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平成 30 年度第 1回浜松市環境影響評価審査会 議事録 

１ 開催日時  平成 30年 5月 15 日（火） 午後 3時 00分から午後 4時 30 分 

２ 開催場所  浜松市シルバー人材センター 2 階会議室 

３ 出席状況 

浜松市環境影響評価審査会委員（○印のある委員は出席） 

○ 雨谷 敬史 静岡県立大学食品栄養科学部 教授 会長 

○ 岡島 いづみ 静岡大学工学部 准教授 

- 岡田 恭明 名城大学理工学部 教授 

○ 加須屋 真 常葉大学社会環境学部 非常勤講師 

○ 寒竹 伸一 静岡文化芸術大学 副学長 

○ 木嵜 暁子 静岡大学理学部 准教授 

- 小杉山 晃一 常葉大学社会環境学部 准教授 

○ 酒井 奨 一般財団法人エネルギー総合工学研究所 主管研究員 

○ 谷 幸則 静岡県立大学食品栄養科学部 教授 

○ 土屋 智 静岡大学農学部 名誉教授 

○ 橋本 啓史 名城大学農学部 准教授 

○ 平井 一之 一般社団法人静岡県環境資源協会 専務理事 副会長 

- 宮崎 一夫 遠州自然研究会 事務局長 

○ 向井 貴彦 岐阜大学地域科学部 准教授 

○ 横田 久里子 豊橋技術科学大学建築・都市システム学系 准教授 

事務局 

環境部 影山環境部長、藤田環境部次長（環境政策課長） 

環境政策課 高橋課長補佐、足立主幹、今井主任、北村主任、久米主任 

環境保全課 跡見主任、野代主任 

４ 傍聴者   1 名

５ 議事 

 （１）会長・副会長の選任 

  （２）説明事項 浜松市における環境影響評価の現状 

  （３）審議事項 一般国道 474 号三遠南信自動車道（水窪～佐久間）環境影響評価準備書について 

６ 作成者   環境政策課企画調整グループ 今井

７ 記録の方法 発言者の要点記録
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１ 開会

事務局 ただいまから、平成 30年度第 1回浜松市環境影響評価審査会を開催する。 

まず初めに、この度、任期満了に伴う委員の改選を行ったので、委嘱書を交付さ

せていただく。

≪委嘱書交付≫

２ 挨拶 

影山環境部長 皆様方におかれては、お忙しい中ご出席いただき厚くお礼申し上げる。

また、日頃より、本市の環境行政、市政全般に多大なご理解とご支援をいただき、

重ねて厚くお礼を申し上げる。 

これまで、この審査会で審査を行ってきた「浜松市新清掃工場及び新破砕処理セ

ンター建設」については、本年度より工事に入っていく状況となっており、来年度

以降、工事中の事後調査の状況について事後調査報告書で報告させていただき、審

査をお願いすることになる。 

先ほど委嘱書を交付させていただいたが、任期は 2年となるので、よろしくお願

いする。 

本市では、平成 28 年 10 月に条例を施行し、県条例からの経過措置案件 3件を含

む 4件の審査を行っているが、環境影響評価の審査には高い専門性を必要とするた

め、委員の皆様からのご意見を賜りながら審査を行っていきたい。 

委員の皆様におかれては、それぞれ本来の業務がある中、貴重なお時間をいただ

くこととなるが、皆様のご協力のもと、本審査会において、活発な議論が展開され、

本日の会議が有意義なものとなるようお願いして、挨拶に代えさせていただく。 

３ 議事 

（１）会長・副会長の選任 

事務局

土屋委員

事務局

本日は浜松市環境影響評価審査会委員 15 名中 12名が出席し、過半数に達してい

るため、浜松市環境影響評価条例第 60条第 2項により、審査会が成立したことを

報告する。 

浜松市環境影響評価条例第 58条第 5項により、会長及び副会長を委員の互選に

より選任をお願いしたい。 

事務局案はあるのか。 

 事務局からの提案として、前年度まで、本審査会において副会長としてご尽力を

いただいた、雨谷委員に会長をお願いしてはどうかと考えているがいかがか。 

全委員 （異議なし） 

事務局 委員の皆様の賛同が得られたので、雨谷委員に会長をお願いする。引き続き、副

会長の選任を行うが、委員の皆様いかがか。 
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雨谷会長 浜松市環境影響評価条例制定時に浜松市環境審議会環境影響評価部会において

