
（資料７）

築地市場の豊洲地区移転をめぐる東京都の動きについて（報告）

平 成 ２ ９ 年 ３ 月

食料産業局食品流通課

・・・・１ 平成28年11月18日に小池知事が会見で公表した資料（スケジュール） １

・・・・・・・２ 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議について ２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 市場問題プロジェクトチームについて ３

・・・・・・・・４ 地下水モニタリング結果（第９回（暫定値 ）結果について ４）

（平成29年１月23日都議会報告資料）

・・・・・・５ 地下水モニタリング再調査の実施について（平成29年１月27日） ７

・・・・・・６ 地下水モニタリング再調査の結果について（平成29年３月19日） 10

（平成29年３月19日第５回専門家会議概要）



東
京

都
作

成

1



東京都作成 

豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議について 

 

（１）専門家会議の位置づけ 

生鮮食料品等を扱う豊洲市場において、食の安全・安心を確保する観点から、

改めて土壌汚染対策について専門家により検討を行うため設置 

 

（２）検討項目 

 地下ピットがある状態の確認と評価、リスク管理上必要な対応策の検討、 

その他必要な事項 

 

（３）メンバー 

平田 健正／放送大学和歌山学習センター 所長【座長】 

駒井 武 ／東北大学大学院環境科学研究科 教授 

内山 巖雄／京都大学 名誉教授 

＊ オブザーバー：東京都専門委員(市場問題プロジェクトチーム 座長) 

 小島 敏郎 

＊ 事務局：国際航業株式会社 フェロー 中島 誠 

 

（４）これまでの経過 
 

 開催日 主な内容 

第１回 平成 28年 10月 15日 

・第８回地下水モニタリング結果 

・地下ピット内指針値超の水銀検出 

・地下水管理システム 

第２回 平成 28年 11月 12日 

・地下ピット内空気中における水銀検出 

・補助第 315号線高架下の空気測定 

・地下水管理システム 

第３回 平成 28年 12月 10日 
・地下ピット内の空気測定（水銀） 

・補助第 315号線高架下の空気測定 

第４回 平成 29年１月 14日 

・これまでの評価状況のまとめ 

・第９回地下水モニタリング結果（暫定値） 

・専門家会議が指示した調査結果 

第５回 平成 29年３月 19日 

・第９回地下水モニタリング再調査の結果 

・第１～第９回の調査実施状況 

・地下ピットがある状態の評価と対応策 
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東京都作成 

市場問題プロジェクトチームについて 

 

（１）プロジェクトチームの位置づけ 

   築地市場の豊洲市場への移転及び市場の在り方に関し、土壌汚染、施設及び事

業に関する事項等について検討し、その結果を知事に報告する。 
 

（２）検討項目 

豊洲市場の土壌汚染、施設及び事業に関する事項、市場の在り方に関する事項、 

  その他関連する事項 
 

（３）メンバー 

小島 敏郎／青山学院大学教授、弁護士【座長】 

井上 千弘／東北大学教授 ＜土壌汚染＞ 

梶田 晋吾／三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング(株)主任研究員＜経営戦略＞ 

菊森 淳文／(公財)ながさき地域政策研究所長 ＜経営戦略＞ 

佐藤 尚巳／(株)佐藤尚巳建築研究所代表取締役、一級建築士 ＜建築＞ 

竹内 昌義／東北芸術工科大学デザイン工学部教授、一級建築士 ＜建築＞ 

時松 孝次／東京工業大学教授 ＜地震防災＞ 

森高 英夫／(一社)日本建築構造技術者協会会長 ＜建築（構造）＞ 

森山 高至／建築エコノミスト、一級建築士 ＜建築＞ 

 

