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平成23年度第11回横浜市環境影響評価審査会会議録 

日  時 平成23年10月28日（金）10時00分 ～ 12時40分 

開催場所 関内中央ビル５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、小熊委員、 

北川委員、工藤委員、佐土原委員、谷委員、津谷委員、中村委員、葉山委員 

欠席委員 池邊委員、奥委員、後藤委員、小堀委員、髙見澤委員、田中委員、水野委員 

開催形態 公開（傍聴者 20 人） 

議題 

１ 相鉄・東急直通線環境影響評価準備書について 

２ （仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価書について 

３ 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 

決定事項 

・平成23年度第10回横浜市環境影響評価審査会会議録を一部修正のうえ確定

する。 

・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の改正に

ついて一部修正のうえ決定する。 

議事 

１ 平成23年度第10回横浜市環境影響評価審査会会議録の確認 

２ 議題 

（１）相鉄・東急直通線環境影響評価準備書について 

  ア ｢補足資料｣及び「準備書に対する意見の概要と都市計画決定権者の見解」につ

いて、事業者が説明した。 

  イ 質疑 

  

【谷委員】 不測の事態による地盤沈下に対する体制作りなど、事業者の意識がか

なり高まってきていると感じます。また、トンネルの設置深さについて

も合理的であると思います。現行計画よりも深い場所を通せというご意

見もありましたが、過去の類似の立地条件の事例を考慮しても合理的な

線形だと思います。課題は、補足資料1-4の、住民から杭の先端がトンネ

ルに近いという懸念が多く出ている大倉山・菊名周辺において、ボーリ

ング調査の数が少ないことです。この地質縦断図が正しければ問題はな

いと思いますが、この地質縦断図の信頼度が高いのかどうかを住民の方

が心配しているわけです。そこで、１つ目の質問ですが、この周辺の地

盤データを、横浜市の既存資料及び事業者が現地調査したもの以外で、

どのような調査を行っていますか。例えば、国が公開している

「KuniJiban（国土地盤情報検索サイト）」や、住民が持っているボーリ

ングデータ等の既存資料との突き合わせをしていますか。２つ目は、今

持っている情報の範囲で、どのくらい保護層に杭が抵触すると想定して

いますか。 

【鉄道･運輸機構】 地質縦断図については、地元の皆さまからご意見をいただいていま

す。準備書段階では「KuniJiban」や地元の方がお持ちの地質情報との整

合は行っていません。工事を安全に行ううえで、地質の情報は重要な情

報と考えているので、より一層の精度の高い情報収集について、私ども

と横浜市と調整を行いながら進めていきます。もう一点、地域の建物の

杭が抵触する箇所の想定ですが、トンネルの円形そのものに支障するこ
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とはありませんが、一部、上部５ｍの保護層内には入ってくる可能性は

