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豊洲市場を白紙撤回して築地市場をリフォームすべきです



「土壌汚染対策法」成立
2002年5月22日成立
2003年2月15日施行

附則3条で豊洲は適用除外

改正・土壌汚染対策法
2009年4月17日成立
2010年4月 1日施行

附則3条で豊洲は適用対象

附則3条は東京都の働きかけ？！
・土壌汚染対策法の立法にあたり、環境庁と東京都は、
綿密な連絡のやりとりがあった。
・内閣法制局も、附則3条は政策的に設けられたものと
言っている。

附則3条
3条（土壌汚染の調査・届出等）について、
この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用
特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地
については、適用しない。

問題の焦点は、土対法・附則3条と改正土対法・附則3条

附則3条
（法律の）施行日から起算して30日を
経過する日以後に、土地の形質の変
更（註：工事）に着手する者について、
適用する。

豊洲の土壌汚染問題を重視する築地
市場の仲卸の皆さんの要望で、民主
党の川内博史議員・岡崎トミ子議員ら
が力を尽くし、豊洲を改正土対法の
「対象」とした。



汚染の除去を行わず、
盛土等のみを行った上、
区域指定を受けたまま
土地利用をすることは可能

生鮮食料品を取り扱う
卸売市場用地の場合には
想定し得ない

2011年（H23年）3月25日「食料・農業・農村政策審議会」
「中央卸売市場整備計画の策定について」
資料 参考4「東京都中央卸売市場築地市場の移転をめぐる状況」

市場開設の認可を行う

農水省の見解

2年間のモニタリング終了前の2016.11.7開
場ということは、都は農水省に根回ししてい
た可能性。区域指定解除を目指していたが、
小池知事となり、8回目・9回目の調査の結果、
“出ちゃった”ということ。

土対法が求める土対法



2016年8月31日 小池知事、「安全性への懸念」から

築地市場の豊洲への移転延期を正式表明
※11月7日開場予定だった

移転判断は9回目モニタリング（2016年11月18日開始）の結果公表
（2017年1月）を待つ

改正「土壌汚染対策法」11条により

東京ガス工場跡地・豊洲市場予定地は、

形質変更時要届出区域に指定された。

指定解除のためには、土壌汚染対策工事終了後（2014年11月27日以降）

2年間の地下水モニタリングを行って（豊洲の場合、合計9回）、

ベンゼン・シアン化合物・ヒ素等が環境基準以下であるこ
との確認が必要。

ポイント



●「地下水の浄化」について
市場の安全・安心をより一層確保するため、地下水の浄化は、建物下と建物下
以外を区別せず、施設建設前に環境基準以下に浄化する。

●「地下水の浄化確認」について
土壌汚染対策法の改正を国が検討していることから、その内容を見極めながら、
豊洲新市場予定地が同法の対象となった場合でも対応できるよう、地下水の水
質をモニタリングできる観測井戸を設置する。

