■ H21(2009)年11月4日
〜鶴見川多目的遊水地土壌無害化処理事業〜

環境影響評価方法書の概要と縦覧のお知らせ
横浜市港北区小机町及び鳥山町地先の鶴見川多目的遊水地内には、排水門建設工事及び横浜
市橋梁工事において発見されたポリ塩化ビフェニル等の有害物質（以下「PCB 等」と示しま
す）及び木材、プラスチック、がれき等が混在している異物混入土壌が一時保管されていま
す。
国土交通省関東地方整備局と横浜市は、鶴見川多目的遊水地の環境改善と遊水地機能を確保
することを目的として、これらの異物混入土壌のうちPCB等の濃度が比較的高いものについ
て土壌無害化処理を施す「鶴見川多目的遊水地土壌無害化処理事業」を行います。
「鶴見川多目的遊水地土壌無害化処理事業」を進めるにあたり、横浜市環境影響評価条例に
基づく「環境影響評価方法書」を作成しましたので、次のとおり縦覧等を行います。
縦覧期間

平成21年11月5日（木）〜平成21年12月21日（月）
（土曜日、日曜日および祝祭日は除きます）

縦覧場所

横浜市役所 環境創造局 企画部 環境影響評価課
港北区役所 区政推進課
また、横浜市中央図書館、港北図書館において閲覧することができます。
※詳細は別紙『お知らせ』を参照下さい。
【別紙は巻末に添付しています】
平成21年11月4日
国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所
横浜市 道路局 道路部 建設課

発表記者クラブ 竹芝記者クラブ、横浜海事記者クラブ、神奈川建設記者会、神奈川県政記
者クラブ、横浜市政記者会、横浜ラジオ・テレビ記者クラブ

問い合わせ先

* 国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所
･ 副所長

山口 充弘 ( やまぐち

みつひ

ろ)

･ 事業対策官 須田 幸彦 ( すだ

TEL.045-503-4000

ゆきひこ )

TEL.045-503-4006

ただし )

TEL.045-671-2747

* 横浜市 道路局 建設部 建設課
･ 建設課長

成田 禎 ( なりた

 ᬺ⸘↹ߩⷐ

㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓ფήኂൻಣℂᬺ
 ⅣႺᓇ㗀⹏ଔᣇᴺᦠߩⷐߣ❑ⷩߩ߅⍮ࠄߖ

ᧄᬺߪޔ㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓ౝߦ৻ᤨ▤ߐࠇߡࠆⅣႺၮḰ୯╬ࠍㆊߒߚ⇣‛ᷙ㧔⚂

 ᮮᵿᏒⅣႺᓇ㗀⹏ଔ᧦ߦၮߠߊޟⅣႺᓇ㗀⹏ଔᣇᴺᦠࠍޠᚑߒ߹ߒߚߩߢߩߘޔⷐߣ❑
ⷩ╬ߩᚻ⛯߈ߦߟߡၞߩ⊝᭽ߦ߅⍮ࠄߖߚߒ߹ߔޕ

5,500m3㧕ࠍޔߦߡήኂൻಣℂߒޔᄖㇱಣಽߔࠆ߽ߩߢߔޕ
ᬺቢੌᓟߪಣℂᣉ⸳ࠍ᠗ߔࠆߣߣ߽ߦޔជ▎ᚲࠍ߈ࠇߥߢၒᚯߒߡේ⁁ࠍ࿁ᓳߒ߹ߔޕ
ήኂൻಣℂߪޔㆶరᾲൻቇಽ⸃ᣇᑼߩࡓ࠴ࠬࠝࠫޟᴺޕߔ߹ⴕࠅࠃߦޠ

ήኂൻಣℂ䊟䊷䊄

ជ䊟䊷䊄

ߪߓߦ
㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓ߩ߁ߜ㢬Ꮉ߮㠽ጊᎹวᵹㇱઃㄭߦߪޔ㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓ߩឃ᳓㐷ᑪ⸳Ꮏ

