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8.10 廃棄物 

8.10.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及びその選択理由は、表 8.10-1に示すとおりである。 

表8.10-1 調査事項及びその選択理由 

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廃棄物の処理の状況 
⑤法令による基準等 

本事業の実施において、工事の施行中の建設
廃棄物及び建設発生土の発生、施設の供用に伴
う一般廃棄物及び産業廃棄物の発生が考えら
れるため、計画地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、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 撤去建造物及び伐採樹木等の状況 

撤去建造物及び伐採樹木等の状況は、工事計画に関する資料等を整理した。 

 

2) 建設発生土の状況 

建設発生土の状況は、工事計画に関する資料等を整理した。 

 

3) 特別管理廃棄物の状況 

特別管理廃棄物の状況は、工事計画に関する資料等を整理した。 

 

4) 廃棄物の処理の状況 

廃棄物の処理の状況については、「清掃事業年報（東京 23 区）事業実績」（平成 29～令和 2

年度 東京二十三区清掃一部事務組合）、「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書(令和元年

度実績)」(令和 3年 12月 東京都環境局)等の既存資料を整理した。 

 

5) 法令による基準等 

法令による基準等の調査として、「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」(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）、「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）、

「東京都廃棄物条例」、｢港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例｣等の関連法令等や、｢東京

都資源循環・廃棄物処理計画｣（東京都）、「東京都建設リサイクル推進計画」(東京都)、「港区

(第 3次)一般廃棄物処理基本計画」（港区）等の自治体の計画等を整理した。 
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(4) 調査結果 

1) 撤去建造物及び伐採樹木等の状況 

撤去の対象となる主な既存建築物は図 8.10-1 に示すとおりであり、計画地内の既存建築物

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 8.10-2に示すとおりである。 

表 8.10-2 撤去対象建造物の構造及び面積 

構 造 撤去対象部分 面 積 

非木造 

地上部 延床面積 28,969 m2 

地下部（基礎以外） 延床面積  5,239 m2 

地下部（基礎） 建築面積  3,416 m2 

 

2) 建設発生土の状況 

ボーリング調査結果によると計画地の地質は、概ね上位より盛土層（B）、関東ローム層など

の新規段丘堆積層（Lm,Lc）、東京層群（Tos,Toc,Tog）、上総層群（Kac）が分布している。 

 

3) 特別管理廃棄物の状況 

計画地内には、昭和 30 年代以降に建設された既存建築物が存在する。撤去構造物について

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 厚生労働省令第 21号）に基づき、「建築物等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、関係法令に従い適切に処分する。 

廃ＰＣＢについては、既知のＰＣＢ使用・保管の届出事業所は確認されていないが、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、所有者が適切に保管・管理する。 

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」等関係法令に基づき、適切に処理する。 
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図8.10-1 主な計画地内の既存建物の状況 
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4) 廃棄物の処理の状況 

ア.一般廃棄物 

港区、新宿区、渋谷区の 3区におけるごみ収集量の推移を図 8.10-2及び表 8.10-3に示す。 

令和 2 年度の 3 区合計のごみ収集量は 177,724.77t であり、平成 29 年度以降横ばい傾向

を示している。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「清掃事業年報(東京 23区)事業実績」 

（平成 29～令和 2 年度 東京二十三区清掃一部事務組合) 

図 8.10-2  ごみ収集量の推移（3区合計） 

表 8.10-3 港区、新宿区、渋谷区におけるごみ収集量の推移 

(単位：t/年)  

