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環境影響評価準備書 

事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地 

名 称：広島駅南口Ｂブロック市街地再開発組合 

代表者：理事長 前岡眞仁 

所在地：〒732-0822 広島市南区松原町 6番 9号 

対象事業の目的 「第２章 2-1 事業の目的」参照 

対象事業の名称 広島駅南口Ｂブロック第一種市街地再開発事業 

対象事業の種類 大規模建築物の新築の事業 

対象事業の規模 
建築物の高さ 約 190ｍ 

延べ面積 約 128,900 ㎡ 

 

対象事業の実施を予定している区域 

広島市南区松原町５番、６番、７番及び８番の全部並

びに 17 番の一部 

広島市南区猿猴橋町３番の全部並びに７番及び 10 番

の一部 

対象事業の実施に係る工法、期間及び工

程計画並びに供用予定時期 
「第 2 章 2-2-9 工事計画」及び「第 2 章 2-2-10

供用開始予定時期」参照 

対象事業の実施を予定している区域内に

おける施設の種類、規模及び配置計画の

概要 
「第 2章 2-2 事業の内容」参照 

対象事業の実施後の土地又は工作物にお

いて行われることが予定される事業活動

その他の人の活動の内容の概要 
「第 2章 2-2-8 施設計画概要」参照 

対象事業に密接に関連して行われる事業

の内容の概要 

広島駅南口地下広場拡幅と地下接続 

市道南１区 12 号線を拡幅整備 

既存のバス停 2ヶ所にバスバースを新たに整備 

対
象
事
業
の
内
容 

その他既に決定されている対象事業の内

容に関する事項 

広島駅側の 3･3･315 駅前大州線と猿猴川の東部河岸

緑地側の市道南１区７号線を結ぶ通り抜け空間とな

るデッキの整備 

公共駐輪場の整備 

対象事業の実施を予定している区域及びその

周囲の概況 
「第 3章 事業の実施を予定している区域及びその周

囲の概況」参照 

広島市環境影響評価条例第 5条の規定に基づき

行った環境の保全についての配慮の内容 「第 4章 環境配慮事項」参照 

実施計画書について環境の保全の見地からの

意見を有する者の意見の概要及び当該意見に

ついての事業者の見解 

実施計画書に対する市民から提出された意見はなか

った。 

実施計画書について市長が環境の保全の見地

からの検討を行った結果に基づく意見及び当

該意見についての事業者の見解 

「第5章 5-2実施計画書についての市長意見の概要

及び事業者の見解の概要」参照 

対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調

査、予測及び評価の手法 
「第 6章 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び

評価の手法」参照 



環境影響評価の項目ごとに取りまとめた

調査の結果の概要並びに予測及び評価の

結果 

「第７章 調査結果の概要並びに予測及び評価の結

果」参照 

環境保全のための措置 「第 8章 環境保全のための措置」参照 

環境保全のための措置が将来判明すべき

環境の状況に応じて講じるものであるべ

き場合には，当該環境の状況の把握のため

の措置 

「第 9章 事後調査計画」参照 

環

境

影

響

評

価

の

結

果 
対象事業に係る環境影響の総合的な評価 「第 10 章 総合評価」参照 

環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託

して行った場合には，その者の氏名及び住所

（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地） 

名称：株式会社 日建設計総合研究所 

代表者：代表取締役社長 松繩 堅 

所在地：〒102-8117 

 東京都千代田区飯田橋 2丁目 18 番 3号 

対象事業の実施に際して必要な許認可等の種

類及び根拠となる法令の規定並びに当該許認

可を行う者の名称 
「第 11 章 事業に係る許認可、届出等」参照 

対象事業の実施に際して必要な許認可等の種

類及び根拠となる法令の規定並びに当該特定

届出の受理を行う者の名称 
「第 11 章 事業に係る許認可、届出等」参照 

その他 
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