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16. その他 

16.1 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令 

対象事業に必要な主な許認可等及び根拠法令は、表 16.1-1に示すものを想定している。 

表 16.1-1 対象事業に必要な主な許認可等及び根拠法令 

許認可等 根拠法令 

建築物の確認 建築基準法 第 6条第 1項 または 第 6条の 2 

第一種市街地再開発事業 都市再開発法 第 7条の 9 

地区計画 都市計画法 第 12条第 5項 

 

 

16.2 調査等を実施した者及び委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

〔調査等を実施した者〕 

名 称：三井不動産株式会社 

代表者：代表取締役社長 菰田 正信 

所在地：東京都中央区日本橋室町二丁目 1番 1号 

 
〔受託者〕 

名 称：株式会社 日建設計 

代表者：代表取締役社長 大松 敦 

所在地：東京都千代田区飯田橋二丁目 18番 3号 
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16.3 環境影響評価書を作成するに当たって参考とした資料の目録 

（1） 「東京都スポーツ推進総合計画」 平成30年3月 東京都 

（2） 「東京都都市計画神宮外苑地区地区計画」平成25年6月 東京都 

（3） 「東京2020大会後の神宮外苑地区のまちづくり指針」 平成30年11月 東京都 

（4） 「都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020年に向けた実行プラン～」 

 平成28年12月 東京都 

（5） 「都市づくりのグランドデザイン－東京の未来を創ろう－」平成29年9月 東京都 

（6） 「東京の都市づくりビジョン（改定）－魅力とにぎわいを備えた環境先進都市の創造－」 

平成21年7月 東京都 

（7） 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」 

平成26年12月 東京都 

（8） 「東京都環境基本計画」 平成28年3月 東京都 

（9） 「緑施策の新展開～生物多様性の保全に向けた基本戦略～」 平成24年5月 東京都 

（10） 「東京都自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画」 

平成25年8月 東京都 

（11） 「東京都資源循環・廃棄物処理計画」 平成28年3月 東京都 

（12）  ｢東京都建設リサイクル推進計画｣ 平成28年4月 東京都 

（13） 「東京都景観計画～美しく風格のある東京の再生～」 

平成19年4月[平成30年8月改定] 東京都 

（14） 「港区基本構想」 平成14年12月 港区 

（15） 「港区基本計画 赤坂地区版計画書 平成30年度～平成32年度」 平成30年3月 港区 

（16） 「港区環境基本計画 平成30年度～平成32年度」 平成30年2月 港区 

（17） 「港区緑と水に関する基本方針」 平成18年3月 港区 

（18） 「港区緑と水の総合計画」 平成23年3月 港区 

（19） 「港区まちづくりマスタープラン〔港区都市計画に関する基本的な方針〕」 

平成29年3月 港区 

（20） 「港区低炭素まちづくり計画～ 人にやさしく かがやくまち 環境都心 みなと ～ 

平成27年度（2015年度）～平成32年度（2020年度）」 平成27年10月 港区 

（21） 「港区景観計画」 平成27年12月改定 港区 

（22） 「みなとクリーンプラン21（第2次）-港区一般廃棄物処理基本計画-中間年度改訂版」 

平成29年3月 港区 

（23） 「港区地球温暖化対策地域推進計画 2018年度～2020年度（平成30年度～平成32年度）」 

平成30年2月 港区 

（24） 「新宿区基本構想」 平成19年12月 新宿区 

（25） 「新宿区総合計画」 平成29年12月 新宿区 

（26） 「新宿区第三次環境基本計画」 平成30年2月 新宿区 

（27） 「新宿区みどりの基本計画」 平成30年3月 新宿区 

（28） 「新宿区景観まちづくり計画 新宿区景観形成ガイドライン」 

平成28年3月改定 新宿区 

（29） 「渋谷区景観計画」 平成25年3月 新宿区 

（30） 「地形図」 国土地理院 
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（31） 「土地分類調査（垂直調査）地質断面図」 国土交通省ホームページ（平成30年12月閲覧） 

（32） 「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）（平成28年現在）」 

東京都ホームページ （令和元年10月閲覧） 

（33） 「港区用途地域地区等図（平成30年3月現在）」 港区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（34） 「新宿区用途地域等都市計画図（平成30年10月31日現在）」 

新宿区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（35） 「渋谷区都市計画図・日影規制図（平成30年3月7日施行）」 

渋谷区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（36） 「平成27年度 道路交通センサス一般交通量調査結果」 

東京都ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（37） 「港区公共施設案内図（ぐるっとみなと）2018-2019」 

港区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（38） 「新宿区地図2018年版」 新宿区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（39） 「渋谷区案内図(平成30年1月現在)」 渋谷区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（40） 「東京都医療機関・薬局案内サービス ひまわり」 

東京都ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（41） 「窒素酸化物総量規制マニュアル［新版］」 平成12年12月 公害研究対策センター 

（42） 「都市建物周辺における大気拡散予測(その1)－単独高層建物周辺における排ガス拡散を 

対象とした数値モデルの評価―」 平成16年3月 電力中央研究所 

（43） 「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」 

平成25年3月 国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所 

（44） 「平成23年度東京都環境局調査 都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」 平成24

年3月 東京都環境局 

（45） 「平成29年度自動車交通騒音・振動調査結果」東京都ホームページ （令和元年10月閲覧） 

（46） 「平成28年度自動車交通騒音・振動調査結果」東京都ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（47） 「平成 27年度 自動車交通騒音調査結果」 東京都ホームページ （平成 30 年 12 月閲覧） 