東京都「豊洲新市場整備方針」2009年（H21年）2月6日

●生鮮食料品を扱う市場として食の安全・安心を高いレベルで確保
●技術会議の提言をもって都の土壌汚染対策とする

石原元知事・証人喚問「地下水の基準はハードルが高すぎた」
2017.3.20

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
2009年（H21年）2月



モニタリング結果公表日時 ベンゼン
基準値：0.01mg/L

シアン
基準値＝不検出

ヒ素
基準値0.01mg/L

1回目（H27.2.4） 基準値未満 不検出 基準値未満

2回目（H27.3.6） 基準値未満 不検出 基準値未満

3回目（H27.4.27） 基準値未満 不検出 基準値未満

4回目（H27.8.31） 基準値未満 不検出 基準値未満

5回目（H27.11.30） 基準値未満 不検出 基準値未満

6回目（H28.2.29） 基準値未満 不検出 基準値未満

7回目（H28.6.23） 基準値未満 不検出 基準値未満

8回目（H28.11.11） 0.014（5街区） 環境基準値超 不検出 0.019（5街区）
環境基準値超

9回目（H29.1.14）暫定値 0.79（5街区）環境基準値の79倍
※6・7街区も基準値超

1.2（6街区）
※5・7街区も検出

0.038（5街区）

9回目の再調査（H29.3.19） 1.0  環境基準値の100倍 1.4 0.036

豊洲市場の地下水モニタリング結果

随意契約
「日水コン」採水
一般競争入札
「日立プラント
サービス」分析

鹿島・清
水・大成が
建設を請
け負った各
街区ごとに
担当

一般競争入札
「湘南分析センター」



「６街区」水産仲卸売場棟
435億5400万円 清水建設ＪＶ
（清水建設・大林組・戸田建設・鴻池組・
東急建設・錢高組・東洋建設ＪＶ）

「７街区」水産卸売場棟
339億1500万円 大成建設ＪＶ
（大成建設・竹中工務店・熊谷組・大日本土
木・名工建設・株木建設・長田組土木ＪＶ）

「５街区」青果棟
259億3500万円 鹿島ＪＶ
（鹿島建設・西松建設・東急建設・ＴＳＵＣＨＩＹＡ・
岩田地崎建設・京急建設・新日本工業ＪＶ）

基準値超の有害物質

検出されてはな
らないシアン
（23ｶ所中18ｶ
所で検出）

基準値の100倍
のベンゼン検出

金額は建物のみ

2017.3.19専門家会議で公表



2016年9月10日（土）17時 小池知事“緊急記者会見”
盛土をしていなかったことが判明し、豊洲移転の延期確認・確定！

〈東京都が説明してきたこと〉
豊洲新市場の敷地約40haの全ての表土を
2m削って、汚染を除去し、
その上に汚染のない4.5m「盛り土」するので、安全・安心。

敷地の1/3にあたる5棟の建物、
水産卸売場棟・水産仲卸売場棟・青果棟・加工パッケージ棟・管理
施設棟の下には、盛り土が全くなく、
インフラ関連の配管や配線がある4.5mの「空間」だった！

しかし 「嘘と利権と非安全・非安心の豊洲市場」が確定



「盛土せず、モニタリング空間設置」について、第二次自己検証報告書で指摘
東京都「豊洲市場地下空間に関する調査特別チーム」2016.11.1

「宮良眞新市場整備部長」に関する記述

平成20年後半から21年はじめにかけての時期、
土壌汚染対策法改正への対応に迫られた中央卸売市場の技術部門には、

●『地下にモニタリング空間を設置する』という基本的な方向性が、新市
場建設調整担当部長（及び組織改正後の新市場整備部長）のもとで脈々
と受け継がれていたと考えられる

●平成20年11月から平成23年2月までの期間全体を通じて中央卸売市
場の技術部門に在籍していた管理職は、当該新市場建設調整担当部長
ただ一人である

キーパーソン
改正・土壌汚染対策法
「附則3条：豊洲を適用とする」
2009年（H21年）4月17日成立
2010年（H22年）4月 1日施行

これに対応
するため

みやなが



【2017.3.19専門家会議】
震度5程度の地震が発生しても、敷地全
域で液状化が発生するおそれはない。
都は市場問題PTで「今後検討」と発言。

平成28年3月の東京都「首都直下地震等対処要領

（改訂版）」の想定は「震度6弱」
※熊本地震以降、もはや、これでは低い

豊洲市場の建物下以外：レベル1 144.6ガル 震度5程度
※東日本大震災・阪神淡路大震災はレベル2なのに。

建物下：200ガル、350ガル 震度5強～震度6弱

2016年4月熊本地震
震度７ 2回
震度6強 2回

豊洲市場の液状化対策は全く不十分！ 想定震度“たったの5”

