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河野としのり県議

「幕張クリーンセンター・
ゴミ空気輸送システムの機能不全を、
一日も早く復旧せよ！
！」と訴える
廃棄物空気輸送管

この部分の曲が
り配管部に穴が
開いた

幕張クリーンセンター

リンコス

な い、 直
埋設配管
と な って
いる。この
事 は、 明
らか に 初
期 設 計を
行った 県
にも一 定
幕張クリーンセンター・
の責 任が
ゴミ空気輸送システムの一日
あ ると 考
も早く復旧を！！」と訴える
えます。
そこで
千葉県議会議員
お 伺 いし
ます。県は補修工事のスケジュールについてどこまで把握しているの
か。
高橋副知事
廃棄物空気輸送システムは、平成２８年に千葉市へ移管しており、
現在補修工事については同市で検討が進められております。千葉市
に確認したところ、令和４年５月までには工事を完成させる予定であ
り、現在、詳細なスケジュール等を詰めていると聞いております。
河野としのり県議
非常に長すぎる、一日でも早い復旧を住民は願っているが、工事
の短縮について県はどのようにサポートしていくのか。
高橋副知事
県としましては、幕張ベイタウンの建設に携わってきた経験を踏ま
えて、早期に機能復旧がなされるよう、千葉市からの求めがあれば、
施工時における地下水対策や、設備の改修に必要な情報提供を行う
など、早期の復旧に協力してまいります。
河野としのり県議
今回起きた困難な工事の 河野としのり県議の要望
場所については、当然初期の
復旧が、今の検討結果では令和 4
基本設計で、メンテナンス、日
頃の点検が出来るようにすべ 年 5 月という事は、実に後２年半も
き場所であったと思うが、県 掛かる。
２万６千人の地域住民にとっては
はどう考えているのか。
大変な衝撃である。ゴミの異臭を放
高橋副知事
「ゴミ空気輸送が有りい
幕張ベイタウンでは、衛生・ つ山を見て、
交通等都市環境の向上を図 つでもごみが捨てられ、衛生的な近
るため、廃棄物空気輸送シス 代都市ということでマンションを購
テムを採用しております。この 入したのに、どういうことですか」と
空気輸送管は、主要なライフ のご意見が日増しに強くなっていま
ラインである電気・電話・水 す。県と市が積極的に協力し合って、
道などと共に集約が可能な場
一日も早い復旧を要望します。
所では共同溝内に収容し、メ
ンテナンスをし易 ( やす ) くし ▲河野としのり県議が
ておりますが、今回の補修箇 「一日も早い回復を！！」
と要望す！！
所など収容が難しい場所では
地中に埋設しているところでございます。県としては、
今後こうした事
態が起きないよう、千葉市が行う原因究明や補修に対し、必要な協
力を行ってまいります。

河野としのり

共同溝
河野としのり県議（※）
今年の 9 月 2 日に、幕
張ベイタウンの県が設計
をし、現在千葉市が管理
をしている、ゴミ空気輸
送システムにトラブルが
発生し、その後３か月間
も機能不全となっている。２万６千人の地域住民は、ゴミをマンショ
ンのこれまでの場所に捨てる事が出来ず、投入口の付近は何日間も
ゴミが山積みとなっている。
千葉市の調査では、点検口から約 19 ｍ、深さ約６ｍの場所で輸
送管に６ｍｍの穴が開いており、そこから地下水が流入している事が
判明している。
穴の開いている場所は、共同溝から離れた直埋設配管であり、工
事となると、近くに埋めてある高圧の電力ケーブルと交差している為、
掘削も難しく、また配管の上の道路を全面通行止めにして施工する
必要があるとの事である。
そして、 近 隣の商
業施設に対する影響
や、路線バスルートの
変更、マンションの出
入りなど、困難な施
工も予想される。県
の設計した幕張ベイ
タウンであり、他の配
管やケーブル類は、道
路下の共同溝に設置
され、人がアクセスで
き、日頃の点検とメン
テナンスが出来る様
になっている中で、こ
の穴開き部は、一番ゴ
ミが集中し、しかも曲
▲ 2019 年 12 月 4 日
り部分という複雑な
千葉日報新聞掲載
配管が共同溝から離
この他、各メディアでも取
り上げられている
れ、人のアクセス出来

