
 

光が丘清掃工場解体工事説明会における 

ご意見・ご質問への見解について 

 

 

【新工場イメージ図】 

 

東京二十三区清掃一部事務組合では、光が丘清掃工場建替事業について解体工事説明会を開催

し、区民の皆さまから貴重なご意見・ご質問をいただきました。 

光が丘清掃工場解体工事の内容及び説明会でいただいた主なご意見・ご質問と、それに対する

当組合の見解を掲載します。 

 

 

  

お問合せ先 

東京二十三区清掃一部事務組合 

建設部計画推進課 

ＴＥＬ ０３－６２３８－０９１２ 



光が丘清掃工場解体工事について 

 

 

東京二十三区清掃一部事務組合では、一般廃棄物処理基本計画に基づき、清掃工場の整備事業

に取り組んでいます。光が丘清掃工場は、平成２８年度から平成３２年度まで整備を行う予定で

す。 

 

１ 解体概要 

（1） 工事場所  

東京都練馬区光が丘五丁目３番１号 

  

（2） 工期 

平成２８年６月２８日から平成３３年３月１５日まで（全体工期） 

  

（3） 施工者 

タクマ・鴻池特定建設工事共同企業体 

  

（4） 解体施設 

① 工場棟  鉄骨鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）／地下２階・地上５階／高さ約４０ｍ 

 管理棟  鉄筋コンクリート造／地上３階 

② 付属施設 計量棟・洗車棟・危険物保管庫 他 

③ 煙突   鉄筋コンクリート造／高さ約１５０ｍ 

 

  



２ 工事工程 

 

３ 解体工事作業計画 

（1） 作業日及び作業時間 

原則として、月曜日から土曜日までの午前８時から午後６時まで（工事のための出入り、

準備、後片付けを除く）とし、日曜日、祝日及び年末年始は、作業を行わない日とします。

ただし、次の作業は例外として行う場合があります。 

① 緊急作業、中断が困難な作業 

② 道路交通法上やむを得ない特殊車両の出入り 

③ 作業日にはできない仮設電源・仮設設備等の点検、メンテナンス、取替作業 

 

（2） 車両台数 

約１２０台／日 

  



【解体工事説明会でいただいたご意見・ご質問とそれに対する当組合の見解】 

 

１ 解体工事説明会の開催状況（合計参加者数 168 名） 

日 時 
平成 28 年 9 月 23 日（金） 

午後 7 時 00 分 ～ 8 時 12 分 

平成 28 年 9 月 24 日（土） 

午前 10時 00分 ～ 11時 01分 

平成 28 年 9 月 24 日（土） 

午後 2 時 00 分 ～ 3 時 13 分 

会 場 光が丘区民ホール 多目的ホール 

参加者数 74 名 52 名 42 名 

 

２ いただいたご意見・ご質問の内訳 

説明会場 

ご発言 10 名 

用紙提出 0 名 

ＦＡＸ・郵 送 0 名 

計（延べ人数） 10 名 

 

３ 区民の皆さまからのご意見・ご質問とそれに対する見解 

（１） 解体工事について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当組合の見解 

１ 工場の隣に大型の病院がある。騒音に

よる医療への悪影響をどう考えるか。 

仮設テント内で解体工事を行うことで

騒音を通常より２０デシベル程度軽減し

ます。 

騒音を全く出さずに工事を行うことは

できませんが、できる限りの対応を行って

いきます。 

２ 騒音対策において、高さ３ｍの仮囲い

と仮設テントを用いた場合、騒音はどの

程度出るのか。杉並清掃工場などの事例

ではどうなのか。 

杉並清掃工場の解体工事ではピーク時

で７０デシベル台、瞬時では８０デシベル

を超えることがありました。 

工事においては、どうしても騒音が出て

しまいますが、仮設テントを用いることに

よって２０デシベル程度の騒音低減効果

があります。 

３  工事時間は午前８時～午後６時とな

っているが、実際に音が出る時間は何時

から何時になるのか。 

 工事工程によって違いますが、基本的に

は重機のエンジンを動かすのが午前８時

からで、エンジンを止めるのが午後６時で

す。 

４ 工事の待機車両を周辺道路に置かせ

ないとの説明だが、実際にどのように対

応するのか。 

関係工事業者に対して、指導を徹底して

いきます。 

５ 最近は人手不足もあり、工事車両の運

転手などにもマナーの悪い人がいると

聞く。対策をどうするのか。 

 工事業者との協議の中で、すべての運転

手に対してマナーを守るよう指導を徹底

していきます。また、苦情があれば即座に

対応します。 

 



