
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 日  時  令和４年11月28日（月）午後１時33分から 

 

２ 場  所  オンライン会議（川崎市役所第３庁舎15階 第１、２会議室） 

 

３ 議  題   

  （１）（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業に係る手続について（答申案審

議） 

  （２）その他 

 

４ 出 席 者  18名 

 

５ 傍 聴 者  １名 

 

令 和 4 年 度 第 ４ 回 

 

川崎市環境影響評価審議会 

 

会  議  録 
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－開 会－ 

○部長 環境対策部長の小林でございます。本日はよろしくお願いいたします。定刻でご

ざいますので、ただいまから令和４年度第４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、御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

○事務局 環境評価課長の盛田でございます。本日は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18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。 

 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 ） 

○事務局 ありがとうございます。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 ） 

○事務局 それでは、議事に入る前に、事務局から、本日の資料の確認をさせていただき

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します。本日の会議資料

は、議事次第の次に、資料といたしまして、「（仮称）鷺沼駅地区第一種市街地再開発事

業に係る手続について（答申案）」となっております。 

 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。 

○事務局 それでは、本日の議事は、「（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業に

係る手続について（答申案）」の審議でございます。 

 では、ここからの議事につきましては会長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

○柳会長 分かりました。 

 それでは、議事の「（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業に係る手続について

（答申案）」の審議となりますが、事務局から資料の御説明をお願いいたします。 

○事務局 「（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業に係る手続について（答申

案）」－（略）－ 
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○柳会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま御説明のありました手続についての答申案について、何か御質問等

ございましたら、お願いいたしたいと思います。いかがでしょうか。 

（ なし ） 

○柳会長 特にないようでしたら、答申案のとおり、答申することにいたしたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

（ はい ） 

○柳会長 それでは、これをもちまして、「（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事

業に係る手続についての（答申案）」の審議は、これにて終了としたいと思います。 

 それでは、「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 事務局から、本日は２点ほどございます。１点目は、今期、第23期で御退任さ

れる委員がいらっしゃいますので、御紹介をさせていただきます。 

 ２点目は、次回の審議会の日程等についての御連絡でございます。 

○部長 今期、第23期の本審議会の委員の任期につきましては、本年11月30日までとなっ

ておりまして、本日の審議会をもちまして、今期の審議会は最後となります。今期で御退

任される委員方がいらっしゃいますので、御紹介をさせていただきたいと思います。 

 初めに、学識経験者の委員の方でございますけれども、柳会長、渋尾委員、早野委員、

宮脇委員、吉村委員の５名でございます。 

 次に、市民委員でございますけれども、秋本委員、山本委員の２名でございます。 

 それでは、大変恐縮ではございますけれども、それぞれ一言ずつ御退任の御挨拶をいた

だければと思います。 

 それでは、柳会長のほうからよろしくお願いいたします。 

○柳会長 はい、分かりました。それでは、退任にあたり、一言御挨拶をさせていただき

たいと思います。 

 私は２代目の会長として、副会長を入れると16期から23期までですので、７期14年在任

したことになります。在任中、会長としての重責を果たせたとすれば、それはひとえに山

下副会長をはじめ、委員の皆様や環境対策部長の小林様をはじめ、事務局の技術の方や、

事務の皆様の御支援のおかげと、心から感謝申し上げたいと思います。 

 最初の頃は、川崎駅から会議がよく開催されていた第４庁舎への行き方で道に迷うこと

がしばしばありました。最近は、リモート等で、第３庁舎で会議があることは増えました
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が、建設中の新本庁舎での会議参加とはならず、多少心残りはあります。 

