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事後調査の結果 

調査項目：廃棄物 

予測した事項：工事中の建設廃棄物の排出量（建設発生土を含む） 

 

１．調査地域 

調査地域は、図 5-1 に示す第二期事業区域Ｅ工区と第二期事業区域Ｄ工区（そのうちＤ２

工区）、第二期事業区域Ｆ工区の工事区域周辺とした。 

 

２．調査手法 

2.1 調査事項 

①予測した事項 

工事中の建設廃棄物の排出量（建設発生土含む） 

既存建物の除却工事及び計画建物の建設工事に係る建設廃棄物を対象とした。 

② 環境保全のための措置の実施状況 

現地踏査による確認及び工事記録などの関連資料の整理による方法とした。 

 

2.2 調査期間 

① 予測した事項 

工事中の建設廃棄物の排出量（建設発生土含む） 

第二期事業区域 F 工区の除却工事及び E 工区とＤ工区（そのうちのＤ２工区）の建設工事

完了後とした。 

② 環境保全のための措置の実施状況 

各工区の除却工事ならびに建設工事施工期間中とした。 

 

2.3 調査地点 

① 予測した事項 

工事中の建設廃棄物の排出量（建設発生土含む） 

第二期事業区域Ｆ工区の除却工事区域内及びＥ工区とＤ工区（そのうちＤ２工区）の建設

工事区域内とした。 

イ 建設発生土の排出量 

第二期事業区域Ｅ工区とＤ工区（そのうちＤ２工区）の建設工事区域内とした。 

② 環境保全のための措置の実施状況 

第二期事業区域Ｆ工区及び第二期事業区域Ｅ工区と第二期事業区域Ｄ工区（そのうちＤ２

工区）の各区域内とした。 

 

2.4 調査方法 

① 予測した事項 

ア 工事中の建設廃棄物の排出量 

建設廃棄物の搬出車両台数及びマニフェスト票の処理・処分に関係する資料により確認し

た。 

② 環境保全のための措置の実施状況 

現地踏査による確認及び工事記録などの関連資料の整理による方法とした。 

 

 

別紙５ 
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図 5-1 廃棄物 調査範囲 
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３．調査結果 

①予測した事項 

ア 建設廃棄物の排出量 

第二期事業区域Ｆ工区の除却工事、Ｄ２工区及びＥ工区の建設工事において発生した建設

廃棄物の排出量を表 5-1 に示す。 

コンクリート塊、アスファルト塊、木くず、金属くず、その他の建設廃棄物については、

ほぼ全量を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月、法律第 104

号）等に基づき、専門業者に委託し、再資源化施設へ搬出した。再資源化を行えなかったガ

ラス・陶磁器の一部についても、焼却または安定型埋立により適切な処理を行った。 

建設発生土は 34,250 ㎥発生し、そのうち 13,530 ㎥（39.5％）を場内で再利用（埋め戻し）

した。残りは、処理業者に委託し他の公共事業現場で再利用（43.5％）、または現場内で一時

的にストック（17.0％）している。 

 

表 5-1 建設廃棄物調査結果（第二期事業区域Ｅ工区、Ｄ２工区、Ｆ工区） 

種別 
排出量 再資源化率注２） 

（％） 
用途例 

換算値 注１） 単位 

コンクリ―ト塊 23,493.4 t 100 再生砕石、再生砕砂等 

アスファルト塊 816.1 t 100 骨材、路盤材等 

木くず 1,482.3 t 100 燃料化等 

金属くず 1,077.4 t 100 原料化等 

そ
の
他 

ガラス・陶磁器 48.6 t 100 原料化等 

繊維くず（廃たたみ） 139.4 t 100 燃料化、資材等 

石膏ボード 95.6 t 40 原料化等 

蛍光管 0.1 t 100 原料化等 

(

予
測
時
に
対
象
と
し
な
か
っ

項

建設汚泥 5,275.0 t 100 改良土、流動化処理土等 

廃プラスチック 319.4 t 98 原料化、燃料化等 

紙くず 8.0 t 98 原料化等 

廃石綿 57.6 t 0 － 

石綿含有廃棄物 29.0 t 0 － 

その他がれき類（レンガ） 213.3 t 98 再生砕石等 

その他混合廃棄物等 146.1 t 97 原料化等 

建設発生土 34,250 ㎥ 40 再利用（埋め戻し） 

  注１）体積（㎥）から重量（ｔ）への重量変換は、以下の資料を参照した。 

     ※公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターにおける電子マニフェスト処理に使用している値 

  注２）再資源化率は減量化量も含めた数値である。 
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②環境保全のための措置の実施状況 

