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平成23年度第５回横浜市環境影響評価審査会会議録 

日  時 平成23年６月20日（月）13時38分 ～ 15時45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、後藤委員、 

高見澤委員、田村委員、野知委員、水野委員 

欠席委員 谷委員、津谷委員、葉山委員、藤原委員 

開催形態 公開（傍聴者９人） 

議題 相鉄・東急直通線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４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４回横浜市環境影響評価審査会会議録確認 

２ 諮問 

相鉄・東急直通線に係る環境影響評価準備書について 

 横浜市環境影響評価審査会は、相鉄・東急直通線に係る環境影響評価準備書の調査

審議について、横浜市長から諮問を受けた。 

３ 議題 

相鉄・東急直通線に係る環境影響評価準備書について 

ア 手続き及び経緯について、事務局が説明した。 

イ 準備書について、事業者が説明した。 

ウ 質疑 

 

【後藤委員】 新横浜周辺は、すでに市営地下鉄、新幹線等がありますが、新設する駅

はどのようになりますか。 

【鉄道・運輸

機構】 

現在計画している駅は、環状２号線の下に駅を設置するもので、地下四

層構造となり、サークルデッキの真下で、市営地下鉄の駅と交差しま

す。市営地下鉄３号線の駅部を、相鉄東急線の駅が抱き込む形となるた

め、ホームは地下４階となります。 

【後藤委員】 新設される駅が一番下となりますが、地上に影響はありませんか。 

【鉄道・運輸

機構】 

基本的には開削工事の手順で進めることから、土留壁を設置し、掘削し

ます。ただし、地下鉄の駅と交差する部分は、地下鉄駅をアンダーピニ

ングという工法により支えながら、新設する駅の躯体を構築します。 

【建築局】 都市計画決定する幅がおおむね環状２号線の幅に収まりますので、一般

のビルには影響ありませんが、構築する際に車線を規制するなど道路交

通への影響はあります。 

【後藤委員】 環状２号線に沿って新横浜までは行きますが、他の区間のルートはどう

なっていますか。 

【鉄道・運輸

機構】 

新横浜から日吉方面へのルートは、環状２号線の下を道路沿いに行きま

す。途中、環状２号線が大豆戸交差点に向かって右にカーブしますが、

鉄道はまっすぐ進み、左カーブしながら東急東横線の下に入り、大倉山

駅の下を通り、鶴見川を渡る大綱橋の手前で東横線から離れ新綱島駅に

至ります。 

【野知委員】 スライドの45ページで、水素イオン濃度を水の汚れとしていますが、液
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性の変化ではないですか。また、水質汚濁を2.4と予測していますが、小

