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２０１８年７月１９日 神奈川共同行動 

    事業者要請及び議事録 

 

日時：2018年 7月 19日（木）9時 30分～11時 45分 

場所：NEXCO東日本横浜工事事務所会議室 

出席者： 

・連協  比留間会長、田中副会長、高村副会長、大橋副会長、鈴木環境部長、長谷川事務局長 

     塩田、金子、田中（恵） 

・庄戸四町会合同道路委員会   清水会長、渡部総務部長、糠沢 

・支援団体    神奈川労連 神田、川崎公害病患者会 竹之内 

・事業者 

  国交省横浜国道事務所    原田計画課長、工藤 

  NEXCO 横濱工事事務所    佐藤工務課長、田中 

  横浜市道路局  事業調整課 角野課長、周治、長浜、猿橋 

          建設課   木村係長、小野、川畑 

（議事進行） 

① 開催挨拶  連協 比留間会長 

② 本会議の趣旨説明  長谷川事務局長 

 ・神奈川共同行動の主旨とチラシの配布 

・本日の要請その 3について、これまでとの経緯を含めて説明、要請に対する回答を求めた。 

    なお、要求書その３の文中記載内容の誤記があり正誤表について席上で提出（国交大臣、

NEXCO社長宛は郵送済み） 

 

【議事録（要旨）】 

  ≪Ａ（氏名）⇒事業者回答、 Ｑ（氏名）⇒回答における質問  を示す≫ 

  Ｑ＆Ａは要点のみを記す 

 

要求事項１．換気所の自動車排ガス処理に関する脱硝装置及び PM2.5除去装置の設置 

Ａ（佐藤）：最新の環境調査の予測結果でも、アセス値ではもちろん入っていたのですが、予測結

果でも環境基準を満足しておりましてその結果を踏まえて現時点では脱硝装置の設置は必要な

いものと考えております。現在の大気環境値の状況がアセス時より大気環境は改善されており

ますので現段階ではその必要性は低いと考えております。今後、沿道地域の大気状況等大きな

変化があれば更に必要な検討を行ってまいるつもりです。 

換気所の集塵装置につきましては現在、公田、笠間の換気所の方式につきましては電気集塵器

の設置を考えております。これはフィルター式の除塵装置に比べて比較的粒径が小さい自動車の

排ガスも集塵に適しているというようなこともあるので採用を計画している。集塵効率につきま

しては条件にもよりますが SPM の除去は 90％程度の効率のもので計画しています。集塵器の風

速等詳細はまだ定まっていないことがありまして今後の詳細な検討、設計で具体化して行こうと

考えています。 
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Ｑ①（田中）：公田、笠間の換気塔の設計結果の住民説明会はいつ頃を予定しているか？ 

