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8.4 廃棄物 

8.4.1 現況調査 

(1)調査事項及びその選択理由 

廃棄物の現況調査の調査事項及びその選択理由は、表 8.4-1 に示すとおりである。 

 

表 8.4-1 調査事項及びその選択理由：廃棄物 

調査事項 選択理由 

①撤去建造物及び伐採樹木等の状況 

②建設発生土の状況 

③特別管理廃棄物の状況 

④廃棄物処理の状況 

⑤法令による基準等 

工事の施行中においては、破砕処理施設等の建設、既存破砕

処理施設等の解体･撤去により廃棄物及び建設発生土が発生

する。 

工事の完了後においては、施設の稼働に伴う木くず、プラス

チック等、鉄筋くず及び事業系一般廃棄物が発生する。 

以上のことから、計画地及びその周辺地域について、左記の

事項に係る調査が必要である。 

 

(2)調査地域 

調査地域は、計画地内とした。 

 

(3)調査結果 

 1) 撤去建造物及び伐採樹木等の状況 

撤去の対象となる既存破砕処理施設及び廃材ヤード等の概要は、表 8.4-2 に示すとおりで

ある。なお、伐採の対象となる樹木はない。 

 

表 8.4-2 撤去構造物の概要 

施設区分 構造等 築造面積 想定される主な廃棄物 

破砕処理施設 

改良土施設 

鉄骨造 

基礎鉄筋コンクリート造 
1,400m2 

コンクリート塊 

金属くず等 

廃材ヤード 
鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 
2,500m2 

コンクリート塊 

金属くず等 

再生製品ヤード 鉄筋コンクリート造 600m2 
コンクリート塊 

金属くず等 

建設発生土ヤード 

改良土ヤード 
鉄筋コンクリート造 700m2 

コンクリート塊 

金属くず等 

合計  5,200m2 ― 

 

 2) 建設発生土の状況 

本事業の工事における掘削深さは GL より約４m と計画しているため、掘削により人工土層

(盛土)が発生すると考えられる。 
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 3) 特別管理廃棄物の状況 

既存破砕処理施設におけるアスベストの使用状況は、既存破砕処理施設の建屋において、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。既存破砕処理施設の稼働中

に確認できない箇所については、解体工事前に調査を行い、アスベストの使用の有無を確認

し、「石綿障害予防規則」(平成 17 年、厚生労働省令第 21 号)、「建築物の解体等に係る石綿

(アスベスト)飛散防止対策マニュアル」(平成 29 年 12 月、東京都)に基づき適切に処理・処

分する。 

 

 4) 廃棄物処理の状況 

既存破砕処理施設における平成 30(2018)年度の廃材等の処理量は 323,686t/年、再生製品

の生産量(再資源化量)は 138,237t/年である。 

また、施設の稼働に伴い発生する処理残さの量は約 223m3/年、金属くず(鉄筋くず)の量は

約 296t/年であり、事業系一般廃棄物は 19,350L/年である。 

 

 5) 法令による基準等 

関係法令として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45 年、法律第 137 号)、「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、法律第 104 号)、循環型社会形成

推進基本法(平成 12 年、法律第 110 号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年、

法律第 48 号)等がある。 
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8.4.2 予測 

(1)予測事項 

 1) 工事の施行中 

工事の施行中における予測事項は、破砕処理施設等の建設、既存破砕処理施設等の解体･撤

去に伴う産業廃棄物(建設廃棄物)、建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法、非飛

散性アスベスト廃棄物の保管方法及び運搬方法とした。 

 

 2) 工事の完了後 

工事の完了後における予測事項は、施設の稼働に伴う廃棄物の排出量、再資源化量及び処

理・処分方法とした。 

 

(2)予測の対象時点 

 1) 工事の施行中 

工事の施行中とした。 

 

 2) 工事の完了後 

施設の稼働が通常状態に達した時点から 1年間とした。 

 

