
第２１回さいたま市環境影響評価技術審議会 

次         第 

日 時  平成２７年１２月３日（木） 

午前９時３０分～正午 

会 場  ホテルブリランテ武蔵野 

２階 サファイア 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 出席者紹介 

４ 議  事 

 さいたま市立病院建設事業環境影響評価調査計画書について 

 さいたま市環境影響評価技術指針の改正について 

 その他 

   ５ 閉  会 



【第２１回技術審議会】 

資料１

第２１回さいたま市環境影響評価技術審議会
出席者名簿 

日時 平成２７年１２月３日(木) 

午前９時３０分～正午 

会場 ホテルブリランテ武蔵野 

２階 サファイア 

１  さいたま市環境影響評価技術審議会委員 

永澤 明   会 長     岩﨑 久雄  委 員 

大窪 和明  委 員     大塚 壮一  委 員 

窪田 陽一  委 員     木幡 邦男  委 員 

篠原 厚子  委 員     四ノ宮 美保 委 員 

山下 充康  委 員     渡辺 愛子  委 員 

渡辺 季之  委 員 

２ 事業者（さいたま市保健福祉局市立病院経営部庶務課病院施設整備室） 

室 長 田中 久也      主 査 島嵜 究 

主 任 関根 剛       主 任 小野口 陽介      

主 事 坪井 崇 

３ 設計会社 

 【株式会社山下設計】 

  副部長 加藤 拓郎 

４ コンサルタント 

【大日本コンサルタント株式会社】 

   主 幹 石黒 賢一       係 長 竹野 茂樹 

係 長 浦瀬 勇真

５  事務局（さいたま市環境局環境共生部環境対策課） 

環境局長 三ツ木 宏     参事兼環境対策課長 武井 誠 

課長補佐 大谷 卓      主  査      羽田 将司 

主  任 鈴木 慎一     技  師      牛尾 知子 

技  師 三木 硬介 
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【第２１回技術審議会】

資料２ 

対象事業の概要及び環境影響評価手続状況 

平成２７年１２月３日 

対象事業の名称 さいたま市立病院建設事業 

根拠法令 さいたま市環境影響評価条例（平成１５年条例第３２号） 

都市計画特例の適用 なし 

事業者の名称、代表者

の氏名・主たる事務所

の所在地 

さいたま市 市長 清水勇人 

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

対象事業の種類 大規模建築物の建設 

事業実施区域 さいたま市緑区大字三室２４６０番地 

事業規模 延床面積 約５３，２００㎡ 

関係地域 
事業実施区域から１．５ｋｍの範囲 

（緑区、見沼区、浦和区の一部） 

手

続

状

況

調査計画書受理 平成２７年 ９月 １日 

関係地域決定 〃   ９月 ２日 

調査計画書縦覧 〃   ９月１５日～１０月１５日 

意見書提出期間 〃   ９月１５日～１０月２９日 

第１回委員会 〃  １０月１９日 

意見書概要報告 〃  １１月 ４日 

技術審議会 〃  １２月 ３日 

市長意見 
平成２８年 １月 ４日まで 

（意見書概要報告を受けた日から２月以内）

備考  



【第２１回技術審議会】

資料３ 

さいたま市立病院建設事業環境影響評価調査計画書に関する 

さいたま市環境影響評価技術審議会委員会 委員名簿 

※ 名簿は、五十音順

氏 名 職   名 専門分野 担当項目 

大窪
おおくぼ

 和明
かずあき 埼玉大学大学院理工学研

究科 助教 
交通計画、物流計画 

コミュニティ、

地域交通 

窪田
くぼた

 陽一
よういち 埼玉大学大学院理工学研

究科 教授 
環境計画 

景観、温室効果

ガス等 

篠原
しのはら

 厚子
あつこ 清泉女子大学 人文科学

研究所 教授
環境衛生、健康科学 

大気質、水質、

有害化学物質 

日原
ひはら

 由
ゆ

香子
か こ 埼玉大学大学院理工学研

究科 准教授 

植物生理学、分子生物

学 
植物 

山下
やました

 充
みつ

康
やす 一般財団法人小林理学研

究所 理事長 
騒音工学 騒音、振動 



【第２１回技術審議会】

資料４ 

さいたま市環境影響評価技術審議会

会長 永澤 明 様

さいたま市環境影響評価技術審議会委員会

委員長 篠原 厚子

さいたま市立病院建設事業環境影響評価調査計画書に関する

さ い た ま市 環 境影 響 評 価技 術 審 議 会  委 員 会 意 見

 さいたま市環境影響評価技術審議会から附議された「さいたま市立病院建設

事業環境影響評価調査計画書」について、平成２７年１０月１９日、当委員会

において審議したので、その結果について下記のとおり報告します。

記

１．対象事業の実施方法 

【建築計画】

調査計画書には、現状並びに建設・解体工事及び外構整備完了後の建築物

配置計画しか示されていないが、新病院を建設する際には、まず高等看護学

院等の建築物を解体し敷地を確保しなければならず、環境影響評価の開始時

点とする現況は、現在の状況と異なる。環境影響評価を適切に実施するため

には、現状、新病院建設着手前の時点（環境影響評価の現況）、新病院完成時

点及び既存病院解体後というように段階を追って、それぞれの状況が比較で

きるように図面等により明確に示すべきである。あわせて、工事用車両が出

入りするゲートを設けた時点や別事業で進めている駐車場の整備計画につい

て時系列で説明すること。

２．調査、予測及び評価 

【大気質】

 建設機械の稼働、工事用車両の走行に伴って排出される窒素酸化物は、

一酸化窒素の形で排出される割合が高い。二酸化窒素だけの測定結果と一

酸化窒素を含めた測定結果では差が出る事例もあったことから、窒素酸化

物については、二酸化窒素だけでなく、一酸化窒素から二酸化窒素への変

化過程も踏まえた方法で評価した方がよい。
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 建設機械及び工事車両から排出される浮遊粒子状物質並びに渋滞に伴っ

て自動車のアイドリング等から発生が懸念される炭化水素についても、評

価項目として選定するよう検討すること。

 大気質の一般環境調査地点として、事業計画地東側の１地点が選定され

ているが、工事の影響を的確に把握するため、その影響を最も強く受ける

ことが予想される地点として、北宿通りから工事用車両が進入する箇所、

具体的には、環境騒音調査地点である St.C を大気質の調査地点として追加
することが望ましい。

【日影】

新病院建設完了後に解体される既存病院の情報を追記するとともに、解体

により日当たりが良くなる部分もあることから、そういった情報もあわせて

記載するとよい。

【動物・植物】

「日影」の評価に関連して、事業計画地北側の斜面林や見沼田んぼに対す

る日影の影響評価についても検討すること。

【地域交通】

工事期間中は、駐車場の立体化により、そのキャパシティを確保する計画

となっているが、現状においても、病院が渋滞解消という課題を抱えている

状況を踏まえると、その期間、別の土地に駐車場を確保するのもひとつの渋

滞解決策として考えられる。また、交差点 K2 に接続する事業計画地南側の
道路が新たに整備された後は、K1-K2 間の交通量は増えることが予想され、
北宿通りを南から北に通行する車両が K1 交差点（病院入口）で右折する際
に渋滞が発生すると、その渋滞が K2 交差点まで到達して、事業計画地南側
の新たに整備された道路にも伝搬することが考えられる。今回の計画では、

既存病院解体後、駐車場を事業計画地の東側に移すことから、東側道路から

の出入口を新たに設置し、交通需要を分散させることが考えられる。
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 凡例

