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平成23年度第７回横浜市環境影響評価審査会会議録 

日  時 平成23年８月２日（火）15時00分 ～ 17時50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、奥委員、北川委員、 

工藤委員、後藤委員、髙見澤委員、田中委員、谷委員、津谷委員、 

中村委員、葉山委員、水野委員 

欠席委員 池邊委員、岡部委員、小熊委員、小堀委員、佐土原委員 

開催形態 公開（傍聴者 17人） 

議題 
１ (仮称)みなとみらい21中央地区42街区開発計画について 

２ 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６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６回横浜市環境影響評価審査会会議録の確認 

２ 諮問 

横浜市環境影響評価審査会は、第２分類事業判定届出書が提出された（仮称）みな

とみらい21中央地区42街区開発計画が環境に及ぼす影響の調査審議について、横浜市

長から諮問を受けた。 

３ 議題 

（１）（仮称）みなとみらい21中央地区42街区開発計画について 

  ア 制度改正に伴う経緯について、事務局が説明した。 

  イ 質疑 

【猪狩会長】 旧条例の手続上、この事業はどこまで終わっているのですか。 

【事務局】 平成20年７月に報告書の公告を行い、事後調査計画書も提出済です。

工事中の事後調査結果報告書が、先月７月29日付で提出されている状況

です。 

【猪狩会長】 改正規則の経過措置で、引き続き手続を行ってもいいし、第２分類事

業の判定届出書を出してもいいとしており、本事業者は後者を選択した

ということです。 

【猿田委員】 工事中の事後調査結果報告書まで提出済の状況なのに、第２分類事業

の判定届出書を出してきたのはなぜですか。ここまできてなぜ判定の手

続を行うのか、問題はそこです。 

【事務局】 今回の制度改正では、みなとみらい21中央地区について、土地の高度

利用を図る地区としながらも、第１分類事業の要件未満の建物が建設さ

れる事例もあり、まちづくりの観点から課題があるとの指摘を受け、条

例施行規則等の改正を行った経緯があります。既に都市基盤が整備さ

れ、計画的に環境配慮が進められている地区について規模要件を緩和す

る、という趣旨を第一に考え、今回の経過措置を設けたものです。事業

者側からは、あくまで規則に基づき判定届出書の提出を受けた次第で

す。 

【猪狩会長】 判定基準等の説明を受けた後で、審査会としての考え方を示したいと

思います。 
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  ウ 第２分類事業の判定基準等、事業者提出の判定届出書及び添付資料について事