６ 工事車両が１２０台通行するとの話

だが、近隣の幼稚園や保育園や小学校、

高齢者センターなどへの配慮として工

場出入口のみではなく、主要な交差点に

誘導員等を置く必要があるのではない

か。 

 どこの道路に工事車両が集中するか今

の段階では分かりません。集中する場所が

あれば、交通誘導員の配置を行っていきま

す。なお、工場稼働時はごみ搬入車両が２

５０台程度出入りしていましたが、工事車

両はその約半分の台数です。 

７ 生活道路は確保してもらえるのか。  確保します。作業で歩道が通行できない

場合は、迂回通路を設けて、誘導員を配置

します。 

８ 解体の際に工場にかける仮設テント

はどの程度の風速まで耐えられるのか。 

通常の状態は風速約３０ｍまで耐えら

れます。台風など強風が予想される場合

は、ワイヤを張って補強することで風速４

０～５０ｍは耐えられると想定していま

す。 

９ 仮囲いは道路に沿って作るのか。 

樹木の伐採は仮囲いの後か。 

伐採の際はチェーンソーを使うのか。 

仮囲いは工場の敷地境界に沿って作る

ため、道路に沿う形になります。 

仮囲いを行う際に障害となる一部の樹

木は先に伐採をしますが、基本的には仮囲

いの後に伐採します。 

伐採の際にはチェーンソー等を使用し

ます。 

１０ 工事期間中には１日平均何人くらい

の作業員が工場を出入りするのか。 

工事工程によって違いますが、解体工事

では主に重機等を使用し、人手による作業

はあまりないため、１日何百人という人数

の出入りは基本的にありません。 

１１ 工事期間中、工場の排熱を利用した熱

供給はどうなるのか。 

 工場は既に稼働が止まっており、現在も

工場からの熱供給は行っていません。 

皆さまのご自宅に熱を送っている東京

熱供給株式会社では所有している独自の

ボイラーで熱を作り、今までと同様に供給

をしています。 

１２ 粉じんの濃度やアスベスト濃度、水位

測定やダイオキシン濃度測定など、様々

な調査をした結果の報告をどのように

するのか。区民が見ることはできるの

か。 

また、豊洲市場での土壌汚染が問題に

なっているが、今回の工事での土壌汚染

等について情報公開はどのように行っ

ていくのか。 

 今後、光が丘清掃工場建替工事の専用ホ

ームページを設け、データを公表します。 

 また、騒音・振動については工場の仮囲

いに表示盤を３か所設置してリアルタイ

ムで測定値を表示します。 

 更に工場近隣の自治会、区、当組合で構

成する建替協議会の中でも随時、調査結果

を報告していきます。 

 なお、情報開示については、積極的に行

っていく予定ですが、その他必要な情報や

データがある場合は、ご連絡をいただけれ

ば個別の対応を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３  騒音や粉じんなどが基準値を上回っ

た場合はどのように対応するのか。 

 騒音に関しては、７０デシベルを目安に

現場の回転赤色灯にて注意喚起をします。

更に７５デシベルを超えた場合は工事を

一旦中止し、原因を調査したうえで対応を

検討します。 

 振動に関しては、常駐している監督員

が、その都度対応します。 

 粉じんに関しては、建替工事以外が原因

の可能性もあるため、原因を調査したうえ

で対応します。 

１４  ダイオキシン類やアスベストなどの

基準値超過はどのように対応するのか。 

 ダイオキシン類やアスベストは測定に

時間を要します。そのため、あらかじめ対

応策を講じたうえで施工をしていきます。 

仮に基準値超過が判明した際には、速や

かに飛散防止措置を講じるとともに、措置

後再測定を実施し安全性を確認します。 

１５  ダイオキシン類などが飛散する可能

性を考えると、洗濯物や布団を干すのに

不安がある。 

物を燃やすとガス状と粉じん状のダイ

オキシン類が発生します。現在、工場は停

止しており、それらが発生することはあり

ません。 

工場稼働時に堆積した粉じん状のもの

については、工場解体前に清掃をしてお