㽴೨ಣℂ
⎕⎈

㽲ជ䊶ኈེㄟ

㽳႐ౝㆇ៝

߮ᮮᵿᏒᯅᎿߦ߅ߡ⊒ߐࠇߚࡐޔႮൻࡆࡈࠚ࠾࡞╬ߩኂ‛⾰㧔એਅޟޔPCB ╬ߣޠ
␜ߒ߹ߔ㧕߮⇣‛㧔ᧁ᧚╬߈ࠇ߇ޔࠢ࠶࠴ࠬࡊޔ㧕߇ᷙߒߡࠆ⇣‛ᷙ߇৻ᤨ▤ߐࠇߡ

⎕⎈ᯏ

႐ౝㆇ៝↪
ኒ㐽ኈེ
䈒䈦䈘䉡䍲䍎䍢䍼

ⵙᢿᯏ

㽵ήኂൻಣℂ
㩿䉳䉥䉴䉼䊷䊛ᴺ䋩

ᝄേ䊐䊦䉟

߹ߔޕ
ޟ㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓ფήኂൻಣℂᬺޔߪޠ㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓ߩㆆ᳓ᯏ⢻ࠍ⏕ߔࠆߎߣ

೨ಣℂߣߪޔᵺൻኻ⽎ߩფࠍࠫࠝࠬ
࠴ࡓᴺߩ㑆ធᾲ⣕⌕ⵝ⟎ߦᛩߢ
߈ࠆࠨࠗ࠭ ⚂ OO એਅ ߦ⚦☸ൻߔ
ࠆᎿ⒟

ࠍ⋡⊛ߦ‛⇣ߩࠄࠇߎޔᷙߩ߁ߜޔPCB ╬ߩỚᐲ߇Ყセ⊛㜞߽ߩߦߟߡޔ
ޟფήኂൻಣℂޠ
ࠍⴕޔ㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓ߩⅣႺᡷༀࠍⴕ߁߽ߩߢߔޕ

㽶ᄖㇱಣಽ

ᬺ⠪߮ኻ⽎ᬺߦߟߡ
ޣᬺߩฬ⒓߮ᬺ⠪ߩฬ⒓╬ޤ
ᬺߩฬ⒓

㧦㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓ფήኂൻಣℂᬺ

ᬺ⠪ߩ᳁ฬ

㧦࿖ㅢ⋭㑐᧲ᣇᢛዪ ߅ࠃ߮ ᮮᵿᏒ

ᵺൻ
⟎ᑪደ

೨ಣℂ
ᑪደ

೨ቶ
ᬺຬ
ᑪደ

ជᑪደ

ᬺຬᑪደ
ᢝ▸࿐

ήኂൻ
ಣℂᑪደ

ޣᬺߩౝኈޤ
ᬺߩ⒳㘃

㧦ᑄ᫈‛ಣℂᣉ⸳ߩᑪ⸳㧔↥ᬺᑄ᫈‛ಣℂᣉ⸳ߩᣂ⸳㧕

ᬺߩⷙᮨ

㧦ᬺኻ⽎▸࿐ ⚂ 40,000m2 ᢝ㕙Ⓧ ⚂ 10,000m2 ᑪ▽㕙Ⓧ ⚂ 3,300m2

 ᬺᦼ㑆 ੍ቯ 㧦ᣉ⸳ߩ⸳⸘ᑪ⸳


ᐔᚑ 21 ᐕ 4 

㨪

ᐔᚑ 24 ᐕ 1 

ಣℂߩታᣉ

ᐔᚑ 24 ᐕ 2 

㨪

ᐔᚑ 24 ᐕ 10 

ᣉ⸳ߩ⸃᠗

ᐔᚑ 24 ᐕ 11 

㨪

ᐔᚑ 25 ᐕ 3 

⸘↹ߩ⟎
⸘↹ߪޔᮮᵿᏒ᷼ർߩ㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓ߩਅᵹߢޔ‛⇣ޔᷙࠍ▤ߒߡࠆၞ
ࠍ੍ቯߒߡ߹ߔޕ
ᚲ㧦ᮮᵿᏒ᷼ർዊ↸
߅ࠃ߮㠽ጊ↸వ

