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平成23年度第10回横浜市環境影響評価審査会会議録 

日  時 平成23年10月11日（火）10時00分 ～12時30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、岡部委員、奥委員、 

小熊委員、北川委員、後藤委員、佐土原委員、髙見澤委員、田中委員、 

中村委員、水野委員 

欠席委員 池邊委員、工藤委員、小堀委員、谷委員、津谷委員、葉山委員 

開催形態 公開（傍聴者20人） 

議題 

１ 中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書について 

２ 相鉄・東急直通線環境影響評価準備書について 

３ （仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価書について 

その他 
横浜市環境影響評価条例に基づく意見の聴取の手続に係る実施要領の改正

について 

決定事項 ・平成23年度第９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９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、中央新幹線（東京都・名古屋市間）に係る環境影響

評価方法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）中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書について 

  ア 手続について、事務局が説明した。 

  

【猿田委員】 ＪＲ東海ホームページ上での配慮書の意見募集に対して、横浜市が意

見を提出したとありますが。 

【事務局】 配慮書に対して６月７日～７月７日の中で、横浜市環境創造局として

意見を出しています。それについては、方法書351ページに記載されてい

ます。 

【猪狩会長】 特に横浜市とは書いていないが、各地方自治体の意見が出ている中で

横浜市の部分がそのページにあるということです。 

【猿田委員】 横浜市の審査会に諮問するのであれば、横浜市環境創造局の意見とし

て、このようなものを出しましたと示してください。 

【事務局】 今回、ＪＲ東海のホームページ上に、横浜市の意見を一般の市民の方

と同様な方法で送付したもので、351ページから352ページに示されてい

ます。次回、まとまったものを印刷してお配りしたいと思います。 

 

  イ 方法書について、事業者が説明した。 

  ウ 質疑 

  

【髙見澤委員】 神奈川県は全域が大深度なのですか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

横浜は全域大深度です。 
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【高見澤委員】 大深度地下トンネルは法律に基づいて行われますが、過去の事例があ

