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「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する実験」に対する質問等の回答について 

 

○ 質 問 募 集 対 象 豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する実験 

○ 質 問 等 募 集 期 間 平成２２年７月２２日（木）（第１３回技術会議終了後） ～ 平成２２年７月２８日（水）１７：００ 

○ 寄 せられた質 問 等 総数 ２２通 （ Ｅメール：１６通、ＦＡＸ：６通 ）  、質問総数 １４３件 

                   ※ 質問の趣旨が同じものについては、まとめた上で回答しています。 
 

項目 質問数（件） 

１．実験に関するもの ８５ 

 ①初期値に関するもの （２０） 

 ②各処理技術に関するもの （３４） 

 ③データに関するもの （ ９） 

 ④実験の方法に関するもの ほか （２２） 

２．盛土に関するもの ９ 

３．その他 ４９ 

①汚染対策に関するもの （２７） 

②技術会議に関するもの （ ９） 

 

③質問等の募集に関するもの ほか （１３） 

質問総数 １４３ 

○ その他  回答にあたっては、技術会議委員に相談の上、作成しています。 

【 凡 例 】  ※実験報告書 ：豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 報告書 

（平成 22 年 6 月 30 日 日本工営株式会社） 

※第 13 回技術会議資料  ：第 13 回 豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議 会議資料 

（平成 22 年７月 22 日 東京都中央卸売市場） 

※技術会議報告書（その２） ：豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議 報告書（その２） 

（平成 22 年 8 月 豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議） 



 2

１．実験に関するもの 

①初期値に関するもの 

質問 回答 

・ 初期値非開示の経緯を明らかにしてもらいたい。 

・ 中間報告では､「初期値」が隠蔽されたまま実験結果が公表さ

れたが、この隠蔽はどのような理由で行われたのか。 

○ 当初、実験に関わるデータは、実験が終了し準備が整い次第、公

表することとし、中温加熱処理と洗浄処理について客観的なデータ

が得られ、汚染物質濃度が環境基準値以下となったため、３月 10 日

に中間報告として公表しました。 

この時点で、実験開始時に得られた初期値については、調査値と

の乖離の理由や初期値の意味合い等を専門家に聞き、その上で公

表していくこととしていました。 

その後、３月 15 日の予算特別委員会審議のなかで、専門家によ

る客観的な検証を受けるべきとの要請を受けたため、実験の結果に

ついては、技術会議で検証してもらうこととしました。 

実験に関わるデータについては、技術会議委員との打合せの中

で、一括で取り扱うべきとの助言を受けたことから、５月中旬に、都と

して、実験が終了した段階で技術会議を開催し、初期値を含め、す

べてのデータを一括して取扱い、処理技術の有効性を評価・検証し

ていただいた上で、すべてのデータを公表することとしました。 

７月９日には実験が終了したため、７月 22 日の第 13 回技術会議

において、初期値を含め、実験で得られた全てのデータを公表しま

した。 

このように、初期値をはじめとした実験データについては、当初か

ら全て公表するとしてきましたが、公表の時期や方法について、準備

ができ次第公表することとしてきた当初の考え方を、技術会議委員
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質問 回答 

等からの助言も踏まえ、データを一括して取扱うことに変更したこと

について、十分な説明が不足していました。 

今後は、都民に対し、わかりやすく、ていねいな説明を行うように、

努めていきます。 

・ 「初期値をはじめ、実験で得られたデータは一括して扱うべき

との委員の意見を踏まえ」とあるが、この委員の意見とは誰の

意見か。 

 

○ 実験に関わるデータについては、技術会議委員との打合せの中

で、一括で取り扱うべきとの助言を受けたことから、５月中旬に、都と

して、実験が終了した段階で技術会議を開催し、初期値を含め、す

べてのデータを一括して取扱い、処理技術の有効性を評価・検証し

ていただいた上で、すべてのデータを公表することとしました。 

   このように、データの取扱いについては、委員の助言を踏まえ、都

が判断しました。 

なお、第 13 回技術会議において、座長より、「一連のデータとして

一括して評価すべきもの」との発言があった通り、都としては、データ

を一括して取り扱うことは、技術会議としての意見であると認識してい

ます。 

・ 「初期値については、初期値の意味合いなどについて、専門

家の意見を聞いていた」とあるが、専門家とは誰か。 

○ 初期値の意味合いなどを聞いていた専門家とは、技術会議委員

や専門的見地からの技術的アドバイスをいただくためにアドバイザ

ー契約を行った土壌汚染対策に精通している専門家です。 

・ 中間報告の公表について、技術会議は関与していたのか。 ○ 洗浄処理実験と中温加熱処理実験の処理後の分析値が環境基準

値以下であったことを確認し、都の判断で、中間報告を行いました。 
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質問 回答 

・ 本年３月 10 日付で都が発表した、事実上の安全宣言を含む

「中間報告」は、「全部揃えてから公表」という上記の方針と完

全に矛盾するが、この際「中間報告」は撤回するのか。 

○ 当初、実験に関わるデータは、実験が終了し準備が整い次第、公

表することとし、中温加熱処理と洗浄処理について客観的なデータ

が得られ、汚染物質濃度が環境基準値以下となったため、中間報

告として公表しました。 

その後、技術会議で検証していただくこととし、技術会議委員の助

言を踏まえ、５月中旬に都として、技術会議ですべてのデータを一

括して取り扱い、処理技術の有効性を評価・検証し、すべてのデー

タを公表することとしたものです。 

・ 「初期値は、既往調査値に比べて、低いものばかりではなく、

初期値の方が高い実験対象区画もあった」とするが、P３の図

２.１-３を見ると「15/21=３/４は初期値が既往調査値より高く、

低いものは５/21=１/４と少ない」と書くべきではないか。 

○ 第 13 回技術会議資料 P３の図２.１-３は、初期値と既往調査値とを

比較し、図示したものであり、初期値の方が低いものもあれば、高い

ものもあるという事実を示しています。 

   なお、初期値と既往調査値のそれぞれのデータは、P３の表２.１-１

にまとめています。 

・ 実験の「初期値」が既往値と大きくかけ離れていることが判っ

た時点で、実験を一時中断して以後の計画を再検討すべき

であったのに、それをせず、漫然と当初のスキームで実験を継

続したのは、なぜか。 

 

○ 実験は、専門家に相談しながら進めており、実験そのものは問題

がなく、適正であることを確認しており、処理後に、分析データが環

境基準値以下となることを確認しています。 

初期値と調査値との乖離について、専門家からは、 

・ 初期値と調査値が相違していることについては、汚染分布が

均一でないことと、試料の採取方法が違うことが重なった結

果であると考えられる。 

・ 初期値と調査値とが大きく乖離しているのは、高濃度の汚染

がスポット的、局所的に存在していたものと考えられる。 
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質問 回答 

