目黒清掃工場建設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建設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。
目黒清掃工場建設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

目黒清掃工場建設工事について

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

工事概要

（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（2017）年６月２７日から平成３５（2023）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） 建設施設
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２４ｍ

②管 理 棟

鉄骨造／地上３階／高さ約１４ｍ

③煙

鉄筋コンクリート造外筒・ステンレス製内筒型／高さ約１５０ｍ

突

④付 属 棟

計量棟・洗車棟 等

⑤焼 却 炉

全連続燃焼式火格子焼却炉（廃熱ボイラ付）
焼却能力６００トン／日（３００トン／日・炉×２基）

⑥ 発電設備

定格出力 約２１，５００ｋＷ
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２

工事工程

３

建設工事作業計画

（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 騒音・振動・粉じんの発生が少ない作業
④ 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）
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【建設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

建設工事説明会の開催状況（合計参加者数９４名）
日時

２

会場

平成３０年１１月１２日（月）

下目黒住区センター

午後７時００分～７時３７分

レクリエーションホール

平成３０年１１月１４日（水）

中目黒住区センター

午後７時００分～７時４９分

第５・第６会議室

平成３０年１１月１７日（土）

田道住区センター

午前１０時００分～１１時０５分

第２・第３会議室

平成３０年１１月１７日（土）

田道住区センター

午後２時００分～３時３４分

第２・第３会議室

参加者数
２２
２５
２９
１８

区民の皆さまからのご意見・ご質問とそれに対する当組合の見解

（１）建替工事について（全般）
No.
ご意見・ご質問の要旨
当組合の見解
１
働き方改革が注目されているが、作業
工期を守るために必要な作業は行わなけれ
時間の短縮についてはどのように考え ばなりませんが、働き方改革の趣旨を踏まえ、
ているか。
請負者と協力して工事を進めていきたいと考
えています。
２
夜間の特殊トレーラー等の出入りや、
特殊大型車両は、道路交通法上、交通量の少
休日作業をしないような対応はできな ない夜間に通行しなければなりません。また、
いのか。
緊急作業や電気設備のメンテナンス等につい
ても、通常の作業時間内にはできません。ご迷
惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い
します。
３
なぜ建て替えるのか。
清掃工場の設備の耐用年数は 25 年から 30 年
となっています。23 区のごみの処理に影響がな
いよう、一般廃棄物処理基本計画の中で、施設
の整備計画を立て、建替えを実施しています。
４
旧工場の建設費と新工場の建設費は、
旧工場の建設費は約 180 億円、新工場の建設
概算でそれぞれいくら程度か。
費は解体工事を含めて約 517 億円です。
５
建設費はどこから出ているのか。
建設費は、当組合の予算です。一部は国から
の交付金を受けています。
（２）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
煙突外筒の解体方法について詳しく
煙突外筒は、ワイヤーソー工法により解体し
教えてほしい。
ています。周囲をパネルで囲った中で、切断部
に散水を行いながら粉じん等が飛散しないよ
うワイヤーにより切断しています。
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２

３

４
５

全覆い仮設テント組立作業で、テント
全覆い仮設テント底部にローラーを設置し、
が移動しているように見えたが、どうや 油圧ジャッキで横に移動させています。移動完
って移動させているのか。
了後はローラーを取り外し、地面に固定してい
ます。
工場棟の解体時に有害物質が発生し、
解体する建物や設備は事前に清掃を行って
作業員の健康に悪影響が出ないのか。
おり、また、操業時に使用していた薬剤等もあ
らかじめ処分していますので有害物質の発生
はありません。
ただし、解体に伴い発生する粉じんについて
は散水により飛散を抑制するとともに、作業員
には保護具の着用を徹底し、健康管理に万全を
期して作業を行っていきます。
粉じん発生抑制のために使用された
使用した水は回収し、水の濁り等を除去して
水はどのように処理されるのか。
から再利用します。
全覆い仮設テントにより今まで見え
工場棟の解体完了後は全覆い仮設テントを
ていた富士山が見えなくなり、景観が損 撤去します。それまでご迷惑をお掛けします
なわれるのではないか。
が、ご理解とご協力をお願いします。

（３）土壌汚染について
No.
ご意見・ご質問の要旨
当組合の見解
１
土壌汚染の原因は今まで稼働してい
敷地内の 23 区画において６物質の基準値の
た工場にあるのか。
超過が確認されましたが、旧工場の操業時にこ
れらの物質を取り扱った記録はありません。そ
のため、工場の操業に由来するものではないと
考えています。
２
緩衝緑地の汚染土は処分しないのか。
汚染が確認された区画は、土壌汚染対策法に
基づき東京都より健康被害が生じるおそれの
ない土地として、形質変更時要届出区域に指定
されています。
緩衝緑地の汚染土は、土壌の表層にて基準値
の超過が確認された区画については、既に汚染
土の除去が済んでおり、区域指定も解除されて
います。また、表層から 2.5m より深い位置で
確認された区画については、工事範囲に該当し
ない位置のため処分は行いません。
（４）新工場について（全般）
No.
ご意見・ご質問の要旨
当組合の見解
１
旧工場の煙突を再利用することはで
旧工場の煙突にはなかったメンテナンス用
きなかったのか。
エレベータの設置スペースが必要なため、煙突
を建て替えます。
２
建替工事にあたり、景観に関する調査
環境影響評価の中で景観に関する調査を実
は実施したか。
施しており、建替えによる景観への大きな影響
はないという評価をしています。また、目黒区
の景観審議会・景観アドバイザー会議におい
て、委員から新工場の景観についてのご意見を
伺っています。
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３