れば教えてください。 

横浜市では立坑が問題になるかと思いますが、準備書で示されるとの

ことですが、準備書はいつ頃を予定していますか。また、立坑が必ず換

気施設として利用されるのか、埋め戻されるものもありますか。 

駅舎等が相模原市内ということで、直接横浜市とは関係ないかもしれな

いが、別途駅舎としてアセスが行われますか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

事例についてですが、全国新幹線整備法に基づき行われておりますの

が、今年開業した九州新幹線、現在建設中ですが北海道新幹線、北陸新

幹線があります。基本的には方法書でおおまかな位置を示し、準備書段

階で線で示すという他の新幹線と同様の手続を行っています。 

準備書は、おおむね２年後に出す予定で考えています。立坑は、おおむ

ね５～10キロの範囲で必要と考えていますが、今のところ全部を必ず使

うかは未定です。 

駅部は今回のアセスの中で評価していただくことで考えています。ただ

し、駅前広場等については都市施設として切り離して考えていきたい。 

【中村委員】 中央新幹線の意義の３つ目で、東海道新幹線の輸送形態の転換とある

がこれはどういうことですか。磁界について、列車内やホームは磁気シ

ールドでWHOのガイドライン以下とするというが、沿線はどういう対応を

してガイドライン以下とするのですか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

方法書３ページをご覧ください。中央新幹線が整備され、東海道新幹

線の「のぞみ」型の旅客輸送を担っている輸送ニーズの多くが中央新幹

線に転移することにより、東海道新幹線のサービスも相対的に「ひか

り」・「こだま」型を重視した輸送形態へと変革することが可能となり、

現在「のぞみ」型が停車しない駅における東海道新幹線の利用機会を増

加させるほか、新駅の設置などの可能性も生じ、東海道新幹線利用者の

利便性向上、東海道新幹線沿線地域の活性化に寄与することが期待され

るということです。 

資料の15ページをご覧ください。用地境界の磁界がガイドライン以下に

なるということで、車内、駅ホーム及び沿線においてこういう対策を講

じるわけですが、リニアの車両がある高欄より用地幅はおおむね22ｍを

考えていますが、用地界での磁界がガイドラインを下回ることについ

て、達成が可能ということで委員会でも評価していただいています。 

【中村委員】 列車自体にシールドをしていれば、22ｍ離れれば問題はないという山

梨実験線での実証データがあるということですか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

資料の12ページをご覧ください。車両に搭載しているのが超電導磁石

で、車内についてはシールドをしています。側壁部分に浮上案内コイル

と推進コイルがあり、また、15ページを見るとガイドウエイと車両があ

り、その横に側壁的な防音壁があって、一部には騒音の関係上空洞を設

置することがあります。この中において、側壁から４ｍはなれた場所の

直下において、ガイドラインをクリアできるという実測値が、山梨リニ

ア実験線から得られています。 

【猪狩会長】 磁界の影響の関係についてですが、山梨実験線での実証データがある

ということですが、資料として提出していただくことは可能でしょう

か。検討してください。 

【東海旅客鉄 検討させていただきます。 
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道㈱】 先ほど22ｍと申し上げましたのは、用地幅のことです。 

【佐土原委員】 資料37ページ、温室効果ガスについて、工事実施中の排出量は出され

るが、供用中の排出量は把握されないのですか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

列車の供用における温室効果ガスについてですが、同じ移動距離を考

えると、飛行機との比較が適当と考えます。方法書26ページにあります

が、CO2排出量は飛行機の約1／3と考えています。注１に、超電導リニア

について、当社算出方法を載せています。従って航空機と比べ非常に少

ないため、列車の走行に伴うものは対象からはずしています。 

【佐土原委員】 今回新たに作ることで、どれだけCO2に影響があるのかという視点で

は、特に行わないのでしょうか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

先ほどの説明のとおり、飛行機との比較で考えております。 

【猿田委員】 方法書26ページ。排出量の算出に使用する電力のCO2排出係数を平成20

年度のものを使っているとなると問題です。震災の影響でだいぶ電力事

情が変わっています。係数の値は違ってくるので再度検討する必要があ

ります。東電、中電、関電と事情が変わっている。今より排出係数が改

善されるという見込みはなく、これより排出量は多くなります。方法書

での算定を否定するものではないが、このままでは現実と異なってくる

ので、きちんと見直していただきたい。ここでCO2による排出量が他と比

較して少ないとするのであれば、なおさらきちんと算出してほしい。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

排出係数については、新たな所見が出た段階で見直すことを考えてい

ます。 

【猿田委員】 方法書送付の９月の時点で係数は変わっていたはずです。 

【水野委員】 飛行機と比べてではなく、この新幹線を運行することで、全体として

どのくらいのエネルギーが必要となるかをまず試算し、それはどういう

ところから供給するのかを示していただきたい。そのときの排出原単位

はどうなるのか。それらを示した上で、他との比較をするべきではない

か。そういう資料を出していただきたい。 

もう一点は、駅がまだ決まっていませんが、駅ができればそこへの交通

アクセスが増えるだろうから、横浜からの交通アクセスはどうなるの

か、その交通量の変化はどうなるのか、道路の整備はどうなるのかな

ど、非常に重要な問題であるとも思うので、どこかに触れておくべきで

はないかと思いますが、どうでしょうか。 

【猪狩会長】 アクセスルートについては、必ずしも事業者の守備範囲ではないの

で、難しいとは思いますが、鉄道関係のアセスではよく出てくる問題で

す。既存交通機関からのアクセスルートについては、事業者として把握

しているものがあれば示してもらいたいと思います。 

【猿田委員】 駅を誘致している自治体もあると思いますが、どういう計画で誘致し

ているのか。従来の新幹線では誘致の例はある。今回もそういう例があ

るのか。もし誘致したとすれば、神奈川県など自治体が駅周辺開発のア

セスを実施するのか。それとも、ＪＲでその辺も含めてやるのか。その

ような話は今までされたことがあるのでしょうか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

まず、電力消費について補足します。リニアの消費電力については、

交通政策審議会への報告の内容ですが、一定の前提をおいた試算で一列

車あたり3.5万kWです。また、ピークの消費電力は、名古屋開業時で約27

万kW、大阪開業時で約74万kWとご説明しています。今後ダイヤ等が確定
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した段階で変わりますので、再度検証はしていきたいと考えています。 