部会長を務め、環境影響評価制度に関し知見を有している平井委員にお願いしては

どうかと考えるがいかがか。 

全委員 （異議なし） 

事務局 委員の皆様の賛同が得られたので、平井委員に副会長をお願いする。それでは、

雨谷会長と平井副会長から一言ずつご挨拶をお願いしたい。 

雨谷委員 環境影響評価と言うと、開発を行うときに持続可能な開発を行っていただくため

に設けられた制度である。子孫に胸を張って残せるものがあるかを審査会でも審議

いただくことになる。制度があるだけでも事業者に配慮をさせるということで効果

があると考える。形式的な意見ではなく、委員の皆様の意見が最大限に反映される

実りのある審査会にしていきたいと考える。 

平井委員 この浜松市環境影響評価条例の制定時に浜松市環境審議会の会長と同審議会環

境影響評価部会の部会長を務めさせていただいた。静岡市の環境影響評価審査会の

会長も務めたことがあり、環境影響評価制度についてはだいたい把握しているつも

りであるので、しっかりと雨谷会長のサポートをしていこうと思う。 

事務局 浜松市環境影響評価条例第 60条第 1項により、会長が会議の議長になると規定

されているため、ここからの進行は雨谷会長にお願いする。 

雨谷会長 では、初めに会議及び会議録の公開について、確認する。

本日の審査会を進めるに当たっては、個人情報や貴重な動植物の生息・生育地に

関する情報を扱う予定は無いので、公開審議としたいがいかがか。

全委員 （異議なし）

雨谷会長 それでは、本日の会議及び会議録については公開とする。

また、会議録は事務局で作成し、「浜松市附属機関の会議録の作成及び公開に関

する要綱」に基づき、発言した委員の名前を記載の上、公開する。

 （２）説明事項 浜松市における環境影響評価の現状 

雨谷会長 それでは、事務局から「浜松市における環境影響評価の現状」についてご説明い

ただく。 

事務局 ≪資料 1-1、資料 1-2 に基づき説明≫ 
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酒井委員 資料 1-1 の①「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター建設」の事業について、

冒頭の挨拶で工事着工の段階との話があったが、処理方式やプラントメーカーは決

まっているのか。 

事務局  決まっている。 

雨谷会長  資料 1-1 の①から④の事業は、資料 1-2 の手続フローではどの段階になるのか説

明をお願いする。 

事務局  ①は事後調査計画書の市長意見を発出した段階、②は評価書が提出された段階、

③は準備書についての市長意見を発出する直前、④は環境影響評価法の対象案件の

ため、条例との比較は参考となるが、方法書の市長意見が発出された段階と考えて

いただきたい。 

雨谷会長 風力発電事業について、環境影響評価の手続を早く進めるよう環境省が発表して

いたと思うが、これについて情報はあるか。 

事務局 環境省と経済産業省から、風力発電に係る環境影響評価手続の迅速化について通

知が出されており、早期の事業着手ができるよう、手続を効率的に進めていくこと

が求められている。詳しい内容については、後日、皆様に通知を送付するので、そ

ちらをご確認いただきたい。 

 （３）審議事項 一般国道 474 号三遠南信自動車道（水窪～佐久間）環境影響評価準備書について 

雨谷会長 それでは、事務局から「一般国道 474 号三遠南信自動車道（水窪～佐久間）環

境影響評価準備書」についてご説明いただく。 

事務局 ≪追加資料、資料 2-1、資料 2-2、資料 3-1、資料 3-2、資料 3-3 に基づき説明≫ 

酒井委員 資料 3-1、資料 3-2 は公開される資料か。 

事務局 会議資料として公開する資料である。 

酒井委員 公開される資料だとすると、委員等の意見と事業者の見解が一対一で対応して

いない箇所があり、気になる。具体的な対応策等の記載については市長意見で求

めていくことになると思うが、「土壌汚染対策法の規定に準じて対処」のように一

般的な方針の記載だけで片づけられてしまっているところもある。 

事務局 資料に記載してある事業者の見解については、現段階で事業計画が決定してい

る範囲で事業者が回答しているものであり、どうしても具体的な措置が記載でき

ないというものがあるということは事業者から聞いている。この審査会の資料を

これから修正することはできないが、具体的な環境保全措置等の記載を市長意見
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で求めていくことで、今後提出される評価書等の図書においては、具体的な対応

