吉3-14付近 
 25 散布地  港北区日吉3-13付近 
 26 集落跡  港北区日吉4-665付近 
 27 集落跡・古墳・城跡  港北区日吉4-1付近 
 28 散布地・古墳・城跡  港北区日吉4-1付近 
 29 集落跡  港北区日吉4-1付近 
 30 横穴墓  港北区日吉5-12-4付近 
 31 横穴墓  港北区日吉5-2-11付近 
 32 地下壕  港北区日吉4-1付近 
 33 地下壕  港北区日吉4-1付近 
出典：「ガイドマップかわさき」（令和 4 年 6 月閲覧、川崎市） 

「行政地図情報提供システム」（令和 4 年 6 月閲覧、横浜市） 
 

③ 土地利用の状況 

計画区間及びその周辺の土地利用状況は、「第 2 章. 計画区間及びその周辺地域の概況並びに

環境の特性」（p40～44 参照）に示すとおりである。 
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図 4.4-1 周知の埋蔵文化財包蔵地位置図 
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④ 関係法令等による基準等 

表 4.4-6 関係法令等による基準等 

関連法令等 基準等 

文化財保護法 
(昭和25年5月30日、法律第214号) 

本法律は、文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向

上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的としている。 
同法では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念

物」、「伝統的建造物群」、「文化的景観」の 6 種類と定義しており、それらの指

定、管理、保護、公開、調査の規定及び基準を定めている。埋蔵文化財につ

いては、土地の所有者又は占有者が遺跡を発見したときは、文化庁長官に届

け出なければならないこと、国及び地方公共団体は、その場所の周知の徹底

を図るために必要な措置の実施に努めること、周知の埋蔵文化財包蔵地を土

木工事等の目的で発掘しようとする場合には文化庁長官に届け出なければな

らないことなどが規定されている。 

神奈川県文化財保護条例 
(昭和30年4月1日、条例第13号) 

本条例は、「文化財保護法」の規定に基づき、文部科学大臣による指定を

受けた文化財以外の文化財で、県の区域内に存するもののうち、県にとって重

要なものの保存及び活用のため必要な措置を講ずるとともに、県が行うこととさ

れた文化財の保存及び活用に関し必要な事項を定め、もって県民の文化的

向上と我が国文化の進歩に貢献することを目的としている。 
同条例では、文化財を「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」及び

「記念物」の 4 種類と定義しており、それらの指定、管理、保存などについて規

定されている。 

川崎市文化財保護条例 
(昭和34年8月3日、条例第24号) 

本条例は、川崎市内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図りもって市

民の郷土に対する認識を高めるとともに文化の向上発展に貢献することを目

的としている。 
同条例では、文化財を「市重要歴史記念物」、「市重要習俗技芸」、「市重要

郷土資料」、「市重要史跡」、「市重要景勝地」及び「市重要天然記念物」の 6
種類と定義しており、それらの指定などについて規定されている。 

地域環境管理計画における地域別

環境保全水準 

地域環境管理計画の歴史的文化的遺産に係る地域別環境保全水準（平野

部）は、「価値ある歴史的文化財について周辺環境を含めて保全を図ること。」

と定められている。 
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(2) 環境保全目標の設定 

環境保全目標は、地域環境管理計画における地域別環境保全水準に基づき、「価値ある歴史的文

化財について周辺環境を含めて保全を図ること。」とした。 
 
(3) 予測及び評価 

1) 工事等の影響 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.4-7に示すとおりである。 

表 4.4-7 予測項目（歴史的文化的遺産－工事等の影響） 

項目 予測内容 

工事中 工事等の影響 工事中における埋蔵文化財包蔵地の改変の程度 

 
イ.予測地域・予測地点 

予測地域及び予測地点は、計画区間とする。 
 

ウ.予測時期 

予測時期は、工事期間全体とする。 
 

エ.予測方法 

現況調査の結果と事業計画の内容に基づき、歴史的文化的遺産への影響の程度を予測した。 
 

オ.予測結果 

本事業において、土地の改変を行う範囲内に周知の埋蔵文化財包蔵地として古墳（平間銚子塚

古墳）が存在していることから、文化財保護法に基づいて届出を行い、協議のうえ適切な保全を

実施するため、本事業の実施に伴う埋蔵文化財等への影響はないものと予測する。 
 

② 環境保全のための措置 

本事業では、文化財保護の観点から、以下のような措置を講じる計画である。 
・本事業では、工事着手前に試掘調査を計画しており、工事着手前及び工事中に、新たに遺跡等

が発見された場合には、川崎市教育委員会に届け出るとともに、遺跡等の保全措置について協

議を行い、必要に応じて適切な措置を講じる。 
 

③ 評価 

本事業において、土地の改変を行う範囲内に周知の埋蔵文化財包蔵地として古墳（平間銚子塚

古墳）が存在していることから、文化財保護法に基づいて届出を行い、協議のうえ適切な保全を

実施するため、本事業の実施に伴う埋蔵文化財等への影響はないものと予測された。 
本事業の実施にあたっては、工事着手前の試掘調査及び工事中に、新たに遺跡等が発見された

