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8.12 廃棄物 

8.12.1 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 8.12-1 に示すとおりである。 

表8.12-1 調査事項及びその選択理由 

調査事項 選択理由 

➀建設発生土の状況 
②特別管理廃棄物の状況 
③廃棄物の処理の状況 
④法令による基準等 

本事業の実施により、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、計画地及びその周辺とした。 

 

(3) 調査方法 

1) 建設発生土の状況 

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。 

 

2) 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。 

 

3) 廃棄物の処理の状況 

廃棄物の処理の状況については、一般廃棄物は「品川区のごみ・資源収集実績量(～令和元

年度)」(品川区)、産業廃棄物は「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成 30 年度実

績）」（令和 2 年 2 月 東京都環境局）等の既存資料を整理した。 

 

4) 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」、「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」（以降「建設リサイクル法」という）、「東京都廃棄物条例」、「品川区廃棄物の処

理及び再利用に関する条例」等の国や自治体の計画等を整理した。 
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(4) 調査結果 

1) 建設発生土の状況 

計画地の地質の状況は、「8.4 地盤 8.4.1 現況調査 (4) 調査結果 1) 地盤の状況」

(p.197～201)に示したとおりである。 

計画地の地質層序は、表層部から順に立川・武蔵野・下末吉・多摩ローム層（ローム・凝灰

質粘土：Lm）、武蔵野礫層（砂礫：Mg）、東京層（粘土：Toc）、東京礫層（砂礫：Tog）、上総層

群（泥岩・砂岩・礫岩：Ka）である。 

 

2) 特別管理廃棄物の状況 

アスベストについては、これまでの調査の結果、アスベストの使用は確認されていない。既

存構造物の解体工事は、今後、現在の建物所有者により別事業として行われるが、「労働安全

衛生法」(昭和 17 年法律第 47 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、「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」（2014年 6 月 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する等、

現建物所有者により適切に処分が行われる計画である。 

廃 PCB については、現在の建物所有者により別事業として行われる解体工事において、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・管理する等、現建物所有者により適切に処分が行われる計画である。 

その他の特別管理廃棄物についても、現在の建物所有者により別事業として行われる解体工

事において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、現建物所有者により適切に処理する。 
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図 8.12-1 計画地内の既存建造物の状況 
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3) 廃棄物の処理の状況 

ア.一般廃棄物 

品川区におけるごみ収集量の経年変化は、表 8.12-2 に示すとおりである。収集量の総計

は平成 30 年度まで減少傾向であるが、令和元年度に増加している。 

 

表8.12-2 廃棄物排出量の推移 

単位:t 

項目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

総排出量 98,098 96,230 96,409 96,063 97,325 

 全ごみ量 73,177 71,970 72,540 72,564 73,664 

  燃やすごみ 67,467 66,418 66,996 66,974 67,862 

  
陶器・ガラス 

金属ごみ 
2,888 2,748 2,759 2,717 2,714 

  粗大ごみ 2,822 2,804 2,785 2,873 3,088 

 資源 24,921 24,260 23,869 23,499 23,661 

資料:｢品川区のごみ・資源収集実績量(～令和元年度)｣（令和3年1月閲覧 品川区ホームページ） 
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イ. 産業廃棄物 

平成 30 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 8.12-3に示すと

おりである。排出量は 10,078 千 t であり、そのうち、がれき類が 53.1％（5,353 千ｔ）、汚

泥が 32.4％（3,262 千ｔ）を占めている。 

表 8.12-3 平成 30 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 3,262  32.4 

廃油     3   0.0 

廃アルカリ     3   0.0 

廃プラスチック類   160   1.6 

金属くず   107   1.1 

ガラス陶磁器等くず   384   3.8 

鉱さい     8   0.1 

がれき類 5,353  53.1 

石綿含有産業廃棄物    66   0.7 

紙くず    41   0.4 

木くず   396   3.9 

繊維くず     4   0.0 

混合廃棄物   282   2.8 

その他     2   0.0 

特別管理産業廃棄物     6   0.1 

合 計 10,078 100 

資料：「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成 30年度実績）」 

（令和 2年 2 月 東京都環境局） 

 