また、駅の関係については、５キロ幅で示しているところですので、リ

ニアの特性、交通アクセスの関係、環境影響評価等の関係などを総合的

に考え、駅の設置位置については、沿線自治体の方と協議するというこ

とです。現状５キロの幅を示した段階で、具体的に協議を行っていませ

ん。各自治体とは今後鋭意に協議を進めて行きたいと考えています。 

【田中委員】 温室効果ガスについて、供用時については項目に入れないということ

ですが、今後エネルギー政策も変わり、電力を選択的に購入できる可能

性も残されているので、準備書が出るのは２年後なので、供用時の走

行、換気施設の温室効果ガスについての環境影響の考え方を示す項目は

残しておいた方が良いと考えますので、丸をつけていただきたい。 

微気圧波についてですが、先ほど説明の中で、立坑に関しては影響が

実験的にわかっているという話がありましたが、この理由で立坑だから

影響評価はしなくていいという理解でよろしいでしょうか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

方法書20ページをご覧ください。微気圧波とは、列車のトンネル突入

により生じた圧縮波が、トンネル内を音速で伝播し、反対側の坑口や立

坑からパルス状の圧力波となって放射される現象で、通常「トンネルド

ン」と呼んでいる。これについては、立坑内に多孔板等の緩衝装置をつ

けることで、微気圧波の影響はないということを、山梨実験線の模擬立

坑で検証しました。立坑の評価項目については、資料の41ページをご覧

ください。予測としては、存在及び供用の列車の走行時について評価を

行うこととしています。 

【田中委員】 資料の35ページの見方は、資料41ページの内容と一致する、走行時の

立坑の微気圧波の予測評価を行うことですか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

そうです。 

【小熊委員】 言葉の定義について確認します。水資源という言葉が出てきますが、

それとは別に水質と地下水の項目がありますが、水資源とは何を指すの

でしょうか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

基本的には表層水に関連する水利用のことです。 

【小熊委員】 水質などの項目には含まれないのですか。水質や地下水とは別項目で

水資源をあげているのは理由があるのですか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

水質は、工事等の実施に伴う河川水などを予測評価すると定義してお

り、水資源はもっと広域的な、地下水については地下水、表層水につい

ては水資源で取り扱います。 

【小熊委員】 言葉の定義を明確にしていただけると良いと思います。 

【中村委員】 関連して。線路が相模湖や津久井湖の近くを通ります。相模湖や津久

井湖は水道水源として利用されていますが、そこへの影響を評価すると

いうように理解すればよろしいのですか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

相模川以西に関しては、山岳トンネルです。主要河川については、あ

かりで、山岳トンネルの上部表流水については評価予測します。 

【中村委員】 水資源とわざわざことわっているということは、原水を水道水源とし

て採っている相模湖や津久井湖が近くにあるので、水資源として評価予

測するという理解でよいのですか。特に神奈川県のこの地域において。 

【東海旅客鉄 各湖の流域があるが、その中での地表水について調査予測をして、水
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道㈱】 資源の評価をさせていただくということです。 