４

「建設工事のあらまし」の水銀とダイ
オキシン類の欄に自己規制値が書かれ
ていないが、何故か。
今後もプラスチックを燃えるごみと
して出してよいのか。また、新工場では
プラスチックは全部燃やすことはでき
るのか。

５

屋上の緑化について説明してほしい。

６

工場が新しくなると、何が良くなるの
か。

７

ごみ処理に関する新技術の導入はあ
るのか。

８

区民センターへの熱供給量は、旧工場
と比較してどのくらい変わるのか。
新工場のメンテナンス費は旧工場か
できる限りメンテナンス費を抑えられるよ
ら変わるのか。
うに取り組んでいきます。

９

法規制値をそのまま遵守するため、自己規制
値は記載していません。
プラスチックを含めたごみの分別について
は、目黒区で決められている方法に従っていた
だきますようお願いします。なお、新工場でも
プラスチックは安全に焼却することができま
す。
工場棟については、太陽光パネル等の必要な
設備を設置する範囲や、作業員の通路等を除
き、可能な範囲で屋上緑化を実施します。また、
管理棟と人工地盤についても同様です。
排ガス処理設備等の性能が向上し、排出され
る有害物質をより低いレベルまで除去できま
す。また、発電設備の性能も向上しており、旧
工場の約２倍の発電能力となります。
23 区内から排出されるごみを安定的に処理
するため、十分に成熟した、信頼性の高い技術
を採用します。
熱供給量は、旧工場と同等となります。

（５）新工場について（災害対策）
No.
ご意見・ご質問の要旨
当組合の見解
１
大雨や洪水について、どのような対策
敷地内に 100mm の雨が降っても、その雨を敷
を行っているか。また、目黒川があふれ 地内の槽で蓄え、外部に流出しないように計画
た場合の停電対策について確認したい。 しています。
なお、新工場には災害時に電源として利用可
能な非常用発電設備を備えます。
２
免震構造ではないのか。
免震構造ではなく、耐震構造としています。
３
新しく建設する煙突は地震で倒れな
過去に起きたいくつかの大きな地震と同等
いのか。
の揺れ方をしても、倒れることがないよう設計
しています。
（６）清掃工場の運営について（全般）
No.
ご意見・ご質問の要旨
当組合の見解
１
ごみを燃やして出た焼却灰は、どのよ
ごみを燃やして発生する焼却灰は、主として
うに処分しているのか。
東京都が管理する中央防波堤埋立処分場で埋
立処分しています。近年は、埋立処分量削減の
ため、セメントの原料として焼却灰の一部を資
源化しています。
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２

３
４

５

６

以前は、プラスチックは可燃ごみに入
以前の焼却炉では、プラスチックを焼却する
れてはいけなかったが、今は可燃ごみに ことができなかったため、埋立処分を行ってい
入れてもよいことになっている。分別方 ました。その後、焼却炉の技術が改良されたこ
法が変わったのは何故か。
と、また、埋立処分場をできるだけ長く使用す
るために埋立処分量を削減する必要があった
ことから、家庭から廃棄される資源化できない
プラスチックについては可燃ごみとして焼却
しています。
焼却に当たっては実証確認を行い、設備の安
全性や環境への影響等について問題がないこ
とを確認し、平成 20 年度から本格実施してい
ます。
建替工事中に、目黒区の家庭から出る
主に、渋谷、港、品川の３つの清掃工場で処
ごみは、どこで処理されているのか。
理しています。
旧工場操業時、夜間に煙突から白い煙
煙のように見えるのは水蒸気です。気温が低
が出ていたが、あれは何か。
くなると排ガス中の水蒸気が結露して、白い煙
のように見えてしまう場合があります。
近年、23 区内で清掃工場に起因する
清掃工場に起因する健康被害があったと認
健康被害の事例はあったのか。また、健 められた事例はありません。
康被害に関する訴訟等はあったのか。
なお、総務省の外局である公害等調整委員会
に、当組合の清掃工場による生活環境の悪化及
び健康被害等の原因裁定の申請が出されまし
たが、問題となる状況は認められないとして平
成 24 年度に申請は棄却されています。
地域住民に対して東京二十三区清掃
清掃工場に起因する健康被害等はないと考
一部事務組合が健康診断を実施する予 えておりますので、健康診断を実施する予定は
定はあるか。
ありません。
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