（48） 「平成 26年度 自動車交通騒音調査結果」 東京都ホームページ （平成 30 年 12 月閲覧） 

（49） 「平成 25年度 自動車交通騒音調査結果」 東京都ホームページ （平成 30 年 12 月閲覧） 

（50） 「平成 24年度 自動車交通騒音調査結果」 東京都ホームページ （平成 30 年 12 月閲覧） 

（51） 「東京都総合地盤図(Ⅰ)」 昭和52年 東京都土木技術研究所 

（52） 「旧版地形図（東京西部）」 大正8年 大日本帝国陸地測量部 

（53） 「旧版地形図（東京西部）」 昭和6年 大日本帝国陸地測量部 

（54） 「旧版地形図（東京西部）」 昭和42年 国土地理院 

（55） 「住宅地図」昭和47年 公共施設地図航空(株) 

（56） 「平成29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31年4月 環境省水・大気環境局 

（57） 「要措置区域等の指定状況」 東京都ホームページ （平成31年3月閲覧） 

（58） 「水質汚濁防止法に基づく届出事業場リスト」 

東京都環境局ホームページ （令和元年6月閲覧） 

（59） 「土壌汚染の調査及び対策について」（令和 2 年 3 月版 東京都環境局） 

（60） 「令和元年地盤沈下調査報告書」 令和2年7月 東京都土木技術支援・人材育成センター 
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（61） 「地理院地図（電子国土web）土地条件図」 

国土地理院ホームページ （令和元年7月閲覧） 

（62） 「令和元年 都内の地下水揚水の実態(地下水揚水量調査報告書)」 

令和3年3月 東京都環境局 

（63） 「第6回・第7回自然環境保全基礎調査 植生調査」 

環境省ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（64） 「港区地域防災計画 震災編（平成28年修正）」 平成29年3月 港区防災会議 

（65） 「新宿区地域防災計画(平成29年度修正)」 平成30年3月 新宿区防災会議 

（66） 「渋谷区地域防災計画（平成25年修正）-渋谷区防災会議-」 

渋谷区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（67） 「区別の湧水地点数」 東京都ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（68） 「港区みどりの実態調査（第9次）報告書」 平成29年3月 港区 

（69） 「東京都の代表的な湧水」 環境省ホームページ （平成31年3月閲覧） 

（70） 「新宿区雨水流出抑制施設の設置に関する要綱」 平成30年4月 新宿区 

（71） 「港区雨水流出抑制施設設置指導要綱」 平成28年7月 港区 

（72） 「雨水流出抑制の種類」 港区ホームページ （令和3年6月閲覧） 

（73） 「雨水流出抑制計画書の作成手引き」 新宿区ホームページ （令和3年6月閲覧） 

（74） 「新宿区みどりの実態調査報告書〈第8次〉」 平成28年2月 新宿区 

（75） 「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 実施段階環境影響評価書 

（新国立競技場（オリンピックスタジアム））」 平成28年10月 東京都 

（76） 「報道発表資料 環境省レッドリスト2019の公表について」 平成31年1月 環境省 

（77） 「東京都レッドリスト（本土部）2020版」 令和3年3月 東京都 

（78） 「東京都文化財情報データベース」 東京都ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（79） 「港区文化財総合目録登録一覧」 港区立郷土歴史館ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（80） 「新宿区の指定・登録文化財と地域文化財」 新宿区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（81） 「区指定文化財」 渋谷区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（82） 「建造物によるテレビ受信障害調査要領（地上デジタル放送）改訂版」 

平成22年3月 社団法人日本CATV技術協会 

（83） 「デジタル中継局開局情報」 総務省ホームページ （令和元年6月閲覧） 

（84） 「衛星放送の概要」 総務省ホームページ （令和元年 6月閲覧） 

（85） 「建築統計年報｣ 東京都 

（86） 「住宅地図」 ゼンリン 

（87） 「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」 

東京都ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（88） 「港区観光マップ」 港区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（89） 「港区観光ガイドブック」 港区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（90） 「おすすめスポット」 

一般社団法人新宿観光振興協会ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（91） 「新宿区史跡めぐり地図」 平成23年7月 新宿区 

（92） 「渋谷まち歩き」 渋谷区ホームページ （平成30年12月閲覧） 

（93） 「清掃事業年報（東京23区）」 平成27～令和元年度実績 東京二十三区清掃一部組合 
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（94） 「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成30年度実績）」 

令和2年12月 東京都環境局 

（95） 「建設リサイクル推進計画2020」令和2年9月 国土交通省 

（96） 「兵庫県南部地震による民間倒壊建物の解体工事の手引き(案)」 

平成7年 社団法人建築業協会 

（97） 「建設系混合廃棄物の原単位調査報告書」平成24年11月 社団法人建築業協会 

（98） 「港区大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置に関する要綱」平成12年3月 港区 

（99） 「東京都の建築物による一次エネルギー消費データベースの作成」 

平成30年2月 鷲津 明由，中野 諭 

（100） 「総量削減義務と排出量取引制度における特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン」 

令和3年4月 東京都環境局 

（101） 「地域冷暖房計画区域区市別一覧（平成 30年 3月現在）」 

東京都環境局ホームページ （令和元年 6 月閲覧） 

（102） 「建築物エネルギー消費量調査報告書【第42報】」 

令和2年4月 （一社）日本ビルエネルギー総合管理技術協会 
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次のページの地形図は、国土地理院発行の「電子地形図 25000」を使用したものです。 

 

p.68、p.279、p.400、p.441 
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