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1264 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

郵 便 は が き

横浜旭支店

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24年3月
31日まで有効

 期間とします。
（切手不要）

※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、
本紙記事の作成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。

※住所・氏名などは差し支えない範囲でご記入ください。

　圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の一部で、横浜
環状道路の南側区間でもある横浜環状南線は、横浜
横須賀道路の釜利谷ジャンクションと国道1号を結
ぶ、延長約8.9kmの自動車専用道路です。全線の約
7割がトンネル、または半地下構造となっています。
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《グリーンプロジェクト　　 　　　　　　　》※

『鎌倉エコ体験会』を開催しました

　11月15日（月）、鎌倉女子大学岩瀬キャンパス近く
の　　　　　　　　　  建設予定地で、鎌倉市域で初
めての「エコ体験会」を行いました。鎌倉女子大学初等
部4年生の子供たち85名と保護者の方30名、鎌倉市
岩瀬町内会の方23名、それに松尾崇鎌倉市長にもご
参加いただき、シラカシ、スダジイ、コナラなどの「地域
性苗木※」約900本の植樹を体験していただきました。
参加した子供たちからは、「楽しかった」「大きくなるの
が楽しみ」などの感想が聞かれました。また、植樹に先
立ち、鎌倉市の環境学習として紙芝居やクイズも行
い、環境を守ることの大切さを楽しく学びました。
※《グリーンプロジェクトよこかんみなみ》とは、
　よこかんみなみ周辺の貴重な自然を守るため、地域に自生する植物の
「地域性苗木」を、建設予定地に設けた「グリーンセンター」などの施設で
育て、建設する道路の周りに植樹して、できるだけ早く緑化するために
利用していきます。また、地元の皆さまと協
力して植樹を行う「エコ体験会」などを開催
し、地域の皆さまとともに〈エコロード〉の
実現を目指していく取り組みです。

※「地域性苗木」とは、
　周辺の生態系や生物の多様性を守るため
に、地元の樹木の種や発芽したばかりの苗
を採って育てた苗木のことをいいます。

▲土を掘って「地域性苗木」を
　植えていきます

▲みんなで植えた苗木

▲松尾崇鎌倉市長もいっしょに植樹

▲環境学習の紙芝居

0 20 40 60 80 100人

○皆さまからいただいたアンケート結果の一部をご紹介します。
Q.よこかんみなみ（横環南）がどこを通るのか、
　どんな構造か、などをご存知でしたか？

●自由意見より

Q.よこかんみなみ（横環南）に
　何を期待しますか？（複数回答）

ルート・構造とも知っている
40人（19.5%）

ルートは知っている
81人（39.5%）

名前は知っている
68人（33.2%）

ルート・構造とも知っている
40人（19.5%）

ルートは知っている
81人（39.5%）構造は

知っている
4人（2.0%）

名前は知っている
68人（33.2%）

今回はじめて知った
10人（4.9%）

・渋滞緩和に期待します。
・近所なので騒音が心配。
・早期の完成に努力してほしい。
・渋滞緩和によるCO2低減に期待しています。
・車だけでなく歩行者や自転車にも配慮した道路づくりをお願いします。 など

無回答2人（1.0%）
早期の完成を期待

代替路にもなり、
レジャー、業務など移動性の
向上などの効果に期待

CO2の削減など
環境面での効果に期待

特に期待するものは無い

無回答

栄区
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78 11

84 11

29 7

58 5
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5
栄区以外

環状4号線など
周辺道路の事故の減少、
渋滞緩和の効果に期待

■「よこかんみなみを知っている」と回答いただ
いた方は9割をこえ、「ルート」や「構造」を
知っている方も6割いらっしゃいました。

■約半数の方が、これまでと同様に「周辺道路の事
故の減少、渋滞緩和の効果」や「早期の完成」を期
待するという結果でした。

「栄区民まつり」において『　　　　　　　　　
コミュニケーション広場』を開催！
ご来場ありがとうございました

　11月6日（土）に開催された「栄区民まつり」に、
今年も参加させていただきました。「　　　　　        
　　　   コミュニケーション広場（第15回）」も
併せて開催し、　　　　　　　　　  の開通効
果や進捗状況など模型やパネルなどを使ってご
説明し、アンケートも実施させていただきました。
約600人に立ち寄っていただき、205人の方に
アンケートにお答えいただきました。 ▲ブース内で模型やパネルを使ってご説明



●「よこかんみなみ vol.25」で関心を持たれた記事は
　ありますか？
　□《グリーンプロジェクトよこかんみなみ》
　　　『鎌倉エコ体験会』を開催しました
　□「栄区民まつり」において『よこかんみなみ
　　　コミュニケーション広場』を開催！
　□よこかんみなみが開通すると、
　　　沿道の環境はどうなるの？
　□金沢動物園の「エコ森ワンダーパーク2010」に
　　　参加し、環境に対する取り組みをご紹介！
　□12月12日（日）原宿交差点立体化 全線開通!!
　□事業用地の買収率　　□相談窓口、移動相談室　　
　□その他（　　　　　　　　　）     □特になし