Ａ（佐藤）：回答を持ち合わせていないので確認します。 

Ｑ（田中）：換気所の説明会について、公田換気所は桂台にある。桂台工事区だから桂台の人にし

か説明しません、というようなことはないでしょうね、はっきりさせてください。換気所からは広

域に大気汚染するということなのです。ですから、国も横浜市も本件については全域、少なくとも

栄区の全域の住民を文句なく出場させて質疑応答に応じるという姿勢を保ってください。 

Ｑ（田中）；トンネル工事も進んでいますね、脱硝装置、集塵装置の緒元を示して欲しいのですよ。

正式に聞いていない、検討します程度のことで。我々は知っていない、きちんと示して貰いたい。 

Ｑ②（田中）：脱硝装置の見解は聞きましたが、横浜市の見解はどうですか？ 

Ａ（角野）：前から話している通り、北線に。南線にも付けてください、と伝えてあります。内容

というのは元々アセスの中で市長意見として技術か確立したときには付けくださいね、としてい

ることから、横浜市的には設置してほしいということです。 

Ｑ（長谷川）：NEXCO としては道路公団から事業を引き継いでいるのですよね。そういう経緯は十

分ご存じなのですね。（佐藤：ハイ承知している） 

 NEXCOがその約束を反故にするなら、技術が出来たらという条件を付けた自治体の意向、付けて

くださいと要請しているのですね。それは約束だからですよ。企業が違えていいのか、その点を

貴方達の個人的な感情でやって貰っては困る。事業を引き継いだときの責任ですよ。そこをトッ

プまで上げてちゃんとやってください。横浜市も頑張ってください。付けなくてよいのだという

根拠はどこにあるのか？最初から環境基準値内ですよ、今付けなくていいのだという線引きは

どこでしたのですか？ 上の方と話し合って、何の根拠で要らないと言っているのか、その根

拠を示してください。 

Q③（竹之内）：環境基準値内だから付けなくていいのだとの説明だか、こんな基準をどこで作った

のか、全国どこにこんな基準を採用しているのですか？教えてください。 

Q（田中）：環境基準値内だったら脱硝装置は付けない、そういう基準があるのです、とおっしゃ

っているのでしょう。 

Ａ（佐藤）：そうです。 

Ｑ（田中）：そんな基準はどこにあるのですか？北線だってつけているでしょう。 

Ａ（佐藤）：確認します。 

Ｑ④（長谷川）：少なくとも約束をしたんだから、環境影響評価書の中で技術が出来たら設置につ

いて検討しますと。では付けてくださいと、我々も言ってきた、横浜市長からの要請に対して、

こういう理由だから要らないですよ、と言える内容を示して貰わないと約束の反故だ、設置しな

いとする理由を示して下さい。どこが、なんでそれでいいのだと言っているかを明らかにしてく

ださい。合理的理由があれば誰もが納得しますよ。 

  計画時点で環境基準値内にあるから良いのだというなら解りますよ、その時点で環境基準値内

にもかかわらず、付けてくれとのコメントを出して、それでアセスが認可された。22 年後横浜

市が社会環境から付けてくださいと、お願いが出ているのに。環境基準値の中の議論では理解が

出来ない。ここのところを社内でちゃんとやってください。 

要求事項２．横環南線に地盤変動監視委員会設置の申し入れ 

Ａ（佐藤）：この南線において基本的には施工前に地盤工学の専門家を含み有識者の検討会を設置
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しております。これまでも地盤沈下を事前に防ぐため万全の施工方法を含めて検討してきたと

ころです。施工により地盤変動が起きた場合に付きましても、今までも有識者の検討会で検討

してきておりますので、今まで状況が解っているこの検討会の中で、その沈下等が発生した場

合は検討していきたい。その予定です。引き続き、沿線住民の皆さんの生活に影響を与えるこ

とのないように、検討会のご意見も伺いながら工事を進めて行こうと考えておりまして、施工

中のモニタリングにより現況に異常を把握した場合は、適切な措置を講じるなどで安全且つ確

実な施工に万全をしていきたい。 

 

要求事項３．地盤沈下対策（地下水流動保全工法の採用） 

Ａ（佐藤）：現在の庄戸地区の注水井戸で施工完了していまして、設置後の計画に基づく注水試験

を実施しております。その試験で注水量、注水間隔とかを確認して水位管理計画を策定する予

定です。要求の中で大地震とかで断水した場合はどうなんだ、というようなお話があります。

こちらにつきましては万が一断水等で注水が出来なくなった時のために、管理計画の中で、例

えば貯水タンク、発電機の設備を設置することにより大地震の時に注水できるように、地盤沈

下を起きないように管理計画を今後策定していく予定です。 

Ｑ（大橋）：完成後いつまで注水井は設けるのか？ということを説明会時に聞いているが、それを

止めた後日照りが続いて降雨量が少なく 3丁目側の地下水の現象が起こる、それを避けるために

地盤改良をトンネルの天端で何カ所か筋道付けて水が流れるようにしてくださいというのを話

した。それは検討事項としては上がっていませんか？工事長の方から。何十年にわたって吸水井

を維持するのならいいが。何時まで注水装置を残すのかはっきりさせてください。 

Ａ（佐藤）：工事長から意見を聞いていないので確認します。伺っているようであれば注水井管理計画をど

うやって引き上げるかのところまで入ってくると思うので、説明できるように調整します。 

 