あ あ 計画地

St.A  一般環境大気質調査地点
St.B,C 一般環境騒音調査地点
K1~6 地域交通調査地点

図１ 事業計画地と主な調査地点

St.A, B 

St.C 

≪参考資料≫
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資料５ 

さいたま市環境影響評価技術指針の改正について 

１ 「２１ コミュニティ」について 

  対象とする調査・予測・評価の項目に「コミュニティ活動が行われる場」を加

える。 

改正案は別紙１のとおり。 

２ 「２３ 安全」について 

  対象とする調査・予測・評価の項目に「放射性物質」を加える。 

改正案は別紙２のとおり。 

３ 環境影響評価技術指針中の語句の見直しについて 

  「２ 騒音・低周波空気振動、３ 振動」中、「伝ぱ」とあるのを「伝搬」

に改める。 

 「２ 騒音・低周波空気振動」中、「低周波空気振動」とあるのを「低周波

音」に改める。 



21 コミュニティ                       別紙１ 

（１）対象とする調査・予測・評価の項目 

 コミュニティ施設及びコミュニティ活動が行われる場（以下「コミュニ

ティ施設等」という。）

（２）調査 

ア 調査内容 
（ア）次に掲げる事項のうち調査・予測・評価の項目として選定した項目の予測・評価に

必要な事項 

ａ コミュニティ施設等の分布の状況

ｂ コミュニティ施設等の利用の状況

ｃ コミュニティ施設等への経路及び交通手段の状況

（イ）その他の予測・評価に必要な事項 

ａ 地形等の状況

ｂ 土地利用の状況

ｃ コミュニティ施設等に係る計画等

ｄ 法令による基準等

イ 調査方法 
既存資料の収集又は現地調査により行う。

ウ 調査地域・地点 
（ア）調査地域 

コミュニティ施設等への影響が及ぶおそれがあると認められる地域

（イ）調査地点 

コミュニティ施設等への影響の予測・評価に必要な内容を適切かつ効果的に把握す

ることができる地点

エ 調査期間・頻度 
コミュニティ施設等への影響の予測・評価に必要な内容を適切かつ効果的に把握す

ることができる期間・頻度

（３）予測 

ア 予測内容 
（ア） コミュニティ施設 

コミュニティ施設への影響の程度又はコミュニティ施設の有する機能の変化の程度 

（イ） コミュニティ施設までの利用経路 

コミュニティ施設までの利用経路等に与える影響の程度 

コミュニティ施設等の消滅のおそれの有無又は改変の程度、コミュニティ施設等の利

用環境の変化の程度並びにコミュニティ施設等への交通手段の阻害のおそれの有無及び

その程度

イ 予測方法 
予測は次に示す方法のうち適切な方法を用いて行う。

（ア）対象事業の計画並びに水象、地象、動物、植物、生態系、景観及び自然とのふれあ

いの場の予測結果と調査結果との重ね合わせによる推定 

（イ）類似事例又は既存知見に基づく推定 



ウ 予測条件 
（ア）事業特性に係る条件 

ａ 工事計画

ｂ 土地改変計画、湛水計画等

（イ）地域特性に係る条件 

土地利用

（ウ）その他の予測・評価に必要な条件 

将来のコミュニティ施設等の状況（対象事業以外の要因による変化）

エ 予測地域・地点 
（ア）予測地域 

コミュニティ施設等への影響が及ぶおそれがあると認められる地域

（イ）予測地点 

コミュニティ施設等への影響を的確に把握することができる地点

オ 予測対象時期等 
コミュニティ施設等への影響を的確に把握することができる時期

（４）評価 

次に示すそれぞれの観点から評価する方法

ア コミュニティ施設等への影響が事業者により実行可能な範囲内でできる

限り回避され、又は低減されているかどうかを明らかにする。 

イ 国、埼玉県、市又は周辺市町村がコミュニティ施設等の整備に係る計画、

指針等により定めた基準、目標等と予測結果との間に整合が図られている

かどうかを明らかにする。 



23 安全                           別紙２ 

（１）対象とする予測・評価の項目 

引火性液体、可燃性ガス、毒性ガス、特定化学物質、放射性物質その他

の危険物（以下「危険物等」という。）に対する安全性の確保

（２）調査 

原則として調査は実施しない。ただし、地域特性把握のため、必要に応

じて次の事項を調査する。

ア 地域における過去の災害等の状況 

イ 地域における気象の状況 

ウ 地域における地形及び工作物の状況 

エ 地域における周辺の土地利用等の状況 

オ 地域における住民避難場所の状況 

カ 関係法令による規制の状況 

（３）予測 

ア 予測内容 
引火性液体、可燃性ガス、毒性ガス、特定化学物質、その他危険物等の火災及び、

爆発並びに、漏洩及び又は拡散に対する安全性の確保の程度

イ 予測方法 
対象事業の計画に基づく推定

ウ 予測条件 
（ア）事業特性に係る条件 

ａ 引火性液体、可燃性ガス、毒性ガス、特定化学物質、その他危険物等の保有量

と安全対策

ｂ 引火性液体、可燃性ガス、毒性ガス、特定化学物質、その他危険物等の使用施

設稼働計画

ｃ 構造物の安全対策、及び遵守基準

ｄ 災害時の防災態勢、及び遵守基準

（イ）地域特性に係る条件 

必要に応じ、次の状況を勘案する。

ａ 地域における防災計画等の策定状況

ｂ 地域における防災計画等への取組等

エ 予測地域 
対象事業の実施により、引火性液体、可燃性ガス、毒性ガス、特定化学物質、その

他危険物等の火災、爆発又は、漏洩又は拡散に対する安全上の確保に係るが必要とな



る地域

オ 予測対象時期等
（ア）工事 

工事期間

（イ）存在・供用 

事業活動等が定常状態となる時期

（４）評価 

次に示すそれぞれの観点から評価する方法

ア 引火性液体、可燃性ガス、毒性ガス、特定化学物質、その他危険物等の火

災及び、爆発並びに、漏洩及び又は拡散等の防止が事業者により実行可能

な範囲内でできる限り図られているかどうかを明らかにする。 

イ 国、埼玉県、市又は周辺市町村が防災計画、指針等により定めた基準、目

標等を予測結果が満足しているかどうかを明らかにする。 
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資料６ 

さ い た ま 市 環 境 影 響 評 価 技 術 審 議 会 委 員 名 簿（第７期） 

任期 平成２７年８月１日～平成２９年７月３１日 

氏 名 職   名 専門分野 担当項目 

１ 岩
いわ

﨑
さき

 久
ひさ

雄
お

芝浦工業大学 教授 電波工学 電波障害 

２ 大窪
おおくぼ

 和明
かずあき 埼玉大学大学院理工学研

究科 助教 
交通計画、物流計画 

コミュニティ、

地域交通 

３ 大塚
おおつか

 壮一
そういち 元埼玉大学大学院  

准教授 
大気、物質循環 大気質 

４ 金子
かねこ

 律子
りつこ 東洋大学 生命科学部 

教授 
生物学 動物、生態系 

５ 窪田
くぼた

 陽一
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午前 ９時２９分 開会

○武井参事兼課長 皆さん、おはようございます。 

 時間前なのですが、皆さんおそろいですので、これから第21回さいたま市環境影響評価技術

審議会を始めさせていただきます。 

 本日、司会を務めさせていただきます、さいたま市環境対策課長の武井でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に先立ちまして、さいたま市環境局長の三ツ木からご挨拶を申し上げます。

よろしくお願いします。 

○三ツ木局長 皆様、おはようございます。 

 ただいまご紹介いただきました、さいたま市環境局長の三ツ木と申します。よろしくお願い

いたします。 

 今年度第２回目となります第21回さいたま市環境影響評価技術審議会の開催に当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 永澤会長を初め、委員の皆様方におかれましては、本日、大変お忙しい中、ツール・ド・フ

ランスさいたまクリテリウムやさいたま国際マラソンの舞台となりましたこのさいたま新都心

までご足労いただきまして、まことにありがとうございます。 

 また、本市の環境行政の推進につきましては、日ごろより格別のご理解とご協力を賜り、こ

の場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。 

 さて、環境局といたしましては、近年の地球温暖化への対策や、災害時のエネルギーセキュ

リティーの観点から、持続可能な低炭素社会の実現を目指し、現在、さまざまな施策を展開し

ております。本年10月17日には、次世代自動車・スマートエネルギー特区の指定を受けまして、

スマートホーム・コミュニティの整備を予定しております美園地区におきまして、地域住民と

公民プラス学の連携によるまちづくりの拠点となります「アーバンデザインセンターみその」

を開設したところでございます。本施設を拠点に、新たな地域サービスの創出、良好な都市環

境の形成、地域ブランドの増進等を図りまして、スマートシティさいたまモデルの構築、発信

に向けまして動き出したところです。 

 また、本年は、去る11月18日に第６回Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミットinさいたまをこの新都心で

開催いたしました。本サミットは、多様なエネルギーの活用や次世代自動車の可能性について、

自治体や企業による事例発表や意見・情報交換を行うものです。サミットに先立ち実施いたし

ました、「次世代モビリティの公共交通としての今後」と題しましたパネルディスカッション
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では、本審議会の委員を第５期までお務めいただきました埼玉大学大学院教授の久保田尚先生

にコーディネーターをお引き受けいただきまして、おかげをもちまして大変盛況のうちに幕を

閉じることができました。 

 さて、本市の環境影響評価は、23の評価項目があり、大気質や水質といった伝統的な公害に

関する項目に加えまして、廃棄物や温室効果ガスといった、近年の環境問題に関する項目もご

ざいます。大規模開発事業等の実施に伴い、環境への負荷を減らし、低炭素社会の実現を目指

すために、環境影響評価制度は大変重要な施策と認識しております。 

 本日ご審議いただきます議事の１点目は、さいたま市立病院建設事業の環境影響評価調査計

画書です。さいたま市立病院は、市が運営する唯一の公立病院であり、新病院建設は本市にと

りまして極めて重要な事業でございます。新病院の整備による医療機能の充実強化により、市

民に対しさらに安全で安心な医療の提供を行うことができるものと期待しておりますが、環境

に対しましても十分に配慮した事業としてまいりたいというふうに考えておりますので、委員

の皆様方におかれましては、専門的なお立場から忌憚のないご意見を賜りたいと存じます。 

 また、２点目の議事のさいたま市環境影響評価技術指針の改正につきましては、放射性物質

やコミュニティに関するものでございますが、前回の審議会でいただきましたご意見を踏まえ

まして改正案を作成いたしましたので、引き続きご審議いただきますようお願いいたします。 

 結びになりますが、委員の皆様方におかれましては、それぞれの分野でのますますのご活躍

をご祈念申し上げますとともに、今後とも本市の環境行政と本審議会の運営につきましてご指

導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たりまし

てのご挨拶とさせていただきます。 

 どうか本日はよろしくお願いいたします。 

○武井参事兼課長 ありがとうございました。 

 なお、三ツ木局長は、現在12月議会開催中でございますので、途中で退席させていただきま

す。あらかじめご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 次に、本日ご出席をいただいております、さいたま市環境影響評価技術審議会委員の皆様を

ご紹介させていただきます。 

 会長の埼玉大学名誉教授、永澤明様です。 

○永澤会長 永澤でございます。よろしくお願いします。 

○武井参事兼課長 よろしくお願いします。 

 芝浦工業大学教授、岩﨑久雄様です。 
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○岩﨑委員 岩﨑です。よろしくお願いします。 

○武井参事兼課長 埼玉大学大学院助教、大窪和明様です。 

○大窪委員 大窪です。どうぞよろしくお願いします。 

○武井参事兼課長 埼玉大学大学院准教授、大塚壮一様です。 

○大塚委員 もう既に退職していますが、大塚です。よろしくお願いします。 

○武井参事兼課長 埼玉県環境科学国際センター研究所長、木幡邦男様です。 

○木幡委員 木幡と申します。よろしくお願いいたします。 

○武井参事兼課長 清泉女子大学教授、篠原厚子様です。 

○篠原委員 篠原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○武井参事兼課長 埼玉県立大学准教授、四ノ宮美保様です。 

○四ノ宮委員 四ノ宮です。よろしくお願いいたします。 

○武井参事兼課長 一般財団法人小林理学研究所理事長、山下充康様です。 

○山下委員 山下でございます。よろしく。 

○武井参事兼課長 日本女子大学学術研究員、渡辺愛子様です。 

○渡辺（愛）委員 渡辺愛子です。よろしくお願いいたします。 

○武井参事兼課長 埼玉県環境検査研究協会理事、渡辺季之様です。 

○渡辺（季）委員 よろしくお願いいたします。 

○武井参事兼課長 埼玉大学大学院教授、窪田陽一様です。 

○窪田委員 よろしくお願いいたします。窪田でございます。 

○武井参事兼課長 よろしくお願いいたします。 

 本日はご都合により、金子律子委員、日原由香子委員、藤野毅委員、三浦昌生委員の４名の

皆様はご欠席となっております。 

 本日の審議会は、委員総数15名のうち過半数を超える11名のご出席をいただいておりますの

で、審議会規則第３条第２項の規定により本審議会は成立していることをご報告いたします。 

 続きまして、本日ご審議いただきますさいたま市立病院建設事業の事業者及び関係者をご紹

介いたします。 

 さいたま市保健福祉局市立病院経営部庶務課病院施設整備室、田中室長です。 

○田中室長 田中です。本日はよろしくお願いいたします。 

○武井参事兼課長 同じく島嵜主査です。 

○島嵜主査 島嵜です。よろしくお願いします。 
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○武井参事兼課長 関根主任です。 

○関根主任 関根と申します。よろしくお願いいたします。 

○武井参事兼課長 小野口主任です。 

○小野口主任 小野口です。よろしくお願いします。 

○武井参事兼課長 坪井主事です。 

○坪井主事 坪井と申します。よろしくお願いします。 

○武井参事兼課長 続きまして、コンサルタント、設計会社の紹介につきましては病院施設整

備室よりお願いをいたします。 

○小野口主任 さいたま市立病院の設計業務をやっていただいております山下設計会社。 

○加藤副部長 私、山下設計の加藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小野口主任 さいたま市立病院の環境影響評価の事業をお手伝いいただいている大日本コン

