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－開 会－ 

○部長 それでは定刻でございますので、ただいまから令和４年度第１回川崎市環境影響

評価審議会を始めさせていただきます。 

 委員の皆様には、お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 私は、この４月１日からアセスを担当することになりました、環境対策部長の小林でご

ざいます。一部の委員の皆様には、以前、担当課長それから環境評価室長という形で大変

お世話になりまして、今回３回目となりますので、またいろいろとお世話になるかと思い

ます。引き続き、よろしくお願いいたします。 

○課長 続きまして、私は、この４月１日から環境評価課の課長となりました、盛田でご

ざいます。 

 私は、これまで大気汚染、水質汚濁、化学物質それから土壌汚染対策等を担当してきま

して、今回アセス担当としては初めてとなります。審議会のほうでは拙い点もあるかと思

いますが、ひとつよろしくお願いいたします。 

 初めに、委員の出席状況について御報告させていただきます。 

 本日は委員20人中、現在17人の御出席をいただいておりまして、委員の半数以上が出席

されておりますことから、川崎市環境影響評価に関する条例施行規則の規定に基づきまし

て、本日の審議会が成立していることを御報告申し上げます。 

 また、醍醐委員につきましては、遅れてのオンライン参加との御連絡をいただいており

ます。 

 なお、本審議会は川崎市審議会等の会議の公開に関する条例により、原則公開としてお

りますので、途中入室を含めて傍聴人の入室を認めてよろしいでしょうか。 

（ はい ） 

○課長 それでは傍聴人の方に入室していただきます。 

（ 傍聴人入室 ） 

○課長 では、議事に入る前に、事務局から、本日の資料を確認させていただきます。 

○事務局 それでは、お手元にございます資料の御確認をお願いいたします。 

 本日の会議資料は、議事次第の次に、資料１－１としまして、「（仮称）登戸駅前地区

市街地再開発事業（第１種行為）に係る手続経過」、資料１－２としまして、「（仮称）登

戸駅前地区市街地再開発事業に係る条例環境影響評価方法書に対する意見の内容と指定開

発行為者の見解」、資料２－１としまして、「新ＹＡＣ川崎増築計画に係る条例環境影響
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評価方法書についての個別審査意見書」、資料２－２としまして、「新ＹＡＣ川崎増築計

画に係る条例環境評価方法書の審査結果について（答申案）」でございます。その他に、

参考資料１としまして、「審議会の幹事・関係課長名簿」、参考資料２としまして、「事

務局名簿」でございます。 

 本日の会議資料については以上でございます。資料に不足等はございませんでしょうか。 

○課長 ないようでしたら、では次に、このたびの市の職員の人事異動による新たな体制

について御報告いたします。 

 まず、お手元の参考資料１を御覧ください。審議会の幹事・関係課長の名簿となります

ので、御確認をお願いいたします。 

 また、本件、（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業につきましては、名簿にございま

すように、臨時幹事として、まちづくり局登戸区画整理事務所長の武藤と、臨時関係課長

として、同じく登戸区画整理事務所担当課長の若狭が、委員の皆様を補佐いたしますので、

御報告申し上げます。なお、本日は、このうち登戸区画整理事務所担当課長が出席してお

ります。 

 次に、参考資料２を御覧ください。事務局の名簿となります。私を含め、名簿に記載さ

れている職員が事務局を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入りたいと存じます。 

 本日の議事は２件ございまして、一つ目は、「（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業

に係る条例環境影響評価方法書について（事業者説明）」、二つ目は、「新ＹＡＣ川崎増

築計画に係る条例環境影響評価方法書について（答申案審議）」でございます。 

 ここからの議事につきましては、会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○柳会長 分かりました。皆さん、こんにちは。 