要求事項４．庄戸地区の大気汚染対策（50ｍ開口部の閉鎖） 

Ａ（佐藤）：こちらの点については、元々、釜利谷ジャンクションの開口部分は当初の 7年の都市

計画の段階では約 200ｍの土工区間で計画しておりましたが自然環境保全の観点から検討を行

いまして土工区間を 50ｍに縮小して現在の計画となっております。この土工部からの影響につ

きましては最寄りの庄戸地区迄は尾根を挟んで役 100ｍ以上離れており排気ガスは十分に拡散

希釈され住環境への影響は小さいと考えられるため、当該部分は基本的には変更することは考

えておりません。 

Ｑ（田中（恵））：以前釜利谷の工事長が、理論的に蓋かけは可能であると、はっきり住民の前で返

事したのです。ですから可能なことはやって頂きたいと思います。私たちは 30 年この道路はい

らないとしてきましたけど、私としては横環南線は日本一立派な道路を作って頂きたいと逆に思

っています。どういうことかと言うと、この道路によって作業員の事故もなく作業がスムースに

行われるということ。出来上がった道路が車の走行にも支障がないのも立派なことですけども、

何よりもこの工事によって住民が何の被害も受けなかった、と言う道路を作ってこそ NEXCOが素

晴らしい道路を作ったということだと思います。出来ることは最善を尽くしてほしい。先ほどの

脱硝装置もあるのに使わない、そういうことは最善を尽くしているとは言えない。この蓋かけも

理論的には可能、だけどやらないだったらそれは最善を尽くした工事とは言えない。 

是非蓋かけを実行して頂きたい。山に拡散するから大丈夫、なんてことは住民がハイ解りました
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と言うはずはない、ということは解りますでしょう。あそこは地形も複雑で逆転層も起こりやす

い、最善を尽くしてください。 

 

要求事項５．桂台地区の掘割開口部構造の見直しについて 

Ａ（佐藤）：公田インター部については周辺への環境に配慮して開口部の少ない掘割部構造を採用

しております。環境影響評価、アセスにおいても現状の交通で大気汚染等についての環境保全

目標を満足するという結果となっております。只、更なる環境対策として排ガス影響低減につ

いて現在見直しの検討を行っているところです。 

 

要求事項６．桂台地区の上郷公田線の騒音対策について 

Ａ（木村）：上郷公田線は一般道路との認識です。その関係で騒音対策設備につきましては、今後

地元の方々、沿道の自治会の接していられる方方、実際に交通管理者警察になりますけど、そ

ちらの方と実際に交差点や横断歩道をどこにするのか、その辺協議を進めながら環境対策につ

きましては検討していきたいと考えております。 

Ｑ（長谷川）：地区の住民と話し合うとのことですが、事前にまだ話はされていないのですかまだ

話し合いをされていないのでしょう？自治会からは何も言って来ませんが、騒音構造について。 

Ａ（木村）：今年会長さんと話し合いをしましたが、ある程度うちの方から交差点に関しては堀割

まで考えておりませんで、どこに信号機が付けられるとかそう言ったことを含めて話をさせて頂

いている、 

 