 年度 

種別 
H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 

区
収
集
ご
み 

可
燃
ご
み 

港区 50,245.69 50,425.35 50,664.92 50,451.11 

新宿区 67,003.97 66,358.21 66,445.86 66,224.65 

渋谷区 47,570.07 47,049.25 47,544.62 48,364.80 

計 164,819.73 163,832.81 164,655.40 165,040.56 

不
燃
ご
み 

港区 1,500.17 1,530.10 1,484.50 1,431.41 

新宿区 2,164.34 1,984.33 1,749.43 1,670.15 

渋谷区 1,954.01 1,877.20 1,877.21 1,994.94 

計 5,618.52 5,391.63 5,111.14 5,096.50 

粗
大
ご
み 

港区 1,511.83 1,624.18 1,698.39 2,056.40 

新宿区 2,287.17 2,350.94 2,523.85 2,910.50 

渋谷区 1,500.33 1,483.17 1,519.31 1,741.27 

計 5,299.33 5,458.29 5,741.55 6,708.17 

区収集量計 175,737.58 174,682.73 175,508.09 176,845.23 

持
込
ご
み 

港区 610.95 401.00 493.74 425.06 

新宿区 179.10 164.19 164.72 124.48 

渋谷区 285.82 282.03 292.35 330.00 

持込量計 1,075.87 847.22 950.81 879.54 

総ごみ量 

（区収集+持込） 
176,813.45 175,529.95 176,458.90 177,724.77 

出典：「清掃事業年報(東京 23区)事業実績」 

（平成 29～令和 2 年度 東京二十三区清掃一部事務組合） 
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イ. 産業廃棄物 

令和元年度の東京都内における建設業による産業廃棄物の排出量は、表 8.10-4 に示すと

おりである。排出量 10,643 千 tであり、そのうち、がれき類が 53.5％（5,694千ｔ）、汚泥

が 32.9％（3,503 千ｔ）を占めている。 

表 8.10-4 令和元年度の建設業による産業廃棄物の排出量 

種  類 排出量（千ｔ） 割合（％） 

燃え殻   0   0.0 

汚泥 3,503  32.9 

廃油 3   0.0 

廃アルカリ  1   0.0 

廃プラスチック類   150   1.4 

金属くず    101   0.9 

ガラス陶磁器等くず  305   2.9 

鉱さい    13   0.1 

がれき類 5,694  53.5 

石綿含有産業廃棄物   74   0.7 

紙くず 35   0.3 

木くず   380   3.6 

繊維くず   3   0.0 

政令 13 号物 1 0.0 

混合廃棄物   321   3.0 

その他 24 0.2 

特別管理産業廃棄物    34   0.3 

合 計 10,643 100.0 

出典：「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（令和元年度実績）」 

（令和 3 年 12 月 東京都環境局） 
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5) 法令による基準等 

ア. 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」、「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」、「建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律」、「東京都廃棄物条例」及び「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」等

があり、表 8.10-5(1)～(5)に示すとおり、廃棄物の適正処理並びに発生抑制・減量や資源の

循環利用にかかわる事業者の責務が示されている。 

表 8.10-5(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。 

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 8.10-5(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、条例 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。 

プラスチックに係る資源循
環の促進等に関する法律 
(令和 4 年 4 月 1 日) 

(目的) 
第一条 この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる
環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プ
ラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村
による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための
制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全
な発展に寄与することを目的とする。 
 
(排出事業者による排出の抑制及び再資源化等)  
第四十四条 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及
び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者がプラスチック使用製
品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき
措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとす
る。 
２ 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、基本方針に即し、かつ、プ
ラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況、プラス
チック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準
その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情に応じて必要な改定を
するものとする。 
３ 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はそ
の改定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
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表 8.10-5(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、条例 事業者の責務等 

東京都廃棄物条例 
(平成 4 年条例第 140 号) 

(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。 
３ 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っては、再生、破砕、圧縮、焼却、
油分分離、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。 
３ 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して技術開
発を図らなければならない。 

港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 33 号） 
 

(事業者の責務) 
第 9 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
物の減量を図らなければならない。 
2 事業者は、その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、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物
に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 事業者は、廃棄物の減量及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。 
 
(事業系廃棄物の減量) 
第 15 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。 
 
(廃棄物の発生抑制等) 
第 16 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、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、加工、販売等に際して、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。)、再生部品(同条第五項に規定する再生部品をいう。)及び再生品を
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 17 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、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、再利用の容易な製品、容器等
の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用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、容器等の再利用を促進しなければならない。 
 
(適正包装等) 
第 18 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に
係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発
生の抑制に努めなければならない。 
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、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、容器等の回収策を講ずる等により、
その包装、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、区民が商品の購入等に際して、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、又
はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。 

（次頁に続く） 
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表 8.10-5(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、条例 事業者の責務等 

港区廃棄物の処理及び再利
用に関する条例 

 (つづき) 
 