 それでは、次第に従いまして議事を進行させていきたいと思います。 

 本日の議事は２点ございまして、一つは「（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業に係

る条例環境影響評価方法書について」、これは事業者説明となっております。二つ目は、

「新ＹＡＣ川崎増築計画に係る条例環境影響評価方法書について」、これは答申案審議で

ございます。 

 それでは、早速ですが、本日の議題の１の「（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業に

係る条例環境影響評価方法書について（事業者説明）」ですが、事務局から最初に説明を
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お願いいたします。 

○事務局 （仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業に係る手続経過説明について－（略）

－ 

○柳会長 ありがとうございます。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○柳会長 それでは、次に、事業者の方から、「条例方法書」及び「方法書に対する意見

の内容と見解」について御説明いただきたいと思います。 

 それでは、事業者の方、御準備が出来ましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事業者 挨拶－（略）－ 

（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業に係る条例環境影響評価方法書について説明 

－（略）－ 

○柳会長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑に移りたいと思います。ただいまの事業者の説明について御質問いただ

きますが、条例方法書の記載内容に対する意見については、個別審査意見として事務局に

提出していただきますので、そのために必要な点について、事業者に質問をお願いいたし

ます。 

 それでは、どなたからでも結構ですが、何か御質問はございますでしょうか。 

 それでは、最初に神山委員、どうぞ。 

○神山委員 聞こえますでしょうか。 

○柳会長 はい、聞こえております。 

○神山委員 ２点、質問させていただきたいのですけれども、市民からの意見とほぼ同様

なのですけれども、一つはやっぱり歩行者デッキについて、もしかしたら、これは川崎市

さんへの質問なのかもしれませんけれども、一般的に公共施設であればデッキの設置も考

えられるのですけれども、市民の方が言うように、あまり公共性が望めないわけではない

ですけれども、低い建物にデッキを、公共性の高いデッキを設置するまでの過程を教えて

いただきたいのと、あと、このデッキを使う利用者がどのくらい見込んでいるのかという

点と、あと、デッキについては３点目、歩行者の利用の流れ、動線計画、特に公共施設と

しての動線計画ですね、24時間開いているという流れを説明いただきたいというのが１点

目です。 
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 ２点目は、これも市民の方からの御意見であったと思いますけれども、景観について、

生田の尾根という言い方をしていると思うのですけれども、多分、多摩丘陵なのかな、生

田緑地のことなのかなと思いますが、多摩丘陵あるいは、読み方が分からなかったのです

けれども、枡形山ですかね、についての眺望の影響評価について、どのように考えている

のかという２点について、お伺いしたいです。 

○柳会長 それでは、最初に事業者の方から、どうぞ。 

○事業者 御質問ありがとうございます。 

 まず、デッキ関係の御質問で、整備過程、あと利用者動線計画というお話があったかと

思います。整備の過程につきましては、今、整備、管理等につきましては、現在、川崎市

様の関係部署と調整中という状況でございます。今、詳細は今後また詰めていくところで

ございますけれども、方法書の段階では、本事業の建物から登戸野川線の上空までを準備

組合側で整備するということで想定をさせていただいているところでございます。 

 あと、利用者につきましては、今後、条例準備書の中でもお示しさせていただきますが、

現地調査を基に、どれぐらいの人が通るかということを歩行者のサービス水準等で評価さ

せていただければというふうに考えているところでございます。 

 あと、動線計画につきましても、基本的には駅のデッキから直接本施設まで来ていただ

いて、エスカレーターと、あとエレベーター、階段等を施設内に設けさせていただきます

ので、２階からそのまま１階に下りていただいて、地域の皆様方にも御利用いただくとい

うことで、開放時間につきましても、今、検討を行っているところでございまして、24時

間かどうか、時間制限を設ける可能性というのも、今、考えているところで調整をさせて

いただいているところでございますので、またこちらも準備書に向けて調整、記載をさせ

ていただければというふうに思ってございます。 

 あと生田緑地の件でございますけれども、一応、景観の眺望ですね、フォトモンタージ

ュ等で枡形山の頂上とかも選定をさせていただいてございます。あと、駅のデッキの上か

らもフォトモンタージュの作成ということで、今、選定をさせていただいておりますので、

こちらも条例準備書のほうで、駅のデッキからの眺望、あと枡形山から本計画地を見たと

きの眺望というのを、今後、お示しさせていただければというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○柳会長 ありがとうございました。 
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 それでは、何か事務局のほうで補足することがあればお願いいたしたいと思います。 

