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（仮称）石内東地区開発事業に係る準備書への意見及び質問等について 

 

＜第１回審査会での意見及び質問事項＞ 

意見及び質問の概要 事業者からの回答 該当部分 

第２章 事業の目的及び内容 

都 市 計 画

提案 

  都市計画の提案制度の地権者

は何名いて何名賛成しているの

か。また、都市計画審議会で環境

関係に関する意見は出なかった

のか。（高井委員） 

 当社は、土地の約８割の面積を所有してい 

ます。地権者は８２名で、７４名の方の同意を

得ています。 

  都市計画提案制度を利用すると伺っています

が、開発行為自体はまだ審議会に出ておりませ

ん。（事業者、市） 

準備書 

ｐ．3 

 

道路・交通

計画 

 

五月が丘団地側から商業施設

に多くのお客が来ると思います

が、石内東地区の開発を結ぶよ

うな道路とかは検討されている

のか。（小阪委員） 

団地の一番北東側が伴広島線と開発地区内

の石内中央線と位置づけられている道路と接

続します。ここがおそらく己斐から来て開発地

内に入るメインの道になるので、県警の指導も

ありＴ字型になっています。五月が丘団地の方

は、こちらの方から事業地内においでになると

考えています。 

準備書 

ｐ．9 

広島湯来線の将来交通量は４

万台を超えるような飽和交通量

に近い状態になって、ちょっと

した事で渋滞が起こる道路にな

るぎりぎりの所ではないかと感

じるが如何か。 

右左折が出てくると滞留し、

ボトルネックになる所が出てく

る。それをどのように解決して

いくかという点が問題になると

思う。（高井委員） 

 十分な長さの右折レーンを設け

るとか、それを複数設けるとかの配

慮をお願いする。（堀越会長） 

 御指摘のとおりかなりきつく、混雑度、交通

容量に対して１．５倍になりますが、必ずしも

それがイコール渋滞という考え方にはなりま

せん。道路の一番問題となるのは信号部分が一

番ネックになります。信号部分を管理している

警察と相談しながら交差点の需要率が０．９以

下になるような考えの中で、交通の誘導とか交

通の捌き方を検討しています。 

仮に詰まったら、お客さんを誘導するのに、

必ずしも１箇所ではなくて複数箇所回せるよ

うな考え方の中で出入口を決めながらやって

います。 

準備書 

ｐ．23 

田方法面からの流れを誘導す

るオーバーブリッジの道路計画

は非常にいいが、そこまでの２

か所の交差点を如何に直進させ

るのかが課題と思う。右折禁止

の話は出ていないのか。 

（矢野委員） 

商業施設が来た段階では、看板、若しくは誘

導員の配置等のソフト面での誘導を考えてい

ます。 

業務系に行く道路と住宅系に行く道路に分け

ているので、右折は必要で、県警との協議では、

右折矢印とかで対応させて頂きたいと考えて

います。 

準備書 

ｐ．24 

資料４ 
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意見及び質問の概要 事業者からの回答 該当部分 

道路・交通

計画 

 

