中央消防署整備用地既存建物解体工事説明会議事概要

日時： ①平成３０年４月２７日 金曜日 １９時から
②平成３０年４月２８日 土曜日 １０時から
案内状の送付数 ５１２通
出席者人数

① １３名
②

９名

執行部側出席者 消防局総務部次長、消防施設課
建設局建築部営繕課
斎藤工業株式会社 他
次

第

１ 開会
２ 市職員出席者紹介
３ 解体工事概要及び安全計画等について
４ 解体工事に関する質疑応答
５ 閉会

事業概要説明

資料を基に説明を行った。
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質疑応答
質疑

回答

平成３０年４月２７日（金）
１

解体工事現場が児童の通学路に接し

通学時間帯となる７時３０分から

ていることから、解体工事を行う際は通 ８時１０分の間は工事車両の出入り
学時間を避けるように要望していたが、 を行わないようにします。
どのようになったのか教えて欲しい。

下校時間は、交通誘導員を配置し、
安全管理に努めます。

２

解体工事に伴う家屋等事前調査の進
捗率を教えて欲しい。

３

９５％となります。

土日に家屋等事前調査の訪問に来て
欲しい。

４

平成３０年４月末現在の実施率は
受注業者へは、調査対象者の都合の
良い日に訪問するように伝えます。

家屋等事前調査の対象範囲と調査物
件数を教えて欲しい。

移転用地から周囲５０ｍにお住ま
いの方と周囲１００ｍにお住まいの
方で家屋等事前調査を希望された方
を対象に事前調査を行っています。ま
た調査物件数は４９件となります。

５

工事の進捗状況によっては、騒音・振

工事作業は行いません。

動の伴わない作業に限定して、日曜日・
祝祭日も行う場合がある、と記載されて
いるが７月７日(土)、８日(日)は夏祭り
の準備、７月１４日(土)、１５日(日)は
夏祭り当日となるので、作業を行わない
で欲しい。
６

旧さいたま赤十字病院では、アスベス

今回解体工事を行う旧国家公務員

トの飛散事故が起きたと聞いているが、 宿舎に含まれるアスベストはいずれ
今回の解体工事では再発防止策として

も飛散性の少ないレベル３となりま

何か取り組んでいることはあるのか。

すが、石綿円筒については、レベル２
のアスベストが含有する際に行われ
る工法を用いて除去を行います。

７

空気中のアスベスト濃度測定を行っ

資料６−１に記載されているよう

て欲しいと要望していたが、どうなった に、アスベスト建材を撤去する時期に
か。

アスベスト粉塵濃度測定を行う予定
です。

８

資料６−１にはアスベスト粉塵濃度

アスベスト粉塵濃度測定場所につ

測定場所が北側道路と東側出入口の２

いては、現在予定となっておりますの
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箇所に設置してあるが、南側にも設置し で、検討させていただきます。
て欲しい。

敷地の南東、南西及び北側中央にて
濃度測定を行います。（補足１）

９

与野中央通りは与野八幡小学校の通

与野八幡小学校へは事業計画の説

学路となっているが、与野八幡小学校へ 明を行いました。その際に、解体工事
解体工事実施の説明は行っているのか。 業者が決まり次第再度説明に伺いま
すとお伝えしましたので、５月７日に
小学校へ説明を行う予定です。
５月７日に与野八幡小学校を訪問
し、解体工事の説明を行いました。
１０