○臨時関係課長 登戸区画整理事務所の若狭ですけれども、聞こえますでしょうか。 

○柳会長 はい、聞こえております。 

○臨時関係課長 デッキの計画を検討するまでのプロセスというところですね。まず、こ

のデッキの計画について、今回、事業者から提案を受けて、建物計画の中には防災の機能

ですとか、地域に開放するスペースだとか、そういった地域貢献が図られる機能があると。

そういった中で、駅前利用者のための機能の向上が図られるというようなものとして、現

在デッキの接続についての協議を行っているところでございます。駅前の既存のデッキに

接続するような関係もございますので、将来の管理の仕方ですとか、そういった詳細につ

いて現在協議中というところです。 

○柳会長 神山委員、よろしいでしょうか。 

○神山委員 分かりました。 

○柳会長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 佐田委員、どうぞ。佐田委員、ミュートになっているようです。 

○佐田委員 すみません、聞こえますか。どうも失礼いたしました。 

 84ページの、環境影響要因のところの大気質のところをお伺いしたいのですが、例えば

現地調査も、84ページ、この大気質で、ここでは建設機械、工事用車両、冷暖房施設とい

うようなところを抽出されておるのですが、その中で現地調査を予定されております。104

ページのところの図4.2.2では気象観測調査となっているので、これは気象も観測する、104

ページの絵ですよね。図の4.2.2では、この表題のほうに大気質・気象現地観測調査地点と

いう、下のほうに書いてありますので、これは気象も観測すると考えてよいのでしょうか。

また、長期濃度の予測もあることから、周辺の大気測定局の濃度、特に気象データの整合

性が確保されているというようなことを確認する予定はありますでしょうか、というのが

１点目です。 

 ついでに２点目も申し上げてよろしいですかね。 

 ２点目を申し上げると、建設機械とか工事用車両の発生源については、断面交通量なん

かも現地調査で検討されると。一方、供用時の冷暖房施設については、当該地点の発生源

は固有なものとなると考えられますので、その発生源の諸元ですよね、これが現時点でど

こまで照会可能なのか。例えば、法律である大気汚染防止法や市の条例で規定されている

施設に該当すると考えてよろしいでしょうか。 
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 以上の２点について、現状で分かる範囲で教えていただければと考えています。 

 以上です。 

○柳会長 それでは、事業者の方、いかがでしょうか。 

○事業者 大気につきまして、御質問ありがとうございます。 

 まず、気象の状況につきまして、大気の状況も併せまして、先ほど御指摘ありましたと

おり登戸３号街区公園ですね。計画地内でなかなか高い建物等もないというところもござ

いますので、直近で開けている場所ということで、今、そちらで調査を行う予定とさせて

いただいております。大気の予測に当たりましては、周辺の気象データ等のデータとも見

比べながら、今後、川崎市さんとも協議の上、予測をさせていただければというふうに考

えてございます。 

 あと、冷暖房につきましても、まだ今、大防法とか、その辺の兼ね合いも今後、設備、

今、計画させていただいているところでございますので、その辺の基準等についても該当

するかどうかについては、今後、準備書のほうできちんと整理させていただいて、必要に

応じて予測させていただければというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○柳会長 佐田委員、よろしいでしょうか。 

