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6 対象事業の目的及び内容 

6.1 事業の目的 

既存破砕処理施設は、昭和 61 年に稼働を開始し、がれき類の中間処理を進めてきたが、30 年

以上が経過し、老朽化がみられる。近年は、粉じん、悪臭及び騒音対策として、散水設備、脱臭

炉及び遮音壁等を設置するなどの環境保全対策を講じてきたものの、用地の制約・施設の老朽化

等から、既存敷地及び既存施設において、これ以上の環境保全対策を講じることは困難となって

きた。また、搬出入車両による接続道路の道路渋滞、今後の労働環境への対応等も課題となりつ

つある。 

本事業は、現在、野外に設置されている既存破砕処理施設や再生製品ヤードを高さ約 14～16.5m

の建屋に格納することで、粉じん及び騒音等へさらなる環境対策を講じる。また、構内道路の整

備などにより、接続道路の渋滞緩和を図る。これらの環境保全対策のほか、処理能力の増強と労

働時間の短縮等の両立を目指すため、新敷地に破砕処理施設を整備するものである。 

 

6.2 事業の内容 

6.2.1 位置及び区域 

計画地の位置は図 6-1 及び図 6-2 に示すとおりである。 

計画地は、江戸川区東葛西三丁目 17 番 37 号に位置しており、計画地面積が約 25,100m2の区域

である。 
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図 6-1 対象事業の位置  
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図 6-2 上空から見た対象事業の位置 
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6.2.2 計画の内容 

本事業は、新敷地に破砕処理施設を設置するものである。 

主な施設としては、破砕処理施設、廃材ヤード、再生製品ヤード、建設発生土ヤード、改良土

ヤード及びその付帯施設がある。 

 

(1)施設計画 

事業実施前の既存施設及び事業実施後の新施設における施設の概要（構造等）は表 6-1 に示

すとおりである。 

既存施設の配置は図 6-3 に示すとおりであり、既存敷地の南側に破砕処理施設、改良土施設

及び廃材ヤードを、西側に再生製品ヤード及び建設発生土ヤードを、北側(計画地のほぼ中央)

にアスファルト、リサイクルプラントを配置している。なお、破砕処理施設の破砕機及びベル

トコンベヤは野外に設置されている。 

新施設の施設計画は図 6-4 に示すとおりであり、新敷地の南側に建屋に格納された破砕処理

施設を配置し、その北側及び西側に搬出入口のみ開放された廃材ヤードや再生製品ヤードを配

置する計画である。 

なお、新施設の整備後、既存敷地の破砕処理施設及び各ヤードは解体する。 

その他、付帯施設として、新敷地の東側に管理室(計量棟)、休憩所、タイヤ洗い場を設置す

る。 
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表 6-1(1) 施設の概要(事業実施前：既存施設の構造等) 

施設区分 既存施設 

破砕処理施設(既存敷地) 

改良土施設(既存敷地) 

構  造：鉄骨造、基礎鉄筋コンクリ―ト造 

高  さ：約 10m、4m 

築造面積：約 1,400m2 

廃材ヤード(既存敷地) 

構  造：鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

高  さ：約 8m 

築造面積：約 2,500m2 

再生製品ヤード(既存敷地) 

構  造：鉄筋コンクリート造 

高  さ：約 5m 

築造面積：約 600m2 

建設発生土ヤード(既存敷地) 

改良土ヤード(既存敷地) 

構  造：鉄筋コンクリート造 

高  さ：約 3m 

築造面積：約 700m2 

アスファルトプラント(既存敷地) 

リサイクルプラント(既存敷地) 

構  造：鉄骨造 

高  さ：約 20m（煙突高さ：約 30m） 

築造面積：約 1,400m2 

付帯施設(既存敷地) 事務所(計量棟)、資材置場、タイヤ洗い場 

注）下線の施設は、新施設の整備後に解体する。 

 

表 6-1(2) 施設の概要(事業実施後：新施設の構造等) 

施設区分 新施設 

破砕処理施設(新敷地) 

構  造：鉄骨造、基礎鉄筋コンクリ―ト造 

高  さ：約 16.5m 

建築面積：約 914m2 

廃材ヤード(新敷地) 

構  造：鉄筋コンクリート造 

高  さ：約 8m 

築造面積：約 1,540m2 

再生製品ヤード(新敷地) 

改良土ヤード(新敷地) 

構  造：鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

高  さ：約 16m 

建築面積：約 2,270m2 

建設発生土ヤード(新敷地) 

構  造：鉄筋コンクリート造 

高  さ：約 5m 

築造面積：約 480m2 

付帯施設(新敷地) 管理室(計量棟)、休憩所、タイヤ洗い場 

アスファルトプラント(既存敷地) 

リサイクルプラント(既存敷地) 

構  造：鉄骨造 

高  さ：約 20m（煙突高さ：約 30m） 

築造面積：約 1,400m2 

付帯施設(既存敷地) 事務所(計量棟)、資材置場、タイヤ洗い場 
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本事業の工程は、表 6-2 に示すとおり、新施設の工事は令和 3(2021)年秋(10～11 月)に着手