サルタント会社です。 

○浦瀬係長 大日本コンサルタントの浦瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

○竹野係長 竹野と申します。よろしくお願いします。 

○石黒主幹 石黒と申します。よろしくお願いします。 

○小野口主任 以上になります。 

○武井参事兼課長 ありがとうございます。 

 次に、本日お配りしております資料の確認をさせていただきます。 

 まず、会議次第がございます。それから、次第の裏に本日の資料の一覧を記載しております。 

 資料１としまして、第21回さいたま市環境影響評価技術審議会の出席者名簿となっておりま

す。これは裏面が座席図となっております。 

 資料２といたしまして、対象事業の概要及び環境影響評価手続状況となっております。 

 資料３は、今回、委員会においてご審議をいただきましたが、その委員会名簿となっており

ます。 

 資料４につきましては、その委員会の意見となっております。 

 資料５につきましては、２つ目の議事、さいたま市環境影響評価技術指針の改正についての

資料でございます。 

 資料６といたしまして、技術審議会委員名簿（第７期）をつけてございます。 

 追加の資料といたしまして、お手元に事業者から配付させていただきました資料を議場に配

付させてございます。一部、ステップ図については、まだ計画が煮詰まっていない部分もござ
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いまして、取扱注意となっておりますので、ご注意をお願いいたします。 

 そのほか、委員の皆様には、計画書の図書とその概要版、それから技術指針の冊子を配付し

ております。 

 お手元の資料はよろしいでしょうか。 

 それでは、さいたま市環境影響評価技術審議会規則第３条第１項の規定により、議長となり

ます永澤会長に議事を進行していただきます。 

 永澤会長、よろしくお願いいたします。 

○永澤会長 永澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これから議事に入りますけれども、傍聴の希望の方はおられますでしょうか。 

○大谷課長補佐 本日の審議会には傍聴希望者が４人来ております。 

○永澤会長 それでは、会議の公開に関して事務局からご説明いただきます。 

○大谷課長補佐 失礼いたします。事務局でありますさいたま市環境対策課の大谷でございま

す。 

 本審議会は、「さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱」により、原則公開となっ

ております。ただし、同要綱の規定によりまして、次の事項に該当または該当するおそれがあ

ると認めるときには、会議の全部又は一部を非公開とすることができます。 

 １つ、さいたま市情報公開条例で定める不開示情報に該当する事項について審議し、また意

見を聴取する場合。 

 ２つ、会議を公開することにより当該会議の適切な運営に著しい支障が生ずると認められる

場合となっております。 

 会議の公開・非公開の判断は、会長が当審議会に諮って決定するものとなっております。 

 以上です。 

○永澤会長 それでは、これに関してご審議いただきますが、本日の審議会に関しては、非公

開にする特段の理由はなく、全て公開として差し支えないと私は思いますがいかがでしょうか。

委員の皆様、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○永澤会長 それでは、公開といたします。 

 どうぞ、傍聴希望の方を会場に入れてください。 

（傍聴者入室） 

○永澤会長 それでは、今おいでになった傍聴の方にご注意申し上げます。 
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 私、議長の永澤でございます。 

 会議の開催中は静粛に傍聴していただきますようにお願いします。それから、傍聴の方は、

意見を述べていただいたり質問したりすることはできません。また、会議の録画および録音は

ご遠慮ください。写真を撮影される場合は、議事の冒頭のみ許可いたします。 

 以上の注意事項に反した場合は退室していただくこともありますので、ご了承ください。 

 傍聴の方は、写真撮影のご希望はございますか。よろしいですか。 

 それでは、議事に入ります。 

 まず、議事の（１）さいたま市立病院建設事業環境影響評価調査計画書について、に入りま

す。 

 事務局からご説明いただきます。 

○大谷課長補佐 事務局から説明させていただきます。座ったままで失礼いたします。 

 それでは、さいたま市立病院建設事業の環境影響評価手続についてご説明をいたします。 

 皆様、資料２をごらんください。 

 対象事業の名称につきましては、さいたま市立病院建設事業でございます。 

 根拠法令につきましては、さいたま市環境影響評価条例（平成15年条例第32号）となってお

ります。 

 都市計画特例の適用は、なし。 

 事業者の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地につきましては、さいたま市 市長 

清水勇人、さいたま市浦和区常盤６－４－４となっております。 

 対象事業の種類といたしましては、大規模建築物の建設でございます。 

 事業実施区域につきましては、さいたま市緑区大字三室2460番地となっております。 

 事業規模につきましては、延べ床面積約５万3,200平方メートル。 

 関係地域、事業実施区域から1.5キロの範囲で、緑区、見沼区、浦和区の一部となっており

ます。 

 手続状況につきましては、調査計画書受理から説明してまいりますが、平成27年９月１日と

なっておりまして、関係地域決定が平成27年９月２日、調査計画書縦覧、平成27年９月15日か

ら10月15日の１カ月となっております。意見書提出期間につきましては、平成27年９月15日か

ら10月29日まで、そして、第１回の委員会としまして平成27年10月19日、意見書概要報告が平

成27年11月４日でございます。そして、今回の技術審議会が平成27年12月３日、この後、市長

意見といたしまして、平成28年１月４日まで、これは意見書概要報告を受けた日から２カ月以
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内となっております。 

 手続状況については以上でございます。 

 調査計画書の概要につきましては、事業者であるさいたま市庶務課病院施設整備室からご説

明をいただきます。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○小野口主任 それでは、さいたま市立病院建設事業環境影響評価調査計画書についてご説明

させていただきます。 

 お手元に配付いたしました資料アに沿ってご説明させていただきます。 

 まず、環境影響評価対象事業のさいたま市立病院建設事業の事業概要についてご説明いたし

ます。 

 資料アの第２章、対象事業の目的及び概要をごらんください。 

 まず、（３）事業の目的ですが、老朽化及び狭隘化が進んでいる施設の抜本的な整備を行い、

あわせて医療機能の充実及び強化を図ることにより、市民に対して今後も安心で安全な医療の

提供を行っていくものでございます。 

 次に、（５）事業の実施期間ですが、委員会でご指摘いただきまして、事業のステップに沿

った図面を資料イとして別途ご用意させていただきましたので、資料イを中心に説明させてい

ただきます。 

 まず、１ページ目ですが、平成27年12月現在の現況の配置図となっております。 

 続きまして、２ページですが、病院建設に入る前の配置図でございます。 

 次に、３ページ目ですが、新病院建設工事中の配置図となっております。 

 工事着工は、平成29年を予定しております。 

 次に、４ページ目ですが、新病院開院後の既存病院解体工事中の配置図となります。新病院

が完成する平成31年には、新病院での運用を開始しつつ、既存病院の解体工事を実施していく

予定となっております。 

 最後の５ページ目ですが、全ての工事が完了し、敷地全体の供用を開始した段階の配置図と

なっております。 

 続きまして、新病院の概要をご説明いたします。 

 資料ア、（６）をごらんください。 

 敷地面積４万8,789.18平方メートル、延べ床面積約５万3,200平方メートル、最高の高さ

45.35メートル、構造は、病院本館が鉄骨構造で地上10階、免震構造、別館が鉄筋コンクリー
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ト構造で地上３階、地下１階のペントハウス１階、耐震構造、スロープは、鉄筋コンクリート

構造、一部鉄骨構造で地上２階、耐震構造となります。 

 続きまして、（７）廃棄物処理計画についてですが、３Ｒに配慮いたしまして分別収集を行

い、許可業者に委託し、適切な処理を行います。また、感染性廃棄物等につきましては、健康

被害が生じたり周辺の環境を汚染することのないように、適切に管理いたします。 

 続きまして、（８）交通計画についてですが、新病院においては、一般車両の現状の敷地出

入り口に加えまして、サービス車両や救急車両の出入り口を設けることによりまして、車両の

出入りを分離する計画としています。 

 続きまして、（９）緑化計画についてですが、既存の樹木を可能な限り保全し、屋上緑化や

植樹を行い、緑化率25％以上を確保するために、積極的な緑化に努めさせていただきます。 

 最後の工事計画につきましては、先ほどご説明させていただきました事業の期間と重複させ

ていただきますので、割愛させていただきます。 

 以上がさいたま市立病院建設事業の事業概要になります。 

 続きまして、環境影響評価の調査内容につきましては、コンサルタント事業者のほうからご

説明させていただきます。 

○竹野係長 では、同じ資料アを使って、環境影響評価のご説明をさせていただきます。 

 ３章のところで、環境影響評価の調査項目になりますけれども、まず、本事業については、

事業の段階が、３つの段階があるというふうに考えております。１番目としては、既存のさい

たま市立病院の稼働中における病院の建設、２番目としては、新さいたま市立病院の稼働中に

おける既存の病院の解体撤去、３番目としましては、新さいたま市立病院の稼働、という３つ

の段階があるというふうに考えております。 

 本事業の実施に伴う環境影響要因につきましては、大規模建築物の建設ということで、工事

中に関するものと供用時に関するものになります。要因の詳細といたしましては、工事中が、

建設機械の稼働、資材運搬の車両走行、工事の実施、既存病院の解体撤去となります。供用時

に関しましては、施設の稼働、施設の存在、自動車交通の発生といったものが要因の詳細にな

ってまいります。 

 ２ページ目になります。左側の（３）選定した環境影響評価項目というふうにあります。今

回想定される影響評価の項目について選定したマトリックス表がこちらになりますけれども、

基本的には、工事中、供用時という形で、丸のついたところについて影響評価を行ってまいり

ます。大気、騒音、振動、動植物、生態系、景観、自然とのふれあいの場、史跡、日照阻害、
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電波障害、廃棄物、温室効果ガス、コミュニティ、地域交通、安全といった項目について実施

をしていきたいと思っております。 

 その中で、今回選定しなかった影響評価の項目及びその理由については、２ページ目の右側

に示してございます。 

 代表的なところを少し説明していきますと、大気質については、炭化水素ということで、こ

ちらについては、さいたま市における現況濃度が低いということ、それから、近年は全地点と

も低減傾向にあること、それから、予測事例により自動車走行に伴う寄与が極めて低いという

ことで、影響が生じないというふうに考えておるため選定をしておりません。 

 水質については、存在・供用、工事中ということでございますけれども、基本的には、公共

用水域に変化を生じさせるような影響はないというふうに想定されるため選定しない。それか

ら、工事中についても同じく、公共下水道に放流するなどして、周辺の公共用水域に変化を生

じないというふうに考えているため選定をしておりません。 

 土壌汚染については、基本的には業者等に適切な処置を施すため選定をしないということで

す。 

 景観、文化財については、基本的には影響が生じないというふうに考えているため選定をし

ておりません。 

 風害については、計画地周辺には高層建築物が存在しないということで、ビル風等の影響は

限定的であり、影響は軽微であると考えているため選定しないというふうに考えております。 

 調査の方法については、３ページ目以降で記してございます。 

 大気質については、気象、一般環境、沿道環境といった観点から、調査します。一般環境で

は、計画地内のＡという場所で、風向・風速、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じんといった

項目を４季とっております。沿道環境については、周辺の状況を把握するということで、二酸

化窒素、浮遊粒子状物質ということを対象にしまして、１、２、３番の地点で４季、測定をし

ております。 

 騒音、振動については、一般環境ということで、敷地内でＢ、Ｃの中、それから沿道環境と

いうことで、１、２、３、４番の地点で、ことしの秋、１日24時間の連続監視を行いました。 

 動物、植物については、基本的には動物相、植物相といった観点で４季の調査を実施いたし

ます。それを踏まえて、生態系の調査ということも１年間実施をいたします。 

 景観につきましては、これは病院から病院の周辺1.5キロくらいを対象といたしまして、大

体11地点からの眺望景観についてフォトモンタージュを考えております。 
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 自然とのふれあいの場ということに関しましても、この病院の敷地の周辺の自然利用されて