数点以下はいらないのではないですか。 

【水野委員】 スライドの36ページで、振動の基準又は目標が75デシベル以下となって

いますが、日吉では75デシベルに近づくこともあり得ると考えています

か。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

日吉工事区域周辺は住宅地であり、東横線の真下に工事帯を設置するこ

とから、工事ヤードが限られるため、他の地域より高い値になると予測

しています。そのため、低振動型の機械の採用や、余計な稼動をしない

ことで振動の低減を図ります。 

【水野委員】 振動に対する配慮をお願いします。もう一点、景観の予測結果を見る

と、高架橋の下に壁を設置していますが、風が遮られ暑くなるなど、住

環境の影響はどうなりますか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

東横線の真下に相鉄東急線が入るので、騒音が著しく悪化する恐れがあ

ります。それを防ぐために壁で覆うことが必要と考えます。住環境の保

護を考え、一番問題となる鉄道騒音の対策を優先させ、このような計画

としています。風通しの話もありますが、側道の幅が６ｍほどあるた

め、風がまったくこないような状況ではないのではないかと考えていま

す。 

【水野委員】 地域の方から要望が出るかもしれないので、対応を考えておいた方がい

いと思います。 

【鉄道・運輸

機構】 

要望等を聴いて進めていきます。 

【後藤委員】 このような構造はどのくらいの延長ですか。 

【鉄道・運輸

機構】 

延長で言うと数百メートルです。 

【後藤委員】 そんなに長距離ではないのですね。 

【高見澤委

員】 

東急東横線を高架化したときに解消された踏切がありますか。また、そ

こに地上に新線が走ることにより、再び受ける影響はありませんか。ま

た、地下水位ですが、家庭で使われている井戸への影響はありません

か。 

【鉄道・運輸

機構】 

一箇所だけ、高架の下を横断している道路が利用できなくなる場所があ

ります。今後、道路管理者などと協議をしていきます。 

【建築局】 問題は、地域にお住まいの方が駅へ行きたいという時にご不便をおかけ

することなので、例えば、駅に行きやすい歩行者用通路を確保するな

ど、土木事務所や地元の方々と相談していきたいと思っています。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

地下水について、準備書3.2-11のとおり、この路線の沿線は市街地化さ

れた地域なので、生活用水としての井戸はないと考えています。 

【高見澤委

員】 

道路については、地元への措置を考えてください。 

【猿田委員】 以前にも、新横浜周辺では地盤沈下がありました。今回も１～２ｍの地

下水位の低下を予測しているので、周辺への影響を避けることができな

いのではないかと心配です。影響は軽微であるとの評価をされています

が、過去地盤沈下のあった地域なので、認識しておいてください。スラ

イドの31、32ページで、騒音の予測結果において昼間に比べて夜間は４

～５デシベル下がっていますが、なぜですか。鉄道騒音の場合、昼間は

７時から22時まで、夜間は22時から翌７時までです。夜間の予測結果が
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下がるのは、スピードを低減するとか軽車両を使うなどの対策を行って

いるからですか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

昼と夜の騒音レベルの違いは、在来線の指針に基づいて等価騒音レベル

で算出しています。夜間は22時～翌朝７時ということで、列車が走行し

ていない時間も入れて計算しているためです。 

【猿田委員】 列車が走行していない時間帯まで入れて予測するのは、実態に即してい

ません。実際、49デシベルで測定されることはないでしょう。空白の時

間を使って計算するとこうなるだけで、実態に合いません。22時、23時

は20時、21時とそう大きく変わらないはずです。数値としてクリアして

いることは良いですが、夜間に静かになりますというのは言えません。

そこを明確にしていただきたい。 

【工藤委員】 マンション等の高い建物の住民の方から、騒音について指摘されるとい

う心配はありませんか。実態に即した予測をしなければいけないのでは

ないでしょうか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

夜間の時間帯については、平均化する時間帯の中に列車が走行していな

い時間帯も含まれておりますので、その結果として値が下がっていると

いう事実はあります。今回は在来線の指針に基づいており、複合騒音も

同じ時間帯で評価しましたが、実態として列車が走行している時間帯に

どうなるかということについては、検討します。 

高さ方向については、こちらも在来線の指針に基づき、離れ12.5ｍ、地

上高1.2ｍの場所で予測評価しています。高い建物がある区間は存在しま

すが、計画路線は、連続立体交差事業のように、地上を走っていたもの

が高い位置を走る計画ではないので、複合的な騒音は、高さ方向につい

ても現況を著しく悪化させることはないと考えています。 

【工藤委員】 スライドの29ページで、点線のところは梁が存在していて、上も蓋をす

るのですか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

蓋ができない箇所です。 

【工藤委員】 防音壁は立たないのですか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

壁はコンクリート製で、完全に覆うようにします。 

【工藤委員】 内側に裏面吸音板を貼るようにした方がいい。測定点９の周辺には高い

建物はありませんか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

確認します。 

【猿田委員】 騒音及び振動の環境保全措置にあるレール重量化ですが、ここだけ６０

kg/mにするのですか。 

【鉄道・運輸

機構】 

計画路線では６０kg/mレールを採用します。 

【赤羽委員】 方法書の段階で、交通量調査の平均的な時期に調査をするということが

議論になっていました。調査日は、どこを見れば分かりますか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

交通量調査の日付は、準備書7.6.1－2ページの表7.6.1－2に記載してい

ます。 

【赤羽委員】 全ての地点で平日に調査を行っていますが、この地点は平日の交通需給

関係が厳しいということですか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ 交通量調査とあわせて騒音振動も調査しており、特異日を外すという観
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ｱﾘﾝｸﾞ】 点から調査日を設定させていただいております。以前ご指摘していただ