し、令和 4(2022)年秋(10～11 月)に試運転を行い、令和 4(2022)年冬(11～12 月)に新施設での

操業を開始する計画である。 

また、新施設の運転開始後に、既存破砕処理施設及び既存廃材ヤード等の解体工事を行う計

画である。 

なお、新施設の整備後もアスファルト、リサイクルプラントは引き続き、操業を行う。 

 

表 6-2 事業工程 

年度 

項目 

令和元年 

(2019 年) 

令和 2 年 

(2020 年) 

令和 3 年 

(2021 年) 

令和 4 年 

(2022 年) 

令和 5 年 

(2023 年) 

基本設計 

                                                            

                                                            

                                                            

環境影響 

評価手続 

                                                            

                                                             

                                                            

準備工 

                                                            

                                                             

                                                            

基礎工事・土工事 

                                                            

                                                            

                                                            

躯体工事 

                                                            

                                                            

                                                            

プラント工事 

(機械設置) 

                                                            

                                                            

                                                            

建屋工事 

                                                            

                                                            

                                                            

排水・外構工事 

                                                            

                                                            

                                                            

試運転 

                                                            

                                                            

                                                            

既存破砕処理施設 

既存廃材ヤード等 

解体工事 

                                                            

                                                            

                                                            

施設の操業 

                                                            

既存施設稼動 新施設稼動 
                                                            

▲着工 

▼新施設操業開始 
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図 6-3 既存施設配置図  
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図 6-4 新施設配置図 
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新設の破砕処理施設の計画平面図は図 6-5、計画断面図は図 6-6、計画立面図は図 6-7、

完成予想図は図 6-8 に示すとおりである。 

 
注１）太線は、建屋を示す。 

注２）再生製品ヤードは、屋根掛けする計画である。 

 

図 6-5 計画平面図（1/800） 
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注１）太線は、建屋を示す。 

注２）再生製品ヤードは、屋根掛けする計画である。 

 

図 6-6(1) 計画断面図①（破砕処理施設：1/800） 

 

 

注１）太線は、建屋を示す。 

注２）再生製品ヤードは、屋根掛けする計画である。 

 

図 6-6(2) 計画断面図②（再生製品ヤード、廃材ヤード：1/800） 

 

 

図 6-6(3) 計画断面図③（廃材ヤード、建設発生土ヤード：1/800） 
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図 6-7(1) 計画立面図①（破砕処理施設：1/500） 

  



 

 21 

 

 

 

図 6-7(2) 計画立面図②（再生製品ヤード、改良土ヤード：1/600） 
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図 6-8 完成予想図 

 

※図は計画段階のイメージであり、 

変更となる場合がある。 
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(2)整備計画 

 1) 設備概要 

新施設及び既存施設の設備概要は、表 6-3 に示すとおりである。 

廃材の処理能力は、既存施設の 60t/h から 300t/h に、建設発生土の処理能力は既存施設

45t/h から 50t/h に増強される。 

廃材と建設発生土は、同じ破砕処理施設内で処理を行うこととなるが、同時に処理するこ

とはなく、時間帯を分け、別々に処理を行う。 

 

表 6-3 新施設及び既存施設の設備概要 

区分 
破砕処理施設 

アスファルト 

プラント 

リサイクル 

プラント 

新施設 既存施設 既存施設 

施設規模 

(処理能力) 
300t/h(廃材)、50t/h(建設発生土) 120t/h 100t/h 

処理方法 破砕・選別、土質改良 乾燥・加熱 

処理対象物 

がれき類(コンクリート塊、アスファル

ト・コンクリート塊)、ガラス・コンクリ

ート・陶磁器くず(再生できるものに限

る)、建設発生土 

骨材、石粉アスフ

ァルト 

再生アスファル

ト合材、再生用添

加剤 

運転計画 
1 日 24 時間 

(24 時間の中で概ね 8時間運転) 

1 日 8 時間 

(8 時～17 時) 

の連続運転 

1 日 8 時間 

(8 時～17 時) 

の連続運転 
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 2) 廃材の処理フロー 

廃材の処理フローは、図 6-9 に示すとおりである。 

 

ア  廃材の流れ 

東京都、千葉県の公共工事及び民間工事等で発生する廃材は、入庫車両から廃材ヤードへ

荷下ろしを行い、一次保管する。 

廃材は、バックホウ、ホイールローダによりホッパーに投入し、一次破砕機（低速回転）

で粗割、二次破砕機（高速回転）で細かく破砕し、スクリーンで再生製品等の振るい分けを

行い、再生製品ヤードへ品目を区分してベルトコンベアにて搬送する。 

なお、粉じんの主な発生源となる二次破砕機及びスクリーンには集じん装置を取り付け、

粉じんを捕集する。 

 

イ  廃材から出るごみの流れ 

スクリーンで振るい分けされた木くず、プラスチック等の混合物(以下、「処理残さ」とい

う。)は、吸選機及びごみ取り装置によって回収し、破砕処理施設建屋内にて一時貯蔵する。

回収された処理残さは、民間の産業廃棄物処理施設へ搬出し、再資源化する。 

 

ウ  有価物の流れ 

主にコンクリート廃材を破砕する際に選別される鉄筋くずは一時貯蔵し、有価物として回

収業者へ搬出する。 
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注）RC は再生砕石、As は再生アスファルト合材を表す。 

 

図 6-9 廃材の処理フロー 
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 3) 建設発生土の処理フロー 