 さて、就任後の最初の仕事として記憶に残っていますのは、当時の戸田会長のもとで、

副会長として、条例改正について、市長からの諮問に答えることでありました。当時、

2000年に施行された改正の条例アセスは、施行後10年を経過しており、また、2011年に国

のアセス法も改正されたことも相まって、法アセスとのすり合わせですとか、条例の制度

面や対象とする規模要件等を検証して、より環境に配慮される効果的な制度とすることが

課題となっておりました。そのため、専門部会長として、８回の部会の報告案を作成し、

審議会において今後の環境影響評価制度の在り方についての答申を出したことは、よい思

い出となっております。 

 今は現行の条例や規則として運用されておりますが、その後、技術指針の見直しにも関

わらせていただきました。 

 在任中の思い出を語ると切りがありませんので、これくらいにさせていただきたいと思

います。 

 アセスの制度は、ある意味、生き物ですので、時期に応じて見直し、進化、発展させて

いくべきものと思われます。次期委員の皆様には、新たに就任される会長や、副会長のも

とで一丸となって、制度の柔軟な運用に御尽力いただきますことを祈念いたしまして、挨

拶に代えたいと思います。どうもありがとうございました。 

○部長 柳会長、ありがとうございます。会長が今おっしゃられたように、条例改正、約

10年前でございますけれども、私が課長で配属したときから、また、今回、いみじくも今

回会長をお送りする形になるとは、ちょっと夢にも思っておりませんでしたけれども、こ

の間、色々と制度の在り方ですとか、昨今の気候変動に対しての技術指針の見直し等、御

尽力、また、御意見等をいただきまして誠にありがとうございました。 

 また、他方で色々と御活躍をされているというふうにお聞きしていますので、何かの際

には、御意見等賜ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○柳会長 御丁寧にありがとうございました。 

○部長 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、渋尾委員、お願いいたします。 

○渋尾委員 渋尾です。私事で恐縮ですけれども、私、４月から東京大学から高知大学へ

異動することになりまして、その関係で、会議は全てオンライン参加とさせていただいて

おりました。 
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 会議のほうはよいのですが、そのため、現地を見る機会も限られてしまいまして、そう

いったこともありまして、今期限りで退任させていただくことになりました。 

 ２年間の間ではございましたが、柳会長や委員の皆様、川崎市の環境評価課の皆様には

大変お世話になりました。どうもありがとうございました。 

○部長 ありがとうございました。渋尾先生には、私、直接お会いしたこともなくて、オ

ンラインでの御挨拶だけとなってしまいましたけれども、水文学ということで、また、

我々のほうも何らかの形で、先生とお会いすることがあるかと思いますので、その際には、

よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○渋尾委員 ありがとうございました。 

○部長 続きまして、早野委員、お願いいたします。 

○早野委員 横浜国立大学の早野です。私は、６期12年務めさせていただきました。私の

専門は地盤工学ということで、郊外の地盤沈下、それから、川崎市の地形、地質の形状変

化に関することが多かったですけれども、そういったところから始めて、活動していく中

で、大きな東日本大震災があったりとか、豪雨災害があったりとか、あと先ほどから話が

ありますけれども、公衆衛生の確保とか、生活環境の保全という観点に加えて、持続可能

社会の資源循環とか、最近だと、脱炭素社会のエネルギーとか、CO2の話が出てきて、審

議の内容もすごく複雑化、多様化して、発展しているのを目の当たりにして、非常に貴重

な経験でございました。大変勉強になりました。 

 今後も、この川崎市のアセス、全国的にも有名でございますので、この分野でぜひ我が

国も牽引して、より、これからほとんど複雑とか、多様化していくと思いますけれども、

この分野をぜひ牽引して、対応していただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○部長 ありがとうございました。早野先生には、12年という形で、地盤工学の御専門と

いうことで、いろいろと御意見等を賜ったところでございますけれども、私もアセスのほ

うにきまして、地盤工学、本当に何も分からないところを、先生のところにお忙しい中、

大学の研究室のほうにお伺いして、色々と教えていただいたのが、ついこの間のように、

思っております。 

 今後とも、また、我々の川崎市のアセスの関係で、御意見等伺うことができればと思い

ますので、何かの折、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○早野委員 ありがとうございます。 
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○部長 続きまして、宮脇委員、お願いいたします。 