いた、五十日（ごとうび）については、地域や地区によりますが、五十

日に必ずしも交通量が増加するということは言い切れないという論文も

ありますが、基本的に、特異日を外して調査しました。 

【赤羽委員】 調査日のピーク時における交通量は、年間の時間交通量分布の中で、ど

のくらいの水準ですか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

そこまでは把握していません。 

【猪狩会長】 特異日を外すということはわかります。しかし、交通量を考えるとき、

日曜休日は特異日ではないでしょう。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

日曜休日のご指摘に関しては、今回の工事計画の中で日曜休日を行うこ

とは想定していません。 

【赤羽委員】 新横浜駅の車線規制も、日曜休日は解除されますか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

工事を行うために必要な車線規制は、工事をしない時は解除します。た

だし、常設作業帯については、休日の工事をしない日に車線規制を極力

少なくなるよう考えていきます。 

【赤羽委員】 規制をゼロにできるわけではないので、休日の交通状況を調査しないで

大丈夫といっていいものでしょうか。大体でも、新横浜駅周辺の交通量

の状況が分かればいいのですが。 

【建築局】 市道路局でも調査を行っていますので、それを利用して検証していくこ

とではいかがですか。 

【赤羽委員】 たとえば国交省が年間を通じて交通量を常時観測している地点が調査対

象箇所の近くにあればそれを参考とし、この調査日時が年間の時間交通

量の変化の中でどの程度の順位なのかがわかるでしょう。その情報を、

補足していただきたい。 

【建築局】 交差点需要率の算定は、車線規制された状態で行っています。 

【赤羽委員】 それは分かっています。ただ平日の調査結果しか使っていないので、こ

この交通状況が、休日より平日が混むと分かればこれでよい。集客施設

もあるので、その根拠を示してほしい。また、新横浜の交差点需要率が

工事規制をかけても0.6程度で交通処理能力に余裕があります。しかし、

交通状況への影響を顕在化させないためには、信号を工事規制に合わせ

て調節してもらう必要があります。工事規制の期間はどのくらいを考え

ていますか。 

【鉄道・運輸

機構】 

工事規制の期間ですが、準備書2-23ページ「表2－7工事工程」の新横浜

駅では５年程度とありますが、実際に規制するのは、土留めの杭を打つ

ときであり、現時点では約２年と考えています。 

【赤羽委員】 暫定的な状況であっても、２年間という一定の長さの期間になりますの

で、信号制御をその状況に合わせて調整してほしいです。そうしない

と、交差点需要率0.6で安全だということにならないと思います。それか

ら、準備書7.6.1-18、新綱島駅施工ヤードへの関係車両の出入りについ

て、ルート設定や出入り時間帯で対応するということはいいと思いま

す。心配なのは、綱島交差点にヤードが近接しているため、ここで大型

車両が出入りすると、綱島交差点で青が出ていても、関係車両の出入り

のために後続車が進行できない状況が発生する可能性です。その影響を

低減するために、もう一工夫必要なのではないかと思います。どういう

工夫ができるかというと、進入路を少し手前に持ってくるような余地が
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あるのかなど、細かい検討になりますがいかがでしょうか。 

