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平成23年度第12回横浜市環境影響評価審査会会議録 

日  時 平成23年11月17日（木)10時00分 ～ 12時07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）、池邊委員、奥委員、工藤委員、 

小堀委員、佐土原委員、髙見澤委員、谷委員、中村委員、葉山委員、 

水野委員 

欠席委員 赤羽委員、岡部委員、小熊委員、北川委員、後藤委員、田中委員、津谷委員 

開催形態 公開（傍聴者  15人） 

議題 １ (仮称)みなとみらい21中央地区67街区開発事業について 

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 中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書に関して事務局か 

ら報告 

決定事項 

１ 平成23年度第11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。 

２ （仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価準備書及び評価書に係る答 

申案に一部修正を加え、答申を確定する。 

議事 

１ 平成23年度第11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67街区開発事業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67街区開発事業について 

  ア 第２分類事業の判定基準等並びに、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。 

  イ 審議 

  

【葉山委員】 添付資料14ページの表２－１のウについて、理由として埋立地である

と記載されていますが、埋立地であるということが、重要な動植物が存

在しない理由にはなりません。逆に、埋立地だからこそ新たに分布する

種もいます。この場所は確かに重要な生息地とはなっていないと思われ

ますが、このような断定は問題です。 

【事務局】 この地域の現状についての記載を加えたいと思います。 

【水野委員】 同表のアについてですが、現状の記載は二段落に分かれており、前半

では、「滞留しにくいと考える」との記載がありますが、後半では資料に

示すとおりと書かれているのみで、事業者は滞留しやすいかどうかの判

断をしていません。関連資料は18、19ページに掲載されており、これを

出していただいているのはいいと思いますが、資料から一番近い西区平

沼小学校の風環境と比べても大きな差がないため、滞留しているという

状況はないというような判断が必要なのではないかと思います。 
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【猪狩会長】 この欄は、判定基準の項目に対する現状となっていますが、評価も記

載されています。しかし、評価は我々がするものであり、表現として適

切かどうかという疑問もあります。 

【水野委員】 前半部分では、「滞留しにくいと考えます」と評価しています。現状は

こうです、との記載に統一する方がいいのでしょうか。 

【猪狩会長】 現状のみを示す表現に統一してください。 

【事務局】 現状の欄の表現を整理し、評価の内容は入れず、現状のみを示す表現

に修正します。 

【猪狩会長】 判定届出書の備考欄に工事中の事後調査報告書について記載がありま

すが、工事中の事後調査は、審査会の指摘を受けた結果どのように行わ

れるのかを確認させてください。 

【事務局】 工事中の事後調査は、評価項目としては大気汚染、騒音、振動、廃棄

物・発生土、地域社会について行うこととなっていました。 

【猪狩会長】 事業者は調査を行っているのですか。 

【事務局】 工事のピーク時に行う調査が中心となっており、現在工事はほぼ終わ

っている状況です。 

【猪狩会長】 この届出書によると、工事終了後に報告書を提出するとなっています

ので、審査した結果も示されると思います。 

【猿田委員】 先ほどの14ページの指摘で、現状のみを記載するとのことでした。第

２分類事業の判定では、施行規則第15条第１項第１号に該当するもの

が、著しい影響を及ぼすおそれがあるということですね。申請者は、影

響は著しくないという結論を期待していると思われますが、施行規則の

基準に関して、というタイトルの表２－１の記載はどうするのが適切な

のでしょうか。 

【事務局】 表２－１では、それぞれの地域の特性が該当するかどうか、かつ高層

建築物の建設という本事業が、地域にどのような影響を与えるかどうか

の現状を示しています。地域の状況説明に加えて、事業特性やみなとみ

らい21中央地区の状況を含め記載をしているものです。 

【猿田委員】 そうであれば、むしろこの記載でいいのではないのかと思います。影

響の有無についての事業者の評価の妥当性について、我々が評価するの

ではないでしょうか。 

【水野委員】 アの項目では、前半については、滞留しにくいと考えるという事業者

の考え方も入っています。そうだとすれば、風の状況についての判断も

入れておくべきではないでしょうか。事業者が判断した材料として示さ

れたデータだと思いますので、そこも含めて記載するべきだと思いま

す。 

【事務局】 先ほど、現状のみを記載する方向で整理するとさせていただきました

が、根拠となるデータなどから、事業者の見解も含めて記載するという

形で修正することとします。 

【小堀委員】 ウの欄について、埋立地だからということではなく、埋立地を利用す

るコアジサシのような生物が生息していないのかどうかを、追加して記

載していただきたいと思います。 

【高見澤委員】 確認ですが、前回の42街区のときはどうでしたか？ 

【事務局】 前回諮問させていただいた42街区でも、同様の表現です 

【高見澤委員】 今回のものと、一貫性はあるということですね。 

【猪狩会長】 条例改正後、まだ２回目の判定ですので、各委員のご協力を得て、よ
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り良い判定ができる形で進めて行きたいと思います。 