○宮脇委員 明星大学の宮脇でございます。柳会長、それから、山下副会長のもと、メン

バーとして作業してまいったわけですけれども、個人的なところではあるのですけれども、

大学の科目の数が非常に多くて、なかなか出席できないことが多く、また、次期について

もお誘いをいただいたんですけれども、少々重なるところが多くて、やはり同様のことが

続くかなということで、なるべく出席ができる方に替わっていただいたほうがということ

で、今回、私の知っている方に、先生に後をお願いしようかということを考えさせていた

だいておりました。 

 この８年間だと思います。８年間委員を務めさせていただいたんですが、当初の頃は、

出席を大分できていたのですが、近年、なかなか難しくなってきたという状況でございま

した。 

 廃棄物の分野、また残土関係を専門としておりましたので、その分野でもちろん様々な

勉強をさせていただいたわけですけれども、この委員会を通して、幅広く環境全般のこと

を学ぶことができて、大変貴重な時間を過ごさせていただきました。ぜひ、また、今後継

続される先生方、丁寧に進めていただければと思います。 

 それから、これまでいろいろ参加させていただく中で、事業者の方の折衝と申しますか、

細かな資料の修正等も、事務局の環境の方が非常に頑張っていただいていたなという、質

の高い事務局であったのではないかなというふうに、非常に感銘を受けた次第でございま

す。ぜひ、川崎市の環境の分野、非常に有名でございますので、さらに進めていただけれ

ばと思います。 

 ８年間ですけれども、どうもありがとうございました。 

○部長 ありがとうございました。宮脇先生には、廃棄物、先生もおっしゃられていまし

たけれども、残土の関係ですとか、色々と御意見を賜りまして、本当にありがとうござい

ました。私ども、今、先生の話の中にもありましたように、引き続きお願いしたかったと

ころでございますけれども、かなり公務等でお忙しいというところで、後任の方というこ

とでの御意向ということを承ったところでございます。 

 環境関係の関係は、私どもアセス審議会は、委員を一度退任という形になりますけれど

も、同じ環境局の中では、まだ、別の会議のほうで、引き続き、また、お願いすることに

なっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○宮脇委員 ありがとうございました。 
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○部長 それでは、続きまして、吉村委員、お願いいたします。 

○吉村委員 小林理研の吉村でございます。私は、平成22年、2010年から６期12年務めさ

せていただきました。10年で終わるつもりだったのですが、後任を選べなくて、12年やる

ことになってしまいました。 

 私が最初に委員として出たときは、先ほど柳先生のお話にありましたけれども、戸田会

長でございまして、非常に厳しい先生で、余計なことを言うと、すごくその場で怒られる

先生でした。その次、柳先生にかわって、すごく優しく指導してくださったので、少しず

つ発言できるようになった記憶がございます。 

 室長さんは、最初が高松室長さん、それから、飯島室長さん、それから、山田室長、そ

れから、小林室長、それから原室長、それから、小林室長が、今、小林部長になって、12

年務めさせていただきました。ですので、専門部会にも二度参加することになって、非常

に勉強になりましたし、幾つか提案もさせていただけました。 

 専門は、騒音、振動ということなんですけれども、私、趣味でバードウォッチングとか、

植物の名前を覚えるのが好きで、非常に現地視察を楽しみにしておりまして、持田先生と

か、濱野先生のお話を聞くのが非常に楽しみでした。非常に不真面目な委員ではございま

したけれども、長く務めさせていただいて、最後はコロナで現地視察がなくなってしまっ

たのは非常に残念だったのですけれども、非常に楽しみにして、不真面目な委員でござい

ました。 

 そういうことで、次期の委員は、専門のパワフルな者をお願いしましたので、ぜひ皆様、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○部長 ありがとうございます。吉村先生には、本当に騒音・振動ということで、かなり

いろんな案件でも、やっぱり意見が多く寄せられるところで、それに一つ一つ丁寧に、本

当に答えていただきまして、私もどちらかというと、役所入ったときは、私も騒音・振動

は、一時期やったこともあるのですけれども、なかなか難しいところをすごく簡潔に、丁

寧に教えていただきまして、すごく助かった思いがございます。 

 今、歴代の室長の名前まで言っていただきまして、２回も私が出てくるのはどうなのか

と思いつつも、個人的にはありますが、本当に長い間、私どものアセス審議会のほうに御

協力いただきまして、ありがとうございました。 

 お体のほうも御留意されて、引き続き、何か意見等々必要なことがあれば、お伺いした
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いと思いますので、その際は、よろしくお願いします。 