場合には、川崎市教育委員会に届け出るとともに、遺跡等の保全措置について協議を行い、必要

に応じて適切な措置を実施することから、価値ある歴史的文化財について周辺環境を含めて保全

が図れるものと評価する。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 景観 
4.5.1 景観 
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4.5  景観 
4.5.1 景観 

計画区間及びその周辺における地域景観の特性等を把握し、事業の実施による主要な景観構成

要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度、代表的な眺望点からの眺望の変化の程度に

ついて予測及び評価を行った。 
 

(1) 現況調査 

1) 調査項目 

調査項目は、表 4.5-1に示すとおりである。 

表 4.5-1 調査項目（景観） 

項目 調査内容 

景観 

①地域景観の特性 

②代表的な眺望地点からの景観 

③土地利用の状況 

④関係法令等による基準等 

 
2) 調査地域 

調査地域は、表 4.5-2に示すとおりである。 

表 4.5-2 調査地域（景観） 

調査内容 調査地域 

①地域景観の特性 
②代表的な眺望地点からの景観 
③土地利用の状況 

計画区間及びその周辺 

 
3) 調査方法等 

① 調査地点 

調査地点は、計画区間周辺における代表的な眺望地点として、表 4.5-3及び図 4.5-1に示す 8 地

点とした。なお、計画区間の方向を容易に見渡せ、不特定多数が立ち入ることができる高台等の

眺望地点としては、夢見ヶ崎動物公園周辺しか存在しないため、中景域の調査地点は 1 地点とし

た。また、遠景域については計画区間の方向を容易に見渡せ、不特定多数が立ち入ることができ

る眺望地点が存在しないため、選定しなかった。 
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表 4.5-3 調査地点（景観） 

地点 調査地点 

近景域 No.1 
向河原駅駅舎前付近 
（特殊街路） 

向河原駅前に位置し、多くの人が利用する場所であることか

ら、特殊街路の代表地点として選定した。 

 No.2 
市立橘高校校門付近 
（区画街路） 

橘高校があり、多くの人が利用する場所であることから、区画

街路の代表地点として選定した。 

 No.3 
JA セレサ川崎付近 
（大田神奈川線） 

商店街に位置し、多くの人が利用する地点であることから、

大田神奈川線の代表地点として選定した。 

 No.4 
平間駅入口交差点付近 
（矢向鹿島田線） 

平間駅入口交差点付近に位置し、通行者が多く、かつ大田

神奈川線（盛土区間）との交差部にも近いことから、矢向鹿島

田線の代表地点として選定した。 

 No.5 
川崎堀踏切付近（国道 409 号

との交差付近）（特殊街路） 

川崎堀踏切付近に位置し、利用者も多く、鹿島田駅方面、

平間駅方面への通行者も多いことから、特殊街路の代表地点

として選定した。 

 No.6 
パークシティ新川崎付近 
（矢向鹿島田線） 

大型のマンションがあり、徒歩で鹿島田駅に向かう人が多い

地点であることから、矢向鹿島田線の代表地点として選定した。

 No.7 
ローソン川崎東小倉店付近 
（塚越南加瀬線） 

沿道に大きな施設はないが、コンビニエンスストアやバス停

があり、地域の人が利用する場所であることから、塚越南加瀬

線の代表地点として選定した。 

中景域 No.8 夢見ヶ崎動物公園展望場 計画区間の西側にある高台に中景域の代表地点として設定

した。 
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図 4.5-1 調査地点等位置図（景観） 
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② 調査期間・調査時期 

調査期間・調査時期は、表 4.5-4に示すとおりである。 

表 4.5-4 調査期間・調査時期（景観） 

調査内容 調査期間・調査時期 

① 地域景観の特性 
令和 4 年 8 月 2 日（火） 

② 代表的な眺望地点からの景観 
 
 