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」、「建設リサイクル法」、「プラスチッ

クに係る資源循環の促進等に関する法律」、「東京都廃棄物条例」、「品川区廃棄物の処理およ

び再利用に関する条例」等があり、表 8.12-4(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。 

 

イ. 廃棄物に係る計画等 

廃棄物に係る国や自治体の発行する計画等としては、「建設リサイクル推進計画 2015」、「港

区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」、「東京都建設リサイクル推進計画」、「品川区一般

廃棄物処理基本計画(第 3 次)」等がある。それぞれの計画等における目標・施策等は、表

8.12-5(1)～(3)に示すとおりである。 
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表 8.12-4(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。 

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。 
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表 8.12-4(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 

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) 

(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 3 年法律第 60 号) 

(事業者の責務) 
四条 事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別
して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。 
３ 事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用するこ
と、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用
製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すると
ともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこ
れを使用した物を使用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、従業者の教育訓練の実施体制その他の必要な管理体制の整備に
努め、前二項の責務の達成に向けて継続的かつ計画的な取組を行わなければな
らない。 
４ 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正な処理を確保するために講じてい
る取組の内容を積極的に公表し、自らが排出する廃棄物の処理に対する信頼性
の向上に努めなければならない。 
５ 廃棄物の処理を受託する事業者は、受託した廃棄物の処理の透明性を確保
するため、その処理の状況の公表その他の必要な措置を講ずるよう努めなけれ
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。 
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。 
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表 8.12-4(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 

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） 

第一章 総則 
第３節 事業者の責務 
第 10 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 再利用等による廃棄物の減量 
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 16 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。 
(廃棄物の発生の抑制等) 
第 17 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。 
2 項…一部改正〔平成 24年条例 57 号〕 
(再利用の容易性の自己評価等) 
第 18 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 19 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 20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。 
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。                      （次頁に続く） 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000260
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000260
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表 8.12-4(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 

品川区廃棄物の処理および
再利用に関する条例 

 (つづき) 
 

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。 
 
第 3 章 廃棄物の適正な処理 
第 1 節 通則 
(特定家庭用機器廃棄物の処理) 
第 26 条の 2 区長は、特定家庭用機器廃棄物について、特定家庭用機器再商
品化法(以下この条において「再商品化法」という。)に基づき適正に回収され、
かつ、処理されるよう必要な措置を講ずることができる。 
2 区民または事業者は、特定家庭用機器廃棄物を排出するときは、再商品化
法第 17 条に規定する指定引取場所に自ら運搬し、または再商品化法第 9 条に
規定する引取義務者もしくは法第 7 条第 1 項の許可を受けた者(以下「一般廃
棄物収集運搬業者」という。)に運搬させるなどの方法により適正に回収され
るよう協力しなければならない。 
本条…追加〔平成 13 年条例 26号〕、2項…一部改正〔平成 18 年条例 24 号〕 
(事業系廃棄物の処理) 
第 27 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 28 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 29 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 30 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 31 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 
(事業系一般廃棄物等の排出方法) 
第 37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 54 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、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 41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 42 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。 

（次頁に続く） 
  

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000432
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000812
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000557
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000557
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000643
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000432
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000812
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000557
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000557
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000643
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表 8.12-4(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 

品川区廃棄物の処理および
再利用に関する条例 

 (つづき) 
 

(一般廃棄物管理票) 
第 45 条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を区長の指定する処理施
設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、
排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を当該施設の管理者に提出しなけれ
ばならない。 
2 前項の事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して区長の指定する処理
施設に運搬させる場合には、当該事業系一般廃棄物の運搬を受託した者に対
し、同項の一般廃棄物管理票を交付しなければならない。 

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000668
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000668
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000668
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g110RG00000607.html#e000000668
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表 8.12-5(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
2015（関東地域版） 
（平成 27年 7月 関東地方
建設副産物再利用方策等連
絡協議会） 

計画の目標（関東地域） 

対象品目 
平成 24 年度 
（実績） 

平成 30 年度 
目標 

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

再資源化率 
99.7％ 
99.5％ 

99％以上 
99％以上 

建設発生木材 
建設汚泥 

再資源化･縮減率 
95.8％ 
81.9％ 

95％以上 
90％以上 

建設混合廃棄物 
排出率 
再資源化･縮減率 

4.6％ 
72.1％ 

40％以下 
75％以上 

建設廃棄物全体 再資源化･縮減率 95.4％ 96％以上 

建設発生土 
建設発生土有効利
用率 

－ 80％以上 

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およ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 