(事業用大規模建築物の所有者等の義務) 
第 19 条 事業用の大規模建築物で区規則で定めるもの(以下「事業用大規模建
築物」という。)の所有者は、再利用を促進する等により、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及び適正な処理に関する業務を担当させるため、区規
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、区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又は敷地内に区
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。 
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又は敷地内に区規則で定める基
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、区規
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 26 条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに
自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とし
て行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。 
 
(事業者の中間処理義務) 
第 27 条 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(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 28 条 事業者は、事業系廃棄物の適正な処理について、自ら又は共同して
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 29 条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が
廃棄物に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。 
 
(適正処理困難物の製造等の抑制) 
第 30 条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その
適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、そ
の製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。 
 

（次頁に続く） 
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表 8.10-5(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、条例 事業者の責務等 

港区廃棄物の処理及び再利
用に関する条例 

 (つづき) 
 

(事業系一般廃棄物等の排出方法) 
第 36 条 事業者は、区長の収集及び運搬する事業系一般廃棄物(動物の死体及
びし尿を除く。)又は一般廃棄物とあわ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 53 条第 1 項の有料ごみ処理券
を添付しなければならない。ただし、これによりがたいと区長が認めるとき又
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。 
 
(事業者の処理) 
第 40 条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第 33 条第
3 項に規定する区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 41 条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設
置しなければならない。 
2 前項の保管場所は、区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 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第一項の保管場所に集めなけ
ればならない。 
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置) 
第 50 条 区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、その建築物又は敷地内に一般廃棄物の保管場所及び保管設備(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、区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、区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、建設者が前二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
置を命ずることができる。 
4 第一項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される一般廃棄
物を保管場所等に集めなければならない。 
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イ. 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、「建設リサイクル推進計画 2020」、「東京

都資源循環・廃棄物処理計画」、「東京都建設リサイクル推進計画」及び「港区（第 3次）一

般廃棄物処理基本計画」等がある。それぞれの計画等における目標・施策等は、表 8.10-6(1)

～(5)に示すとおりである。 

 

表 8.10-6(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 

建設リサイクル推進計画
2020 
(令和 2 年 9月 国土交通省) 
 

計画の目標 

対象品目 
2018(平成30) 

年度 
(実績) 

2024(令和 6) 
年度 
目標 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再資源化率 99.5％ 99％以上 

 コンクリート塊 再資源化率 99.3％ 99％以上 

 建設発生木材 再資源化・縮減率 96.2％ 97％以上 

 建設汚泥 再資源化・縮減率 94.6％ 95％以上 

 建設混合廃棄物 排出率 3.1％ 3.0％以下 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 97.2％ 98％以上 

建設発生土 有効利用率 79.8％ 80％以上 

(参考値) 

建設混合廃棄物 再資源化・縮減率 63.2％  

注）各品目の目標値の定義は次のとおり。 
＜再資源化率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化された量と工事間利用され
た量の合計の割合 
＜再資源化・縮減率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化及び縮減された量と工事間
利用された量の合計の割合 
＜建設混合廃棄物排出率＞ 
・全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合 
＜建設発生土有効利用率＞ 
・建設発生土発生量に対する現場内利用及びこれまでの工事間利用等に適正に
盛土された採石場跡地復旧や農地利用等を加えた有効利用量の合計の割合 
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表 8.10-6(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 
(令和 3 年 9 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。 
 
 
計画目標 1 資源ロスの削減 

・一般廃棄物排出量 
2025 年度 440 万トン 
2030 年度 41 万トン 

・プラスチック焼却削減量（2017 年度比）  
2030 年度 40％ 

・食品ロス削減量 
2030 年度 38 万トン 

 
計画目標 2 循環的利用の推進と最終処分量の削減 
・一般廃棄物再生利用率 

2025 年度 31％ 
2030 年度 37％ 

・最終処分量  
2025 年度 82 万トン 
2030 年度 77 万トン 

 
計画目標 3 災害廃棄物の処理体制の構築 
 ・区市町村災害廃棄物処理計画策定率 
   2025 年度 100％ 
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表 8.10-6(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 