あります。保護層の中に何ｍ入るのかは、地域の皆様の情報をいただき

ながら確認したいと思います。今の縦断線形で、保護層内にメートル単

位で入るという可能性は否定できないと考えています。 

【谷委員】 引き続き調査していただくということでお願いします。地盤変動のモ

ニタリングは、ある決められた地点・断面で実施すると思いますが、そ

の地点・断面において、地盤調査を実施すると共に、地下水位だけでな

く粘土層を挟む砂層中の間隙水圧のモニタリングも合わせて行うようお

願いします。 

【津谷委員】 大倉山地区のボーリングの現地調査については、追加調査は予定して

いないのですか。 

【鉄道･運輸機構】 補足資料２ページで見ていただくと分かりますように、大倉山三丁目

周辺は広い道路もなく建物が建っているため、ボーリングをする場所が

ありません。また、皆様の敷地で調査することも難しく、実施していま

せん。追加調査については、道路で行うとすると道路を占用するため、

交通を一時的に止める必要があることや、個人の敷地で行うとすると庭

先を借りる必要があるなどの問題があります。今後、時期も含めてどの

ような形で協力していただけるのかを検討しながら進めて行きたいと考

えております。 

【中村委員】 前回、Kt層が新横浜付近から新綱島付近にないのはなぜかと質問しま

した。もし、そこでKt層が途切れていたら、過去何か起こっている地盤

ではないかと考えたので、なぜここでKt層が途切れているかを、地質の

専門家の意見を聞いていただきたいと思います。事実としてなかったと

いうのは分かりました。 

【鉄道･運輸機構】 検討します。 

【岡部委員】 地盤沈下がわずかとのことですが、具体的にわずかとはどのくらいを

考えていますか。そのような地点は日本国内でたくさんあると思います

が、似たような地盤で工事したときに、どういう現象が起きているのか

という事例を教えてください。 

【鉄道･運輸機構】 現況でわずかながら沈下が続いているという部分については、準備書

の3.1-50ページの表3.1-36及び図3.1-18をご覧ください。いわゆる定点

観測のデータです。図3.1-18のグラフを見て頂きますと、平成15年度の

変動量を０としたときに、約６年間で－10㎜や最大で－30㎜の沈下があ

ったと把握しています。工事の事例ですが、首都高が工事している横浜

環状北線がまさにこの地域を掘削しており、工事着手前から自然沈下の

様子とトンネル工事でどのような影響がでるのかをモニタリングや検討

会を開いて影響を確認していると聞いています。今の時点ではトンネル

掘削による影響はないと聞いていますが、我々も一部該当箇所を掘削し

ますので、そのような知見も活用し、注意して進めていきたいと考えて

います。沈下が続いているということを踏まえ、よりシビアに捉えてい

きたいと考えています。 

【谷委員】 普通、地盤沈下が起きる理由は、地下水を汲み上げ過ぎて地下水位が

低下した結果として有効応力が増加して軟弱な粘土層が圧縮するからで

す。これは、地表面に荷重を載せたことと同じメカニズムで、昭和30年

～40年代に横浜・東京・埼玉などで大きく地盤沈下を起こしていまし

た。その後、これらの地域では地下水規制が導入されたことで地下水位
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は戻っています。大学の学部レベルで教える圧密理論では、この有効応