○佐田委員 分かりました。ありがとうございました。 

○柳会長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 じゃあ、宮脇委員、どうぞ。 

○宮脇委員 よろしくお願いします。 

 先ほどの方法書の、123ページの辺りなのですけれども、産業廃棄物に関するところです。

工事中の内容について、ちょうど、ウと書いてある予測方法についてというところの中で、

「規模に基づいて既存資料の」と書いてあるのですけど、今現段階で、どのような既存資

料を用いられる予定があるかということが、もし分かればお教えください。可能であれば、

非常に高層な建築でございますので、そういう高層建築に関わるような資料などが、もし

あるのであれば、そういうものを使われたほうが適切かなということで、確認のため質問

させていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

○柳会長 それでは、事業者の方、お願いいたします。 

○事業者 よろしくお願いいたします。 
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 建設廃棄物のほう、いろいろと既存文献も新しく出てきているものもあるかと思います

ので、今回の事業の特性とかを踏まえまして、適切な発生源の原単位とかを、これから見

ていきたいなというふうに思っております。 

 ありがとうございます。 

○宮脇委員 よろしくお願いします。ありがとうございます。 

○柳会長 それでは、濱野委員、どうぞ。 

○濱野委員 よろしくお願いいたします。 

 私のほうから、緑化計画のことでお伺いしたいのですけれども、今回の緑化計画では、

計画地面積に対して15％以上の緑被面積を確保するという御説明になっています。単純計

算で約890平米ぐらいの、その緑化の対象地になろうかと思います。このことから、17ペー

ジの土地利用計画図の凡例の中に、通路・アプローチの中に緑化部を含むとなっているの

ですけれども、このことから、通路アプローチに取られている約1,690平米、差引きすると

通路・アプローチ部分が約797、800平米ぐらいなのですね。そうしますと、この土地利用

計画図のほかに、どこに緑地を設けるかという、その位置図が示されていないですから、

この緑地がどこに確保されるのかというのは大変不安です。と申しますのは、恐らく風と

の関係もあろうかと思いますが、西側に小田急線が通って、高架があると。といいますと、

風の通り道がかなり複雑になるのだろうと思います。そのことから、その緑地を設けた場

合に、風の影響を受けて健全な生育が期待出来ない可能性があるということもあろうかと

思いますので、どこに緑地を設けるかということを教えていただきたいということです。 

 なお、平面計画の中で、21ページの４階部分に屋上テラスというのがございます。屋上

テラスの部分、これがちょうど、今申し上げました小田急線に並行につくわけですね。大

変、この風の影響というのは懸念される場所に屋上の緑化ということも示されていますの

で、懸念されるということ。 

 そして、１階部分は商業スペースになってしまいますが、２階にデッキ広場というのが

ありますが、これは、その３階、４階の上階部分の屋根の部分に被覆をされますので、緑

地とすると大変厳しい緑地になるはずです。その辺について、どこに緑地を設けられるの

かということと、その緑地に対する周辺環境の対応ということ、そのことが示されてない

ものですから、後ろのほうに、緑の質と量で細かい調査項目等書かれておりますが、その

ことを担保するには、ここに出されている方法書では厳しいのかなという気がしています。

どのようにお考えか、お伺いしたいと思います。 
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○柳会長 それでは、事業者の方、お願いいたします。 