要求事項７．地盤沈下に対する住民対策 

Ａ（角野）：工事を進めるにあたっては説明会の開催とか自治体の方方とかの話し合い中の中で行

いながら進めてきておりまして、事業者の取り組みとして必要な個所への地下水対策などを行い

ながら安全に工事を進めております。それでも万が一工事の影響で問題が発生した場合には地域

の皆さまに丁寧に対応するように事業者の働きかけているというのが市側のことです。 

Ｑ（田中）：私は地盤沈下が起こるのではないかと思っている、起こらなければいいのだけど。そ

のための補償協定を事業者と自治会との間で締結しておくことをお願いしている。横浜市にそう

いうことを指導して、と言うことなんだけど、是非こういうことをやって欲しい、如何か。 

 まずは NEXCOさん、 

A（佐藤）：NEXCOとしては基本的には地盤沈下が無いようにやっている。万が一起きた場合には原

因を特定とかもあるので抑制する措置は行うんですが補償協定のことについては現在事前に結

ぶことは考えていない。起きた場合には公共工事の補償になりますので例えばうちが有利な補償

をするとかはありませんので。これまでも話し合いの中でも話はさせて頂いているつもりです。

夫々お話させてくださいという形で。 

Ｑ（田中）：国はどう考えているのですか 

Ａ（原田）：NEXCOさんと同じ。 

Ｑ（田中）：横浜市は 

Ａ（角野）：同じ。横浜市の感覚でやらなければならないこともあるし。まず影響が生じないよう

にやる、もし出た時にはすぐお話合いをすることになる。 

Ｑ（田中）：北線で地盤沈下が起きたのだけれどお詫びの会があって出席したのだけれど、事業者
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側は、事務所に来て下さい、そういう説明会だった。個別に対応しますとの。個人対会社と言う

力関係ではちゃんとしたものに出来るはずはないと思います。子安台自治会は首都高と協定を結

んでいますね。何故 NEXCOはしなくていいのですか 

Ａ（佐藤）；今申し上げた通り個人で、、、 

Ｑ（田中）：それ回答ならいい。国はどう思いますか子安台は協定を結んでいる、NEXCO はしなく

ていいのですか 

Ａ(原田)：首都高の経緯は存じ上げていないので。NEXCOの言っていることは補償をしないと言っ

ているのではないし適切に補償する旨を申し上げているので問題ないと私は思います。 

Ａ（角野）：上郷公田線のトンネルの上に自治会がありますし自治会と話し合いもしています、そ

ちらの方からもそういう話しが出ています。うちも紙で約束したからやるの、しなかったからや

らないのということはしませんよ、何かあったら個人でも自治会を通して、と言う話はしていま

す。 

Ｑ（田中）：横浜市としては自治会と協定すると良い考え方は無いのか 

Ａ（角野）：ないです。子安台のことは首都高のことでうちがどうのと言うことはない。私どもは責任

を持ってトンネルを掘る、だから今地元の方と話しをしている。 

Ｑ（田中）：大いに不満である。 

 （議論が続くが割愛） 

Ａ（比留間）：それこそ、そちらの考え方であって、ここに書いてあるように弱い立場の人は要る

んですよ、その人たちが安心できる窓口を作ってあげるということです。北線の状況は結局今に

なってもまだ実施の状況は解っていない、なぜかと言うとこういう対応の組織が無い、自治会を

とおすという対応の方もまだ出来ていない、気が付いた人がやっている。だからどこまで被害が

あるのか解っていない。これからお年寄りだけの家庭が沢山出てくる、そういう人たちはどうし

ていいか解らない、NEXCOなんてところに自分で電話することは勿論出来ない、だけれども自治

会の会員だけは皆変わりはない。何があっても生活に関することは自治会に言いなさいという形

にしておいて、自治会が NEXCO の問題だから対応、ハイ解りました、と言う紙を残しておけば。

自治会はず～と続きます。紙を残しておけば対応は出来ます、そういう仕組みを作っておきまし

ょうということです。補償どうのこうの、の話はその次の話です。窓口を作っておくということ

がこれです。 

Q（長谷川）：これは今後も要請をしていきますので。 

 

要求事項８．湘南桂台地区の上郷公田線構造について 

Ａ（木村）：掘割式構造について、上郷公田線は横浜市で一般道路であるため当該地区の沿線の利

便性や建設費の観点からも全面掘割というのは採用することは出来ないと考えております。今

後は現計画を基本として交通管理者との協議をしながら利便性や交通安全の方から道路環境に

ついて地元の方方との引き続き話し合いを行っていきたいと考えているところです。また、当

該地区の車線数ですけれども、道路構造令の解説と運用において実際の交通量は地域や路線に

よってそれぞれの時間変動特性を有し、計画交通量で同じ交通量であってもピーク時における

時間交通量は各々路線によって異なるため地域や路線の特性に基づいた車線数を決定する、当

該路線の地域特性を考慮した時間単位の交通量の検証を行い適切な車線数を決めることに努め

なければならない、というように構造令の場で謳われております。そのため当該部の適切な車
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線数については時間単位の検証を行って 2車線で交通処理できることになっております。 

