
107 

8.6 史跡・文化財 

8.6.1 現況調査 

(1) 調査事項 

事業区間周辺には、有形文化財や周知の埋蔵文化財包蔵地が点在するため、工事の施行による

史跡・文化財への影響を予測・評価するため、以下の事項について調査した。 

 

ア 文化財の状況 

イ 埋蔵文化財包蔵地の状況 

ウ 法令による基準等 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、事業区間及びその周辺とした。 

 

(3) 調査手法 

調査手法は、既存資料調査及び現地調査（教育委員会ヒアリング）によった。 

 

(4) 調査結果 

ア 既存資料調査 

(ｱ) 文化財の状況 

事業区間周辺で確認されている文化財の位置は、国及び区指定の有形文化財等が 16 件指定さ

れている。 

 

(ｲ) 埋蔵文化財包蔵地の状況 

事業区間周辺で確認されている埋蔵文化財包蔵地の位置は、埋蔵文化財が 26 件指定されてい

る。 

 

イ 現地調査 

埋蔵文化財包蔵地の状況について、港区教育委員会へヒアリング調査を行った結果は、以下の

とおりである。 

・「雑魚場跡」における埋蔵文化財の分布の範囲は、南北に 200m、貝層は 3m（最大 4.3m）である。

埋土が 1.2m あるので、貝層は GL－1.2m～－4.2m 程度になると考えられる。隣接する本芝公園

は、江戸時代は海の範囲であるが、海岸線に沿って貝を捨てていたと考えられることから、事業

区間内において同様の埋蔵文化財が存在する可能性がある。 

・「高輪築堤跡」が発見されたため、事業区間内において同様の埋蔵文化財が存在する可能性があ

る。 
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ウ 法令による基準等 

埋蔵文化財に係る主な法令は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）及び東京都文化財保

護条例（昭和 51 年都条例第 25号）があり、「現状を変更し、又はその保全に影響を及ぼす行為

をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。」とされている。 

また、工事の施工中に埋蔵文化財を発見した場合には、その現状を変更することなく、教育委

員会へ遅延なく報告し、文化財保護法及び東京都文化財保護条例に基づき、適切な措置を講じる

必要がある。 

 

8.6.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、事業区間内及びその周辺の埋蔵文化財包蔵地の改変の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、工事の施行中とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、現地調査の結果を踏まえ、埋蔵文化財包蔵地である雑魚場跡及び高輪築堤跡とし

た。なお、品川台場（第一）は事業区間と交差するが、既設高架橋上の既設線路等を改修する区

間であり、土地の改変を行う計画ではないため、対象外とした。 

埋蔵文化財包蔵地の位置は、図 8.6-1に示すとおりである。 

 

(4) 予測手法 

現地調査の結果及び事業計画を基に、埋蔵文化財包蔵地の改変の程度を予測した。 

 

(5) 予測結果 

周知の埋蔵文化財包蔵地である「雑魚場跡」及び「高輪築堤跡」と計画線工事の位置関係は、

図 8.6-2 に示すとおりである。 

計画線の工事は、周知の埋蔵文化財包蔵地である「雑魚場跡」及び「高輪築堤跡」を直接改変

することはないが、港区教育委員会に対するヒアリング調査の結果より、図 6.3.1-4（32ページ

参照）に示す掘削工事等で同様の埋蔵文化財が発見される可能性があると考えられる。 

工事に先立ち、文化財保護法及び東京都文化財保護条例、港区埋蔵文化財取扱要綱等に基づき、

必要な届出や協議を区教育委員会と行う等、適切な措置を講じる。
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「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 3JHf 97」 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」 
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8.6.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・計画線の掘削工事等において、周知の埋蔵文化財包蔵地と同様の埋蔵文化財が発見される可

能性があることから、あらかじめ関係機関と協議し、必要な措置を講ずる。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・計画路線にかかる埋蔵文化財（品川台場（第一））については、休止中の大汐線を再開させ

るために、主に既設高架橋上の既設線路等を改修する区間であり、土地の改変を行う計画で

はないが、必要に応じて関係機関と協議し、適切に対応する。 

・新たに埋蔵文化財が確認された場合には、文化財保護法等に基づき遅滞なく関係機関と協議

し、適切に対応する。 

 