建設発生土の処理フローは、図 6-10 に示すとおりである。 

 

ア  建設発生土の流れ 

道路工事から発生する建設発生土は、建設発生土ヤードへ荷下ろしを行い、一次保管する。 

建設発生土は、ホイールローダによりホッパーに投入し、スクリーンで粒径及び処理残さ

の振るい分けを行う。その後、石灰を混入したミキサーにて水分を蒸発させ、土質の改良を

行い、一旦、再生製品ヤードへベルトコンベアにて搬送し、その後、ホイールローダにて改

良土ヤードへ搬送する。 

 

イ  建設発生土から出るごみの流れ 

スクリーンで振るい分けされた処理残さは、ごみ取り装置よって回収し、破砕処理施設建

屋内にて一時貯蔵する。回収された処理残さは、民間の産業廃棄物処理施設へ搬出し、再資

源化する。 
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図 6-10 建設発生土の処理フロー 



 

 28 

(3)エネルギー計画 

新たに整備する破砕処理施設において、使用するエネルギーは、電気を計画している。 

 

(4)給排水計画 

本事業では、事務所での事業活動用水として東京都水道局からの上水、ヤードの粉じん飛散

防止用の散水用水として、東京都水道局からの上水及び工業用水の給水を受け、利用する計画

である。また、建築物の屋根等に降った雨水は、雨水貯留槽を経て、場内散水として再利用す

る計画である。 

雨水貯留槽を経た雨水の余剰分は、公共用下水道へ排水する。構内道路等の場内に降った雨

水は、非浸透性のアスファルト舗装を施した路面から排水側溝等に流れ、地下に設けた油水分

離槽を経由し、公共用下水道へ排水する。油水分離槽は定期的に油分、沈殿物の除去及び清掃

などのメンテナンスを行う。 

 

(5)緑化計画 

本事業では、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」の基準を遵守し、図 

6-11 に示すとおり、緑地を配置する計画である。 

地上部の緑化にあたっては、「植栽時における在来種選定ガイドライン」(平成 26 年５月、東

京都環境局)を参照して、植栽樹種を選定し、植栽を行う。 

なお、「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例」に基づき、建設工事の着手に

先立ち行う事業計画書等の届出においては、緑地の位置、緑化面積、樹木の種類及び高さ並び

に本数等について江戸川区と事前相談及び協議を行う。緑化が完了したときは、工事完了書等

の提出により報告する。 

関係条例・基準等に基づく必要緑地面積等及び計画緑地面積等は、表 6-4 に示すとおりであ

る。また、必要緑地面積等の算定方法は表 6-5 に示すとおりである。 

 

表 6-4 必要緑地面積等及び計画緑地面積等 

条例・基準等 必要緑地面積等 計画緑地面積等注１ 

江戸川区住宅等整備事業における 

基準等に関する条例(地上部)注 2 
1,634m2以上 1,397m2 

江戸川区住宅等整備事業における 

基準等に関する条例(接道部)注 3 
39m 以上 44m 

江戸川区住宅等整備事業における 

基準等に関する条例(建築物上)注 4 

1,033m2以上 

建築物上：796m2以上 

地上部不足分：237m2以上 

1,500m2 

東京都環境確保条例 

東京都建築物環境配慮指針(評価基準の段階 2) 
2,514m2以上 2,897m2 

注１)面積等は、江戸川区との協議等により変更となる場合がある。 

注２)対象は、地上部の環境空地(緑地、歩道状空地等)の面積である。 

注３)対象は、接道部の環境空地の長さである。 

注４)対象は、建築物上(破砕処理施設及び再生製品ヤード)の環境空地の面積である。 
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表 6-5 必要緑地面積等の算定方法 

条例・基準等 対象 算定式注1 
必要緑地 

面積等 

江戸川区住宅等整備事業 

における基準等 

に関する条例 

地上部注2 

(敷地面積-建築面積)×環境空地率(25%) 

(12,570-3,184)×25%=2,347m2 
1,634m2 

(敷地面積-(敷地面積×建蔽率×0.8))×環境空地率(25%) 

(12,570-(12,570×60%×0.8))×25%=1,634m2 

接道部 
接道部長さ×接道部環境空地率(70%) 

55×70%=38.5m 
39m 

建築物上注3 

建物上面積(建築面積)×建物上環境空地率(25%) 

3,184×25%=796m2 

必要緑地面積-計画緑地面積=地上部不足面積 

1,634-1,397=237m2 

1,033m2 

東京都環境確保条例 

建築物環境配慮指針 

(配置基準の段階 2) 

地上部 

建築物上 

敷地面積×20%以上 30%未満 

12,570×20％=2,514m2 
2,514m2 

注１)必要緑地面積等の算定が必要となる諸元は、敷地面積：12,570m2、建築面積：3,184m2、法定建ぺい率：60％、

接道長さ：55m である。 

注２)対象は、地上部の環境空地(緑地、歩道空地等)の面積であり、算定式により得られる数値の小さい方の面積

以上とする。 

注３)地上部の不足分は、必要面積のうち、1/2 を限度に建築物上に置き換えることができる。 

 

