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平成23年度第８回横浜市環境影響評価審査会会議録 

日  時 平成23年９月６日（火）10時00分 ～ 12時59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、池邊委員、奥委員、 

小熊委員、工藤委員、後藤委員、佐土原委員、高見澤委員、田中委員、 

谷委員、葉山委員、水野委員 

欠席委員 岡部委員、北川委員、小堀委員、津谷委員、中村委員、 

開催形態 公開（傍聴者 21人） 

議題 

１ （仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価書について 

２ 相鉄・東急直通線に係る環境影響評価準備書について 

３ （仮称）みなとみらい21中央地区42街区開発計画に関する第２分類事 

業判定届出書について 

決定事項 平成23年度第７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７回横浜市環境影響評価審査会会議録確認 

２ 諮問 

  横浜市環境影響評価審査会は、（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価書の調

査審議について、横浜市長から諮問を受けた。 

３ 議題 

（１）（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価書について 

  ア 手続について、事務局が説明した。 

  イ 評価書について、事業者が説明した。 

  ウ 質疑 

【佐土原委員】 評価書11ページ、「エキサイトよこはま２２」の「基盤整備の基本方

針」の中の環境インフラの項目に「広域的なエネルギーネットワーク構

築の検討」とあり、評価書18ページ②全般的事項の(4)で、これに対応し

て、ある程度は表現されているのですが、横浜駅は東口の方から地域冷

暖房が伸びてくる可能性と、西口にもベイシェラトンホテルを中心とし

た地域冷暖房があります。地域冷暖房は、広域的にネットワークをし

て、地域的なエネルギーのマネジメントをして、あるいはごみ焼却の熱

などの未利用エネルギーを大規模に導入していくなど、これからの取り

組みが重要な施設であり、今回の計画地は、その要となる場所です。こ

の表現のとおり、受け入れの可能性を検討し、できなければやらないで

は困りますので、きちんと対応していただけるよう、今の段階から検討

していただきたいと思います。 

【東日本旅客

鉄道㈱】 

周囲でのエネルギー融通の具体的な計画がないものですから、具体的

にどこに導入するというのは難しいところではありますが、エネルギー

のやり取りにつきましては地域冷暖房の他、鶴見区の焼却炉の熱を使う

など、そういった可能性を検討していますが、どこにするというのは言

える段階ではございませんので、今後ご指導に従って考慮したいと思い

ます。 

【猿田委員】 駐車場に電気自動車の充電施設はどのくらい作りますか。 
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【東日本旅客

