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大成・東急・エス･ケイ･ディ特定建設工事共同企業体

西谷トンネル工区工事概要西谷トンネル工区工事概要

工事件名： 相鉄・ＪＲ直通線、西谷トンネル他

発注者： 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
鉄道建設本部 東京支社

施工場所： 神奈川県横浜市神奈川区羽沢地内
～保土ヶ谷区西谷町

西谷トンネル工区工事概要西谷トンネル工区工事概要

施工者： 大成・東急・エス・ケイ・ディ
相鉄・JR直通線、西谷トンネル他
特定建設工事共同企業体

作 業 所 長 ：和田 幸治
現場代理人：松村 英樹
渉外主任者：池田 智和

住所 〒221-0866 横浜市神奈川区羽沢南3丁目21

事務所 045-381-1011

お問合せ連絡先
0120-000-274
（24時間対応）

工事現場

高山橋

JR貨物
横浜羽沢駅

環状２号線

三枚町

事務所

西谷駅

羽沢駅

施工位置図施工位置図

到達

発進

トンネル延長 約1,442m

トンネルの長さ・・・約1.44ｋｍ
トンネルの大きさ・・・Φ10.46ｍ
トンネルを掘った土の量・・・約124,800m3

トンネルの深さ：浅いところは地上から約6ｍ
深いところは地上から約46ｍ

シールド掘削ライン

 ３階建ての建物

 25ｍプールに約350杯分

土質縦断面図土質縦断面図

掘削土層・・・固結粘土層・砂層

最大土被り・・・約46m
既設構造物との近接箇所あり

地面からの深さ

シールド路線

最大
土被り

東電シールド
帷子川分水路

汚水幹線

国道16号

掘進方向 ２．西谷トンネル工事の施工２．西谷トンネル工事の施工

① トンネル工事① トンネル工事

シールドマシンってどんな機械シールドマシンってどんな機械

12m

10.46m

泥土圧式シールドマシン

◆シールドマシン大きさ

10.46m
◆シールドマシン長さ 約12m

◆シールドマシン重さ 1600 ｔ

◆掘進速度 25mm/分
（1.5m/時間）

 ３階建ての建物

 大型バスの長さ

 ゾウ 400頭分

トンネルの掘り方トンネルの掘り方

カッターを回転させ、前進しながら土を削り取ります。

カッター

イメージ図

トンネルが崩れないためにトンネルが崩れないために

シールドマシンで土を掘った後、シールドマシンの中で、鉄製の
内型枠を組み立てます。土と内型枠の間にコンクリートを流し
込んで固めて、土が崩れないようにコンクリートで押さえます。

内型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄシールドマシン

シールドマシンで掘った
土の搬出方法（地上）
シールドマシンで掘った
土の搬出方法（地上）

シールドマシンで掘った土は、地上までベルトコンベアーで
運びます。土砂ピットと呼ばれる仮置き場に一旦溜めてから
ダンプトラックで土捨て場まで運びます。

イメージ図
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標準断面図標準断面図

一次覆工二次覆工

防水工（全周）

側道コンクリート

一次インバート

二次インバート

到達立坑付近到達立坑付近



シールド機解体シールド機解体
トンネルを掘っている時の
騒音・振動について
トンネルを掘っている時の
騒音・振動について

10m～45m

ｺﾞﾘ・ｺﾞﾘ

ﾄﾞｯﾄﾞｯﾄﾞｯ

・夜間、床に入って枕に頭を

付けると掘削する音（ゴリゴリ）

進む振動（ドッドッドッ）が伝わ

る場合があります。

・シールドマシンの位置は、その

お宅の手前50mに近づきまし

たら、「お知らせ」をポストに投

函致します。

・騒音や振動に対してのご意見

は24時間対応いたします。

連絡先 0120-000-274

30m～40m程度

② 土砂の搬出ルート② 土砂の搬出ルート

工事車輌運行ルート図工事車輌運行ルート図

横浜埠頭公社
大黒埠頭中継所（予定）

又は幸浦埠頭中継所（予定）

相鉄・ＪＲ直通線
西谷トンネル他

環状２号線 県道１３号線 三ツ沢ＩＣ

土砂運搬車両運行経路（約20km）

横浜埠頭株式会社
大黒埠頭中継所（予定）

又は幸浦埠頭中継所（予定）

相鉄・ＪＲ直通線
西谷トンネル他

環状２号線 県道１３号線 三ツ沢ＩＣ

作業時間・休工日について作業時間・休工日について

シールドを除く工事
（到達準備工事）
・作業時間（昼間） ８：００～１８：００

トンネル掘削工事 ・作業時間 昼夜連続施工

シールドマシン解体
・作業時間（昼間） ７：００～１６：００

（夜間） １７：００～ ２：００

作業時間・休工日について作業時間・休工日について

休工日 日曜日

※土曜日の夜間工事はAM5:00まで行います。

※時間外作業および交通規制を実施する場合は、
町内会長に報告・相談し、事前に掲示板等で
お知らせします。

※天候・交通事情・作業内容により、休工日に作
業を行う場合があります。

第三者に対する安全対策第三者に対する安全対策

・掘削土運搬車両に、工事名・車両番号・会社名
を記入した識別表をフロントガラス前に設置し、
運転手の安全意識向上に努めます。

・ダンプトラックには、土砂積込後にシート掛けを
実施し、車両走行時の粉じんの飛散を防止しま
す。

・工事用車両は、現場付近に路上駐車を致しま
せん。

第三者に対する安全対策第三者に対する安全対策

・工事関係者全員に、新規入場時の教育を実施
し、工事エリア周辺でのマナー向上に努めます。

・工事ヤード周辺を毎日巡回し、点検を行います。

・工事ヤード周辺の一斉清掃を週に1回行いま
す。

事前調査について事前調査について

トンネル掘削工事を行う前に建物と井戸の
調査を行います。

調査時期 ： 平成24年10月以降

建物調査 ： トンネル左右端から20mの範囲

井戸調査 ： トンネル左右端から50mの範囲

事前調査について事前調査について

建 物 調 査
調査時間：1時間～半日

（大きさ、規模、構造による）
調査項目：家屋内外の写真撮影

柱や梁の傾き
井 戸 調 査
調査項目：井戸の有無の聞き取り

構造、水位（測定可能な場合）、
揚水量、
飲用に供している場合は水質
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