(6)環境保全計画 

 1) 粉じん対策 

破砕処理施設は、高さ約 16.5m の建築物内に格納、廃材を搬送するベルトコンベヤは防じ

ん・防音カバーで囲うことで、破砕及び運搬の過程での粉じんの飛散を防止する。 

また、計画地の周囲には高さ約 10m の遮音壁を設置し、ヤードでの積み下ろし時に発生す

る粉じんの飛散を防止するほか、廃材及び建設発生土を投入するホッパーにシャワーノズル

を取り付け、粉じんの発生を防止する。さらに、タイヤ洗い場の設置、場内散水等を行うこ

とにより、粉じんの飛散を防止する。 

 

 2) 騒音対策 

破砕処理施設は、高さ約 16.5m の建築物内に格納、廃材を搬送するベルトコンベヤは防じ

ん・防音カバーで囲うことで、破砕及び運搬の過程の騒音の伝搬を抑制する。 

また、計画地の周囲には高さ約 10m の遮音壁を設置し、ヤードでの積み下ろし時に発生す

る騒音の伝搬を抑制する。 

 

(7)廃棄物の処理計画 

施設の稼働に伴い排出される廃棄物等には、木くず、プラスチック等の処理残さ(産業廃棄

物)及び鉄筋くずがある。 

処理残さは、破砕処理施設建屋内にて一時貯蔵し、民間の産業廃棄物処理施設に搬出し、再

資源化する。鉄筋くずは、一時貯蔵し、有価物として回収業者へ搬出する。 

この他、事務所での事業活動に伴い発生する紙ごみ、生ごみ、空き缶、空き瓶、ペットボト

ル等については、事業系一般廃棄物として、江戸川区が回収する。 
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図 6-11 緑化計画図  

注)緑地及び屋上緑地の位置は、江戸川区との協議等により、変更となる場合

がある。 
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6.3 施工計画及び供用計画 

6.3.1 施工計画 

(1)工事工程の概要 

工事期間は、表 6-2 に示すとおり、既存施設解体も含め、令和 3(2021)年秋(10～11 月)から

令和 4(2022)年冬(11～12 月)までの約 14 ヶ月を予定している。 

 

(2)工事の概要 

 1) 土木建築工事 

ア  準備工事 

工事にあたり、工事区域に仮囲いや仮設電気・水道等の設置、資機材置き場等の場内整備

を行う。 

 

イ  基礎工事・土工事 

杭打ち機、ラフタークレーン等を用い、既製杭及びＨ鋼杭の打設を行う。併せて、バック

ホウ、ジャイアントブレーカー等を用い、新敷地購入前に存在していた食用植物油工場の地

下構造物や杭の解体・撤去を行う。なお、本施設の杭深度は GL-27m 程度、杭の間隔は 2.5m

程度を計画している(p.19 参照)。 

また、新敷地の地下に雨水貯留槽及び油水分離槽を設置(p.17 参照)するため、山留を構築

しながら局地的な範囲を深さ４m程度の掘削を行う計画である。 

 

ウ  躯体工事 

クローラクレーン、コンクリートポンプ車を用い、地下部分より鉄筋組立、型枠、コンク

リ―ト打設を繰り返し、所定の高さまで仕上げる。 

 

エ  プラント工事（機械設置） 

地上部の躯体工事が完了した箇所からラフタークレーンにて設備機器を搬入し、順次、据

付・溶接・組立を行う。 

 

オ  建屋工事 

破砕処理施設、再生製品ヤードの設備機器設置後、ラフタークレーンを用い、柱、梁、屋

根、壁材の組み立てを行う。 

 

カ  排水・外構工事 

躯体工事が完了した箇所から敷地内雨水排水管の敷設及び下水道接続工事を行い、構内道

路新設工事及び緑化工事を行う。 
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 2) 解体工事 

破砕処理施設の建設工事完了後、既存施設の解体工事を実施する。解体対象となる既存施

設は、既存破砕処理施設、改良土施設、廃材ヤード、再生製品ヤード、建設発生土ヤードの

仕切り壁であり、バックホウ、ジャイアントブレーカー、油圧破砕機等を用いて解体する。 

アスベストについては、飛散性の高い吹付け材等として使用されていないことは確認済み

であるが、破砕処理施設の外壁等の一部において、レベル３に該当するアスベスト含有建材

の使用が確認されている。 

今後、解体工事前までに施設の稼働中に確認できない箇所についてもさらに調査を行い、

アスベストの使用の有無を確認した上で、解体・除去等については、法令等に基づき適切に

処理・処分する。 

また、解体工事にあたっては、「労働安全衛生規則」に基づき、次のような措置を講じて、

労働者の安全を確保するとともに、周辺環境へ十分配慮して適切に行っていく。 

① 解体作業の計画の事前届出 

② アスベスト等のサンプリング 

③ 適切な保護具エアラインマスク、密閉式防護服等の使用 

④ 解体廃棄物等の法令に基づく適正処理 

⑤ 建設機械の相互接触を防止するための、十分な離隔作業帯の明示 

 

(3)建設機械及び工事用車両 

 1) 建設機械 

工事で使用する主な建設機械は、バックホウ、ラフタークレーン、クローラクレーン、コ

ンクリートポンプ車、杭打ち機等を想定している。 

なお、建設・解体作業に当たっては、排出ガス対策型及び低騒音・低振動型の建設機械の

積極的な使用に努める。 

 