 引き続きまして、秋本委員、お願いします。 

○秋本委員 市民委員の秋本です。市民委員として、どのような質問や意見を出したらい

いのかなという意味で、気にしながら委員会に出ていたのですが、この２年間ようやく慣

れてきたなと思うところで時間切れというようなことがあって、今後は一般市民として、

環境行政に協力できればいいなと。 

 また、再応募は可能と、採用されるかは別として、ということなので、また、機会があ

りましたら、改めてエントリーさせていただくこともあるかと思いますので、よろしくお

願いします。 

 私自身は、一昨年、現役を退職するまでは、臨海立地発電所の、経産省が主催するアセ

スのクロスチェック調査に、二十数年関わってきて、生物の側の問題について関わってき

たので、規模は違いますけれども、川崎市でどんな案件が出てきて、どんな議論をされる

のかなというのが、すごい興味があったのですが、例えば、会議の中で、配慮項目として、

生物多様性の保全とか、僕なんかからすれば、まず躊躇するなというようなところの提案

まで出てきたりとか、そういう意味では、今後の手続なんかもすごい興味があるので、今

後は先ほども言いましたように市民として、情報を見ていきたいなというふうに思ってい

ます。 

 一方で、生物のことというのは、分からないことがたくさんあるので、僕なんかはいつ

も現況の把握をしっかり行うのが基本だと思っていたのですが、やっぱり事業者によって

は、現況自体は、やり方では、例えば、専門家への聞き取りとか、資料の収集でかなりも

のができることがあるとは思うのですが、やはりその辺が慣れていない事業者があるので、

そういうところをしっかりこれからアセスの中で進めてくれると、きっとほかの開発なん

かに対しても、有効な評価とか、予測とかできるようになると思うので、川崎市の担当の

方は大変だと思うんですが、事業者さんと上手に打合せをして、そういういい情報がしっ

かり残っているようになればいいなというのが感想です。 

 本当に短い期間ではありましたけれども、柳会長、あるいは各先生方、あるいは川崎市

の職員の方、大変お世話になりました。すごい有意義な２年間だと思っています。 

 以上です。 

○部長 ありがとうございます。今の話の中でもありましたように、また、委員に応募し

ていただくのも、それは結構でございますし、また、色々と市民意見として、アセスの案
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件とか見ていただいて、意見等々お寄せいただけると、非常にありがたいかと思います。

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、山本委員、お願いいたします。 

○山本委員 私は市民委員として、いろいろと率直な意見を言わせていただいて、皆様方

にいろいろと御迷惑をおかけしたかもしれないのですけれども、特に会長には、私の意見

を配慮していただいて、答申に反映いただくなど、いろいろ御配慮いただきまして、大変

感謝しております。皆様大変お世話になりました。ありがとうございます。 

 以上です。 

○部長 ありがとうございます。山本委員のほうからも率直な意見等々という話があった

と思いますけれども、そういう率直な意見を頂けるところが、逆に言うと、私ども川崎市

のアセス審議会の特色だと思っておりますので、また、機会があれば、御意見等々いただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 御退任される委員の皆様方には、本審議会に御協力いただきまして、誠にありがとうご

ざいました。今後とも川崎市のアセス制度に変わらぬ御愛顧を賜れば、幸いに存じます。 

 また、そのほかの委員の皆様方におきましては、今期２年間ありがとうございました。

来期につきましても、引き続き本審議会のほうに御協力いただけますよう、よろしくお願

いいたします。 

○事務局 続きまして、事務局からの事務連絡となります。 

 次回の審議会の開催予定でございますが、12月21日水曜日の開催を予定してございます。

次期第24期の審議会委員の委嘱を行わせていただき、その後、審議案件の現地視察を予定

してございます。 

 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。 

 事務局からは以上でございます。 

○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、審議会を終了したいと思います。どうもありがとうござ

いました。 

 

－閉 会－ 