り、基本的には無いと考えております。 

なお、工事中は粉じんを常時測定してお

り、異常があれば原因を探り対応をしま

す。また、解体工事は全覆いの仮設テント

をかけて行います。 

１６  煙突上部の解体時には周りを囲う程

度の対策しかないようだが、粉じん対策

をもう少し検討してほしい。 

 ワイヤーソーという機械を使って煙突

外筒の解体を行いますが、常に水をかけな

がら湿潤化し、ゆっくりと解体するため、

粉じんや騒音はほとんど発生しません。 

 しかし、施工状況を見て、問題があるよ

うであれば対策を検討します。 

１７  煙突を解体したコンクリートがら等

は資材置き場に置くとの説明だったが、

煙突の内筒を解体したときに出るアス

ベストなどが付着したものはどこに置

き、どのように処理するのか。 

 資材置き場は、現在駐車場として使用し

ている管理棟横のスペースを使います。 

 アスベストが含まれている断熱材は、別

の区画された空間の中で湿潤化して袋詰

めにし、可能な限り早く処分場へ搬出しま

す。 

１８  煙突の内筒にはダイオキシン類等は

付着していないとの説明だったが、そう

なのか。 

ダイオキシン類等の排ガス中の有害物

質は排ガス処理設備により確実に除去さ

れており、煙突の内筒にダイオキシン類等

が付着しているということはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１９  東日本大震災以降、放射能に汚染され

たごみ等を受入れ処理したので、工場か

ら放射性物質が出てくると思うが、どの

ように測定し、処理をするのか。 

 当組合では震災以降、被災地のがれきを

受け入れてきましたが、受入れにあたって

は放射能で汚染されていないことを確認

したものしか受け入れていません。そのた

め、現段階で放射性物質が工場から出てく

ることは想定していません。 

なお、各清掃工場では定期的に敷地境界

における放射線量率を測定し、運営協議会

や当組合のホームページ等で結果を報告

しています。 

 今後も同様に随時報告していきます。 

２０  放射線量などに関しては区報でも報

告してほしい。 

（練馬区） 

 測定値で万が一問題があった場合は、積

極的に広報を図っていきます。 

 また、清掃一組や地域の自治会とも連携

し、周知を行っていきます。 

２１  大気調査を工事中に行うとのことだ

が、具体的にいつやるのか。 

 まだ、具体的な日程は決まっていません

が、基本的には断熱材などアスベストが含

まれるものの撤去が一番多い時期に行う

ことを想定しています。 

２２  工事の進捗を掲示板などでお知らせ

するとのことだが、どういう調査をこれ

からやりますということもあらかじめ

知らせてほしい。 

 事前に調査時期をお知らせすることは

今のところ考えていませんが、必要に応じ

て当組合のホームページなどで周知して

いきます。 

２３  水位測定をするとのことだが、水質の

調査は行わないのか。 

 水質調査は法令等に基づき既に環境影

響評価の調査で行っており、全て環境基準

値内でした。 

 今後、法令等に基づき土壌汚染調査を行

う中で、溶出試験において基準値超過が検

出されれば、改めて水質の再調査を実施し

ます。 

２４  環境調査におけるダイオキシン類や

アスベストの一般的な適正基準はどの

程度なのか。 

環境大気中のダイオキシン類は年間平

均値で０.６pg－TEQ/㎥以下が適正基準で

す。 

アスベストは清掃工場に対する基準値

がないため、アスベストを取り扱う施設の

敷地境界における基準値を参考として、大

気１リットルあたりアスベストが１０本

以下であれば適正としています。 

２５ 調査結果だけを報告されても一般区

民は分からないので、それぞれの許容範

囲や基準値も同時に示してもらいたい。 

 許容範囲や基準値も併せて表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２６  今回の工事で働く方々の健康管理は