 2) 工事用車両 

工事用車両の主な入出車ルートは、図 6-12 に示すルートを想定している。 

なお、工事用車両は、排出ガス規制適合車の使用に努め、工事用車両の出入口には警備員

が常駐し工事用車両の誘導に当たり、接続道路における交通安全の確保、渋滞の緩和に努め

る。 
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図 6-12 工事用車両の主な入出車ルート 
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6.3.2 供用計画 

(1)運転計画 

破砕処理施設の運転時間は、原則８時～17 時の８時間とするが、メンテナンス作業で日中に

稼働できない時や夜間の搬入量が多い時は、夜間運転を行う場合がある。ただし、夜間運転を

行う場合でも日当たりの処理量は、８時間の最大処理能力である 2,400t/日を超えない運転計

画とする。 

また、廃材と建設発生土を同時に処理することはなく、時間を分けて処理を行うが、処理時

間及び日当たりの処理量は合計で８時間、2,400t/日を超えない計画とする。 

 

(2)車両運行計画 

 1) 廃材及び建設発生土の運搬 

原則として、東京都、千葉県の公共工事及び民間工事から発生する廃材及び道路工事等か

ら発生する建設発生土(以下、「廃材等」という。)を搬入し、計画地内の破砕処理施設で製品

化し、道路及び土木工事等の現場に搬出する。 

 

 2) 搬出入時間 

廃材等の搬出入は、24 時間とする。ただし、年末年始、大型連休、毎月の第二土曜日、日

曜日は、原則として閉所日とする。 

 

 3) 走行ルート 

廃材等、再生製品等運搬車両及び処理残さ収集車両の主な走行ルートは、図 6-13 に示す

ルートを想定している。なお、入出車口には警備員を常駐させ、搬出入する車両の誘導に当

たり、接続道路における交通安全の確保、渋滞の緩和に努める。 

 

 4) 搬出入車両台数 

廃材等運搬車両(処理残さ収集車両を含む)は、実績値(資料編 p.４参照)及び整備後の処理

能力から最大約 800 台/日(大型車 440 台/日、小型車 360 台/日)を想定している。また、再

生製品等運搬車両は実績値から最大約 740 台/日(大型車 372 台/日、小型車 368 台/日)を想

定しており、施設の搬出入車両台数は 1,540 台/日(大型車 812 台/日、小型車 728 台/日)を

想定している。 

なお、搬出入車両は、主にダンプトラック(４～10t)を使用する。 

 

(3)廃棄物等の処分 

施設の稼働に伴い排出される廃棄物等には、処理残さ(産業廃棄物)及び鉄筋くずがある。 

処理残さは民間の産業廃棄物処理施設に搬出し、鉄筋くずは一時貯蔵し、有価物として回収

業者へ搬出する。 

この他、事務所での事業活動に伴い発生する紙ごみ、生ごみ、空き缶、空き瓶、ペットボト

ル等については、事業系一般廃棄物として、江戸川区が回収する。 
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図 6-13 搬入出車両の主な入出車ルート  
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6.4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

本事業に関連する計画には、「「未来の東京」戦略ビジョン」(令和元(2019)年 12 月)、「東京都

環境基本計画」（平成 28 年３月）、「江戸川区基本構想」(平成 14 年７月)、「江戸川区基本計画(後

期)えどがわ 10 年プラン～共育 協働 安心への道～」(平成 24 年２月)、「江戸川区実施計画平成

30年度(2018年度)～32年度(2020年度)～共育 協働 安心への道～」(平成 30年３月)等がある、

り、これらの計画に基づいて環境へ配慮した事項は表 6-6 に示すとおりである。 

 

表 6-6(1) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画の名称 計画の内容 配慮事項 

「未来の東京」戦

略ビジョン 

(令和元(2019)年

12 月) 

○水と緑溢れる東京戦略 

・公園や緑地など様々な緑を増やし、水辺を

豊かにする 

・計画地東側に緩衝緑地を配置し、構内緑化

を推進するほか、再生製品ヤードの屋上

緑化を行う。 

○ゼロエミッション東京戦略 

・省エネ・再エネ設備を備えた住宅・事業所

の導入促進や、エネルギーの地産地消・再

生可能エネルギーの利用拡大、水素エネ

ルギー利活用により、ゼロエミッション

化を強力に推進する。 

・LED 照明及び高効率設備を積極的に導入

する。 

東京都環境基本

計画 

(平成 28 年３月) 