いる場所、見沼田んぼ、芝川、見沼代用水を中心といたしまして調査を実施するといった形で

考えております。 

 次のページ、４ページにいきまして、史跡・文化財、これについては、計画地内の埋蔵文化

財の状況について、既存資料などを用いて調査をいたします。 

 日照阻害については、日影の状況、これは住宅地、耕作地を対象として、秋と冬２回、日照

の状況を確認します。その上で、日影のシミュレーションなども行い、予測を行うといった方

法で実施をいたします。 

 電波障害については、こちらも机上計算によって、電波への障害の発生する地域、こちらを

予測した上で、実際に一度、計画地の周辺200メーターの範囲の中で電波の受信状況を把握し

たいというふうに考えております。 

 廃棄物についても、工事の実施および施設の稼働によって生じるだろう廃棄物を予測してい

くという形で、工事中については工事の期間中、また施設の稼働については施設の稼働が定常

の状態になる時期を見計らって廃棄物の予測を行います。 

 温室効果ガスにつきましても、こちらについても実施をしていきます。施設の稼働が定常状

態になる時期で、温室効果ガスの予測を行っていきます。 

 コミュニティについては、周辺のコミュニティ施設の分布状況を把握した上で、経路、交通

手段の状況に変わりがないかといったものを既存の資料から確認、予測をしていきたいという

ふうに思っています。 

 地域交通につきましては、計画地周辺の６つの交差点で交通量調査を実施します。その上で、

交差点の需要率の判定をして評価をすることで考えております。あわせて、道路の状況ですと

か交通対策の状況、バスの状況なども、最新の資料を用いて予測をしていきます。 

 それから、安全の項目についてですけれども、こちらも施設の稼働に関して、引火性の液体

や高圧ガス、それから特定化学物質、放射性物質などの危険物の火災及び爆発並びに漏えい拡

散に関する安全確保の程度といったものを、施設の稼働が定常になる時期を見て予測をしてい

くという形を考えております。 

 ５章についてですけれども、環境保全についての配慮事項ということで、こちらについては、

今回、影響の及ぶ範囲を計画地の周辺1.5キロの範囲で考えて設定をしております。その中で、

社会的な状況に関する事項としては、人口及び産業の状況、土地利用の状況、それから河川及

び湖沼の利用並びに地下水の利用状況、それから交通の状況、環境保全についての配慮が必要
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な施設及び住宅の状況、それから下水道、し尿施設、対象に係る法令の状況などの社会的な状

況のもの、それから自然的な状況という形で、大気質、騒音、振動、水質、土壌、地形、動植

物の状況、景観の状況、文化財の状況を地域特性として取りまとめております。 

 （２）環境保全についての配慮事項として、回避又は低減を図るべき地域という形で、①自

然環境の保全、を目的として、法律又は条例の規定により指定された地域、それから、その他

の配慮される地域という形をまとめました。 

 それから、調査計画書までに配慮した事項ということで、環境配慮の基本方針、それから自

然環境との調和、それから地域環境の保全、省エネルギーの関係で取りまとめております。 

 （３）として、今後事業計画の熟度に応じて配慮していく事項、それから配慮の方針という

ことで、自然環境との調和、それから地域環境の保全について調べております。 

 配慮が困難な事項及びその理由については、今回、配慮が困難な事項というのは特にないと

いう形で取りまとめております。 

 環境影響評価についてのご説明は以上になります。 

○永澤会長 すでに開催していただきました委員会での審議結果についてご報告いただきます。 

 資料３をごらんいただきまして、資料３の委員会委員の名簿のとおりでございます。 

 それでは、この委員会の委員長を務めていただきました篠原先生からご報告をお願いいたし

ます。よろしくお願いします。 

○篠原委員 資料に沿ってご説明させていただきます。 

 資料３にある５名で、現地視察をして話し合いました。その意見を資料４のほうに示してあ

ります。 

 まず、対象事業の実施に関してなのですが、こちらの冊子では、建設計画が新病院の建設を

始めるところからが書かれていました。もう既に先ほどの説明でイの資料で示していただきま

したように、建設する前に、まず、今ある高等看護学院等の建物の解体工事が行われて、敷地

を確保してから建設ということですので、影響評価の開始時点という点がどこになるかが議論

になりました。ですから、今年度の時点の状況は把握しておいて、そして、新病院の建設を始

める、環境影響評価の始まりの地点と、２つ確認しなくてはいけないということです。さらに、

完成時や既存の病院の解体後というふうに、それぞれの段階で比較できるデータが必要である

という意見になりました。 

 また、工事用の車両が出入りするゲート、後には救急搬送の出入り口になるのですが、そこ

にゲートを設ける時点で、いろんな車両が出入りしますので、そこの状況を知るべきであると
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いう話がありました。順次、駐車場整備とかそういう時系列で説明してくださいということで、

それは既に先ほどのことで行われております。 

 ２番目の調査、それから予測及び評価ですが、大気質に関しては、機器の稼働や車両の走行

に伴って窒素酸化物が排出されますが、一酸化窒素の形で排出される割合も高いということか

ら、二酸化窒素だけではなく一酸化窒素も含めた結果が必要であるということです。 

 また、今申しました、新たに設けるゲート、地図でいいますとステーションのＣというとこ

ろになるんですが、ここについて特に大気質の評価をしてくださいという意見です。 

 また、機械や工事車両から排出される浮遊粒子状物質、それから、渋滞が起こった場合にア

イドリング等から炭化水素が発生することも懸念されるということで、この項目も評価として

選定するように検討してほしいという意見です。 

 ３番目、今まで言っているところなのですが、一般環境調査地点としては、地図でいうとこ

ろのステーションのＡ、Ｂのところでよろしいのですが、ステーションＣを常に並行して調べ

るということになります。騒音はもう既にここではかることになっているのですが、ほかの項

目も追加してくださいということになりました。 

 日照に関しましては、病院の建設完了後に解体される既存病院、今度なくなるので日当たり

がよくなるということもありますから、その情報もあわせて記載されるとよいという意見があ

りました。 

 また、新しく建つ病院で日照が遮られるであろうところの斜面や田んぼに関しても、一応検

討していただきたいという意見になりました。 

 地域交通につきましては、工事期間中、駐車場の立体化ということで、確保する計画とはな

っていますが、実際には現状よりも何十台か減ってしまうこともありますので、別の駐車場を

設けるなどのことも考えること。渋滞解消ということも含めて考えられるということです。 

 また、渋滞に関しましては、地図の交差点Ｋ２のところに接続する道路の工事が、今、行わ

れていて、年度中に完成すると伺いました。ここは交通量がふえることが予想されますので、

南側からやってきて、Ｋ１のところで右折して病院に入ってくるというところの渋滞が発生し

ますと、Ｋ２まで渋滞が続いてしまう可能性があるということで、ここら辺のところを考慮し

て、渋滞、交通需要を分散させることを検討するべきであろうという、以上の意見がまとまり

ましたので、ご報告いたします。 

○永澤会長 ありがとうございました。 

 それでは、先ほどいただきました調査計画書のご説明、それから今、ご報告いただきました
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委員会意見につきまして、委員の皆様からご意見、ご質問をいただきたいと思います。皆様の

ご担当の分野、またそれ以外でも結構ですので、自由にご発言をお願いいたしたいと思います。

どなたかございますでしょうか。 

 大塚先生、お願いします。 

○大塚委員 調査計画書の３－７ページですが、表３－４に、「選定しなかった環境影響評価

項目及びその理由」というのが記載されています。それで、その表の真ん中より少し下ですね、

土壌のところなのですが、土壌に係る有害項目、これを選定しない理由としては、「土壌汚染

については、『土壌汚染対策法』、それから『さいたま市生活環境の保全に関する条例』等に

基づき、工事前に適切に処理を行うことから、影響は生じないため選定しない」と記載されて

いますけれども、そもそも汚染されているかどうかの調査というのは、これはどんなふうにし

て行うんでしょうか。 

○武井参事兼課長 さいたま市の場合は、「土壌汚染対策法」のほかに、「さいたま市生活環

境保全条例」において土壌汚染の対策をしております。 

 まず、3,000平米以上の土地の区画形質の変更の場合は、履歴の調査をして、汚染のおそれ

があるかどうかについて確認することになります。汚染のおそれがある場合は、調査の義務が

生じるわけです。 

 それともう一つ、水質汚濁防止法の有害物質を使っている特定施設がある場合につきまして

は、土壌汚染対策法の調査方法、30メートルメッシュに切って、汚染度合いが強いところとそ

うでないところに分けて、土壌を採取して汚染の確認をすることになります。 

 ここで土壌について適用除外しているというのは、恐らく汚染が確認されることはないはず

のところです。いわゆるメッキ工場とかクリーニング工場ですと土壌汚染されていることが多

いのですが、ここはそういうおそれは少ないとは思います。ただ、万が一、確認された場合も、

それについては法に基づいて適切に処理を行うので、ここでは除外しています。 

 ただ、実際に８－１Ａ街区の事例もあるのですが、実際に汚染が確認された場合は、前回の

審議会のご意見も踏まえまして、環境影響評価の項目としてとるように、意見としては出して

いきたいと考えております。 

○永澤会長 大塚先生、よろしいですか。 

○大塚委員 それは、汚染物質を取り扱う事業所の履歴調査のみに基づいて汚染があるかない

かを判断するのではなくて、実際に土壌を分析して調査するということもやるわけですか。そ

れとも、取り扱いの履歴がなければ、もうそこで何もやらないという形になってしまうのでし



－14－ 

ょうか。 

○武井参事兼課長 有害物質使用特定施設がない場合は、土壌汚染対策法上の調査義務は生じ

ません。 

 ただし、事業者側で自主的に調査を行っているとのことですので、その状況については、事

業者から説明してください。 

○小野口主任 現在、この環境影響評価とはまた別の事業といいますか、委託というか形で、

地歴調査は実施しました。その中で、過去の病院、敷地内にいろいろ建てかえ等を行っており

ますので、その中で使用状況を確認して、使っている薬品等、昭和28年から開院している病院

ですので、ちょっとそれが正式かというのもあって、おそれとか、ありとか、ここは少ないと

かというところを分割しまして、敷地内にやっぱり建物が建っておりますので、やれるところ

を段階的に行っているところでございます。 

 先ほど事務局の方から言っていただいたのでが、3,000平米の土地の改変ということで、あ

くまでうちの対象となるのが、病院を建設するときになっておりますので、そのときに正式に

提出して、今はまだ自主調査といった形で、環境局といいますか、事務局のところにまたこれ

もお願いする形になりますけれども、提出して進めていくような形をとらせていただいており

ます。 

 現在、資料イの建設予定地の駐車場のところを実際採取して調査いたしましたけれども、こ

こは出ませんでした。 

○大塚委員 そういうふうに実際に分析していただいているならよろしいですけれどもね。そ

れから、地歴調査だけで、汚染はないはずだと判定されるのは好ましくないというのが、私の

意見です。 

 それで、実際、建設に当たってはボーリングなんかもやるわけですよね。土壌サンプルはそ

れで取れるし、あとその土壌を処分する残土処分のとき、そういうときは土壌を分析しないと

いけないわけです、どっちみち。ですから、サンプルは取れるし、分析しないといけないとい

うことがあるので、その土壌を実際に分析してみて、その結果をもとに対応をしていただきた

いということです。 

 以上です。 

○永澤会長 今のお話は、土壌汚染対策法の適用には、ある程度の面積が必要だということで

すね。それには今のところかからないので、次には使用の前例が必要だということ。今のとこ

ろはそれにもかからない。しかし、病院のほうでは、実質的に調査をもう進めていただいてい
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る。今後、もし工事中に何かそういう事態が発生した場合には調査をするようにするというこ