東京都資源循環・廃棄物処
理計画(2016（平成 28）年 3
月 東京都) 

廃棄物処理法の規定に基づいて策定する計画で、都の廃棄物行政の基本的な
方向を示すものであり、東京都環境基本計画に基づく個別分野の計画である。
計画期間を 2016～2020年度の 5 年間として策定している。 

2030 年に向けて東京の資源循環・廃棄物処理が目指すべき姿を「持続可能
な資源利用への転換」と「良好な都市環境の次世代への継承」とし、施策を体
系的に進めていくための定量的・定性的な目標として、以下の目標を掲げてい
る。 

計画目標 1 資源ロスの削減 
計画目標 2 「持続可能な調達」の普及 
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（一般廃棄物・産業廃棄物計） 

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 
計画目標 5 災害廃棄物の処理体制 
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表 8.12-5(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％ 98％  

○アスファルト・コンクリート塊 99％以上 99％以上 

○コンクリート塊 99％以上 99％以上 

○建設発生木材 99％以上 99％以上 

○建設泥土 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％ 

再生砕石 95％ 96％ 

 
(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 

再生砕石利用率 

 i)再生砕石 再生砕石利用量/砕石類利用量 
 

品川区一般廃棄物処理基本
計画(第 3 次)（平成 25年 3
月 品川区） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」基づき、区市町村が一般廃棄物処理に
係る長期的視点に立った基本方針を明確にするもので、区民や事業者とともに
推進する計画として策定されている。 
計画の目標値の達成状況を踏まえ、区民一人一日あたりの総排出量を減量し、
平成 34 年度の資源化率を 31％になることを目指します。 
 

表 3-2 数値目標と指標 

年度 

年間排出量 

(t/年) 

区民一人 1日あたり 

(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。 

※収集ごみ量（ｇ/人・日）＝（総排出量－資源回収量）÷人口÷年間日数 

※資源回収量（ｇ/人・日）＝（総排出量－収集ごみ量）÷人口÷年間日数 

※資源化率（％）＝資源回収量÷総排出量×１００ 

 

（次頁に続く） 
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表 8.12-5(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)（平成 25年 3
月 品川区） 

(つづき) 

①区民 1人 1日あたりの総排出量         目標 ６４１(g/人・日) 
区民 1 人一日あたりの総排出量を、平成２３年度の７６２(g/人・日)から、

平成２９年度に６９２(g/人・日)、平成３４年度に６４１(g/人・日)とする。 

②区民 1人 1日あたりの収集ごみ量        目標 ４４０(g/人・日) 
区民 1 人一日あたりの収集ごみ量を、平成２３年度の５６７(g/人・日)

から、平成２９年度に４９５(g/人・日)、平成３４年度に４４０(g/人・日)
とする。 

③区民 1人 1日あたりの資源回収量        目標 ２０１(g/人・日) 
区民 1 人一日あたりの資源回収量を、平成２３年度の１９４(g/人・日)

から、平成２９年度に１９７(g/人・日)、平成３４年度に２０１(g/人・日)
とする。 

④資源化率                       目標 ３１％ 
資源化率を、平成２３年度の２６％から、平成２９年度には２８％、平成３

４年度には３１％とする。 
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8.12.2 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. 建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処

分の方法 

2) 工事の完了後 

ア. 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

 

(2) 予測の対象時点 

1) 工事の施行中 

ア. 建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処

分の方法 

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 

ア. 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

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、計画地内とした。 

 

(4) 予測手法 

1) 工事の施行中 

ア. 建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処

分の方法 

計画建築物の建設に伴って発生する建設発生土及び建設汚泥の排出量については、施工計

画を踏まえて算出する方法、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、再利用量及び処理・処分の方法を検討し、予測した。 

2) 工事の完了後 

ア. 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

施設の供用に伴って発生する事業系廃棄物の種類、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、再利用量及び処理・処分の方法を検討し、予測した。 
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(5) 予測結果 

1) 工事の施行中 

ア. 建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・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、表 8.12-6に示すとおり約 315,000m3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