○事業者 御意見、御質問、ありがとうございます。 

 緑被ですね、15％ということで、今、緑化の計画を詰めているところでございます。具

体的な樹種につきましては、準備書で詳細をお示しさせていただくことになると思ってお

りますけれども、１階部分の周囲、あと屋上緑化、壁面緑化についても、今後検討を含め

て、その辺ももちろん準備書の中で緑化の位置、詳細、樹種等をお示しさせていただけれ

ばと思っております。 

 また、風害の関係もございますので、耐風性、あと耐陰性ですね、そちらについても配

慮しながら樹種選定をさせていただいて、準備書のほうでお示しをさせていただければと

思ってございます。まだ方法書でございますので、概要的なところしか記載がございませ

んけれども、その辺、また準備書のほうで詳細を明らかにさせていただければと思ってお

ります。 

 以上です。 

○濱野委員 方法書の中の緑の質と量ですね、大変細かく調査ですとか評価のほう書いて

ございますので、これが担保出来る準備書へ反映していただければというふうに思います。

よろしくお願いいたします。 

○事業者 はい、承知いたしました。 

○柳会長 それでは、続きまして、秋本委員、どうぞ。 

○秋本委員 市民委員の秋本です。聞こえますでしょうか。 

○柳会長 聞こえております。 

○秋本委員 見学に行ったときも質問して、明確な話が出ていないと思うのだけど、例え

ば50ページに現地の写真が出ていて、左上の写真なんかを見ると、緑がある程度のボリュ

ームあるように見えるのですよね。この中で、緑についての現況の記載が、例えば80ペー

ジかな、例えば「植栽樹木が見られる程度であり、公園やまとまった緑地はない」とか、

そういう書き方をされていて、その上の生物のところもそうですね、「計画地には植栽樹

木が見られる程度であり、動物の重要な生息環境にはなっておらず、自然生態系は存在し

ない」。確かに自然生態系は存在しないのかもしれないけど、見た感じだと、例えばビオ

トープネットワークというか、コリドーというか、そういう視点で何か機能がありそうな

気がするのですよね。質問は、例えば準備書までの中で、この植栽についての状況が何か

明らかにされるのかどうかというところが１つです。 
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 もう１つは、92ページに環境配慮方針というのがあって、その中の生物多様性の中に「計

画地内に緑化を施し、生物の生息・生育環境となる新たな緑を創出する」と書いてあるの

ですが、なかなか駅前に生物との共生みたいな考え方の緑化というのは、かなり難しいの

かなと。例えば、市民生活とうまく共生するようなというのは。その辺について、何かコ

メントがあれば教えていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○柳会長 事業者の方、いかがでしょうか。 

○事業者 御意見ありがとうございます。 

 計画地の中のところですね、各、今、個別のお宅のところに樹木、緑が若干ございます

けれどもというところが、まず現況の状況かなと、こちらでは考えているところです。そ

の中で、計画地の中につきましても、緑の創出というところで、今、いろいろ検討させて

いただいてございますので、その辺、また準備書に向けて整理をさせていただければとい

うところで、今検討をさせていただいて、緑の空間を、広場等を設けるということで、そ

ちらに緑のほう、空間を作っていくということで、今考えさせていただいているところで

す。 

 以上です。 

○柳会長 秋本委員、よろしいでしょうか。 

○秋本委員 はい、ありがとうございます。 

○柳会長 それでは、続いて菊本委員、お願いします。 

○菊本委員 菊本です。聞こえていますでしょうか。 

 私からは、風害について幾つか質問させていただきたいと思います。 

 今回、中低層の市街地の中に、かなり高層の建物を造るということで、当然のことなが

ら建物の周り、かなり風が強くなるということが予想され、また、駅前ということで、そ

の被害ということも大きくなることが懸念されますので、風害に関しては精緻に検討され

ることが期待されるかなというふうに思います。 

 また、調査、予測の観点から言うと、計画地の北あるいは東の近いところに多摩川があ

りまして、その辺りがかなり調査、予測において難しくさせる部分かなというふうに考え

ております。 

 それに関連して３つほどお聞きしたいのですけれども、まず１つ目、地域の風の状況の

調査というところで、大気質のところでも少し質問があったかと思いますが、今回、多摩
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の測定局で既存の資料調査を行い、あと現地の近くで現地調査、１点計測されるというこ