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 平成 30 年度 平成 32 年度 

建設廃棄物 97％  (96％) 98％  

○アスファルト・ 
コンクリート塊 

99％以上(99％) 99％以上 

○コンクリート塊 99％以上(99％) 99％以上 

○建設発生木材 99％以上(95％) 99％以上 

○建設泥土 95％    (91％) 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％ 

注 1) ( )内は、平成 24 年度の実績値 

 
(目標値の定義) 

対象品目 計 算 式 

再資源化率 

 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 (現場内利用量＋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 8.10-6(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 

「港区(第 3 次)一般廃棄物
処理基本計画」 
（令和 3 年 3 月 港区） 

【基本理念】 
○環境に配慮した持続可能な社会を目指して、循環型社会・低炭素社会形成へ
の統合的な取組を、区民・事業者とともに推進します 

 
前回計画では、「環境に配慮した持続可能な社会を目指して、循環型社会・

低炭素社会形成への統合的な取組を、区民・事業者とともに推進します」を基
本理念として掲げましたが、この理念は普遍的なものであり、前回計画策定以
降の状況変化を踏まえてもなお、現在及び未来において有効であることから、
変更せずに本計画に引き継ぎます。 
 
【基本方針】 
 

＜基本方針Ⅰ＞ 
区民の参画と協働による 3R を推進します 
 
区は、全国に先駆けた容器包装プラスチックと製品プラスチックの資源回収

や食品ロス削減に向けた普及・啓発など、様々な施策の展開により、ごみの減
量と資源化に取り組んできました。一方、家庭から排出されるごみは、人口増
加に伴う量的な拡大に加え、再生可能な資源が可燃ごみや不燃ごみに多く混入
するなど、質的な課題もごみ排出実態調査で明らかになっており、区民の意識
改革・行動変容が強く求められます。 
区民がごみを出さない生活スタイルを日常的に意識し、発生したごみはルー

ルに基づき適正に排出し、リサイクルにつなげていける状況を創出することを
目的に、基本方針として「区民の参画と協働による３R を推進します」を掲げ
ます。 

 
＜基本方針Ⅱ＞ 

事業者の社会的責任に基づく廃棄物の発生抑制と資源循環を促進します 
 

区は、事業系ごみの削減に向け、事業用途に供する延床面積が 1,000 ㎡以
上の大規模建築物に対し再利用計画書の提出を義務付け、定期的に立入調査を
実施するなど、様々な施策を展開してきましたが、区の総排出量の約 6 割を占
める持込ごみ量はおおむね横ばい傾向で推移しています。 
廃棄物処理法に定める基本原則である排出者責任に基づき、ごみの適正処理

を徹底するとともに、消費者にとって分別やリサイクルが容易な製品を開発す
るなど、社会的責任に基づき主体的にごみの減量と資源の再利用に取り組める
状況を創出することを目的に、基本方針として「事業者の社会的責任に基づく
廃棄物の発生抑制と資源循環を促進します」を掲げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（次頁に続く） 
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表 8.10-6(5) 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 

「港区(第 3 次)一般廃棄物
処理基本計画」 
（令和 3 年 3 月 港区） 

＜基本方針Ⅲ＞ 
安全･安心な区民生活を支え続ける適正で効率的な廃棄物処理を実践します 
 
区は、ごみや資源を安定的に収集運搬するため、収集業務の民間委託や収集

ルートの見直しなど効率性を高めながら、繁華街での早朝収集や高齢者等世帯
への戸別訪問収集など、清掃事業のサービス向上に取り組んできましたが、自
然災害や感染症に備えた万全な体制の構築といった重要な課題にも直面して
います。 
区は、いかなる状況においても、区民生活を支える廃棄物処理を実践し、清