（４）これまでの経過 
 

 開催日 主な内容 

第１回 平成 28年９月 29日 

・市場問題プロジェクトチーム発足の趣旨 

・築地市場から豊洲市場への移転の経緯 

・検討課題とその検討手順 

第２回 平成 28年 10月 25日 ・豊洲市場の建物の構造安全性 

第３回 平成 28年 11月 29日 
・豊洲市場の施設の安全性、機能（物流関係） 

など 

第４回 平成 28年 12月 21日 
・豊洲市場の施設の安全性、機能（温度管理・

衛生管理）など 

第５回 平成 29年１月 25日 
・豊洲市場の事業継続性、業者の負担と事業継

続性など 

第６回 平成 29年２月 23日 ・築地市場の補修など 

※この他、築地市場内の事業者に対するヒアリングを実施 

・平成 28年 11月 15日 水産物部及び関連事業者 

・平成 28年 12月 14日 青果部事業者 
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東京都作成 

 

 

 
 

 

 

 

（１） 概要 

豊洲市場の地下空間がある状態の評価、地下水モニタリングの結果及び

水質・空気等の測定結果を中心に議論した。 

 

（２） これまでの評価状況のまとめ 

① 地下ピットがある状態におけるリスク 

  ア 地下水経由のリスク 
豊洲市場において地下水の飲用その他の利用は予定されていないた

め、問題は生じない。 
イ 汚染土壌の直接摂取（摂食、皮膚接触）によるリスク 

建物部分は地下ピット部の床面が敷均しコンクリート又は厚さ 50cm

の砕石層となっており、建物以外の部分は厚さ 50cm以上盛土されてい

るため、汚染土壌の直接摂取の可能性はなく、問題は生じない。 
ウ 室内空気経由のリスク 

地下ピット内に溜った水(地下水)にわずかに含まれる水銀が気化し、

換気のない地下ピット内の空気中に滞留することが確認された。 
建物１階部分の空気で水銀が検出されておらず、地下ピット内の空

気が建物１階部分に侵入している可能性はないと考えられるため、現

状において問題は生じないと考えられる。 
将来について、建物１階部分の床面等にひび割れが生じたりし、地

下ピット内の空気が建物１階部分に侵入する状態が発生する可能性を

考慮すると、地下ピット内に滞留した水銀を含む空気が建物１階部分

に侵入、又は地下ピット内の空気中の水銀が建物１階部分の空気中に

拡散して来る可能性が考えられる。この場合、地下ピット内の空気中

の水銀濃度が現在測定されているレベル以下で維持されれば問題が生

じることはないと考えられる。 
 

１ 第４回専門家会議（平成 29年１月 14日） 

（場所：築地市場講堂、時間：12時 33分から 17時 05分まで） 

平成 29 年１月 23 日 豊洲市場移転問題特別委員会報告資料「「豊洲市場における

土壌汚染対策等に関する専門家会議」（第４回）について」より作成 
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（３） 地下水モニタリング結果（暫定値）について 

① 概要 

・  これまでの結果と大きく異なる結果となっているため、現在、データ

の調査方法等についての確認をしており、暫定値として公表 
・  201箇所の測定地点のうち、72箇所で基準超過との結果（詳細は下表） 

 
＜調査結果【暫定値】＞ 

街区 測定箇所 基準値 
基準超過の状況 

対象物質 箇所数 最大値 

5 街区 72 箇所 ベンゼン 0.01 
シアン  不検出 
ヒ素   0.01 
 
（シアンの不検出は、定

量下限値 0.1 mg/L で不

検出であること。） 

ベンゼン 
シアン 
ヒ素 

18 箇所 
3 箇所 
2 箇所 

0.79  
0.1   
0.038 

6 街区 61 箇所 
ベンゼン 
シアン 
ヒ素 

15 箇所 
24 箇所 
7 箇所 

0.23  
1.2   
0.023 

7 街区 68 箇所 
ベンゼン 
シアン 
ヒ素 

2 箇所 
12 箇所 
11 箇所 

0.021 
0.4   
0.026 

合 計 201 箇所 ― ― 72 箇所 ― 
 （注）・測定値の単位は、mg/L である。 ・鉛・水銀は、基準値超過地点なし。 

・１箇所の測定地点で複数の物質を検査している場合があるため、合計とは一致しない。 

 