○エネルギー消費の抑制・温室効果ガスの

排出抑制 

・設備の省エネルギー化、壁や屋根の断熱な

ど、建物の熱負荷抑制性能の向上、自然エ

ネルギーの利用等により、省エネルギー

を進める。 

・LED 照明及び高効率設備を積極的に導入

する。 

○環境負荷の少ない交通 

・施設の立地・計画にあたっては、自動車利

用の効率化を図ることで、自動車使用が

なるべく少なくなるよう計画する。 

・適正な運行管理によって、工事用車両が特

定の時間に集中することを回避するよう

に努める。 

○持続可能な資源利用の推進、廃棄物の適

正処理 

・建設工事における廃棄物の発生をできる

限り抑え、資源ロスの削減を図る。 

・解体時における建設廃棄物の再資源化等

と適正処理の徹底を図る。 

・建設廃材等の廃棄物の減量及びリサイク

ルに努め、環境への負荷を最小限にする。 

・建設時における建設発生土は一部を埋戻

しに用い、残りは既存改良土施設におい

て再資源化を図る。 

・解体時におけるコンクリート塊は整備後

の破砕処理施設で処理し、再資源化を図

る。 

○大気環境の向上 

・工場・事業場等の建設に当たっては、大気

汚染物質による周辺への影響を防止する

対策を講じる。 

・建設等工事期間においては、資材運搬車

両、建設機械などの排出ガスによる汚染

を抑制する。また工期の短縮、建設作業者

の通勤等における自動車利用の抑制など

を進める。 

・破砕処理施設は、高さ約 16.5m の建築物

内に格納、廃材を搬送するベルトコンベ

ヤは防じんカバーで囲うとともに計画地

の周囲には高さ約10mの遮音壁を設置し、

破砕及び運搬の過程での粉じんの飛散を

防止する。また、廃材及び建設発生土を投

入するホッパーにシャワーノズルを取り

付け、粉じんの発生を防止する。 

・施設の建設・解体作業に当たっては、排出

ガス対策型の建設機械の積極的な使用に

努めるとともに工事用車両が集中しない

ように分散化に努める。 
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表 6-6(2) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画の名称 計画の内容 配慮事項 

東京都環境基本

計画 

(平成 28 年３月) 

○化学物質、土壌汚染などによる環境リス

クの低減 

・土壌汚染の有無を調査し、汚染が判明した

場合には、合理的な土壌汚染対策を行う。 

・解体工事においては、解体時期や解体工法

等が決定した段階で、別途、土壌汚染対策

法第 4 条及び環境確保条例第 117 条に基

づく調査及び手続きを行う。 

○騒音・振動、悪臭対策等 

・建設工事等に伴い発生する騒音・振動も抑

制する工法を採用するとともに、工事用

車両台数の抑制などを進める。 

・周辺地域の土地利用に合わせ、施設の稼動

や運搬車両による騒音や振動等による周

辺地域への影響が極力少なくなるよう計

画する。 

・建設・解体作業に当たっては、低騒音・低

振動型の建設機械の積極的な使用に努め

るとともに工事用車両が集中しないよう

に分散化に努める。 

・破砕処理施設は、高さ約 16.5m の建築物

内に格納、廃材を搬送するベルトコンベ

ヤは防音カバーで囲うとともに計画地の

周囲には高さ約 10m の遮音壁を設置し、

破砕及び運搬の過程の騒音の伝搬を抑制

する。 

○生物多様性の確保・緑の創出 

・建築物を整備する場合は、その建築物上や

壁面などでの緑化について、維持管理や

効果を検討し、緑化に努める。 

・計画地東側に緩衝緑地を配置し、構内緑化

を推進するほか、再生製品ヤードの屋上

緑化を行う。 

○水循環の再生と水辺環境の向上 

・地形の特性に応じて、雨水の貯留を行う。 

・建築物の屋根等に降った雨水は、雨水貯留

槽を経て、場内散水として再利用する計

画である。 

○暑さ対策 

・緑化（敷地内緑化、屋上緑化、壁面緑化等）

を積極的に進める。 

・計画地東側に緩衝緑地を配置し、構内緑化

を推進するほか、再生製品ヤードの屋上

緑化を行う。 

○景観形成・歴史的・文化的遺産の保全・再

生 

・地域の特性を生かし、周辺の景観との調和

に努める。 

・周辺建築物や街並み、主要な眺望点からの

景観に配慮した形態・色彩等とする。 

○工事期間中の配慮 

・工事に伴う大気汚染、騒音・振動、水質汚

濁等の防止及び温室効果ガスの削減に努

める。 

・排出ガス対策型及び低騒音・低振動型の建

設機械の積極的な使用に努める。 

・工事用車両が集中しないように分散化に

努める。 

・建設工事に伴い発生する濁水は、仮設沈砂

槽等を設け、下水排除基準に適合するよ

う処理し、公共下水道へ排水する。 
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表 6-6(3) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画の名称 計画の内容 配慮事項 

ゼロエミッショ

ン東京戦略 

(令和元（2019）年

12 月) 

○ゼロエミッションビルの拡大 

・高効率な設備機器や再エネ設備の標準装

備 

○プラスチック対策 

・ペットボトルのボトル to ボトル推進 

・高効率設備を積極的に導入する。 

・廃材の処理で分別されたプラスチック等

は、産業廃棄物処理施設へ搬出し、再資源

化する。 

・事務所での事業活動に伴い発生するびん、

缶、ペットボトルなどの資源ごみは分別

を徹底し、リサイクルに出す。 

 

ヒートアイラン

ド対策ガイドラ

イン 

(平成 17 年７月) 

○工場・倉庫における対策 

・屋上緑化 

・壁面緑化 

・敷地内の自然被覆化(保水性舗装、芝ブロ

ック、保水性建材等) 

・敷地内の樹木緑化 

・計画地東側に緩衝緑地を配置し、構内緑化

を推進するほか、再生製品ヤードの屋上

緑化を行う。 

東京が新たに進

めるみどりの取

組 

(令和元年５月) 