とでよろしいでしょうか。 

 はい、武井さんお願いします。 

○武井参事兼課長 もう一度改めてご説明させていただきます。 

 条例や土対法にもあるのですが、3,000平米以上の土地の区画形質の変更をする場合は土地

の履歴を調査する、汚染のおそれがあれば土壌分析するという形で、既に事業者側としてはそ

ういう調査は実施しているというところです。 

 また、先生からもご指摘がございましたとおり、実際に土壌を搬出する際については、搬出

側のほうで処分に当たって、当然、土壌汚染分析結果は求められます。委員会の中でもご審議

いただいた中で、どこを環境影響評価の出発点とするかという問題が１つあるのですが、今、

事業者側の説明によれば、アセスメントの起点よりも前の段階で、土壌汚染については、もし

あったとしても対応するということでした。 

 ただ、いずれにしても、委員のご意見を踏まえまして、もしそういう状況が確認されたとき

は、環境影響評価図書としても、適切に対応するように事務局からも意見を出していきたいと

思っております。 

○永澤会長 よろしいでしょうか。 

 ほかにご意見はございますか。ご質問、ご意見はございませんか。 

○木幡委員 簡単な質問ですけれども、現在、それから新病院ができた後で、地下水利用は病

院として行うかどうかというのが質問の１点目です。 

 それから、もう一つはコメントですが、環境影響評価項目には今回選定されていないのです

が、配慮事項で地下水について少し書かれていますけれども、私の記憶では、この地区は県内

でもちょっと地盤沈下が特異的なところだと思うのですが、それについてのご配慮はどうなっ

ているでしょうか。 

○永澤会長 それに関してはどなたからご説明いただけますか。 

○小野口主任 地下水については、現在、病院の建設をする前に、現在、エネルギーセンター

棟の建設をしておりまして、その中で、井水の採取をして病院側につなぐということを行う工

事になっておりまして、そこで採取いたします。 

 地盤沈下につきましては、すみません、ちょっとこれも病院の歴史の中でのことですけれど

も、過去に病院は、井水を採取してやっていた経緯があります。そこで、一時止めてしまった

のですが、やはり東日本大震災の結果、起こってしまったことに伴って、病院が持つ災害に対
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する強靭化が必要だということになり、電気ですとか水ですとかガスですとか、そういった機

能を非常時でも維持するという方針をとっております。水道が遮断された場合の対策として、

地下水を取るという計画を、エネルギーセンター棟の工事で行っております。実際、試験的に

井水の採取をして、回復度等を見ていますので、その時点では地盤沈下の影響はないというよ

うな判断で行っておるところでございます。 

○永澤会長 エネルギーセンターは、一番見沼に近い側にありますよね。井戸はそこだけとい

うことですか。 

○小野口主任 失礼しました。あと、災害用の井戸といたしまして、水道局とちょっと細かく

協議しないと、細かいところまでは決まっていないのですけれども、敷地の西側に災害用の井

戸ということで、これは常時とるようなものではないのですが、それが設置されて、２カ所、

一応、敷地の中にはあります。 

○永澤会長 よろしいでしょうか。 

 ほかに。 

○武井参事兼課長 今ご質問のありました事項については、調査計画書の２－７と２－８にご

ざいます。この計画につきましては、２－８の（２）にあるとおり、雨水等についても有効利

用していくという計画になっております。雨水の有効利用というのも、環境影響評価の廃棄物

等のところの項目になっておりますので、そこら辺についても、環境影響評価としては適切に

行えるように、事務局としても意見を出していきたいと考えております。 

○永澤会長 ほかにありますか。 

 大塚先生。 

○大塚委員 ページで言うと３－２のところですけれども、そこの表３－２に、「環境影響要

因と調査・予測・評価の項目との関連表」というのがあります。それの一番上のほうに大気質

が載っています。それで、その大気質の中の一番下ですか、６番目「大気質に係る有害物質

等」というところで、そこを見てみますと空白になっていますが、この存在・供用のところに

酸化エチレンを加えていただきたいということです。今回建設するのは病院ですから、滅菌の

ために酸化エチレンを使うはずです。それで、その存在・供用時の評価項目に酸化エチレンを

加えていただきたいということです。 

○永澤会長 これは今現在、実際に病院が動いていますけれども、それは構わないのですか。 

○大塚委員 現在も問題にすべきかもしれませんけれども。埼玉県の場合はわからないですけ

れども、東京都ですと、300床以上の大規模病院には、酸化エチレンの排出規制がかかってい
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るんです。今の市立病院は、その倍ぐらい、600床近くあるわけで、東京都の例から言うと規

制にかかるような規模なんです。それで、今度新しくつくるのもそのぐらいの規模でしょうか

ら、酸化エチレンの排出というのは問題になると思います。ですから、この評価項目にこれは

ぜひ加えていただきたいなと思います。 

 あと、酸化エチレンは、毒性が問題になりますけれども、火災とか爆発とか、そういった問

題もあります。環状エーテルですから非常に燃えやすい。そういう安全面でもいろいろ考慮し

ていただきたいなというふうに思います。 

 それで、現状ではどういうふうに処理しているのでしょうかね、現在の市立病院では。酸化

エチレンを滅菌のために使っていると思うのですけれども。 

 過去のいろんな病院の調査例によりますと、結構そのまま外に、環境に出してしまっている

というのもあるようです。ただ、適切に処理されているところでは、酸化触媒を使って分解す

るとか、あと分解用の水溶液を通してそこで分解するとか、そういうことがなされているよう

ですけれどもね。 

○小野口主任 細かくそこの分野がどうなっているか、把握していなくて申しわけないのです

が、廃棄物につきましては、適正な機関に依頼して処分はしております。市立として運営して

いる病院ですので、そういったところも、ルールを守って行わないといけないところでござい

ます。希釈して出しているのか、ポリタンクにためて適切なところに出しているのか、ここの

分野については、確認しないとちょっとわからない状況ではございますが、下水道等の濃度と

か薬品の検査においては、そういうのを流しているという形にはなっておりませんので、適切

に対応しているのではないかというふうに判断しております。 

○大塚委員 調べてみてください。 

 この物質は労働衛生法でも規制されているので、病院で何の対応もしていないということは

ないはずです。 

 それから、ちなみにこれは沸点が低い物質です。室温より低い。たしか10 ℃ぐらいだった

と思うので、非常に揮発しやすいですから、これをためて処理するとか、そういうことは多分

ないです。気体を大気中にそのまま捨ててしまっているのかもしれませんし、酸化分解してと

いう形で適正に処理されているかもしれません。調べてみてください。よろしくお願いします。 

○武井参事兼課長 事務局からよろしいですか。 

○永澤会長 はい。 

○武井参事兼課長 この調査計画書の供用開始後の大気の項目としては、基本的には、ボイラ



－18－ 

ーから排出される大気汚染物質を対象としております。酸化エチレンについては、有害大気汚

染物質として、一般環境中の調査については市も行っておりますが、いわゆる規制対象の有害

物質ではないのですが、どういった形の調査、予測評価ができるのか、事務局、事業者で検討

させていただいて、対応させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○永澤会長 ほかにありますでしょうか。 

○渡辺（季）委員 古くから開院しているということで、建物に係るアスベスト、これが触れ

られていないようですけれども、このあたりはどのように廃棄を考慮しているか、お考えを聞

かせていただければと思います。 

○島嵜主査 市立病院です。 

 アスベストに関しましては、今後の解体工事に伴うアスベスト調査を現在行っているところ

でございまして、まず、最初の段階で壊してしまう高等看護学院、別館、サービス棟について

は、アスベスト調査が終了しております。これに関しては、アスベストが出まして、適正処理

を解体工事にて行うことにしています。それ以外のひまわり・さくらそう病棟、西病棟、東病

棟という一番大きな部分に関しましては、現在アスベストの調査中でございまして、恐らく出

るだろうという判断の中から、その適正処理を含めた解体工事の設計を進める予定でございま

す。 

○渡辺（季）委員 これは建材として出ているということでよろしいですよね。 

○島嵜主査 はい、建材もそうです。あと、よく問題になりますのが再生砕石でございますが、

再生砕石、再生材に関しても調査をして、適正処理をしたいと思っております。 

○渡辺（季）委員 この解体工事を本格的に行うに当たって、大気質への放出というのが図ら

ずもあるかもしれないんですが、そのあたりのモニタリングというのはどのようにお考えでし

ょうか。 

○島嵜主査 現在、モニタリングに関しては考慮しておりませんが、大気質への放出に関しま

しては、アスベスト適正処理法に関するレベル１、レベル２、レベル３の中で、レベル１が今

後の調査で出れば、それに基づいて、周辺を全部囲って負圧にして行い、大気への放出を行わ

ない、完全に隔離した負圧状態での工事を行うことを計画しております。 

○武井参事兼課長 事務局からよろしいですか。 

 アスベストにつきましては、さいたま市の場合は、全国と比較しても非常に厳しい規制を行

っています。それは、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」で上乗せ的な規制を行って

おります。 
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 ご指摘がございましたモニタリングについても、レベル１、レベル２、いわゆる飛散性アス

ベスト建材につきましては、さいたま市の場合は敷地境界における測定を義務づけております

ので、こちらでも条例の規定に基づいて、１週間に１回、工事中と前後のモニタリングが義務

づけられます。 

 それから廃棄物も、さいたま市の条例では、いわゆるレベル３につきましても、破砕しない

とか粉砕しないといった作業基準を定めております。そういった法、条例の基準に基づいて、

この工事については、当然、市の工事ですから、適切に行うということになります。 

 廃棄物につきましては、調査計画書の４－53にも、調査・予測・評価の項目として出ていま

すが、この中で適正処理の状況とリサイクル率等を調査・予測・評価することとなっておりま

すので、この中で、レベル１、レベル２、これは廃棄物処理法の廃石綿等という位置づけにな

ります。それからレベル３の石綿含有整形板等についても、排出量について把握して、適正な

処理についても確認できるように、図書の中で示していきたいと考えております。よろしくお

願いいたします。 

○永澤会長 よろしいでしょうか。 

 ほかにご意見、ご質問ございますか。 

 はい、どうぞ。 

○渡辺（愛）委員 今回の予定地区は、見沼田んぼにほぼ隣接している場所なのですが、見沼

田んぼはいろんな鳥が来るということで、バードウォッチングとかする人には非常に有名な場

所なんですけれども、動物の評価のところで、この建設予定地から半径200メーターを評価の

対象とするとあるのですが、哺乳類や鳥類に関しては、特に工事中は、200メーター半径では

足りないのではないかと思うんです。少なくとも鳥類に関してはもうちょっと範囲を広げるこ

とを検討していただけたらなと思います。 

○永澤会長 実際にどのくらいまでが必要でしょうか。 

○渡辺（愛）委員 ここで具体的にな数字は出てこないのですけれども、種類によって、時期

にもよるのですけれども、サギとかカモとか結構来ると思うので、１キロぐらいあったほうが

よいと思います。具体的な数字を申し上げられなくて申しわけありません。ただ、それぐらい

は、種によっては、その種の行動範囲を調べた上で、影響というのは評価していただけるよう

に検討していただけたらとは思います。 

○永澤会長 いかがでしょうか。 

○武井参事兼課長 動物につきましては、技術指針の中で、調査地域、予測地域、200メート
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ルということで定めております。これは基本的な話でして、種類によっては、例えばオオタカ