力の減少分に対応する弾性変形分だけは地面が隆起するはずですが、横

浜市では沈下は進行しています。このメカニズムを説明するのが難しい

ところです。有効応力が減少したのに地盤がさらに継続的に圧縮するメ

カニズムは、粘性という土の時間に関わる力学特性で説明されます。変

形・ひずみが進行する速さの関数で表される応力項があり、その分が若

干残っているのです。地下水位が戻ったとしても、慣性と同じように過

去に沈下したときの勢いが残っているというイメージです。この現状に

おいて、工事が始まって、もし地下水位が低下してしまうと、その分に

ついては新たな地盤沈下が生じます。地下水位の低下の程度と期間によ

ってどれ位の地盤沈下が生じるかを予測することは難しく、最初に地下

水を落としたときの落ち方とは異なります。若干落ちたくらいではあま

り沈下しませんが、あるレベルを越えると急に沈下が大きくなります。

地盤の特性により程度は異なりますが、地下水位を低下させることが危

険なことには間違いありません。 

【中村委員】 補足資料1-5は、現状のデータからは問題ないという記載ですが、補足

資料2-3のように、何が起こるかは分からないので、もし起こるようであ

れば、これについても対応するということですか。 

【鉄道･運輸機構】 補足資料1-5には、液状化や浮き上がりが起こらないと書いています

が、当然どのような要因であっても、液状化や浮き上がり等が起こった

場合は地盤の変状を起こします。建物に影響が出るということは避けな

ければいけませんので、地下水や地盤のモニタリングで土の挙動を見な

がら対応していきます。 

【猿田委員】 補足資料９ページの手続については、法対象事業ですので県でも審査

を行っていますが、現在、県の手続状況はどの程度ですか。 

【事務局】 神奈川県の審査会でも同様に準備書の審査が進んでいます。県条例に

基づき、現在意見見解書の縦覧を行っているところです。この縦覧期間

中に公聴会の陳述申出も行っており、来月中旬以降に公聴会が行われる

と聞いています。 

【猿田委員】 市の手続は、準備書に対する市長意見をまとめるのですか。 

【事務局】 その通りです。 

【津谷委員】 補足資料９ページで、「この他にも適宜説明する機会を設けます」とあ

りますが、具体的にはどういう形で行うのですか。 

【鉄道･運輸機構】 補足資料の９ページの図1-7-1では、用地説明会と工事説明会のみとい

うイメージがありますが、都市計画決定後、施工認可をいただいたら、

用地測量を行うことになり、その前にも説明を行う予定です。また、工

事説明会は、実際に事業をやっていく中でどのくらいのエリアを対象と

し、工事期間も長い中で、段階や地域に応じて、一回で済ませるのでは

なく、適宜説明していくという趣旨です。 

【都市整備局】 都市計画決定後の説明会のお話をしましたが、手続中も、法定説明会

以外に地元の方への説明会や話し合いは継続して行っています。 

【津谷委員】 説明会の内容ですが、市民からのご意見の中で、一方的な説明で質問

に対する回答がないというのが気になりますが、その点についての認識

はいかがですか。 

【鉄道･運輸機構】 現在、継続的に説明をしています。市民の方からの色々な意見に対し

て、ボーリングの位置関係や具体的な地質データ等、できる限り答えて
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いるところですが、まだ不足だ、納得できないという声もあります。 

我々は一方的とは思っていませんが、継続して説明させていただいて

いるという状況です。 

  

  ウ 審議 

  

【猪狩会長】 再度確認する事項として挙げられていた点について、事務局いかがで

すか。 

【事務局】 中村委員からのご指摘にありました凝灰岩についての確認事項が一点

あります。 

【猪狩会長】 ボ－リングの調査地点は確かに大倉山周辺では少ないです。路線決定

段階では個別測量が必要になり、この部分についても避けるわけには行

かず、合わせてボーリング調査の必要が出てくるのかもしれません。住

民としては、早く状況を知りたいという意見も出ており、これは当然で

す。 

【中村委員】 谷委員の意見に対し、ボーリングデータと、国・住民のデータの突き

合わせすると事業者が言っていたので、それは早くやっていただきたい

です。 

【猪狩会長】 いつの段階になるのかは分かりませんが、やらざるを得ないと思いま

す。その時期がいつなのかを明確にしていただくということも要望とし

てあります。 

【猿田委員】 補足資料２ページのボーリング調査について、既存資料というのは、

過去の建築関係のデータで、横浜市の地盤担当で持っているような資料

でしょうか。 

【事務局】 横浜市で持っている地質データを参照しているとのことです。 

【猪狩会長】 住民の方が持っている地質データ等との突き合わせについて、どの段

階でできるのかも含めて対応を確認したいです。もう一点は凝灰岩につ

いての疑問についてです。 

【谷委員】 凝灰層というのは一般的には幅広く一様に堆積するので、分布が途切

れているということは、１つは、かつては分布していたが一度陸上に出

て侵食された後に沈下して上位の地層が溜まった場合です。もう１つ

は、近傍に断層があって、異なる深さに移動したという可能性もありま

す。今の地質図には記載がないので、可能ならば解釈を示していただき

たいと思います。 

【赤羽委員】  杭基礎の上に存在している建物の基礎の先端が、保護層に引っかかっ

て影響が出ても、同じ地区で杭基礎を使っていなければ影響は出ないの

ですか。 

【谷委員】  杭の先端が保護層に入って影響が出たときに何が起きるかというと、

杭基礎の沈下が起きます。同じところに立地する杭基礎でない戸建て住

宅等では、トンネルが深ければ影響はありませんが、浅ければ地表まで

影響するかもしれません。 

【赤羽委員】 ある地域で地盤調査が必要だと考える方がいるとして、その方自身が

ボーリング調査に必要な土地を持っていない場合、道路で調査するとき

は地域の交通に影響するかもしれないです。一方、ボーリング調査の必

要性はないが、スペースがあるという人がいる場合、自分の土地をボー

リングすることに関してどうなのかということが考えられます。それ
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は、事業者とボーリング調査を依頼された方が解決されるべきものなの