(3)予測地域 

計画地内とした。  
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(4)予測結果 

 1) 工事の施行中 

ア  破砕処理施設等の建設に伴う産業廃棄物(建設廃棄物)、建設発生土の排出量、再利利用量

及び処理・処分方法 

破砕処理施設等の建設に伴う廃棄物等の排出量及び再利用量は、表 8.4-3(1)に示すとお

りである。 

破砕処理施設等の建設に伴う主な廃棄物はコンクリートであり、コンクリートは既存破砕

処理施設において再資源化を図り、その他の廃棄物は、民間の産業廃棄物処理施設(再資源化

施設)に搬出し、再資源化する。 

なお、再資源化できない廃棄物については、産業廃棄物としてマニフェストにより、適正

に処理・処分したことを確認する。 

また、破砕処理施設等の建設に伴う建設汚泥及び建設発生土の排出量及び再利用量は、表 

8.4-3(2)～（3）に示すとおりである。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。既存改良土施設で処理できない量となった場合は、建設発生

土受入地の受入基準に適合していることを確認の上、運搬車両にシート掛けを行い搬出する。 

 

表 8.4-3(1) 破砕処理施設等の建設に伴う廃棄物等の排出量、再利用量 

廃棄物の種類 単位 排出量 再資源化率 再利用量 

コンクリート t 22.7 99% 22.5 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 t 7.6 99% 7.5 

ガラス・陶磁器くず t 7.8 98% 7.6 

廃プラスチック類 t 4.9 98% 4.8 

金属くず t 3.2 98% 3.1 

木くず t 7.7 98% 7.5 

紙くず t 2.0 98% 2.0 

石膏ボード t 6.1 98% 6.0 

その他 t 9.1 98% 8.9 

混合廃棄物 t 30.2 83% 25.1 

合計 t 101.3 ― 95.0 

 

表 8.4-3(2) 破砕処理施設等の建設に伴う建設汚泥の排出量、再利用量 

廃棄物の種類 単位 排出量 再資源化率 再利用量 

建設汚泥 m3 311 96% 298 

 

表 8.4-3(3) 破砕処理施設等の建設に伴う建設発生土の排出量、再利用量 

廃棄物の種類 単位 排出量 再資源化率 再利用量 

建設発生土 m3 10,637 88% 9,361 
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イ  既存破砕処理施設等の解体・撤去に伴う産業廃棄物(建設廃棄物)、建設発生土の排出量、

再利用量及び処理・処分方法 

既存破砕処理施設等の解体・撤去に伴う廃棄物等の排出量及び再利用量は、表 8.4-4 に示

すとおりである。 

既存破砕処理施設等の解体・撤去に伴う主な廃棄物はコンクリート、金属くずであり、コ

ンクリートは整備後の破砕処理施設において再資源化を図り、金属くずは全量、有価物とし

て、回収業者へ搬出する。 

なお、再資源化できない廃棄物については、産業廃棄物としてマニフェストにより、適正

に処理・処分したことを確認する。 

 

表 8.4-4 既存破砕処理施設等の解体・撤去に伴う廃棄物等の排出量、再利用量 

廃棄物の種類 単位 排出量 再資源化率 再利用量 

コンクリート m3 2,000 99% 1,900 

鉄筋くず m3 500 100% 500 

合計 m3 2,500 ― 2,400 

 

ウ  非飛散性アスベスト廃棄物の保管方法及び運搬方法 

既存破砕処理施設におけるアスベストの使用状況は、既存破砕処理施設の建屋において、

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。既存破砕処理施設の稼働

中に確認できない箇所については、解体工事前に調査を行い、アスベストの使用の有無を確

認し、「石綿障害予防規則」(平成 17 年、厚生労働省令第 21 号)、「建築物の解体等に係る石

綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル」(平成 29 年 12 月、東京都)に基づき適切に処理す

る。保管方法及び運搬方法は、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第２版)」(平成 23 年３

月、環境省)に従い、運搬されるまでの間は、他の物と混合しないよう仕切りを設ける、石綿

含有産業廃棄物である旨等を表示した二重袋に詰めるなどの対策を講じて保管し、運搬は許

可を得た業者に委託するとともに、マニフェストにより確認する。 

 