潔で快適な生活環境を保全していく必要があることから、基本方針として「安
全・安心な区民生活を支え続ける適正で効率的な廃棄物処理を実践します」を
掲げます。 

 
【数値目標】 
①総排出量 

令和元年度実績 179,221tを、令和 14 年度には 151,800t と約 15％削減を
目標とします。 
②区収集可燃ごみ量 

令和元年度実績 50,665t を、令和 14 年度には 33,200t と約 34％の削減を
目標とします。 
③可燃ごみへの資源混入割合 

令和元年度実績 25.7％を、令和 14 年度には 21％に減少させることを目標
とします。 
④食品ロス発生量 

令和元年度実績 5,287t を、令和 14 年度には 2,600tと約 50％の削減を目
標とします。 
⑤プラスチック排出量 

令和元年度実績 12,658t を、令和 14 年度には 11,600t に削減することを
目標とします。 
⑥資源化率 

令和 2 年度実績で国の目標を達成していますが、更なる資源化率の向上を
目指し、令和 14 年度には資源化率 50％を目標とします。 
⑦資源回収量 

令和元年度実績 22,353t を、令和 14 年度には 36,700t と約 64％増加させ
ることを目標とします。 
⑧集団回収による資源回収量 

令和元年度実績 5,643t を、令和 14 年度には 7,700tと約 36％増加させる
ことを目標とします。 
⑨ごみと資源の分別状況 

令和元年度実績 39.7％を、令和 14 年度には 65％に上昇させることを目標
とします。 
⑩持込ごみ量 

令和元年度実績 13,020t を、令和 14 年度には 79,000t と約 23％削減する
ことを目標とします。 
⑪再利用計画書上の再利用率 

事業系ごみ中の大半を占める「紙類」と「厨芥（生ごみ）類」について、
令和元年度はそれぞれ 60％、14.0％の実績を、令和 14 年度には 72％、25％
に上昇させること目標とします。 
⑫温室効果ガスの排出量 

令和元年度実績 22,372t-CO2を、令和 14 年度には 14,900t-CO2と約 33％
削減することを目標とします。 
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8.10.2 予 測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

1) 工事の施行中 

ア. 既存建築物の解体に伴う廃棄物の排出量、再資源化量及び処理・処分の方法 

イ. 計画建築物の建設に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再資源化量及び処理・処分

の方法 

 

2) 工事の完了後 

ア. 施設供用後の事業活動に伴い排出される事業系廃棄物の種類、排出量、再資源化量及び処

理・処分の方法 

 

(2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

工事期間における建設廃棄物及び建設発生土が排出される時点または期間とした。 

 

2) 工事の完了後 

施設の事業活動が通常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、計画地内とした。 

 

(4) 予測方法 

1) 工事の施行中 

ア. 既存建築物の解体に伴う廃棄物の発生量及び処理・処分の方法 

既存建築物の解体に伴う廃棄物の発生量については、表 8.10-2及び図 8.10-1に示した既

存建築物の状況（構造及び面積等）から推定する方法として、再資源化量、再利用量及び処

分の方法を検討した。 

イ. 計画建築物の建設に伴う建設廃棄物及び建設発生土の発生量、再資源化量及び処理・処分

の方法 

既存建築物の解体及び建設工事に伴って発生する廃棄物の排出量については、排出原単位

から推定する方法として、再資源化量、再利用量及び処分の方法を検討し、予測した。 

建設発生土及び建設汚泥の発生量については、施工計画より予測した。 
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2) 工事の完了後 

ア. 施設供用後の事業活動に伴い排出される事業系廃棄物の種類及び排出量、再資源化量及び

処理・処分方法 

施設供用後の事業活動に伴って発生する事業系廃棄物の種類及び排出量については、排出

原単位等から推定する方法として、再資源化量及び処理・処分方法を検討し予測した。 

施設の供用に伴う廃棄物の種類及び排出量の予測は、表 8.10-7 に示す施設用途別廃棄物

排出基準に用途別延床面積を乗じる方法によった。 

表 8.10-7 施設用途別廃棄物排出基準 

施設の用途 1 日あたりの排出基準 

住宅 1   kg/人 

事務所ビル 0.04  kg/m2 

文化・娯楽施設 0.03  kg/m2 

店舗(飲食店) 0.20  kg/m2 

店舗(物品販売)、 
デパート、スーパー 

0.08  kg/m2 

ホテル 0.06  kg/m2 

学校 0.03  kg/m2 

病院、診療所 0.08  kg/m2 

駐車場 0.005 kg/m2 

鉄道駅舎 0.005 kg/乗降客 

出典：「港区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置に関する要綱」

(平成 12 年 3 月 港環清第 329 号) 
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(5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