との見解を得ており、初期値と調査値が大きく乖離していることにつ

いては、実験を進める上で問題はないことを確認しています。 

・ ネイチャーに初期値の黒塗が報道されていました東京都とし

て科学者から当然回答があると思いますがその回答の内容を

教えて下さい。 

○ 初期値をはじめとした、実験データについては、当初からすべて公

表するとしてきましたが、初期値については、調査値との乖離の理由

や初期値の意味合い等を専門家に聞き、その上で公表していくこと

としていました。 

その後、実験に関わるデータについては、技術会議委員との打合

せの中で、一括で取り扱うべきとの助言を受けたことから、５月中旬

に、都として、実験が終了した段階で技術会議を開催し、初期値を

含め、すべてのデータを一括して取扱い、処理技術の有効性を評

価・検証していただいた上で、すべてのデータを公表することとしま

した。 

７月９日には実験が終了したため、７月 22 日の第 13 回技術会議

において、初期値を含め、実験で得られた全てのデータを公表しま

した。 
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１．実験に関するもの 

②各処理技術に関するもの 
a) 微生物処理 

質問 回答 

・ 微生物の種類と名前を同定しているのか。 

・ 単位面積辺りの生息数を明らかにしていただきたい。 

 

○ 今回の実験は、微生物処理によりベンゼンが浄化できることを確認

するために行っており、ベンゼン分解活性等の測定により、ベンゼン

を分解する微生物の存在を確認しているため、ベンゼンの分解に寄

与する微生物の同定や、単位面積辺りの生息数の測定について

は、行っていません。 

なお、ベンゼン分解活性とは、揮散効果を除いたベンゼン分解速

度を求めるもので、このベンゼン分解活性の結果及び、ベンゼン濃

度の減少をデータで確認していることで、ベンゼンを分解する微生物

の存在を確かめています。（第 13 回技術会議資料 P７ 図３.１-７） 

・ ベンゼン濃度の低下傾向は、「昇温材を添加しないケースに

比較して、昇温材を添加したケースが速いことが確認された」

とするが、ベンゼンは常温でも揮発性が高く、温度を上昇させ

れば、揮発量が増加することも考えられるので、微生物による

分解の効果と断定できないのではないか。さらに、通気をすれ

ば、揮発量も増えるので、自然揮発の効果も考慮すべきでは

ないか。 

○ 掘削微生物処理実験では、処理によるベンゼン濃度の低減の確認

をするとともに、昇温材を添加し、畝内の温度を上昇させたケースと、

昇温材を添加せず、畝内の温度を常温としたケースの２つのケース

を比較することで、昇温による効果についても確認を行っています。 

昇温による効果には、微生物が活性化し、ベンゼンの処理が促進

されるほか、ベンゼン自体の揮発も考えられます。掘削微生物処理

は、これらをすべて総合して処理の有効性を評価しています。 

なお、畝内に設置した吸引管により、畝内に空気を供給し、微生

物を活性化させるとともに、揮発したベンゼンは吸引し、活性炭により

吸着処理をしています。 
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質問 回答 

・ 原位置微生物処理では、複合汚染下でのベンゼン処理が機

能するか疑わしい。 

○ 原位置微生物処理実験において、ベンゼンとシアン化合物の複合

汚染土壌について、ベンゼン濃度が環境基準値の 10 倍程度まで低

減できることをデータで確認しています。（第 13 回技術会議資料 P12 

  図３.２-４、あるいは技術会議報告書（その２）P22 参考-４） 
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b) 洗浄処理 

質問 回答 

・ 濃縮残渣中の有害物質処理方法と、重量比を上回る容量比

となる濃縮残渣の処分方法について。 

 

 

 

 

○  洗浄処理後の濃縮残渣については、平成 21 年２月の技術会議報

告書 P14 エ（エ）あるいは P24(５)イに記載されているとおり、セメント

の原材料として活用するなど、リサイクルすることを考えており、今回

の実験でも、セメントの原材料として使用しています。 

なお、重量比を上回る容量比となる濃縮残渣の処分方法につい

ても同様です。 

・ ヒ素が洗浄処理で浄化できたからといって、鉛等重金属が洗

浄処理可能とは言えないのではないか。 

・ ヒ素は pH が酸性・アルカリ性を問わず、水に溶けやすいもの

の、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムなどは、酸性水に溶けや

すく、アルカリ水に溶けにくいので、「同じ洗浄処理で除去が

可能」とは言えないのではないか。 

 

○  鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、ヒ素については、同じ洗浄処理

で除去が可能であることが、これまでの実績等でわかっていることか

ら、技術会議は、処理技術として提言しています。今回、これらのうち

の も濃度が高いヒ素で処理が確認できたことから、その他の物質

についても除去が可能であると判断しています。 

洗浄処理は、正式には「分級・洗浄処理」です。分級とは、ふるい

や沈降により粒状分と泥状分を分離する操作です。この分級・洗浄

処理では、一般に有害物質を多く吸着している泥状分（濃縮残渣）と

粒状分を分離して、洗浄土として粒状分を有効利用するもので、分

級の際に洗浄水を用いていますが、分級を効率的に行うためであ

り、有害物質の洗浄水中への溶解はほとんど期待をしていません。よ

って、ｐH の影響がない状態でヒ素の処理が確認できたことから、そ

の他の物質についても除去が可能であると判断しています。 
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質問 回答 

・ 洗浄水の量、水温、水質、洗浄時間、汚染物質の収支バラン

ス、汚染水の処理方法などの基本データが示されていないの

は、なぜか。 

 

○ 洗浄処理実験は、ベンゼン、シアン化合物、重金属等の複合的な

汚染土壌及びシアン化合物、重金属等単独の汚染土壌について、

実際に稼動している外部の既設プラントを使用し、浄化できることを

確認しました。 

処理に際し、実験の基本データは、第 13 回技術会議資料 P17 あ

るいは実験報告書 P47 に示しているとおり、使用水量は 100～200 

ｔ/時間、滞留時間は 40 分となります。 

また、水温、水質については、プラント所有の民間会社で管理して

おり、実験の報告としては求めていません。 

洗浄水の処理は、プラントが設置されている行政庁（川崎市）の基

準に従い処理し、下水に排水しています。 

なお、汚染物質の収支バランスとは、濃縮残渣の処理コストのこと

だと思われますが、今回の実験では、約３割～５割の濃縮残渣が生

じており、これは対策費用を算定する際の想定の範囲内となっていま

す。 

・ No.７のシアン化合物の処理にあたり、１回洗浄後で除去率 

２/３は性能が悪いのではないか。 

 

 

○ 今回の実験において、複数回洗浄処理を行うことで高濃度汚染で

あっても環境基準値以下に浄化できることを確認しており、シアン化

合物の高濃度汚染についても対応可能と判断しています。 

なお、No.９では、No.７よりも高濃度のシアン化合物でしたが、１回

目の洗浄後に環境基準値以下となっていることを確認しています。 
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c) 中温加熱処理 

質問 回答 

・ 水分を多く含んだ汚染土壌を加熱した場合、蒸発した水分の

中に含まれる化学物質の処理が明確に示されていない。周辺

環境への汚染が考えられるが、対策はとるのか。 

○ 今回の実験で使用した施設では、有害物質を含む排気は、二次燃

焼室において処理しており、周辺環境への影響はありません。 

   なお、実際の対策にあたっても、同様の処理を行う予定としていま

す。 

・ ベンゾ(a)ピレンの試験もすべきではなかったか。 

ベンゾ(ａ)ピレンの処理は、どのように行う予定か。 

 