8.6.4 評価 

評価の指標は、「文化財保護法等に定められた規定を遵守すること」とした。 

事業の実施により、周知の埋蔵文化財包蔵地を直接改変することはないが、掘削工事等で同様の

埋蔵文化財が発見される可能性があるため、文化財保護法等に基づき、あらかじめ関係機関と協議

し、必要な措置を講じる。 

また、新たに埋蔵文化財が確認された場合には、文化財保護法等に基づき遅滞なく関係機関と協

議し、適切に対応する。 

これらのことから、評価の指標である「文化財保護法等に定められた規定を遵守すること」を満

足する。 
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8.7 廃棄物 

8.7.1 現況調査 

(1) 調査事項 

工事の施行中に生じる建設発生土及び建設廃棄物が周辺環境に及ぼす影響を予測・評価するた

め、以下の事項について調査した。 

 

ア 撤去建造物及び伐採樹木等の状況 

イ 建設発生土の状況 

ウ 建設泥土の状況 

エ 特別管理廃棄物の状況 

オ 廃棄物の処理の状況 

カ 法令による基準等 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、事業計画地及びその周辺地域とした。 

 

(3) 調査結果 

ア 撤去建造物、伐採樹木等の状況 

撤去建造物の状況は、表 8.7-1に示すとおりである。なお、伐採樹木はない。 

 

表 8.7-1 撤去構造物の状況 

区間 対象 主な建設廃棄物 

東海道線接続区間 

既存線路 

（架線等を含む） 

レール、マクラギ、バラスト、コンクリート塊、

ケーブル、建設混合廃棄物 

既存高架橋 
コンクリート塊、コンクリート・アスファルト塊、

鉄骨・鉄筋等、レール、マクラギ 

支障建造物他 
コンクリート塊、コンクリート・アスファルト塊、

金属くず、建設混合廃棄物 

大汐線改修区間 
既存線路 

（架線等を含む） 

レール、マクラギ、バラスト、コンクリート塊、

ケーブル、建設混合廃棄物 

東京貨物ターミナル内

改良区間 

既存線路 

（架線等を含む） 

レール、マクラギ、バラスト、コンクリート塊、

コンクリート・アスファルト塊、ケーブル、建設

混合廃棄物 

支障建造物他 
コンクリート塊、コンクリート・アスファルト塊、

鉄骨・鉄筋等、建設混合廃棄物 

アクセス新線区間 既存線路 レール、マクラギ、バラスト、コンクリート塊 

 

イ 建設発生土の状況 

本事業の開削工事に伴い発生する建設発生土の土質の状況は、表 8.7-2 に示すとおりである。 
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表 8.7-2 事業の実施に伴う建設発生土の土質 

区間 土質 

東海道線接続区間 
地表部の盛土（砂質土・礫質土・粘性土）、有楽町層の粘性土、

東京層の粘性土・礫質土 

東京貨物ターミナル内 

改良区間 
埋土・盛土層の砂質土、有楽町層の粘性土、江戸川層の砂質土 

アクセス新線区間 
埋土・盛土層の砂質土、有楽町層の粘性土・砂質土、七号地層

の粘性土、江戸川層の砂質土・粘性土 

 

ウ 建設泥土の状況 

事業の実施に伴う建設泥土の発生状況は、表 8.7-3に示すとおりである。 

 

表 8.7-3 事業の実施に伴う建設泥土の発生状況 

項目 構造形式 発生状況 

東海道線接続区間 シールドトンネル シールド工法施工時 

アクセス新線区間 
開削トンネル 土留施工時 

シールドトンネル シールド工法施工時 

 

エ 特別管理廃棄物の状況 

撤去構造物において、新たに発生する特別管理廃棄物(石綿、廃 PCB 等)は確認されなかった。 

 

オ 廃棄物の処理の状況 

「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）による

と建設業の建設廃棄物の排出量、再生利用量等の実績値は、表 8.7-4に示すとおりである。 

 

表 8.7-4 東京都の建設業の廃棄物量と処理処分の実績値（平成 30 年度） 

単位：千 t 

項目 排出量 再生利用量 減量化量 最終処分量 

合計 10,078 
7,772 

（77.1%） 
1,843 

（18.3%） 
463 

（4.6%） 

建設汚泥 3,124 
1,438 

（46.0%） 
1,647 

（52.7%） 
39 

（1.2%） 

がれき類 5,353 
5,193 

（97.0%） 
38 

（0.7%） 
122 

（2.3%） 

混合廃棄物 282 
182 

（64.5%） 
24 

（8.5%） 
76 

（27.0%） 

木くず 396 
362 

（91.4%） 
28 

（7.1%） 
6 

（1.5%） 

ガラス・陶磁器くず 384 
259 

（67.4%） 
7 

（1.8%） 
118 

（30.7%） 

廃プラスチック類 160 
131 

（81.9%） 
18 

（11.3%） 
11 

（6.9%） 

金属くず 107 
103 

（96.3%） 
2 

（1.9%） 
2 

（1.9%） 

その他 272 
104 

（38.2%） 
79 

（29.0%） 
89 

（32.7%） 

      注）（  ）は排出量に対する割合を算出した。   

出典：「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） 
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カ 法令による基準等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号）及び東京都廃棄物条例（平成 4