Ｑ（金子）：私たちの地区の上郷公田線は 720ｍです、ここには 4 カ所の交差点があります。設計

説明会では 4分で神戸橋から桂町まで行けます、と夢のような謳い文句が出ていて皆がビックリ

したような資料を出す横浜市の道路局とはどんな住民への感覚を持って道路作ろうとしている

のか？と言うことです。この道路は、第一種低層住居専用地域ここに住んでいる皆は環境の良さ

でここに 40 年前に引っ越してきた、そのあと 7 年くらいしていきなりここに高速道路が出来ま

す、と言うことでした。横浜市に税金を払ってなるべくいい環境で過ごしたいと思っていますの

で。お答えはお金がかかる、交通の便が悪くなるので掘割は出来ない、なんて。ここの工事長に

聞きましたら、技術的には出来る、とおっしゃった、自治会の中の人も、一部トンネルですけど

トンネルの中を少し延ばして深く行けばお金はそんなにかからないし、自治会への被害も少なく

なるし、1万台もす～と行けますと言っている。住民が喜ぶ道路にして頂きたい。住民全員の願

いですので。 

Ｑ（長谷川）：木村さんは、上郷公田線は生活道路、沿線の利便性だとおっしゃられたですね。だ

けど、半分は湘南桂台地区、半分は桂台と公田町。湘南桂台地区にとっては生活道路ではない、

ですね。はっきり言って。半分の人は生活道路にはなりえない、生活を邪魔される道路なんです

ね。 

 お前ら事業用地だろう、との強圧的な考えもあるでしょうけど。今は殆んど車は通っていなく皆

がイトウヨーカ堂前の道路に出て生活している。今は僅かしか通らない、皆がフリーに歩いて渡

っている。それが一万台通る訳だから、交差点も 4ッもある、非常に危険になってしまうわけで

す。それを渡らなければならない、これは生活道路ではない。生活を破壊する道路だ、と言う考

え方をこの地区の住民全部が持っている、と私は思う。私はバイパス機能、4分だと言った責任

の一端として掘割にして真っ直ぐ、湘南桂台地区を何も交差する必要はないんだから。 

 上郷公田線に湘南桂台地区から出入りでなく地区外の前後の交差点からの出入りで何の問題も

ない。ちょっとしたお金で地区を守れるのです。そう思うのです。 

Ｑ（比留間）：今の住民の意見にどう思うのか聞きたい。 

Ａ（木村）：出来たら安全にしたいと思っている。只、掘割計画はありませんので安全に渡れるよ

うに、地元の方々と話しをしていきたい。 

Ｑ（比留間）：住民の話は解ったけど、自治会と話しあって決めるのだ、こういうふうに言われて

いるのですね。 

 

要求事項９．桂台トンネル上り線の非常駐車帯位置について 

Ａ（佐藤）：桂台トンネルの非常駐車帯の変更については、基本的にはトンネル中央の近く、隣地

に影響がない場所で考えておりまして今の計画変更の位置になってございます。お話の東電の鉄

塔の下は民間企業の有している土地でありまして設置は出来ないというふうに考えております。

下り線の非常駐車帯につきましては民地への影響を最大限考慮して可能な範囲、先ほど申し上げ

た通り、トンネル中央近く、民地への影響がない、と云うような条件で可能な範囲で移動させて

頂いたというところのことです。 

Q（長谷川）：強制収用しなかったから途中で気が付いて真ん中あたりを提示したら、そこの人は嫌

だ、と言った。そこで次のところに移した、2回目の場所に。で、一方（下り線）は民地の傍だっ

たが民地の人が文句を言った。そしたら、中央が望ましいとおっしゃったけれど、中央でない入口
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から 150ｍ位のところに非常駐車帯を持って行った。もう一方はそのままで。それを対面に置くだ