などの貴重種、貴重種からちょっとレベルダウンするような話も最近ございますが、オオタカ

等が例えばそうしているとかということであれば、かなり広範囲な軌跡図をとるなどのことも

あります。ご指摘のとおり、種類によってそういったことはさまざまになりますので、調査結

果を踏まえて、適切に対応するように検討していきたいと思っております。 

○永澤会長 ほかにございますか。 

 地域交通だとか社会的な項目に関してはいかがですか。 

 特によろしいでしょうか。 

○大窪委員 地域交通ですけれども、調査地点がＫ１からＫ６とあります。Ｋ１、Ｋ２は交通

量の増大が予想されるというのは、先月の委員会で議論したところですけれども、この調査地

点というのは、病院の北側、南側、東側に集中しているわけです。恐らく西側にも影響はある

のではないのかなというふうに思うのです。この調査地点の設置について、特に西側のほうに

ついて、ちょっとお考えをお聞かせいただければなと思います。 

○永澤会長 どなたかご回答をお願いします。 

○浦瀬係長 今工事中の都市計画道路があり、北宿通りにぶつかります。浦和のほうから来る

Ｋ４とかＫ５のほうは、その都市計画道路ができれば交通量が変化するだろうと思います。逆

に西側のほうは、市道のＬ-764号線というのが、地元の方が抜け道とかで使ったりする道とし

てあります。そこの交通量については、Ｋ３の交差点でおおむね把握できるだろうということ

で考えておりまして、そういった意味で、西側には調査地点を置いていないというのが実際の

ところです。 

○大窪委員 ありがとうございます。 

 その抜け道、交通量自体は、特に増えるというような見込みはないかなというようなお考え

ということですかね。 

○浦瀬係長 いえ、増えるかもしれないとは思っておりますが、Ｋ３の地点で把握できると考

えています。 

○大窪委員 なるほど、わかりました。ありがとうございます。 

○永澤会長 これは、Ｋ２という交差点まで市道ができると、交通量は相当増えるでしょうね。 

○浦瀬係長 かなり増えると思っていますが、そこの将来推計等は、まだ市の道路局とも調整

中で、まだ予測の数字というのはいただけてないです。交通量はほかの予測項目にもリンクし

てきますので、その辺の数字はきちんと妥当性のある数字を使って予測評価をしていきたいと
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考えております。 

○永澤会長 委員会のほうでも、地域交通に関して、Ｋ１とＫ２の間が渋滞しそうだというお

話が出ていましたけれども、この市道がつながったときに、Ｋ２から左折して南へ行く人は余

りいないと思うので、北側へ行くのでしょう。そうすると、Ｋ１を越えてＫ２にまで何かいろ

いろ問題が起きると、緊急車両の出入り口がその真ん中にあるので、困るでしょう。そこがど

うなるかというのは、相当気をつけないといけないところだと思うんですけれども。 

○小野口主任 交通渋滞については、この前、委員会の中でもちょっとご指摘というかご意見

をいただいたのですけれども、正直言いますと、現在でも、相当な病床がある病院ですので、

渋滞が発生しています。その中で、工事が行われるにつれて交通量もふえるでしょうから、う

ちとしては、ほかの敷地を借りてそちらにとめてもらう手を考えています。例えば道路を拡幅

するなどのことは、ほかの部局との調整と、金額に関して検討すべきところがありますので、

そこをいろいろ考慮いたしまして、手は考えていくように考えておりますので、ご了承くださ

い。 

 実際、西側、ここの敷地から離れたところに駐車スペースがあるので、病院の方策として１

つ、そちらのほうに医療関係者を回しまして、ある程度、その医療関係者で持っていた駐車場

を外来の方に開放しましたところ、見た限りでは、解消が見える点もあったなという部分もあ

ります。そういったところもいろいろ条件を含めて、工事の条件とかが少し変わってくるとこ

ろも鑑みてという部分がありますので、そこら辺をご配慮いただければと思っております。 

○永澤会長 大窪先生、よろしいですか。 

 ほかに。 

○窪田委員 私も、こういう細かいデータを読んでいる経験の間がしばらくあいてしまったの

でよく覚えていないんですが、計画書の３－７ページで、表の下から３番目に、景観資源と書

いてあって、その右端のところに、「景観資源が存在しないから影響は生じないので選定しな

い」とあるんですが、これは評価を行わないという意味ですよね。ちょっと私が混乱してしま

ったのは、４－33で、景観資源の状況という言葉が何回か出てくるんですが、これは地形図、

土地現況図のみ整理するということで、ここでは景観資源を把握するということになっている

んですよね。 

 眺望景観を評価する場合に、対象となったり視点場となったりする場所が、景観資源がある

とみなすのであれば、景観資源の評価対象に全くしないということではないんではないかと思

うので、そこは表現上、何かすっきりしないです。けれども、これで普通はやられているんで
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しょうか。 

○竹野係長 確かにちょっと表現上適切ではないのですが、実際の手順としては、既存の資料

から、景観資源があるかどうかというところを判断しております。その上で、今回については、

眺望景観のその状況というところは選定から外したというところ、予測の対象からは外したと

いうことにはなりますけれども、実際に、今回、幾つか眺望点を選んでいるのは、眺望景観と

いう景観資源が、その視点場から景観資源までの間に病院が入り込んでいるかどうかという観

点ではなくて、病院を見る眺望が、見え方がどう変わるかという観点で、今回評価をしようか

というふうに考えております。 

○武井参事兼課長 事務局から１点追加でご説明しますと、この景観資源を選定しなかったと

いうのは、考え方としては、景観資源に対する直接の改変がないという意味から、選定してい

ないということになっております。先ほど説明にもありましたが、いわゆる眺望景観で、当然、

景観資源があって、その景観資源が遮られるというのは、眺望景観のほうで評価するという形

になってくると思います。 

 以上です。 

○窪田委員 基本的にはわかりました。やっぱりどこから何を見るかということの中には、今

ご説明あったように、視点場が景観資源である場合と、見る対象となる、例えば斜面林ですね、

そことの間に、今おっしゃったように、病院の建ち方が変わって、例えば森のスカイラインが

切れちゃうとかということがないのであれば、それを理由に書いておいたほうがいいのではな

いですかね。何を根拠でやらないのかというのは、資源がないからと一言で言われてしまうと、

何をもって判断したかわからないということです。それだけです。 

○永澤会長 その選定しない理由として、環境資源に前後で大きな変更がないと認められるか

らと書くべきだということですね。 

○窪田委員 影響を受けないかとかですね。影響を受けないと判断できるんであればいいです

けれども。 

○永澤会長 ほかの項目等に関してはいかがでしょうか。今話題になったところ以外にござい

ますか。 

 岩﨑先生、何かございますか。 

○岩﨑委員 すみません、私、電波障害のことでちょっとお伺いしたい。４－52において、表

の４－11の１でいろいろ規定されていて、評価は１回のみ行うと書いてあります。この表の４

－11の１においては、工事前とか工事後とかといろいろ書いてあるんですけれども、どうもそ
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こら辺の整合性がよくとれていないのではないかと思います。ここは工事前に１回調査して、

問題点があるかないかというものをやった後に、でき上がった後にもう一回やると読み取れる

んですけれども、一方、計画では１回のみ行うとなっているんですが、その辺のところをお願

いします。 

○浦瀬係長 すみません、今、先生がおっしゃったページは。 

○岩﨑委員 ４－52ページ。 

○永澤会長 ４－52ページ。４－52ページと、先ほどいただいた資料の２ページの供用後とい

うのが整合しないということです。 

○浦瀬係長 調査については、工事前１回のみです。工事前の調査結果をもとに、建物が建っ

た後の予測をしまして、その供用時点での予測結果をもとに評価を行うということです。 

○岩﨑委員 では、一番最初に、今建っている状況で調査は行わないんですよね。 

○浦瀬係長 調査は行います。 

○岩﨑委員 行うんですか。 

○浦瀬係長 はい。現況把握のための調査は行います。 

○岩﨑委員 でき上がった後にも行うんですか。 

○浦瀬係長 でき上がった後には行わないです。予測の結果で、影響が生じると判断された結

果が出て、それで、その事後調査が必要という判断になれば、事後調査の中でやる可能性はあ

りますけれども、評価の結果、影響がないと評価されれば、事後調査もやらないです。 

○岩﨑委員 建物の建っている位置が変わるわけですよね。現状と、今の状況と。建物が新し

く建った状況では建物の位置が変わっているのに、現状のみでオーケーというのはちょっと。 

○浦瀬係長 もちろん、建物ができた後の電波障害の発生状況については、机上の計算で予測

を行います。現状の調査というのは、建物が建つ前の段階の現状を押さえておくということで、

後で電波障害が発生したという申し出があったときに、事前の状況を、建てた後ではちょっと

測れないものですから、現況を押さえるという意味で今回はかるという形にはなります。もち

ろん、建物が建った後の状況は机上の計算でできますので、電波の発生の障害の方向と建物の

位置で、ある程度、確実性の高い予測結果が出ますので、それで評価自体は行えますので、評

価自体は、その予測結果、机上の計算で行います。 

○永澤会長 よろしいですか。 

 これは、存在・供用というか、できた後のところだけ問題にしていますけれども、一番その

高い建築物ができるのは工事中なのではないですか。クレーンは金属製だし、そういうものが、
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つくるときとか壊すときにたくさん立ったときには大丈夫なのでしょうか。 

