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清掃港湾・臨海部対策特別委員会傍聴記

平成２０年（２００８年）６月２３日（月） 午前１０時

理事者報告（当日議会資料より）

理事者発言（要旨のみ）

議員からの発言（要旨のみ）

★青字は傍聴者の感想等

記憶にあるヶ所のみ言い回しは全く正確ではない。

懸案事項
(1) 清掃問題について
(2) 港湾・臨海部問題について
議会メンバー構成が新しくなったため、議長・副議長挨拶、正副委員長挨拶、理事者側出席者の紹介後、本
委員会所管の清掃問題、港湾・臨海部問題について説明があった。

議 題
(1) 19 陳情第45 号の2 「不燃ごみとして出されているプラスチックを清掃工場で焼却することについて」
の陳情（継）
(2) 19 陳情第85 号の2 「廃プラスチックの収集・焼却」に関する陳情（継）
～「廃プラスチックサーマルリサイクルについて」の報告が先にあり、その後陳情審査がおこなわれた。～

H 議員：サーマルモデル地域からの苦情はないのか。実証確認で安全であるという結果であれば陳情者に話をして

取り下げか不採択にすべきでは。 O 議員：ごく僅かなモデル収集の実証確認で安全とはいえない。法規制値のな

い重金属類や化学物質の排出も懸念する。

理事者：法規制値、自主規制値はクリアしている。容リ法を基本としながら積極的にリサイクルを進めていく。

★とりあえずは継続審議となった。

(3) 委員の派遣について

報告事項（報告事項の順序が都合で一部入れ替わった。）
(5) 廃プラスチックサーマルリサイクルについて
◇清掃リサイクル課からの報告
１．経緯
２．モデル収集の実施状況
平成１９年10月1日から、城東、深川地区における3地域(約2万世帯 約43，000人）で実施した。
（１）実施地域
①東砂６～８丁目 南砂7丁目 約6，700世帯 約15，000人
②亀戸７～９丁目 約8，100世帯 約17，000人
③清澄１～３丁目 深川１丁目 福住１、２丁目 永代１、２丁目 佐賀１、２丁目
約6,000世帯 約11，000人

（２）実証確認
新江東清掃工場等におけるダイオキシン等有害物質のデータは、すべて正常範囲内である。

23区における取り組み状況【平成20年4月現在】
本格実施１０区 ・モデル実施１３区

３．本格実施について
本区においては、本年度に予定している環境審議会の意見を踏まえつつ、平成21年3月に廃プラスチックの
リサイクルと合わせて、サーマルリサイクルの本格実施とする考えである。

★これまではいつも、費用対効果、半分残渣～などとプラスチックの資源化ができない理由の列挙だったのが、環境

審議会での審議を経て、ついには「3月に廃プラスチックのリサイクルと合わせて、サーマルリサイクルの本格実施」
とまでになった。とりあえずは、大きな政策転換の方向性は明確に示されたことに安堵する。
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(1) 有明及び新江東清掃工場の19 年度実績と20 年度搬入計画について
◇東京二十三区清掃一部事務組合からの報告
（１）有明清掃工場
①平成19年度実績（速報値）

合計(搬入量及び収集量)
92,844t

(計画量) 101,575t

②平成20年度搬入計画
事業系一般廃棄物 搬入量計 １日あたり搬入量 搬入台数計 １日あたり台数

（310日） 116,560t 376t 72,850台 235台

管路収集ごみ 収集量計 １日あたり収集量
（365日） 5,475t 15t

合計(搬入量及び収集量)
122,035t

（２）新江東清掃工場
①平成19年度実績（速報値）
作業日合計 搬入量合計 搬入台数合計
（361日） 351,068t 225,499台
計画 369,380t 234,840台

②平成20年度搬入計画
平常作業日 搬入量計 １日あたり搬入量 搬入台数計 １日あたり台数
（310日） 323,351t 1,043t 202,036台 652台

平常作業日 搬入量計 １日あたり搬入量 搬入台数計 １日あたり台数
（50日） 37,396t 748t 23,470台 469台

作業日合計 搬入量合計 搬入台数合計
（360日） 360,747t 225,506台

S 議員：どうして有明はごみ搬入量を増加させているのか。新江東清掃工場も、サーマル本格実施区のプラスチック

がどんどん入ってくる。自分の区は３月まで入れないのに～
E 議員：資料は、今後の負担金のことがあるので２３区すべての工場の実績と計画量を出してほしい。

一組：２３区全体の調整を考えた上で新江東清掃工場に搬入しないことには、処理できない状態である。資料は、今

後はそのようにする。

★新江東清掃工場はかなり搬入制限出来ていると思ったら、有明清掃工場で２割り増しのごみ搬入計画となってい

る。そのことで意見を言ったのはS議員のみ。有明清掃工場の場合、地域熱供給システムとやらでごみ供給が減ると

発電が出来なくて困るのだそうだ。だとすれば昨年並みでいいのではないかと思うが、２割も増量するとは～。あん

なに迷惑負担をいいながら、お金がもらえるようになればごみを増やしても文句を言わないのではなんだかな～、

参考：東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ
■平成１９年度ごみ量について http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/jigyonaiyo/sokuhou.html
■ 〃 (PDF 25KB) http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/jigyonaiyo/h19sokuhou.pdf