構内道路や
駐車場等

震度6・震度7がきたら
ダメってこと



2016.10.5朝日新聞報道

「水産仲卸売場棟」と「水産卸売場棟」を結ぶ連絡通路の
地下に、環境基準の710倍のベンゼン、700倍のシアン化
合物。土壌汚染対策の不作為の事実は、隠ぺいされていた。。。

●2013年２月、都は、高架下の土壌汚染対策工事を発注

すでに地中にガス管があり、高架橋の橋脚や橋桁もできていたため、
汚染物質の除去は対象範囲（10,000平方メートル）の１割程度の広さ
（14ｶ所）、深さも汚染のある地盤面の１メートル下までにとどまった。

除去が十分できなかったため、都は汚染物質が地上に出てこないよ
う、遮断性の高い土や砕石の層を盛り、全面舗装。

工事を１４年に終えたが、汚染状況や除去工事の詳細な実態を、都の
ホームページや都議会で公表してこなかった。

●2010年4月1日 改正・土壌汚染対策法施行 ※附則3条で豊洲は適用対象
●2011年（H23年） ８月 都が土壌汚染対策工事について、一般競争入札に
より契約を締結

土壌汚染対策は、お手上げ

6街区

7街区

6街区

7街区



「専門バカ」の専門家会議報告書（2008年7月28日）

非常にわずかな濃度。食の安全・安心の観点から見ても、
悪影響が及ぼされる可能性は小さいと考えられる。

●地上空気中濃度から見た生鮮食料品への影響の検討結果

◆生鮮食料品に付着した水分中の濃度（推計値）
ベンゼン濃度5.7×10-6mg/L
シアン化合物濃度5.5×10-4mg/L

ベンゼン：飲料水の水質基準（0.01mg/L 以下）の1/1000 未満
シアン化合物：飲料水の水質基準（シアン化物イオンおよび塩化シアン、
0.01mg/L 以下）の1/10 未満

地上空気中ベンゼン最高濃度0.0013mg/m3
地上空気中シアン化合物最高濃度0.003mg/m3
※地下水中の濃度を目標濃度以下にした場合の、地上空気中濃度を専門家会議が想定

＝

マグロに猛毒の
シアン化合物（青
酸カリなど）が付
着しても、微量だ
から安全・安心

シアンが付
着したマグロ
を、誰が買う
というのか！

平田座長
建物地下空間の水は
「地下水由来だが飲
んでも大丈夫なレベ
ル」（2016年9月23
日 豊洲新市場視察)

2016.9.16
専門家会議再設置



●1998年（H10年） 4月 築地再整備が難航したため、業界団体からの要請もあり東京都が移転候補地を調査。
9月 東京都が、東京ガス等と接触

●1999年（H11年）4月22日 石原知事就任
7月 「移転整備へと方向転換すべき」と意見集約
11月 福永副知事が東京ガスに協議の申入れ

●2000年（H12年）10月 石原知事の特命を受けた浜渦副知事、東京ガスを訪問（就任挨拶、移転受入のお願い）
●2001年（H13年） 2月 覚書「豊洲への移転を前提に具体的な協議に入る合意」

環境基準の1500倍のベンゼン検出と東京ガスが公表。
4月 東京都卸売市場審議会 答申「豊洲を移転候補地として検討」（5ｶ所から）
7月 「豊洲に関する東京都と東京ガスとの基本合意」

7月18日 「確認書」※浜渦証人喚問で、「全く知らない」不届き、と証言した文書。
東京ガスの汚染対策を、環境確保条例が求める現処理計画の範囲内とした。

12月 第7次卸売市場整備計画で、豊洲への移転を正式決定
●2002年（H14年）5月22日 土壌汚染対策法成立 ※附則3条で豊洲は適用対象外

11月 東京ガスが土壌汚染対策の工事計画「汚染拡散防止計画書」を都に提出。
●2003年（H15年）2月１５日 土壌汚染対策法施行 ※附則3条で豊洲は適用対象外

5月 「豊洲市場基本構想」公表
●2004年（H16年）7月 「豊洲市場基本計画」公表
●2005年（H17年）5月 豊洲地区用地の汚染土壌の処理に関する確認書
●2007年（H19年）4月 「土壌汚染対策等に関する専門家会議」設置
●2008年（H20年）5月 土壌から環境基準の43000倍のベンゼン検出。シアン化合物やヒ素も基準値超の検出。