㢬Ꮉᄙ⋡⊛ㆆ᳓

߇㒐ᱛߢ߈ࠆߎߣޕ
Ԛಣℂᣉ⸳ߦ㓞ធߒߡዬߥߤߩ
ోኻ⽎߇┙ߒߡߥߎߣޕ

ជࡗ࠼

ជࡗ࠼ߩ࠹ࡦ࠻ߪޔជߩㅴ
ߦޔ㧞࿁⒖⸳ࠍⴕ߁⸘↹ߢߔޕ
ជࡗ࠼߆ࠄήኂൻಣℂࡗ࠼߳
ߩ⇣‛ᷙߩㆇ៝ߪޔኒ㐽ኈེߦ
⚊ߒߡⴕ߹ߔޕ

ⅣႺ㈩ᘦߦ㑐ߔࠆ⠨߃ᣇ
Ԙជ߅ࠃ߮ήኂൻಣℂߪ⸳࠹ࡦ࠻ౝߢⴕޔㄝⅣႺ߳ߩᖡ⥇ኂ‛⾰☳ߓࠎ╬ߩ㘧ᢔࠍ㒐
ԙฦ࠹ࡦ࠻ߦߪޔㆡಾߥ㓸Ⴒᯏࠍ⸳⟎ߒޔ឵᳇ߦࠃࠆᖡ⥇ኂ‛⾰ߩṳ߃ࠍ㒐ᱛߒ߹ߔޕ

ᣣ↥ࠬ࠲ࠫࠕࡓ

Ԛήኂൻಣℂߦߪޔታ㓙ߩ⇣‛ᷙࠍ↪ߚታ⸽ታ㛎ߦࠃࠅߩߘޔᕈ⢻ࠍᬌ⸽ᷣߺߩ࠴ࠬࠝࠫޟ
ኻ⽎ᬺ

ታᣉၞ


Ԙ⇣‛ᷙ߇ㆤ᳓Ꮏ╬ߦࠃࠅኽߓ
ԙ⇣‛ᷙߩ⒖േߦࠃࠆᳪᨴᢔ

ᑪ▽▸࿐

ᱛߒ߹ߔޕ
,4 ዊ㚞

ਥߥㆬቯℂ↱㧦
ㄟࠄࠇߡࠆ႐ᚲߢࠆߎߣޕ

ήኂൻಣℂࡗ࠼

ᬺታᣉၞ

೨ቶ

ㆇォ▤ℂᑪደ

㠽ጊᎹ

ࡓᴺޔ↪ࠍޠో⏕ታߥಣℂࠍⴕ߹ߔޕ
ԛᬺߦ⊒↢ߔࠆឃ᳓ߦߟߡߪޔ᳓ಣℂⵝ⟎ߦࠃࠅᵺൻߒߚ߁߃ߢౣ↪ࠍ࿑ࠅ߹ߔޕౣ↪
ߢ߈ߥ᳓ߦߟߡߪ႐ᄖ៝ಣಽ╬ߣߒ↪ޔ᳓ၞ߳ߩឃߪⴕ߹ߖࠎޕ

