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8.11 廃棄物 

8.11.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

廃棄物に係る調査事項及び選択理由は、表 8.11-1に示すとおりである。 

 

表 8.11-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

①撤去建造物等の状況 

②建設発生土及び建設汚泥の状況 

③特別管理廃棄物の状況 

④廃棄物の処理の状況 

⑤法令による基準等 

工事の施行中には建設廃棄物及び建設発生土が、工事の
完了後には施設の供用に伴う廃棄物が排出されるため、事
業区域及びその周辺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、計画建築物の規模及び地域の状況を考慮し、事業区域及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

撤去建造物等の状況 

撤去建造物等の状況は、施工計画に関する資料等を整理した。 

 

建設発生土及び建設汚泥の状況 

建設発生土の状況は、施工計画に関する資料等を整理した。 

 

特別管理廃棄物の状況 

特別管理廃棄物の状況は、施工計画に関する資料等を整理した。 

 

廃棄物の処理の状況 

廃棄物処理の状況については平成 27～30年度までの 4ヶ年分の「清掃事業年報（東京 23

区）―事業実績―」（平成 28年～令和元年 東京二十三区清掃一部事務組合 総務部事業調

整課）、「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成 29年度実績）」（令和元年 10月 

東京都環境局資源循環推進部計画課）等の既存資料を整理した。 
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法令による基準等 

法令による基準等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月

25日 法律第 137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 4月 26日 法律第 48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 5月 31日 法律第 104号、以下「建設リサイク

ル法」という。）、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（平成 7

年 法律第 102号）、「東京都廃棄物条例」（平成 4年 6月 24日 条例第 140号）、「品川区廃

棄物の処理及び再利用に関する条例」（平成 11 年 条例第 24 号）等の関連法令等や、「東

京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成 28 年 3 月 東京都環境局）、「東京都建設リサイク

ル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）、「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3次）～「循

環型都市しながわ」の実現～」（平成 25 年 3 月 品川区）等の自治体の計画などを整理し

た。 

 

(4) 調査結果 

撤去建造物等の状況 

撤去の対象となる主な既存建造物は図 8.11-1に示すとおりであり、既存建造物は全て撤

去する計画である。撤去対象部分の内訳及び面積は、表 8.11-2に示すとおりである。 

 

表 8.11-2 撤去建造物の構造及び面積 

構造 撤去部分 延床面積（m2） 

木造 

地上部 6,117 

地下部   73 

合計 6,190 

非木造 

（S、RC、SRC合計） 

地上部 25,566 

地下部 2,093 

合計 27,659 

注 1）S:鉄骨造り、RC:鉄筋コンクリート造り、SRC:鉄骨鉄筋コンクリート造り 

注 2）既存建造物の規模・構造・面積については、登記簿等の既存資料に基づき算出した。 

 

建設発生土及び建設汚泥の状況 

事業区域の掘削工事に伴い想定される建設発生土の掘削土量は、表 8.11-3に示すとおり

約 103,600m3である。また、山留・杭工事による建設汚泥の土量は約 4,900m3であり、泥土

（建設汚泥）として発生すると想定される。 

 

表 8.11-3 建設発生土及び建設汚泥の状況 

項目 掘削土量（m3） 

掘削工事 建設発生土※1 約 103,600※2 

山留・杭工事 建設汚泥 約   4,900※3 

合計 約 108,500※2 

※1 建設発生土の量（体積）は掘削前の土量である。 

※2 詳細は表 8.11-14と資料編 p.111に示す。 

※3 詳細は表 8.11-15に示す。 
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特別管理廃棄物の状況 

石綿含有廃棄物については、昭和 30 年代から石綿の利用量は増加し、輸入量は昭和 49

年が最大であったが、その後の石綿含有建材、石綿含有摩擦材、石綿含有接着剤の輸入、

製造、使用の禁止に伴い、平成 17 年には国内の石綿輸入量は大幅に減少した。更に平成

18 年 9 月からの石綿含有製品の輸入、製造、使用が禁止され、平成 24年には適用除外製

品も含め全面禁止となっている。事業区域内の既存建造物の建築年は、昭和 30 年頃から

昭和 60 年頃にかけてのものが多く、撤去建造物から石綿含有廃棄物が発生する可能性が

考えられる。現在事業区域では施設が供用中のため、それらの撤去建造物については、今

後「労働安全衛生法」（昭和 47年法律第 57号）における「石綿障害予防規則」（平成 17年

2月 24 日 厚生労働省令第 21 号）及び「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）に基

づき、「建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュア

ル」（令和 3年 3月 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環

境局大気環境課）等に従い解体工事着手前に石綿含有建材の使用状況を調査し、使用が確

認された場合には、関係法令等に従い適切に処分する。 

ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物については、事業区域内の既存建造物は店舗、事務所、

住宅等であり、特別管理産業廃棄物はないものと考えられるが、解体工事に際して PCB含

有の可能性がある機器等について調査を行い、含有が確認された場合には、「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成 13年 法律第 65号）に基

づき、適切に処理する。 

その他の特別管理廃棄物についても、工事の実施にあたりその存在が確認された場合に

は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年 12月 25日 法律第 137号）等関係

法令に基づき、適切に処理する。 
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図 8.11-1 
 

主な既存建造物 

注）この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）3都市基交著第 119号 

Ⅰ-① 

Ⅰ-② 
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廃棄物の処理の状況 

一般廃棄物 

事業区域（品川区）及び周辺地域（目黒区）の 2区におけるごみ収集量の推移は図 8.11-

2及び表 8.11-4に示すとおりである。 

平成 30年度の 2区合計のごみ収集量は 125,837.34tであり、近年は概ね横ばい傾向とな

っている。 

 

出典：「清掃事業年報（東京 23区）平成 27年度－事業実績―」（平成 28年 8月 東京二十三区清掃一部

事務組合総務部事業調整課） 

「清掃事業年報（東京 23区）平成 28年度－事業実績―」（平成 29年 8月 東京二十三区清掃一部 

事務組合総務部事業調整課） 

「清掃事業年報（東京 23区）平成 29年度－事業実績―」（平成 30年 8月 東京二十三区清掃一部 

事務組合総務部事業調整課） 

「清掃事業年報（東京 23区）平成 30年度－事業実績―」（令和元年 8月 東京二十三区清掃一部 

事務組合総務部事業調整課） 

図 8.11-2 ごみ収集量の推移（2区合計） 

 