朝は集団登校しているが、昼から夕方
にかけてはバラバラに帰る児童が多い

学校側と話し合って、子供の安全に
配慮したいと考えております。

ので事故等が起きないか心配である。そ
ういった話を小学校側と話し合って欲
しい。
１１

与野八幡小学校でＰＴＡと後援会の

５月７日に与野八幡小学校へ伺い、

総会が５月の中旬に行われるので、与野 説明させていただく予定となってお
八幡小学校への説明会はそれまでに行

ります。
５月７日に与野八幡小学校を訪問

って欲しい。

し、解体工事の説明を行いました。
１２

前回の説明会の議事要旨の質疑①の

議事要旨を修正させていただき、注

回答に「附帯決議を読み上げた。
」とある

釈を入れ最後に附帯決議等を記載す

が、附帯決議内容を知らない人に不親切 るよう対応します。
ではないか。
１３

前回の説明会の議事要旨の質疑③の

地域住民への説明に関しましては、

回答に「丁寧な説明であったかどうか

中央区選出議員や自治会長にお話を

は検討する必要があります。しかし、

伺いながら、ポスティングや説明会を

同じ説明を何度も繰り返すよりも、事

実施いたしました。

業に関して新しい情報が入り皆様に説
明する必要がある時に説明会を開催す
るべきだと考えております。」とある
が、説明会を行う間に、アスベストの
ことや基本計画のことなどについてそ
れぞれ新しい情報が入るごとになぜ説
明を行わなかったのか。
１４

アスベスト粉塵濃度測定器や振動騒
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住民の見やすいところへ掲示しま

音計を設置していただけるとのことだ

す。

が、判断するための数値を標記してほし
い。
１５

アスベストの処分先を教えて欲しい。

宮城県と群馬県の最終処分場を計
画しています。

１６

土日祝休日やお盆休み等の前日は、突

散水等で粉塵は極力舞わないよう

風等で下へ落ちてしまった粉塵等を処

に処置をし、事故等起きないよう指導

理して、休みの日に事故が起きないよう を徹底いたします。
して欲しい。
１７

小学校の通学路に対しての安全対策

小学校側へお伝えします。

として、子供の通学路変更が考えられる
が、その方法は取らないで欲しい。
１８

解体工事に伴い、家屋が傾いた等の影

家屋等事前調査は工事に伴う損害

響が出た場合の補償はどうなっている

を立証するための資料となります。工

のか。

事終了後に家屋等事後調査を行い、
「ひび割れが出来た」、
「傾きが大きく
なった」等の事前調査との差を判断
し、損害が工事に起因するものと認め
られるものであれば、金銭にて補償を
します。

１９

前回の説明会にて、「家屋等事前調査
での写真やデータを所有者と共有して

全ての所有者が欲しいという訳で
はないので、ポスティング等を行い、

はどうか。
」という意見が出たが、どう考 希望される所有者を把握したいと考
えているのか。

えております。そして希望される所有
者には借用という形でお貸しし、必要
な箇所のコピーを取っていただく等
の対応を行います。

２０

２１

家屋等事前調査を行う際に、「写真デ

まだ家屋等事前調査が行えていな

ータを提供出来ますが希望されます

い所有者に対しては、お知らせするよ

か。
」と声掛けを行って欲しい。

う受注者にお願いいたします。

解体工事に伴う説明会ではなく、基本
計画に伴う説明会を行って欲しい。

貴重なご意見ありがとうございま
した。既に基本計画の説明会は開催し
ておりますことから、ご意見ご質疑等
があれば、個別で対応させていただき
ます。
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平成３０年４月２８日（土）
２２

解体する旧国家公務員宿舎は１〜３

１〜３号棟まで全て同じ造りのた

号棟まであるが、各号棟でどのくらいの め、２号棟に抽出してアスベスト調
アスベスト調査を行ったのか教えて欲

査を行いました。２号棟の中で、排

しい。

気用円筒管、大平板、フレキシブル
ボード等からアスベストの含有が判
明しましたので、１、３号棟も２号
棟と同じ箇所にアスベストが含有し
ていると判断し、処理を行います。

２３

２号棟を抽出してアスベスト調査を

アスベストが含有している可能性

行ったということだが、１、３号棟から がある部材を抽出して調査を行って
別のアスベストが出る可能性は無いの

います。解体工事を進める上で、疑わ

か。

しい建材等が発見された場合は、調査
し、アスベストの含有が判明した場合
は、適切に処理を行います。

２４

地下に埋没されているかもしれない

解体工事を進めなければ、調査の出

排水管等については、アスベスト調査は 来ない部材もあります。疑わしい建材
行っているのか。アスベストが出てきて 等が発見された場合は、調査し、アス
から調査では遅いので、事前に調査が出 ベストの含有が判明した場合は、適切
来るのであれば調査するべきではない

に処理を行います。

か。
２５

資料４−１の１２に歩道アスファル

歩道アスファルト舗装については、

ト舗装撤去とあるが、再生砂利にアスベ アスベスト調査を行っていません。本
ストが含有すると文献に書いてあった。 日意見を頂きましたので、調査を行い
この歩道アスファルト舗装のアスベス
ト調査は行ったのか。