鉄道㈱】 

台数については決定していませんが、需要に応じて変化するものと思

います。 

【猿田委員】 評価書197ページ、「駐車場の利用に伴う大気汚染」で、１時間値に関

する 大着地濃度出現地点での影響濃度は二酸化窒素で0.0013ppmであ

り、環境保全目標である0.2ppmを下回りますと記載がありますが、どの

観測地点でも0.2ppmを超えないようにするということが環境基準の中で

決められています。それぞれの排出源に対して0.2ppmを許容しているわ

けではなく、複合して0.2ppmを超えないかどうかということが問題で

す。 

【㈱日本設計】 0.2ppmに関しては、短期暴露指針を用いており、排出源そのもの値で

はなく、環境中の濃度ということで考えています。 

【猿田委員】 駐車場からの影響濃度が環境保全目標の0.2ppmを下回るという評価

は、バックグラウンド濃度を加味した上でも0.2ppmを超えないというこ

とを確認した上で言っているのか、排出量が0.2ppmよりも小さいから大

丈夫といっているのかどちらですか。 

【㈱日本設計】 本事業では、バックグラウンド濃度は加味せず、駐車場からの影響と

比較をしています。 

【猿田委員】 大着地濃度地点での濃度がバックグラウンド濃度を加味しても

0.2ppmを超えないのかということが問題です。その場合に影響が小さい

から環境保全目標を下回るという表現でいいですか。 

【㈱日本設計】 影響濃度の程度は、バックグラウンド濃度を加えたとしても指針値を

上回ることはないと考えています。 

【猿田委員】 記載してある内容は間違いではないと思いますが、もっと解析内容が

加わるべきではないでしょうか。補足資料等で訂正してください。 

【㈱日本設計】 バックグラウンド濃度は年平均値で設定しており、単純に合算するこ

とはできないとは思いますが、参考として検証、整理して補足資料でご

説明させていただきます。 

【後藤委員】 評価書394ページ、青木橋の交通の件ですが、供用時には、シアル、エ

クセルホテルはなくなるので、青矢印の交通量が減少し、赤矢印の交通

量が増加するということですが、現在は、青矢印の交通はシアルやエク

セルホテルよりも、高島屋やダイヤモンド地下街やJRを利用する方の車

が多いので、それが将来減少するということには疑問があります。ま

た、評価書395ページの図は青木橋の上に車が滞留はこの程度で済むとい

う図だと思うのですが、現状でも朝夕などは既に溢れていて、国道１号

のＤの方に渋滞が生じています。実際の交通状況との乖離について説明

いただければと思います。 

【㈱ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ】 

シアル、エクセルホテル関連の車両は、全てではありませんが青木橋

交差点を経由して西口方面とアクセスしています。そのため、既存建物

の撤去に伴い、この分は減ると考えています。また、環状１号線の渋滞

方向であるＡ方向に関しては、本開発関連の交通がないため、影響を与

えることはありません。なお、本開発関連の交通が増えても本当に滞留

しないのかというご指摘があり、検証した結果、青木橋～青木通交差点

の信号が連動した場合において、国道１号は連動するので大丈夫で、国

道15号は必ず青木橋上で滞留しますが、ランダム係数を考慮しても平日

で滞留長95ｍと算定しており青木橋上での滞留は可能です。 

【後藤委員】 395ページの図のように、実際はこのように空いている状況をあまり見
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ることがないので疑問に思いましたが、計算上、そういう結果であれば