務局が説明した。 

【猿田委員】 ここまで手続を進めてきた事業に対し、あえて第２分類事業の判定を

行うという制度がどうなのかということもありますが、あえてこの段階

で判定を受ける必要があるのかということが問題です。何かメリットが

あるのでしょうか。また、今まで旧条例の手続の中で審査を行い、審査

会として意見を述べてきた経緯がある中で、今回の判定に関して問題点

が出るということがあると、過去の審査は何だったのかということにな

り、事業者側はどう受け止めるのでしょうか。 

【事務局】 繰り返しになりますが、このたびの制度改正で、高層建築物の建設事

業について規模要件を緩和し、手続中の案件は、緩和措置を受けるかど

うか選択できるという経過措置を設けました。手続の継続には事務経費

が発生するということもある中で、条例改正の趣旨を踏まえ、事業者の

意向を受けた次第です。 

事務局としても、これまで考えられてきた環境保全措置の実施につい

てはきちんと配慮していただきたいと考えており、その点について審査

会のご意見としていただくということを考えています。 

【猿田委員】 今までの手続の中で指摘をして対応もしていただいているので、今の

段階で新たな懸念を示すということは考えられないのではないでしょう

か。 

【猪狩会長】 制度改正で規模要件を緩和したからといって、そのままここで手を離

してしまうというわけにはいきません。第２分類事業の判定基準に照ら

して問題ないのかということは確認しなければいけません。ただ、今ま

でやってきた手続の中で審査会としての意見を述べており、その点につ

いては引き続きやってもらいたいという意識があります。また、本事業

はアセスをやる主体と事業をやる主体が違うという問題があります。事

業者である特定目的会社は具体的な事業を行わず、実際は業務委託を受

けた、出資者でもある丸紅が事業を実施するので、業務委託の契約内容

によってどうなるのかということは、第２分類事業としての判定以前に

心配となるところです。その点についての注文はつけていかなければい

けないと思います。 

【津谷委員】 添付資料の16ページを見ると、計画地の目の前に保育園があります。

これは、規則15条第１項第１号のイにあたると考えます。 

【猪狩会長】 計画地と保育園との位置関係はわかりますか？ 

【みなとみらい21推進課】 保育園は、グランモール公園を挟む41街区の建築物の中にあります。

この建築物は、低層部が商業施設、高層部は住宅となっています。保育

園は、事業地から見て反対側に位置しており、グランモール公園及び事

業地内にかなりの自然的空間を配置するなど緑地空間を確保し、緩衝帯

を設けることで、商業施設の影響が及ばないよう配慮しています。ま

た、みなとみらい21中央地区は住宅戸数の制限があり、規則第15条の判

定基準の「住宅等が集合するエリア」には該当しないと考えますが、事

業地と接する街区に住宅がありますので、グランモール公園と敷地内の

緑化で緩衝を図っているという状況です。 

【猪狩会長】 グランモール公園の街路樹について、過去に審査会から指摘した経緯

がありましたので、説明してください。 



3 

【みなとみらい21推進課】 風環境について配慮が必要とご指摘いただきました。グランモール公

園は事業地外ですが、事業者が、落葉樹を常緑樹に植え替える対策を行

っています。 

【猪狩会長】 みなとみらい21事業について、風の問題は地区全体としてどう考える

かということがかなり議論されてきました。その中で指摘されていたこ

とはこれからも継続されていく必要があると思います。 

【事務局】 風害については地区の中で協議し対策が取られており、事業者として

も、継続してモニタリングを行うと聞いています。 

【後藤委員】 41街区の建築物は、商業施設の上が住居になっていると記憶していま

すが、これはイに該当するのでしょうか。以前、この建築物への影響に

ついても議論しました。 

【みなとみらい21推進課】 みなとみらい21中央地区の用途地域は、一般的には住宅の立地制限の

ない商業地域ですが、当該地区については業務機能の集積を図るという

目的があり、居住人口を抑える計画としています。具体的には、都市計

画で住宅の建築を禁止するエリアを多く設けることで、地区全体として

住宅の集合を防いでいます。 

【後藤委員】 以前の審査会では、景観なども検討しましたが、今後はそういった点

は議論しないのでしょうか。 

【みなとみらい21推進課】 判定基準に景観に関する項目はありませんが、みなとみらい21中央地

区の景観については、まちづくり協定の中でルールを作っており、その

中で屋外広告物の規制や色の制限などを行っています。 

【高見澤委員】 添付資料の12、13ページに判定基準に対する現状が記載されていま

す。表２－１のアの項に、「滞留しにくいと考えます」という記載がある

ので、ここについて我々が検討する必要があると思います。イの項は、

中央地区の土地利用について書かれているのか、判断基準に照らし合わ

せての記載なのかがよく分かりません。この書き方では、我々が何を判

断したらいいのか分かりません。表２－２については、文化財の項で

「存在します」と書かれているだけですが、これでは何を判断したらい

いのか分かりません。 

【中村委員】 アの「滞留しにくい」という表現に違和感があります。この地区には

大気汚染の測定ステーションがあるのでしょうか。 

【猿田委員】 みなとみらい21中央地区には大気の測定局はありません。神奈川県庁

など近くにはあります。 

【水野委員】 高層建築物の建設による風の影響については、強くなることも弱くな

ることもあります。風が強い場合には更に強くなることや、夜間の陸風

が海岸近くの建物に阻害されることなども考えられます。「滞留しにくい

と考えます」と言うからには、風のデータがどのようになっているのか

などを示してもらったうえで判定すべきではないかと考えます。 

【赤羽委員】 規則の判定基準には「環境情報及び地域の自然的社会的状況に関する

入手可能な知見により」とありますので、今まで行われた審査に係る資

料も含むということですね。 

【事務局】 はい、含まれます。 

【赤羽委員】 過去の審議で問題となった部分には対応されているのですが、事後調

査が残されています。過去の審査において、供用後の状況について事後

調査をするということは、審査を受けて対応を行われたとしても、相当

程度の影響を及ぼす恐れがあるから事後調査が設定されているというこ
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とではないのでしょうか。 