③ 調査方法 

調査方法は、表 4.5-5に示すとおりである。 

表 4.5-5 調査方法（景観） 

調査内容 調査方法 

①地域景観の特性 「土地利用現況図」等の既存資料の収集・整理及び現地踏査により、計画

区間及びその周辺の土地利用の状況を把握する方法とした。 

②代表的な眺望地点からの景観 

調査地点において眺望写真の撮影を行うとともに、現地踏査により調査地

点の状況を把握する方法とした。 
なお、写真撮影は地上約 1.5m、人の視野に合わせて焦点距離は 35mm

フィルムカメラ換算で 28mm 相当（水平画角約 63 度）にて撮影した。 

③土地利用の状況 
「土地利用現況図」等の既存資料を収集・整理し、計画区間及びその周辺

の土地利用の状況を把握する方法とした。 

④関係法令等による基準等 「景観法」、「川崎市都市景観条例」、「川崎市景観計画」、「地域環境管理

計画」等の関係法令等の内容を整理する方法とした。 
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4) 調査結果 

① 地域景観の特性 

計画区間及びその周辺は、主に市道等の道路用地や市街化区域となっており、住宅・集合住宅

が多くなっているほか、事業所や工場、道路などで構成され、道路や鉄道、建築物等が主要な景

観構成要素となり、既成の市街地景観を形成している。 
 

② 代表的な眺望地点からの景観 

代表的な眺望地点からの景観の調査結果は、表 4.5-6及び写真 4.5-1(1)～(8)に示すとおりであ

る。 

表 4.5-6 代表的な眺望地点からの景観 

調査地点 標高 代表的な眺望地点の状況 

近
景
域 

No.1 
向河原駅駅舎前付近 
（特殊街路） 約 6.5m 

本地点は、向河原駅北側に位置する。 
本地点からは、向河原駅の駅舎、向河原駅踏切及び近接す

る建物等が眺望できる。 

 No.2 
市立橘高校校門付近 
（区画街路） 約 6.0m 

本地点は、市立橘高校校門付近に位置する。 
本地点からは、計画区間（区画街路）の北側（終点側）及び

市立橘高校の植樹、JR 南武線線路や計画区間周辺の建物等

が眺望できる。 

 No.3 
JA セレサ川崎付近 
（大田神奈川線） 約 6.0m 

本地点は、JA セレサ川崎付近に位置する。 
本地点からは、計画区間（大田神奈川線）の西側（終点側）

及び計画区間周辺の建物等が眺望できる。 

 No.4 
平間駅入口交差点付近 
（矢向鹿島田線） 約 6.4m 

本地点は、平間駅入口交差点付近に位置する。 
本地点からは、計画区間（矢向鹿島田線）の北側（終点側）

及び計画区間周辺の建物等が眺望できる。 

 No.5 
川崎堀踏切付近（国道 409 号

との交差付近）（特殊街路） 約 5.9m 

本地点は、川崎堀踏切付近に位置する。 
本地点からは、計画区間（特殊街路）の北側（終点側）、JR

南武線線路、川崎堀踏切及び計画区間周辺の建物等が眺望

できる。 
 No.6 

パークシティ新川崎付近 
（矢向鹿島田線） 約 5.1m 

本地点は、パークシティ新川崎付近に位置する。 
本地点からは、計画区間（矢向鹿島田線）の北側（終点側）

及び JR 南武線線路や計画区間周辺の建物等が眺望できる。

 No.7 
ローソン川崎東小倉店付近 
（塚越南加瀬線） 約 4.6m 

本地点は、ローソン川崎東小倉店付近に位置する。 
本地点からは、計画区間（塚越南加瀬線）の西側（起点側）

及び計画区間周辺の建物等が眺望できる。 

中
景
域 

No.8 夢見ヶ崎動物公園展望場 約31.8m 

本地点は、夢見ヶ崎動物公園展望場に位置し、計画区間

の西側 500m の高台に位置する。 
本地点からは、計画区間周辺の建物等が眺望できるが、計

画区間は視認できない。 
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③ 土地利用の状況 

計画区間は、一般国道 409 号や市道等の道路用地の他、一部住宅用地や軽工業用地等となって

いる。計画区間周辺は、主に鉄道用地、住宅用地、集合住宅用地となっているほか、学校をはじ

めとした文教・厚生用地や軽工業用地等がみられる。 
 

④ 関係法令等による基準等 

表 4.5-7 関係法令等による基準等 

関係法令等 基準等 

景観法 
（平成 16 年 6 月 18 日、 
法律第 110 号） 

本法律は、日本の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するた

め、景観計画の策定その他の施策を総合的に講じることにより、美しく風格のある

国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会

の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発