よろしいかと思います。私が危惧するのは、駐車場を新しく設置した場

合、鶴屋町交差点の方向から青木橋方面に向かう車が駐車場に右折で入

れないため、Ａに入り込み、Ａの渋滞をさらに助長するリスクがあるの

ではないかということですが、何か対策はありますか。 

【㈱ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ】 

鶴屋町方面からの来店車両への対応については、資料編にも記載して

いますが、まず、来店の際には公共交通機関を利用することを周知し、

それでも車で来られる場合にはＨＰ上で行き帰りのルートを案内しま

す。また、大店舗立地法による県警との協議の中で案内看板の設置につ

いても検討するとともに、周辺駐車場との連携についても今後取り組ん

でいきたいと思います。 

【後藤委員】 わかりました。 

【佐土原委員】 18ページ②の(4)の表現をもっと積極的な表現に変えていただけないか

と思います。この表現だと受け身的な表現となっています。この場所の

公共性、重要性を考えると地域に貢献するように積極的に取り組んでい

くということを、今のうちから考えて頂きたいと思いますので、何らか

の表現をお願いします。 

【葉山委員】 緑化計画について、生物多様性、景観の面からお伺いします。45ペー

ジに樹種について記載があり、安全面や維持管理の面で制約がある中で

常緑樹を中心に選定されていますが、特に中高木の常緑樹に関しては、

感覚的に重たくなりすぎる傾向があります。特に鶴屋町地区の地上部に

おける部分は、安全面に関しては他の場所と比べるとそれほど制約が大

きくないと思われます。適宜工夫していただくよう検討をお願いしま

す。地被類については、どういうイメージをお持ちなのかここでは読み

取れないのですが、芝生のような低茎のものともう少し背の高いものと

があり、地被類にも立体的な構造がありますので、複雑にならない範囲

で空間的な多様性を作るような植栽をしていただきたいと思います。ま

た、壁面緑化について特に気になるのは景観の関係で、駅前棟の駅前広

場に面するところの壁面緑化はどの程度の高さまで緑化するのか、どん

なイメージを考えているのか伺います。ここが も景観上重要な場所に

なると思います。 

【㈱日本設計】 駅前の緑化に関してですが、１階は商業があるので、基本的には人の

目線に近い２階から３階のヒューマンレベルでの壁面緑化を考えていま

す。作り方は今後詳細に検討していきますが、基本的にはツタ類的なも

のを外装の中に組み込みながら壁面緑化を行うものと考えています。 

【葉山委員】 以前にも触れましたが、壁面緑化については色々な事例が出てきて、

それなりの効果がはっきりしていますので、景観の圧迫感を軽減する点

も含めて、どの程度までの緑化が意味を持つかということをさらに検討

して的確に対応していただきたいと思います。 

【池邊委員】 景観と緑化に関していくつか質問があります。壁面緑化について、大

岡山の東急病院のようなレベルの壁面緑化では、横浜駅という象徴的な

ものにはふさわしくないと思います。いろいろな事例も出てきています

ので、できれば壁面緑化ではなく立体緑化という形に変えていただけれ

ばと思います。また、屋上緑化についても、新しい横浜の視点場作りと

いうことで、この樹種で作られるものにはほとんど美しさを感じられま

せん。新宿の伊勢丹など屋上緑化でイメージが変わったものもありま
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す。これでは工場緑化の様になってしまっていますので、横浜駅という

象徴的な商業、オフィスビルですので、上から見ても美しく、人が歩い

ても楽しめるような美しさと快適性を含めた屋上緑化に配慮してもらい

たいと思います。27ページの図に、駐車場につきましては、 高高さ40

ｍ、駐車台数800台ということですが、郊外の大規模商業施設であればこ

の規模の駐車場ができてもそれほどでもありませんが、今回の場所に駐

車場ができた場合、800台分の熱量をどう処理するのか、周りの温度がど

れほど高くなるのかについても含めて、きちんとした温度に関するデー

タを踏まえて屋上緑化について検証していただきたいと思います。  

歩行者デッキは河川の上も通りますので、かなり景観上重要なポイント

になると思います。ここにも緑化がされるのかわかりませんが、ここが

美しく作られるかどうかで、現在の北口周辺の景観が生まれ変わるかど

うかのポイントになるので、歩行者デッキのイメージを商業施設のエン

トランスにふさわしいデザインにしていただければと思います。アトリ

ウムについては、場所的に脇の側に少しだけある空間で、どういう経緯

でここに設置することになり、どういうイメージで考えられているのか

ご説明をいただければと思います。 

【猪狩会長】 駐車場の熱量の問題が出ましたが、駐車場の排ガスの関係のデータは

出ていますか。 

【㈱日本設計】 大気汚染の項目の中で、予測結果を評価書191ページから194ページに

記載しております。 

【東日本旅客

鉄道㈱】 

アトリウムは、駅中央通路の出口に位置し、各歩行者動線が集中する

部分であることから一番人が多く通るところとなることが予想されま

す。ここを利用して環境への取り組みが見える形にして行こうという趣

旨です。 

【池邊委員】 アトリウムについては結構です。 

【後藤委員】 駐車場の構造は開放型ですか。 

【㈱日本設計】 駐車場は開放型です。 

【後藤委員】 アトリウムの説明がありましたが、駅の現状でいうとどこの部分に設

置されますか。 

【東日本旅客

鉄道㈱】 

中央の改札を出て、西口方面に向かい１階に上がったところで、ダイ

ヤモンド地下街に下りる部分の手前のビルの下です。 

【猪狩会長】 47ページにアスベストについての記載がありますが、具体的にあるこ

とがわかっていますか。 

【東日本旅客

鉄道㈱】 

事前の調査であることは分かっています。 

【猪狩会長】 分かっているのであれば、もう少し具体的に対応を明記してもらいた

いと思います。直接健康にかかわる問題です。 

【㈱日本設計】 139ページに解体工事の実施に伴うアスベストということで、工事中の

環境保全措置を記載しています。 

【東日本旅客

鉄道㈱】 

アスベストの位置については現在調査中ですので、調査が終わればど

こにあるかがわかると思います。 

エ 審議 

【猪狩会長】 上位計画である「エキサイトよこはま２２」との関連で、いろいろと
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問題があるということだったのですが、できるだけ明確にするという努