廃棄物、建設発生土に関する環境保全のための措置の実施状況を表 5-2 に示す。なお、廃

棄物に関する苦情はなかった。 

 

表 5-2(1) 環境保全のための措置の実施状況（廃棄物・建設発生土） 

評価書に記載した環境保全措置 実施状況 

・工事により発生する建設廃棄物については、

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律」（平成 12 年 5 月 法律第 104 号）、「環

境確保条例」（平成 12 年 12 月 東京都）、「東

京都建設リサイクル推進行動計画」（平成10年

11 月 東京都）等に基づき、発生抑制、分別、

再利用の促進、適正な処理・処分に努め、環境

保全に配慮する。 

・廃棄物保管場所は、適正な場所に設置し、飛散

防止ネットや屋根により適正な管理を図っ

た。 

・廃棄物保管場所は、廃棄物の種類ごとに区分

し、看板等により適正な処理、処分を図った。

（写真 5-1、写真 5-2） 

・既存建築物等の除却に伴い発生するコンクリ

ート及びアスファルトについては、可能な限

り計画地内で砕石として再生し、路盤材等と

して再利用を図る。 

・既存建築物等の解体時のコンクリート塊及び

アスファルト塊は、品質上、直接再利用が困難

であったため、民間の中間処理施設で再生砕

石、再生砕砂、骨材、路盤材等に中間処理し再

利用を図った。 

・飛散性アスベストについては、工事に際して使

用の有無を確認し、使用が確認された場合に

は「アスベスト飛散防止対策マニュアル」（平

成 11 年 東京都）などに基づき適正に処分す

る。 

・アスベスト成形板の撤去にあたっては、可能な

限り破壊または破断を行わない方法で行うも

のとし、撤去作業中は撒水その他の方法によ

りアスベスト成形板を常に湿潤な状態で作業

を行う。注１） 

なお、撤去したアスベスト成形板は他の廃

棄物と区別するとともに、運搬にあたっては

運搬車両の荷台全体をシート等で覆うなど飛

散防止に努め、一般産業廃棄物として安定型

処分地で処理する。 

・既存建築物等の解体前調査の結果、飛散性アス

ベスト及び石綿含有建材が確認されたため、

関係法令等に基づき養生等を施した上で適正

に処分した。 

・アスベスト成形板等の撤去にあたっては、可能

な限り破壊または破断を行わない方法で行

い、負圧湿潤方式を採用した。 

なお、撤去したアスベスト成形板等は他の

廃棄物と区別し、運搬に当たっては、運搬車両

の荷台全体をシート等で覆うなど飛散防止に

努め、安定型 終処分場で処理した。 

（写真 5-3） 

・伐採した樹木については、ベンチ、樹木札等及

びチップ化し、出来る限り活用する。 

・伐採した樹木については、抜根時、土を十分に

落とすことで再資源化に適した状態とし、チ

ップ化し、再資源化（堆肥原料・水分調整材等）

に努めた。 

・既存建築物等の除却に伴い発生する建設廃棄

物は分別、再利用の促進を図る。再利用できな

いものについては、運搬・処分の許可を有した

業者に委託して処理を行う。 

・既存建築物等の除却に伴い発生する建設廃棄

物は、可能な限り分別、再利用の促進を図った

が、再利用できないものについては、運搬・処

分の許可を有した業者に委託して処理を行っ

た。 

・杭工事において発生する汚泥については、関係

法令等に従って適切に処理する。 

・杭工事において発生した汚泥については、関係

法令に従って適切に処理した。 
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表 5-2(2) 環境保全のための措置の実施状況（廃棄物） 

評価書に記載した環境保全措置 実施状況 

・コンクリート型枠は、熱帯材の仕様を避け、

可能な限り複合合板や非木材系の枠型を使用

する。 

・コンクリート型枠には、可能な限り非木材系

の鋼製型枠を使用した。 

・工事請負業者にマニフェストによる建設廃棄物

の管理を徹底させ、本事業の実施に伴い発生す

る建設廃棄物の不適正処理や不法投棄を防止

する。 

・工事請負業者にマニフェストによる建設廃棄

物の管理を徹底させることにより、本事業の

実施に伴い発生する建設廃棄物の不適正処

理や不法投棄を防止した。 

・掘削工事に伴い発生する建設発生土について

は、可能な限り計画地内において再利用する。

・掘削工事に伴い発生した建設発生土は、可能

な限り計画地内において埋め戻しに再利用

した。 

（写真 5-4、写真 5-5） 

注 1）負圧湿潤方式：作業内を負圧状態、湿潤状態に保つことにより周辺への粉じんの流出、また作業内への飛

散を防ぐ方式 

 