 

表 8.11-4 品川区及び目黒区におけるごみ収集量・持込量（平成 30年度） 

区域 
区収集量 （t） 持込量 

（t） 
合 計 
（t） 可燃 不燃 粗大 小計 

品川区 66,974 2,703 2,304 71,981 841 72,822 

目黒区 47,915 2,127 2,305 52,347 669 53,015 

計 114,889 4,830 4,609 124,328 1,509 125,837 

23 区計 1,664,457 42,209 59,512 1,766,177 988,118 2,754,296 

注) 表中の数値は公表値を概略表示したものであるため、表示の数値の合計と公表値は合わない場合が

ある。 

出典：「清掃事業年報（東京 23区）平成 30年度－事業実績―」（令和元年 8月 東京二十三区清掃一部

事務組合総務部事業調整課） 
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産業廃棄物 

東京都において平成 29 年度に排出された建設業の産業廃棄物量は表 8.11-5 に示すとお

りである。平成 29年度における建設業の産業廃棄物排出量は 10,792千 tで、その内訳は

がれき類（5,822千 t、54%）と汚泥（3,844千 t、36%）で 9割を占めている。 

排出された産業廃棄物の処理・処分状況は図 8.11-3 に示すとおりである。全排出量の

98.9%にあたる 10,673千 tが中間処理され、破砕、脱水等による減量化ののち、直接再生

利用される 13千 t と合わせて 8,385 千 t（77.7%）が再生利用されている。また、最終処

分量は全体の 3.9%にあたる 421千 tである。 

 

表 8.11-5 建設業の産業廃棄物の排出量（東京都 平成 29年度） 

区域 

産業廃棄物排出量 （千 t） 

がれき類 汚泥 木くず 
混合 
廃棄物 

ガラス・ 

陶磁器く
ず 

廃プラス
チック類 

金属くず 
石綿含有 
廃棄物 

その他 合計 

建設業 5,822 3,844 316 261 255 102 81 44 67 10,792 

出典:「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成 29年度実績）」（令和元年 10月 東京都環境局資源

循環推進部計画課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）（）内の数字は排出量に対する割合を示す。 

注 2）各項目量は四捨五入してあるため、合算値が合わない場合がある。 

出典：「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成 29年度実績）」（令和元年 10月 東京都環境局資源

循環推進部計画課） 

図 8.11-3 建設業の産業廃棄物処理・処分状況（東京都 平成 29年度） 

排出量

10,792(100.0%) 

直接再生利用量

13(0.1%) 

中間処理量

10,673(98.9%) 

直接最終処分量

106(1.0%) 

処理後量

8,687(80.5%) 

減量化量

1,986(18.4%) 

処理後 

再生利用量

8,372(77.6%) 

処理後 

最終処分量

315(2.9%) 

再生利用量

8,385(77.7%) 

最終処分量

421(3.9%) 単位:千 t 
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法令による基準等 

廃棄物に係る法令 

廃棄物に係る法令等としては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月

25日 法律第 137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 4 月 26 日 法律第 48 号）、「建設リサイクル

法」、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（平成 7年 法律第 102

号）、「東京都廃棄物条例」（平成 4 年 6 月 24 日 条例第 140 号）及び「品川区廃棄物の処

理及び再利用に関する条例」（平成 11 年 条例第 24 号）等があり、表 8.11-6（1）～（7）

に示すとおり、廃棄物の適正処理並びに発生抑制・原料や資源の循環利用に係る事業者の

責務が示されている。 

 

表 8.11-6（1） 廃棄物に係る法令等に規定される事業者の責務等 

関係法令 事業者の責務等 

廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律 

（昭和 45年 12月

25 日法律第 137

号） 

（事業者の責務） 

第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適

正に処理しなければならない。 

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりそ

の減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が

廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な

処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に

係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製

品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのな

いようにしなければならない。 

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の

確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 
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表 8.11-6（2） 廃棄物に係る法令等に規定される事業者の責務等 

関係法令 事業者の責務等 

循環型社会形成

推進基本法 

（平成 12年 法律

第 110号） 

（事業者の責務） 

第十一条 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材

料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を

講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、こ

れについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的

な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環

資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。 

2 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、その事業活

動を行うに際しては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充

実その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置

を講ずるとともに、当該製品、容器等の設計の工夫及び材質又は成分の表示その

他の当該製品、容器等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行

われることを促進し、及びその適正な処分が困難とならないようにするために必要な

措置を講ずる責務を有する。 

3 前項に定めるもののほか、製品、容器等であって、これが循環資源となった場合

におけるその循環的な利用を適正かつ円滑に行うためには国、地方公共団体、事

業者及び国民がそれぞれ適切に役割を分担することが必要であるとともに、当該製

品、容器等に係る設計及び原材料の選択、当該製品、容器等が循環資源となった

ものの収集等の観点からその事業者の果たすべき役割が循環型社会の形成を推

進する上で重要であると認められるものについては、当該製品、容器等の製造、販

売等を行う事業者は、基本原則にのっとり、当該分担すべき役割として、自ら、当該

製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれにつ

いて適正に循環的な利用を行う責務を有する。 

4 循環資源であって、その循環的な利用を行うことが技術的及び経済的に可能で

あり、かつ、その循環的な利用が促進されることが循環型社会の形成を推進する上

で重要であると認められるものについては、当該循環資源の循環的な利用を行うこ

とができる事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、これに

ついて適正に循環的な利用を行う責務を有する。 

5 前各項に定めるもののほか、事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動に際

しては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら努めるとともに、国

又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を

有する。 
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表 8.11-6（3） 廃棄物に係る法令等に規定される事業者の責務等 

関係法令 事業者の責務等 

資源の有効な利

用の促進に関す

る法律 

（平成 3年 4月 26

日 法律第 48号） 

（事業者等の責務） 

第四条  工場若しくは事業場（建設工事に係るものを含む。以下同じ。）において

事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者（以下「事業者」という。）又は建設工

事の発注者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用

の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければなら

ない。 

2  事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されるこ

とを促進するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使

用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若し

くは再生部品として利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に

係る副産物の全部若しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努め

なければならない。 

建設工事に係る

資材の再資源化

等に関する法律

（建設リサイクル

法） 

（平成 12 年 5 月

31 日法律第 104

号） 

 

 