力はしていますが、まだ、未完成の部分もあるし抽象的な表現でしか書

けない所もあるかとは思います。もう一度皆さんで考えて頂いて、これ

でいいのかということについて確認頂きたいと思います。あわせて、事

業者に対する審査会の意見としていくつか具体的な意見が出されまし

た。これらは、いずれ答申の中で明記する内容だろうと思います。事実

関係で事業者に確認を取る必要があることに関して、これでいいのかと

いうことがあると思います。また、９月13日まで市民からの意見書の受

付を行っていますが、本事業に対する環境上の問題について市民から意

見が出るかと思いますので、それを踏まえて整理していきたいと思いま

す。 

（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 

【谷委員】 補足資料10ページの６の廃棄物については、考え方が汲み取れて良い

と思います。地盤については、沈下が起きることが心配です。予測には

保守的な予測と危険側の予測がありますが、今回は危険側の予測、つま

り沈下量を過小評価する方法を採用しているという印象を受けます。地

下水位の変化は構造物の構築による周辺地盤内の流況の変化しか考慮し

ていませんが、掘削工事で沈下が問題になるのは、地盤情報が事前には

不十分にしか把握できないことによる施工上のトラブル（不測の事態）

がほとんどです。密閉型シールド工法は基本的には切羽からの漏水が非

常に少なく、また施工上のトラブルの程度の推測は難しいのですが、過

大な沈下が生じた事例は過去に多いことに留意する必要があります。そ

のため、沈下量の推定に当たっては、少なくとも保守的な予測をするこ

とが重要です。今回の予測のモデルで一番の問題は、過圧密粘土と解釈

していることです。補足資料の８ページのＯＣＲ値の深度分布で値が１

を上回っているので過圧密状態であると判定していますが、ここの地盤

の地質学的な履歴（堆積・侵食）を考慮して過圧密状態と解釈している

のですか。剛性を正規圧密地盤の1/10に仮定するという過圧密地盤のモ

デルは、一般にＯＣＲ値が４以上の場合に用います。見掛けの過圧密状

態と判定される場合や、ＯＣＲ値が１～２のやや過圧密な状態であれ

ば、設計では正規圧密地盤のモデルを用いて沈下量を推定すると思いま

す。そうすると、沈下量は10倍になります。また、ＯＣＲ値の深度分布

を見ても、普通はＯＣＲ値が深度方向に低下すべきであるのに増加する

傾向を示しており、調査結果の信頼性も懸念されるにも関わらず、過圧

密粘土だと判定されており、技術的に見ても疑問です。これらの点につ

いてどう思われますか。 

【鉄道・運輸機構】 過圧密の要因は２つあると思っています。１つは過去に余分な重さの

土が載っていて侵食を受けたものです。もう１つは地下水面の一時的な

低下が生じ、粘土の構造骨格に過分な圧縮があった場合と考えていま

す。今回のケースは、上に載っていた土が侵食されたということは考え

にくく、過去の地下水位の低下により有効応力が増して粘土が圧縮され

た後、地下水が復水して有効応力が地下水位低下前の低い状態に戻って

きたというところで、過圧密と判断しております。ＯＣＲの分布につい
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ては、擬似過圧密の可能性がないとは言い切れないと思います。圧縮指

