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1470 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27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。

工事中の安全対策

工事中の環境対策

 ・ 工事現場への立入り防止
のため、写真のような仮囲
いを設置します。
 ・ 工事用車両の出入口など
に交通誘導員を配置し、歩
行者などの安全を確保し
ます。
 ・ 工事用車両が分かるように、右のような車両プレー
トを車のフロントの見えるところに表示します。

 ・ 工事では、低騒音型の建設機械を使用します。
 ・ 工事で発生する騒音・振動について、計測を行い、環境に配慮して工事を進めます。
 ・ 土を運搬するダンプトラックについては、安全運転を徹底させるとともに、積載量
の計測や、タイヤの洗浄、走行中に土が飛ばないようにするシートがけなど、環境
への配慮をしてまいります。

工事の計画について、ご説明を行っています！

　工事の計画について、準備が整ったところから、工事箇所に隣接する町内会、自治
会などにご説明しています。今後も工事を行う周辺の皆さまには、ご説明やお知ら
せを行ってまいります。

 ▲ 仮囲いの例

 ▲ 車両プレート例
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　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割がトンネルなどの地
下構造となっています。

圏央道‒横浜環状南線（   　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　 では、6箇所の工事を発注しています。
さらに、現在、新たに14箇所の工事を発注する予定です。関係
する地域にお住まいの皆さまには、工事の現場着手前に工事
の計画をご説明してまいります。工事期間中、何かとご迷惑を
おかけすると思いますが、安全第一で工事を進めてまいります
ので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　  では、
6箇所の工事を発注しており、引き続き
新たな工事の発注を予定しています



●「よこかんみなみ vol.33」で関心を持たれた記事は
　ありますか？
　□よこかんみなみでは、6箇所の工事を発注しており、
　　引き続き新たな工事の発注を予定しています
　□工事の計画について、ご説明を行っています！
　□事業認定申請に向けた説明会を開催しました　
　□JR大船駅北改札笠間口コンコースで
　　「よこかんみなみコミュニケーション広場」を開催！
　□〈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！
　□事業用地の用地進ちょく率  □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　　□事業の進ちょく状況
　□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。

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

℡. 045-311-2981（代表）

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2-6

℡. 045-671-2759

http://www.city.yokohama.lg. jp/doro/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： 5/8・21  6/12・26
         5/21（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15分～16時45分

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）

2014.5

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。

事業用地の用地進ちょく率は現在約80%です。

地　質　調　査　

設計・用地説明

工         事　　　※

平成26年
3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、進ちょく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

用地進ちょく  

JR大船駅北改札笠間口コンコースで
『　　　　　　　　 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

　3月27日（木）・28日（金）の2日間、JR大船駅北改札笠間口コ
ンコースにおいて「　　　　　      　　 コミュニケーション広
場（第22回）」を開催し、                             事業のPRを行い
ました。改札口付近などでキャンペーンのチラシを配布。興味を
持っていただいた皆さまに、模型やパネルなどを使って事業をご
説明し、さらにクイズやアンケートを実施しました。特にクイズ
では、スタッフによる説明を受けながらご回答いただくことで、
事業への理解を深めていただきました。クイズとアンケートにお
答えいただいた方には、NEXCOで栽培しているお花の苗をお配
りしました。2日間で約300人近くの方に立ち寄っていただき、
ありがとうございました。

 ▲ チラシを配布  ▲ クイズとアンケートにご協力いただきました

 ▲ 模型を使ってご説明  ▲ お花の苗をプレゼント

首都圏中央連絡自動車道「釜利谷JCT～戸塚IC（仮称）」
及び、「栄IC・JCT（仮称）～藤沢IC」の事業認定申請に
向けた説明会を開催しました

　3月17日（月）に圏央道「釜利谷JCT～戸塚IC（仮称）」（ 　　　　　　　　
　 ）、18日（火）に圏央道「栄IC・JCT（仮称）～藤沢IC」（横浜湘南道路）について、
事業認定申請に向けた土地収用法に基づく説明会を鎌倉市の鎌倉芸術館 大
ホールで行いました。両事業とも、これまで多くの地権者のご協力を得て、 　
　　　　　　　　 では約80％、横浜湘南道路では約69％の用地を取得し
（ともに平成26年1月現在）、順次工事を実施しています。残る用地については、
地権者の皆さまとの交渉を重
ねているところですが、任意で
の交渉だけでなく、土地収用
法に基づく用地取得も視野に
入れ、所要の手続きに着手す
ることにしました。今後も事業
について、皆さまのご理解とご
協力が得られるよう努めてま
いりますのでよろしくお願い
いたします。  ▲ 3月17日の説明会のようす

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！

　3月30日（日）・4月16
日（水）に、     　　　　　
　　  や横浜横須賀道路
での環境保全の取り組み
をご紹介する、『エコハイ
ク（エコロードハイキン
グ）』を行いました。応募
された10名の方にご参
加いただき、釜利谷ジャ
ンクション周辺で取り組
んでいる自然環境保全対
策などを実際に見学して
いただきました。

 ▲ 釜利谷ジャンクションにある新ひょうたん
池で環境保全対策についてご紹介