か、地域の問題として取り扱う問題なのか、地域全体のために一部のデ

メリットは甘受しましょうという人がいて成り立つということもあるの

ではないかと思います。 

【猪狩会長】 路線幅が、準備書2-9ページにあるように12メートル程度です。民家に

かかるということであれば買収対象となり、用地買収の段階での個別的

な対応となります。そうできないときは、事業地と現実に測定できると

ころの相関関係を見て判断するやり方もあります。全てを測定するのは

不可能であり、気象でも行われているやり方です。 

【赤羽委員】 路線上のどこかでやればいいという時、スペースはあるが沈下に対し

て関心がない方の場所であった場合、個人の判断ではできないことで

す。地域全体で考えてもらうということが、ありえないのかどうかとい

うことです。 

【猪狩会長】 難しいところです。ボーリング調査には具体的にはどの程度のスペー

スが必要なのでしょうか。 

【谷委員】 ボーリングに必要なのは２ｍ×２ｍぐらいあればできると思います。 

【赤羽委員】 そうであれば、調査場所が見つからないということはどういうことで

しょうか。 

【猪狩会長】 いずれ測量の段階で個別的対応が必要となってきます。その時にやれ

ばいいことで、調査をやってないのだと思います。その時点でやると騒

ぎが大きくなるということでやらないという事も考えられます。 

【猿田委員】 交通を止めて、道路で行うのも難しいです。昔、道路が陥没したとい

う事例もあります。補足資料６ページでは、「･･･考えています」が多

く、答えとしてもう少し積極性が欲しいところです。 

【猪狩会長】 その点については、先ほどのご指摘で、今のところはないと考えてい

ますが、変化があることが予想されれば対応を行うということは明言し

ています。それでは、事業者に追加資料として指摘してください。それ

と今までのことを検討事項としてまとめてください。また、今後我々は

意見をまとめなくてはいけませんが、県へはいつまで提出しなければい

けませんか。 

【事務局】 12月の早い段階で県知事へ提出することが求められています。次回は

先ほどの2点について、補足資料をまとめることと、今までの議論を踏ま

えた検討事項一覧を提出します。 

  

（２）（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価書について 

  ア 検討事項一覧について、事務局が説明した。 

  イ 審議 

  

【北川委員】 緑化計画については、横浜らしさを創出するとのことでしたので、「在

来種中心の」という文言を付け加えてください。 

【猿田委員】 施設利用者への来館案内については、事業者が当然配慮することであ

り、審査会が指摘する必要があるのかが疑問です。 

【猪狩会長】 駐車場の利用に関する案内ということだと思います。 

【赤羽委員】 駐車場は右折で入ることができないため、進入経路を間違えた場合に

適切な経路から進入し直せるための案内などを指摘した事項です。ま

た、供用時の地域社会の青木橋交差点について、「影響について」ではな
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く、「影響への対応について」としてください。 

【佐土原委員】 防災面で、ガイドラインでも津波対策の検討が必要だということが出

ています。それについて指摘する必要はないですか。 

【猿田委員】 この建物だけの問題ではなく、地域として全体的にどうするかを都市

計画の中で考えるべきことだと考えます。 

【佐土原委員】 3･11の震災を受けて、この場所の津波対策を考慮することが必要だと

思います。地域全体としてはもちろん行うのでしょうが、このビルとし

ても、ある高さで逃げられるという視点で検討していただきたい。 

【猿田委員】 「エキサイトよこはま２２」というまちづくりガイドラインというも

のがあるので、その中で検討するよう付記する方法もあります。 

【猪狩会長】 この事業は「エキサイトよこはま２２」に沿って計画されます。付記

に加えるか、全般的事項の中で指摘するのか。この問題を踏まえて全体

計画を立案するよう、何らかの方法で指摘しておきたいものです。 

【猿田委員】 「エキサイトよこはま２２」が出来たときは、3･11の震災や先日の台

風で帰宅困難者が発生したような事例はあまりなかったため、そのよう

な配慮はなかったと思います。しかし、その後、様々な問題が発生した

ため、今後の検討の中で考えて欲しいという指摘は必要だと思います。 

【葉山委員】 景観については、圧迫感への配慮だけではないと思います。西口駅前

広場と一体感のあるデザインということも考えてほしいと思います。 

【猪狩会長】 事務局で答申案を検討してください。 

  

（３）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 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２ページの交通の予測手法についてですが、２行目に、「混雑

