
　今年3月に開始した、公田小下交差点および市道桂町24号線の改良工事

が、7月4日に無事完成しました。

　この工事は、公田小下交差点付近の安全対策の一環と、横浜環状南線の

試験施工時の車両搬入を目的に実施したもので、地域の皆様からのご要望

もふまえ、歩道整備や車道の拡幅、交差点形状の改良を行いました。また工

事中も、4月の小学校入学式までに仮設歩道を整備するなど安全確保に努

め、完成後は、皆様から「車が走りやすくなった」「歩行者の危険が減った」

という声をいただいています。

　引き続き、地域の安全を第一に、現地調査と技術的な検討を行った上で

事業を進めてまいりますので、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
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1143 神奈川県横浜市
旭区南本宿町21番地の1
東日本高速道路株式会社
関東支社　横浜工事事務所

　　「工務課」　行

※住所・氏名などは差し支えない範囲でご記入ください。
※このアンケートは、事業に関する認知度の把握や意見の収集、
　本誌記事の作成、移動相談室の申込み・問合せ受付に利用する
　ことを目的とします。また、個人を特定しない方法でデータ集
　計し、公表する場合がありますので、予めご了承ください。

郵 便 は が き

横浜旭局
承認

住所 （〒　　　－　　　　　）

氏名　　ふ り が な 電話番号

（        ）

職業 年齢 性別

歳 男・女

料金受取人払郵便

この郵便物は
平成21年3月
31日まで有効

 期間とします。
  （切手不要）

公田小下交差点と市道桂町24号線の改良工事が
完成しました。ご協力ありがとうございました。 　横浜環状南線は、横浜横須賀道路釜利谷ジャ

ンクションから国道1号を結ぶ、延長約8.9km

の自動車専用道路です。横浜環状道路の南側区

間であるとともに、首都圏中央連絡自動車道（圏

央道）の一部を構成しており、約7割がトンネル・

掘割構造となっています。

圏央道ー横浜環状南線（よこかんみなみ）

※未開通区間のIC・JCT名は仮称です。

http://www.yokokan-minami.comhttp://www.yokokan-minami.com

東日本高速道路株式会社
関東支社 横浜工事事務所

圏央道ー横浜環状南線の現在の進捗状況などを、沿線の皆様にお知らせする広報紙です。
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工事開始前の
市道桂町24号線

　横浜環状南線や横浜横須賀道路でのエコロー

ドの取組みをご紹介する『エコハイク』は、多数

のご応募をいただいたため、2回に分けて開催し

ました。参加いただいた約30名の方には、希少植

物とその生育環境を創出した「新ひょうたん池」

をはじめ、さまざまな環境保全の取組みを楽し

みながら見学していただきました。次回の『エコ

ハイク』は秋頃を予定しています。

“自然にやさしい道づくり・エコロード”を体験する
現地見学会『エコハイク』を開催しました。

「エコロード」とは？

　自然や動植物に配慮した道づくりのことで、環境へ
の影響をできるだけ小さくする方法と、動植物が生き
ていける環境を新たに創出する方法があります。▲「ホタル水路」を覗くと、いろ

　いろな生き物を観察できます

ガクアジサ
イが咲いて
いました

カエルも元
気に生息中

▲好天に恵まれて気分は爽快

参加者の方から、こんなご感想をいただきました。参加者の方から、こんなご感想をいただきました。

★60代女性
いつも犬の散歩で歩いている
道でしたが、知らなかったことを
たくさん教わりました。
これから周りの自然環境に
目を配りながら歩こうと思います。
とても楽しかったです。
ありがとうございました。

★30代女性
調整池でウシガエルを
３匹も見ることが
出来たのが
たのしかったです。

★50代男性
大変勉強になりました。

工事開始直後の
公田小下交差点

▲歩道整備や車道の拡幅で、より安全に ▲交差点部の道路を切り回し、交通の流れをスムーズに
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●「よこかんみなみ vol.14」で関心を持たれた記事
　はありますか？

　□公田小下交差点・市道桂町24号線改良工事完成
　□エコロード現地見学会『エコハイク』開催
　□環境保全に対する取組み　
　□シールド工法の適用性について　
　□よこかんみなみコミュニケーション広場開催
　□相談窓口、移動相談室　　□特になし
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

●横浜環状南線についてどのようなことが知りたい
　ですか？

　□道路計画、道路構造　　□事業の進捗状況
　□環境対策           □開通効果
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

●横浜環状南線事業へのご意見をお聞かせください。
   （このハガキによるご質問にはお答えいたしかねます。ご了承ください。）
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◆ご協力ありがとうございました。
　お送りいただいた方には、粗品を進呈いたします。

アンケート
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東日本高速道路株式会社 関東支社
横浜工事事務所 工務課

〒241-0833  横浜市旭区南本宿町21-1
℡. 045-352-3771（代表）  http://www.e-nexco.co.jp

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 計画課
〒221-0855  横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2