【小熊委員】 そうなると、それは水質の項目ではないのかという印象があるのです

が。水資源として別立てにしているということは、取水源があるので特

に配慮しますという意志の現れかと思いました。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

基本的に山岳部分の表流水の流量を測定して、それに基づく水収支の

解析なども考えられるが、それも含めて水利用の状況についての影響が

あるかどうかの評価をしたいと考えています。 

【ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾂ㈱】 

補足します。水資源の影響については、水質や水枯れなどがかかわり

ます。ご指摘のように水質や地下水の予測評価を別なところで行います

ので、それらを含めて総合的に水資源として評価します。 

【赤羽委員】 方法書26ページ。CO２排出量が１：３だという関係が強調されていま

す。こうなるためには、飛行機を利用していた人が100％超電導リニアに

転換する状況でないと実現できないことになるが、実際はそうはならな

いはずです。在来新幹線とはどうなるのか。アクセスや時間あるいは料

金なども含めて、公共交通機関を使って東京大阪間を移動する人がどの

ように転換するのか、結果としてCO2排出量がどうなるのかということに

ついて、例えば交通政策審議会で検討されたり、資料があるのでしょう

か。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

確認させていただきます。 

【赤羽委員】 もう一点、資料48ページ。地域社会（交通）の予測手法に「理論計算

式により」とありますが、具体的にはどんな計算式を指しているのです

か。 

【ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾂ㈱】 

立坑ができると、土砂搬出などの工事用車両が発生します。交差点の

設計などに使われている交通需要率の式を使い、影響があるかないかを

予測したいと考えています。 

【赤羽委員】 交通需要率を求める式は、定義式であって理論式ではないです。交通

需要を交通処理能力で割るという結果が交通需要率なので、それは言葉

の定義であって理論式ではないです。交通需要率の算定に関して、どの

プロセスでどのような理論式を使うということなのか教えてください。 

【ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝ

ｻﾙﾀﾝﾂ㈱】 

確認させてください。趣旨は、交通、特に交差点に対しての工事用車

両が流れることによる渋滞の影響などを予測評価することです。 

【赤羽委員】 もし飽和交通率の算定式のことを言われているのであれば、理論式で

はなく経験式です。その算定式が説明されている書籍においても適用条

件が示されているので、それに照らしてどのように適用するかを精査し

ていただいた方が良いです。 

【後藤委員】 資料18ページに大深度地下、24ページに立坑、25ページに換気施設の

例があるが、この関係はどうなっているのですか。例えば立坑の地上部

分はどうなるのか、換気施設なのでしょうか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

24ページですが、立坑についてはおおむね大深度地下トンネルにつな

がりますので、40ｍ以深、そこから直径30ｍの立坑が上にあがります。

基本的には、将来的な防災設備、換気施設が入りますが、地表面の部分

については25ページの建屋が出てきます。したがって換気施設は30ｍの

立坑の中、地上部分は排気口という建屋と避難用通路の出入り口という

ことになります。 

【後藤委員】 すべての立坑のところに25ページのような施設ができるわけではない
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のですか。 

【東海旅客鉄

道㈱】 

現在立坑は５キロから10キロの間隔で設置を考えていますが、すべて

の立坑に換気施設を作るかどうかはまだ未確定です。 

 

  エ 審議 

  

【事務局】 事業者が検討する項目を整理します。磁界は、山梨実験線でのデータ

をもとに次回に整理します。次に、温室効果ガス排出関係は、事業者は

飛行機と比較していましたが、そもそも比較の前提部分から整理するべ

きとのご意見でしたので、排出係数の精査等も含め次回以降改めて整理

します。最後に、交通関係では、理論計算式について先生のご質問に対

する考え方について次回以降整理します。また、配慮書に対する環境創

造局意見について、次回提出いたします。なお、立坑に関してや方法書

で使用する言葉の定義など、この場で出されましたご質問とそれに対す

る事業者からの回答についても指摘事項一覧にまとめます。 

【水野委員】 微気圧波というものが初めて出てきましたが、人体にどのような影響

を与えるのでしょうか。 

【事務局】 山梨実験線でのデータなどをもとに整理してもらい、次回以降説明し

てもらうよう調整します。 

【猿田委員】 電磁波の影響について、二乗から三乗の逆数に関係するとの説明であ

ったが、二乗と三乗ではずいぶん違う。できれば厳しい方で予測しても

らった方が良い。なぜ幅があるのかも聞いていただきたい。 

【中村委員】 微気圧波が板を置くことで低減するということはわかったが、明かり

フードで減少するというのがイメージできないので次回説明して欲し

い。 

【事務局】 次回に説明してもらうよう調整します。 

  

（２）相鉄・東急直通線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 

  

【猿田委員】 補足資料１ページに記載されている列車本数は直通線のみですが、実

際は東横線を含め700本以上走行しています。騒音は複合の問題です。昼

間７～22時、夜間22時～７時に分けると、４デシベル程度、夜のほうが

低くなるという予測結果ですが、深夜１時から５時の走行がない時間も

含んでいるという問題があります。国の基準は下回っていますが、この

基準は平均値であり、感覚値とは異なります。平均値はクリアしていて

も、22時でもクリアしていますか。その辺どう考えるのか伺いたい。 

【鉄道・運輸機構】 ご指摘の趣旨は十分理解しており、７月11日の審査会で「22時から翌

日１時、翌日５時～翌日７時」までの等価騒音を示しています。今回

は、国のルールに基づいて行っていますが、ご意見の趣旨は理解し、対

応については、今後検討します。 

【中村委員】 新しい方法で算定したら、従前の計算結果を上回ったため、その対策

として学識経験者による検討委員会を設けるということですか。 

【鉄道・運輸機構】 これまでの予測値を上回ったため、委員会を設置するということでは
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ありません。以前の審査会でいただいたご意見を踏まえ、止水性の高い