となのですが、多摩測定局、それほど遠くはないと思うのですけれども、やはり多摩川か

らの距離ということを考えると、特に北側からの風が多少、川からの距離によって特性を

変えるかなということも懸念されるのですけれども、今回、その多摩測定局のデータと現

地調査のデータを合わせて地域の風の状況を検討されるのだと思うのですが、特にその２

つのデータに整合性がなかった場合とか、その辺りは、どのように取り扱われるのかとい

うところが、特に現地調査のデータをどう使うのかというところについて、もう少し補足

して説明をいただけるとありがたく思います。それが１つ目です。 

 ２つ目は、風洞実験で今回評価、予測されるということなのですが、その風洞実験のと

きには、各風向から吹いてくる風を周辺地域の市街地の状況に合わせて、鉛直方向の風速

のプロファイルを調整する必要があると思うのですけれども、特に北あるいは東からの多

摩川を越えてからの風というところは、この風洞実験では接近流ですかね、いわゆる接近

流の鉛直プロファイルとかを、どのように調整するように考えられているのかというとこ

ろを少し、現時点でのお考えを聞きたいというふうに思います。 

 ３つ目、最後の予測結果の評価方法なのですけれども、最終的には生活環境の保全に支

障のないことをというところを目指して評価されるということなのですが、それに対して

評価手法のところで書かれているのは、風向、風速の状況で、それらの変化する地域の範

囲及び変化の程度並びに年間における風速の出現頻度というふうに書かれていまして、特

に、まずは風速の出現頻度というのは、具体的に幾つかの指標があったりしますけれども、

どういった指標を使って評価することを今考えられているのかと。あと変化の程度ですね、

特に多摩測定局の風配図等を見ると、北側からの風が多くて、さらに強めだということで、

必ずしも年間の出現頻度だけでは捉えられない、特に悪い状況というのもあると思うので

すが、その辺り、変化の程度を評価しますというふうには書いてあるのですが、その結果

をどう判断するかというところを、今どのように考えられているかというところを少し補

足して説明いただければと思います。 

 以上３点、よろしくお願いします。 

○柳会長 それでは、事業者の方、お願いいたします。 

○事業者 御意見、御質問、ありがとうございます。 

 まず、現地の状況ということで、測定局につきましては、最寄りの常時監視測定局とい

うことで多摩測定局を、選定をさせていただいてございます。現地のほうでも気象の調査



11 

はさせていただきますけれども、測って傾向を見るところはございます。それで、なかな

か高い建物が周辺地域にないので、現地調査は高いところでやるというのが正直厳しい状

況でございますので、一旦、その辺、データを取った上で相関があるかどうかというのは、

また今後見させていただいて、検討をさせていただければというところで考えております。

基本的には、多摩局の過去10年の風速データを用いて風洞実験をするということで、今計

画をさせていただいているところです。 

 あと２点目で、多摩川の河川敷の影響ですかね、その辺については、今後風洞を進めて

いく中でいただいた御意見等も踏まえて、検証を出来るのかどうかも含めて考えさせてい

ただければというふうに思っているところでございます。 

○事業者 ３点目の風速の出現頻度の評価の方法で、まだこれから正式には検討していく

段階ではありますけれども、風工学さんの評価の手法とか、評価方法とか、年間の平均風

速をもって評価していく方法というのを、今、一応候補として考えております。 

 あと、変化の程度につきましても、その平均風速の変化を風向別に見ていくというよう

な形で、今の段階ですと漠然としていますけれども、風配図とかを用いて変化の程度を表

していければなというふうに考えております。 

○菊本委員 分かりました。 

 そうですね、特に２点目に関して、これから風洞実験で検討されるということなのです

けれども、今回、建物高さの２倍程度の範囲で検討しますということで、ちょうど多摩川

が入るか入らないかというところで多分模型を切られるのだと思うのですが、特に北側を

市街地の上を吹いてくる風とするか、あるいは川というものを吹いてくる風とするかで、

結構、結果が変わりそうな気がするので、その辺り、特に気をつけて検討いただけるとよ

いかなというふうに思いました。 

 ありがとうございました。 

○柳会長 事業者の方、よろしいでしょうか。 

○事業者 その辺も配慮した上で進めさせていただけたらと思います。ありがとうござい

ます。 

○柳会長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 渋尾委員、どうぞ。 

○渋尾委員 渋尾です。 

 私は、方法書の内容ではなくて、あと水災害に関係することではないのですが、冒頭に
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あった市民意見のことで、デッキの公共性のことなのですけれども、この中で、駅前の防

