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平成23年度第２回横浜市環境影響評価審査会会議録 

日  時 平成23年４月25日（月）13時30分 ～ 15時25分 

開催場所 関内中央ビル10階大会議室 

出席委員 
猪狩委員（会長）、猿田委員（副会長）、赤羽委員、工藤委員、高見澤委員、

谷委員、田村委員、津谷委員、野知委員、藤原委員、水野委員 

欠席委員 後藤委員、葉山委員 

開催形態 公開（傍聴者10人） 

議題 （仮称）横浜駅西口駅ビル計画に係る環境影響評価準備書について 

決定事項 平成23年度第１回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定する。 

議事 

１ 平成23年度第１回横浜市環境影響評価審査会の会議録確定の報告 

２ 議題 

（仮称）横浜駅西口駅ビル計画に係る環境影響評価準備書について 

ア 指摘事項等一覧について、事務局が説明した。 

イ 「エキサイトよこはま２２」について、関係者が説明した。 

ウ 質疑 

【藤原委員】 風の流れについて、帷子川から風が流れてくるから、海の方とは関係な

くてこの建物は風の流れを阻害しないと言われました。しかし、帷子川

は、駅前広場に関係していないので、海側に巨大な建物が建ったとき

に、風の流れはどうなりますか。また、夏の暑い日にどういう形で駅前

広場に風が入ってきますか。 

【都市再生推

進課】 

主に帷子川、新田間川沿いに風の流れがあり、そういう所に建つビルに

関しては、例えばセットバックなどを考えています。また、駅前広場の

風の流れについては、駅前広場の景観や空間としての構成などを考えな

がら検討していきます。 

【水野委員】 エネルギーですが、3.11の震災により日本のエネルギー供給体制は変わ

ってきます。原子力発電所は当分ありえませんが、CO２は減らさなけれ

ばなりません。どういうエネルギー供給体制にするかは、去年と3.11の

震災以降では抜本的に考え方を変える必要があり、そこを全体計画で考

えていただきたい。 

【都市再生推

進課】 

3.11の震災は「エキサイトよこはま２２」を推進する上で重要な出来事

と考えており、特に環境分野を検討する部会の立ち上げについて調整を

進めています。その中で、駅全体における環境貢献について検討してい

きます。 

【田村委員】 景観検討部会とこの駅ビル計画の事業者との関係はどうなっています

か。また、駅前広場のデザインも検討できますか。 

【都市再生推

進課】 

６月に事業者から建物のファサードのデザインなどを提案してもらい、

景観検討部会の中で議論していきます。駅前広場の空間的デザインにつ

いては、今年度を予定しており、６月には間に合いません。 

【田村委員】 全体のまとまりの景観というものは考えていませんか。 

【都市再生推

進課】 

西口駅前広場のデザインコンセプトとしては、横浜らしさを感じさせる

水・緑・光・ハマ風などを意識した景観の形成、地区の拠点空間にふさ
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わしいシンボリックな景観の形成、まちの活力を感じさせる景観形成、