○ ベンゾ(a)ピレンは、沸点が 300℃程度であり、油分を含む汚染土壌

を対象にした中温加熱処理で処理が可能です。 

ベンゾ(a)ピレンは、専門家会議における調査で油分との相関が確

認されています。今回の中温加熱処理実験において、油分の処理

が確認できたことから、ベンゾ(a)ピレンも処理されたものと判断してい

ます。 

・ 中温加熱処理のドラムを作成する技術の欠如がいわれている

が大丈夫か。 

○ 技術会議で応募のあった中温加熱処理技術において、ドラムに欠

如があるような事実は確認されていません。 

・ 実験後にベンゼンが残留しており、この結果を見ると、今回用

いられた技術は高濃度汚染を対象には効果的には用いること

はできないと思われる。 

○ ベンゼンは、高濃度の汚染を含めたすべての実験ケースで、環境

基準値以下への浄化が確認されました。また、仮に環境基準値を超

えるベンゼンが残留する場合には、加熱処理時間を長くすることなど

で、環境基準値以下まで浄化することが可能です。 

・ 水分を多く含んだ土壌の加熱処理では、まず、水分を飛ばす

ため多大なエネルギーを浪費することになるといわれている。

莫大なコストが要するのではないか。 

○ 水分を多く含んだ土壌については、加熱処理する施設で水分を減

らすなどの前処理を行います。したがって、余分なエネルギーの浪費

はなく、コスト増もありません。 
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質問 回答 

・ 模擬土壌を作るのであれば、少なくとも豊洲の土壌を用いる

べきだと考えるがいかがか。 

 

○ 環境基準値の 20 万倍の供試体（模擬汚染土壌）は、第 13 回技術

会議資料の P20、３.４.４ 中温加熱処理における追加実験に記載し

てあるように、既往調査値で環境基準値の 43,000 倍のベンゼン濃度

が検出された区画の土にベンゼンを添加して、供試体を作成してい

ます。この 20 万倍の供試体を中温加熱処理することで、環境基準値

以下への浄化を確認しました。 

・ 「環境基準値の 20 万倍のベンゼン汚染土壌を作成し、浄化し

た」とするが、人工的に作った高濃度汚染土壌（20 万倍）と実

際の汚染土壌とでは、ベンゼンの存在形態が異なるので、こ

の浄化実験は、現地実証実験とはならないのではないか。 

 

○ 既往調査値で環境基準値の 43,000 倍のベンゼン濃度が検出され

た区画（No.10）については、中温加熱処理により、油膜も含め、環境

基準値以下への浄化を確認しています。 

加えて、高濃度に汚染された土の浄化処理について、No.10 の区

画の土にベンゼンを添加して、環境基準値の 20 万倍の供試体を作

成し、中温加熱処理により、環境基準値以下への浄化を確認しまし

た。 

このように、現地及び追加実験において、環境基準値以下への浄

化が確認されたことから、高濃度のベンゼンで汚染されている土壌も

中温加熱処理で環境基準値以下への浄化が可能です。 
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d) 地下水浄化処理 

質問 回答 

・ 隣接地の地下水位が下がっている原因は、実験ブロック内で

揚水した結果、地下水位がさがり、水頭圧に差が出たためで

はないか。矢板の下で底が通じ、ボイリング現象が生じている

と云えるのではないか。 

○ 実験報告書 P75 の図３.６-４における隣接区画の水位低下は、地

下水位の測定を開始した前日に降雨があり、測定開始以降、晴天が

続いていたことから、降雨の影響で上昇した地下水位が、平常時の

地下水位まで漸減したものと考えられます。 

・ 鉛は凝集沈殿処理が可能だが、ヒ素は凝集沈殿処理できな

い。今回の実験で鉛が処理できたからといって、ヒ素が処理で

きるとは限らない。 

 

○ 今回の地下水浄化処理実験において、重金属等である鉛の凝集

沈殿処理が可能であることが確認されています。また、ヒ素について

も凝集沈殿処理は一般的な水処理（排水処理）で実施されておりま

す。よって、豊洲新市場予定地で確認されている重金属等（鉛、ヒ

素、水銀、六価クロム、カドミウム）については、凝集沈殿処理で処理

可能と判断しています。 

・ 処理膜を用いる必要があると考えるがその技術の欠如が言わ

れている。どのような処理膜を使用するのか。 

 

○ 今回の実験では、現地に設置した地下水処理施設においてベン

ゼンはばっ気処理、シアン化合物は酸化分解処理・紺青法、重金属

等は凝集沈殿処理により汚染物質を処理できることを確認しました。

よって、処理膜を使った水処理は必要ありません。 

・ 粘性の高い土壌であり、揚水できないという課題が実際にあっ

たと推察できるがいかがか。 

○ 実験報告書 P74～P81 にあるように、地下水浄化処理実験で、地下

水の揚水を行い、区画内の地下水位の低下を確認しています。 

・ 地下水が下の層（有楽町層）から上昇してくることを示唆する

データはなかったのか教えていただきたい。 

○ 今回の実験において、有楽町層を透過してきたと判断される地下

水のデータはありません。 

・ 地下水浄化したというが、その後、期間をおいた後に、その箇

所の地下水が再汚染されていないかの検証を行っていただき

たい。 

○ 地下水浄化処理は、地下水のみが汚染されている地点を対象とし

ています。地下水が環境基準値以下に浄化された後は、土壌、地下

水ともに汚染されていない状態になるため、汚染が繰り返されること

はありません。 
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質問 回答 

・ 揚水量、復水量のデータ（それぞれの総量等）を示してもらい

たい。 

 

○ 地下水浄化処理は、汚染されている地下水を揚水し、水道水を復

水することで、地下水を浄化させる方法です。 

実験は、専門家の意見を踏まえ、揚水完了後、復水を行う過程を

１サイクル実施した後、揚水と復水を連続して行なう連続揚復水を行

なっています。 

揚水から復水を切り替えるタイミングは、地下水位の観測により管

理しました。揚水により地下水位が一定期間低下することを確認した

うえで、揚水を終了し、復水へ切り替えています。また、復水の管理

は、水位を上昇させ、揚水前の地下水位に達した時点で、復水の終

了を判断しました。 

また、連続揚復水の管理は、連続揚復水前の水位が維持されるよ

うに揚水及び復水を実施しました。 

このように、揚水と復水の管理は、地下水位の観測で判断すること

から、揚水量や復水量については、本実験では計測していません。 

・ 何をもって１サイクルと呼ぶのか。 

 

○ 揚水した後、復水するまでの工程を１サイクルと呼んでいます。な

お、連続揚復水では、基本的にサイクルという考えはありませんが、

分析頻度を設定する上で、前の分析から次の分析までの期間を便

宜上１サイクルと呼んでいます。 
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e) その他（処理全般に関すること等） 