 2) 工事の完了後 

施設の稼働に伴う廃棄物の排出量、再資源化量は、表 8.4-5 に示すとおりである。 

施設の稼働に伴う主な廃棄物のうち、処理残さは民間の産業廃棄物処理施設(再資源化施

設)に搬出し、再資源化を図る。また、鉄筋くずは全量、有価物として、回収業者へ搬出する。 

なお、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るほか、びん、缶、ペットボトルなどの資源ごみは分別を徹底し、

リサイクルに出す等により、廃棄物の減量を図った上で、施設内に設置された保管場所から江

戸川区が回収する。 

 

表 8.4-5 施設の稼働に伴う廃棄物の排出量、再資源化量 

廃棄物の種類 単位 排出量 再資源化率 再資源化量 

処理残さ m3 256 98% 251 

鉄筋くず t 377 100% 377 
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8.4.3 環境保全のための措置 

(1)予測に反映した措置 

 1) 工事の施行中 

・建設発生土は、一部埋戻しに利用し、残りは既存改良土施設において再資源化を図る。既

存改良土施設で処理できない量となった場合は、建設発生土受入地の受入基準に適合し

ていることを確認の上、運搬車両にシート掛けを行い搬出する。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、「東京都建設リサイクル推進計画」に示される平成 32 年度

(2020 年度)の目標値を踏まえて可能な限り再資源化を図る。 

・建設汚泥は脱水等の減量化・再資源化を行い、「東京都建設リサイクル推進計画」に示さ

れる平成 32 年度(2020 年度)の目標値を踏まえて可能な限り再資源化を図る。 

・既存破砕処理施設の建屋において、レベル３に該当するアスベストの使用が確認されてい

るため、関係法令に基づく必要な措置を講じる。既存破砕処理施設の稼働中に確認できな

い箇所については、解体工事前に調査を行い、アスベストの使用の有無を確認し、「石綿

障害予防規則」(平成 17 年、厚生労働省令第 21 号)、「建築物の解体等に係る石綿(アスベ

スト)飛散防止対策マニュアル」(平成 29 年 12 月、東京都)に基づき適切に処理・処分す

る。 

 

 2) 工事の完了後 

・稼働に伴い発生する処理残さは、民間の産業廃棄物処理施設(再資源化施設)へ、鉄筋くず

は有価物として回収業者へ搬出することで再資源化を図る。 

・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、施設内に設置された保管場所か

ら江戸川区が回収する。 

 

(2)予測に反映しなかった措置 

・解体工事前に調査を行い、新たに特別管理産業廃棄物(飛散性アスベスト・ＰＣＢ)が発生

された場合は、適切に処理・処分する。 
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8.4.4 評価 

(1)評価の指標 

評価の指標は、以下の法令等に示されている事業者の責務とし、事業の実施に伴い発生され

る廃棄物及び建設発生土の排出量、処理の内容等の妥当性を判断する。 

 

 1) 工事の施行中 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 

・「循環型社会形成推進基本法」 

・「資源の有効な利用の促進に関する法律」 

・「東京都廃棄物条例」 

・「東京都建設リサイクル推進計画」 

・「江戸川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」 

 

 2) 工事の完了後 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

・「循環型社会形成推進基本法」 

・「資源の有効な利用の促進に関する法律」 

・「東京都廃棄物条例」 

・「江戸川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」 

 