（建設業を営む者の責務） 

第五条 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、

建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制する

とともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減する

よう努めなければならない。 

2 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材（建設

資材廃棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び第

四十一条において同じ。）を使用するよう努めなければならない。 

（発注者の責務） 

第六条 発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材

廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化に

より得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源

化等の促進に努めなければならない。 

（分別解体等実施義務） 

第九条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建

設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第三項又は第四項の建設工

事の規模に関する基準以上のもの（以下「対象建設工事」という。）の受注者（当該

対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における

各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。）又はこれを請負契約によ

らないで自ら施工する者（以下単に「自主施工者」という。）は、正当な理由がある場

合を除き、分別解体等をしなければならない。 

2 前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確

保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、

行わなければならない。 
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表 8.11-6（4） 廃棄物に係る法令等に規定される事業者の責務等 

関係法令 事業者の責務等 

容器包装に係る

分別収集及び再

商品化の促進等

に関する法律 

（平成 7 年 法律

第 102 号） 

（事業者及び消費者の責務） 

第四条 事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、

容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄

物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られ

た物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準

適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。 

東京都廃棄物条

例 

（平成 4年 6月 24

日 条例第 140号 

東京都） 

 

（事業者の基本的責務） 

第八条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を

減量しなければならない。 

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物（以下「事業系廃棄物」という。）

を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

6 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し都の施策に協力しなけ

ればならない。 

（事業系廃棄物の減量等） 

第十条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するた

めに必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。 

2 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、

油水分離、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。 

品川区廃棄物の

処理及び再利用

に関する条例 

（平成 11 年条例

第24号 品川区） 

 

第一章 総則 

第三節 事業者の責務 

第十条 事業者は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等により、廃棄物の減量

を図らなければならない。 

2 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならな

い。 

3 事業者は、物の製造、加工、販売等（以下「物の製造等」という。）に際して、その

製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることの

ないようにしなければならない。 

4 前 3 項に定めるもののほか、事業者は、廃棄物の減量および適正な処理の確保

に関し、区の施策に協力しなければならない。 

第二章 再利用による廃棄物の減量義務 

第二節 事業者が行う廃棄物の減量 

（事業系廃棄物の減量） 

第十六条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底等、再利用を促進するため

に必要な措置を講ずることにより、事業系廃棄物を減量しなければならない。 
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表 8.11-6（5） 廃棄物に係る法令等に規定される事業者の責務等 

関係法令 事業者の責務等 

品川区廃棄物の

処理及び再利用

に関する条例 

（続き） 

 

 

（廃棄物の発生の抑制等） 

第十七条 事業者は、物の製造等に際しては、長期間使用可能な製品の開発、製

品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

2 事業者は、物の製造等に際しては、再生資源（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）第 2条第 4 項に規定する再生資源をいう。）および

再生品を利用するよう努めなければならない。 

（再利用の容易性の自己評価等） 

第十八条 事業者は、物の製造等に際しては、その製品、容器等の再利用の容易

性についてあらかじめ自ら評価し、製品、容器等について、再利用の容易なものの

開発、再利用の方法についての情報提供等を行うことによって、その再利用を促進

しなければならない。 

（適正包装等） 

第十九条 事業者は、廃棄物の発生を抑制するため、物の製造等に際しては、包

装、容器等に係る基準の設定等により、その包装、容器等の適正化に努めなけれ

ばならない。 

2 事業者は、物の製造等に際しては、再び使用することが可能な包装、容器等の

普及に努め、使用後の包装、容器等の回収等により、包装、容器等の再利用の促

進を図らなければならない。 

3 事業者は、区民の商品の購入等に際しては、区民が当該商品について適正な

包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、区民が包装、容器等を不要とし、また

は返却する場合は、当該包装、容器等の回収等に努めなければならない。 

（事業用大規模建築物の所有者等の義務） 

第二十条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの（以下「事業用大規模建築

物」という。）の所有者は、再利用の促進等により、当該事業用大規模建築物から排

出される事業系一般廃棄物を減量しなければならない。 

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事

業系一般廃棄物の減量および適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で

定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を区長に届け出なければ

ならない。 

3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する

計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。 

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物または当該事業

用大規模建築物の敷地内に、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の

保管場所を設置するよう努めなければならない。 

（次項に続く） 
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表 8.11-6（6） 廃棄物に係る法令等に規定される事業者の責務等 

関係法令 事業者の責務等 

品川区廃棄物の

処理及び再利用

に関する条例 

（続き） 

 

5 事業用大規模建築物の占有者は、当該事業用大規模建築物から生ずる事業系

一般廃棄物の減量に関し、当該事業用大規模建築物の所有者に協力しなければ

ならない。 

6 事業用大規模建築物を建設しようとする者（以下「事業用大規模建築物の建設

者」という。）は、当該事業用大規模建築物または当該事業用大規模建築物の敷地

内に、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなけ

ればならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場

所について、規則で定めるところにより、あらかじめ区長に届け出なければならな

い。 

（事業系廃棄物の処理） 

第二十七条 事業者は、事業系廃棄物について、生活環境の保全上支障が生じな

いうちに運搬し、もしくは処分し、または廃棄物の収集もしくは運搬もしくは処分を業

として行う者に運搬させ、もしくは処分させるなどの方法により、自らの責任におい

て、適正に処理しなければならない。 

（事業者の中間処理義務） 

第二十八条 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、

焼却、油水分離、脱水等（以下「中間処理」という。）を行うことにより、その減量を図

らなければならない。 

（処理技術の開発） 

第二十九条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自らまたは共同し

て技術開発を図らなければならない。 

（処理困難性の自己評価等） 

第三十条 事業者は、物の製造等に際しては、その製品、容器等が廃棄物となっ

た場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、その製品、容器等に

ついて、適正な処理が困難とならないようなものの開発、適正な処理方法について

の情報提供等を行うことにより、製品、容器等が廃棄物となった場合において、適

正な処理が困難となることのないようにしなければならない。 

（適正処理困難物の製造等の抑制） 

第三十一条 事業者は、製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処

理が困難となる物（以下「適正処理困難物」という。）については、製造、加工、販売

等を自ら抑制しなければならない。 

（次項に続く） 
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表 8.11-6（7） 廃棄物に係る法令等に規定される事業者の責務等 