展に寄与することを目的としている。 

川崎市都市景観条例 
（平成 6 年 12 月 26 日、 
条例第 38 号） 

本条例は、「市と市民が協働して行う、次代に誇れる魅力ある川崎らしさの発見と

創造」を基本理念として定められており、公共施設については、以下のように記載し

ている。 
市は、道路、公園その他の公共施設の整備、公共建築物の建築等を行う場合に

おいては、都市景観の形成について先導的な役割を果たすよう努めるものとする

（第 6 条）。 

川崎市景観計画 
（平成 30 年 12 月 26 日

改定、川崎市） 

本計画では、川崎市全域を景観計画区域に定めており、良好な景観の形成に

関する方針として、市域の骨格をつくる景観形成方針及び建築物等の用途別の景

観形成方針を定めている。 
市域の骨格をつくる景観形成方針では、市域を 3 つのゾーンに区分しており、ゾ

ーンごとに景観形成方針等を策定している。 
計画区間及びその周辺は、平野部ゾーンに位置し、「平野部の市街地に多摩

川、二ヶ領用水、中小河川などの身近な水辺を有する平野部の市街地の特徴を活

かす景観」、「大規模な土地利用転換に伴う緑の創出と水辺空間と調和した緑化な

どによる効果的な緑の景観」、「工場と住宅が混在する場所では働く場と生活の場

の調和のとれた景観」、「商店街では親しみやすく賑わいがある中にも、秩序ある景

観」を目指すとされている。 
地域環境管理計画に

おける地域別環境保全

水準 

地域環境管理計画の景観に係る地域別環境保全水準（平野部）は、「周辺環境と

調和を保つこと。又は、魅力ある都市景観の形成を図ること。」と定められている。 

 
 

(2) 環境保全目標の設定 

環境保全目標は、地域環境管理計画における地域別環境保全水準を参考とし、表 4.5-8に示すと

おり設定した。 

表 4.5-8 環境保全目標（景観） 

環境影響要因 環境保全目標 

供用時 施設の存在 周辺環境と調和を保つこと 
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(3) 予測及び評価 

1) 施設の存在 

① 予測 

ア.予測項目 

予測項目は、表 4.5-9に示すとおりである。 

表 4.5-9 予測項目（景観－施設の存在） 

項目 予測内容 

供用時 施設の存在 
・主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度

・代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 
 

イ.予測地域・予測地点 

予測地域は、調査地域と同様とし、予測地点は、写真撮影を行った 8 地点とした。 
 

ウ.予測時期 

予測時期は、計画区間の供用時とした。 
 

エ.予測方法 

予測方法は、表 4.5-10に示すとおりである。 

表 4.5-10 予測方法（景観－施設の存在） 

予測内容 予測方法 
主要な景観構成要素の

改変の程度及び地域景観

の特性の変化の程度 

事業計画に基づき（「第 1 章．事業計画の概要 (4) 事業計画の概要」（p8 参
照））、周辺の土地利用の状況を勘案して定性的に予測する方法とした。 

代表的な眺望地点から

の眺望の変化の程度 

現況写真に計画区間の完成予想図を合成するフォトモンタージュを作成し、
定性的に予測する方法とした。なお、本事業における道路構造や付帯施設の外
観については、意匠、素材、色彩等の詳細が未定であることから、想定される外
観として扱うものとする。 

 
オ.予測結果 

a. 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

計画区間及びその周辺は、主に市道等の道路用地や市街化区域となっており、住宅・集合住宅

が多くなっているほか、事業所や工場、道路などで構成され、道路や鉄道、建築物等が主要な景

観構成要素となり、既成の市街地景観を形成している。 
主要な景観構成要素は変化しないが、本事業において、道路の新設及び改良を行うため、一部

住宅用地や軽工業用地が道路用地へと変化する。そのため、地域景観の中に占める道路の割合は

大きくなり、沿道の建築物に若干の変化は生じるが、既成の市街地景観としての変化はないこと

から、地域景観の特性の変化は小さいと予測する。 
 

b. 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

供用時における代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度は、表 4.5-11及び写真 4.5-1(1)～
(8)に示すとおりである。 
代表的な眺望地点からの眺望は、中景域（夢見ヶ崎動物公園展望場）の眺望地点については、