℡. 045-316-3536
http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/

横浜市 道路局 横浜環状道路調整部 事業調整課
〒231-0017  横浜市中区港町1-1

℡. 045-671-2778
http://www.city.yokohama.jp/me/douro/hashira/minami.html

鎌倉市 都市整備部 国県道対策担当
〒248-8686  鎌倉市御成町18-10

℡. 0467-23-3000（代表）
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/

＜お問合せ／横浜環状南線に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください＞ 

釜利谷庄戸上郷桂台公田岩瀬笠間飯島田谷小雀原宿

地  質  調  査

設計・用地説明

用 地 買 収 ※1

工        事 ※2

◎上記の表は進捗状況を模式的に表したものです。　※1 用地買収は、買取要望
　により買収したものを含んでいます。　※2 工事は、準備工事も含めています。完 了 未 了 工 事

■よこかんみなみ移動相談室

　沿線や周辺地域の皆様のお申し込みにお応えして、地域
の公民館や学校、職場などにスタッフが直接お伺いして行
う「移動型」の相談室です。

                         TEL：045-352-3771（代表）

                            受付時間:月～金／10：00～17：00

                            NEXCO東日本（東日本高速道路株式会社）

                            横浜工事事務所　工務課

                          「よこかんみなみ移動相談室」係

よこかんみなみに関するご質問・ご相談にお応えしています。

お申込み
お問合せ

お気軽にお電話
ください。

よこかんみなみ事業用地の買収率は現在約62％です。

平成20年6月末現在

実施中

■相談窓口

　横浜環状南線について、疑問や
不安に感じていることをご相談い
ただける窓口です。パネルや模型
の展示も行っています。

 【日程】7/24  8/7・21  9/11・25
 【場所】栄第一水再生センター
  　　　　（JR本郷台駅より徒歩4分）　
 【時間】午前10時～午後4時

　現在、住民の皆様と話し合いを行いながら、調査・設計・用地買収などを進めています。今後準
備が整った段階で工事に着手し、平成27年度までの開通を目標に事業を進めてまいります。

社員一丸となって【グリーンプロジェクトよこかんみなみ】を推進します。社員一丸となって【グリーンプロジェクトよこかんみなみ】を推進します。

環 境 保 全 に 対 す る 取 組 み

「桂台」「公田」「笠間」の３つの区間のトンネルでは、
シールド工法の適用性が認められました。

「よこかんみなみコミュニケーション広場」
今年度も大船駅からスタートしました。

　6月27～29日、大船駅で今年度最初となる「第8回よこ

かんみなみコミュニケーション広場」を開催しました。こ

の活動は、横浜環状南線の開通効果や進捗状況を、パネ

ル・模型などを使ってお伝えするもので、今回は約2,400

名の方にご来場いただきました。今後の開催予定は、［よ

こかんみなみWebサイト］などでお知らせします。

　横浜環状南線では、道路建設による周辺環境への影響をできる限り小さくし、

貴重な自然を守るために【グリーンプロジェクトよこかんみなみ】に取組みます。

　その一環として、6月から公田小下交差点付近の事業用地内に「公田グリーン

センター（仮称）」を設け、私たちNEXCO東日本の社員が沿線地域で採取した植物

の苗を育成しています。この取組みは、すでに庄戸地区でも始めており、3～4年

後には、成長した苗木を盛土のり面などに移植して、造成によって一度はなくなっ

てしまう樹林の早期復元を目指します。

　また、釜利谷地区で種子を採取し、滋賀県の

NEXCO緑化技術センターで播種～育成を行っ

ているシイやクヌギなどの郷土種についても、

発芽から3年ほど経った苗木は「公田グリーン

センター」に移して養生した後、切土のり面の

樹林化や環境施設帯（※）への植樹に利用するこ

とで、高速道路周辺の緑化に役立てる計画です。

完成した「公田グ
リーンセンター」

採取した苗は1本ずつ
丁寧に鉢に入れます

種類ごとに分類
した約1000鉢の
苗木を大切に育
成していきます

　近年、都市部でのトンネル施工技術が急速に進歩し
ています。特に「シールド工法」は、周辺地域への影響
をより小さくできる、安全で信頼性の高い技術として
　　　　　　　　　　期待されており、東京湾アク
　　　　　　　　　　アラインや首都高速中央環状
　　　　　　　　　　線などで採用されています。

シールド工法の断面図
出典：国土交通省資料

シールド工法イメージ図

※環境施設帯

沿道の生活環境保全を目的に、幹線道路の車道の外側に植
樹帯や歩道・自転車道などを設ける道路の部分のことです。

▼事業用地内で芽
　を出している苗
　を社員自ら採取

「公田グリーンセンター」の愛称募集！
　地域の方々とともに環境保全に取組
みたい、そんな思いで作った育苗施設
に、皆様が親しみやすい愛称をつけて
ください。ご応募は本紙アンケートはが
きか、［よこかんみなみWebサイト］で。
http://www.yokokan-minami.com

■本紙でご紹介した「公田グリーンセンター（仮称）」の
　愛称について、皆様のアイディアをお寄せください。

〈愛 称〉

　横浜環状南線のトンネル工事で、「シールド工法」を採用できるかどうか

について、昨年12月から専門的な知見を踏まえて検討しています。

　5月に行われた第2回検討会では、5つの区間のトンネルのうち、「桂台」

「公田」「笠間」の3つの区間で、『シールド工法の適用性がある』との結果が

得られ、今後さらに詳細な検討を進めていくこととなりました。

　　　　　　　　　　　　　　　詳しい情報は、［よこかんみなみWebサイト］

　　　　　　　　　　　　　　をご覧ください。
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