どのようにするのか。 

 労働基準監督署などの指導に基づいた

健康管理の徹底を図っていきます。 

具体的には、毎日の朝礼での当日作業の

注意の徹底のほか、防じんマスクや防護服

等の着用などの徹底を指示していきます。

また、テント内は粉じんが発生するため、

フィルター付きの換気装置を設置します。 

さらに、ミストを散布し、テント内の埃の

発生を抑えるとともに、温度上昇を抑え熱

中症対策を図るなど、現段階で考えられる

可能な限りの対策をしていきます。 

２７  工事費について、以前の説明会で工場

の焼却能力１ｔあたり４０００～５０

００万円かかると聞いたが、今回の工事

費は３００t の焼却能力の工場なのに３

３６億と２～３倍に膨れ上がっている。

工事費が膨れ上がった理由はなにか。 

 全体の工事費は約３３６億円です。その

内、仮設テント設置費を含む今回の解体工

事の費用は約５６億円です。 

 仮設テントを設置しないで行った大田

清掃工場の解体工事費用が約３０億とな

っており、仮設テントの費用がかなりかか

っています。 

 また、今までは工場棟の地上部解体時の

み仮設テントを設置しておりましたが、今

回は環境への配慮のため、地下部の解体時

にも仮設テントを設置するため、その費用

が上がっています。更に資材費や労務費が

１.５～２倍ほどに高騰しており、工事費の

増加に影響していると考えられます。 

２８ 住民から苦情が出たときに、責任を持

って迅速に対処する組織は常設されて

いるのか。 

 工事現場には１０月から工事監督員と

して６名の当組合職員が常駐します。苦情

や問合せなどは監督員事務所で対応しま

す。また、現場で対応しきれない場合は建

設部全体で対応します。 

 なお、連絡先は配布資料に記載していま

す。 

２９ 今回の事業は、住民と練馬区と清掃一

組の３者が連携していかなければうま

くいかない。 

私たち区民の暮らしと命を守る練馬

区はこの事業についてどのように考え

ているのか。 

（練馬区） 

 練馬区としては、近隣住民の方の健康と

より良い工場による地域貢献ができるよ

うにという立場で区民の皆さまや清掃一

組と連携をしており、これからもそういっ

た立場で取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

（清掃一組） 

当組合としても区や区民の皆さまとの

協議をしながら事業を進めていくことが

必要と考えています。 

今後は清掃事業での協力関係のみなら

ず、土木関係やまちづくり関係などにおい

ても区との協議を行っていきます。 

 

 

 

 

 



（２）ごみの収集・運搬等について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当組合の見解 

１  今まで光が丘清掃工場に搬入してい

たごみはどこに行くのか。 

（練馬区） 

 練馬区には光が丘清掃工場と練馬清掃

工場の２つの清掃工場があり、今まで光が

丘清掃工場に搬入されていたごみの４分

の３が練馬清掃工場に搬入されています。 

 それ以外のごみは板橋や豊島など近隣

区の清掃工場に搬入しています。 

 

（３）その他について 

No. ご意見・ご質問の要旨 当組合の見解 

１  練馬区内に光が丘清掃工場と練馬清

掃工場の２か所も清掃工場があるのは

なぜなのか。 

 もともと光が丘清掃工場は練馬清掃工

場の分工場として稼働を始めましたが、光

が丘地区のまちづくりが進められ、本格的

な清掃工場として稼働することになりま

した。 

 現在、東京２３区には建替中のものを含

めて２１の清掃工場がありますが、今後は

新たな場所に新たな清掃工場は建設しな

いとの計画のもと、練馬区の皆さまにご理

解いただきながら、現在のように２工場を

運営させていただいております。 

２ 光が丘には３０以上の自治組織があ

る。 

それらから「工事について説明に来て

くれ」と言われた場合に、今回の説明会

のように行って説明するという熱意は

あるか。 

 お申出があれば、時間を調整して伺わせ

ていただきます。 

 