 

 

 

  

写真 5-1 分別、再利用、適正処分の状況 

（Ｅ工区） 

（撮影日 平成 29 年 10 月 12 日） 

写真 5-2 分別、再利用、適正処分の状況 

（Ｅ工区） 

（撮影日 平成 29 年 8 月 9日） 

写真 5-4 建設発生土の再利用状況（前） 

（Ｅ工区） 

（撮影日 平成 28 年 9 月 26 日） 

写真 5-3 アスベスト成型版等の撤去状況

（F工区） 

    （撮影日 令和元年 6月 21 日） 
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写真 5-5 建設発生土の再利用状況（後） 

（Ｅ工区） 

（撮影日 平成 28 年 10 月 21 日） 
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3.2 評価書の予測結果と事後調査の結果との比較 

ア 建設廃棄物の排出量 

第二期事業区域における建設廃棄物の発生量について、予測結果及び事後調査結果を表 5-

3 に示す。 

事後調査では、コンクリート塊、アスファルト塊、木くずにおいては予測結果を上回った

が、金属くず、その他（ガラス、畳等）は予測結果を下回った。本事後調査の対象が評価書の

予測対象とは異なることから、今後実施されるＦ工区の建設工事の結果と合わせて検討する

必要がある。 

予測結果を事後調査結果が上回ったもののうち、コンクリート塊については、予測時に想

定したよりも地下埋設部のコンクリート量が多かったと考えられる。 

木くずの事後調査結果が予測を上回ったことについては、以下の理由が考えられる。 

「事後調査報告書（工事の施行中その１）」（平成 17 年 4 月）で報告された第一期事業区域

１ブロック除却工事において、予測：510 ㎥に対し、事後調査結果：4,000 ㎥、「事後調査報

告書（工事の施行中その２）」（平成 20 年 11 月）で報告された第一期事業区域２ブロック除

却工事において、予測：1,380 ㎥に対し、事後調査結果：4,203 ㎥であったように、今回の事

後調査結果は予測を上回っており、これは、除却建物が昭和 30 年代後半に建築されたもので、

居室は和室を主としていたことにより、畳下の荒床や根太、束などで木材を多用していたた

め、その除却時に木くずが大量に発生したことによるものと考えられる。（写真 5-7 参考） 

建設発生土は、34,250 ㎥であった。予測は第二期事業区域（第一期事業区域２ブロックＹ、

Ｚ工区含む）全体（約 99,103 ㎥）であるため、今後実施されるＦ工区の建設工事における排

出量の結果を合わせて検討する必要がある。（ここまでの累計（Ｙ、Ｚ、Ｄ1 工区、Ｅ工区）

は、約 64,572 ㎥） 

 

 

表 5-3 建設廃棄物発生量調査結果 

（第二期事業区域（第一期事業区域２ブロックＹ工区含む）） 

項目 単位 

予測結果 

（Ｙ注１），Ｄ，Ｅ，Ｆ工

区） 

事後調査結果注２） 

（Ｙ注１），Ｄ，Ｅ，Ｆ工

区） 

コンクリート塊 ㎥ 37,040 50,622 

アスファルト塊 ㎥    630    920 

木くず ㎥  2,150 7,829 

金属くず t  2,380 2,255 

その他（ガラス、畳等） t    910    614 

建設発生土 ㎥ 99,103 64,572 

 注１）Ｙ工区は第一期事業区域２ブロックにあたるが、「事業計画の変更について」（平成 23 年 6 月）を受け

て、Ｙ工区の建設廃棄物は第二期事業区域に含めている。 

 注２）事後調査結果は、予測結果の対象である第二期事業区域（第一期事業区域２ブロックＹ工区含む）全体

を示すものではなく、第一期事業区域２ブロックＹ工区及び第二期事業区域Ｄ、Ｅ工区及びＦ工区の除却

工事までの値である。 

注３）表に示した事後調査の欄は、予測結果で対象としている第二期事業区域工事（Ｙ、Ｚ工区含む）全体を示

すものではなく、第一期事業区域２ブロックＹ、Ｚ工区、第二期事業区域Ｄ１、Ｄ２、Ｅ工区の建設工事

までの値である 
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写真 5-7 内装解体の状況 

F 工区の除却工事中 Ｅ工区の除却工事中 