結果については、周知を行います。
現地確認の結果、アスファルトを撤
去せずに、歩道の切り下げ、花壇の撤
去が行えることから、歩道切り下げに
かかるアスファルト舗装撤去は行い
ません。

２６

アスベストの廃棄場所は決まってい
るのか。

２７

宮城県と群馬県にある最終処分場
を廃棄場所と計画しています。

アスベスト撤去時に使用する水の処
理はどうなるのか。

まず使用した水をタンクに貯めま
す。浄水場で使われている薬剤を使用
し、アスベストと水を分けます。その
水を分析し、問題なければ排水処理を
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行います。
２８

アスベスト粉塵濃度測定の期間、場
所、方法はどのようなものか。

アスベスト粉塵濃度測定について
は、アスベスト除去工事期間とし、測
定場所は資料６−１（補足１）に図示
した場所を予定しています。測定方法
については飛散性アスベストを除去
する際に用いる方法を計画していま
す。

２９

事前のアスベスト調査がこれでは足

どうしても、解体工事を進めながら

りないと感じるので、再度調査を行って でないと調査出来ない箇所もござい
欲しい。

ます。疑わしい建材等が発見された場
合は、調査し、アスベストの含有が判
明した場合は、適切に処理を行いま
す。

３０

歩道アスファルト舗装のアスベスト

使用部材等を調査しまして、アスベ

調査が抜けていたのであれば、工程表に スト含有の可能性があり、分析調査が
アスベスト調査を入れ込んで欲しい。
３１

解体工事を進める際に、片側通行等に

必要であれば周知してまいります。
交差点角付近の歩道下に２号棟建

なったりするのか。また、北側道路には 物の基礎が埋まっています。その箇所
車両誘導員は配置するのか。

を解体する時には、警察と協議する必
要がありますが、安全のため片側通行
となる場合があります。その際は適切
に車両誘導員を配置します。

３２

歩道アスファルト舗装のアスベスト

使用部材の調査等を行い、アスベス

調査を行うとのことだが、その調査結果 ト含有の有無が判明するまで、歩道ア
は撤去工事の前までに掲示してもらえ
るのか。

スファルト舗装の撤去は行いません。
現地確認の結果、アスファルトを撤
去せずに、歩道の切り下げ、花壇の撤
去が行えることから、歩道切り下げに
かかるアスファルト撤去は行いませ
ん。

３３

歩道アスファルト舗装のアスベスト

歩道アスファルト舗装は、アスベス

の含有については、有無に関わらず掲示 ト含有の有無に関わらず結果を掲示
を行って欲しい。
３４

させていただきます。

歩道アスファルト舗装にアスベスト
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アスベストが含有していた場合は、