数の10分の１が使えるのは、ＯＣＲが４以上という意見ですが、そのよ

うな認識には立っておらず、この部分でも判断が難しいと思います。正

規圧密とすると、数式上の話で１０倍以上となるが、地下水の変動の数

字に関しても、周り込みを意識せずにダムアップ、ダムダウンを考えて

いることもあり、計画段階の評価としては、一般的な評価をしていると

判断しています。過圧密の判断、事業の地域の地盤の特性を考えると、

現地の地質状況を踏まえ、工事着手前からのモニタリングをしっかりと

行い、沈下を起こさない工事をやっていきます。施工上、水を抜いてし

まったなどの不確実性を起こさないように、事業者として万全な対策を

取って行きたいというのが見解です。 

【谷委員】 過圧密履歴はないという認識では、私も意見は一致しています。地下

水の変動だけであるとすると、このＯＣＲ値の深度分布は説明できませ

ん。ＯＣＲ値が深くなるほど増加しています。データの信頼性が低いと

思います。従来のアセスのやり方というのは高速横浜環状北西線のこと

だと思いますが、こちらでも、e-logP曲線に基づく推定値を出してもら

っております。本当に沈下を懸念しているのであれば、予測沈下量を過

小評価するような検討をするというスタンスは理解できません。是非 

e-logP法で計算していただきたい。モニタリングについても、北線は工

事を開始する４～５年前から地盤工学会に委員会を立ち上げて調査して

います。沈下問題には真剣に取り組んでいただきたいと思います。 

【鉄道・運輸機構】 いただいたご意見を踏まえ、検討・整理します。 

【猪狩会長】 も負荷の大きい 悪の状態を想定するのがアセスです。谷委員から

地盤の関係の意見が出たので、アセスの基本的考え方を踏まえて再度検

討してください。 

【猿田委員】 準備書の7.１.4-68ページ、列車の走行に伴う騒音の注釈３で列車本数

が書いてあります。昼間492本は７時から22時まで、夜間116本は22時か

ら翌朝７時までですが、夜中の３～４時は走っていないはずです。この

116本はどういう時間帯に走っていますか。列車が走行していない時間帯

を入れて計算すると４デシベル下がるが、22時に４デシベル下がります

か。昼間の時間帯、夜の時間帯、各時間帯別にどの位の本数が走行して

いるかのデータを見たいです。24時間走行している道路騒音ならこれで

よいが鉄道騒音では、条件が違います。実態が違うのであれば、実態に

あった資料が欲しいです。 

【鉄道・運輸機構】 ６月20日の審査会で同じ指摘をいただき、７月11日の審査会で夜間の

走行していない時間帯を除いた騒音について補足資料で説明していま

す。その際に、騒音について実態に即した手法で数値を評価書に入れる

べきではないかと意見をいただきました。これについては整理します。 

【猿田委員】 鉄道騒音に関する計算の手法として間違っているとは言っていません

が、実態と違っているということが問題です。住民の方がどう受け止め

るか、参考資料として出していただきたい。その辺を明確にして、きち

んと知らせなければいけないと思います。 

【猪狩会長】 供用開始後に騒音・振動に関する訴訟を起こされないよう、十分に対

応できるよう、今からきちんとした対応をしておくべきです。事業者と

しても大切なことだと思います。 

【猿田委員】 この保全措置については、今の段階ではベストだと思う。しかし、こ
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れだけのことをやっても、時間別に見るとどうかというと問題が起こる

