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2.7 廃棄物 

2.7.1 建設発生土量 

建設発生土量の算出根拠は、表2.7-1に示すとおりであり、地下部の総掘削土量から既存地下

建造物の容積を差し引いた約212,337m3が実質掘削量となる。 

表 2.7-1 建設発生土量(地下掘削) 

区 分 掘削面積 掘削深さ 建設発生土量 

B-1地区 約 12,325m2 約 19.4m 約 239,105m3 

B-1地区（オイルタンク） 約 291m2 約 8.1m 約 2,357m3 

B-2地区 約 350m2 約 2.6m 約 910m3 

既存地下建造物の容積（差し引き量） 30,035m3 

掘削土量 約 212,337m3 

 

2.7.2建設汚泥量 

建設汚泥量の算出根拠は、表2.7-2～4に示すとおりであり、ＳＭＷ施工時に約6,200m3、杭工

事時に約38,082m3の合計約44,322m3である。 

表 2.7-2 建設汚泥量(ＳＭＷ施工時) 

 
SMW施工厚み SMW施工長さ SMW施工深さ 建設汚泥量 

① ② ③ ④＝①×②×③ 

B-1 地区 約 0.5m 約 480m 約 26m 約 6,240m3 

 

表 2.7-3 建設汚泥量(杭工事時) 

 
本数 杭の半径 杭の深さ 建設汚泥量 

① ② ③ ④＝②2×3.14×①×③ 

B-1 地区 

31本 約 2.75m 約 10m 約 7,361m3 

133本 約 2.69m 約 10m 約 30,219m3 

58本 約 0.20m 約 12m 約 87m3 

75本 約 0.18m 約 12m 約 92m3 

B-2 地区 
54本 約 0.15m 約 8m 約 31m3 

27本 約 0.45m 約 17m 約 292m3 
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