関係法令 事業者の責務等 

品川区廃棄物の

処理及び再利用

に関する条例 

 （続き） 

第三節 一般廃棄物の処理 

（事業系一般廃棄物等の排出方法） 

第三十七条 事業者は、区長の収集および運搬する事業系一般廃棄物（動物の死

体およびし尿を除く。）または一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を容器で排

出するときは、容器に収納する容量に相当する第五十四条第一項の有料ごみ処理

券を添付しなければならない。ただし、袋で排出するときその他これにより難いと区

長が認めるときまたは臨時に排出するときは、区長の指示に従わなければならな

い。 

（事業者の事業系一般廃棄物の処理） 

第四十一条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第 34 条第 3 項

に規定する規則で定める処理の基準に従わなければならない。 

（事業系一般廃棄物保管場所の設置） 

第四十二条 事業者は、その建築物または敷地内に事業系一般廃棄物の保管場

所を設置し、自ら排出する事業系一般廃棄物を当該保管場所に集めなければなら

ない。 

2 前項の保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。 

第五節 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置 

第五十一条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者（以下「建設者」とい

う。）は、当該建築物または当該建築物の敷地内に再利用の対象となる物および廃

棄物の保管場所および保管設備（以下「保管場所等」という。）を設置しなければな

らない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めると

ころにより、あらかじめ区長に届け出なければならない。 

2 保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。 

3 区長は、保管場所等について、建設者が前 2 項の規定に違反すると認めるとき

は、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を講

ずるよう命ずることができる。 

4 第 1 項に規定する建築物の占有者は、当該建築物から排出される再利用の対

象となる物および廃棄物を保管場所等に集めなければならない。 

 （次項に続く） 
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廃棄物に係る計画等 

廃棄物に係る自治体の策定する計画等としては、「東京都建設リサイクル推進計画」（平

成 28 年 4 月 東京都）、「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成 28 年 4 月 東京都環境

局）及び「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3次）～「循環型都市しながわ」の実現～」

（平成 25 年 3月 品川区）等がある。それぞれの計画における目標・施策等は、表 8.11-

7（1）～（4）に示すとおりである。 

 

表 8.11-7（1） 廃棄物に係る計画等に示される目標・施策等 

関係計画  目標・施策等 

東京都建設リサイ

クル推進計画 

（平成 28 年 4 月 

東京都） 

計画の目標値（全体の目標値） 

対象品目 
H24 年度 

実績値 
H30 年度 H32 年度 

建設廃棄物 96% 97% 98% 

 

アスファルト・ 

   コンクリート塊 
99% 99%以上 99%以上 

コンクリート塊 99% 99%以上 99%以上 

建設発生木材 95% 99%以上 99%以上 

建設泥土 91% 95% 96% 

建設混合 

   廃棄物 

排出率 - 4.4%以下 4.0%以下 

再資源化・ 

縮減率 
- 82% 83% 

建設発生土 - 86% 88% 

 

目標値の定義 

対象品目 計 算 式 

再生資源化率 

 a）アスファルト・ 

   コンクリート塊 

b）コンクリート塊 

（再使用量＋再生利用量）/発生量 

再資源化・縮減率 

 c）建設発生木材 （再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による

減量化量）/発生量 

ｄ）建設泥土 （再使用量＋再生利用量＋脱水等の減量化量）/発

生量 

e）建設混合廃棄物 （再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による

減量化量）/発生量 

f）建設廃棄物 （再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による

減量化量＋脱水等の減量化量）/発生量 

排出率 

 g）建設混合廃棄物 建設混合廃棄物排出量/全建設廃棄物排出量 

建設発生土有効利用率 

 h）建設発生土 （工事内利用量＋工事間利用量＋適正に盛土され

た採石場跡地復旧等利用量）/建設発生土発生量 
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表 8.11-7（2） 廃棄物に係る計画等に示される目標・施策等 

関係計画 目標・施策等 

東京都資源循

環・廃棄物処理

計画 

（平成 28年 4月 

東京都環境局） 

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。以下「廃棄物処

理法」という。）第 5 条の 5 の規定に基づき策定する計画である。 

東京都資源循環・廃棄物処理計画は、東京都環境基本計画に掲げる個別分野の

計画であり、主要な施策を示すものである。 

計画の期間等 

2016 年度から 2020 年度までの 5 年間とする。また、2050 年を見据えた 2030 年のビ

ジョンを示すものである。 

計画目標 1 資源ロスの削減 

 ・食品ロスをはじめとする資源ロスの削減を進める。 

計画目標 2 「持続可能な調達」の普及 

 ・低炭素、自然共生、循環型の資源の選択を促進し、持続可能な調達・購入を都内

の事業活動や消費行動に定着させる。 

計画目標 3 循環的利用の推進と最終処分量の削減 

 ・一般廃棄物の再生利用率 

   2020 年度 27% 

   2030 年度 37% 

 ・最終処分量を着実に削減し、処分場の更なる延命化を図る。 

 ・最終処分量（一般廃棄物・産業廃棄物） 

   2020 年度 2012 年度比 14%削減 （最終処分率 3.7%） 

   2030 年度 2012 年度比 25%削減 （最終処分率 3.3%） 

計画目標 4 適正かつ効率的な処理の推進 

 ・都内から排出された産業廃棄物の不法投棄等を防止し、適正処理の徹底を図る。 

 ・優良な処理業者が市場で評価され、優位に立つことのできる環境を醸成する。 

 ・廃棄物の効率的な収集運搬及び処理を推進する。 

計画目標 5 災害廃棄物の処理体制 

 ・災害廃棄物を迅速かつ適正に処理する体制を構築する。 

ゼロエミッション
東京戦略 

2020 Update & 
Report 

（令和 3 年 3 月 

東京都環境局

総務部環境政

策課） 

2030 年までに温室効果ガス排出量を半減する「カーボンハーフ」の実現に向け
て、ゼロエミッション東京戦略（2019 年 12 月策定）で掲げた 6 分野 14 政策のロード
マップをアップデートし、26 の社会変革に向けたビジョン「2030・カーボンハーフスタ
イル」と、その実現に向けた 36 のアプローチ、直ちに加速・強化する 94 の取組を新
たに提示。 

2021 年 3 月に策定した「『未来の東京』戦略」を踏まえた取組として位置づけ、そ
の推進を図る。 

 

