
近隣住民の皆様へ 平成21年3月10日

中野八〇一マロイ㈱中野工場

拡散防止工事

拡散防止工事についてのご報告
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1.工事結果概要

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第1 16条(以下､都条
例)に基づいて拡散防止工事を実施いたしました｡

処理基準を超過する土壌については､全量掘削除去し､適切に処分を行
いました｡

･掘削除去土量は､当初計画では､4121.2m3でしたが､実施除去土量は､

4246.4m3と若干増加になりましたo

･掘削除去後の埋戻しには､事前に分析を行い処理基準を満たす汚染の

ない健全土を使用しております｡
･掘削に伴う地下水については揚水処理(凝集沈殿､曝気)を行いおおよそ

1000m3の処理をいたしました｡

･工事の完了により土壌についての健康影響リスクを排除いたしました｡



2.対策計画範囲
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･対策面積､約2180(m2)

･最大対策深度､4.0(m)

･対策土量､約4121(m3)

●　V(㍍汚染有り　25地点

O voc汚納し　30地点

●　vo扮新森LtJB食At相のみ対&),I:･-)ング地点3地点

□　voc汚染有り較込ポーリング地点　3地点

⊂]　voc汚染無し較込ポーリング地点　20地点

嘱l　自主ポー.)ンケ地点ⅣOC汚染無し1 2地点
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処理j栗丘4m

処理漂簾3m

心理深度2m

処理深度l ryl

勿理深度50 crn

第二溶出Jt基準超過範囲



3.対策実施範囲

･対策面積､約2218(m2)

･最大対策深度､4.0(m)

･対策土量､約4246(m3)
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4.対策工事の環境保全対策

(1)粉塵防止
･工事による土壌等の飛散を防止するために､適宜散水､仮囲いの設置を行い､

ダンプトラック荷台をシートで覆いました｡
･場内ダンプトラック通路には鉄板を敷き､タイヤ等に付着した土壌は清掃を行い土

壌等を場外へ引きずることを防止いたしました｡

(2)騒音･振動対策
･使用重機は低騒音型を使用し､不必要な重機の使用等がないよう努力いたしまし

た｡

(3)安全対策
･車両出入口には､警備員を配置し､通行人および通行車両の安全を確保いたし

ました｡



お問い合わせ窓口のご案内

･施　主

中野パーマロイ株式会社

担当者:長崎　憲治

Tel 03-3368-8061

･監理施工

株式会社工新ビルサービス

担当者:青柳　成二

Te1 03-3951-9895