ア. 既存建築物の解体に伴う廃棄物の排出量、再資源化量及び処理・処分の方法 

(ｱ) 廃棄物の排出量 

既存建築物の延床面積は、表 8.10-8に示すとおりである。 

既存建築物の解体に伴う廃棄物の発生量は、表 8.10-9 に示すとおり、コンクリート塊

約 27,384m3、金属くず(鉄骨)約 3,295t、金属くず(鉄筋)約 3,423t、木くず(建設発生木材)

約 1,027t、建設混合廃棄物約 685t と予測する。既存建築物の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。 

目標とする再資源化率は、コンクリート塊で 99％、金属くず(鉄骨)及び金属くず(鉄筋)

で 98％、木くず(建設発生木材)で 99％、建設混合廃棄物で 83％とする。なお、目標とす

る再資源化率の設定は、「東京都建設リサイクル推進計画」において品目別に示されてい

る再資源化率を参考とした。 

また、計画地内においては既存建築物が存在しており、空調機等にハイドロフルオロカ

ーボン(HCFC)等の使用が想定される。空調機の撤去については内部に含まれている温室効

果ガスを適切に処理した後、分別して金属くず等として処理を行う。 

(ｲ) 石綿含有建材 

計画地内には、昭和 30 年代以降に建設された既存建築物が存在し、石綿含有建材が使

用されていることが想定される。既存建築物に使用されている石綿含有建材については、

解体工事に先立ち、「石綿障害予防規則」、「建築物等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」、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関す

る要綱」に従い、既存建築物設計図による調査、現地での目視調査等を実施し、必要に応

じて材質分析調査を併用して、状況に応じた対策を講じながら除去作業を実施する。 

除去した石綿含有建材については、「石綿障害予防規則」、「建築物等の解体等に係る石

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」に従い、粉じんが発生しない

よう、堅固な容器や廃棄専用プラスチック袋による二重包装を施し、運搬するまでの間、

隔離作業場外に設けた一時保管場所に適切に保管する。 

運搬、処分にあたっては、「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)に従い、許可を得た業者に委託するとともに、マニフェストによる確認する。 

表 8.10-8 既存建築物の延床面積 

構 造 延 床 面 積 

SRC 造 32,950 m2 

RC 造 1,280 m2 

合計 34,230 m2 

表 8.10-9 既存建築物解体に伴う廃棄物の発生量 

区 分 対象延床面積 原単位 廃棄物発生量 
目標とする 

再資源化率（％） 
目標とする 
再資源化量 

コンクリート塊 34,230 m2 0.8m3/m2① 27,384 m3 99 27,110 m3  

金属くず(鉄骨) 32,950 m2 0.1t/m2① 3,295 t  98 3,229 t  

金属くず(鉄筋) 34,230 m2 0.1t/m2① 3,423 t  98 3,355 t  

木くず(建設発生木材) 34,230 m2 0.03t/m2② 1,027 t  99 1,017 t  

建設混合廃棄物 34,230 m2 0.02t/m2② 685 t  83 569 t  

注 1) ①「兵庫県南部地震による民間倒壊建物の解体工事の手引き(案)」(平成 7 年 社団法人建築業協会)による。 

注 2) ②「国土交通省総合政策局ホームページ」(令和 4年 2 月閲覧)による。 
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イ. 計画建築物の建設に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再資源化量及び処理・処分

の方法 

(ｱ) 建設発生土の発生量 

建設発生土の発生量は、表 8.10-10に示すとおり約 212,337m3と予測する。 

建設発生土は、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。 

目標とする再資源化率は、「東京都建設リサイクル推進計画」より、88％とする。（資料編

p.129参照） 

表 8.10-10 建設工事に伴い生じる建設発生土の発生量 

廃棄物の種類 
発生量 
(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 212,337 88 186,857 

 

(ｲ) 建設汚泥の発生量 

建設汚泥は、山留工事及び杭工事の実施に伴い発生する。建設汚泥の発生量は、表 8.10-11

に示すとおり約 44,322m3の建設汚泥が発生すると予測する。 

建設汚泥は、産業廃棄物として適正に処理する計画である。 

目標とする再資源化率は、「東京都建設リサイクル推進計画」より、96％とする。（資料編

p.129参照） 

表 8.10-11 建設工事に伴い生じる建設汚泥の発生量 

廃棄物の種類 
発生量 
(m3) 

目標とする 
再資源化率(％) 

目標とする 
再資源化量(m3) 