㩦㨺㩣㩎㩨㩀㨹㩖㩩ᄢᯅ

Ԝជߒߚ⇣‛ᷙࠍᑪደౝߢኒ㐽ኈེߦኽߒߚ߁߃ߢήኂൻಣℂᣉ⸳ߦㆇ៝ߔࠆߎߣߢޔᳪᨴ
㢬Ꮉ

‛⾰ߩ㘧ᢔ㒐ᱛߦദ߹ߔޕ
̪⚦ߪᣇᴺᦠࠍෳᾖߊߛߐޕ
㧔❑ⷩ႐ᚲߥߤߪⵣ㕙ߦ⸥タߒߡࠅ߹ߔ㧕

ⅣႺᓇ㗀⹏ଔ㗄⋡ߩㆬቯ߅ࠃ੍᷹߮㗄ߦߟߡ
 ᧄᬺߩౝኈ߆ࠄޔᬺࠍታᣉߔࠆߎߣߦࠃࠅㄝၞߩⅣႺߦᓇ㗀ࠍ߷ߔ߅ߘࠇߩࠆⷐ࿃
㧔
ޟⅣႺᓇ㗀ⷐ࿃ߔ߹ߣޠ㧕ߩࠍⴕޔㄝၞߩⅣႺ․ᕈၞ․ᕈࠍൊ᩺ߒߡޔᎿਛޔ
ଏ↪ᤨߦߟߡⅣႺᓇ㗀⹏ଔ㗄⋡ࠍਅ⸥ߩߣ߅ࠅㆬቯߒ߹ߒߚޕ
 ㆬቯߒߚⅣႺᓇ㗀⹏ଔ㗄⋡ߪޔᄢ᳇ᳪᨴޔ㛍㖸ޔᝄേޔᖡ⥇ޔૐᵄ㖸ޔᑄ᫈‛⊒↢ޔోߩ
7 㗄⋡ߢߔߩࠄࠇߎޕ㗄⋡ߦߟߡ⺞ޔᩏࠍⴕ▚⸘ޔᑼߥߤࠍ↪ߡⅣႺᓇ㗀ߩ⒟ᐲࠍ੍᷹ߒ߹ߔޕ
੍᷹㗄
ㆬቯߒߚⅣႺᓇ㗀⹏ଔ㗄⋡
ᣉ⸳ߩⒿߦࠃࠆੑ㉄ൻ⎫㤛ޔੑ㉄ൻ⓸⚛ޔᶋㆆ☸ሶ⁁‛
ᄢ᳇ᳪᨴ
ଏ↪ᤨ
⾰ࡦࠪࠠࠝࠗ࠳ޔ㘃ޔPCBޔႮൻ᳓⚛ޔ᳓㌁
ᑪ⸳ᯏ᪾ߩⒿߦࠃࠆ㛍㖸
Ꮏਛ
㛍㖸
ଏ↪ᤨ
ᣉ⸳ߩⒿߦࠃࠆ㛍㖸
ᑪ⸳ᯏ᪾ߩⒿߦࠃࠆᝄേ
Ꮏਛ
ᝄേ
ଏ↪ᤨ
ᣉ⸳ߩⒿߦࠃࠆᝄേ
ᖡ⥇
ଏ↪ᤨ
ᣉ⸳ߩⒿߦ߁ᖡ⥇‛⾰
ૐᵄ㖸
ଏ↪ᤨ
ᣉ⸳ߩⒿߦ߁ૐᵄ㖸ߩ㖸ࡌ࡞
ᑪ⸳Ꮏߦ߁ᑪ⸳ᑄ᧚ߩ⊒↢
Ꮏਛ
ᑄ᫈‛⊒↢
ଏ↪ᤨ
ᣉ⸳ߩⒿߦ߁↥ᬺᑄ᫈‛
ో
ଏ↪ᤨ
ᣉ⸳ߩⒿߦ߁Ἣἴ⊒߅ࠃ߮ኂ‛ṳ߃

ᣇᴺᦠߩ⍮ኻ⽎ၞ
ޟᮮᵿᏒⅣႺᓇ㗀⹏ଔ᧦ߦޠၮߠ߈ޔᣇᴺᦠߩౝኈߦߟߡ⍮ࠍ࿑ࠆޟᣇᴺᦠኻ⽎ၞߪޠ
એਅߩㅢࠅߢߔޕ
↸ৼ⋡
ฬ
᷼ർ
ᄢ⼺ᚭ↸ޔዊ↸㧔╙ਃ੩ᵿߩ᧲߅ࠃ߮ JR ᮮᵿ✢ߩർ㧕
ޔർᣂᮮᵿ৻ৼ⋡ޔർ
ᣂᮮᵿੑৼ⋡◉ޔේ↸㧔JR ᮮᵿ✢ߩർ㧕ޔᣂᮮᵿੑৼ⋡ޔᣂᮮᵿਃৼ⋡ޔ㠽ጊ↸
㧔JR ᮮᵿ✢ߩർ㧕
ޔᣂ⠀↸㧔⋵Ꮉፒ↸↰✢ߩධ㧕
ޔᄢୖጊ৾ৼ⋡

ᣇᴺᦠߩ❑ⷩ╬
 ᧄᬺߩޟⅣႺᓇ㗀⹏ଔᣇᴺᦠޔߪޠਅ⸥ߩߣ߅ࠅ❑ⷩߐࠇߡ߅ࠅߚⷩߏߦ↱⥄ߏ߽ߢߚߥߤޔ
ߛߌ߹ߔⷩ❑ޔߚ߹ޕ㐿ᆎᣣࠃࠅޔᮮᵿᏒਛᄩ࿑ᦠ㙚ޔ᷼ർ࿑ᦠ㙚ߦ߅ߡ㑛ⷩߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ
ᐔᚑ 21 ᐕ 11  5 ᣣ㧔ᧁ㧕㨪12  21 ᣣ㧔㧕
❑ⷩᦼ㑆
㧔ᦐᣣޔᣣᦐᣣ߅ࠃ߮⑂ᣣߪ㒰߈߹ߔ㧕
❑ⷩᤨ㑆
ඦ೨ 8 ᤨ 45 ಽ㨪ඦᓟ 5 ᤨ 15 ಽ
ԘᮮᵿᏒᓎᚲ ⅣႺഃㅧዪ ડ↹ㇱ ⅣႺᓇ㗀⹏ଔ⺖
㧔ਛ⌀⍾↸ 2-22 㑐ౝਛᄩࡆ࡞ 8 㓏㧕
❑ⷩ႐ᚲ
ԙ᷼ർᓎᚲ ផㅴ⺖
㧔᷼ർᄢ⼺ᚭ↸ 26-1 ᷼ർ✚วᐡ⥢㧕