行動の加速を後押しする 2030 年目標の強化【５目標】 

・都内温室効果ガス排出量(2000 年比)    ：現行目標 30％削減→50％削減 

・都内エネルギー消費量(2000 年比)      ：現行目標 38％削減→50％削減 

・再生可能エネルギーによる電力利用割合 ：現行目標 30％削減→50％削減 

・都内乗用車新車販売 → 100％非ガソリン化 

・都内二輪車新車販売 → 100％非ガソリン化(2035 年まで) 
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表 8.11-7（3） 廃棄物に係る計画等に示される目標・施策等 

関係計画 目標・施策等 

品川区一般廃棄

物処理基本計画

（第 3次）～「循環

型都市しながわ」

の実現～ 

（平成 25 年 3 月 

品川区） 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条を根拠とする、区に策定

が義務づけられている法定計画であり、品川区の一般廃棄物の処理に関する基本

的な事項について定める基本計画です。また、この計画は「品川区基本構想」に掲

げる将来像や基本理念を、具体的に展開する性格を持っています。 

【計画期間】 

本計画は平成 25 年度から平成 34 年度までの 10 年間を計画期間とします。本

計画は概ね 5 年を目途に見直しを行いますが、計画の前提状況に大きな変動が生

じた場合など、必要に応じて弾力的に計画の見直しを行うものとします。 

【基本理念】 

「循環型都市しながわ」の実現 

 一般廃棄物の適切な処置は、循環型社会を実現するうえで、極めて重要です。ま

た、一般廃棄物処理の大きな目的である公衆衛生の向上と良好な生活環境を維持

することは区の責務であります。 

 一方、天然資源の枯渇や温室効果ガスの排出による地球温暖化の進行など、地

球環境に大きな負荷を与え、深刻な状況を招いていると言えます。 

 このため、区は、区民・事業者と一体となり、「もったいない」精神を共有し、ごみの

減量化と資源化に取り組み、「低酸素社会」や「自然共生社会」にも寄与する「循環

型社会」を構築し、持続可能な社会の実現を目指します。 

【基本方針】 

 基本理念を実現するため、区民・事業者が、それぞれの役割と責任に応じて、より

一層、ごみの発生抑制に努め、ごみの減量化と資源化に取り組んでいくことが必要

です。このため、区は、次の 4 つの基本方針を定め、施策や事業を展開していきま

す。 

（基本方針 1 発生抑制の推進） 

ごみ減量については、3Ｒの実践が有効な手段ですが、リサイクルや再使用の前

に、まずは発生抑制によりごみの量を減らすことに努めることが重要です。そのた

め、区は、区民・事業者に発生抑制について積極的に働きかけを行っていきます。 

（次項に続く） 
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表 8.11-7（4） 廃棄物に係る計画等に示される目標・施策等 

関係計画 目標・施策等 

品川区一般廃棄

物処理基本計画

（第 3次） ～「循

環型都市しなが

わ」の実現～ 

 （続き） 

（基本方針 2 リサイクルの推進） 

区は、発生抑制、再使用の取組みを行っても、なお、排出されるごみについては、

コストや環境負荷に配慮しながら、可能な限り資源としてリサイクルを推進します。ま

た、区民や事業者に対しては、ごみと資源の分別の徹底を啓発していきます。さら

に、事業者には、自主的なリサイクルシステムを構築するよう働きかけていきます。 

（基本方針 3 情報提供と区民参画の推進） 

区民・事業者一人ひとりが環境問題について正しい知識を持ち、行動をすることが

求められることから、環境教育・環境学習の推進、環境情報の発信など普及啓発活

動の充実を図り、区民参画を推進します。 

（基本方針 4 適正処理の推進） 

ごみ減量を実施してもなお、ごみとして処理をしなければならないものについて

は、環境負荷を与えないように配慮しながら、分別の徹底を行い、適切に処理をして

いきます。 

【数値目標】 

計画の目標値の達成状況を踏まえ、区民一人 1日当たりの総排出量を減量し、平

成 34 年度の資源化率を 31%とすることを目指します。 

 

年度 

年間排出量（t/年） 区民一人 1 日当たり（g/人・日） 

資源化率 収集 

ごみ量 

資源 

回収量 

総 

排出量 

収集 

ごみ量 

資源 

回収量 

総 

排出量 

H23 75,492  25,874  101,366 567  194  762  26% 

H29 66,492  26,474  92,966 495  197  692  28% 

H34 58,992  26,974  85,966 440  201  641  31% 

※平成 34 年度の人口は、国勢調査等をもとにした将来推計値（品川区長期基本

計画）の伸び率を、住民基本台帳および外国人登録人口に乗じて推計 

①区民 1 人 1 日あたりの総排出量： 目標 641（g/人・日） 

②区民 1 人 1 日あたりの収集ごみ量: 目標 440（g/人・日） 

③区民 1 人 1 日あたりの資源回収量: 目標 201（g/人・日） 

④資源化率:  目標 31% 
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8.11.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

工事の施行中 

①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 

 

工事の完了後 

①施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

 

(2) 予測の対象時点 

工事の施行中 

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 

工事の施行中とした。 

 

工事の完了後 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

施設の供用が通常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、事業区域とした。 

 

(4) 予測方法 

工事の施行中 

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 

(ｱ) 既存建造物の解体に伴う廃棄物 

既存建造物の解体に伴う廃棄物の排出量については、表 8.11-2 及び図 8.11-1 に示し

た既存建造物の状況（構造及び面積等）より推定した。 

再資源化量については「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

平成 32年度の目標値を参考として再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値

を事業者が目標とする再資源化量とした。 

既存建造物等の撤去に伴う廃棄物の処理・処分方法は施工計画に準拠した。 

 

(ｲ) 建設発生土 

建設発生土の排出量は、施工計画（掘削面積及び掘削深さ）より掘削量を算出、既存建

造物の地下部を除き推定した。 

再資源化量については「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

平成 32年度の目標値を参考として再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値

を事業者が目標とする再資源化量とした。 

既存建造物等の撤去に伴う廃棄物の処理・処分方法は施工計画に準拠した。 
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(ｳ) 建設汚泥 

建設汚泥の排出量は、施工計画（山留工事における掘削量等）より推定した。 

再資源化量については「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

平成 32年度の目標値を参考として再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値

を事業者が目標とする再資源化量とした。 

既存建造物等の撤去に伴う廃棄物の処理・処分方法は施工計画に準拠した。 

 