度が１以上の場合は動的交通シミュレーション解析等によりその影響を

詳細に検討します。」とあります。混雑度の説明がその下の囲みのなかに

あり、Ｑ12の昼間12時間交通量は実測し、Ｃ12の12時間交通容量（処理

能力）はモデル式を使うという説明をしています。しかし、一般道路に

おける実際の交通容量（処理能力）は、ほとんど信号交差点で決まって

います。これは、車線構成、方向別の交通量の組み合わせや信号表示の

時間配分など複雑な要素で決まっており、とても簡単にモデル化できる

ものではありません。混雑度が１以上になったらいきなり詳しく行うと

いうことですけども、地盤沈下の話に例えると、地盤への荷重は測るが

沈下量は実測しないで標準的な地質モデルで計算しますということを意

味しています。しかし、地質は場所によって違いますよね。それを標準

的な地質を前提にして荷重に対する沈下量を計算、推定しますというよ

うなことです。沈下量がたとえば10cmを超えたら、詳しく三次元の有限

予測解析を行います。しかし有限予測解析に使う地質図は、標準的な地

質図ですということを意味しています。処理能力（交通容量）に対して

も必要な場合には実測する必要があります。詳しい調査が必要か否かを

判断するには、普段渋滞が起こっているところなのか、余裕があってそ

のような必要がないところなのかをまず把握する必要があります。その

ためには、カーナビでどこが渋滞しているか表示するもとになっている
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VICSデータや、プローブデータという道路網を走り回っている車がいつ

どこにいたかというデータを吸い上げて交通状況を把握するということ

が行われています。国土交通省の道路交通センサスでも、プローブデー

タを使って交通状況を把握することが平成22年から始まっています。そ

ういうデータを使って、365日網をかけてどういう状況のところなのか大

雑把に確認し、問題が起こっているところなら詳しく調査をするという

ことをしてほしい。 

【東海旅客鉄道㈱】 データが入手できるよう確認し、参考にします。 

【小熊委員】 水資源について、前回の質問についてわかりやすく回答していただき

理解できました。予測について、ある程度の影響がありそうなときに定

量的な予測をするということですが、具体的に、どのようにして、いつ

の時点で定量的な予測を行うのですか。 

【㈱ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

ｺﾝｻﾙﾀﾝツ】 

水資源への影響については、水質のにごりが発生する、地下水の変動

で水量が減るなどが考えられます。補足資料では、定量的手法として

「水質や水量の定量的予測は、「水質」や「地下水」の項目での予測結果

を参照することになる」と書いてありますが、逆に言うと地下水や水質

の項目でそのようなことを検討しますので、その結果をもって、影響範

囲内に水資源があれば影響があるということなので、その程度によって

評価をすることになります。 

【小熊委員】 そうすると、むしろ水質や地下水について、具体的にどのような予測

をされるのか、という質問になります。非常にいろいろな結果がからん

できて、将来的な予測を行うことが難しいと思うのですが。 

【㈱ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

ｺﾝｻﾙﾀﾝツ】 

水質についての影響要因としては、工事中の濁水、にごり、よごれが

考えられます。これについては工事中が中心になりますので、工事の内

容や対策、既存の事例などで、どの程度の対策がとれるか、その結果と

してどうなるのかについて評価したいと思っています。地下水について

は、地層や構造物の位置とかで千差万別になるので、場合によっては定

性的な予測で終わるところもあれば、影響が考えられるのでシミュレー

ション的な予測を行うなど定量的な予測をするということになります。 

【小熊委員】 水質に関しては、おそらく工事中の影響をみれば十分だというのはわ

かりますが、地下水に関しては、工事後の供用時の長期的な影響が気に

なります。長期的な予測までするという意味かと思って質問しました。 

【㈱ﾊﾟｼﾌｨｯｸ

ｺﾝｻﾙﾀﾝツ】 

地下水への影響に対しては、工事中と供用後も行います。完成後につ

いては、今回は特に地下構造物が多いので、その存在による地下水脈な

どへの影響を予測評価します。また、車両基地に関しては、地下水揚水

を一部行うということがありますので、揚水量によって周辺地下水はど

う影響するのかを検討します。 

【猿田委員】 補足資料６ページで、微気圧波というのは、トンネルの出口で問題に

なるとのことですが、神奈川県内で何箇所ぐらいできるのですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 あかりと呼んでいるのが、高架橋及び橋梁部分になりますが、相模