ᣇᴺᦠߦኻߔࠆᗧᦠߩឭ╬
 ᮮᵿᏒⅣႺᓇ㗀⹏ଔ᧦ߦၮߠ߈ޟⅣႺᓇ㗀⹏ଔᣇᴺᦠޔߡߟߦޠⅣႺߩోߩ߆ࠄߏᗧ
ߩࠆᣇߪ߽ߢߚߥߤޔᮮᵿᏒ㐳ተߦᗧᦠࠍឭߔࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕᗧᦠߩ↪⚕ߪ❑ⷩ႐ᚲߦ
߃ߡࠅ߹ߔޕ
ᮮᵿᏒ ⅣႺഃㅧዪ ડ↹ㇱ ⅣႺᓇ㗀⹏ଔ⺖
ᗧᦠߩឭవ
ㇷㅍవᚲ ޥ231-0017 ᮮᵿᏒਛ᷼↸ 1-1
㧔ㇷㅍߪᜬෳ㧕
㧔ᜬෳߩ႐วߪ 㑐ౝਛᄩࡆ࡞ 8 㓏㧕
ᗧᦠߩឭᦼ㒢
ᐔᚑ 21 ᐕ 12  21 ᣣ㧔㧕߹ߢ 㧔ㇷㅍߩ႐วߪᒰᣣߩᶖශല㧕
̪ᮮᵿᏒߩⅣႺᓇ㗀⹏ଔᚻ⛯߈ߦߟ߈߹ߒߡߪޔਅ⸥ߩࡎࡓࡍࠫࠍߏⷩߚߛ߈⾰ߏޔ╬ߪਅ
⸥ߩㅪ⛊వ߹ߢ߅วࠊߖߊߛߐޕ
ᮮᵿᏒⅣႺഃㅧዪ ડ↹ㇱ ⅣႺᓇ㗀⹏ଔ⺖     TEL㧦045-671-2495
  http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/mamoru/asesu/

ߎߩ࿑ߪޔ࿖ℂ㒮㐳ߩᛚࠍᓧߡޔห㒮⊒ⴕߩᢙ୯࿑ 25000
(࿑↹)ࠍⶄߒߚ߽ߩߢࠆ( ޕᛚ⇟ภ ᐔ 21 ᬺⶄ ╙ޔ382 ภ)

ᧄᬺߦኻߔࠆ߅วࠊߖవ㧔❑ⷩᦼ㑆ਛ㧕
 ࿖ㅢ⋭ 㑐᧲ᣇᢛዪ ੩ᵿᴡᎹോᚲ Ꮏോ⺖
 ޥ230-0051 ᮮᵿᏒ㢬㢬ਛᄩ 2-18-1  TEL㧦045-503-4006 FAX 045-503-4007
 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/tsurumi/project/oasis/soil.htm
㧔ᧄᬺߦ㑐ߔࠆ߅วࠊߖߪޔᦐᣣޔᣣᦐᣣ߮ᣣࠍ㒰ߊඦ೨ 9 ᤨ 15 ಽ߆ࠄඦᓟ 6 ᤨ 00 ಽ
߹ߢߦ߅㗿ߚߒ߹ߔ㧕
ᮮᵿᏒ 〝ዪ ᑪ⸳ㇱ ᑪ⸳⺖
 ޥ231-0017 ᮮᵿᏒਛ᷼↸ 1-1 ᮮᵿ㑐ౝࡆ࡞ 6 㓏   TEL㧦045-671-3526 FAX㧦045-663-8993
 http://www.city.yokohama.jp/me/douro/kensetsu/
㧔ᧄᬺߦ㑐ߔࠆ߅วࠊߖߪޔᦐᣣޔᣣᦐᣣ߮ᣣࠍ㒰ߊඦ೨ 8 ᤨ 45 ಽ߆ࠄඦᓟ 5 ᤨ 15 ಽ
߹ߢߦ߅㗿ߚߒ߹ߔ㧕

