
 

目黒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、目黒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。 

目黒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 



目黒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。目黒清掃工場は、平成２９年度から平成３４年度まで整備を行う予定です。 

 

１ 解体概要 

（1） 工事場所  

東京都目黒区三田二丁目１９番４３号 

  

（2） 工期 

平成２９年６月２７日から平成３５年３月１５日まで（全体工期） 

  

（3） 施工者 

ＪＦＥエンジ・清水建設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（一部鉄筋コンクリート造・鉄骨造） 

 ／地上５階・地下３階／高さ約２７ｍ 

② 管理棟 鉄筋コンクリート造／地上３階 

③ 煙 突 鉄筋コンクリート造外筒・鋼製内筒／高さ約１５０ｍ 

④ 付属棟 排ガス処理設備棟・飛灰搬出設備棟・洗車棟・計量棟 他 

 

  



２ 工事工程 

 

           解体工事    ☆ 工事説明会 

 

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、準備、

後片付けを除く）とします。なお、大型の建設機械を使用する作業については、午後５時ま

でとなるよう努めます。 

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 

（2） 車両台数 

約３００台／日（ピーク時） 

  



【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１２３名） 

日時 会場 参加者数 

平成２９年９月２０日（水） 

午後７時００分～７時４９分 

下目黒住区センター 

レクリエーションホール 
２２ 

平成２９年９月２１日（木） 

午後７時００分～８時１３分 

中目黒住区センター 

第５・第６会議室 
３２ 

平成２９年９月２３日（土） 

午前１０時００分～１１時０９分 

田道住区センター 

第２・第３会議室 
３１ 

平成２９年９月２３日（土） 

午後２時００分～３時１３分 

田道住区センター 

第２・第３会議室 
３８ 

 

２ 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 工事の騒音・振動対策はどのように行

うのか。 

仮囲いによる防音対策を行うとともに、工

場棟・管理棟の解体は、全覆い仮設テントで

建物全体を覆い、その中で解体を行います。 

また、工場棟・管理棟以外の付属棟も、建

物周囲を防音シートで囲って解体を行いま

す。 

なお、騒音・振動はリアルタイムで測定・

表示し、所定の値を超えた場合には、工事を

中断し、原因の確認と対策を行った上で工事

を再開します。 

２ 解体工事では、どの程度の騒音が出る

のか教えてほしい。 

同様の工法で解体工事を行った杉並清掃工

場では、平均７０デシベル程度であり、目黒

清掃工場の解体工事でも同様の値になると考

えています。 

なお、解体工事における騒音の規制基準は

８５デシベルです。 

（７０デシベルの目安：バスや電車の車内の

音） 

３ 煙突外筒（鉄筋コンクリート製）の切

断において、粉じんや騒音対策はどのよ

うに考えているのか。 

外筒は、切断箇所に作業用の足場を設置し、

その周囲をシートで覆うことで、粉じんの飛

散防止及び騒音対策を行います。 

更に、切断する部分は局所的に散水し、粉

じんの飛散を防止します。 

４ 騒音・振動計の設置位置を敷地南側の

角から目黒川沿いに変更できないか。 

目黒川沿いの設置を検討しましたが、既存

の防音壁や負圧集じん機により、騒音計のメ

ンテナンススペースが確保できないため、現

位置での計画としています。 

  