川、道志川の２箇所です。立坑はまだ場所が決定していませんが、５キ

ロから10キロメートルの間隔で作ります。立坑と橋梁部のあかり部分に

なります。 

【猿田委員】 立坑は、中に緩衝材を貼って、現在の実験では影響ないということだ

ったと記憶しています。立坑について今までにも対策が行われているわ

けですよね。 
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【東海旅客鉄道㈱】 立坑の対策については、山梨実験線での模擬立坑で実験した結果で

す。 

【猿田委員】 あかりフードの材質は何ですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 コンクリートを考えています。PCです。 

【猿田委員】 材質によっては低周波の問題がおきるかとの心配をしたのですが。 

【東海旅客鉄道㈱】 リニアは超高速性で浮上して走るために、剛性を高めるために在来の

新幹線より相当量の剛な構造物となっていて、いわゆる構造物の振動に

よる低周波はおきません。また浮上走行なので走行による低周波はおき

ません。低周波については、方法書では換気施設のファンを記載してい

ます。 

【岡部委員】 補足資料４ページで、「山梨実験線においてもこれまでに人体への影響

に関する報告事例はない」ということですが、山梨の実験線はかなり家

等から離れた場所にあると思うのですが、これが住宅に近いところにや

ってきた場合でも、人体への影響がないといえるものなのでしょうか。 

山梨で大丈夫だったから、そのまますべてに大丈夫ですとはならない

のではないかと心配なのですが。 

【東海旅客鉄道㈱】 今までの山陽新幹線、東北新幹線、いずれも対策していますが、沿線

における影響についての報告は受けていません。山梨についても、当初

建具振動があったが、対策を行うことで収まりました。それ以降、住民

の方からの苦情はまったくありません。 

【岡部委員】 山梨実験線と付近住宅との距離と、今回の計画地での距離が同様だか

ら大丈夫なのですか。 

【猪狩委員】 ４ページで、目安値として「民家近傍で20Pa以上」となっています

が、近傍というのはどの程度の距離を考えているのですか。基準は科学

的客観的であるべきです。この近傍とは何を意味しているのですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 民家があった場合には、20Paに抑えるために緩衝工の延長を長くしま

す。ですから、近傍に民家がある場合は、距離150ｍで20Paに抑えること

ができないということが計算式で判明した場合には、緩衝工を200ｍにす

るような対策をとるということです。 

【猪狩会長】 トンネル出口の現場の状況ごとに、いま言った考え方で見ていくとい

うことですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 具体的なルートが決定した段階で、近傍民家までの距離を測り、適切

な緩衝工の長さを割りだしていきたいと考えています。 

【猪狩会長】 距離減衰に関係ないということですね。 

【中村委員】 山梨実験線のデータの微気圧波についてですが、実際に緩衝工を設置

して、実験を行って得られたデータがあるのですが、もし緩衝工を置か

なかった場合の値も入れていただくと、分かりやすいと思います。立坑

もすでに模擬立坑で緩衝材をおいたということでしたので、このデータ

も７ページに入れていただければと思います。 

【東海旅客鉄道㈱】 トンネル出入口の緩衝工については、入口・出口ダブルで対策を行う

ことが趣旨です。データについては、鉄道総研と当社で測定を行い、技

術評価委員会に出していますが、今回新たに出したものでご勘弁いただ

きたい。 

【中村委員】 模擬立坑のデータも出せないのですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 立坑については、手持ちの資料がないので、どういうデータがあるか

確認させてください。 
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【猿田委員】 評価委員会にはデータを出して検討していただいたんでしょ。 

