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(仮称)東高島駅北地区Ｃ地区棟計画 

環境影響評価準備書に関する指摘事項等一覧 

 

※表中のゴシック体の部分は、前回（第 14回）審査会における追加の指摘事項等を示しています。 

 

■事業計画について 

項目 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

事
業
計
画 

建築物の高さが記載されている諸元

よりさらに高くなる可能性はあるの

か。[12/25審査会] 

準備書に記載している高さは最

大であると理解している。最終的

には今後、横浜市と協議した上で

決定していく。[12/25審査会] 

12/25 

事業者回答済 

Ｃ地区棟外周部の植栽については、土

地区画整理事業と調整を行った上で

の配置なのか。 

[12/25 審査会] 

土地区画整理事業区域内の道路

について、中高木の植栽は検討さ

れておらず、具体的な樹種等も決

まっていない模様。 

Ｃ地区内において、歩道をさらに

拡幅し遊歩道をつくるような、散

歩・運動が可能で健康増進に資す

ることができるような空間を検

討している。[12/25審査会] 

12/25 

事業者回答済 

Ｃ地区内部空間の緑づくりの考え方

について。[12/25審査会] 

マンションの住民だけではなく

地域の方々も自由に使っていた

だくことを第一に考えている。木

をたくさん植えるというよりも

緑の空地を広げていくような空

間づくりを目指したい。都市美で

も今後、具体的なイメージを提示

していく予定。[12/25審査会] 

防風植栽を軸とする部分、風が抜ける

中で通過交通者に対する配慮及び夏

場の日射に対する快適性など、緑地の

配慮をそれぞれにマッチングさせる

ことが重要。 

また、夏場については、緑陰を有効に

使うとともに、水面を出現させるなど

の工夫を検討するなど、人の過ごさせ

方についても検討する必要がある。

[12/25 審査会] 

承知した。[12/25審査会] 

今後の図書作成の際には、本アセス事

業区域の範囲を明確に示すよう留意

すること。[12/25審査会] 

承知した。[12/25審査会] 
12/25 

事業者回答済 
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■事業計画について 

項目 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

事
業
計
画 

子供の成育環境の確保について、高層建築物と

いう特性を踏まえた検討が必要。日本学術会議

の提言や既存調査（就学前の子供が高層マンシ

ョンに住んだ際の影響）を確認すること。 

また、以下の考え方が重要であるため、併せて

検討すること。 

・遊び場だけでなく、遊び場として指定されて

いない空間の確保 

・遊ぶ場を指定するのではなく、もともとあっ

た環境を保全するという考え方 

・子供たちの日常行動の範囲を踏まえた、高層

建築の中の立体空間が子供たちにとってどの

ような存在なのかの視点。  [１/31 審査会] 

確認し検討する。 

[１/31 審査会] 

 

資料を確認した。詳細検

討の際にこの視点を踏

まえ検討する。 

[３/16 審査会] 

 

３/16 

事業者回答済 

高層棟周辺の緑地について、デッキ上の安全の

ため、落下物や飛散物の影響を避けるようバッ

ファーとなる緑地等が必要ではないか。 

 

このことについて、防災にも関わるため、平常

時・災害時ともに評価書に記載すべき。 

 [１/31審査会] 

落下防止の安全対策と

して、自社で住宅の品質

基準がある。また、ご指

摘にも配慮して計画に

反映させていく。 

[１/31 審査会] 

１/31 

事業者回答済 

 

 

■環境影響評価項目について 

項目 指摘、質問事項等 事業者側の説明等 取扱い 

廃 棄 物 

建設発生

土 

固体廃棄物の工事中及び供用時の

マテリアルフローについて。 

 

着工が数年先でも計画段階から検

討しておくことが重要。 

[12/25審査会] 

具体的な計画は今後だが、工事中

の建設発生土は工事間流用が可

能かどうか等を、供用時の廃棄物

はテナントへの重要事項説明に

より再利用を促すことを検討中。 

 [12/25審査会] 

12/25 

事業者回答済 

大気質 

工事用車両の走行に関する予測結

果について詳しく説明すること。 

[12/25審査会] 