計画区間は建物等に囲まれ、道路は視認できないことから眺望に変化は生じないものと予測する。

近景域の眺望地点については、道路の新設及び改良により眺望が変化するが、歩道の整備や道路

の拡幅により、整然とした開放的な市街地景観が形成されると予測する。 



- 270 - 

 

表 4.5-11 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

予測地点 景観の特徴 

近
景
域 

No.1 
向河原駅駅舎前付近 
（特殊街路） 

本地点からは、主に計画区間（特殊街路）の南側（起点側）及

び計画区間と並行する JR 南武線の高架部が眺望できる。 
計画区間は道路の新設により眺望は変化するが、整然とした

開放的な市街地景観が形成されるものと予測する。 

No.2 
市立橘高校校門付近 
（区画街路） 

本地点からは、主に計画区間（区画街路）の北側（終点側）、

市立橘高校の植樹及び計画区間と並行する JR 南武線の高架

部が眺望できる。 
計画区間は、現道の改良・拡幅（一部新設）により眺望は変化

するが、整然とした開放的な市街地景観が形成されるものと予測

する。 

No.3 
JA セレサ川崎付近 
（大田神奈川線） 

本地点からは、主に計画区間（大田神奈川線）の西側（終点

側）、計画区間周辺の建物等及び計画区間と交差する JR 南武

線の高架部が眺望できる。 
計画区間は、現道にて道路の改良・拡幅を行うが、広く整備さ

れた歩道や植樹帯の設置により、整然とした開放的な市街地景

観が形成されるものと予測する。 

No.4 
平間駅入口交差点付近 
（矢向鹿島田線） 

本地点からは、主に計画区間（矢向鹿島田線）の北側（終点

側）及び大田神奈川線の盛土部や植樹帯、計画区間周辺の建

物等が眺望できる。 
計画区間は、現道にて道路の改良・拡幅を行うが、広く整備さ

れた歩道や車道により、整然とした開放的な市街地景観が形成

されるものと予測する。また、大田神奈川線の盛土部について

は、盛土高さは周辺の建築物よりも低いため、眺望の変化は小さ

いと予測する。 

No.5 
川崎堀踏切付近（国道 409 号と

の交差点付近）（特殊街路） 

本地点からは、主に計画区間（特殊街路）の北側（終点側）、

計画区間周辺の建物等及び計画区間と並行する JR 南武線の

高架部が眺望できる。 
計画区間は、道路の新設により眺望は変化するが、整然とし

た開放的な市街地景観が形成されるものと予測する。 

No.6 
パークシティ新川崎付近 
（矢向鹿島田線） 

本地点からは、主に計画区間（矢向鹿島田線）の北側（終点

側）及び計画区間と並行する JR南武線の高架部が眺望できる。

計画区間は、現道の改良・拡幅（一部新設）により眺望は変化

するが、整然とした開放的な市街地景観が形成されるものと予測

する。 

No.7 
ローソン川崎東小倉店付近 
（塚越南加瀬線） 

本地点からは、主に計画区間（塚越南加瀬線）の西側（起点

側）及び計画区間周辺の建物等が眺望できる。 
計画区間は、現道にて道路の改良・拡幅を行うが、道路構造

に変化はないため、眺望の変化は小さいと予測する。 

中
景
域

No.8 夢見ヶ崎動物公園展望場 
本地点からは、計画区間周辺の建物等が眺望できるが、計画

区間は視認できないため、眺望の変化はないものと予測する。 
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現 況 

 

 令和 4年 8月 2日撮影 
  

供用時 

 

 ※今後の関係機関協議等により、変更となる可能性がある。 
 本事業に先行して JR 南武線連続立体交差事業が実施される（JR 南武線の高架化）。 
 建物の形状はイメージである。 

 

 
 

※ハッチング部は、本事業による計画区間を示す。 

写真 4.5-1(1) 地点 No.1 向河原駅駅舎前付近（特殊街路） 
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現 況 

 

 令和 4年 8月 2日撮影 
  

供用時 

 

 ※今後の関係機関協議等により、変更となる可能性がある。 

 本事業に先行して JR 南武線連続立体交差事業が実施される（JR 南武線の高架化）。 

 建物の形状はイメージである。 

  
 

 
※ハッチング部は、本事業による計画区間を示す。 

写真 4.5-1(2) 地点 No.2 市立橘高校校門付近（区画街路） 
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現 況 

 

 令和 4年 8月 2日撮影 
  

供用時 

 