５ 通学時間帯の交通安全対策として、工

場入口以外に中里橋付近にも誘導員を

配置できないか。 

中里橋付近は、工事車両以外の一般車両も

多く通行しますので、交通の状況を見て誘導

員の配置を判断します。 

６ 工事で使用する重機の排気ガス対策

はどのように行うのか。 

排出ガス対策型建設機械を使用し、アイド

リングストップを徹底することで、排気ガス

発生の抑制に努めます。 

７ 工事車両の台数と通行ルートはどの

ようになるのか。 

主な車両の通行ルートは、山手通りから補

助１９号線・中里橋を通り、従来の清掃工場

出入口から工場敷地に入場します。ただし、

中里橋の強度の関係から、重量のある特殊車

両の一部については、恵比寿側から入場する

通行ルートとします。 

車両台数は、ピーク時の平均で、前者が３

００台／日、後者が３台／日と計画していま

す。 

８ 工事車両に付着した泥等により、道路

が汚れないのか。 

解体工事現場から道路に出る前に、工事車

両のタイヤや車体に付着した泥等の洗い落と

しを徹底いたします。 

９ 現工場のアスベスト含有建材の使用

箇所はどこか。また、どうしてアスベス

ト含有建材が使用されているのか。 

使用箇所は、工場棟・管理棟外壁の塗装材、

空調・換気ダクトのパッキン、天井・壁等の

各種ボード類、焼却炉耐火物です。いずれも

飛散のおそれの少ない成形板の扱いとなって

います。 

現在は、原則として使用禁止になっている

アスベストですが、現工場の建設工事が行わ

れた平成３年当時は、法令等で使用が認めら

れていました。このため現工場にはアスベス

ト含有建材が使用されています。 

１０ アスベスト含有建材はどのように撤

去するのか。 

建物解体前に、作業場所の養生等の飛散防

止対策を行い、手作業等により丁寧に撤去し、

各種法令やマニュアル類等に基づき、適正に

処分します。 

１１ アスベスト濃度及びダイオキシン類

濃度測定を１月に１回行うとしている

が、毎日測定できないか。 

アスベストやダイオキシン類の濃度測定

は、試料採取装置で大気を吸引し、分析機関

に持ち込んで分析するため、測定結果が出る

まで２～３週間かかります。 

アスベストやダイオキシン類は微粒子状態

で飛散するため、代替措置として、敷地境界

で粉じん濃度をリアルタイムで計測・監視し

ます。 

１２ 隣接する田道小学校の敷地内でも、粉

じん等の測定はできないか。 

各種調査については、発生源に近い仮囲い

の内側で測定し、この地点で基準を満足して

いれば、これより遠い地点でも基準を満足し

ていると考えられるため、小学校の敷地内で

の測定は行いません。 

なお、簡易測定であれば、小学校敷地内で

も対応します。 

  