建設汚泥 44,322 96 42,549 
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(ｳ) 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量は、表 8.10-12に示すとおり、約 5,460tである。 

建設廃棄物は、分別し、再利用可能なものについては可能な限り再利用材として再利用を

図る。 

目標とする再資源化率は、コンクリート塊、アスコン、木くずで 99％、ガラス陶磁器、廃

プラスチック、金属くず、紙くず、石膏ボード、その他で 98％、混合廃棄物で 83％とする。

なお、目標とする再資源化率の設定は、コンクリート塊、アスコン、木くず、混合廃棄物に

ついては、「東京都建設リサイクル推進計画」において品目別に示されている再資源化率（ア

スファルト・コンクリート塊、コンクリート塊及び建設発生木材で 99％、混合廃棄物で 83％）

を参考とし、これ以外の品目は、「東京都建設リサイクル推進計画」において示されている

建設廃棄物全体の再資源化率 98％を参考とした。 

表 8.10-12 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

廃棄物の種類 
施設の延床面積 

(m2) 
品目別発生原単位 

(t/m2) 
廃棄物発生量 

(t) 
目標とする再 
資源化率(％) 

目標とする再
資源化量(t) 

コンクリート塊 

182,000 

0.0079 1,438  99 1,423  

アスコン 0.0019  346  99  342  

ガラス陶磁器 0.0018  328  98  321  

廃プラスチック 0.0019  346  98  339  

金属くず 0.0018  328  98  321  

木くず 0.0036  655  99  649  

紙くず 0.0012  218  98  214  

石膏ボード 0.0022  400  98  392  

その他 0.0023  419  98  410  

混合廃棄物 0.0054  983  83  816  

合 計 182,000 － 5,460 － 5,228 

注) 品目別発生原単位は、「建設系混合廃棄物の原単位調査報告書」(平成 24 年 11 月 社団法人建築業協会)を参考に

設定した。 
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2) 工事の完了後 

ア. 施設供用後の事業活動に伴い排出される事業系廃棄物の種類、排出量、再資源化量及び処

理・処分の方法 

施設供用後の事業活動に伴う廃棄物の種類及び発生量は、表 8.10-13に示すとおりである。 

事業活動に伴う廃棄物の排出量は約 8,606kg/日と予測する。 

発生した事業系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再資

源化を行う計画である。 

なお、廃棄物保管庫については、「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」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。 

表 8.10-13 施設供用後の事業活動に伴う廃棄物の排出量 

施設の用途 
1 日あたりの 
排出基準
(kg/m2) 

延床面積 
(m2) 

廃棄物発生量 
(kg/日) 

目標とする 
再資源化率 

(％) 

目標とする 
最終処分量 
(kg/日) 

事務所 0.04  kg/m2 147,400 5,896  

50 

2,948 

商業 0.20  kg/m2 10,900 2,180  1,090 

ホテル 0.06 kg/m2 6,400 384  192 

公益・地域貢献 0.03  kg/m2 2,500 75  38 

駐車場 0.005 kg/m2 14,100 71  35 

合 計 182,000 8,606 － 4,303 

注 1) 1 日あたりの排出基準は、「港区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置に関する要綱」(平成 12 年 3 月 11 港環

清第 329 号)によった。 

注 2) 商業については、廃棄物発生量の予測を安全側とするため、全延床面積を店舗（飲食店）とみなした。 

注 3) 公益・地域貢献ついては、全延床面積を文化・娯楽施設とみなした。 

注 4）目標とする再資源化率は、「港区（第 3 次）一般廃棄物処理基本計画」（令和 3 年 3月 港区）に基づく再資源化率

の数値目標によった。 

 

366,（仮称）北青山三丁目地区市街地再開発事業,環境影響評価書案（本編）



- 310 - 

8.10.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

1) 予測に反映した措置 

・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・処分の許可を得た再資源化可能な業者に委託して再

資源化を行い、その状況はマニフェストにより確認する（再資源化率 98％以上を目指す）。 

・既存建築物に使用されている石綿含有建材については、解体工事に先立ち、「石綿障害予

防規則」、「建築物等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」、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」に従い、既存建築物設計