人々に期待感をあたえるような周辺とのつながりを感じられる景観形成

という４つを掲げています。 

【田村委員】 この建物が先行した時、全体の雰囲気がどうなるのか懸念があります。

事業者が提案したものを、チェックするということですか。 

【都市再生推

進課】 

先ほど申し上げたコンセプトを踏まえ、チェックすることになります。 

【藤原委員】 この建物が建つことにより、今までのエネルギーに比べて、何倍のエネ

ルギーを消費しますか。また、大きな建物が建ったときに、どのように

西口全体としてエネルギーを処理していきますか。そういうことをパー

センテージなりで話し合っていただきたい。 

【都市再生推

進課】 

現在の容積率800％の建物を建てた以上のCO２は排出させないという観点

で調整中です。駅周辺全体でどのようなCO２排出量の削減に取り組むか

は、今後、環境検討部会で議論を深めていきます。 

【猪狩会長】 （仮称）横浜駅西口駅ビル計画の上位計画として「エキサイトよこはま

２２」がありますが、抽象的であり、よく分かりません。景観やエネル

ギーなど全体構想があって、この西口駅ビル計画がどのように位置づけ

られるのかが分かればいいが、残念ながらイメージが湧きません。 

【水野委員】 全体計画の中で、この横浜駅の建物はどのくらいの位置を占めているの

か。大きなものとして中心的なものに位置づけられているのか、その辺

だけでも分かりませんか。 

【都市再生推

進課】 

「エキサイトよこはま２２」のリーディングプロジェクトとして、西口

駅ビル計画は、駅周辺にふさわしい景観だけでなく、歩行者ネットワー

クの形成とか環境への貢献とか防災上の貢献などに取り組んでいます。

「エキサイトよこはま２２」は、官民連携して作成しており、一般市民

の意見を聴く機会も持ちながら、取りまとめています。ご指摘のとお

り、従来のマスタープラン型の計画ではありません。横浜駅を、民間の

開発にあわせて20年位かけて、その時々に合わせて議論しながら作って

いきますということです。具体的なビジョンは、開発を進めながらやっ

ていくというイメージです。 

【猪狩会長】 一般市民がアセスとは別に意見を言い、計画に反映させられるのかにつ

いて指摘されています。 

【都市再生推

進課】 

計画を作る過程で西口や東口の振興協議会の方や有識者、行政みんなで

集まり、４年位かけて計画を作成しました。また、計画を見直す時は多

くの委員会や市民の意見を聴きながらやっていくことを決めています。 

【猪狩会長】 「エキサイトよこはま２２」が図書の中で上位計画と記載されていま

す。 

【都市再生推

進課】 

街づくりの考え方を示しているので、ここに示した方向性に合った開発

でなければ、私どもも応援できないものだと思っています。 

【猪狩会長】 環境についてはどうなりますか。 

【都市再生推

進課】 

環境については、今回の駅ビルを作るにあたり最低このくらいのCO２削

減をしてもらうことを決めています。委員の皆様から、街全体としてど

のくらいの消費量にしていくのかや、全体のビジョンが見えないという

ご意見についてはもっともだと思います。3.11の震災があって、駅ビル

が完成する８年後の電力需要がどのように変わっていくかは、まだ不確

定であり、今後、日本全体で化石燃料なのか未利用エネルギーなのか、
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どういうエネルギーを使っていくのかも見つつ、臨機応変に環境の目標

を作っていかなければなりません。それを５月以降に環境の検討部会を

立ち上げて議論していきたいと考えています。 

【猿田委員】 環境には、自然環境、生活環境と色々あるが、このビルを作ることで、

エネルギーの消費も増大する、排気ガスも出るなど、デメリットの方が

大きいかもしれません。 

【事務局】 都市整備局でも専門の検討部会を作って、検討を進めていくということ

です。3.11の震災についても話題にされていくと思います。環境影響評

価の手続は、もうしばらく時間をかけて進めていきますので、その検討

部会での進捗については報告していきます。 

エ 補足資料について、事業者が説明した。 

オ 質疑 

【猿田委員】 準備書では、バックグラウンド濃度を0.03ppmと設定しています。しか

し、補足資料５ページを見ると色々な実測データが出ており、年平均値

を見ても、0.03ppmという数値はありません。どのように設定しています

か。 

【㈱日本設計】 現地と周辺の測定局のデータを見て、現地と最も相関が高い測定局であ

る神奈川区総合庁舎のデータをベースとしています。そのデータと、平

成19年の夏季と冬季で行った現地調査結果の関係から回帰式を作成し

て、今回のバックグラウンド濃度を算出しています。 

【猿田委員】 そのことは、準備書のどこに書いてありますか。 

【㈱日本設計】 準備書141ページから142ページにあります。 

【猿田委員】 補足資料５ページ一般局のNO２の測定結果を見ると、年平均値は、日平

均値の年間98％値の半分です。NO２の環境基準0.04～0.06ppmを、年平均

値に置き換えると0.02～0.03ppmになるという１つの合意があります。今

回、バックグラウンド濃度が年平均値で0.03ppmとすると、環境基準の上

限値0.06ppmに相当します。このような数値をバックグラウンド濃度と

し、その寄与分が二桁くらい小さい値であっても日平均値に換算する

と、環境基準を超えることになります。そのため、バックグラウンド濃

度の設定に疑義があります。 

【㈱日本設計】 バックグラウンド濃度の設定について補足します。準備書116ページ図

5.1-2の「地点a」で調査を行っており、その結果は119ページの表5.1-4

のとおりです。夏の調査結果は0.028ppm、神奈川区総合庁舎の結果が

0.022ppmとなっており、現地調査の方が0.006ppm高くなっています。こ

れは、神奈川区総合庁舎に比べて交通が集中しているため高いのかと思

われます。冬も同様に0.039ppm、神奈川区総合庁舎の結果が0.031ppm

で、現地調査の方が0.008ppm高くなっています。これを踏まえ、準備書

142ページの表5.1-29のとおり、神奈川区総合庁舎の平成19年、20年、21

年の３年間の平均値0.023ppmについて、現地調査との相関関係を示す回

帰式y=0.9659x+0.0076よりバックグラウンド濃度を0.03ppmと設定してい

ます。浮遊粒子状物質も同様の考えでバックグラウンド濃度を設定して

います。 

【猿田委員】 浮遊粒子状物質については100パーセント達成しているので心配すること

はありません。そうなると、やはり0.03ppmが気になります。 

【水野委員】 補足資料６ページ左上の二酸化窒素の回帰式に基づけば、日平均値は
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0.056ppmとなり、0.04～0.06ppmの範囲内のため許容できるという判断で