質問 回答 

・ 実験で用いた土壌は、処理後、どこに廃棄したのか、教えて

いただきたい。土壌を保管しているのであれば、その保管場

所を教えていただきたい。 

特に、掘削微生物処理を行った土壌は、どこに廃棄したのか

教えていただきたい。 

○ 実験後の汚染を処理し、環境基準値以下に浄化された土壌は、基

本的に現地に埋め戻しています。 

掘削微生物処理を行ったあとの浄化された土壌についても、現地

に埋め戻しています。 

・ 実際の現場で、油膜のありなしが目視で、わけられるものなの

かどうか、見解を伺いたい。 

○ 油膜の有無は、現地で目視確認が可能です。なお、油膜の判定

は、「油汚染対策ガイドライン」に基づき実施しています。 

・ 微生物処理、洗浄処理を行って実際に汚染が除去された場

所はあるのでしょうか。 

 

 

○ 平成 20 年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対

策事例等に関する調査結果（平成 22 年３月）（環境省）において、処

理実績の確認ができます。 

（http://www.env.go.jp/water/report/h21-04/index.html） 

なお、技術会議では、技術・工法を募集した際に提出のあったデ

ータやヒアリングにおいて、実績を確認しています。 
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質問 回答 

・ 実験に用いた土壌は、各処理方法でどれくらいの量があった

のか。 

 

○ 実験に用いた各土量は、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

処理名 

（土量の実験報告書の掲載箇所） 
地点名 実験土量（m3） 

No.１ 60 

No.２ 66 
掘削微生物処理 

（P８ 表３.１-１） 
No.３ 88 

No.４ １ 

No.５ １ 
原位置微生物処理・洗浄処理 

（P23 表３.２-１） 
No.６ １ 

No.７ 50 

No.８ 100 
洗浄処理 

（P47 表３.３-１） 
No.９ １ 

No.10 50 中温加熱処理 

（P56 表３.４-１） No.11 50 

No.12 100 中温加熱処理・洗浄処理 

（P62 表３.５-１） No.13 100 
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１．実験に関するもの 

③データに関するもの 

質問 回答 

・ 異なった分析機関での再現性などに問題はないのか。 

 

○ 分析は公定法により行われており、計量証明事業登録されている

分析機関で実施し、環境省告示で定められた測定方法を用いてい

ることから、分析結果の客観性は確保されています。 

・ 実験地点 No.５及び No.６はそれぞれ、豊洲６-５、豊洲６-６の

はずであるにも関わらず、資料採取場所は豊洲６-３となって

いる。これでは、試料の混同が起きている可能性があり、この

分析結果は信用することができない。 

○ 試料採取場所については、試料採取後、実験地点の番号で管理

をしていることから、試料の混同は生じていません。 

なお、実験地点の No.５、No.６については、それぞれ、江東区豊

洲６-５、豊洲６-６としておりますが、豊洲６-３を実験場所の代表地と

して申請を行ったため、計量証明書の試料採取場所は、No.５、No.

６のいずれの地点も豊洲６-３となっています。 

・ 試料採取日から分析機関の受取日までかなり日数が開いて

いるものが多く、特にベンゼンは揮発性が強いため、この分析

結果は無意味ではないか。 

 

○ ベンゼン分析の土壌試料は、環境省告示第 46 号に準拠して、揮

発・分解の影響を避けるために、遮光した採取瓶に分析土壌を空気

が入らないように詰め、密閉し、冷蔵保存しているため、状態は採取

時と同等と考えています。 

・ No.８のヒ素、No.９のベンゼンは示されている数値が後掲の分

析データ集の分析結果と整合しないが、誤記の可能性はない

か。 

○ No.８のヒ素、No.９のベンゼンの数値と、後掲の分析データ集の分

析結果とは整合しています。 

・ 表中に「―」の表記があるが、これは「測定なし」あるいは「ND」

なのか。凡例を整理すべき。 

○ 「―」の表記は、すでに環境基準値以下への浄化が確認されてお

り、測定していないことを示しています。 

・ 初期値がもともと環境基準以下であるのに浄化判定で「○」と

いう表示はおかしいのではないか。 

○ 浄化判定は、環境基準値以下であることをデータで確認できたもの

を、「○」として示しています。 
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１．実験に関するもの 

④実験の方法に関するもの ほか 

質問 回答 

・ 今後とも、新たな実験をするのか。 ○ 新たな実験の予定はありません。 

・ 何ゆえ、今回、実験を行ったのか。 

 

○ 技術会議が定めた処理技術・工法について、豊洲新市場予定地

の汚染や土質状況に即して適用し、確実に無害化が可能であること

を、客観的なデータで確認する目的で実験を行いました。 

・ すべての実験データで、ベンゼン、シアン、５つの重金属の７

物質の調査が欠如しているようである。もし、調査をしていない

のであれば、この実験は不備であり、調査を追加すべきである

と考えるがいかがか。 

○ これまでの調査で、豊洲新市場予定地の汚染状況を平面方向、

深さ方向ともに確実に把握しています。 

この調査結果に基づき土壌汚染対策を実施していきます。 

今回の実験についても、これまでの調査の結果から汚染物質の種

類や組合せを考慮して処理技術を適用し、実施しています。 

・ 委託の特記仕様書の中には、「汚染物質の濃度低下を確認

する」との文言があるが、実験の結論を事前に示唆する内容

で不適切極まりない。「濃度が低下するかどうかを確認する」

のでなければ実験としての意味がないと考えるが、どうか。 

○ 仕様書における表現については、実験の結論を事前に示唆するも

のではなく、実験結果を実際のデータで確認することを業者に求め

たものです。 

・ 委託業者からの中間報告書は３月９日付で提出されている

が、都としての中間報告公表は翌 10 日付である。この僅か１

日間にどのような作業が行われたのか、明らかにされたい。 

○ 委託業者から提出された報告書のデータについて確認を行ってい

ました。 

・ 技術会議は､「（各方式とも）除染効果が確認できた」と判定し

たが、処理後、時間を掛けた追跡調査を行わないでいるうち

に、どうしてそのような結論が下せるのか。 

○ 技術会議は、実験が適切に行われ、かつ、処理後の分析値が環

境基準値以下であることを確認することで、処理技術の有効性の評

価を行っています。 



 18 

質問 回答 

・ 実験を行う主体と、そこに行政当事者以外の住民・消費者の

立ち合いがなされているのか。 

○ 外部の既設プラントを使用した中温加熱処理実験や洗浄処理実

験においては、都の監督員が処理の際に立ち会っています。また、

試料採取等については、適宜、報告を受け確認をしています。よっ

て、実験の信頼性は十分確保されています。 

・ 実験過程のフルオープン化を要望する。 

 