災拠点を作るということで、私もその点では非常に重要な位置づけだと思う一方で、帰宅

困難者が一時避難出来る場所の確保とか、そのようなことも書かれているのですが、これ

は、川崎市さんと、そういう計画を立てて、ここの部分をこういうふうに使いましょうと

いうふうに、何かそういったもので公共性を生み出そうとされている、そういうことでし

ょうか。 

○柳会長 事業者の方、いかがでしょうか。 

○事業者 御質問ありがとうございます。 

 防災の関係につきましては、今、川崎市さんの関係部署等とも御調整、御協議させてい

ただいておりまして、基本的に防災備蓄倉庫とか、その辺についての取扱い等について、

どういった形でやっていくのかというところは、今、調整をさせていただいているところ

もございますので、またその辺、防災のところでまとめさせて、準備書の段階ではまとめ

て整理させていただければというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○柳会長 事務局のほうで、何か補足することはございますか。 

○臨時関係課長 登戸区画整理事務所の若狭です。 

 帰宅困難者の一時滞在施設については、この区画整理を行っている区域内の中で、駅か

ら離れたところに１箇所しかないような状況もございますので、駅前の人が集まるところ

で、確保出来るということは、地域にとっても大変よいことだと思うので、設けた場合の、

その運用の仕方だとか位置づけなどについて、関係課と協議を行っているところでござい

ます。 

以上です。 

○柳会長 渋尾委員、よろしいでしょうか。 

○渋尾委員 はい、ありがとうございました。恐らく利用者の多い駅だと思いますので、

帰宅困難者が発生したときに果たして、この建物とか、そういったものでさばき切れるよ

うなことを考えておられるのか分からなかったので、質問させていただきました。ありが

とうございました。 

○柳会長 それでは、吉村委員、お願いします。 

○吉村委員 騒音担当の吉村です。 

 ２つ質問させていただきたいのですが、１つは、冷暖房施設等の稼働に伴う設備騒音の
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予測を行うということなのですが、供用時について行うということなのですが、具体的に

その音源の位置はどこになるのでしょうか。屋上なのか、中間階なのか、あるいは平らな

ところなのかを教えてください。 

 ２つ目は、興味本位で申し訳ないのですが、220台の駐車施設を設けるということなので

すが、地下１階にある駐車場は50台ぐらいしか停まらないので、残りの150台、160台は、

このタワー駐車スペースですか、何て呼ぶのか分からないですが、ということなのですが、

35階まで上げられてしまったら、実際使おうと思ったらどのくらいの時間がかかるのか。

あるいは、それこそ住居のすぐそばまで車が上がってくるということですので、最近、火

を発する車が多いように聞いていますけれども、防火上とか耐火上とか、その辺の問題は

大丈夫なのでしょうか。それと、エレベーターでも固体音が問題になることもありますの

で、駐車場が上まで来るというのは、大丈夫なのでしょうか。 

 以上の２点です。よろしくお願いします。 

○柳会長 それでは、事業者の方、お願いいたします。 

○事業者 御質問、御意見、ありがとうございます。 

 まず冷房設備の位置についてでございますけれども、また、こちらの詳細は準備書のほ

うでお示しさせていただければと思っております。今、位置のほうの検討も進めておりま

すけれども、方法書の段階で言いますと、21ページの平面図のほうで言いますと、４階と、

あと５階の間のピット階という書き方をさせていただいておりますけれども、こちらの南

側に書いてある屋外設備スペース。あと20ページに戻りまして、２階の西側部分の屋外設

備スペースですね。あと一部、それほど数は多くないと思いますが、23ページの屋上にも

一部設備スペースはあるかなというところでございますが、基本的には商業メインの設備

が多いと思いますので、下層階に設備スペース、設備の設置ということで検討を進めさせ

ていただいているところでございます。 

 あと駐車場の関係ですね、御質問ありがとうございます。基本的に商業施設、お店に来

られた方というのは60台程度の平置き、地下の平面に停める形でございます。タワーパー

キングを御利用になるというのは、ここにお住まいの方ですね、住宅にお住まいになられ

ている方の駐車場ということでございます。１台当たりの処理時間につきましては、今後、

駐車場の機械の選定等を進めながら、時間等も確認はさせていただきたいなというところ

でございます。 

○事業者 駐車場ですね、タワーパーキングと申しますけれども、住宅のほうの防火に関
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しましては、このタワーパーキングを納めるところを耐火構造の壁でくるみまして、住居