すか。つまり0.04ppmを上限とはしていないということですね。つまり、

目標値をどうするのか、また、このバックグラウンドの考え方でいいの

かを整理しなければ、出てきた結果に対して、どう評価したらいいのか

が分からなくなります。0.056ppmという状況に対して、寄与分が小さい

からという判断をされていると思いますが、その判断でいいのかも整理

しておかなければなりません。また、補足資料の４ページで、一時間値

の予測は不要とありますが、本来であれば、その寄与濃度が同程度とな

るのかどうかも必要であり、不要という意味ではないと考えます。その

書き方としては、同じレベルであるため、ここのところでやらなくてい

いというのであれば分かります。実際こちらで判断するところであるた

め、その辺の対比は書くべきであると考えます。 

【㈱日本設計】 駐車場に関しては、レベルとしても低いものであり、短期濃度としても

著しい影響を与えないという考え方で行っています。 

【水野委員】 直接一時間値を計算しなくてもいいが、それに対してどれくらいのもの

なのかというものは必要だと思います。日平均値でどのくらいの寄与が

あって、年平均値とそう変わらないというような評価があった方がいい

と思います。 

【猿田委員】 

 

環境アセスメントで環境基準の適合・不適合の評価をしないとなると、

何のためのアセスですか。事業による影響が小さいから、環境基準への

適合・不適合を判断しなくていいというのはおかしいと思います。 

【㈱日本設計】 環境基準の適合・不適合の評価をしなくていいというつもりではありま

せん。環境基準については、補足資料４ページ下の参考に記載させてい

ただきましたが、環境基準の達成状況を悪化させることがないことを確

認した上で、本事業の周辺への寄与率はどの程度であるかを評価すると

いう観点で準備書をまとめました。 

【猪狩会長】 騒音関係で、前回指摘した事項については、いかがですか。 

【工藤委員】 交通量は変わってこないということですね。 

【津谷委員】 訂正があった廃棄物の量ですが、ずいぶん数字が違いますが、これは誤

記があったのですか、それとも測定方法に間違いがあったのですか。 

【㈱日本設計】 単純な不備です。それについて見直しました。 

【赤羽委員】 

 

準備書３ページ、表1.2-1(2)中の地域社会について、このように対応す

るのは良いことだと思います。ただし、「十分なゲート数」の設定が、単

純ではない場合があります。駐車場によっては、入口から直進で発券機

にスムーズに入れるところもあります。一方で、入庫した途端に90度近

く転回しないと発券機に横付けできないという場所もあります。今回、

詳細が分かりませんが、もし後者の場合だと、人によってはうまく横付

けできず、処理能力が落ちることが考えられます。そういう実態を反映

させて処理能力を評価し、それに基づいて必要台数を設定することをお

願いします。また、こういう立地からすると、日によっては駐車場容量

を駐車需要が超え、駐車待ち車両が路上にあふれてしまうことが考えら

れます。環状１号線に待ち行列が並んでしまうと、他の通過交通が阻害

されます。また、これが青木橋交差点まで連なってしまうと、国道１号

線の交差点ですので、問題が大きくなります。この距離だと、大体30台

位並ぶと待ち行列末尾が当該交差点に到達してしまいます。30台という

と、800台の容量に対して４パーセント位です。たいした超過率でなくて 
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 もあふれてしまう可能性があります。あふれること自体を100パーセント