○ 実験の内容やその実施状況について、より深く理解していただくた

めに、４月下旬に、都民や報道機関などを対象として実験の状況を

公開しました。 

また、実験結果の評価・検証を行った技術会議は、公開で行うとと

もに、すべての実験データや会議資料、会議録について、ホームペ

ージ上に速やかに公表しています。 

 さらに、委託業者からの報告書、専門家との協議内容等、実験に

関するすべてのデータについて、ホームページで公表しています。 

 したがって、実験過程については、公開しています。 

・ 国際環境ソリューションズ(株)社との間の「技術相談」に関し

て、その内容を秘匿したのは、なぜか。 

 

○ 国際環境ソリューションズ（株）との間の技術相談については、実験

の内容に関わることであり、実験のデータとあわせて一括して公表す

べきと判断したためです。 

なお、この技術相談の内容については、中央卸売市場のホーム

ページ上で公開済みです。 
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質問 回答 

・ （写真-２）、（写真-３）、（写真-７）、（写-10）について、写真か

らは、それぞれの作業が適正に行われているか疑わしいが、

問題はないか。 

○ 実験報告書の巻末資料（P４-２～P４-７）の４.２汚染拡散防止対策

でお示ししている各写真については、いずれの作業についても、適

正に作業は行われています。 

・ ４-９に示されている濃度計量証明書は、千葉県の許可取得

前のものであり、今回の実験の半年以上も前のもののようで

す。当該地の土砂搬出が進んだ後では、実際の埋め戻し作

業の直近の証明とはいえないと思います。 

○ 山砂の品質を保証するための濃度計量証明書により、地山の状態

を確認するとともに、埋戻にあたっては、現地（豊洲）で分析を行って

おり、P４-12 表４-３.２含有量試験結果（濃度計量証明書）で示すと

おり、基準の適合を確認しています。 

・ 今回用いる土壌汚染処理技術において、特許となっているも

のを使用する項目はいくつあるのか、また、それらの項目名を

教えていただきたい。 

・ あわせて特許使用料についても教えていただきたい。 

○ 仕様書では、受託者に対し、「特許のある工法及び材料を採用す

る場合は、その取扱い詳細（特許番号、所有者、料率、その他条件

等）を明らかにすること」としています。 

今回、受託者からは、特許の採用について、報告を受けていませ

ん。 

・ 実験にかかった全費用の明細をきちんと都民に公表できるの

か。調査会社・土壌除去会社など。今回、関わっている会社名を

すべて、くまなく公表することができるのか。 

○ 受託者は日本工営株式会社で、実験に要した費用は、約９億

3,000 万円となります。 
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２．盛土に関するもの 

質問 回答 

・ 盛土汚染は、重大な問題である。地下水上昇による汚染とと

もに、もともとの搬入土の汚染も考えられる状況である。 

再度、盛土汚染の状況を調査すべきであると考えるが、い

かがか。 

とくに、第 13 回技術会議で出された「盛土の土壌汚染状況

図」では、環境基準超過が確認されなかった地点（青）と確認

された地点（赤）の色分けがなされているが、盛土があるのに、

どちらの色分けもなされない白色部分が目立つ。すなわち、

汚染状況が不明な地点が多くあると考えられ、盛土汚染状況

の再調査の必要性が考えられるが、いかがか。 

 

 

 

 

○ 「盛土の土壌汚染状況図」では、盛土の調査を行った区画につい

て、環境基準超過が確認されなかった地点を青で、確認された地点

を赤で表示しています。なお、青にも赤にも色分けされていない白

色部分は、詳細調査の結果、土壌も地下水も汚染されていないこと

が確認されている区画です。 

盛土については、化学性状試験及び土地利用履歴等により汚染

のおそれがないものと判断していますが、技術会議は、市場用地の

特殊性を考慮して、念のため、盛土の安全性を確認することを目的

とし、土壌汚染対策法の規定の中で最も厳しい調査頻度である 100

㎥毎に全特定有害物質 25 物質について、全盛土の調査を行うこと

としています。また、万が一、汚染が見つかった場合には、汚染土壌

は処理し、きれいな土を盛ることとしています。 

都は、技術会議の提言を踏まえ、調査を行い、万が一、汚染が見

つかった場合には、対策を講じ、盛土の安全を確保していきます。 

・ ずさんな体制のまま区画整備を進め、後に住民に被害が及

ぶようなことがあれば、どういう責任を取るつもりなのか。 

 

○ 区画整理事業で搬入した土については、少なくとも搬入時点にお

いて、盛土の土に汚染のおそれがなかったものと判断しています。し

かしながら、その一部において、搬入時における試験が内規どおり

行われなかったことなどから、市場用地の特殊性を考慮し、念のため

調査を行い安全性を確認します。万が一、汚染が見つかった場合に

は、対策を講じ、盛土の安全を確保していきます。 
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質問 回答 

・ 盛土汚染状況の調査の結果を、かつて土壌汚染の処理方針

を決定した「専門家会議」に再度報告して審議いただき、盛土

汚染処理の方針を決定すべきと考えるが、いかがか。 

・ 「専門家会議」の決定を受けて、処理方針に適した技術を「技

術会議」で決定する手順を踏むべきであると考えるが、いかが

か。 

 

 

 

 

 

○ 盛土の汚染原因は、地下水位の上昇などが影響したと考えられる

ものの、完全に原因を説明することは困難であったことなどから、都

民に安心してもらうために技術会議に付議し、改めて盛土の安全対

策について専門家の意見を聞くこととしました。 

技術会議は、市場用地の特殊性を考慮して、土壌汚染対策法の

規定の中で最も厳しい調査頻度である 100 ㎥毎 25 物質について、

全盛土の調査を行うことを提言しました。また提言では、万が一、汚

染が見つかった場合には、汚染土壌は処理し、きれいな土を盛るこ

ととされています。 

なお、専門家会議の座長からも、この技術会議の提言と同様のご

意見をいただいています。 

・ 盛り土の汚染について、地下水の上昇による「再汚染」である

と、都は説明していますが、30 地点の盛り土のデータを見る

と、その下の汚染の濃度より高い地点が６地点ありました。中

には下の濃度の 60 倍という汚染もありますが、これが「再汚

染」で説明できますか。盛り土の汚染調査は概況調査(専門家

会議では詳細調査)で見付った汚染物質しか調べていませ

ん、「再汚染」では説明できないとすれば、全盛り土について、

全汚染物質で調べる必要があるのではないですか。 

○ 都は、盛土について、化学性状試験及び土地利用履歴等により汚

染のおそれがないものと判断していますが、汚染が検出された 30 地

点の中には、上の濃度が下よりも濃いといった、地下水位の上昇だ

けでは説明がつかない地点があることなどから、技術会議は、土壌

汚染対策法の中で最も厳しい調査頻度である 100 ㎥毎 25 物質の調

査を行い、全盛土の安全を確保すべきとの提言をしています。都

は、技術会議の提言を踏まえ、調査を行い、万が一、汚染が見つか

った場合には、対策を講じ、盛土の安全を確保していきます。 
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質問 回答 

・ 盛り土の汚染について、データを見るとその下の汚染と関連

がありそうな場合もあります。都の説明している「再汚染」もある

と思われます。「再汚染」を都が認めるのであれば、上ばかりで

はなく、周囲にも広がるはずです。２年前に汚染が無いと判断

された AP２ｍ以下のにも「再汚染」があると考えて良いのです

ね。 

 