(ｴ) 建設工事に伴い生じる廃棄物 

建設工事に伴い生じる廃棄物の排出量は、計画建築物の延床面積に廃棄物の品目別原

単位を乗じて算出した。 

再資源化量については「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

平成 32年度の目標値を参考として再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値

を事業者が目標とする再資源化量とした。 

既存建造物等の撤去に伴う廃棄物の処理・処分方法は施工計画に準拠した。 
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工事の完了後 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量の予測は、表 8.11-8に示す施設用途別排出基準に用途

別延床面積を乗じる方法により算出した。 

住宅からの廃棄物の排出量については、表 8.11-9に示す部屋面積別の人員数及び事業計

画より居住人員を推定し、1人 1日あたりの排出基準を乗じる方法により算出した。 

再資源化量については「一般廃棄物処理事業実態調査結果（平成 30年度実績）」（令和 2

年 8 月現在 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課ホームページ）より東京都 23

区のリサイクル率を参考に再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値を事業者

が目標とする再資源化量とした。 

 

表 8.11-8 施設用途別廃棄物排出基準（事業用） 

施設の用途 1 日あたりの排出基準 

住宅 0.80kg/人 

事務所 0.04kg/m2 

文化・娯楽施設 0.03kg/m2 

店舗（飲食店） 0.20kg/m2 

店舗（物品販売） 

デパート・スーパー 
0.08kg/m2 

ホテル 0.06kg/m2 

学校 0.03kg/m2 

病院・診療所 0.08kg/m2 

駐車場 0.005kg/m2 

倉庫 0.03kg/m2 

工場 0.03kg/m2 

鉄道駅舎 0.005kg/乗降客 

出典：「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届作成要領」 

（令和 2年 10月 品川区清掃事務所） 

 

表 8.11-9 住居専有面積別人員数（住宅用） 

住居占有面積 人員数 

～30m2以下 1.0 人 

～40m2 2.0 人 

～50m2 2.5 人 

～60m2 3.0 人 

60m2超 4.0 人 

出典：「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届作成要領」 

（令和 2年 10月 品川区清掃事務所） 
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(5) 予測結果 

工事の施行中 

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 

(ｱ) 既存建造物解体に伴う廃棄物 

既存建造物解体に伴う廃棄物の排出量は、表 8.11-10～表 8.11-13に示すとおり、木造

が約 2,700t、非木造が約 29,800t、合計約 32,500t と予測する。既存建造物解体に伴う

廃棄物は、分別収集し、再利用可能なものについては可能な限り再利用を図ることで、

約 31,000t が再資源化できるものと予測する。また、混合廃棄物についても、現場での

分別解体を徹底することで更に再資源化できるものと予測する。ただし、再資源化が困

難な場合は、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を行う。 

目標とする再資源化率は、木くず、コンクリートくずについては、「東京都建設リサイ

クル推進計画」（平成 28 年 4 月 東京都）において品目別に示されている再資源化率を、

金属くずについては、過去の事例等を参考とした。目標とする再資源化率は、金属くず

で 100%、木くず、コンクリートくずで 99%とする。 
 

表 8.11-10  既存建造物解体に伴う廃棄物の排出量（木造） 

組成 

木造建築物 

 延床面積 （m2） ※1 

原単位（全国） 

（t/m2）※2 

排出量 

（t） 

① ② ③=①×② 

木くず 

6,190 

0.090   557.1 

コンクリートくず 0.207 1,281.3 

金属くず 0.006    37.1 

混合廃棄物 0.130   804.7 

合計※3 - 2,680.3 
※1 表 8.11-2に対応する。 
※2 「建設廃棄物の発生抑制に関する研究（その 2）－解体廃棄物の原単位の設定に関する検討－（東京都環境科

学研究所年報 2002）」（平成 14年 4月 東京都環境科学研究所）より引用。 
※3  表示桁未満の数値を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

 

表 8.11-11  既存建造物解体に伴う廃棄物の排出量（非木造） 

構造 
S RC SRC 

合計※2 
事務所 集合住宅 事務所 集合住宅 事務所 集合住宅 

延床面積（m2） 6,238  1,825  6,140  1,267  2,785  9,403  27,659  

木くず 
原単位（t/m2）※1 0.004 0.010 0.008 0.009 0.003 0.004 - 

重量（t） 25.0  18.2  49.1  11.4  8.4  37.6  149.7  

コンクリ

ートくず 

原単位（t/m2）※1 0.582 0.701 1.073  1.118  0.964 1.215 - 

重量（t） 3,630.7  1,279.1  6,588.7  1,416.2  2,685.1  11,424.9  27,024.8  

金属くず 
原単位（t/m2）※1 0.089 0.086 0.051  0.053  0.056 0.107 - 

重量（t） 555.2  156.9  313.2  67.1  156.0  1,006.1  2,254.6  

混合廃

棄物 

原単位（t/m2）※1 0.023 0.005 0.015  0.016  0.008 0.009 - 

重量（t） 143.5  9.1  92.1  20.3  22.3  84.6  371.9  

合計※2 29,800.9 
※1 「建設廃棄物の発生抑制に関する研究（その 2）－解体廃棄物の原単位の設定に関する検討－（東京都環境科

学研究所年報 2002）」（平成 14年 4月 東京都環境科学研究所）より引用。 
※2  表示桁未満の数値を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致しない場合がある。 
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表 8.11-12 既存建造物解体に伴う廃棄物排出量と目標とする再資源化量 

組成 

解体に伴う廃棄物排出量 （t） 目標とする 
再資源化率（%）※2 

目標とする再

資源化量（t） 木造 非木造 計 

① ② ③=①+② ④ ③=③×④/100 

木くず 557.1 149.7 706.8 99   699.7 

コンクリートくず 1,281.3 27,024.8 28,306.1 99 28,023.1 

金属くず 37.1 2,254.6 2,291.7 100  2,291.7 

混合廃棄物 804.7 371.9 1,176.6 - - 

合計※3 2,680.3 29,800.9 32,481.2 - 31,014.5 

※1 木造は表 8.11-10、非木造は表 8.11-11に対応する。 

※2 「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）及び過去の類似事例を参考とした。 

・「木くず」は同上計画の「建設発生木材」として扱った。 

・「金属くず」は過去の類似事例を参考とした。 

※3  表示桁未満の数値を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致しない場合がある。 

 