【猪狩会長】 この案件に関する審査書で、事後調査について指摘がありますか。 

【事務局】 審査書では、供用時の指摘として、悪臭及び風害について指摘してい

ます。悪臭については、歩行者や周辺街区の居住者に配慮し、必要に応

じて対策を講じること、風害については、実効性の高い防風植栽の実施

と、グランモール公園内での防風植栽について協議、実施した保全対策

の報告について、です。 

【猪狩会長】 それが以前の審査会で指摘した事項ですので、それ以外の問題はなか

ったと理解しています。 

【赤羽委員】 環境に相当程度の影響を与える恐れがあるから事後調査を行うことと

したのであれば、判定基準にあたることになるのではないかと思いま

す。 

【猿田委員】 事後調査は、影響が大きいからやるものとは限りません。あくまで予

測の不確実性を確かめるために行うものです。風害を例にすると、風洞

実験と実態とはかけ離れた結果になることがありえます。事後調査で確

認したいのは、実際に建物に風があたったらどうなるかということであ

り、影響が大きいという前提ではありません。我々の知見では予測し得

ないこともあるかもしれないため、確認しましょうということです。 

【赤羽委員】 規則第15条の「相当程度」と「恐れがある」という表現は、とても重

い内容です。審査の経緯から、相当程度の影響の恐れがあるから事後調

査をすべきとしたのではないとすれば、先ほどの点については添付資料

の通りでいいと思います。しかし、この事業について、どの程度の影響

があるかということを何に基づいて判断すればいいのかは大変難しいと

思います。 

【猪狩会長】 これまでに、条例に基づき第２分類事業の判定を行った案件はありま

したか。 

【事務局】 過去に２件あります。工場及び事業場の建設が１件、二俣川駅前の開

発事業に伴う高層建築物の建設が１件で、どちらもアセスの手続は行わ

れる必要はないという判定結果でした。 

【猪狩会長】 本件の論点は、アセスを続ける必要があるかないかが一点、またそれ

とは別に、影響の大小ではなく、指摘事項を今後もやる必要があるかと

いう点もあります。皆様の合意が得られてアセスをやる必要がないとな

っても、指摘事項については継続してもらいたいと考えます。 

【水野委員】 その場合、その報告はどうするのですか？ 

【猪狩会長】 報告書を出させることも考えられます。法的な義務はありませんが、

事業者の社会責任においてやってもらうということも大事なことだと考

えます。アセスは、事業者との信頼関係において成り立っている部分も

あります。供用開始後については分からない部分もありますので、そこ

には注文をつけていいのではないでしょうか。 

【奥委員】 旧条例に基づく事後調査結果報告書については義務付けはできないと

思いますが、審査会として、これまでの指摘を踏まえてその後のフォロ

ーアップはやってほしいと言うことは賛成です。その前提として、規則

第15条の各号に合致するかどうかを判断するのですが、それに十分な材

料がそろっているかといえばそうではないと思います。特に第１号のイ

について、添付資料の記載に加え、先ほど口頭でも住宅建築の制限につ

いて説明がありましたが、資料が抜けていて判断できません。資料をき
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ちんと準備していただきたいと思います。 