  

（２）相鉄・東急直通線環境影響評価準備書について 

  ア 補足資料について、事業者が説明した。 

  イ 質疑 

  

【谷委員】 補足資料の１ページで、「現段階において十分な精度を有している」と

ありますが、現段階とは準備書の段階ではと理解し、環境を評価すると

いう意味では不十分だと思います。環境上懸念される事象があり、それ

を評価するに足る十分な資料があるかという要件があるはずです。現実

に、杭の先端がトンネルに近く保護層に入ることが懸念されるという住

民からの懸念もあるわけですから、評価書の段階でもう少し精度が上が

ることを期待します。 

Kt層について、準備書の図7.2.2-5の地質縦断図を見ると、Kt層が連続

して確認できる範囲とKt層が連続して確認できない範囲において、地層

の連続性の判定に関する解釈の細かさが違うことが気になります。Kt層

が連続して確認できていない範囲では、調査精度が若干薄いかもしれま

せん。評価書までの間には調査の段階が進むことを期待します。 

【中村委員】  前回審査会の会議録では、大倉山付近はボーリングを行う箇所が無か

ったから、出来なかったという理由でした。できれば、ボーリングの場

所を確保し、住民の方々などとも協力し、精度を上げて欲しいです。Kt

層に関して、断層はなかったというようなデータがあれば付け加えて欲

しいです。 

【鉄道・運輸

機構】 

 国等や現在住民が持っている情報などを参考としたいのですが、最終

的には事業者が、この部分について調査をしなければいけないと考えて

います。調査時期については、情報収集を進めながらボーリング場所の

調整をして、工事着手前までには、確実に調査し反映させていきたいと

考えています。 

  

  ウ 審議 

  

【猪狩会長】  事業者がいつの時点で調査できるのかということも現実問題としてあ

りますが、地域住民としてはどういう影響があるのかということを、で

きるだけ早い段階で知りたいし、知らせるのがアセスの制度だと思って

おります。答申ではそういう主旨で進めたいと考えております。 

  

  エ 検討事項等一覧について事務局が説明した。 

  オ 審議 

  

【谷委員】  大規模地震対応について、「液状化・浮き上がり等の」という記載は不

要だと思います。理由は、計画路線が通っている深さでは、影響がない

からですし、事業者もコメントしていたと思います。 

もう１点、地盤変状に関するモニタリングについての箇所で、地盤の

後に「変位」を、地下水位の後に「間隙水圧」を加えてください。 

【池邊委員】  景観について、準備書7.4.1-12に示された供用時のイメージについ

て、環境保全措置そのものが色彩等の配慮となっていますが、実際には



4 

色彩と形状ということも書いており、「形状」も入れていただければと思

います。 

【猪狩会長】  同様の視点で、地盤の路線に沿う地質断面について、「現地調査」の前

に「ボーリング等」を加えると分かりやすいと思います。 

【奥委員】 トンネル構造部分について、液状化等は考慮しなくてもいいというこ

とですが、トンネル構造以外の部分についてはいかがですか。 

【谷委員】  影響はないと思います。高架橋であれば杭基礎で支持地盤に支持され

ており、液状化が起きるのは、支持地盤と地表の間の表層地盤であるた

め、そこが液状化しても、杭基礎で支持されていれば問題ないというこ

とになります。液状化で浮き上がりが問題になるのは下水道等浅いとこ

ろに埋まっているものです。今回の事業では浅い部分の軽い構造物はあ

りません。 

【奥委員】 最後の付記について、綱島駅から新綱島駅への動線について想定され

ているのかと思いますが、基盤施設とは、具体的にはどのようなことを

想定していますか。 

【事務局】 綱島駅と新綱島駅の間の動線や、綱島街道の歩道ということをイメー

ジしています。 

【中村委員】 供用時の地下水の水質及び水位についても、間隙水圧のモニタリング

は必要ありませんか。 

【谷委員】 間隙水圧も行った方がいいです。地盤沈下は時間遅れがあるので、建

設中に変位が止まらなかった場合には、変位が止まるまでという意味で

供用時においても必要です。 

【猿田委員】 騒音を指摘しましたが、実際走行してみないと分からないことですの

で、評価書に記載するだけでなく、事後調査をして確認してもらわなけ

ればいけません。 

【事務局】 準備書では、供用後の騒音も事後調査の対象となっているので、答申

に入れることは考えていません。 

【猪狩会長】 次回までに答申案を整理してください。 

  