表 8.11-13 既存建造物解体により発生する混合廃棄物 

混合廃棄物量（t） 
混合廃棄物の組成 

重量割合※2 
（%） 

各廃棄物量 
（t） 木造※1 非木造※1 計 

① ② ③=①+② ④ ⑤=③×④/100 

804.7 371.9 1,176.6 

がれき類 12.2 143.5  

ガラス・コンクリート・陶磁器くず 2.2 25.9  

廃プラスチック 13.4 157.7 

金属くず 1.1 12.9  

木くず 9.4 110.6 

可燃物 12.4 145.9  

複合材 
リサイクル困難物 

17.6 207.1 

残渣 31.7 373.0 

※1 木造は表 8.11-10、非木造は表 8.11-11に対応する。 

※2 「建設系混合廃棄物の徹底比較 解体・新築」（平成 15年 12月調査 関東建設廃棄物協同組合）より引用。 
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(ｲ) 建設発生土 

施工計画より、工事に伴う土壌の掘削量は、I-①敷地において約 94,370m3、I-②敷地に

おいて約 20,060m3であり、合計で約 114,430m3である。ただし、このうち既存建造物の

地下部が約 10,830m3と予測されることから、建設発生土の排出量は、表 8.11-14に示す

とおり約 103,600m3、このうち再資源化量は約 91,200m3と予測する。（資料編 p.111参照） 

建設発生土は場内処理が困難な場合、「東京都建設リサイクル推進計画」に基づき工事

間利用を行うことや、受け入れ機関の受け入れ基準への適合を確認したうえで場外搬出

することにより、適正に処分する計画である。 

 

表 8.11-14 建設工事に伴い生じる建設発生土の排出量と目標とする再資源化量 

廃棄物の種類 
排出量 

（m3） 

目標とする 

再資源化率※（%） 

目標とする 

再資源化量（m3） 

建設発生土 約 103,600 88 約 91,200 

※「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）に準拠。 

 

 

(ｳ) 建設汚泥 

建設汚泥は、山留工事の実施に伴い発生する。SMW 工事による山留工事において、表

8.11-15 に示すとおり合計約 4,900m3 の建設汚泥が発生し、このうち再資源化量は約

4,700m3と予測する。建設汚泥は、脱水等を行って減量化し、可能な限り再資源化する計

画である。ただし、再資源化が困難な場合は、運搬・処分の許可を得た業者に委託して

処理・処分を行い、産業廃棄物として適正に処理する計画である。 

 

表 8.11-15 建設工事に伴い生じる建設汚泥の排出量と目標とする再資源化量 

敷地 

外周 
掘削
深さ 

壁厚 

ソイルセメント

壁設置による 

掘削発生土 

ソイルセメン

トとして使用

される土砂※1 

建設汚泥 

目標とす

る再資源

化率※2 

目標とする

再資源化量 

（m） （m） （m） （m3） （%） （m3） （%） （m3） 

① ② ③ ④＝①×②×③ ⑤ 
⑥＝④×

（1-⑤/100） 
⑦ 

⑧＝ 

⑥×⑦/100 

I-① 360 17 1 6,120 40 3,672 
96 

3,525 

I-② 170 12 1 2,040  40 1,224  1,175 

合計 - 8,160  - 4,896  - 4,700 

※1  ソイルセメントとして使用される土砂の割合は過去の類似事例より算出。 

※2 「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）に準拠。 
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(ｴ) 建設工事に伴い生じる廃棄物 

建設工事に伴い生じる廃棄物の排出量は、表 8.11-16に示すとおり、約 3,400tである。

建設廃棄物は、分別収集し、再利用可能なものについてはできる限り再利用を図ること

で、約 3,200tが再資源化できるものと予測する。ただし、再資源化が困難な場合は、運

搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を行う。 

目標とする再資源化率は、コンクリート塊、アスコン、木くずについては、「東京都建

設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）において品目別に示されている再資源

化率を、それ以外の品目は、過去の事例等を参考とした。目標とする再資源化率は、金

属くずで 100%、コンクリート塊、アスコン、木くずで 99%、その他で 83%とする。 

 

表 8.11-16 建設工事に伴い生じる廃棄物の排出量と目標とする再資源化量 

廃棄物の種類 

施設の 
延床面積 
（m2） 

品目別発生
原単位※1 

（ｔ/m2） 

廃棄物 
排出量 
（ｔ） 

目標とする再
資源化率※2

（%） 

目標とする再
資源化量 
（ｔ） 

① ② ③=①×② ④ 
⑤= 

③×④/100 

コンクリート塊 

 

127,000 

（RC造 10,000 m2以上） 

 

0.0085 1,079.5 99 1,068.7  

アスコン 0.0022 279.4  99 276.6  

ガラス陶磁器 0.0012 152.4  83 126.5  

廃プラスチック 0.0021 266.7  83 221.4  

金属くず 0.0020 254.0  100 254.0  

木くず 0.0046 584.2  99 578.4  

紙くず 0.0015 190.5  83 158.1  

石膏ボード 0.0026 330.2  83 274.1  

その他 0.0021 266.7  83 221.4  

合計※3 - - 3,403.6  - 3,179.1  

※1 「建設系混合廃棄物の原単位調査報告書」（平成 24年 11月 社団法人日本建設業連合会環境委員会建築副産

物専門部会）より引用。 

※2「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）及び過去の類似事例を参考とした。 

・「木くず」は東京都建設リサイクル推進計画の「建設発生木材」として扱った。 

・それ以外の項目は過去の類似事例を参考とした。 

※3  表示桁未満の数値を四捨五入しているため内訳の計と合計が一致しない場合がある。 
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工事の完了後 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

施設の供用に伴う廃棄物の種類及び排出量は、表 8.11-17 及び表 8.11-18 に示すとおり

である。 

住宅以外から発生する廃棄物量は約 5,040kg/日、住宅から発生する廃棄物量は約

2,720kg/日として予測され、合計で約 7,760kg/日と予測する。 

発生した事業系の廃棄物は分別回収を行い、廃棄物処理業の許可を得た業者に委託して

処理（再資源化）を行う計画である。住宅から発生する一般廃棄物については、品川区が

収集し、「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3次）～「循環型都市しながわ」の実現～」

（平成 25年 3月 品川区）に基づき適正に処理される計画である。 

廃棄物保管庫については、「品川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」（平成 11年条

例第 24 号）に基づき、計画の詳細が確定した段階で関係機関との協議に基づき、基準を

満足する面積を確保する予定である。 

 