○島嵜主査 会長のおっしゃるとおりでございまして、まず、現況の電波を調査します。アナ

ログ時代は、全部、最初から市のほうで計画をして予算をとって、事前、工事中、工事後と調

査していたのでございますが、最近、デジタル放送になりまして、まず事前の分だけを調査し、

それに基づいて、工事中、当然、建物45メーターよりもっと高いクレーンが立ち上がりますの

で、そのときに苦情があったときに、補正予算をとって、緊急で苦情のあった位置を工事中の

調査として行って、もし影響が認められれば補償するとなります。工事後に関しても同じでご

ざいまして、苦情があったときには行うということです。 

 ここの位置に関しましては、北側が見沼田んぼということがございますので、スカイツリー

側の方向からもほぼほぼ、影響がある範囲は田んぼと。あともう一つ、テレビ埼玉という塔が

さいたま市の一番西のほうにあるんですけれども、そちらからの影響も、ほぼ東の北、東北方

面に影響が出ると思われますので、こちらもほぼ田んぼということで、一応そのように考えて、

現在の時点では事前調査だけという結論に至っています。 

○永澤会長 よろしいですか。 

○岩﨑委員 はい。 

○武井参事兼課長 事務局からよろしいでしょうか。すみません。 

 環境影響評価ということですので、コンサルタントの方がご説明したとおり、現況を調査し

て、そして机上で予測をするというような手続になります。これは電波障害だけではなくて全

てそうなのですが、必要に応じて、その予測精度が不確かであるとか、そういうことが想定さ

れる場合は、事後調査で予測結果の検証を行うという手続になります。 

 あと、会長がおっしゃったクレーンは、８－１Ａのときもそういうご指摘を受けたことがご

ざいまして、そのときは、クレーンの位置を電波障害が起きないような向きに向けるとか、そ

ういう事業者の環境保全措置として実行可能な範囲で対応するというような結論になったこと

もございます。 

○永澤会長 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 ほかの項目はよろしいですか。水質等で、四ノ宮先生、何かございますか。よろしいですか。 

 大体全体の項目を見ていただいたと思いますが、そのほかにご質問、ご意見ございますでし

ょうか。 

 山下先生。 
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○山下委員 騒音と振動についてちょっと伺いたいのですが、ステーションのＢとＣが騒音関

係ですね。これは工事騒音を対象としているのかな。 

○武井参事兼課長 これはあくまでも環境騒音の測定点ですから、現況を把握するということ

で測定しております。基本的には、この騒音につきましては、調査地点イコール予測地点とな

りますので、ここで工事中や供用開始後の予測を行うことになります。既存の環境騒音に対し

て、工事の稼働でどれだけの音がふえるかという形の予測をすることになります。 

○山下委員 現状というのは全然測っていないのですか。 

○武井参事兼課長 基本的は、現況調査はこれからなのですが、一部の測定は既に実施してお

ります。 

○山下委員 測っているの。 

○武井参事兼課長 基本は、これは計画書ですから、この計画書に基づいてこれから調査を行

うということなのですが、先行して測っている部分がございます。 

○竹野係長 基本的に、もうこの秋に測ってしまっています。現況把握という意味で。 

○山下委員 だけど、マイクロホンの位置をこの間の委員会で伺ったときには、まだ測ってい

ないというお答えでしたね。 

○竹野係長 委員会の後、審議会までのこの期間の中で測定をいたしました。 

○山下委員 ああ、そうですか。わかりました。ありがとうございました。 

○篠原委員 今の件で。 

○永澤会長 篠原委員。 

○篠原委員 そのとき、ステーションのＣも、その事前の状況を今から、回数多く各季節は無

理だけれども、やるというふうにたしか伺いましたが、それは実行されていますよね。一応確

認で、すみません。 

○武井参事兼課長 これは市長意見としても出しますので、事業者側としても、当然そこの位

置で選定することになると思いますが、いかがでしょうか。 

○竹野係長 ステーションＣの件、委員会の中でご意見が出たかと思います。一般環境の地点

としては、現状、Ａの地点ではかっておりまして、そちらのほうは測定をしております。委員

会の中で出たステーションＣ、こちらについては、目的として、工事の影響を的確に把握する

ためというところもございます。あと、こちらはちょっと一般環境を図るには沿道の影響が大

きい地点でありますので、事後調査も、工事中の測定、モニタリングの中で、地点をとっては

かるという形では検討いたしますけれども、一般環境の調査地点としては、ちょっと今回、選
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ぶという形では考えてはございません。 

○永澤会長 ただ、その前後の差が問題なのではないのですか。そうでもないですか。 

○武井参事兼課長 そこら辺につきましては、ご意見をいただいておりますので、今後もちょ

っと事務局と事業者側で検討させていただきたいと思いますので。 

○永澤会長 篠原先生、よろしいですか。 

○篠原委員 ごめんなさい。とやかく言うつもりではありませんけれども、この間のおおむね

の話が、一般環境が、Ａ地点、Ｂ地点はもちろんオーケーですけれども、その工事というとき

に、工事を始める前のデータがないと意味がないので、工事を始めるといっても、ほかの看護

学院などを壊してしまってからをスタートにしないで、今の時点で１回はとっておかないと、

何の影響かわからなくなりますよね。ということで、何回もは無理ですけれどもとれますって、

私は確かに担当の方から聞いた記憶があるので、ちょっと今のお答えがそれと一致していない

ような気がするのですが。 

○武井参事兼課長 篠原委員のご意見を踏まえまして適切に検討させていただきます。 

○永澤会長 ほかによろしいでしょうか。何かございますか。 

 この委員会の意見は、このとおり、この審議会の意見としてお認めするということで進めた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○永澤会長 それでは、ご質問、ご意見ないようですので、この議事１、この件に関しては、

本日、たくさんご意見等いただきましたので、この審議結果を踏まえて、皆様方からいただい

たご意見を委員会意見につけ加えて変更するという形で審議会としての答申をまとめたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○永澤会長 ありがとうございます。 

 では、以上をもちまして、さいたま市立病院建設事業の審議は終了いたしました。 

 事業者の方はどうぞご退席ください。ありがとうございました。 

（事業者退席） 

○永澤会長 では、ここで、ちょっと遅くなりましたけれども、10分ほど休憩にしたいと思い

ます。現在11時５分ですので、11時15分から再開いたします。 

午前１１時０５分 休憩 

午前１１時１５分 再開 



－27－ 

○永澤会長 それでは、議事を再開したいと思います。 

 続いては、議事２です。さいたま市環境影響評価技術指針の改正について。 

 この件に関して事務局からご説明いただきます。 

○大谷課長補佐 それでは、事務局のほうから説明させていただきます。また座って、申し訳

ございません、説明させていただきます。 

 資料につきましては、資料の５番、それと資料５の別紙１、別紙２をごらんいただきます。 

 さいたま市環境影響評価技術指針の改正についてご説明をさせていただきます。 

 まず１点目でございますが、本市の環境影響評価条例の環境影響評価項目、23項目ございま

すが、そのうち21番目のコミュニティについての改正でございます。 

 資料５の別紙１のほうをごらんください。 

 具体的に言うと、赤字のところが改正の内容になるんですが、現状では、コミュニティに関

する本市の環境影響評価は、コミュニティ施設ということに対する対象事業に係る工事の施工

に伴う騒音、振動や、関係車両の走行に伴いますその利用経路に与える影響といった、いわば

コミュニティ施設というハード面に対する影響のみを調査・予測・評価の対象としております。 

 これに対しまして、都市計画道路や大規模開発事業等の対象事業の実施に伴います地域の分

断等の影響が、当該地域における住民同士の交流、お祭りとか伝統行事といった地域コミュニ

ティそのもの、いわばソフト面に与える影響を環境影響評価の対象に加えるということによっ

て、前回の技術審議会においてはご審議をいただいたというところでございます。 

 前回、技術審議会におきまして、地域コミュニティというソフトの面ですね、そのソフト面

に対する評価につきましては、環境影響評価制度そのものの本質にかかわる問題であるという

ご意見をいただいたために、実際の評価に当たってはとても課題が多い問題だというご意見を

いただきました。そのことから、事務局といたしましては、地域コミュニティそのものに対す

る調査・予測・評価の手法について、さらに慎重に検討を進めてまいりたいと考えた次第でご

ざいます。 

 そこで、当面の取り扱いといたしまして、コミュニティにおける評価の対象としまして、コ

ミュニティ施設ということだけではなくて、例えば広場、公園など、地域における住民同士の

交流、あるいはお祭りとか伝統行事といったコミュニティ活動が行われる場を追加したいとい

うふうに考えました。これは、評価対象とするハード面を拡大するということによって、コミ

ュニティに対する影響をさらに的確に把握しようとするものでございまして、調査・予測・評

価の手法に変更が伴うというものではございません。 
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 次に、２点目になります。２点目は、環境影響評価項目の23番目の安全というところについ

ての改定になります。これは別紙の２のほうになりますが、そちらをごらんください。 

 資料５の別紙の２で、前回の技術審議会でのご意見を踏まえまして、対象とする調査・予

測・評価の項目に放射性物質を追加するというものでございます。ちなみに、さいたま市環境

影響評価条例の一部改正については、放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除し、

放射性物質の影響を環境影響評価項目に含めることとしております。この改正条例につきまし

ては、平成27年10月26日にもう公布済みでございます。 

 最後の３点目についてなんですけれども、こちらは資料はないんですけれども、一応、技術

指針中の簡単な語句の見直しを考えております。こちらは、過日開催をいたしました、さいた

ま市立病院建設事業に関するさいたま市環境影響評価の技術審議会の第１回の委員会において、

山下先生のほうからご意見をいただきました。指針の中でいろいろ古い言い回しの表現がちょ

っと幾つかありまして、そちらの中で、「伝ぱ」という表現を「伝搬」に改める。またあわせ

て、「低周波空気振動」という表現もございますが、こちらも「低周波音」という形の表現に

改めさせていただきます。 

 なお、これらの改正にあわせまして、必要な語句の修正も行ってまいる予定でございます。 

 さいたま市環境影響評価技術指針の改正についての説明は、概要としては以上でございます。

よろしくお願いします。 

○永澤会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご意見、ご質問いただきたい

と思います。 

 このコミュニティの分については、前回の審議内容を受けて、より定量的に評価できる分に

絞ったという考え方でよろしいですか。 

○武井参事兼課長 はい。コミュニティそのものについては、ソフト面につきましては、評価

手法ということについては、もう少し検討させていただく必要があると感じております。そこ

で、今、課長補佐のほうからもご説明がありましたとおり、ハード面を広げることによって対

応していくという形で考えております。箱物だけではなくて、例えば公園、広場、祭りが行え

る場所とか、 あるいはママ友のコミュニティの場とか、そういう場所に対する評価を行って

いくという形で考えております。 

○永澤会長 この部分は、施設から全体の場に拡大して、同様の評価を行うということになっ

たということです。 
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 23の安全に関しては、放射性物質が入ったことによって、全体を危険物として文案を整理し