○ 専門家会議は、「豊洲新市場予定地は、地下水の動きが非常に遅

く、護岸で地下水を制御しているという関係で、実際のところほとんど

動いていない状況である。」との見解を示しています。また、敷地全

域を 10ｍメッシュで地下水の汚染状況を調査した結果から、専門家

会議は、「高濃度のベンゼンで地下水が汚染されている地点のすぐ

横の区画の地下水が汚染されていないことも多く、一般的な事例に

比べて、地下水汚染は広がっていないと判断している。」との見解も

示しています。こうした専門家の見解から、詳細調査で汚染がないと

判断された区画に汚染が広がっているというおそれはないと考えて

います。 

・ 専門家会議で本件は確認されていない。特に、健全土とされ

た表層土が、最大で 10 万立方メートルにわたり未検証で搬入

されたことにより、旧来の「自然由来」あるいは懸念されていた

地下水経由の再汚染によるものか、徹底調査が必要となる。

東京ガス工場の操業由来でない物質が含まれる可能性もあ

り、盛り土については再調査が欠かせない。この点について見

解をいただきたい。 

○ 都は、盛土について、化学性状試験及び土地利用履歴等により汚

染のおそれがないものと判断していますが、市場の特殊性を考慮し

て、土壌汚染対策法の規定の中で最も厳しい調査頻度である 100

㎥毎 25 物質について、全盛土の調査を行い安全性を確認すること

と、技術会議は提言しています。都は、技術会議の提言を踏まえ、

調査を行い、万が一、汚染が見つかった場合には、対策を講じ、盛

土の安全を確保していきます。 
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質問 回答 

・ 東京都都市整備局は 2002～08 年度、新市場予定地の豊洲

地区の区画整理事業で、都や神奈川県の道路や河川、鉄道

などの工事で出た土を受け入れ、高潮対策の盛り土をした。  

同局は土の受け入れ条件として、土壌汚染の有無を調べる

試験の頻度を搬入量２千立方メートル以下で１回、２千立方メ

ートルを超えるごとに１回と規定。工事の請負業者が土砂サン

プルを専門機関に調べてもらい、汚染がないことを示す証明

書を受け取って都に提出するという規定だったそうだが、同局

は土量にかかわらず１工事あたり最低１回の頻度とする運用を

続けた。この結果、請負業者が都に提出した計画書で搬入量

が明記されていた 132 件のうち、50 件余で試験頻度が基準を

下回り、約 10 万立方メートルに１回の例もあった。  

同局は「都の基準の趣旨が現場の区画整理事務所に徹底

されていなかった」と説明する一方で、「盛り土の汚染原因は

分からないが、公共工事の発注者が土地利用履歴などから汚

染の有無を調べ、きれいな土を選んでおり、汚染土壌の搬入

のおそれはない」と言ってはいるが、実際に試験を行い、安全

性は実証されたのか。 

○ 豊洲土地区画整理事業により搬入された土は、主に道路や地下

鉄等の公共工事からの発生土です。この土は、搬出元が行った土

地利用履歴調査や都に提出された化学性状試験の結果から搬入

時点で汚染のおそれがないものと判断しています。なお、今後、盛

土については技術会議の提言に基づき対応していきます。 
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質問 回答 

・ 盛り土にも汚染されていたそうですが、その対策はどうするの

か。盛り土として利用した土地利用履歴を戦前（江戸時代）か

ら公表すること（新宿パークタワー・新宿冷暖房センター・東京

メトロ・環状線など）。 

○ 技術会議では、盛土について、都の調査の結果、汚染物質が検

出された 30 地点については、既定方針にしたがって汚染物質を除

去することとしています。また、他の盛土については、改めて土地利

用履歴等により汚染のおそれがないものと判断されましたが、市場用

地の特殊性を考慮して、念のため、調査を行い、安全性を確認する

こととしています。そして、万が一、汚染が見つかった場合には、汚

染土壌は処理し、きれいな土を盛ることとしています。都は、技術会

議の提言を踏まえ盛土の安全対策を行っていきます。 

土地利用履歴等の調査は、搬出元事業者が土地の改変にあた

り、そのまま原材料として利用できる建設発生土であるか否かを確認

するため、過去に有害物質の取扱事業場が存在したか、廃棄物を

埋め立て処分した履歴はないか等について、あらかじめ調査をする

ものです。 

なお、ご指摘の新宿パークタワー・新宿冷暖房センターの土地利

用履歴の内容については、環境影響評価書に記載されており、

環境局にて閲覧が可能です。またこれ以外の東京メトロなどに

ついては、搬出元の方で保有しているものでありますが、環境

確保条例に基づく届け出のあるものについては、環境局にも保

管されています。 
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３．その他 

①汚染対策に関するもの 

a) 調査に関するもの 

質問 回答 

・ 実際の対策工事の際、今回の実験同様、５つのサンプルをと

り、土壌分析を行うと考えてよいか。その場合、少なくとも汚染

の可能性のあるベンゼン、シアン、５つの重金属の７物質は、

調査すべきと考えるが、いがか。 

○ 処理後の濃度測定に際しては、今回の実験同様、基本的に土壌

汚染対策法に準じて５地点から試料を採取し、行います。 

なお、分析の対象物質は、これまでの調査で把握された物質を対

象として行います。 

・ 地下水の汚染濃度が１ヶ月単位でも大きく変動することが、専

門家会議で報告された。２年前の地下水汚染のエリアで汚染

対策が良いと言えるか。 

・ 地下水の再調査を必ずやってほしい。 

○ 地下水の汚染濃度は、時期により変動はしているものの、汚染状

況の把握は可能であるため、再調査は不要と考えます。 

・ ７物質以外にも化学物質が発見されている（東京ガスの資料

の中で）それを公表すること。 

 

 

○ 豊洲新市場予定地において、東京ガス株式会社は、環境確保条

例に基づき、石炭ガスの製造・精製過程で発生または使用した物

質、原材料から汚染の可能性がある物質として、ベンゼン、シアン化

合物など７物質を調査対象にしています。 

・ コアサンプルは、廃棄するのではなく、保存すべきと考える

が、いかがか。 

○ コアサンプルは、汚染物質を分析するとともに土質や地層の状況

を確認するために採取しており、計量法に基づく計量証明事業者が

行った分析結果、ボーリング柱状図など、汚染状況や土質、地層に

関するデータについては、既にホームページ上で公開しています。 

このように、採取したコアサンプルについては、目的としたデータ

はすべて得ており、その分析結果も公表していることから、保管は必

要ないと考えていますが、その取り扱いについては係争中であるた

め、現在保管しています。 
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b) 実際の対策に関するもの 