２０％増計画
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(2) 中防灰溶融施設対策工事の結果について
◇東京二十三区清掃一部事務組合からの報告
中防灰溶融施設の水銀対策工事の完了に伴い、１、２、４号炉の確認試験を行いましたので、結果を下記の
ように報告します。
１．排ガス測定結果
１、２、４号炉の測定結果は、法規制値及び自己規制値を満たしていました。（省略）

２．スラグの重金属等溶出試験結果
１、２、４号炉の検査結果は、いずれも有効利用の基準を満たしていました。（省略）

H 議員：事故続きでメーカーの欠陥施設なのではないか。メーカー側は事故をどのように総括しているのか。

一組:これまでの清掃工場併設の施設と違って、中防は単独施設の処理という認識に欠けていた。現在、１炉と３炉
について（？）瑕疵判定中である。９月末までに終了させる。

★やはりきっちり欠陥商品であることを判定してもらって、多大な損害を賠償してもらわなくては。前回の話では、改

修工事、調査にかかった費用はすべてメーカー負担。運転管理費について、メーカーは難色を示したが度重なる交

渉の結果、操業を停止している間の委託費を減額した。（プラント総工費は184億円、運転管理費は年間4億円のうち

7千万円を減額）

★スラグに関して、重金属等溶出試験結果だけで、含有量試験結果の報告はなかった。

(3) 臨海副都心青海地区地区計画の都市計画変更について
◇東京都港湾局より説明

-省略－

(7) 豊洲新市場予定地における土壌汚染調査結果等について
◇東京都中央卸売市場担当から部署から説明。
第6回及び第7回の専門会議において検討された、土壌・地下水の詳細調査の結果及び土壌汚染対策の方
向性は以下の通りである。
１．土壌汚染調査
（１）土壌・地下水の詳細調査の結果
平成20年2月13日から、敷地全体にわたり土壌(表層)と地下水の詳細調査を実施した。
＜調査内容＞
①調査単位：１０ｍメッシュ
②調査物質：７物質（ベンゼン、シアン化合物、ヒ素、鉛、水銀、六価クロム、カドミウム）
③調査地点：４，１２２箇所
④調査対象：土壌(土壌溶出量及び土壌含有量)、地下水
＜調査結果＞
①土壌溶出量

物質名 環境基準に対する濃度倍率 箇所数 最高濃度倍率
1,000倍以上 ２ ４３，０００

100倍以上1,000倍未満 １
ベンゼン 10倍以上100倍未満 ５

1倍超過10倍未満 ２７
環境基準以下 ４，０８７

100倍以上1,000倍未満 １ ８６０倍
シアン化合物 10倍以上100倍未満 ７

1倍超過10倍未満 ８２
環境基準以下 ４，０３２

ヒ素 1倍超過10倍未満 ３０７ ７．１倍
環境基準以下 ３，８１５

鉛 1倍超過10倍未満 １３ ９．６倍
環境基準以下 ４，１０９

10倍以上100倍未満 ３ ２４倍
水銀 1倍超過10倍未満 ７

環境基準以下 ４，１１２



- 4 -

六価クロム 1倍超過10倍未満 １０ ３．６倍
環境基準以下 ４，１１２

カドミウム 1倍超過10倍未満 ７ ３．９倍
環境基準以下 ４，１１５

②土壌含有量
物質名 環境基準に対する濃度倍率 箇所数 最高濃度倍率

シアン化合物 1倍超過10倍以下 １ １．４倍
環境基準以下 ４，１２１

鉛 1倍超過10倍未満 ４２ ６．７倍
環境基準以下 ４，０８０

※ヒ素、水銀、六価クロム、カドミウムは全て処理基準以下であった。

③地下水調査
物質名 環境基準に対する濃度倍率 箇所数 最高濃度倍率

1,000倍以上 １３ １０，０００倍
100倍以上1,000倍未満 ４１

ベンゼン 10倍以上100倍未満 １３４
1倍超過10倍以下 ３７３
環境基準以下 ３，５６１

100倍以上1,000倍未満 ２ １３０倍
シアン化合物 10倍以上100倍未満 １２７

1倍超過10倍以下 ８３７
環境基準以下 ３，１５６

ヒ素 10倍超過100倍未満 ６ ４３倍
1倍超過10倍未満 １７１
環境基準以下 ３，９４５

鉛 10倍超過100倍未満 ２ ２２倍
1倍超過10倍以下 ３５
環境基準以下 ４，０８５

水銀 1倍超過10倍以下 １ １．２倍
環境基準以下 ４，１２１

カドミウム 1倍超過10倍以下 ２ ６．７倍
環境基準以下 ４，１２０

※六価クロムは全て環境基準以下であった。

（２）絞り込み調査の実施
詳細調査の結果、土壌で判定基準を超過した場合、地下水で環境基準の10倍を超過した場合､深度方向の
土壌ボウリング調査を実施している。調査地点４４１箇所。6月末に結果がまとまる予定。