たということでよろしいですね。 

○武井参事兼課長 条例の改正につきましては、環境基本法の改正、それから一連の環境法令

を、環境基本法に基づいて一括で改正する法令の中で、従来は、放射性物質については原子力

基本法の法体系の中で規制しておりましたので、環境法令からは除くという規定が各法にござ

いましたが、あの3.11の事故以来、放射性物質が一般環境中に大量に排出されたことによって、

大気汚染防止法や水質汚濁防止法といった法令でも、環境大臣に常時監視の義務が規定されて

おります。環境影響評価法についても同様に、放射性物質については適用除外とされていたも

のが、改正されて適用となっております。それと同様に、市の条例についても放射性物質を適

用としておりますので、それに関連して技術指針についても放射性物質を加えるということに

なります。 

○永澤会長 よろしいでしょうか。何か。 

○岩﨑委員 １点だけちょっと確認したいのです。コミュニティ活動が行われている場という

定義でされているのですが、これを例えばある人は、そこを場と言う人もいれば、ただ数人が

集まって話をしているというような捉え方もあり、非常に定義が曖昧過ぎるような気がするの

ですが、何かその辺でお考えがあるでしょうか。 

○武井参事兼課長 ご指摘のとおりだと思います。コミュニティそのものを評価対象としよう

としたときも、コミュニティの定義ってそもそも何なんだろうなというのが、まず１つの考え

るところだと思っておりました。確かにコミュニティの場というのも、広く捉えれば本当にち

っちゃいところまでとなってきてしまうのですが、そこら辺につきましては、あえてばっちり

定義するのではなくて、環境影響評価というのは、事業者が事業特性あるいは地域特性に応じ

て評価項目を選定する、評価の仕方も選定するということになっておりますので、ここは、コ

ミュニティの場という形を、明確に定義づけしないで、そこは事業者の裁量で、どこを調査の

対象、予測の対象にするかというのは検討していただきたいと思っているところです。 

○永澤会長 今のその岩﨑先生のご懸念は、例えば調査内容を割にはっきりさせていることで

大丈夫でしょうかね。この調査内容というのは、アとイの項目でもうほとんど決まっているの

で。確かにその場ということは、場所ではなくて場だからということですよね。 

○岩﨑委員 先ほどの定義はわかるんですけれども、何かちょっとまだぴんとこないなという

ところがある。 

○武井参事兼課長 そうですね、場所という意味で「場」と使っておるところですが、場所と
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しても大きな差はないと思っております。 

○永澤会長 場所のほうがより具体的にはなると思いますね。行える場だと、時間とか何かも

関係するかもしれないし、祭りの開催時期をずらしたというのが影響にカウントされるかもし

れないので、もしそういう意味ではっきりさせるのであれば、場所、あるいは何か適当な、場

所だというのを特定する言葉のほうが。 

○武井参事兼課長 了解いたしました。「コミュニティ活動が行える場」ということではなく

て、「場所」という形で検討したいと思っております。ありがとうございます。 

○永澤会長 実際に調査内容としてアとイの項目があるので、我々のような、ある意味、科学

的な調査では、定量的でない指針に関しては評価できないということですので、これで相当特

定されるとは思いますので。 

 ほかに何かご質問ございますか。 

○四ノ宮委員 すみません、23番の安全についてということで、放射性物質が入るということ

でございますけれども、これが項目に入るというのは、いつから適用ですか。この先ほど見た

計画書のほうにはもう既に放射性物質の名称が入っていたと思うんですけれども、そちらにつ

いて教えてください。 

○武井参事兼課長 実は、既に公布はしておるのですが、施行期日につきましては来年の10月

１日としております。これは考え方としては、環境影響評価法も施行から２年､実は置いてい

るのですが、あくまでも調査計画書ではなくて評価書が出た事業から適用するという形にして

おります。計画書とか準備書というのは仮の書面ですので、あくまでも確定図書の評価書が来

年の10月１日に適用されたものから適用するという形としております。ちょっと経過措置とし

てはわかりづらいのですが。 

 なので、調査計画書が始まるものについては、もし10月１日以降に評価書が提出された場合

は、放射性物質をやっていないと手戻りということになりますので、先ほどの病院建設事業の

計画書についても、先取りして放射性物質を対象項目に加えております。 

○永澤会長 これは対象が病院であるということなので、もちろん放射性物質がある可能性が

ある。それから、以前にも例えば廃棄物の処理施設なんかの場合にもそういう項目を入れたこ

とがありまして、個々の場合にもう既に可能性があるものには入れているので、今後はともか

く、計画書が出たときにそういうことを評価しないといけないということになると。 

 ほかにございますか。 

 はい、どうぞ、渡辺先生。 
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○渡辺（愛）委員 今のに関連してなのですけれども、安全の評価項目じゃなくて、（２）の

エですか、周辺の土地利用等の状況とあるんですけれども、これは過去の利用状況等も含めて

ですか。 

○武井参事兼課長 基本的には、安全というのは、今後の安全に対する調査・予測になります

ので、この調査時点の周辺状況ということになります。 

○渡辺（愛）委員 そうですか。放射性物質を含めるようになりましたけれども、たまに昔の

時計の塗料とかそういったものが埋まっていて、それが出てくるということがあると思うので、

過去にどういう状況で使用されていたかということも可能な限り把握しておいたほうがいいと

思うのですけれども。 

○武井参事兼課長 もし改変する土地でそういう状況があれば、そういったことについても、

放射性物質というのは評価の対象になります。 

○永澤会長 ほかにありますか。 

○大窪委員 コミュニティのところの調査方法についてちょっとお伺いしたいのですけれども、

現地調査により行うということですが、評価項目としては、例えば環境影響要因と調査・予

測・評価の項目というのがありまして、その史跡・文化財の評価結果みたいな形で、地域で行

われている祭りであるとかコミュニティ施設というのを列挙して、それで、こういう活動があ

りますよということをそのコミュニティの調査結果として求めているのか、それとも、それよ

りも、いろいろこういうコミュニティ活動というのを列挙した上で、それぞれが行われている

場所に対して、例えば振動がこれぐらいとか、あとは大気汚染があるとか、そういう定量的な

というか、はからないとわからないような影響を調べるところまで求めているのか、その辺に

ついてちょっと教えていただければと思います。 

○武井参事兼課長 コミュニティの調査方法は、一定範囲、調査地域内のコミュニティ施設、

それからコミュニティ活動が行われている場所について、まず、どういう場所があるかという

のを調査して、そこで、どういう活動が行われるかということも調査いたします。その上で、

例えば工事の騒音や振動、粉じん等の影響があるかどうか、工事の評価というのは、騒音であ

ればコンター図等で示しますので、距離がわかれば、どの程度の騒音の影響が出るか、大気汚

染の影響が出るかというのは定量的に行えるところでございます。さらに交通の影響につきま

しても、交通環境との重ね合わせである程度定量的な予測も可能と考えております。 

 ただ、あくまでも定量的な予測が全てということではございませんので、定性的な予測、事

業者が実行可能な範囲でどれだけコミュニティへの影響を軽減したかということも含めて評価



－32－ 

する形になります。 

 以上です。 

○大窪委員 ありがとうございます。 

 では、大気質とか、そういう振動、悪臭、水質とかの評価地点というか調査地点に、代表的

なコミュニティ施設を含めるみたいな形ですかね。 

○武井参事兼課長 そうですね、大気とか騒音、振動も、調査地点というのは調査地域内に設

定するんですが、敷地境界のほかに、環境保全上配慮が必要な施設として、大気や騒音の調査

の中で調査地点を施設という形で設定する場合があります。コミュニティ施設であるとか、あ

るいは住宅もそうなのですが、コミュニティ施設の中でというよりも、必要に応じて大気とか

騒音の中で影響を数値的に把握するには、そちらのほうでコミュニティ施設、あるいは場所と

いうものを大気や騒音の予測地点として設定することになると思います。 

○大窪委員 はい、わかりました。ありがとうございました。 

○永澤会長 多分、例えば大気とか騒音とかいうのは、施設境界の境界線ではかっていますの

で、一番問題になるのは、交通とかそういうところだと思うんです。 

○武井参事兼課長 そうですね。交通ですと、調査地点というのは交差点になる場合が多いの

で、その影響を、施設を調査地点という形にはしないことになりますので、交通の影響は、コ

ミュニティのほうで交通環境との重ね合わせで類推して評価していくという形になると思いま

す。 

○大窪委員 では、交通について、例えばどこかの公民館へのアクセス時間みたいなものも評

価項目として新たに含めるといったような話ですかね。 

○武井参事兼課長 交通については、やはり交通の調査・予測では、施設を対象にしたアクセ

ス時間とか、そこまでやる事例は、そこまで施設に対する影響ということをやる場合は余りあ

りませんので、やはりコミュニティ施設のほうで、施設の利用時間とかそういったものを調査

した上で、交通の予測結果と比較して評価していくことになると思います。 

○大窪委員 はい、わかりました。 

○永澤会長 今度の改正の別紙１の予測内容のところに、交通手段の阻害のおそれの有無とか

程度とかというのが書いてあるのは、そういうところじゃないんですかね。 

○武井参事兼課長 そうですね、はい。 

○永澤会長 ほかによろしいですか。 

 ３の環境影響評価技術指針中の語句の見直しに関しては、これは専門の山下先生からご意見
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があったのかと思いますが、なるべく現在使われている言葉に合わせたほうがよいと思います

ので、こういうことでいかがでしょうか。 

 これで、１、２、３それぞれ、特にご意見ございませんか。 

 特になければ、議事２のこの項目に関しても、今、委員の先生方からいただいたご意見を踏

まえて答申に反映させたいと思っております。 

 それで、答申の素案の作成は事務局にお願いしまして、一度、委員の先生方にお送りしてご

確認いただきますけれども、最終的には私と事務局でその最終意見をまとめて判断したいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○永澤会長 ありがとうございます。 

 それでは、最後に事務局からその他に関して何かございますか。 

○大谷課長補佐 それでは、事務局のほうから幾つかあります。 

 本日の議事録につきましては、市のホームページに掲載させていただきますので、その前に

委員の皆様に電子メール等でお送りをさせていただいて、内容をご確認いただきたいと思って

おります。 

 また、答申につきましては、今回ご欠席された委員の方にもご意見をいただいた上で作成し

てまいりたいと思っております。その後、素案について皆様にご意見等をいただき、永澤会長

の最終判断をいただいて確定したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、さいたま市立病院の建設事業に関する市長意見につきましては、審議会答申をもとに

書面で作成をしたいと思っております。先ほどの資料２にもあったように、市長意見の期限は

１月４日までとなっております。市長意見書は事業者に送付をいたしますが、その内容につき

ましては委員の皆様にもご報告をしたいと思っております。 

 次の審議会の予定の内容につきましては、さいたま市新クリーンセンター整備事業の事後調

査書、工事中その２が12月に提出される予定となっております。今月中ですね。事後調査書が

提出され次第、委員の皆様にその旨を通知させていただくとともに、図書を送付させていただ

きたいと思っております。予定どおり手続が済めば、平成28年３月の末ぐらいに技術審議会を

開催することになると思いますので、年度末でお忙しい時期とは存じますが、委員の皆様にお

かれましてはどうぞよろしくお願いしたいと思っております。 

 また、さいたま市の環境影響評価技術指針につきまして、今回の審議会でもご審議いただい

たところでございますが、現在、事務局において、もう一つ、別表３の改正も予定しておりま
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す。別表３は、環境影響評価要因と評価の項目が表になっているものですが、法アセスの手法

に準じまして、環境影響評価要因を区別して、区分して明確化することを検討しております。

改正案につきましては、次回の審議会開催が３月予定と言いましたが、その１カ月ぐらい前、

２月中に委員の皆様へ素案という形でお送りさせていただいて、次の３月の審議会でご審議を

いただくような形で対応してまいりたいと事務局のほうで考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

○永澤会長 それでは、何か今の件に関してご質問ございますか。 

 特になければ、それでは、これをもちまして議事を終了いたします。 

 傍聴の方はご退席願います。 

（傍聴者退室） 

○永澤会長 それでは、事務局にお返しいたします。 

○武井参事兼課長 長い間ご審議をいただきまして、まことにありがとうございました。 

 以上をもちまして、第21回さいたま市環境影響評価技術審議会を終了させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

午前１１時４３分閉会 