質問 回答 

・ 原位置微生物処理の考察で、ベンゼンの低減効果が確認で

きたとあるが、短期間の処理では、環境基準を達成できたとし

ても、リバウンドが生じて再度の基準超過が確認される場合が

考えられる。そのような懸念を考慮した、工法の有効性の評

価、あるいは、対策工期の設定については、どのように考えて

いるのか。 

○ 原位置微生物処理は、高濃度のベンゼンで汚染された複合汚染

土壌について、洗浄処理が可能となる環境基準値の 10 倍程度まで

ベンゼン濃度を下げるために、前処理を目的として行うものです。 

原位置微生物・洗浄処理では、ベンゼン濃度が環境基準値の 10

倍程度まで低減が確認されたのち、汚染土の掘削を行い、洗浄処

理において環境基準値以下に浄化するため、原位置微生物処理で

のリバウンドの考慮は不要と考えます。 

・ 地下水処理で必要となる処理装置の規模・期間・費用は現状

の推定から大幅に増すことになると思われるが、いかがか。 

○ 地下水浄化処理の費用については、技術会議報告書（平成 21 年

２月）の P21 の表７に記載のとおり、土壌汚染対策経費 586 億円に、

汚染地下水対策として、含まれています。 

・ 地下水処理に当たって示されている電気伝導率、塩化物イオ

ン量､pH などの値は、工場敷地の土壌による人為的汚染、も

しくは海水の混入を強く疑わせる値を取っており、Yc 層の遮

水効果を強く疑わせる内容ではないのか。 

○ 電気伝導率、塩化物イオン量､pH などの値については、対象地が

臨海部で埋立地であることの影響と考えています。 

・ 環境影響評価の現在の手続き状況と今後のスケジュールに

ついて。 

○ 環境影響評価の手続きなどは、現在、調整中です。 

・ 地下水汚染の処理する区画を教えていただきたい。 ○ 地下水浄化処理を行う区画は、土壌が汚染されておらず、地下水

のみ汚染されている区画となります。 
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質問 回答 

・ 改正土壌汚染対策法について、土地の形質変更の届けをい

つの段階で提出する考えか。 

・ また、改正土壌汚染対策法上のどのような土壌汚染地と認定

することになるのか。 

○ 豊洲新市場の建設に伴う土地改変時に土壌汚染対策法に基づく

届け出を行います。 

 土地の改変時の届出は、3,000 平方メートル以上の規模が対象と

なり、土壌汚染対策法に基づいて土壌汚染状況の調査結果の報告

が必要とされます。しかし、当該土地においては、既に専門家会議

による調査が行われていることから、この結果を報告することになりま

す。 

 当該土地には汚染土壌が存在することが確認されていますが、現

状では、盛土等により汚染土壌の直接摂取のおそれがなく、周辺に

飲用井戸等がないことから、土壌汚染対策法上は健康被害のおそ

れのない土地に該当します。 

 このため、直ちに対策をとる必要はないが、土地改変の際に届出

が必要な「形質変更時要届出区域」に指定され、建設工事などの土

地改変を行う際には、形質変更の届出が必要となります。 
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質問 回答 

・ 各処理方法の全処理土量に占める割合を算出しているが、そ

の算出根拠をご提示いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各処理方法の処理土量は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 工事仕様書は作成済みであるのか、作成していないのか、作

成済みであればご提出願いたい。 

・ 矢板にて、どれだけ囲いを作る計画か。矢板による区画をつく

る計画の図面を提示いただきたい。 

○ 今後、詳細設計を進め、工事仕様書を作成していきます。 

 

・ 地下水位・水質を点検する観察井戸は、何箇所どこに設置す

る計画か。 

○ 具体的な設置箇所等については、今後、詳細設計の中で、検討を

していきます。 

処理名 
処理土量 

（全処理土量に占める割合） 

掘削微生物処理 
約 40,000ｍ３ 

（14％） 

原位置微生物処理・洗浄処理 
約 3,000ｍ３ 

（１％） 

洗浄処理 
約 145,000ｍ３ 

（49％） 

中温加熱処理 
約 95,000ｍ３ 

（32％） 

中温加熱処理・洗浄処理 
約 12,000ｍ３ 

（４％） 

合計 
約 294,000ｍ３ 

（100％） 
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質問 回答 

・ 土壌汚染の検証（クロスチェック）を求めた場合に即座に応じ

る体制を整えるべきであると考えるがいかがか。 

○ 分析にあたっては、複数の機関で実施することで、分析の精度を

確保していくこととしています。 

・ 専門家会議提言では、「都・市場業者及び学識経験者からな

る協議会を設置して、情報を共有のうえ、安全性を確認する」

とある。協議会委員構成をどのように考えているか。 

○ 専門家会議では、地下水管理にあたり、都、市場関係者に加え、

学識経験者の参画した協議会を設置し、安全性を確認することを提

案しています。詳細については、今後、検討していきます。 

・ AP２ｍ以下で検出されているベンゾ(a)ピレンで、環境基準以

下の場合、ベンゾ(a)ピレン単独の対策はなされないことにな

り、汚染が「放置」されることとなるが、いかがか。 

 

○ ベンゾ(a)ピレンについては、操業時の地盤面から下の土壌を２ｍ

すべて入れ替えることに加え、それより深い部分で、油膜が見られる

汚染土壌は、加熱処理などを行うことにより、健康影響の恐れがない

よう対策を行うこととしています。 

・ 汚染が局所的であるとするならば、調査時に汚染を見逃して

いた可能性もあると考えられるが、いかがか。 

・ 10ｍ×10ｍの中心の１ヶ所のみの調査では、散在する汚染は

捕捉出来ないということになるが、いかがか。 

 

○ 豊洲新市場予定地における汚染状況の把握にあたっては、土壌

汚染対策法が定める 小調査区画である 10ｍ区画で、敷地全域の

4,122 地点をすべて調査しました。 

調査にあたっては、土壌汚染対策法に定める土壌調査に加え

て、専門家会議の提言を踏まえ、地下水中の汚染状況についての

調査もあわせて行いました。 

地下水を調査することにより、汚染物質が程度の差はあれ、地下

水中に溶け出すことから、区画全体の汚染状況を把握することがで

きます。 

加えて、土壌や地下水に汚染が検出された箇所については、深

度方向の調査も実施し、こうした調査を重ねることにより、確実に豊

洲新市場予定地における汚染状況を把握しているため、汚染を見

逃すということにはならないと考えています。 
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c) その他 

質問 回答 

・ 汚染土壌にいる微生物がベンゼンを処理できるというのであ

れば、いままでベンゼン処理を行えずに、ベンゼンが残存して

いる事情はどのように説明するのか。 

 

 

○ 微生物処理は、土中のベンゼン分解菌を活性化させ、自然状態よ

りも分解速度を速める工法です。 

ベンゼンを分解する微生物群は，一般的に好気性状態で活性を

増しますが、現在の地盤中は、嫌気状態となっており、ベンゼンを分

解する微生物群の活性は低い状態にあると考えています。 

・ 「豊洲新市場」の土地利用履歴を明確にしてほしい。 

 

 

 

 

○ 専門家会議報告書 P２-５の表２.１.１に記載があります。 

（参考） 

 

 