処理する計画である。 

目標とする再利用率は、「東京都建設リサイクル推進計画」より、88％とする。 

表 8.12-6 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 
再利用率(%) 

目標とする 
再利用量(m3) 

建設発生土 315,000 88 277,200 

注）建設発生土発生量の算出根拠は資料編 p.149を参照。 

 

(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 8.12-7

に示すとおり約 40,000m3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。 

表 8.12-7 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 40,000 96 38,400 

注）建設汚泥発生量の算出根拠は資料編 p.149を参照。 
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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8.12-8に示すとおり、約7,770tと予測する。 

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、建設発生木材で 99％、建設混

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 8.12-8 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 品目別発生原単位 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(t) (m2) (t/m2) (t) 

コンクリート塊 

259,000 

0.0079 2,046 99 2,026 

アスコン 0.0019 492 99 487 

ガラス陶磁器 0.0018 466 98 457 

廃プラスチック 0.0019 492 98 482 

金属くず 0.0018 466 98 457 

木くず 0.0036 932 99 923 

紙くず 0.0012 311 98 305 

石膏ボード 0.0022 570 98 558 

その他 0.0023 596 98 584 

混合廃棄物 0.0054 1,399 83 1,161 

合 計 － － 7,770 － 7,440 

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. 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

施設の供用に伴う事業系廃棄物の種類及び発生量は、表 8.12-9 に示すとおりである。 

施設の供用に伴う事業系廃棄物の排出量は、合計で約 13,768kg/日と予測する。また、品

川区で目標とする再資源化率(31％)を踏まえた廃棄物の最終処分量は約 9,500kg/日と予測

する。 

発生した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。 

表 8.12-9 施設の供用に伴う事業系廃棄物の排出量（住宅以外） 

施設の用途 
1 日あたりの 

排出基準(kg/m2) 

延床面積 

(m2) 

廃棄物排出量 

(kg/日) 

目標とする

再資源化率

(％) 

目標とする

最終処分量 

(kg/日) 

業務 0.04 159,700 6,388 

31 

4,408 

宿泊 0.06 16,340 980 676 

商業 0.20 31,200 6,240 4,306 

駐車場 0.005 31,930 160 110 

合 計 239,170 13,768 9,500 

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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8.12.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

1) 予測に反映しなかった措置 

・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。 

・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を低減するような施工計画を検討し、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、

可能な限り現場内利用に努め、現場で利用できないものは現場外で再資源化を行う。 

・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。 

・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。 

 

(2) 工事の完了後 

1) 予測に反映しなかった措置 

・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、適正に処理する。 

・廃棄物の発生量を抑制するため、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。 

・廃棄物保管庫については、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。 
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8.12.4 評 価 

(1) 評価の指標 

1) 工事の施行中 

評価の指標について、建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再

利用量及び処理・処分の方法については「東京都建設リサイクル推進計画」に示される各対象

品目の目標値（平成 32年度（2020年度））」とした。 

2) 工事の完了後 

評価の指標について、施設の供用に伴う事業系廃棄物の種類及び排出量、再利用量及び処

理・処分の方法については「品川区一般廃棄物処理基本計画(第 3 次)」（平成 25年 3 月 品川

区）とした。 

 

 (2) 評価の結果 

1) 工事の施行中 

ア. 建設工事に伴う建設発生土及び建設廃棄物の排出量、再資源化量、再利用量及び処理・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 315,000m3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、「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（88％）を達成するものと考える。 

(ｲ) 建設汚泥の発生量 

建設汚泥の発生量は、約 40,000m3と予測する。建設汚泥は、産業廃棄物として適正に処

理する計画であるが、「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（96％）を達成するものと考える。 

(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 7,770t 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。 

 

2) 工事の完了後 

ア. 施設の供用に伴う廃棄物の種類、排出量、再資源化量、再利用量及び処理・処分の方法 

施設の供用に伴い事業系廃棄物が約 13,768kg/日発生するが、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」、「東京都廃棄物条例」、「品

川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、「品川区一

般廃棄物処理基本計画(第 3 次)」に示される資源化率の目標値（平成 34 年度（令和 4 年度））

(31％)は達成するものと考える。 
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