ことがあります。そこをはっきりさせてほしい。 

【後藤委員】 準備書の3.2-28ページの(2)鉄道の状況に関連して、相鉄・東急直通線

ができた場合、新横浜駅でどの程度乗降者数が増えるのか、という質問

に対して、補足資料の１ページに作っていただいたものと思います。し

かし、お願いしたかったのは、新しい路線ができることにより、新横浜

駅の乗降客にどれだけの影響を与えるかを知りたかったのです。このデ

ータではインパクトがどの程度かは分かりません。準備書3.2-28を見る

と、例えば、東海道新幹線の新横浜駅は、乗車人員数は、約3万人になっ

ています。補足資料では乗降客数が1.3万人と記載されています。準備書

と補足資料におけるカウントの方法･違いを教えてください。 

【鉄道・運輸機構】 準備書3.2-28ページは、例えば、東海道新幹線の新横浜駅の約3万人と

いう数字は、乗車のみの片道の人員です。今日の補足資料は、乗り降り

の人員であり、倍数になります。準備書は新幹線の新横浜駅を利用した

全体の数です。今日の補足資料は、そのうち相鉄・東急直通線に乗り換

えるお客様の人数です。準備書3.2-28ページに示すものは、単純に比較

できませんが、東海道新幹線の新横浜駅の全体乗降人員が6万人いたら、

そのうち1.3万人が相鉄・東急直通線に乗り換えるという見方になりま

す。 

【後藤委員】 今回の資料では情報が不足していると思います。新線の乗り降りの数

を示しているようですが、これだけ増えるという意味ですか。 

【鉄道・運輸機構】 増えるという意味ではありません。相鉄・東急直通線の乗降客数を示

しています。あくまでも乗り降りの数であり、例えば、今までＪＲ横浜

線を使用して、菊名から乗り換えて新横浜へアクセスしていたお客様

が、相鉄・東急直通線を利用して、直接新横浜へ来る等のことが考えら

れますので、純増とはなりません。 

【後藤委員】 新横浜駅への負荷はどうなりますか。 

【鉄道・運輸機構】 乗降人数７万８千人の半分、乗車人数３万９千人と、準備書3.2-28ペ

ージに示す表と比べると、現在の市営地下鉄の新横浜駅程度の負荷であ

ることが分かります。この乗降客７万８千人という数字が設計の基本デ

ータとなり、それを見込んで設計していきます。 

【後藤委員】 分かりました。 

【赤羽委員】 補足資料の２ページの 後に「影響のバランスについて考慮しつつ、

地域との調整を図る。」とありますが、壁方式の遮音施設を適用するとい

うことは既定で、他の技術的選択肢は考えていませんか。 

【鉄道・運輸機構】 騒音を基準値以内に抑えるには、壁方式が基本であると考えていま

す。どういう壁を設置していくかは、景観の観点で色彩などを考えてい

きます。 

【赤羽委員】 自動車専用道路でトンネルとトンネルを結ぶ区間を遮音目的で覆うと

きに、ブラインドのブレードを背面が見えないような角度で重ねて、そ

のブレードの裏に遮音材を挟んで、通風性能と遮音性能を両立させる方

式の採用例があるようです。その場合、トンネル内の火災の延焼シミュ

レーションの時には、完全な通風空間として外との空気のやり取りがで

きるという仮定で計算しているようです。それを当該区間に適用する

と、遮音性能が目標に達しないでしょうか。 

【鉄道・運輸機構】 今の指摘のような検討はしていません。 
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【赤羽委員】 コスト面のこともありますが、うまくバランスが取れるようなら、そ

ちらも検討していただきたいと思います。 

【奥委員】 補足資料13ページの環境保全のための措置の効果は「保全のための措

置が理想的な状態で実行された場合」とありますが、準備書にこういう

前提条件で判断しているとの記載はありますか。 

【鉄道・運輸機構】 準備書にはありません。 

【奥委員】 図書にも書く必要がありませんか。補足資料の第３段落で「一方で、

理想的な状態で保全措置を講じられたとしても、不確実性がありうる」

とありますが、こういった事項については、第８章にも丸が付くという

ことですか。具体的には、第８章のどこに該当するか分かりません。 

【鉄道・運輸

機構】 

今回の事業では、第３段落に示すようなものはありません。例えば、

山の中に路線を通す場合に、貴重な猛禽類がいて、保全措置を講じて

も、動物・植物のような、保全措置通りに行くか分からない場合には、

第８章には丸が付きますが、今回は無いということで、丸が付きませ

ん。 

【奥委員】 今回の準備書には丸がつかないということですか。地下水の表現は改

めるようですが、どのように改めますか。 

【鉄道・運輸機構】 準備書9-5ページの３段目で、「地下の水位については、止水工法の効

果について不確実性が生じること、また地質や地下水位の状況によって

予測の不確実性が生じる」について表現を改めます。 

エ 審議 

【猪狩会長】 谷委員のご指摘の件で、見解の違いということで繰り返されても困る

のですが、アセスの基本的な考え方は、 悪の事態を想定するのが前提

です。何点か指摘が出ておりますので、事業者と打合せして、補足資料

を出して欲しいと思います。 

【事務局】 壁設置に関する指摘が従前から出ています。通風と防音はトレードオ

フの関係で、事業者から具体的な見解がでてきません。今までの議論の

中で、壁が設置され通風が阻害されることで、環境の変化として「熱

量」、「ヒートアイランド」というキーワードが挙がっています。先ほ

ど、ブラインド式はどうかということも挙げられましたが、ヒートアイ

ランド対策という観点でも整理をしてもよろしいですか 

【猪狩会長】 それも１つの考え方であり、１つの代償行為であると思います。そう

いう観点もあると思います。 

【田中委員】 今、熱量で整理されるということでしたが、基本的な生活環境の確保

として、周辺の住民の方が通風をとるということ、換気のための風をと

るということもあるので、それも含めて考えてほしいと思います。 

【猪狩会長】 そういう観点もあるということで、様々な要因を含めて検討してくだ

さい。 

（３）（仮称）みなとみらい21中央地区42街区開発計画に関する第２分類事業判定届出

書について 

 ア 判定届出書添付資料（修正版）について事務局が説明した。 

 イ 質疑・審議 

【後藤委員】 資料の23ページの図に、地区のゾーンの区分けが示されています。ゾ

ーンごとに機能が異なると思うのですが、隣接しているところでは機能

がぶつかり合うので、その相互作用も考える必要があります。今回の事
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業はプロムナードゾーンＡに計画されていますが、以前、その隣のビジ