② 専門家会議での議論 

・  今回の測定結果は、これまでと大きく異なる結果であり、説明がで  

きないような大きなかい離がある。現時点で、この結果を評価すること

はできない。 

・  また、地下水管理システムで汲み上げている水の公定分析の結果を見

ても、ベンゼンは非常に低い値であり、シアンは不検出となっている。 

・  今回の調査内容等の確認や再調査が必要であり、採水、前処理、測  

定といった調査の一連の過程に、専門家会議がきちんと関与していく必

要がある。 

・  再調査は、測定箇所を絞った上で、調査頻度を１カ月に１度程度ま  

で上げて行う。検証には少し時間が必要である。 

・  測定結果のクロスチェックをするため、専門家会議が指定する機関、

民間の分析機関、東京都環境科学研究所で分析を行う。 
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現在、専門家会議の関与の下、今回の調査内容等についての確認作業や

再調査の準備を進めている。 

 

 （地下水モニタリングの再調査等の今後の進め方） 

  ・ 濃度の高いところなどを中心に、30箇所程度の測定地点を選定 

・ 再調査の分析は複数者で行うとともに、東京都環境科学研究所で一 

部の試料についてクロスチェックを行う。 

  ・ 採水への立会いなど、専門家会議の関与の下で調査を実施 

  ・ その後、専門家会議の指示の下、調査頻度を短縮して調査を継続 

 

 

（４）  専門家会議が指示した調査結果について 

① 地下ピットの排水 

・ 平成 28年 12月 13日から排水を開始 

・ 平成 29年１月５日時点で、青果棟、水産仲卸売場棟、加工パッケー 

ジ棟、水産卸売場棟の地下ピット内の水位は、均しコンクリート下ま 

で低下している。 

・ 引き続き排水を継続し、AP＋1.8ｍを目指す。 

 

 青果棟 水産仲卸売場棟 加工パッケージ棟 水産卸売場棟 

水位 (12/13) 約 2cm 約 20cm 約 17cm 約 20cm 

   (1/5) 均しコン下 均しコン下 均しコン下 均しコン下 

排水量  (1/11) 2,817 ㎥ 10,581 ㎥ 1,243 ㎥ 7,129 ㎥ 

 

② 地下ピット内の空気測定（水銀） 

・ 地下ピット内に溜まった水を排水し、床面を清掃 

・ その後、換気を実施し、空気の調査を実施する。 

 

③ 補助第 315号線高架橋下の空気の測定 

・ 12月 19日から 26日にアスファルト舗装下の砕石層を換気し、その 

後、空気を測定した。 

・ 換気直後の空気中のベンゼン濃度は基準値以下、水銀は１箇所で指 

針値を超過したが、換気 10日後はすべて指針値以下となった。 

・ これにより、換気の有効性を確認。今後は、換気と測定を繰り返し 

実施する。 
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東京都作成 

 

平成２９年１月２７日 

中 央 卸 売 市 場 

 

地下水モニタリング再調査の実施について 

 

東京都は、平成２９年１月１４日（土）開催の「第４回豊洲市場における土壌汚染

対策等に関する専門家会議」の指示に基づき、専門家会議の管理の下、下記のとおり、

地下水モニタリングの再調査を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 再調査の概要 

（１）再調査の実施期間 

  平成２９年１月３０日（月）から３月上旬まで（予定） 

 

（２）再調査地点 

  ２９か所（別紙１再調査地点図、別紙２再調査地点一覧のとおり） 

 

（３）調査会社（所） 

 ・株式会社環境管理センター【採水・分析】 

 ・ユーロフィン日本環境株式会社【分析】 

 ・株式会社湘南分析センター【分析】 

 ・公益財団法人東京都環境公社 東京都環境科学研究所【分析】 

  ※ 東京都環境科学研究所は、一部の試料について、分析（クロスチェック）  

を実施 

 

（４）再調査結果の取扱 

   第５回専門家会議（３月開催予定）において審議する予定 
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