・ 「液状化」対策はどうなっているのか。 ○ 土壌汚染対策後、砂質土層が厚い箇所については、地盤中に砂

杭を打設することにより地盤を固め、砂質土層が薄くて表層にある箇

所については、固化剤を用い地盤を格子状に固める液状化対策を

実施します。 

年次 履歴 

昭和 23 年～25 年 公有海面を埋立て、石炭ふ頭２ バースが完成 

昭和 29 年～30 年 公有海面を埋立て、都市ガス製造工場建設（約 35 

万㎡） （ポンプ浚渫） 

昭和 34 年～37 年 敷地拡張のため公有海面を埋立て（約 15 万㎡）

（ポンプ浚渫および陸上運搬） 

昭和 31 年～63 年 都市ガスの製造・供給（32 年間） 

平成 ９ 年～ 土地区画整理事業（東京都）の施行（現在継続中） 
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質問 回答 

・ なぜ実験費用を汚染の原因者である東京ガスではなく、東京

都中央卸売市場の予算から支出する必要があるのか。 

 

 

○ 都は、新市場予定地が生鮮食料品を扱う市場用地であるという観

点から、法令が求める以上の手厚い土壌汚染対策を行うこととして

います。 

実験は、都が行う土壌汚染対策について、技術会議が定めた技

術・工法を現地の汚染や土質状況に即して適用し、確実に無害化

が可能であることをデータで確認する目的で行ったことから、都が支

出をしています。 

・ 地元中央区と江東区には、区議会への説明の場としての全員

協議会を含め、あらためて区民への説明の場を設けるべきであ

ると考えるが、いかがか。 

 

○ 都はこれまで、豊洲新市場予定地における土壌汚染の調査結果

やその対策などについて、築地市場の移転に関係する江東区及び

中央区、議会に対して、情報の提供や説明を行ってきております。 

   今回の実験結果等に関する技術会議の報告書の内容について

も、これまでと同様に、今後、関係区と調整の上、対応していきます。 
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３．その他 

②技術会議に関するもの 

質問 回答 

・ 技術会議委員の一人は現地を確認しているようだが、ほかの

委員は現地の確認をしていないのではないか。 

○ 委員には、技術会議の開催にあたり、現地を確認していただいて

います。 

・ 豊洲の汚染対策で技術会議の提言が最終結論なのか。 

 

○ 技術会議では、専門家会議が提言した土壌汚染対策について、

それを実現するための処理技術・工法の提言を行っています。 

この技術会議で評価していただいた技術を確実に実施して、市場

用地としての安全性を確保していくことが、無害化された安全な状況

での開場につながるものと考えています。 

・ 技術会議の座長は、首都大学東京の学長であり、都にとって

はいわゆる身内であり、会議の座長にはふさわしくないのでは

ないか。 

 

○ 座長は、システム工学や制御工学の分野における世界的な権威

であるとともに、教育者としても国内外の多数の大学で教鞭を執り、

三つの大学で学長を努めるなど、卓越した知識、見識、経験を有す

る方であり、座長としてふさわしい方であると認識しています。 

・ 技術会議の「意向」によって、実験結果は全部揃えてから公

表するという方針が採られたというが、この「意向」が示された

のはいつか。また、どのようなメンバーでこの「意向」が決定さ

れたのか。 

 

○ 実験に関わるデータについては、技術会議委員との打合せの中

で、一括で取り扱うべきとの助言を受けたことから、５月中旬に、都と

して、実験が終了した段階で技術会議を開催し、初期値を含め、す

べてのデータを一括して取扱い、処理技術の有効性を評価・検証し

ていただいた上で、すべてのデータを公表することとしました。 

なお、データの取扱いについては、第 13 回技術会議において、

座長より、「一連のデータとして一括して評価すべきもの」との発言が

あったとおり、都としては、データを一括して取扱うことは、技術会議

としての意見であると認識しています。 
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質問 回答 

・ 豊洲での汚染除去の新技術とはどこで立証された新技術なの

か。 

○ 技術の実績については、技術会議で技術・工法を募集した際に提

出のあったデータやヒアリングにより確認をしています。 

・ 技術会議委員は、あのような広大な土地の改変を今まで経験

したことがあるのか。 

○ 技術会議委員は、環境、土木、システムエンジニアリング、プロジェ

クトマネジメントの各分野で日本を代表する専門家であり、それぞれ

のご専門の立場からご審議いただいています。 
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３．その他 

③質問等の募集に関するもの ほか 

a) 質問等の募集に関するもの 

質問 回答 

・ 質問の募集期間が、１週間にも満たないのは、あまりにも短す

ぎる。十分な時間をとって、募集すべきと考えるが、いかがか。 

また、この決定を行った組織はどこか。 

・ 質問等を募集する以上、会議での審議内容を都民にわかりや

すく伝える努力をするべきではなかろうか。早急に第 13 回技

術会議の会議議事録を出すように求める。 

○ 質問等の募集については、７月 20 日の第 13 回技術会議の開催告

知の中で、会議終了後から受け付ける旨、お知らせしています。 

また、会議終了とともに、会議資料はすべて公表するとともに、実

験の報告書等、すべてのデータについてもホームページで公表して

いたことから、質問の募集期間を７月 22 日の会議終了後から７月 28

日までとしたものです。 

なお、第 13 回技術会議の議事録については、すでに公開してい

ます。 

・ 第 14 回技術会議では、質問等の回答をする場や、専門家会

議の時のように、会場の傍聴者との質疑応答の時間を十分に

とり、都民と東京都及び技術会議メンバーとのリスクコミュニケ

ーションの場をつくるべきであると考えるが、いかがか。 

○ 今回、実験について、広く都民からの疑問に答えるために、質問

等を募集することとしました。 

質問等については、「第 14 回技術会議において、主な質問等に

対し回答を行うとともに、寄せられた質問等を類型化してとりまとめの

上、回答についてホームページ上で公表する」と、募集の案内の中

でご案内しています。 
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b) その他 

質問 回答 

・一度立ち止まって、計画見直しと完全に安全性の確認を。 

 

○ 豊洲新市場予定地における土壌汚染については、わが国を代表

する学識経験者により構成された専門家会議、技術会議という二つ

の会議体において、人が生涯この地に住み続けても、健康への影

響はなく、生鮮食料品を取扱う市場用地としての安全・安心を十分

確保する万全な土壌汚染対策をとりまとめていただきました。 

技術会議では、今回の実験によって、科学的知見に基づき客観

的に評価、検証していただき、すべての処理技術についての有効性

を確認していただきました。 

都は、この土壌汚染対策を確実に実行し、市場用地としての安全

性を確保していきます。 

・ そもそも、｢築地｣の跡地利用が明文化されていません。都民

納税者には知る権利があります。 

 

○ 築地市場の移転・再整備については、現在、都議会において、現

在地再整備の可能性の検討が行われています。 

   都としては、この検討結果を踏まえ、対応していきます。 

・ この巨額な税金が投入された費用で実験した「土壌汚染除

去」の技術・知見を全国のいくつもの土壌汚染の無害化に活用

されることを祈ってはやみません。 

○ 実験のデータについては、すべて公表していることから、広く日本

全国で活用していただけるものと考えています。 

 