棟のほうに火が行かないというような計画としております。また、防災関連ですけれども、

今、ガス消火、今、基本的にＮ2、窒素ガスでの消火設備を設けておりまして、万が一の際

にはガス消火で対応するというようなことを考えております。あと、音が伝播するのでは

ないかという点なのですけれども、こちらにつきましては、建物の躯体のほうになるべく

接しないようにしまして、音が伝播しないような形でタワーパーキングを、その建物の中

のコンクリートで固められた、筒の中に自立していくというような形で設置したいという

ふうに、今、計画しております。 

 以上となっております。 

○柳会長 吉村委員、よろしいでしょうか。 

○吉村委員 ありがとうございました。 

 １つ、先ほどの、その冷暖房施設のあれが、25ページのほうを見ますと、４階の屋外設

備スペースとあるところがありますが、ここは４階ですので、地上1.5メートルの値で比較

されても難しい問題と、それから、この南側は住宅が接していますので、その辺、気をつ

けて予測をしていただければと思います。ありがとうございました。 

○柳会長 事業者の方、よろしいでしょうか。 

○事業者 高さ方向も含めて検討させていただければということで考えてございますので、

よろしくお願いいたします。 

○柳会長 ほかにいかがでしょうか。 

（ なし ） 

○柳会長 それでは、ほかにないようでしたら、（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業

に係る条例環境影響評価方法書についての本日の審議は終了といたします。 

 事業者の方、どうもありがとうございました。 

（ 事業者退席 ） 

○柳会長 それでは、本日２つ目の議事は、「新ＹＡＣ川崎増築計画に係る条例環境影響

評価方法書について（答申案審議）」となりますが、事務局から個別審査意見書と答申案

についての御説明をお願いいたします。 

○事務局 新ＹＡＣ川崎増築計画に係る条例環境影響評価方法書についての個別審査意見

及び答申案について－（略）－ 

○柳会長 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいま御説明のありました条例環境影響評価方法書についての個別審査意

見と答申案について、何か御質問、御意見はございますか。 

 よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○柳会長 特段御意見がないようでしたら、答申案のとおり答申することといたします。 

 それでは、これをもちまして、新ＹＡＣ川崎増築計画に係る条例環境影響評価方法書に

ついての答申案の審議を終了といたします。 

 次に、その他ですが、事務局から何かありますでしょうか。 

○事務局 その他といたしまして、事務局から事務連絡がございます。 

 まず、（仮称）登戸駅前地区市街地再開発事業に係る条例環境影響評価方法書につきま

して、審議会答申に反映させるための個別審査意見書の提出をお願いいたします。いただ

いた意見を基に、事務局にて答申原案を作成し、審議会に提出させていただきます。 

 個別審査意見につきましては、どのような様式でも構いませんので、４月27日水曜日ま

でに、事務局宛にメール等で御送付いただきたいと存じます。なお、個別審査意見の送付

先のメールアドレス等につきましては、改めて個別審査意見の提出依頼の連絡とともに、

各委員宛に送付させていただきます。 

 続きまして、次回の予定でございますが、既に御連絡させていただいたとおり、５月27

日金曜日の10時から審議会をオンラインにて開催させていただきますので、御予定のほど

お願いいたします。詳細は、改めて御連絡いたしますので、御確認いただきたいと存じま

す。また、５月18日水曜日の候補日についての開催はございません。 

 以上でございます。 

○柳会長 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして審議を終了いたします。ありがとうございました。 

 

－閉 会－ 

 

 