図による調査、現地での目視調査等を実施し、必要に応じて材質分析調査を併用して、状

況に応じた対策を講じながら除去作業を実施する。 

・除去した石綿含有建材については、「石綿障害予防規則」、「建築物等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」に従い、粉じんが発生しないよ

う、堅固な容器や確実な包装を施し、運搬するまでの間、隔離作業場外に設けた一時保管

場所に適切に保管する。 

・石綿含有建材の運搬・処分にあたっては、「建築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理に関する指導指針」に従い、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) 予測に反映しなかった措置 

・コンクリート型枠材については、非木材系型枠の採用や部材のプレハブ化等により木材系

型枠材の使用量を低減する。 

・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、

再資源化を行う。 

・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。 

・施設整備にあたっては、リサイクル材料を積極的に使用する。 

・既知のＰＣＢ使用・保管の届出事業所に加え、計画地内において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」等

の関係法令に基づき現所有者が適正に保管及び手続き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」等関係法令に基づき、適切に処理する。 

 

(2) 工事の完了後 

1) 予測に反映した措置 

・発生する廃棄物は、建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、適正に再資源化する。 

2) 予測に反映しなかった措置 

・廃棄物の発生量の抑制及び再資源化の推進のため、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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8.10.4 評 価 

(1) 評価の指標 

1) 工事の施行中 

評価の指標について、既存建築物の解体に伴う廃棄物の排出量、再資源化量及び処理・処分

の方法並びに計画建築物の建設に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再資源化量及び処

理・処分の方法については「「東京都建設リサイクル推進計画」に示される目標値(平成 32 年

度(2020 年度))」とした。また、特別管理廃棄物の処理・処分の方法、保管方法及び運搬方法

については、「関係法令に示される事業者の責務を果たすこと」とした。 

 

2) 工事の完了後 

評価の指標は、「「港区(第 3 次)一般廃棄物処理基本計画」の目標とする再資源化率(令和 14

年度)」とした。 

 

(2) 評価の結果 

1) 工事の施行中 

ア. 既存建築物の解体に伴う廃棄物の排出量、再資源化量及び処理・処分の方法 

既存建築物解体に伴う廃棄物の発生量は、コンクリート塊約 27,384m3、金属くず(鉄骨)約

3,295t、金属くず(鉄筋)約 3,423t、木くず(建設発生木材)約 1,027t、建設混合廃棄物約 685t

と予測する。これらの廃棄物の処理にあたっては、「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」の目標値（アスフ

ァルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材で 99％、建設混合廃棄物で 83％）

を達成するものと考える。なお、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。また、既存建築物に使用されている石綿含有建材については、解体工事に先立ち、「石

綿障害予防規則」、「建築物等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」、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」に従い、既存建築物

設計図による調査、現地での目視調査等を実施し、必要に応じて材質分析調査を併用して、

状況に応じた対策を講じながら除去作業を実施することから、評価の指標を満足するものと

考える。 

イ. 計画建築物の建設に伴う建設廃棄物及び建設発生土の排出量、再資源化量、有効利用量及

び処理・処分の方法 

(ｱ) 建設発生土の発生量 

建設発生土の発生量は、約 212,337 m3と予測する。建設発生土は、受入機関の受入基準へ

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理する計画とし、「東京都建設リ

サイクル推進計画」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

サイクル計画」の目標値（88％）を達成することから、評価の指標を満足するものと考える。 

(ｲ) 建設汚泥の発生量 

建設汚泥の発生量は、約 44,322 m3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、「東京都建設リサイクル推進計画」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」の目標値（96％）を達成

することから、評価の指標を満足するものと考える。 
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(ｳ) 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量 

建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量は、約 5,460t 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、再利用促進及び不用材の減量等を図る等、「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」の目標値（アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊 、建設発生木

材 99％、建設混合廃棄物 83％、建設廃棄物 98％）を達成するものと考える。なお、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。 

 

2) 工事の完了後 

ア. 施設の供用に伴う廃棄物の種類及び排出量 

施設の供用に伴い廃棄物が約 8,606kg/日発生するが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」、「東京都廃棄物条例」、「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」等の法令等を遵守

し、廃棄物を適正分別して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、「港区(第 3次)一般廃棄物処理基本計画」の目標達成に寄与する。 

以上のことから、評価の指標を満足するものと考える。 
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