が含有していると判明した場合は、処理 処理方法や対策を掲示させていただ
方法や対策も掲示して欲しい。
３５

きます。

通学時間帯には搬入を行わないとの
ことだが、具体的な時間を教えて欲し

７時３０分から８時１０分の間は搬
入を行いません。

い。
３６

搬入出を行わないのは、朝の時間帯だ
けなのか。

下校時間については、昼から夕方に
かけてバラバラに帰る児童が多いと
とお聞きしていますので、午後につい
ては交通誘導員を置き、安全に搬入出
を行います。

３７

工事車両の搬入は何時頃を考えてい
るのか。

道路の混雑状況によって、到着時間
にばらつきがあることから、車両の搬
入出時間は定められていませんが、朝
の通学時間は避けます。

３８

資料５−３に、現場代理人が常駐と記

作業時間である７時３０分から１

載されているが、作業時間である７時３ ８時３０分までの間は、現場代理人が

３９

０分から１８時３０分までの間の常駐

常駐いたします。業務連絡等で外出す

という認識で良いのか。

る際は、代わりの者を置きます。

資料５−４に、養生足場に落下物養生

１、２号棟は北側の歩道と離れてい

を設置するとあるが、北側道路に面して るため落下物養生は設置しません。交
いる１、２号棟の北側前面に設置するの 差点付近歩道については２号棟の北
か。

東角の部分と隣接しているため、落下
物養生を設置します。

４０

１、２号棟の北側前面に落下物養生を

歩道との境目には、周囲を高さ３ｍ

設置しないのは、安全性が確保されてい の鋼板で囲い、なおかつ離隔が取れて
るからか。
４１

いるため安全と考えています。

落下物養生はどの程度出っ張るもの
なのか。

４２

２〜２．５ｍ程度の歩道を覆う大き
さとなります。

資料５−５に、必要に応じて交通誘導

工事車両が搬入する際に、交通誘導

員配置するとあるが、
「必要」とはいつを 員を配置します。
指すのか。
４３

資料５−５に、大型車両の搬入出につ

細かい時間帯等は、決めていません

いては、安全確保と交通渋滞防止のため が交通量の増える前、午前７時前後を
に、交通量が少ない早朝に行わせて頂く 想定しています。具体的な時間が決ま
場合がございます。とあるが、何時を指 り次第、お知らせ看板にて周知を行い
しているのか。

ます。

7

４４

質問４３回答におけるお知らせ看板

２、３日前にはお知らせしたいと考

にての周知は、どの程度前に分かるもの えております。
なのか。
４５

多い日には、大型ダンプが４０台通る

現段階では、現場から与野中央通り

とあるが、振動が心配なので進行方向を に入り、北上する計画となっていま
教えてほしい。
４６

す。

工事現場の周りを万能鋼板で囲うと

貴重なご意見ありがとうございま

あるが、無機質なものだと子供が威圧感 す。いただいたご意見を参考に検討し
を感じてしまう。鋼板を白くしたり、さ たいと思います。
いたま市のキャラクターを載せる等、優
しい雰囲気造りをして欲しい。
４７

家屋等事前調査の対象数と進捗状況
はどうなっているのか。

建物だけではなく、工作物を含めま
すと４９物件となります。進捗状況は
平成３０年４月末現在の実施率は９
５％となります。

４８

家屋等事前調査の期間が２月９日か

家屋等事前調査の案内には４月３

ら４月３０日となっているが、期間内に ０日までに行うと記載させていただ
終わらせることが出来るのか。

きましたが、日程調整等の都合もござ
いまして、解体工事において影響が出
る作業までには調査を終わらせるよ
うに受注者に指導しています。

４９

工事途中にアスベストの含有が判明

工事途中にレベル３のアスベスト

した場合の対処方法等を教えて欲しい。 の含有が判明した場合は、近隣にお住
まい方々に周知させていただき、法令
に基づき適切に処理いたします。レベ
ル１、２の飛散性の高いアスベストの
含有が判明した場合は、工事を止め、
アスベストに関する説明会を行いま
す。その説明会では、判明したアスベ
ストの種類や処理の方法についてお
知らせいたします。
５０

アスベスト処理のために使用した水

工事範囲内の下水桝から、直接下水

について、下水へ流すと言っていたが、 へ流すようにいたします。
側溝等に流すようなことはしないで欲
しい。
５１

防音パネルを設置し騒音を防ぐとあ

8

一般的には、１０から２０デシベル

るが、この防音パネルはどの程度の効果 減音できるものと聞いています。
があるものなのか。
５２

資料６−１を見ると、１号棟の南側に

建物の配置上、重機は南側からしか

は防音パネルが設置されていないため、 解体工事を行えないため、防音パネル
設置して欲しい。防音パネルが無いと騒 を南側に設置することが出来ません。
音や粉塵飛散が心配である。

粉塵につきましては、散水しながら極
力舞わないように指導いたしますの
で、ご理解・ご協力をお願い致します。

５３

資料６−１、コーナー部のクリアパネ

全てを鋼板で囲いますと、見通しの

ルを設置とあるが、クリアパネルとはど 悪い交差点となってしまい、出会い頭
んなものなのか。

の事故等が起きる可能性があります
ので、コーナー部の鋼板を透明なプラ
スチックに変更し、見通せるようにい
たします。

５４

工事開始前までにアスベスト調査の
詳細な根拠資料を提示してください。

現場の見やすい場所へ掲示させて
いただきます。

補足１ 説明会資料６−１ 総合仮設計画（修正版）
赤字

質問書による質疑及び説明会にて回答することができなかったものを示す。
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