8月 「土壌汚染対策等に関する技術会議」設置
●2009年（H21年）2月 技術会議報告書「地下水の浄化も環境基準値以下とする」

2月 東京都「豊洲新市場整備方針」で技術会議提言を都の土壌汚染対策とする
4月17日 改正・土壌汚染対策法成立（自公政権）※附則3条で豊洲は適用対象

●2010年（H22年）4月1日 改正・土壌汚染対策法施行
●2011年（H23年） 3月 豊洲地区用地の土壌汚染対策の費用負担に関する協定書

東京ガス等の一部負担合意（78億円）
土地売買契約締結559億円（東京ガス32億円、東京ガス豊洲開発527億円）

８月 都が土壌汚染対策工事について、一般競争入札により契約を締結（着工はこれ以降ということになる）。

1999年4月22日
↓

石原都知事

青島知事の時、
豊洲は候補地の
一つで、豊洲に
決定していたわ
けではない

東京都が国に
働きかけ?!

年表を見れば、石原知事の
豊洲移転固執が浮き彫りに！

石
原
知
事
就
任
か
ら
、
東
京
ガ
ス
と
の
売
買
契
約
成
立
ま
で

豊洲、晴海、有明北、IHI豊洲
工場跡地、中央防波堤内側



2009年５月２３日（土）
「豊洲新市場予定地における環境確保条例第１１７条に基づく調査」の
実施状況の公開見学会に参加（東京都主催）

モノレールを降り、
現地で30分経過したころから、目と鼻がムズムズ・・・

UV対策

ベンゼンなどが
揮発していた？！

エピソード



【ポイント・提言】

●豊洲市場は、安全でも安心でもない。

●豊洲市場はビジネスとして成立しない。

●築地市場ブランドの確立・展開こそ、日本と東京のめざす
べきもの。

●豊洲市場問題の責任の所在を明らかにして、損害賠償を
請求する。

豊洲市場を白紙撤回して、築地市場をリフォームすべきです

築地魚河岸HPより



【ポイント】 豊洲市場は安全でも安心でもない

【その1.豊洲市場の問題は、液状化対策！】
想定震度
・建物下以外（構内道路や駐車場等を含む）は震度5程度
・建物下は震度5強～震度6弱

Ex）震度7クラスの首都直下地震による液状化で、建物以外
の部分から汚染された地下水が噴出した場合、敷地のかなり
の部分が汚染され、その汚染が完全除去されるまで、市場は
長期機能不全となる。

巨大地震による液状化に対して、築地市場の安全性は豊洲市場より、
はるかに高いと思われる。科学的な検証が必要。



【その2.敷地の1/3は盛土をされておらず、汚染土壌は完全には
除去されていない】

・敷地の1/3、水産卸売場棟・水産仲卸売場棟・青果棟・加工
パッケージ棟・管理施設棟の下に、盛土はなかった。

・6街区（水産仲卸売場棟）と7街区（水産卸売場棟）との連絡通
路の地下の汚染土は90％除去されておらず、環境基準の710 
倍のベンゼン、700倍のシアン化合物が検出された。

→「土壌汚染対策法を上回る対応をした。安全性に問題はない」と言って
いるが、豊洲市場の想定震度は震度5程度なのだから、震度7クラスの
首都直下地震が発生した場合、液状化したら、市場は機能不全となる。

【ポイント】 豊洲市場は安全でも安心でもない



【その3.汚染区域の指定解除は、安全・安心の前提条件の一つ】

2年間9回の地下水モニタリングは、
「形質変更時要届出区域」に指定された豊洲市場用地
の指定解除のために必要だった。
これは、本来、都知事の安全・安心宣言の前提条件の一つ。