 ※今後の関係機関協議等により、変更となる可能性がある。 
 本事業に先行して JR 南武線連続立体交差事業が実施される（JR 南武線の高架化）。 
 建物の形状はイメージである。 

青帯表示：自転車専用通行帯（自転車専用の通行領域。自動車やバイクなどの車両は
通行出来ない場所。） 

  

 
※ハッチング部は、本事業による計画区間を示す。 

写真 4.5-1(3) 地点 No.3 JA セレサ川崎付近（大田神奈川線） 
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現 況 

 

 令和 4年 8月 2日撮影 
  

供用時 

 

 ※今後の関係機関協議等により、変更となる可能性がある。 
建物の形状はイメージである。 

 青矢羽根表示：自転車走行指導帯（自転車の通行領域を青い矢羽根などで明示しなが
らも、自動車やバイクなども走行出来るような場所。） 

  

 
※ハッチング部は、本事業による計画区間を示す。 

写真 4.5-1(4) 地点 No.4 平間駅入口交差点付近（矢向鹿島田線） 



- 275 - 

現 況 

 

 令和 4年 8月 2日撮影 
  

供用時 

 

 ※今後の関係機関協議等により、変更となる可能性がある。 
 本事業に先行して JR 南武線連続立体交差事業が実施される（JR 南武線の高架化）。 
 建物の形状はイメージである。 

  

 
※ハッチング部は、本事業による計画区間を示す。 

写真 4.5-1(5) 地点 No.5 川崎堀踏切付近（国道 409 号との交差点付近）（特殊街路） 
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現 況 

 

 令和 4年 8月 2日撮影 
  

供用時 

 

 ※今後の関係機関協議等により、変更となる可能性がある。 
 本事業に先行して JR 南武線連続立体交差事業が実施される（JR 南武線の高架化）。 

青矢羽根表示：自転車走行指導帯（自転車の通行領域を青い矢羽根などで明示しなが
らも、自動車やバイクなども走行出来るような場所。） 

  

 
※ハッチング部は、本事業による計画区間を示す。 

写真 4.5-1(6) 地点 No.6 パークシティ新川崎前（矢向鹿島田線） 
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現 況 

 

 令和 4年 8月 2日撮影 
  

供用時 

 

 ※今後の関係機関協議等により、変更となる可能性がある。 
 青矢羽根表示：自転車走行指導帯（自転車の通行領域を青い矢羽根などで明示しなが

らも、自動車やバイクなども走行出来るような場所。） 

  

 
※ハッチング部は、本事業による計画区間を示す。 

写真 4.5-1(7) 地点 No.7 ローソン川崎東小倉店付近（塚越南加瀬線） 
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現 況 

 

 令和 4年 8月 2日撮影 
  

供用時 

 

 ※計画道路は視認できない。 

  

 
※点線部は、本事業による計画区間を示す。 

写真 4.5-1(8) 地点 No.8 夢見ヶ崎動物公園展望場（中景域） 
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② 環境保全のための措置 

本事業では、周辺環境との調和の観点から、次のような措置を講じる計画である。 

・道路構造物の形態及び色彩は、公共空間景観形成ガイドライン（平成 26 年 4 月、川崎市）に

基づき、道路空間の良好な景観形成に配慮する。 
・大田神奈川線の一部は、植樹帯の設置により、計画区間の緑化に配慮する。 

 

③ 評価 

計画区間及びその周辺は、主に市道等の道路用地や市街化区域となっており、住宅・集合住宅

が多くなっているほか、事業所や工場、道路などで構成されている。これらの主要な景観構成要

素は変化しないが、一部住宅用地や軽工業用地等が道路用地へと変化する。 
本事業において、道路の新設及び改良を行うため、地域景観の中に占める道路の割合は大きく

なり、沿道の建築物に若干の変化は生じるが、既成の市街化景観としての変化はないことから、

地域景観の特性の変化は小さいと予測された。 
代表的な眺望地点からの眺望は、中景域（夢見ヶ崎動物公園展望場）の眺望地点については、

計画区間は建物等に囲まれ、道路は視認できないことから眺望に変化は生じないものと予測され

た。近景域の眺望地点については、道路の新設及び改良により眺望が変化するが、歩道の整備や

道路の拡幅により、整然とした開放的な市街地景観が形成されると予測された。 
本事業の実施にあたっては、道路構造物の形態及び色彩は、公共空間景観形成ガイドラインに

基づいて道路空間の良好な景観形成に配慮する等の環境保全のための措置を講じることから、周

辺環境との調和は保たれるものと評価する。 
 

 