今後説明を行う。[12/25審査会] １/31事業者 

補足資料１ 

説明済 

騒音 

予測手順フローについて、平均時

間の設定など詳細な説明が必要。 

[12/25審査会] 

 

用いた資料について数式の間違い

がないかの確認を行うこと。 

数式についてはわかりやすい記述

を心掛けること。[３/16審査会] 

今後説明を行う。[12/25審査会] 

 

 
３/16事業者 

補足資料３ 

説明 

日影 

各用途地域図に日影を重ね合わせ

たような図面を用意してほしい。 

[12/25審査会] 

用意する。[12/25審査会] １/31事業者 

補足資料２ 

説明済 
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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 事業者側の説明等 取扱い 

風害 

防風植栽として機能するには幅と

高さを十分確保することが必要だ

が、仮に幅の確保ができない場合

は、防風植栽の中や近傍にスクリ

ーンを併設する等の対策を検討す

ること。 

また、植栽木には適正な条件を確

保し良好な状態を保つ必要があ

る。[12/25審査会] 

計画に反映できるよう検討して

いく。[12/25審査会] 

12/25 

事業者回答済 

地域社会 

住宅地の細街路では安全面の検討

が特に重要。対象地域から北西方

向に抜ける車が必ず出てくると想

定されるが、準備書記載の措置だ

けでは不十分。 

Ｃ地区棟事業者として、対象地域

から出る段階で車両をコントロー

ルするよう対応を検討すること。

（特に準備書 2-9にあるＥ地区と

公園２の間の道路、及び運河沿い

の国道 15 号に抜ける道路につい

て、狭窄により道幅を狭めるなど

の対応を）  [１/31審査会] 

土地区画整理事業の所管と考え

る。道路管理者等との協議もある

ため、土地区画整理組合設立準備

組合と相談する。[１/31審査会] 

１/31 

事業者回答済 

文化財等 

今後の文化財調査等により新たに

わかったことに対し、工事段階で

どのように対応するのかを、具体

的に評価書に記述すべき。 

[１/31審査会] 

過年度から、土地区画整理組合設

立準備組合と連携し、地中に埋蔵

されている神奈川台場の位置確

認の調査を行っている。埋立に先

立ち、調査を行う予定。 

［１/31横浜市回答］ 

１/31 

事業者回答済 

評価書への記述については検討

する。［１/31 事業者回答］ 

台場遺構の保全に関する様々な市

民意見が寄せられていることか

ら、行政・関連事業者・住民等と

協力し、この地区の特性を十分に

考え検討を進めること。 

 

Ｃ地区内だけでなく、東高島駅北

地区全体で一体的に保全していく

という視点で検討を進めること。

[３/16審査会] 

遺構を破壊しない方針に加え、歴

史活用という観点で、人々が集い

歴史を継承していけるようなラ

ンドスケープを検討していく。都

市美対策審議会でも審議予定で

ある。 

 

土地区画整理組合設立準備組合

をはじめとして、地区の関係者と

の話し合いを進めている。  

 [３/16審査会] 

３/16 

事業者回答済 
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■環境影響評価項目について 

生物多様

性 

代表種の選定に関して、緑地を採

食の場所として捉えているか、も

しくは繁殖も含めた場所として捉

えているか。また、住居が増える

ことによる光害の影響は考慮して

いるか。 

可能であれば、季節的変化や繁

殖・非繫殖期の特性の違い等を踏

まえ、生物が生きられる環境をつ

くってほしい。[12/25審査会] 

採食の場所として考えているた

め、夜の影響は考えていない。 

 

 

 

 

計画に反映できるよう検討して

いく。[12/25審査会] 

12/25 

事業者回答済 

 

 

■関連事業について 

指摘、質問事項等 説明等 取扱い 

基盤整備、特に土地区画整理事業の工

程に関してこの審査の中で検討でき

るか。[12/25 審査会] 

Ｃ地区棟事業者とその事業予定地等に

アセス条例の規定が適用され、審議対象

となる。[12/25審査会] 

12/25 

事務局説明済 

工期の重ね合わせについては、事業者と

調整し今後説明する。[12/25審査会] 

３/16 事業者 

補足資料４ 

説明 

 