無いようにするのは難しいので、あふれてしまった場合に、大きな影響

を及ぼすところまで伸びないように、例えば、駐車場によってはこれ以

上待てません、他に回ってくださいというような指示を交通整理員が出

しているところもありますので、そのような措置をとるなど考慮してく

ださい。 

準備書340ページあたりから、近傍の交差点に対する影響を評価していま

す。341ページのピーク時間帯の交差点流入台数に注意書きがあります

が、交通需要として、通過交通をそのまま使ったケースが下の段で、ピ

ーク一時間の渋滞の増加分に相当する車両台数を追加して評価した交通

需要が上段という説明です。交通需要というのは本来、渋滞している場

合には上段だけのことを言います。その辺が混乱を招きます。交差点需

要率最大時という表記は、渋滞長の増加分を補正した交通量で評価した

需要率が最大の時という理解でいいですか。 

【ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾂ㈱】 

交差点流入台数最大時というのは、交差点に入ってくる車の台数が最大

の時ということです。交差点需要率の最大時というのは、交差点需要率

を各時間で計算した時に、最大となった時間の流入台数です。 

【赤羽委員】 その需要率の値を計算する場合に、交通需要は、通過交通量を使ったの

ですか。それとも通過交通量に、渋滞の増分を足した交通量を使ったの

ですか。 

【ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾂ㈱】 

通過交通量に、渋滞の増分を足した交通量を使っています。 

【赤羽委員】 併記すること自体が混乱を招くと思うのですが、いかがですか。 

【ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾂ㈱】 

需要交通だけにした方が分かりやすいと思います。 

【赤羽委員】 準備書375ページ、青木橋交差点は、青い矢印のとおり国道１号がクラン

ク状になっています。赤い矢印の右折交通は、その前に青で示されてい

る左折交通が溜まっているため、渋滞します。それに対して、376ページ

では、左折交通が青木橋交差点上に滞留しないように青木通交差点の青

時間を長くするということです。このように橋梁を挟んで、主要な交差

点が近接している場合には、飽和交通流率と青の時間の配分で決まる交

通処理能力では実際の処理能力は決まりません。青がいくら出ていて

も、近接している下流側の交差点が赤であれば、進入できません。準備

書では、赤い矢印の右折交通は、当該施設の駐車場に向かう交通とは関

係ないとのことですが、逆方向の駐車場に向かう交通は関係するので、

評価の方法を変えて、実態に即した評価をすべきであり、交通シミュレ

ーションを使用して評価してほしいと思います。 

【ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾂ㈱】 

両交差点の信号現示は連動していないので、今後、横浜市が左折を溜め

ないように、道路管理者と交通管理者に協議をしていくと聞いていま

す。準備書376ページで、青木橋交差点と青木通交差点については、現況

現示時間に記載されている混雑度が平日0.51、休日0.31であることか

ら、平日は半分くらいの時間であれば処理でき、休日は31パーセントの

時間があれば計算上処理できるということで、かなり余裕があります。 

【赤羽委員】 青木通交差点から左折して青木橋交差点に向かうときに、青木橋上で滞

留しますか。その滞留台数と滞留長との関係はチェックしていますか。 
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【ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾂ㈱】 

それを加えて検討しています。 

【赤羽委員】 現状よりも、当該施設の駐車需要によって交通量が増えると思います。

その分が増えても滞留スペースも問題ない、あふれることがないという

ことが示されている必要があります。 

【猪狩会長】 次回までに答えを出していただければ結構です。 

【谷委員】 準備書250ページの地盤断面図を見ると、当該地点の地盤について２つの

特徴があります。１つは河川横断部の近傍の軟弱な地層Ｙ１ｃ、Ｙ１

ｓ、Ｙ１ｃの存在です。これは分水路の近傍におぼれ谷が形成されてい

たと考えられます。高層ビルと駐車場を結ぶデッキがこの部分を横断す

るので、地震時の安全性など特別な配慮が必要な基礎構造です。その辺

の考え方をお聞きします。もう１つは敷地の高さがＴＰ＋1.7ｍと非常に

低いことです。高潮などの海面上昇によって容易に浸水被害が生じてし

まうため、どういう安全上の対策をとっていくのかお聞きします。 

【㈱日本設計】 デッキの基礎は設計途中のため、ご指摘を踏まえて検討します。 

洪水の件については、地下部に機械室などがあるため、横浜市作成のハ

ザードマップを鑑みながら、防潮板等を設置していくことを考えていま

す。 

【藤原委員】 緑化、生物多様性、動植物のところは、次回以降に説明していただきま

すが、指摘事項一覧のうち「この緑化計画でどういう生物種への配慮か

を検討した上で都市生態系の中での生物多様性への配慮を行って欲し

い」という質問に答えてないので、合わせて、次回以降に説明をお願い

します。動植物の緑ネットワークについては、準備書に記載済みとあり

ますが、ネットワークに関しては、34ページから35ページには書いてな

いので、これも次回以降ご説明お願いします。 

カ 審議 

【猪狩会長】 駐車場の関係については、事業者に整理してもらうよう調整してくださ

い。また、ご回答いただいていない部分も含めて次回ということでお願

いします。 

【田村委員】 青木橋交差点から横浜寄りのところにバスの停留所があり、２台も３台

も停留所に連なって止まっていることがあります。 

【赤羽委員】 駐車場の待ち行列を制御しようとすれば、その手前で切らないといけま

せん。 

【猿田委員】 駐車場に入っていくのに邪魔になります。 

【猪狩会長】 意見書の提出はいつまでになっていますか。 

【事務局】 ５月９日までです。 

【猪狩会長】 市民の方の意見もいろいろ出てくると思いますので、それも踏まえて検

討していきたいと思います。 

資   料 

 

・（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価準備書 

・（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価準備書に関する指摘事項等 

一覧 

・（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価準備書に関する補足資料 

 