9回目のモニタリングで環境基準を大きく上回る汚染物質（ベンゼン、シ
アン化合物、ヒ素等）が検出され、それが再確認されたことにより、汚染
区域の指定解除は不可能となった。

※土壌汚染区域の指定解除のためには、土壌汚染対策をやり直し、さら
に2年間の地下水モニタリングの上、2年間を通して環境基準以下の状
態状態が継続して確認されることが必要。

【ポイント】 豊洲市場は安全でも安心でもない



【ポイント】 豊洲市場はビジネスとして成立しない

●土壌汚染の実態を知る東京ガスは、卸売市場建設のための東京都への売却
の意思はなかったのに、石原知事がゼネコン・経済界が求める築地市場跡地の
再開発に固執していたからだと思われるが、東京都が強引に買収した。

●専門家会議報告書は「専門バカ」
気化した地上空気中のシアン化合物（青酸カリ等）の、生鮮食料品に付着した水
分中の濃度は、「飲料水の水質基準の1/10未満と非常にわずかな濃度であり、
食の安全・安心の観点から見ても、悪影響が及ぼされる可能性は小さいと考えら
れる」。
→たとえ微量でも猛毒のシアン化合物（青酸カリ等）が付着しているマグロを、買
う人はいないし、売る人もいない。

築地市場のブランドイメージは崩壊する。

●豊洲市場の維持管理コストは、築地の約5倍で、市場会計の大きな負担。
仲卸事業者にとっては大打撃。

維持管理費
築地市場 16億円/年
豊洲市場 77億円/年



【ポイント】 築地ブランドの確立・展開こそ目指すべきもの

●築地再整備ではなく「築地リフォーム」を
従来構想の「築地再整備」は、新たに数千億円のコストが予想され、実現
は困難。むしろ、老朽化に対応する補修・改修・耐震化を常に継続し、リ
フレッシュしていく「築地リフォーム」を行うべき。維持管理コストも、現
在の水準を保つことが望まれる。

●「築地魚河岸」は、新たなビジネスチャンス！
2016年11月にオープンした「築地魚河岸」は、仲卸の人たちが、外国人
観光客を含む消費者とダイレクトに接することで、消費者が求めるものを
直接知ることができるので、新たなビジネスモデルを展開できるチャンス。

●築地市場として、日本と世界の食文化の中心となることを目指す。



【ポイント】 豊洲市場問題の責任の所在を明らかにし、損害賠償請求する

●石原・猪瀬・舛添各知事の責任
そもそも、日本最大の土壌汚染区域に生鮮食料品を扱う中央卸売市場を建設
する、という誤った方針を決定、及び決定を維持した責任。
特に、最初に決定した石原知事の責任は重大。
2年間の地下水モニタリングの後、汚染区域指定を解除して、建設着工しなけ
ればならなかったのに、見切り発車して着工した舛添知事の責任も重大。

●ゼネコン3社（鹿島建設・清水建設・大成建設）については、主要3棟の
建設工事の談合疑惑を解明し、談合が認められた場合には損害賠償責
任がある。地下水モニタリングが公正に行われたか、の解明も必要。

●東京ガス
瑕疵担保責任があるかどうかは、今後の解明が必要だが、当事者として、公正
な負担、さらに今後の豊洲の活用方法等について、東京都に協力すべき。



豊洲市場：東京都HP

●想定震度：震度5弱～巨大地震で液状化必至
●建物下は、盛土なし
●地下水は、基準値超のベンゼン（100倍～）や
シアン化合物（青酸カリ等）



築地市場：東京都HP

順次、リフォームして、
世界の「食の殿堂TSUKIJI」を目指すべき



安くて、めっちゃ美味しいお魚！

私は、“一方的に”
大・大・大ファンです！

築地魚河岸

山治HP

東京新聞HP