ネスゾーンＢで、バイオハザードなどが心配される研究所を含む高層建

築物が建設される計画があり、周辺への影響について議論したことがあ

ります。隣接する場合、状況によっては考慮しなければいけないのでは

ないかと思いました。 

【猪狩会長】 ただいまのご指摘の通り、そういうことがあるからこそ、第２分類事

業の判定についてこの審査会で審査して欲しいという趣旨で諮問されて

います。判定基準である規則第15条第１項（１）で問題になってきたの

が、保育園との位置関係がどうなのかという点です。グランモール公園

をはさんで反対側の三階にあるということから、何ら問題はないだろう

ということが評価できると思います。 

【後藤委員】 本計画では低層部にレストランがあり、評価項目ではありませんが、

その臭気が向かいのマンションに影響を与えるかについて議論したこと

もありました。ゾーンの機能に関わらず、気づいた点は議論した方がい

いのではないかと思いました。 

【猪狩会長】 もうひとつの問題は（２）の文化財についてです。みなとみらい21中

央地区にはドックの遺構がありますが、本事業による影響はないこと

が、先ほどの説明で分かりました。従って、判定基準との関係は明らか

になったところですが、前回、第２分類事業に該当するという点につい

ての議論もありましたので、その関係でのご意見をお願いします。 

【猿田委員】 前回も申し上げましたが、本事業は第１分類事業として審査が終了

し、市長からの審査書も出され、事業もかなり進捗している状況です。

審査会としては、悪臭や風害などについて指摘しています。今回第２分

類事業として審議して欲しいと諮問を受けたが、過去に一度審査して検

討してきたものをどう扱うのか、という点について前回問題提起をしま

した。ひとつ懸念するのは、判定の結果次第で事後調査が行われないと

いう点です。例えば、風害については、添付資料の中で既にグランモー

ル公園内の植栽を常緑樹に植え替え、順調に生息していると報告されて

います。その後どうなったのかについて我々は知りたいが、第２分類事

業の条件は満たしており、環境影響の問題はないとなれば、もう事後調

査は出てこないわけです。しかし、審査会として、今後も高層建築物の

建設事業が出てくるので、どう対応していくのかという課題がありま

す。 

【猪狩会長】 条例等の規定では、事業者から第２分類事業の判定届出書が出されれ

ば受けざるを得ないし、判定基準からすればどうなのかというと問題は

ありません。しかし、アセス手続きは必要ないと判定されることによ

り、事後調査結果報告書提出の義務がなくなりますので、その点につい

て指摘するとしても「要望」とせざるを得ません。本事業については、

みなとみらい21中央地区に存在するというそれ自体で縛りがあると考え

られ、添付資料の中でも、地区割りや、全体としてのあり方に関する資

料が出されています。そういった点も踏まえ、今までやってきたことが

無にならないような方向でものが言えないかという思いがあります。 

事務局として答申案を用意してあれば配布してもらい、今までの議論を

踏まえて具体的な審議を行いたいと思います。 

ウ 答申案について、事務局が説明した。 
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【猿田委員】 この事業の他にも、同様に経過措置により判定を行う可能性のある事

業が残っています。答申案の 後の３行に、保全措置等を確実に履行す

る必要があるとありますが、加えて事後調査が行われれば重要なデータ

になります。強制はできませんが、実施することが望ましいというよう

なお願いを盛り込むことはできないでしょうか。 

【事務局】 事務局としても、この事業に関する環境影響の情報に関するデータ

は、今後、みなとみらい21中央地区で高層建築物を建設する事業にとっ

て役に立つものになるとは思います。あくまでお願いという形にはなり

ますが、今後の類似事業の計画検討にとって貴重な情報となるという点

から、事業者が実施した内容については可能な限り明らかにされること

が望ましいという文章を追加するということではいかがでしょうか。   

【猪狩会長】 環境保全措置等について確実に履行するとともに、その結果について

の報告について期待する、もしくは要望するというような形ではいかが

でしょうか。 

【猿田委員】 この事業だけではなく、今後の類似事業にとって参考となるようなデ

ータが欲しいということなので、可能な限り明らかにしていただきたい

と思います。後は会長に一任します。 

【猪狩会長】 それでは、ただいまの議論の趣旨を踏まえ、私と事務局とで文言を確

定させ、みなさんにご報告するということでよろしいでしょうか。（異議

なし）ではそのように進めます。 
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