１３ 各種測定結果はどのように公表する

のか。 

目黒清掃工場建替協議会、騒音・振動表示

盤、仮囲い上のお知らせ看板、建替工事専用

のホームページなどで公表します。 

１４ 緩衝緑地の地下にある汚染土壌封じ

込め槽とはどのようなものか。 

現工場を建設するときに発見された汚染土

壌を薬剤で安定化した上で封じ込めている槽

です。鉄筋コンクリート製で２５ｍ×７５ｍ、

深さ８ｍ、壁厚さ６０ｃｍ、槽内に防水シー

トを張った水密構造の箱状の槽で、緩衝緑地

の下約２～３メートルに設置されています。 

１５ 発見された汚染土壌はどのような処

理や対策を行うのか。 

今回の調査は土壌の表層部分の調査です。

今後、汚染土壌が確認された地点で、深さ方

向の調査を行い、汚染の範囲を確定させます。

その後、工事工程や施工方法も合わせて検討

の上、処分や処理方法を決定します。 

なお、緩衝緑地で確認された汚染土壌は、

今後、緩衝緑地を安全に利用していただくこ

とを考慮すると、土壌の入替えによる対応に

なると考えています。 

１６ 土壌汚染の原因は何か。 汚染土壌が確認された地点は、工場操業中

に、鉛等の汚染物質を取り扱ったことはなく、

原因は不明です。 

１７ 緩衝緑地で確認された汚染土壌（鉛含

有量超過）は人体に影響するレベルか。 

緩衝緑地で確認された鉛は、土壌含有量基

準値が１５０mg／kgであるのに対して２０

０mg／kgでした。含有量基準値は、汚染され

た土壌がある場所に一生涯住んで、かつ、そ

の土壌を毎日１００mg摂取し続けても健康

に影響がないという値です。 

今回の検出値は、局所的かつ基準値の約１．

３倍であり、これまで緩衝緑地を利用されて

いた方が、この土壌を毎日１００mg摂取して

いたとは考えにくいため、人体への影響はな

いと考えています。 

１８ 仮囲いや全覆い仮設テントにより、工

場周辺が暗くなるのではないか。 

緩衝緑地側の仮囲いは高さ約５ｍで、樹木

と同等の高さです。また、仮設テントは高さ

約４６ｍの予定です。 

他工場の施工実績では、仮囲い等により暗

く感じる場所はありませんでした。実際に施

工した結果、暗く感じられるところがあれば、

照明の増設等を行います。 

１９ 緩衝緑地の樹木は伐採するのか。 緩衝緑地の樹木は、工事施工に合わせて移

植や伐採を行います。また、建設工事の中で

緩衝緑地の再整備を行い、新規植栽も行いま

す。 

２０ 自宅が家屋調査の対象となっている。

工事によって建物に損害が生じた場合

はどのように対処してくれるのか。 

家屋調査は、都の基準に基づき、敷地境界

から３０ｍの範囲の家屋が対象です。 

工事前後の状態を比較し、工事の影響によ

る損害が発生した場合は、補修等を行います。 

２１ 解体工事現場は見学できるのか。 解体工事期間中に現場見学会を開催する予

定ですので、是非ご参加ください。 

 



（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 これまで目黒清掃工場で処理してい

たごみはどこで処理しているのか。 

主に港・品川・渋谷清掃工場で処理をして

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 新工場のレイアウトは同じなのか。新

しくなることによって、機能が向上する

等のメリットはあるのか。 

新工場のレイアウトは、現工場とほぼ同じ

ですが、高さは約３ｍ低くなります。 

新工場は、構内道路の一部を覆い、収集車

の騒音防止等を図ります。また、焼却能力は

１日当たり６００トンと変わりませんが、発

電能力が２倍程度になります。 

２ 新工場のイメージ図にある目黒川側

の窓について、プライバシーに配慮した

工夫はできないか。 

今後、新工場の実施設計を行います。その

中でプライバシーに配慮した設計とします。 

３ 東京二十三区清掃一部事務組合とは

どのような組織なのか。 

従来東京都で行っていた清掃事業が平成１

２年に各区に移管されましたが、より効率的

に処理を行うため２３区が共同で処理を行う

こととなり、２３区を構成団体として当組合

が設立されました。また、職員は当組合で採

用した職員のほか、各区からの派遣職員等で

構成されております。 

４ 建設後２６年で建屋や煙突を解体す

るのはもったいないと感じる。建替えの

理由を説明してほしい。また、建替えに

より地元還元施設は考えていないのか。 

当組合では、「一般廃棄物処理基本計画」を

策定し、その中で清掃工場の建替えが一時期

に集中しないよう、また、発生する２３区内

のごみを確実に処理できるよう、清掃工場等

の整備計画を定めています。現工場は、焼却

炉等設備の寿命が来ており、その対応として、

設備だけを入れ替えるより、煙突を含めた建

物全体を建替えた方が効率的との結論になり

ました。 

また、新たな還元施設は作りませんが、こ

れまでと同様、目黒区の施設に熱供給を行い

ます。 

５ どのような入札手続だったのか。 本工事の入札は、一般競争入札総合評価落

札方式で行いました。本方式は、入札価格と

入札参加者の技術力を総合して評価し、落札

者を決定するものです。 

６ 契約金額はいくらか。また、金額は最

後まで変わらないのか。 

契約金額は、５１４億７，０６４万円です。

今後、発注条件にない事象が発生した場合に

は、その部分について契約の変更を行うため、

契約金額が変更になる可能性があります。 

 