※河野としのり県議の作成した質問文を会派代表質問者が代読

東京オリンピックを控え、幕張メッセ、海浜幕張駅、近隣住宅のテロ対策は万全か ?
河野としのり県議

東京オリンピックを控え、県民が一番心配していることと思います。特
に今日、幕張ベイタウンの方々が、私の質問の傍聴にお出で下さっていま
す。幕張メッセ、海浜幕張駅の直ぐ近くの幕張ベイタウンの方々にとって、
大いに関心ある所です。どうぞよろしく御回答ください。世界各国テロに
よる襲撃事件が後を絶ちません。今、国際テロの現場は、大使館や国会
議事堂のような政府機関、ホテルや飛行場などの施設だけではなく、先
ほど話されましたように、ソフトターゲットと呼ばれ、警備や監視が手薄
で攻撃されやすい民間車両、民間の建物、カフェ、レストラン、サッカー
競技場といった庶民の憩いの場所にも拡大しています。それゆえ、
東京五
輪・パラリンピックを控え、幕張メッセ等が会場となる千葉県も身近な脅
威として、より計画的にテロ対策を考えていかざるを得ないと思われます。
そこでお伺いいたします。東京五輪・パラリンピックの開催時、会場と
なって８競技が予定されている幕張メッセ会場、その周辺の道路、高層ビ
ル、公園、住宅、また大勢の乗降客がある海浜幕張駅などのテロ対策は
どのように考えているのか。特に手荷物検査、会場の席の下や海浜幕張
駅やその周辺のごみ箱などに置き去りにされた不審物の点検はどのよう
な体制でなされていくのか。

県警本部長

東京オリンピック・パラリンピック開催時における幕張メッセ会場等の
テロ対策についての御質問でありますが、オリンピック・パラリンピック開
催時のテロを未然に防止するため、競技会場はもとより、競技会場周辺
にあって不特定多数の人が集まる大規模集客施設、公共交通機関、公園
などの警戒警備も含め、必要なテロ対策について検討を進めております。
オリンピック・パラリンピック開催時は、警察と関係する組織、事業者と
の間で適切に役割を分担して対策を講じていくこととしており、競技会場
での手荷物検査などの具体的な警備措置につきましても、今後、関係機
関を交えて検討することとしております。いわゆるソフトターゲットに対す
るテロ対策につきましては、警察が行うだけでは十分ではなく、警察とし
て、施設管理者などの自主警備措置が適切になされるよう働きかけを行
うなど、関係機関と連携を図りつつ警備の万全を尽くしてまいります。

河野としのり県議

次に、昨年から、成田空港に近い印西市役所で、テロのメール予告想
定でテロ対処合同訓練が行われ、また五輪の会場となる幕張メッセでも、
他会場でのテロの爆発を受けてという想定で県警のＮＢＣテロ対応専門
部隊、千葉市消防局、メッセ関係者などで合同訓練がなされたと報道さ
れましたが、もし先に爆発が起こり人々が大混乱する中、かつ瓦れきが散
乱する現場で爆発処理班や遠隔操作のロボット爆発処理機等は速やか
に動き、爆発処理が達成されていくのかどうか。

東京オリンピックを控え、
周辺地域の安全性を指摘する!!
こう

千葉県議会議員

県警本部長

の

河野としのり

東京オリンピック・パラリンピックにおいて爆発が起こった場合の対応
についての御質問でありますが、大規模集客施設等において爆発物など
を使用したテロ事案が発生した場合には多数の負傷者が生じることが予
想され、これら事案に対しては、警察、施設管理者、医療機関等の関係
機関による連携が不可欠であり、有事における事案対処能力を強化する
ために定期的に合同での連携訓練を実施しているところであります。特に
高い専門技能を要する爆発物の処理に関しては、機動隊に設置された爆
発物等処理班がこれに当たりますが、この処理班はあらゆる危険な現場
において、保有する装備、資機材を活用して迅速、的確に対処すること
ができるよう厳しい訓練を行っており、今後もさまざまな場面を想定して
訓練を重ねてまいります。

東京オリンピックを控え、サイバー防衛は万全か ?
河野としのり県議

次に、リオ五輪でもサイバー防衛を担当したイスラエルの企業は予想以
上に大きな脅威に直面したと報道されていますが、もし東京オリンピック
時、運営妨害を行うために通信、水道などのライフラインを狙ったテロ攻
撃が行われると、会場ばかりではなく、周辺地域も大きな影響が出るが、
東京オリンピックを控え、サイバー防衛はどのように考えているか。

県警本部長

イバーセキュリティーに関する情報共有や共同訓練等を実施して対処能
力の向上を図っております。また、警察庁と連携しサイバーパトロールや
モニタリングを実施して、サイバー空間における攻撃の予兆や不正プログ
ラムに感染したコンピューターの動向等の把握に努めております。今後も
県警ではサイバー攻撃の被害未然防止及び拡大防止を図るため、引き続
き関係機関及び重要インフラ事業者などと官民連携したサイバー攻撃対
策を強力に推進してまいります。

東京オリンピックのサイバー防衛についての御質問でありますが、我が
国におきましては、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大
会開催時には、ＩＴ技術がさらに発展し、サイバー攻撃の脅威もより一層
高まるものと想定され、競技会場を有する千葉県としては、サイバー攻撃
対策は重要な課題であると認識しております。県警では、2020 年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、サイバー攻撃の標的
となるおそれのある重要インフラである県内のライフライン、公共交通機
関等との間で構成する千葉県サイバーテロ対策協議会の会員を昨年４月、
新たに 17 事業者加え全 41 事業者に拡大したほか、
その活動を通じてサ

ご意見・ご要望をお寄せ下さい。
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