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横浜港新本牧ふ頭地区公有水面埋立事業 

環境影響評価方法書に関する指摘事項等一覧 

 ※今回追記した部分に下線を引いています。 

■事業計画について 

項目 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取り扱い 

事業計画 

  大気質、騒音、振動の調査地

点の妥当性を判断するために、

工事用車両の通行ルートを明

らかにしてください。 

[11/9審査会] 

埋立地の護岸工事及び埋立土の

運搬は船舶を使用します。 

[11/9 審査会] 

説明済 

[11/9 審査会] 

 埋立候補地の比較・検討の経

緯を丁寧に説明してください。 

[11/9審査会] 

今後の図書作成の参考としま

す。 

[11/9 審査会] 

説明済 

[11/9 審査会] 

 審査会では、工事には船舶を

使用するとの説明がありまし

たが、方法書説明会では、臨港

幹線道路を整備すると回答し

ていることについて説明して

ください。 

[11/28審査会] 

方法書説明会では、供用後のコ

ンテナ車等の市街地への流入抑制

として臨港幹線道路を整備すると

回答しました。 

工事中は、船舶を使用した海上

輸送を基本とします。 

（補足資料１） 

[11/28 審査会] 

説明済 

[11/28 審査会] 

 臨港幹線道路の計画につい

て説明してください。 

[11/28審査会] 

臨港幹線道路計画図の青線が臨港

幹線道路の計画となります。 

（補足資料２） 

[12/11 審査会] 

説明済 

[12/11 審査会] 

臨港幹線道路から高速道路

等を通行して目的地まで運搬

することになるのでしょうか。 

[12/11審査会] 

臨港幹線道路から首都高速道路

等を通行することで、市街地の一

般道路にコンテナ車を流入させな

い計画を考えています。 

[12/11 審査会] 

説明済 

[12/11 審査会] 

 埋立地の存在が航路の妨げ

となるおそれがあるとの意見

に対する事業者の見解を教え

てください。 

[12/11審査会] 

港湾計画の策定時に航路の安全

性について検討しており、他の船

舶に対する著しい支障はないと考

えています。 

[12/11 審査会] 

説明済 

[12/11 審査会] 
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■環境影響評価項目について 

項目 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取り扱い 

生物多様性 

生態系についても定量的に

行うことが重要ですので、検討

をお願いします。 

[11/9審査会] 

 可能な限りやります。 

[11/9 審査会] 

説明済 

[11/9 審査会] 

「海生動物」の調査地点の設

定根拠を教えてください。 

埋立地の突端部や埋立地に

囲まれる部分の調査が必要で

はないですか。 

調査地点の選定の妥当性の

判断のため、準備書の段階では

調査地点の選定根拠の記載に

ついて配慮をお願いします。 

[11/9審査会] 

 調査地点は、現状の海底地形や

場の特性を代表する地点として選

定しています。突端部分等を調査

地点としなくても、場の特性を把

握することはできると考えていま

す。 今後、潮流シミュレーショ

ンを行い、その結果を踏まえて詳

細な影響を調査したいと考えてい

ます。 

[11/9 審査会] 

説明済 

[11/9 審査会] 

水質 

「水質」の調査地点の設定根

拠を教えてください。 

埋立地の突端部や埋立地に

囲まれる部分の調査が必要で

はないですか。 

[11/9審査会] 

「水質」の予測手法として、

「物資の収支に関する計算又

は事例の引用若しくは解析。」

と記載されていますが、具体的

な予測手法を教えてください。 

[11/9審査会] 

 物質の収支に関する計算とは、

有機物量の予測・評価を行うとい

うことです。埋立てを行った場合

の潮流変化を計算し、埋立地の存

在による潮流変化が及ぼす有機物

の拡散範囲や濃度を予測します。 

施工計画が明確になり、水の汚

れの発生があまり無いと分かった

ときは、事例の引用により予測す

る場合もあるため、このような記

載となっています。 

[11/9 審査会] 

説明済 

[11/9 審査会] 

物質の収支による溶存酸素

量の予測とはどのようなこと

を想定しているのですか。 

[11/9審査会] 

溶存酸素量は底層 DO を想定し

ています。底質からの溶出の収支

という意味です。 

[11/9 審査会] 

説明済 

[11/9 審査会] 

底質からの溶出の収支は、潮

流変化により底質中の有機物

が拡散等することの影響を予

測するとの意味ですか。 

[11/9審査会] 

水質の予測では、流入負荷や底

質からの溶出、海域の内部生産過

程を考慮した低次生態系モデルの

使用を考えています。 

（補足資料３） 

[11/28 審査会] 

説明済 

[11/28 審査会] 
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埋立地の存在により、中部水

再生センター等からの下水道

処理水の拡散等に影響があり

ますか。 

[11/9審査会] 

埋立地と中部水再生センターと

の位置関係から、拡散に対して直

接的な影響は極めて小さいと考え

ています。 

（補足資料３） 

[11/28 審査会] 

説明済 

[11/28 審査会] 

地盤 

ケーソン及び埋立土による

地盤沈下の影響を評価しなく

てよいのですか。 

[11/9審査会] 

地盤改良等の対策を講じて沈下

を抑えるとともに、沈下量を予測

しながら工事を進めます。また、

埋立地の沈下量は周囲に大きな影

響を与えるものではないと考えて

います。 

周囲への影響という意味では、

埋立地そのものの地盤沈下は環境

影響評価の範囲外と捉えていま

す。 

[11/9 審査会] 

説明済 

[11/9 審査会] 

土壌 

埋立土砂の質的評価は必要

となりませんか。 

[11/9審査会] 

海洋汚染防止法等の環境基準を

クリアした土砂を埋立てします。 

[11/9 審査会] 

説明済 

[11/9 審査会] 

大気質 

一般道路にコンテナ車が流

入しないことから、埋立完了後

の大気環境を評価項目として

選定しないという判断でしょ

うか。 

[12/11審査会] 

埋立地の存在が周辺の大気質に

影響を与えるかどうかの評価を考

えています。臨港幹線道路全体の

大気質の影響を評価するというこ

とは考えていません。 

[12/11 審査会] 

説明済 

[12/11 審査会] 

景観 

埋立地の存在が、対岸まで見

渡せる景観に影響があるとの

意見に対する事業者の見解を

教えてください。 

[12/11審査会] 

フォトモンタージュを作成して

眺望景観の変化の程度を把握する

とともに、実行可能な範囲で回

避・低減を図っていきたいと考え

ています。 

[12/11 審査会] 

説明済 

[12/11 審査会] 

人と自然と

の触れ合い

活動の場 

海釣り施設の年間利用者数

が必要ではないかという意見

に対する事業者の見解を教え

てください。 

[12/11審査会] 

本牧海釣り施設の年間利用者数

のデータを準備書に記載する予定

です。 

[12/11 審査会] 

説明済 

[12/11 審査会] 

 