【東海旅客鉄道㈱】 評価委員会に出したのも本日の説明と同じデータです。それ以上は出

していません。 

【猿田委員】 資料（データ）は、審査会に対してなるべくオープンにしていただき

たい。 

【谷委員】 山岳トンネルも一部あるので、地質を見ると火成岩や構造線もあるの

で変成岩もあり、掘削される岩石が気になるのでいくつか教えていただ

きたい。 

１つ目は、表層地質図はあるのですが、地質断面図がないので、どん

な地質のところをトンネルが通っているのか知りたい。 

２つ目は、そこを掘るとどんな種類の岩石が、どれくらいの量出てく

るのか気になります。その理由は、変成岩や火成岩からは、環境上問題

となる物質が溶出しやすいものもあるので気になります。また、そうい

う場合には、ヤードである程度仮置きする際に、場合によっては硫化物

から酸性水がでることが気になります。水質と関連するかもしれませ

ん。掘削される岩石の特性についてどのような情報収集状況かを知りた

い。 

３つ目は、ズリ以外にも山岳トンネルの場合には、かなり山が水を含

んでおり、湧水がトンネル内に出てくることがあります。それは廃水と

して処理されますが、もしかしたらほう素、ふっ素などが出てくる可能

性があると思いますが、その辺の情報などについて懸念されている様子

がないので、どのようになっているのか。 

４つ目は、トンネル部が非常に長く、地上に出てもすぐ高架になるの

で、盛土が少ないために場内処理できる建設発生土はほとんどなく、場

外処理と思われますが、どのぐらいの量が出てきてどのように処理でき

ると考えているのか、分かっている範囲で教えていただきたい。 

５つ目は、鉱山はないとありますが、現状やっているものはないとい

うことなのか、それとも鉱山跡もないという意味なのでしょうか。 

【東海旅客鉄道㈱】 １番目の地質については、今後のボーリング調査、施工時には作業ボ

ーリング等しながら岩石分析を行い、重金属等が発生した場合には適切

に法に基づき処理をいたします。２番目については、ルートが確定した

段階で、準備書の段階では出せると思います。湧水については、いわゆ

るコンクリート打設によるアルカリ排水については、斜坑口において水

処理を行います。湧水に重金属等が考えられる場合、今後やっていく地

質調査で溶出が懸念される場合は、排水の水質調査を密に行います。建

設発生土については、基本的には当事業の中で再利用を行い、できれば

他の公共事業で使っていただきたいと考えていますが、具体的にどのく

らいの割合で公共事業に持っていけるかは、今の段階では判明していま

せん。今後発生量を確定した段階、工事発注段階までには発生土の処理

方法について検討していきたいと考えています。準備書段階でのご説明

は難しいと考えています。新たな発生土の処理場が発生する場合には、

環境に対する影響について適切な調査予測評価をしていきたいと思いま

す。それから鉱山につきましては、関東地方土木地質図の解析という形

で、稼行鉱山及び休止・廃止鉱山はないとのことです。今後市町村レベ

ルでのヒアリングを進めていきたいと考えています。 
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  エ 審議 

  

【猪狩会長】 事務局から出された指摘事項一覧の中には、次回以降提出という項目

ものがあります。また、今回報告を受けた事項の中でも疑問点がいくつ

かあります。できるだけ早い段階で明らかにしていただきたい。 

例えば微気圧波について、対策をたてなければどの程度の影響が出る

のかということがわからなければ、対策の有効性が評価できません。デ

ータを明らかにできない理由は何なのか、納得できません。何らかの将

来的なノウハウなど、出せない理由があるのであればきちんとした説明

を受けたいと思います。また、建設発生土は、量の推定はルート幅で考

えればいいのですから出来るはずです。それも出ないというのは不思議

です。先日テレビで岐阜かどこかでアセスが始まったというニュースを

見ましたが、地区ごとに区切ってアセス手続を行っているので、その情

報が入れば欲しいので、事務局の方で情報収集をしてください。先ほど

準備書の段階でも明らかにできないなどと事業者は言っていましたが、

本事業は法対象事業なので、意見を言えるのは準備書段階まででおしま

いになります。その点も踏まえて厳しい要求をしていくことをご理解く

ださい。 

【猿田委員】 神奈川県でも手続きは行っていますよね。 

【事務局】 行っています。 

【中村委員】 県内では、他に川崎とか相模原でも行うのですか。 

【事務局】 川崎市は行います。相模原市は条例が制定されていないので行いませ

ん。神奈川県で行うことになります。県内では３自治体で審査が行われ

ることになります。 

  

３ 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 改正案の確認事項について、事務局が報告し了承された。 

  

資  料 ・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 

・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準備書に対する意見の概

要と都市計画決定権者の見解 

・（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価書に関する検討事項一覧 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書に関する指摘  

事項等一覧 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書に関する事業

者が任意で行った計画段階環境配慮書に対する横浜市意見(写) 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書に関する補足

資料 

 