（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 答申案について、事務局が説明した。 

  イ 審議 

  

【佐土原委員】 津波に関する駅ビルの配慮について入れた方がいいと思います。 

【猿田委員】 この周辺に防波堤をつくるなど、本事業に対してのみ言えますか。現

実的ではなく、地区全体の問題もあります。 

【佐土原委員】 全体の防波堤整備などはできませんが、津波時の避難を考えておくな

どの配慮が必要ではないかという意味です。 

【猪狩会長】 答申案４ページの全般的事項の中で、防災の取組に関する指摘をして

います。「エキサイトよこはま22」の中で防災の議論をしています。佐土

原委員は、駅ビル計画の中での防災的な配慮を指摘したほうがいいので

はという意見です。 

【小堀委員】 私は賛成です。大きなビルの場合、避難場所にもなるなど、出来るこ

とは実施していただきたい。 

【猿田委員】 答申案の４ページの、防災の取組の「雨水流出抑制」とはどういう意

味ですか。 
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【事務局】 計画敷地内に降った雨をすぐに公共下水道に流すことなく、計画地内

で一時貯留してもらうことを求めていく予定です。 

【猿田委員】 雨水を貯留するということがありましたか。 

【事務局】 事業計画に、計画地の地下にピットを設けて、計画敷地内に降った雨

水を一時貯留することが示されています。 

【猿田委員】 流出抑制と浸水対策、津波の問題とも関係しますが、地下街への流入

なども問題です。 

【佐土原委員】 津波が押し寄せた時の建物内部の問題として、指摘すべきと思いま

す。 

【高見澤委員】 流入対策という言葉はありませんが、津波による浸水により、建物内

への流入を制御することは、ある程度可能であり、避難などは一時滞留

スペースの確保と重なる部分もあるため、表現の工夫で十分だと思いま

す。 

【小堀委員】 火災など、広い意味での対応を書き込めませんか。 

【猪狩会長】 津波自体の対応を本事業で対応することは難しいのですが、被害を最

小限にとどめるという対策を指摘したいです。 

【池邊委員】 減災とか、最小限にとどめるとか、避難に寄与する表現にとどめるの

がいいのではないでしょうか。 

【佐土原委員】 本事業で津波対策を求めるという趣旨ではなく、計画建物でできる対

策を考えていただきたいです。 

【猿田委員】 災害時の対応の重要性はわかりますが、それぞれの事業計画の中で指

摘するということになりますか。横浜市の施策をどうするのかが基本だ

と思います。駐車場台数について質問です。評価書では、線路上空棟に

荷捌き車・身障者用駐車場という記載がありますが、身障者用と荷捌き

用ときちんと区別されていますか。きちんと確保されている上で案内す

ることが大事です。 

【事務局】 事業者に伝えます。 

【髙見澤委員】 バリアフリー法が改正されています。身障者用の駐車場が近い場所に

設置する義務が加わりました。その点も合わせて確認してください。 

【猪狩会長】 事務局は確認してください。 

【水野委員】 広域エネルギーネットワークの構築について、このビルに入れられる

ものですか。大事だとは思いますが、本当に可能でしょうか。 

【猪狩会長】 事業者に確認した中では、将来的なエネルギーに関する計画が整理さ

れていませんが、「エキサイトよこはま22」ではっきりさせる、又は、

個々の問題から全体計画に及ぼすということも可能だと思います。指摘

しておこうと思います。 

【高見澤委員】 事業期間が８年であることから、考えた方がいいと思います。 

【中村委員】 地域社会に関して、工事期間中の歩行者動線のことがありますが、工

事中だと階段だけになり、身障者や高齢者が利用しづらいという状況は

困ります。弱者のことも配慮したものとしていただきたい。 

【猪狩会長】 弱者への配慮を盛り込みましょう。答申案は了承として、表現は事務

局と私で確認させていただきます。 

  

その他 

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及び

他都市の審査状況について、事務局が報告した。 
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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 

・（仮称）みなとみらい21中央地区67街区開発事業が環境に及ぼす影響に

ついての諮問文(写) 

・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21中央地区67街区開発事業の第２分類事業判定 

届出書(写)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補足資料 

・相鉄･東急直通線環境影響評価準備書に係る検討事項一覧 

・（仮称）横浜駅西口駅ビル計画環境影響評価準備書及び評価書に係る 

 答申案 

・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係る自治体

の対応状況 

・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 

 