【みなとみらい21推進課】 実際の法規制では、住宅ができるエリアとできないエリアを分けてお

り、添付資料15ページの図と表がその資料となります。表２－３で、ゾ

ーンごとの制限を示しており、「※２」で住宅が建設できないエリアを示

しているのですが、表現上分かりにくくなっていて大変申し訳ありませ

ん。「※２」が該当しない、プロムナードゾーンＢ及びインターナショナ

ルゾーンＢ１のみに住宅を認めており、それ以外はできない法規制とな

っています。それぞれのゾーンは図２－２で示しています。 

【中村委員】 土地利用の制限は、みなとみらい21中央地区全体でやっていること

で、事業者がやっていることではないということですね。資料の記載と

しては、事業者として、病院や保育園があることについてどのような配

慮をするのか、という記載をしてもらった方がいいと思います。文化財

についても、ただ「あります」だけではなく、どう配慮するのかも書い

ていただかないと判定には不十分ではないかと思います。 

【猪狩会長】 保育園については、資料には具体的な記載はありませんが、先ほどの

説明で、41街区の裏側にあるため、42街区の建物からの影響は問題ない

ということでした。 

【事務局】 もう一度資料を整理した上で、再度ご審議いただきたいと思います。 

【田中委員】 この判定で、アセスを続ける必要があるとなると、今後どのような手

続になるのでしょうか。 

【猪狩会長】 供用開始後の事後調査結果報告書が提出されることになります。 

【後藤委員】 添付資料15ページの説明によると、プロムナードゾーンＢだと住宅を

建ててよいということですね。もしこの計画がＢであればイの項で問題

となるが、Ａに建設するので、向かいに住宅があっても問題ないという

ことですか。 

【みなとみらい21推進課】 向かいに住宅があることについては、公園の植栽等で対策をとってい

ます。 

【猪狩会長】 事務局で資料の整理を行った後に、再度審議したいと思います。事務

局は準備してください。 

（２）相鉄・東急直通線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 補足資料について、事業者が説明した。 

  ウ 質疑 

【赤羽委員】 補足資料15ページについて、地下に新横浜駅を整備する環状２号線

は、休日も車線規制が一部残りますが、休日の方が評価している平日よ

りも交通量が少なく、規制の規模も平日よりも縮小するということ、か

つ、信号制御の調整などの対応をすれば大きな問題にはならないと思い

ます。 

確認ですが、表の6-1-1の地点番号３の綱島駅に近いところは、基本的

に休日は工事を行わないということですか。 

【鉄道・運輸機構】 はい、その通りです。 

【赤羽委員】 補足資料16、17ページについて、可能であれば、常時観測データを見

て欲しいと申し上げたのですが、平成19年度と平成22年度で変動特性が

こんなに違うと、トラフィックカウンターの維持水準、精度に心配があ

ります。しかし、主に調査している３月の交通量が、年間を通して高い
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水準であることが分かったので、信頼性があるデータだと理解していい