○東京が新たに進めるみどりの取組 

・拠点・骨格となるみどりを形成する 

・みどりの量的な底上げ・質の向上を図る 

・特色あるみどりが身近にある 

・計画地東側に緩衝緑地を配置し、構内緑化

を推進するほか、再生製品ヤードの屋上

緑化を行う。 

・緑化にあったっては、植栽時における在来

種選定ガイドラインを参照し、植栽樹種

を選定する。 
植栽時における

在来種選定ガイ

ドライン～生物

多様性に配慮し

た植栽を目指し

て～ 

(平成 26 年５月) 

○生物多様性に配慮した植栽の推進 

・地域本来の在来種を用いる。 

○在来動物の生息空間のネットワーク化 

・在来種を活用した植栽を行うことで、本来

分布している在来の野鳥や昆虫が採食

し、その営巣や産卵の場所を提供するこ

とが期待できる。 

緑施策の新展開

～生物多様性の

保全に向けた基

本戦略～ 

(平成 24 年５月) 

○緑施策の今後の展開【まもる】～緑の保全

強化～ 

・緑の量の確保 

・希少種・外来種対策の推進 

東京都資源循環・

廃棄物処理計画 

～Sustainable 

 Design Tokyo～ 

(平成 28 年３月) 

○エコマテリアルの利用と持続可能な調達

の普及の促進 

・建設工事におけるエコマテリアルの利用

促進 

・建設廃材等の廃棄物の減量及びリサイク

ルに努め、環境への負荷を最小限にする。 

 

東京都建設リサ

イクル推進計画 

(平成 28 年４月) 

○コンクリート塊等を活用する 

・コンクリート塊、アスファルト・コンクリ

ート塊の活用等 

○建設発生土を活用する 

・建設発生土の活用、適正処理の確保、土壌

汚染対策等 

・解体時におけるコンクリート塊は整備後

の破砕処理施設で処理し、再資源化を図

る。 

・建設時における建設発生土は一部を埋戻

しに用い、残りは既存改良土施設におい

て再資源化を図る。 

東京都自動車排

出窒素酸化物及

び自動車排出粒

子状物質総量削

減計画 

(平成 25 年７月) 

○自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒

子状物質の総量の削減 

・自動車単体対策の強化等 

・車種規制の実施及び流入車の排出基準の

適合車への転換の促進 

・低公害車・低燃費車の普及拡大 

・エコドライブの普及促進 

・工事用車両及び施設内を走行する搬出入

車両はアイドリングストップの推奨に努

める。 

・工事用車両は、低公害車の使用に努める。 
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表 6-6(4) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画の名称 計画の内容 配慮事項 

東京都景観計画 

(成 30 年８月改

定) 

○美しく風格のある首都東京の再生 

・東京らしい景観の形成 

・景観法の活用による新しい取組 

・都市づくりと連携した景観施策の展開 

・周辺建築物や街並み、主要な眺望点からの

景観に配慮した形態・色彩等とする。 

・計画地東側に緩衝緑地を配置し、構内緑化

を推進するほか、再生製品ヤードの屋上

緑化を行う。 

江戸川区基本構

想 

(平成 14 年７月) 

○区民参加による環境づくり 

・環境啓発・環境教育 

・資源循環(ごみの減量と資源リサイクル) 

・自然との共生・ふれあい 

・都市環境問題・有害化学物質への対応 

・地球環境への配慮 

・計画地東側に緩衝緑地を配置し、構内緑化

を推進するほか、再生製品ヤードの屋上

緑化を行う。 

・建築物の屋根等に降った雨水は、雨水貯留

槽を経て、場内散水として再利用する計

画であり、余剰分は、公共下水道へ排水す

る。 

・構内道路等の場内に降った雨水は、非浸透

性のアスファルト舗装を施した路面から

排水側溝等に流れ、地下に設けた油水分

離槽を経由し、公共下水道へ排水する。 

・解体工事前までにアスベストの調査を行

い、アスベストの使用の有無を確認した

上で、解体・除去等については、法令等に

基づき適切に処理する。 

・既存破砕処理施設等の解体工事において

は、解体時期や解体工法等が決定した段

階で、別途、土壌汚染対策法第 4 条及び

環境確保条例第 117 条に基づく調査及び

手続きを行う。 

・破砕機等の設備機器は、高効率設備を導入

する。 

・LED 照明など省エネルギー機器を積極的

に導入する。 

江戸川区基本計

画(後期)えどが

わ 10 年プラン～

共育 協働 安心

への道～ 

(平成 24 年２月) 

○環境啓発・環境教育 

・環境にやさしいエコタウンづくり 

○資源循環（ごみの減量と資源リサイクル） 

・ライフスタイルの見直しによるごみの大

幅な減量化 

○都市環境問題・有害化学物質への対応 

・生活環境の改善・保全と新たな環境汚染問

題への対応 

江戸川区実施計

画 

平成30年度(2018

年度)～32 年度

(2020 年度)～共

育 協働 安心へ

の道～ 

(平成 30 年３月) 

○環境にやさしいエコタウンづくり 

・民間の屋上緑化等の促進 

・再生可能エネルギー・省エネルギー機器の

導入促進 

○ライフスタイルの見直しによるごみの大

幅な減量化 

・搬出入車両における低公害車の導入 

第２次エコタウ

ンえどがわ推進

計画 

(平成 30 年３月) 