表 8.11-17 住宅以外からの廃棄物排出量 

施設の用途 

1 日あたりの排出基準※1 

（kg/m2） 

延床面積※2 

（m2） 

廃棄物排出量 

（kg/日） 

① ② ＝①×② 

商業（店舗（飲食店））※3 0.20 22,000 4,400 

公益施設（店舗（飲食店））※3 0.20 3,000 600 

駐車場・駐輪場（住宅用途以外） 0.005 8,000 40 

合計 33,000 5,040 

※1 「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届作成要領」（令和 2 年 10月 品川区清掃事務

所）より引用。 

※2 事業計画より算出。 

※3 商業及び公益施設については、廃棄物排出量の予測を安全側とするため、全延床面積を店舗（飲食店）

とした。 

 

表 8.11-18 住宅からの廃棄物排出量 

一戸あたり人員数※1 計画戸数※2 
1 日あたりの 
排出基準※3 

廃棄物排出量 

① ② ③ ④＝①×②×③ 

4.0 人 850 戸 0.80kg/人 2,720kg/日 

※1 計画住戸の部屋面積は及び人員数は、施工計画より、全住戸を 60m2超（人員数 4.0人）として予測。 

※2 事業計画より算出。 

※3 「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届作成要領」（令和 2年 10月 品川区清掃

事務所）より引用。  
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8.11.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

予測に反映した措置 

・計画建築物の建設に伴い発生する建設廃棄物については、分別収集し、再利用可能なも

のについては、極力、再利用を図る。 

・建設廃棄物の排出量低減に配慮した施工計画を検討し、施工業者に遵守させる。 

・「建設リサイクル法」に基づく特定建設資材廃棄物については現場内で分別解体を行い、

再利用可能なものについては可能な限り再利用を行う。 

・SMW工事における建設汚泥については、産業廃棄物として適切な処理を行う。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進及び不要材の減量等

を図る。再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を

行い、その状況はマニフェストにより確認する。 

 

予測に反映しなかった措置 

・事業区域内の既存建造物の解体に際しては、石綿含有建材の使用状況について調査・確

認を行い、使用が確認された場合には、「建設物の解体又は改修工事において発生する石

綿を含有する廃棄物の適正処置に関する指導指針」（平成 26 年 5 月 20 日 26 環資産第

149号）等の関係法令に基づき、適切に処理を行う。 

・PCBの使用等が確認された場合には、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に

関する特別措置法」（平成 13 年 法律第 65 号）等の関係法令に基づき現所有者が適正に

処理を行うことを確認する。 

・その他の特別管理廃棄物についても、工事の実施にあたりその存在が確認された場合に

は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月 25 日 法律第 137 号）等関

係法令に基づき、適切に処理する。 

 

(2) 工事の完了後 

予測に反映しなかった措置 

・発生する廃棄物は、建築物内に設置する保管場所に分別、保管する。 

・事業系廃棄物は、廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託し、適正に処理・処分する。 

・廃棄物の排出量を抑制するため、テナント等への啓発活動を行う。 

・清掃車両がスムーズに出入りできる環境整備を行う。 
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8.11.4 評価 

(1) 評価の指標 

工事の施行中 

評価の指標は、「建設リサイクル法」における建設業を営む者、発注者の責務及び分別解

体等実施義務、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年 4 月 東京都）に示される目

標値（平成 32年度）とした。 

 

工事の完了後 

評価の指標は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年 12月 25日 法律第 137

号）、「東京都廃棄物条例」（平成 4年 6月 24日 条例第 140号）、「品川区廃棄物の処理およ

び再利用に関する条例」（平成 11 年 12 月 10日 条例第 24号）における事業者の責務、及

び、「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3 次）～「循環型都市しながわ」の実現～」（平

成 25年 3月 品川区）に示される目標値とした。 

 

(2) 評価の結果 

工事の施行中 

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 

(ｱ) 既存建造物の解体に伴う廃棄物 

既存建造物解体に伴う廃棄物の排出量は約 32,500t、このうち再資源化量は約 31,000t

と予測する。これらの解体に伴う廃棄物は分別を徹底し、再利用可能なものについては

可能な限り再利用を図る等、「建設リサイクル法」等の関係法令に示される事業者の責務

を果たすことで、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年 4 月 東京都）の目標値

（アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊 99%以上、建設発生木材 99%等）を

達成することが可能であり、これ以外の品目についても不要材の減量や分別の徹底に努

めることから評価の指標を満足するものと考える。 

 

(ｲ) 建設発生土 

建設発生土の排出量は約 103,600m3、このうち再資源化量は約 91,200m3と予測する。建

設発生土は、受入機関の受け入れ基準の適合を確認したうえで場外に搬出して処理する

計画とし、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年 4 月 東京都）の再資源化目標

値（88%）の達成が可能と判断できることから、評価の指標を満足するものと考える。 

 

(ｳ) 建設汚泥 

建設汚泥の排出量は約 4,900m3、このうち再資源化量は約 4,700m3と予測する。建設汚

泥は、場外に搬出して産業廃棄物として処理する計画であるが、再資源化施設等に搬出

して処理することにより「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

再資源化目標値（96%）の達成が可能と判断できることから、評価の指標を満足するもの

と考える。 
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(ｴ) 建設工事に伴い生じる廃棄物 

建設工事に伴い生じる廃棄物の排出量は約 3,400t、このうち再資源化量は約 3,200tと

予測する。これらの建設廃棄物は分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進

及び不要材の減量等を図る、許可業者に委託し再資源化する等、「建設リサイクル法」等

の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リサイクル推進計画」

（平成 28 年 4 月 東京都）の目標値（アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート

塊 99%以上、建設発生木材 99%等）の達成が可能であり、これ以外の品目についても不要

材の減量や分別の徹底に努めることから、評価の指標を満足するものと考える。 

 

工事の完了後 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

施設の供用に伴い廃棄物は約 7,760kg/日発生すると予測する。「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」（昭和 45年 12月 25日 法律第 137号）、「東京都廃棄物条例」（平成 4年 6

月 24 日 条例第 140 号）、「品川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」（平成 11 年 条

例第 24 号）等の法令等を遵守し、廃棄物の減量や適正分別、保管場所の管理を徹底する

等、関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、評価の指標を満足するものと考え

る。 
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