と思います。 

【後藤委員】 補足資料５ページで、スタジアムとアリーナでは、どんなイベントが

行われていましたか。 

【鉄道・運輸機構】 スタジアムはJリーグ、アリーナはコンサートです。 

【後藤委員】 新線が出来たときの流入・流出量の推定を示して欲しいとお願いした

記憶があるのですが。 

【鉄道・運輸機構】 新横浜駅の乗降客数は、約7.8万人と予測しており、平日のパーソント

リップ調査を基に予測しています。イベント時の推定は、現況の地下鉄

やＪＲの小机駅からスタジアムへの来訪者が、相鉄・東急直通線の新横

浜駅ができることにより、どういった利用をするのかは、現況のイベン

ト時の大きな旅客流動のデータがないので難しいと考えております。 

【後藤委員】 平日の乗降客の変化は分かりますか。 

【鉄道・運輸機構】 相鉄・東急直通線の需要予測で、約7.8万人という中でボリュームは出

ていますので、大体分かります。 

【後藤委員】 可能であればお願いします。 

【高見澤委員】 補足資料４ページの新綱島駅開業後の歩行者の交通混雑はかなりのも

のが予想されます。綱島街道の拡幅が平成27年度までに着工とあるが、

どうなるかは分かりません。再開発に伴って、東横線との間もどうなる

のか分かりません。そういうことを勘案すると、事後調査に供用後の歩

行者の安全も入れるべきと思います。 

【葉山委員】 景観と関連して、風に関する指摘があり、補足資料では、あまり影響

はないとのことですが、細かく見れば風が通る場所があるので、本当に

影響はありませんか。もう一点、新綱島駅は開削工法で行われますが、

地下水脈への影響はどうですか。 

【鉄道・運輸機構】 地下水の関係については、次回以降、地盤や井戸の利用など、前回の

指摘と合わせて補足します。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

風の流れは、壁を建てることで、変化はゼロではないと考えていま

す。 

【葉山委員】 ２階以上の風は吹き抜けるが、夏場、風が滞留してしまい、ヒートア

イランドの状況が増すのではないかと思います。そこを工夫していただ

きたい。 

【水野委員】 遮音壁を作ると、現状の騒音と比較して、新しく電車が通っても騒音

が下がるとしています。騒音は改善されますが、風、景観等の影響は悪

化すると思います。騒音レベルが環境基準以下であれば、騒音レベルは

現状維持とし、騒音の保全対策を緩和して、他の項目へ配慮する方法も

あるのかと思います。また、騒音については、上の方に行くことも考え

られますので、そういった面も含めて、総合的に対策を検討したほうが

良いと思います。 

【北川委員】 補足資料13ページについて、動植物に対する影響はありませんか。 

動植物への影響を調べるための項目として、これで良いのですか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

今回の工事は、トンネル掘削に伴う排水を処理するもので、影響の要

因としては、コンクリート打設によって水の性質がアルカリ性に偏る可

能性があることと、水に濁りが生じる可能性があるということです。動

植物に対しては、石鹸水や生活排水によってＢＯＤなどを変化させるこ

とが影響要因として考えられますが、今回の計画ではそういった排水は
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ないことと、工事排水は問題ないレベルまで処理した上で、放流するこ

とを考えています。また、鶴見川の河川敷には動植物がいますが、鶴見

川の流量に対して、排出する水の量が少ないことから、方法書段階から

動植物に影響はないと整理しています。 

【北川委員】 アルカリ性の排水は動植物に影響はあるかと思うのですが、大変少な

いということで分かりました。 

【鉄道・運輸機構】 工事排水については、水質管理を徹底して行います。 

【猿田委員】 公共下水道に排出する箇所もありますか。 

【鉄道・運輸機構】 羽沢駅部分の排出先が鳥山川ですが、その他の箇所は公共下水道に排

出します。 

【猿田委員】 公共下水道についても、受入基準がありますので、前処理をしないと

いけません。 

【谷委員】 補足資料14ページの５の廃棄物等について、排水処理に伴う汚泥は確

かにボリュームが少ないが、円形トンネルの掘削に伴う汚泥はかなりの

量が出ます。それを、箱型トンネル工事の埋め戻し材として利用すると

していますが、箱型トンネルでも、開削工法なので、建設発生土が出ま

す。掘削工事による建設発生土や汚泥が、どのように使われる計画なの

か情報を出すのは可能ですか。 

【鉄道・運輸機構】 現段階で、具体的にどのくらいのものを、どこに再利用できるかはお

答えできません。ただし、シールドトンネル及び開削トンネルでかなり

のボリュームのものが出るため、鉄道のシールド工事や開削トンネル

で、どのような再利用の事例があったかを整理し、できる範囲でお示し

ます。 

【奥委員】 事後調査に関する前回の説明では、納得していません。予測条件に不

確実性があれば、当然それを前提にした保全措置の効果も不確実性を伴

うのではないかというのが私の指摘でした。例えば、準備書9-5の表9-1 

(2)では、地下水の水位のところで、「地下水の水位については、止水工

法の効果について不確実性が生じる」との記載があります。つまり、保

全措置そのものについても不確実性があると書いてあります。そのた

め、前回の事業者の説明では納得ができないため、再整理して、納得の

いく説明をお願いいたします。 

【猪狩会長】 事務局の指摘事項等の一覧のまとめ方が適切でない可能性もあるの

で、事務局は整理してください。 

【田中委員】 綱島の辺りでは、線路沿いに風が吹いているとのことですが、どの辺

で確認しているのですか。 

【復建ｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ】 

風に関しては、準備書の中に、港北区総合庁舎のデータを整理してお

ります。準備書の7.1.1-2ページに位置図があります。 

【田中委員】 騒音に関して、なぜ、羽沢周辺の騒音を予測していないのですか。 

【鉄道・運輸機構】 環境保全対象のあるなしということを判断基準にしており、羽沢の部

分は、騒音の生じると思われる明かり部周辺に保全対象がないため、予

測対象としていません。 

【田中委員】 現地視察の時に、周辺に住宅地もありましたが。 

【鉄道・運輸機構】 相鉄・JR直通線の環境影響評価の中で、相鉄・東急直通線の本数も含

めて、予測しております。 

【猪狩会長】 前回、今回の指摘を整理して補足して下さい。 
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エ 意見陳述の申し出の状況について事務局が説明した。 