(2)評価の結果 

 1) 工事の施行中 

ア  破砕処理施設等の建設に伴う産業廃棄物(建設廃棄物)、建設発生土の排出量、再利用量及

び処理・処分方法 

破砕処理施設等の建設に伴う建設廃棄物の排出量は、計画段階から発生抑制に努めること

で約 101t と予測する。主な廃棄物はコンクリートであり、コンクリートは既存施設におい

て再資源化を図り、その他の廃棄物は、民間の産業廃棄物処理施設(再資源化施設)に搬出し、

可能な限り再資源化を図ることにより、「東京都建設リサイクル推進計画」の再資源化率の目

標値を満足する。 

なお、再資源化できない廃棄物については、産業廃棄物としてマニフェストにより、適正

に処理・処分したことを確認する。 

また、破砕処理施設等の建設に伴う建設発生土の排出量は約 11,000m3であるが、一部は埋

戻しに使用し、残りは既存改良土施設において再資源化を図る。既存改良土施設で処理でき

ない量となった場合は、建設発生土受入地の受入基準に適合していることを確認の上、運搬

車両にシート掛けを行い搬出する。 

したがって、破砕処理施設等の建設に伴う産業廃棄物の排出量、建設発生土の排出量、再

利用量及び処理・処分方法は関係法令等に定める事業者の責務を順守できるものであり、妥

当であると考える。  
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イ  既存破砕処理施設等の解体･撤去に伴う産業廃棄物(建設廃棄物)の排出量、再利用量及び

処理・処分方法 

既存破砕施設等の解体・撤去に伴い発生する廃棄物の排出量は、約 2,500m3と予測する。 

主な廃棄物はコンクリート、金属くずであり、コンクリートは整備後の破砕処理施設にお

いて再資源化を図り、金属くずは全量、有価物として、回収業者へ搬出する。 

なお、再資源化できない廃棄物については、産業廃棄物としてマニフェストにより、適正

に処理・処分したことを確認する。 

したがって、既存破砕処理施設等の解体･撤去に伴う産業廃棄物の排出量、再利用量及び処

理・処分方法は関係法令等に定める事業者の責務を遵守できるものであり、妥当であると考

える。 

 

ウ  非飛散性アスベスト廃棄物の保管方法及び運搬方法 

既存破砕処理施設におけるアスベストの使用状況は、既存破砕処理施設の建屋において、

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。既存破砕処理施設の稼働

中に確認できない箇所については、解体工事前に調査を行い、アスベストの使用の有無を確

認し、「石綿障害予防規則」(平成 17 年、厚生労働省令第 21 号)、「建築物の解体等に係る石

綿(アスベスト)飛散防止対策マニュアル」(平成 29 年 12 月、東京都)に基づき適切に処理す

る。保管方法及び運搬方法は、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第２版)」(平成 23 年３

月、環境省)に従い、運搬されるまでの間は、他の物と混合しないよう仕切りを設ける、石綿

含有産業廃棄物である旨等を表示した二重袋に詰めるなどの対策を講じて保管し、運搬は許

可を得た業者に委託するとともに、マニフェストにより確認する。 

したがって、関係法令に示される事業者の責務を順守できるものであり、妥当であると考

える。 

 

 2) 工事の完了後 

施設の稼働に伴う廃棄物の排出量は、処理残さ約 260m3、鉄筋くず 377t と予測する。 

処理残さは、妙見島内の産業廃棄物処理施設(再資源化施設)へ搬出し、再資源化を図る。ま

た、鉄筋くずは全量、有価物として、回収業者へ搬出する。 

なお、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

クルに出す等により、廃棄物の減量を図り、施設内に設置された保管場所から江戸川区が回収

する。 

したがって、施設の稼働に伴う廃棄物の排出量、再資源量及び処理・処分方法は関係法令等

に定める事業者の責務を遵守できるものであり、妥当であると考える。 
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	ff_shtml0: ただいま、ページを読み込み中です。5秒以上、このメッセージが表示されている場合、Adobe Reader（もしくはAcrobat）のAcrobat JavaScriptを有効にしてください。Adobe Readerのメニュー：「編集」→「環境設定」→「JavaScript」で設定できます。「Acrobat JavaScriptを使用」にチェックを入れてください。なお、Adobe Reader以外でのPDFビューアで閲覧されている場合もこのメッセージが表示されます。Adobe Readerで閲覧するようにしてください。Firefox（Windows・Mac）/ Mac Safariをご利用の場合、他のブラウザ（Microsoft Edge/ Google Chrome/ IE）でアクセスしなおしてください。また、モバイルブラウザでは閲覧できませんので、お手数ですが、Windows端末もしくはMac端末でアクセスするようにしてください。
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