広島湯来線は西部流通センタ

ー等の流通の重要なルートであ

り、開発によってこうした業務

への交通量的な影響はないの

か。（土田委員） 

計算上は何とかクリアできています。施設の

出入りを左折イン、左折アウトで、南側からの

車はオーバーブリッジ側に誘導して処理する

よう考えています。 

準備書 

ｐ．24 

緑地・緑化

計画 

全体の３８．７％の緑地比率

のうち２５％の民有地部分の緑

地は、緑地であることをどのよ

うに確認し、保証するのか。 

（フンク委員） 

民有地の緑地は、当社の所有か商業施設用地

の法面の位置付けになると思います。 

山側の公園緑地や法は、主に当社保有で保全

地区の位置付けで残ります。商業施設用地の法

面の緑地に関しては、要請という形ではなく、

強い意味合いで緑地を残すということで、何ら

かの緑地協定を結んでという考え方も検討中

です。 

準備書 

ｐ．27 

雨 水 調 整

池 

完成後の雨水調整池は集中豪

雨等で一気に調整池に流入した

ときに、どのくらいの雨量まで

耐えられる設計になっているの

か。（矢野委員） 

調整池については、昭和２０年９月の雨量パ

ターンをモデルに県が示している安川、石内川

の流量調整の基準よりも低い放流量で容量を

決定しています。 

容量として約８万トンぐらい溜められるよ

うなボリュームで、７０ｍｍ/ｈ、流域面積約１

００ha で単純計算すると数時間が設定される

と思います。２４時間の雨量を対象に後方集中

の波形を一番危ないと想定される中で計算さ

れています。 

準備書 

ｐ．31 

防災計画 土は外に出さないで北側に盛

り土し、かなり高い法面が出て

くると思うが、防災上の安全性

について説明頂きたい。 

（堀越会長） 

 

 

 高さ的には、現在の地山から高さ最大３０

ｍとなります。切った土の試験の結果、盛った

時の状態で地震時（１以上の安全率と震度を考

慮）、常時（１．５以上の安全率）の定数を使

って計算しています。 

地下水対策は、基準では１５ｍ毎に３ｍの小

段を設けることになっているが、５ｍ毎に水平

部分をとり、水平ドレインを小段毎に設けて、

法面が湿潤状態にならないような形で、法面が

より安定的に保たれるように考えています。 

 

準備書 

ｐ．11 
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意見及び質問の概要 事業者からの回答 該当部分 

防災計画 将来、土地を分譲したり、利

用が始まった時、調整池などの

防災施設の管理はどのように行

われていくのか。（土田委員） 

基本的に調整池は数年当社が管理を手伝わ

せて頂いて、最終的に、広島市に移管すること

になります。 

山側の土留工については、既存の水路がある

ところは広島市が管理、既存の水路がないとこ

ろは当社が管理することになります。 

準備書 

ｐ．35 

流入濁度の計算は、一番頻度

の多い弱雨を想定して計算して

いるが、時間的空間的に集中的

な降雨があった時のオーバーフ

ローは大丈夫なのか。 

（堀越会長） 

濁水を下流域に出来るだけ流さないため、一

つの沢に１箇所、２箇所という形で、流域面積

の７～１０％くらいの範囲で各谷頭に仮設沈

砂池を作り、それから超える分については下の

調節池に導水してそこで水を濾すような形で

考えています。 

準備書 

ｐ．39 

第７章 調査結果の概要並びに予測及び評価の結果 

騒音 供用後の道路交通騒音が下が

っている箇所があるが、下がっ

たという予測の根拠を伺いた

い。 

将来の基礎交通量が減ったこと

により、本来なら環境基準を下

わまっていたところを、施設利

用の車によって超えることにな

っているので、シャトルバスの

提供などによって車を減らすと

いうことを積極的に導入して頂

きたい。（中西委員） 

通常は、実測の交通量に開発交通量を載せる

ということが一般的ですが、石内東に限らず西

風新都全体の開発に合わせて道路整備が順次

行われていくため、交通量の推計が困難と判断

し、市と協議しながら、一般的に道路の計画を

する交通量の推計の算定方法を採用していま

す。ブロック単位に分けて、道路センサスに基

づいたＯＤ表（起終点表）により交通量を計算

しています。 

推計年次は、今回の開発が出来上がるであろ

う平成２６年で推計しています。 

準備書 

ｐ223 

 

 

P225 

（現況の）実際の騒音が環境基

準を超えているから、それほど

大きくない騒音が加わってもい

いんだというような解釈はあま

りよくないのではないか。 

（高井委員） 

０．１とか０．２デシベルは、体感上分かり

にくいということで、影響は小さいと判断させ

て頂いています。 

準備書 

ｐ226 

動物・植物 側溝は生物を減らす大きな元

凶になっている。 

這い上がる工夫はすると書い

てあるが、落ちない何らかの工

夫(忍者返し等)をして頂きたい。 

（小阪委員） 

土地利用の外側の道路との境の側溝が一番

落ちる可能性が高いので、小動物を含めて、

そこに来ないような防止策を検討していま

す。 

準備書 

ｐ361 
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意見及び質問の概要 事業者からの回答 該当部分 