策が示されるものと考える。 

平井副会長  委員の意見がどのように市長意見に反映されるかが重要である。準備書として

事業者が提出したものに修正が求められる箇所があった場合は、市長意見を反映

していただき、どれだけ評価書に反映させていくのかが重要なところであるので、

資料 4の市長意見（案）について、先に説明をいただきたい。 

事務局 ≪資料 4に基づき説明≫ 

雨谷会長 資料 3-1 の１について、「市長意見等対応（案）」欄の記載では「市長意見には

盛り込まない」と記載されているが、意見の内容としては資料 4「Ⅰ全般的事項」

の 1 にある「科学的に再検討し」に含まれている内容である。そう記載いただけ

れば、我々も納得するし、事業者にも対応を求めることができるのではないか。 

水質についても、自主管理基準値についての意見がいくつも出てきているが、

それらも「Ⅱ個別事項」の水質 2(2)に含められる。 

事務局 今回の審査会資料としての修正は難しいが、市長意見の意図はご指摘のとおり

である。ご指摘の内容については、今後の資料作成に反映させる。 

横田委員 今回の準備書は三遠南信自動車道の一部の区間を対象としたものであるが、先

行して事業を行っている区間で生じた問題・課題を今回の区間に反映させるよう

な視点の意見を含めることはできるのか。 

平井副会長  全般的事項の中で「専門家の指導及び助言を受けた上で」という言葉が何度か

出てくるが、この「専門家」と言うのは誰を指すのか。この場合の「専門家の指

導及び助言」がどのような事なのかを明確にしておく事が大切と考える。 

事務局  専門家の指導及び助言について、市としては特に決まりは定めておらず、事業

者が設置している専門家委員会や当審査会の委員等も含まれると考える。 

専門家の選考については、市が指定することはないが、当委員会の委員に指導

及び助言を受ける際には、事務局を通して行うよう指導することとなると考える。

雨谷会長 三遠南信自動車道の全体の事業と今回の区間の事業との関係について、準備書

の段階まで来てしまっているので難しいかもしれないが、求められることはある

か。 

事務局  環境影響評価を終えて準備書の段階まで進んでいるので、これから、他の区間

の状況を踏まえた現地調査や評価を求めることは難しい。今後、詳細な環境保全

措置や設計を検討する段階で、他の状況を反映させることは可能と考える。 
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雨谷会長 他の区間の事後調査で問題となった箇所について、今回の事後調査で重点的に

行うことを盛り込むことは可能か。 

事務局 可能と考える。 

土屋委員 周辺の区間で生じた環境影響等については、きちんと事後調査で対応するよう

記載するべきであると考える。市長意見（案）でいえば、全般的事項の３に「他

の区間の状況を考慮した上で、専門家の意見を聴き、検討すること」のような記

載が良いのではないか。 

事務局 検討する。 

市長意見の内容について、資料 4 の「Ⅱ個別事項」については、市長意見とし

て求める内容を環境影響評価の項目ごとに具体的に記載してあるが、「Ⅰ全般的事

項」については、全般的事項ということで抽象的な書き方になっているため、市

長意見の趣旨をいくつか補足させていただく。 

１つ目の意見は、評価書を作成するに当たり、準備書に記載した環境保全措置

や事後調査の内容について、当審査会等で出た意見と既に行った現地調査の結果

を踏まえ、環境に影響を及ぼすおそれがないか精査を行い、影響を及ぼすおそれ

がある場合には修正を求めるという趣旨である。 

４つ目の意見は、残土置き場や工事ヤードなどの改変区域が、対象事業実施区

域の外に設定される場合については、現地調査などが十分に行われていない可能

性があるため、市が追加の調査や環境保全措置の要否について審査をするために、

事業変更届の提出を求めるという趣旨である。 

寒竹委員  市長意見の文末が「検討すること」や「努めること」というものがあるが、こ

れでは、検討して終わりになる可能性がある。「実施すること」や「記載すること」

のようにした方がよい。 

事務局 検討する。 

雨谷会長  本日の結果を踏まえ、修正した市長意見（案）を各委員に確認いただくことは

可能か。 

事務局 可能である。市長意見（案）については、今後会長と調整して決定することに

なる。追加で意見がある場合は、明日中に事務局まで送付いただきたい。 

雨谷会長 本日の審議の内容を踏まえ、事務局に市長意見の修正をお願いするということ

でよろしいか。 

全委員 （異議なし） 
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雨谷会長 市長意見（案）についての意見は事務局に送るようお願いする。 

以上で本日予定されている議事は全て終了となるため、進行を事務局へお返し

する。 

３ 閉会

事務局      以上をもって、平成 30年度第 1回浜松市環境影響評価審査会を終了する。