壁の設置などの対策や管理体制に加えて、委員会設置の案をお示ししま

した。 

 

エ 審議 

  

【猪狩会長】 事前に谷委員へ説明しているとのことですので、報告してください。 

【事務局】 補足資料について谷委員に説明しました。その時の意見は「新横浜周

辺は、地盤が軟弱で、その特性の把握も難しいことを十分理解し、最悪

の場合を想定した準備を意識することが事業者として最も重要である。

そのため、事業実施時のリスクを考えた管理体制について審査会資料と

して示すべき。」でした。この意見を踏まえ、本日の補足資料を作成して

います。 

 

  オ 意見聴取に係る確認事項（案）について事務局が説明した 

  

【中村委員】 この資料は、まだ事業者に伝わっていないのですか。 

【事務局】 本日の審査会で内容を審議し、確定したら事業者に伝えます。 

【猪狩会長】 特に意見がないので、この内容で確定します。 

  

（３）（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価書について 

  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 

  

【佐土原委員】 補足資料１の地域冷暖房について、積極的な表現に変えていただきた

いと伝えた主旨は、エネルギー利用というよりも、エネルギーシステム

の構築に貢献するという趣旨を入れていただきたいということです。本

事業は非常に重要な場所ですので、受身姿勢ではなく、広域的なエネル

ギーシステムの構築が進むときに、積極的にシステムの構築を検討して

いただきたいです。 

【猿田委員】 補足資料３のヒートアイランドについて「自然通風の換気効果によ

り、熱が集中せずに拡散されると考えます。」とありますが、ヒートアイ

ランドは、ホットスポット的なことではなく、もっと広域的なもので

す。この記述では、ヒートアイランドには関係ないというニュアンスで

すが、換気方法とは別の問題で、ここに交通が集中することによるヒー

トアイランドへの影響というのは無視できません。 

【㈱日本設計】 前々回の審査会で、駐車場利用の車両からの排熱に関する指摘があり

ました。今回の計画では、自然通風を利用した換気方式ですので、通風

されることによって熱が集中することがないと考えています。また、排

ガスは出ますので、熱が出るという意味では負荷を与えると思われます

が、局部的に高温になることはないと考えています。 

【北川委員】 補足資料２の緑化計画等について、多様な樹種を選定し、単調となら

ないように樹種を織り交ぜるなどの工夫をすることはありがたいと思い

ますが、評価書45ページに主な植栽予定樹種の記載があり、低木の中

に、ハマヒサカキ、ハイビャクシン、クチナシがありますが、これらは
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西南の方に生育するもので、横浜らしさを演出するということでは、な

じまないものと思われるため、再検討していただきたい。 

【東日本旅客

鉄道㈱】 

地域性も含めて今後精査してまいります。 

【猪狩会長】 指摘に関する補足説明は、全て出ていますので、事務局は、答申に向

けた案を作成してください。 

【事務局】 次回、検討事項一覧を提出します。 

  

４ その他 

 ・ 横浜市環境影響評価条例に基づく意見の聴取の手続に係る実施要領の改正につい

  て 

  ア 改正案の修正箇所について、事務局が説明した。 

  

【猿田委員】 横浜市は住基カードが出ていますね。写真つきのものは身分証明にな

るのではないですか。 

【事務局】  調べて必要があれば加え、次回以降に報告させていただきます。 

  

資  料 ・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書 

・相鉄･東急直通線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書 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書に係る手続 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書の概要につい 

 て 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書の概要と縦

覧、説明会開催のお知らせ 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書（神奈川県）

のあらまし 

・相鉄･東急直通線環境影響評価準備書に関する指摘事項等一覧 

・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意見聴取に係る確認事項（案） 

・（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価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書に関する補足資料 

・横浜市環境影響評価条例に基づく意見聴取の手続に係る実施要領

（案） 

 