けで済む話だ、私どもから見て。下り線用の場所あたりはたぶん横浜市が買い取ったのでしょう？

送電線下だからユウカリを植えるために。その対面は未利用地でしょう送電線下だから。対面に移

すことに何の支障があるのですか？と言うのが住民の簡単な理屈なのです。 

そこをもう一回良く考えて、メリット、デメリットは何か、この話は自分たちが決めたから良い

じゃないか、の議論では困るのです。お互いに対面に移動について、住民が納得するきちんとした

理由を回答して下さい。それでなければ解決しない。それでなければ、真ん中に置け、当初の真ん

中になぜおかないのだ、と言う話なのです。強制収用までして取ってやっている、やろうとしてい

ないだけだ。努力が足らない、一回言ったことだから、との単純な議論だ。（2 回目隣地）その方

だって自分の土地が掛ったわけじゃないんだから。何故やらないのだとの基本的な説明を頂きたい。 

30 ㎝だけかかるということについて設計変更の話はどうなっているのか 

A（佐藤）：こちらでは何のことか掴めていない。確認します。 

 

10．神戸橋に関する回答要請事項 

要請事項：神戸橋に係る関係団体からの完全閉鎖要請事項に関しては、平成 30年 2月 13日、15

日の神戸橋周辺団体との説明会時における参加住民からの下記 3 項目の再検討要求され

ているのでその検討結果について併せて説明頂きたい。 

１． 釜利谷から公田換気所まで神戸橋を完全蓋かけして一本のトンネル構造にすることを検討

したかどうか 

２． SPMの検討はしたかどうか、していれば数値を明らかにすること 

３． 騒音については上郷公田線、環状 4号線からの影響を併せ、どのように評価しているか 

 

Ａ（佐藤）：こちらについては説明会に参加して頂いていた神戸橋の周辺団体さんからの再検討要  

求ということですので要求された方々に先に解答させて頂きたいと考えているので本日は回

答を差し控えさて頂きたい。そちらの方に先に解答しないということは不誠実に当ると考えて

おりますので。 

   この場に説明会に参加された方が全員いるかと言えば、多分全員はいらっしゃっていない

と思う。この場で回答させて頂いたときにいらっしゃれない方が、なんで私がいないときに、

あの時質問した中にいたのに、なんで先に解答を聞いていないのだ、ということになってしま

うと思うのです。 

Ｑ（大橋）：その時の出席者、そちらは全部把握している訳ですね。その人たちに全員に、何時開

きます、出席して下さいという通知は事前に出来るのですね。 

Ａ（佐藤）：説明会の中で回答させて頂くと、しているので、基本的には同じ団体の方方には呼掛

けするつもりです。 

 ［後先の議論が続いたが割愛］ 

Ｑ（長谷川）：この回答は 3月 20日の会議で頂くようお願いしていて、時間切れで頂けなかったこ

となので、今回、回答くださいということです。それから 4か月たって 7月ですよね。今日の

要請行動での申し入れを 5～6 月にしているんですよね。今の回答があるんだったら、先に開

いて貰わなければ困るのです。この会議で先には言えない、ということでなく一日前でもいい

から先にやってくれなければ、逃げの一手でないか。 
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Ａ（佐藤）：申し訳ございませんが、工事区を含めて再度説明会、いつできるかというところも含

めて回答させて頂きたい。 

 ［庄戸合同を含めて多くの問題指摘］ 

Ａ（原田）：内部調整中ということで、回答があるのであればその団体に回答会議を速やかに出来

る状態なので、当然、今回答を持っていない状況、内部調整中と思うので 

Ａ（佐藤）：今内部検討中なので。連協としてこういうことは問題なのでこの場で回答すべきでは

ないかと、ございましたが、今回答を持ち合わせていないので速やかに内部検討して 2 月 13

～15 日の説明会の回答ということで進めるようにします。 

 

                                以上 