【鉄道・運輸

機構】 

綱島交差点が混雑している中で、現時点で事業者としてやり得る方策を

記載しました。ただし、施工ヤードの出口と交差点までの距離が確保で

きるかということについては、施工ヤードの位置を今後の工事計画の中

で検討していきます。その検討の中で、いただいたご意見を踏まえて考

えていきます。 

【赤羽委員】 出入り口を交差点から出来るだけ離して、交通整理員が信号の様子も見

ながら、通過交通にできるだけ影響を及ぼさないで、かつ間も空けても

らえるようなタイミングで後続車の協力を得て入れてもらうというよう

な配慮を行うだけでだいぶ違うと思います。それと、新綱島駅ができて

人の流れが代わり、供用時の人の交通に関して予測し、必要であれば対

応をするべきではないかという議論がありましたが、それは今回どうな

りましたか。 

【鉄道・運輸

機構】 

人の誘導については、資料編の資1-27の表で、相鉄・東急線が開業する

と、綱島駅は72,000人、新駅では63,000人の利用者となります。また、

綱島街道の横断者数は、ピーク時で綱島駅を利用する方のうち1,500人、

新綱島駅を利用される方のうち2,500人と予想しており、今後どのような

駅の流動を考えていくかは、周辺地域の状況等を考慮した上で、関係者

と協議していきたいと考えています。 

【都市整備

局】 

両駅の乗り換え利用者のみならず、街の活性化により、人の通行が増え

ることについては、まちづくりの面からも重要な課題だと考えていま

す。また、新綱島駅ができることで、街づくりに対する機運が高まって

いるため、街づくりの中で両駅を結んでいくことも考えています。 

【赤羽委員】 この審査会の枠組みでどこまで扱えるか分かりませんが、少なくともど

こで扱われていくのか分かるようにしていただきたい。 

【後藤委員】 

 

資料編の資1-27に、新綱島駅と綱島駅の人の駅利用の予測値があります

が、新横浜駅や羽沢駅でもどの程度の乗降客がいるのか、その辺の変化

が分かると理解しやすいので、データを示してほしい。 

【鉄道・運輸

機構】 

他の駅でも同様にまとめていきたいと思います。 

【後藤委員】 現状と将来の比較があるといいと思います。 

【水野委員】 粉じんの予測ですが、工事用車両によって起こる粉じんが何か、どうい

う予測なのか分かりません。車が通ることにより巻き上げられる粉じん

なのか、風が強くなったときに巻き上がる粉じんなのか、どのような想

定なのか説明していただきたい。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

風による巻き上げの状況を整理した上で、粉じんが発生しやすいかどう

かを予測しています。保全措置として、事業者が配慮していくのかを併

せて評価しています。工事用車両に関しては、工事の平準化もあります

が、荷台への防塵シートの敷設、タイヤの洗浄などを準備書に記載して

評価しています。 

【水野委員】 それはタイヤ巻上げにより出る粉じんの予測ですか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

運搬している土砂の風による巻上げです。 

【水野委員】 一般車両のうちのどのくらいが運搬車両だということを準備書7.1.1-18

の表7.1.1-8で示していますが、そうであれば、現況交通量に対して関係

車両の増加割合が少ないので、粉じんの影響が小さいという評価は適切



6 

と思えません。何を評価しているのかが分かりません。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

表現が適切でない部分があるので、検討したいと思います。 

  エ 審議 

 

【工藤委員】 

 

騒音については、測定点の高さの問題もある。方法意見書でも住民感覚

にあった手法について検討する必要があると指摘しています。 

【猪狩会長】 騒音は昔から問題があります。確かに地上高1.2ｍという測定の基準はあ

りますが、影響を受ける住民の住居が高い位置の場合、居住環境を捉え

た上でデータを示すべきと考えます。 

【猿田委員】 立体的な影響について触れていないです。 

【猪狩会長】 この事業は線的な開発であり、それぞれの地域における環境の問題があ

り、一律に扱えるものではありません。それぞれの地域の環境特性を十

分に踏まえていただきたい。把握している現況について、正確な基礎デ

ータが示されていないと思います。工事ヤードの件でも、綱島交差点か

ら出入口の位置も抽象的に述べるのみですが、もう少し具体的に示して

いただくよう事業者に伝えていただきたい。 

【猿田委員】 騒音で問題なのは、日吉のところだけなので、もう少し細かくやっても

いいと思います。 

【水野委員】 壁設置の所は、すごく圧迫感を感じる気がします。 

【猪狩会長】 トンネル構造にしてしまうと、騒音で問題になるのは入口と出口です。

完全に密封できるのが果たして良いのかという問題もあります。その辺

も詰めて、きちんと基礎データを明確にして、次回示せるものは示して

いただきたいと思います。 

 

資   料 ・相鉄・東急直通線環境影響評価準備書 

・相鉄・東急直通線環境影響評価準備書に係る手続 

・相鉄・東急直通線環境影響評価準備書に関する資料 

 