●よこかんみなみ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。
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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

〒231-0016  横浜市中区真砂町2-22

℡. 045-671-2759

http://www.city.yokohama.jp/me/douro/jigyochosei/

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/

＜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＞ 

お申し込み・お問い合わせ　～お気軽にお電話ください～
日程：12/22  1/13・27  2/10・24
　　  （12/22（水）以外は木曜日）
場所：栄区役所 会議室
     （JR本郷台駅より徒歩10分）
時間：13時～17時

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
TEL：045-352-3771（代表）  受付時間：10時～17時（月～金）

2010.12

に関するご質問・ご相談にお応えしています。
「よこかんみなみ移動相談室」
　沿線や周辺地域の皆さま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
する「移動型」の相談室です。よこかんみなみについて説
明を行ったり、ご質問・ご意見をお伺いします。

「相談窓口」
　よこかんみなみについて、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。

事業用地の買収率は現在約70%です。

地　質　調　査　

設計・用地説明

用　地　買　収 

工         事　　　※

平成22年
11月末 現在 原宿 釜利谷庄戸上郷桂台公田岩瀬笠間飯島田谷小雀

◎上記の表は、進捗状況を模式的に表したものです。
※準備工事も含めています。工事着手未 了完 了

金沢動物園の「エコ森ワンダー
パーク2010」に参加し、
環境に対する取り組みをご紹介！

　11月6日（土）、7日（日）の2日間、金沢動物園で「森
とエコ」をテーマに自然公園と動物園が一体となった
リニューアル計画のイメージをお知らせする「エコ森
ワンダーパーク2010」が開催されました。横浜横須
賀道路と　　　　　　　　　  がつながる釜利谷
ジャンクションは、金沢動物園に隣接していることか
ら、横浜横須賀道路でのエコロードの整備事例や 　
　　　　　　　 　における環境保全への取り組みな
どをPRしました。ま
た、高速道路のエコに
関するクイズを出題
し、子供たちにも楽し
んでいただきました。
2日間で約950人の
方にお立ち寄りいた
だき大盛況でした。 ▲大盛況のNEXCO東日本のブース

●騒　　音 【昼間／夜間（午後10時～午前6時）】

（注6）振動規制法に基づく道路交通振動の限度

●大気汚染 【二酸化窒素（NO2）／浮遊粒子状物質（SPM）】
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（注5）環境基本法に基づく騒音に係る環境基準
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日平均値の年間98%値（注2）が
0.04～ 0.06ppmまでのゾーン内

またはそれ以下

環境保全目標（注1）

環境保全目標（注5）
昼間：70dB以下
夜間：65dB以下

●振　　動 【昼間／夜間（午後7時～午前8時）】
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0.10mg/m3以下

環境保全目標（注6）
昼間：70dB以下
夜間：65dB以下
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●低周波空気振動
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L50：90dB以下（注7）
 LG5：100dB以下（注8）

参考指標

（注1）環境基本法に基づく二酸化窒素に係る環
境基準

（注2）1年間の測定で得られた1日平均値のう
ち、低い方から98%目に当たる値。

　　　例えば、年間有効測定日が350日の場合、
低 い 方 か ら343番 目（350×0.98＝
343）の値。

（注3）環境基本法に基づく浮遊粒子状物質に係
る環境基準

（注4）1年間の測定で得られた1日平均値のうち、高
い方から2%の範囲にある値を除外した後の
最高値。

　　　例えば、年間有効測定日が350日の場合、
高い方から7個（350×0.02＝7）を除いた
最高値。

（注7）L50（1～ 80Hzの50%時間率音圧レベ
ル）：一般環境中に存在する低周波音圧レ
ベルの中央値。

        指標値90dB以下では、人体に及ぼす影響
を証明し得るデータは得られていません。

（注8）LG5（1～ 20HzのG特性5%時間率音圧レ
ベル）：ISO7196に規定されたG特性低周
波音圧レベル。

        G特性は超低周波音の人体感覚を評価する指
標で、指標値100dBは平均的な被験者が知覚
できるレベル。

「環境影響の照査」の結果
　周辺環境の適切な保全を図るため、平成21年11月に最新データと予測手法を用いて、
「環境影響の照査」が実施されました。下がその結果を示しています。

Q
A

　　　　　　　　　 が開通すると、沿道の環境はどうなるの？

「大気汚染」「騒音」「振動」「低周波空気振動」について
「環境影響の照査」を行い、環境保全目標

※
を満たす結果となっています。

※「低周波空気振動」については参考指標

　　　　　　　　　についての
ご質問にお答えします！

【立体化後】

【立体化前】

12月12日（日）
原宿交差点立体化 全線開通！！

　「県内渋滞ワーストワン」と
されてきた国道1号原宿交差
点（横浜市戸塚区原宿）の立
体化が全線開通しました。

▲原宿交差点立体化イメージ