３．今後の予定
平成20年3月開催の専門家会議において､提言が出される予定。

★それはそれは、もう、各会派というか委員全員がいろんな質問をされた。
清掃港湾以外の10名くらいの議員さんも委員会を膨張されていた。

(4) （仮称）臨海副都心青海地区北側Ｑ街区開発事業に係る環境影響評価調査計画書に対する区長意
見について
◇環境対策課からの報告

-省略－

★お昼に１０分間の休憩をしただけで、終了したのが３時である。議員も、理事者も大変なことだ。議員さんたち豊洲

の土壌汚染で精根尽き果てたのか、最後の頃はすべて質問もなにも「なし」、与党も野党も声をそろえて大きな声で

「なし」「なし」だった。傍聴も疲れた！！
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(6) 清掃事業に関する課題について
◇清掃リサイクル課からの報告

１．清掃負担の公平・役割分担のあり方について(区長会総会 平成20年5月13日)
○平成20年3月14日 区長会総会
１．負担の公平化の方策
清掃工場のごみ処理量の平準化に向けて、搬入調整やごみ減量の取り組みを進めるが、一定の平準化が

図られるまでの間、金銭による調整措置を一部、例外的、限定的に導入するものとする。

２．金銭による負担の調整の方策
各清掃工場に一定の処理基準(１６区における自区内発生量の合計１５％とし、１６区で同一量とする)を設定
し、一定の処理基準を超えたごみ量を金銭による負担の対象とし、１トンあたり1,500円とする。
処理量が一定の処理基準に達しない工場所在区は、達しない量に応じて、一定の処理基準を設定できない
区は、自区内発生ごみ量(自区内処理量を除く)に応じて、それぞれ金銭負担する。
一定の処理基準を超えて処理している工場所在区は、一定の処理基準を超えたごみ量に応じて負担の対

価を受ける。

○平成20年5月13日 区長会総会
・財源、負担方法については、清掃一組分担金の加算・減額で行うが、本来の分担金と調整による分担金を明
確に区分し、独自財源で対処することとする。
・実施時期は、平成20年渡よりごみ量の精度向上が図れることから、廃プラサーマルの全区実施が年度途中
に行われる年度であるが、平成22年度とする。
・事故等の取り扱いについては、工場のある区もい区も負担するという趣旨から例外とはしない。ただし、建替
え、プラント更新については、一定の配慮を行う。
・各清掃工場の一定の処理基準は、ごみ量が確定した段階で、毎年度設定するものとする。

２．区別持込ごみ量の把握等に係わるごみ量精度向上策について(区長会総会 平成20年5月13日)
・自区内発生ごみ量のうち、持込みごみについては、平成20年度から実績報告書を使用したごみ量となり、持
込ごみ量の精度が向上することから、平成22年度以降の清掃一組分担金に反映させる。
・財調所要額の算定方法は変更しない。また、各区の一組派遣職員数をごみ量に応じて分担する方式も変更
しない。

３．清掃地元還元施設の取り扱いについて(区長会総会 平成20年5月13日)
清掃地元還元施設については、平成12年度以降行われた清掃工場の整備に伴う対応は行っていない。そ

の態様は多種多様であり、またすでに区民施設として定着しているものであることから、財調上の一般ルール
の中で、対応するものとする。

実施案の概要(まとめにない部分のみ抜粋)
（１）各清掃工場の一定処理基準の設定(各清掃工場のごみ処理基準量）
・一定の処理基準は、ごみ量が確定した段階で、毎年度設定するものとする。
・自区内の発生ごみ量：区収集ごみ量に実績報告による持込ごみ量を加えたものとする。
・加算するごみ量の設定方法：他区発生ごみの受入量は、各清掃工場の焼却能力を考慮
し、16区における自区内の発生ごみ量の合計の15％とし、16区で同一量とする。
（２）金銭による負担の調整の方策
・方策の検証：毎年度、ごみ量、負担金等の確定を行うとともに、3年ごとに検証を行うもの
とする。23区のごみ量が方策導入時の一定の処理基準のごみ量総量(16区)を下回った時
点で制度の見直しを行うものとする。」
（３）搬入調整
・各区の焼却実績と一定の処理基準との間には、かなりの不均衡が発生するものと考えら
れる。各清掃工場のごみ処理量の一定の平準化を図っていくためにも各区及び清掃一組
は、財政負担も考慮した上で、搬入調整に努力するものとする。
（４）18年度実績の基づくごみ減量等の予測

各区は、ごみ減量に積極的に取り組むとともに、ごみ搬入車両による交通負荷や環境負
荷のため、清掃車両の大型化や低公害車への切り替え等に積極的に取り組む。
区収集ごみについて平成19年度から10年間で区民１人当たり20％(1年に付き2％)削減

するとしたならば(人口は変わらない前提)、23区ごみ量の総量が一定の処理基準のごみ総
量(16区)を下回るのは、平成28年度である。