オ 審議 

【猪狩会長】 本市には、公聴会制度がありませんが、意見陳述の機会が設けられて

います。これは、対象事業の影響が及ぶ範囲の地域の市民は、当該地域

の環境についての専門家であるとの観点から、直接審査会において、対

象事業が環境に及ぼす事項に関して、直接意見を述べる機会を設けると

いう趣旨で、この制度が作られました。そういう趣旨のため、できるだ

け多くの方から意見を聞くというのが基本的考え方です。従来、陳述時

間は一人あたり約10分、入れ替えの時間を考えると一人あたり15分程度

かかっていました。今回の申出の状況ですが、申出人がある地域にかた

まっており、意見の要旨も、トンネルの土被りの関係で、騒音・振動な

どに対する懸念が多くあります。ただし、環境項目が同一で、重複して

いる部分があっても、それぞれ視点が違うこともあり、絞ることも困難

だと考えられます。そのため、従来は一人10分としていた時間を短く

し、全員から意見を聞きたいと思いますが、委員の皆さんの意見はいか

がですか。 

【猿田委員】 時間を短くするというのは、例えば５分とかですか。 

【猪狩会長】 ５分は短すぎると思います。７～８分ぐらいと考えています。従来の

やり方は、陳述人は控え室で待機していましたが、例えば、傍聴人と別

の席を用意し、陳述人は前の発言者の意見を聴けるようにすることで、

内容の重複を避けた発言をしていただけるかもしれません。 

【工藤委員】 この案件だけ、陳述時間を短縮するということですか。 

【猪狩会長】 案件ごとで考えていいと思います。 

【猿田委員】 大倉山三丁目から７名の申出があります。大倉山の方を半分にするや

り方もありますが、意見を言う機会はなかなか無いので、うかがいまし

ょうということに重点を置くならば、時間を短縮してでも全員の意見を

聴いたほうがいいと思います。事務局に素案はありますか。 

【事務局】 従来どおり、一人あたり10分、入れ替え５分とすると、11名全て行う

と２時間45分かかります。仮に、一人７分、入れ替え等５分とすると、

２時間25分になります。入れ替えを工夫すればロスタイムをもう少し短

縮できるのではないかと考えます。 

【高見澤委員】 例えば、150分を限度とするなど、総枠があった中で短縮するというの

は理解できますが、似たような意見があるから短縮するととられるのは

いけないと思う。 

【水野委員】 １日でやらないといけないのですか。 

【猪狩会長】 円滑な審査を図るため、できれば１日で行いたいと思います。 

【谷委員】 質問の時間はありますか。 

【猪狩会長】 あります。われわれの方から意見陳述者に対し意見を聞きます。それ

を含めて5分です。人数を絞る場合、どのような方法で絞りますか。 

【猿田委員】 全員行うということでいいと思います。 

【猪狩会長】 では、全員の方のご意見を伺うことにします。時間は８分くらいでで

きますでしょうか。 

【事務局】 陳述時間は８分とし、入れ替え等の時間を工夫します。 

【猪狩会長】 陳述はいつになりますか。 

【事務局】 ９月26日の午後の審査会で行いたいと思います。 
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資   料 

 

 

・相鉄・東急直通線環境影響評価準備書 

・みなとみらい21中央地区の高層建築物の建設事業について 

・横浜市環境影響評価条例の第２分類事業判定基準等について 

・(仮称)みなとみらい中央地区42街区開発計画の第２分類事業判定届出書

及び添付資料 

・相鉄・東急直通線環境影響評価準備書に関する指摘事項一覧 

・相鉄・東急直通線環境影響評価準備書に関する補足資料 

・相鉄・東急直通線環境影響評価準備書に関する意見陳述申出書について 

 