○事業者の省エネの着眼点 

・無駄を排除（照明、空調、外気取り入れ等） 

・快適さを保ちつつ節約(室内温度、照明、

外気導入量、節水器具) 

・建物・設備からのエネルギーロスの抑制

(外壁の断熱、窓の日射調整、配管の断熱) 

・廃熱を回収（全熱交換器、熱回収ヒートポ

ンプ） 

・エネルギー供給会社との需給供給契約の

見直し（夜間電力、蓄熱調整、ピーク時間

調整等） 

・計画地東側に緩衝緑地を配置し、構内緑化

を推進するほか、再生製品ヤードの屋上

緑化を行う。 

・破砕機等の設備機器は、高効率設備を導入

する。 

・LED 照明など省エネルギー機器を積極的

に導入する。 
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表 6-6(5) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画の名称 計画の内容 配慮事項 

江戸川区都市計

画マスタープラ

ン 

(平成 31 年３月) 

○河川周辺のまちづくり 

・妙見島などを含む江戸川緑地については、

将来の土地利用動向や河川計画を踏まえ

た緑地のあり方を検討する。 

・構内緑化を推進するほか、再生製品ヤード

の屋上緑化を行う。 

江戸川区景観計

画 

(平成 23 年４月) 

○大河川景観軸の景観形成基準 

（配置） 

・河川や河川沿いの道路に面する場合は、河

川敷等を歩く歩行者が水辺を楽しめるよ

う、水辺側にオープンスペースを設置す

るなど、公共空間と一体となった配置に

配慮する。 

・河川側に建築物の顔を向けるなど河川に

配慮した配置とする。 

（高さ規模） 

・建築物は、河川堤防、橋や水上などからの

見え方に配慮する。 

（形態・意匠・色彩） 

・色彩・素材は、河川や街路樹の緑との調和

を図る。 

（公開空地・外構・緑等） 

・河川に過度な明るさの照明は向けないよ

う配慮する。 

・周辺建築物や街並み、主要な眺望点からの

景観に配慮した形態・色彩等とする。 

・構内緑化を推進するほか、再生製品ヤード

の屋上緑化を行う。 

江戸川区みどり

の基本計画～水･

緑、ともに生きる

豊かな暮らし～ 

(平成 25 年４月) 

○公共用地や民有地の緑化を進めます 

・緑化の充実 

・計画地東側に緩衝緑地を配置し、構内緑化

を推進するほか、再生製品ヤードの屋上

緑化を行う。 

Edogawa ごみダイ

エットプラン(江

戸川区一般廃棄

物処理基本計画) 

(平成 28 年３月) 

○リサイクルの推進 

・分別の徹底 

・事務所での事業活動に伴い発生する事業

系一般廃棄物は、紙の裏面利用、ペーパー

レス化などの発生抑制に努め、びん、缶、

ペットボトルなどの資源ごみは分別を徹

底し、リサイクルに出す。 
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6.5 事業計画の策定に至った経過 

既存破砕処理施設は、昭和 61 年に稼働を開始し、がれき類の中間処理を進めてきたが、30 年

以上が経過し老朽化がみられる。近年は、以下に示す環境保全対策を講じてきたものの、用地の

制約・施設の老朽化等から、既存敷地及び既存施設において、これ以上の環境保全対策を講じる

ことは困難となってきた。また、搬出入車両による接続道路の道路渋滞、今後の労働環境への対

応等も課題となりつつある。 

既存施設での操業を継続しつつ、これらの課題の解決を図るため、新敷地での破砕処理施設等

を建設する本事業計画を策定したものである。 

 

・昭和 38 年 11 月 アスファルトプラントの操業を開始する。 

・昭和 56 年 11 月 スチーム破砕方式リサイクルプラントの操業を開始する。 

・昭和 61 年 10 月 破砕処理施設の操業を開始する。 

・平成 14 年ごろ 粉じん、悪臭に関する苦情が寄せられるようになる。 

・平成 15 年 2 月 粉じん対策として、廃材ヤード・再生製品ヤードへの散水設備の

設置、場内通路・公道への散水車・路面清掃車を導入する。 

・平成 16 年 2 月 アスファルトプラント、リサイクルプラントから発生する臭気の

対策として、消臭中和剤装置を設置し、煙突・敷地境界の臭気濃

度の低減を図る。 

・平成 17 年 10 月 アスファルトプラント、リサイクルプラントから発生する臭気の

更なる対策として、脱臭炉を設置する。 

・平成 23 年 8 月 温室効果ガス排出量を削減するため、燃料を化石燃料から都市ガ

スへ変更するほか、廃熱回収装置を設置し、アスファルトプラン

ト、リサイクルプラントにて、廃熱の再利用を開始する。 

・平成 27 年ごろ 騒音に関する苦情が寄せられるようになる。 

・平成 28 年 2 月 再生製品ヤードから発生する騒音、粉じん対策として、既存施設

西側に高さ約 10m の防音壁を設置する。 

・平成 29 年 12 月 新敷地を購入する。 

・平成 30 年 1 月 破砕処理施設等の建替え計画立案する。 

・令和元年 10 月 新敷地の北側及び西側に高さ約 10m の防音壁を設置する。 
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