動物・植物 

 

北東部のため池はなくすの

か。そこに住む水生の生き物を

何とか生かしてあげたい。 

（小阪委員） 

事業区域内の残留地に湿地環境とか、池がで

きるような形態をとって移植しようと考えて

います。 

 

カンアオイを移植するなら群

落のような形で幼虫が育つよう

な工夫をして頂きたい。 

（小阪委員） 

広いエリアの中で残さないといけないと考 

えており、開発区域の外側に残っている群落を

中心に広げていきたいと考えています。有識者

の助言を頂きながら進めていきたい。 

準備書 

ｐ414 

ギフチョウの関係で絵下山で

サンヨウアオイを移植したよう

な過去の例の実態（絶滅したと

か、また広がって戻っていると

か）があれば教えて頂きたい。 

（高井委員）  

絵下山、白木の産業廃棄物処分場等の事例を

参考にさせて頂きました。移植後５年間は必要

に応じて監視したり、ボランティアの方に管理

をお任せするという実績があると聞いていま

す。本件も同様な調査や管理体制を検討した

い。 

ダムの事例では、定着してサンヨウアオイも 

ギフチョウも繁殖しているということがホー

ムペ―ジ上にありました。 

準備書 

ｐ418 

動植物の予測評価は難しい分

野ではあるが、実行可能な範囲

で低減・代償されるということ

でうやむやにされ、動植物に対

する影響にとって安心していい

かという評価の部分で、良いの

か悪いのか判断できない。一般

の人たちが分かりやすい説得力

を持った評価ができないのか。 

（長谷川委員） 

サンヨウアオイがうまく定着

した八田原ダムのような具体的

な事例で説得力を持たせるとい

うことも必要なのかと思う。 

（堀越会長） 

生き物については、かなり不確実性が高い予

測にならざるを得ず、定量化的な手法までは、

明確に確立されているところまではいってい

ないため、今回は定量化の予測は取り入れてい

ません。その中で事業者として何ができるかと

う所で保全措置を考えさせて頂いて、それを実

行可能な範囲という表現にさせて頂いていま

す。 

 

 

八田原ダムの場合はホームページで、あまり詳

しいデータが出ていないため、そのような表現にさ

せて頂きました。 

要約書 

p41 

p43 
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意見及び質問の概要 事業者からの回答 該当部分 

景観 景観のモンタージュは夏季に

撮影したものを基にしてやられ

ているが、１年間ある調査期間の

中で夏だけを選んで景観を予測

した特別な理由があったのか。 

（長谷川委員） 

常緑樹もかなりあるので、緑の状態が一番よ

くわかる夏場が景観を一番代表できるという

観点で選ばせて頂いています。 

 

準備書 

ｐ462 

お客様をたくさん呼ぶという

意味では、看板は大きなものを立

てるのが主流なのかと思う。色彩

や大きさにも十分に配慮して頂

きたい。（吉田委員） 

西風新都の位置付けとして、広島市が定めて 

いる広告条例より更に厳しい広告の高さなど

を規制されているので、御指摘のようなことに

なるのではと思います。 

準備書 

ｐ463 

温室効果ガ

ス等 

 

緑化とか二酸化炭素を減らす

とか色々な項目で、施設設置者へ

要請することになっているが、ど

のような形（基準を設ける、誘致

に要請を付す等）で要請しようと

考えているのか。 

公共交通手段の推進について

は、既に計画案があるのか。 

（フンク委員） 

信頼のおける企業を選定することが前提で

あると考えています。また、土地の売買契約の

中の特約事項として何らかの記載ができるの

か検討しているところです。 

 

 

公共交通機関事業者として、路線の再編、強

化を検討しています。 

 

準備書 

ｐ498 

 

 