年都条例第 140号）においては、事業者の責務として、廃棄物の減量その他その適正な処理の確

保等に関する施策に協力しなければならないとしている。また、廃石綿等や廃 PCB 等、爆発性、

毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄

物を「特別管理一般廃棄物」、「特別管理産業廃棄物」と定めており、通常の廃棄物より厳しい

規制を行っている。 

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号）においては、事業者等の責務

として建設工事の発注に際しての原材料等の合理化並びに再生資源及び再生部品の利用、また、

建設工事に係る副産物の全部又は一部の再生資源としての利用を促進するよう努めなければな

らないとしている。 

建設工事に係る資材の再資源化等に係る法律（平成 12 年法律第 104 号）においては、建設工

事の注文者の責務として、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければな

らないとしている。 

「東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促

進等の実施に関する指針」（平成 14 年 5 月 東京都）は、都内で施工される対象建設工事にお

ける特定建設資材廃棄物の再資源化等率について示すとともに、建設工事の各段階において関係

者の役割及び責務等を示している。 

「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成 28 年 3 月 東京都）は、2030 年に実現する姿と

して、「持続可能な資源利用への転換」と「良好な都市環境の次世代への継承」を目指し、施策

を体系的に進めていくための定量的・定性的な目標を掲げ、この目標の達成を目指し、「資源ロ

スの削減」、「エコマテリアルの利用と持続可能な調達の普及の促進」、「廃棄物の循環的利用

の更なる促進（高度化・効率化）」、「廃棄物の適正処理と排出者のマナー向上」等の施策を示

している。 

「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年 4 月 東京都）は、環境への負荷の軽減と東

京の持続的発展を目的に、建設泥土や建設発生土の活用、廃棄物の建設資材への活用等、建設資

源の循環利用等を推進し、平成 30 年度末及び平成 32年度末の再資源化・縮減率等の目標値を定

めている。 

「東京都建設リサイクルガイドライン（民間事業版）」（令和 3 年 4 月 東京都）において、

建設資源循環に関する各種の施策（事前調査、建設リサイクル計画、建設リサイクル法等の関係

法令に基づく取組、建設副産物の適正処理及びリサイクルの取組、適正な分別解体等及び再資源

化等、実施状況の把握等）の実施方法について情報を提供し、建設リサイクルの推進への積極的

な取組について協力を要請している。 

「東京都建設泥土リサイクル指針」（平成 30 年 4 月 東京都）においては、環境に与える負

荷の軽減、資源の有効利用、建設コストの縮減、都内処理率の向上等の課題に対応するため、「計

画的な取組の推進」、「発生抑制」、「自ら利用(現場内利用)」、「工事間利用の促進」、「再

資源化施設の活用」、「資源としての有効利用」及び「リサイクルを支える仕組みの強化」を基

本的な取組方針として、建設泥土のリサイクルに取り組むとしている。 

東京都港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成 11 年港区条例第 33 号）においては、

事業者の責務として、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を図ら
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なければならないとしている。また、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけ

ればならないとしている。 

東京都品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例（平成 11年品川区条例第 24号）におい

ては、事業者の責務として、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等により、廃棄物の減量を図ら

なければならないとしている。また、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければ

ならないとしている。 

東京都大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成 11年大田区条例第 36号）におい

ては、事業者の責務として、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量

を図らなければならない、また、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければ

ならないとしている。 

 

8.7.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、既存構造物等の解体撤去に伴う建設廃棄物、建設工事に伴う建設廃棄物及び建設

発生土の排出量及び再利用量・再資源化量並びにこれらの処理・処分方法等とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、工事の施行中とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、事業区間とした。 

 

(4) 予測手法 

ア 既存建造物等の解体撤去に伴う建設廃棄物、建設工事に伴う建設廃棄物 

既存建造物等の解体撤去において発生する建設廃棄物、建設工事に伴う建設廃棄物については、

鉄道施設の施工計画、類似事例から解体・撤去の対象となる数量を算出する手法とした。 

建設廃棄物の再利用量・再資源化量、処理・処分方法等については、東京都建設リサイクル推

進計画の目標値等を参考にする手法とした。 

 

イ 建設工事に伴う建設発生土 

建設工事に伴う建設発生土の排出量は、施工計画により推計した。 

建設発生土の再利用量、処理・処分方法等については、東京都建設リサイクル推進計画の目標

値等を参考にする手法とした。 
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(5) 予測結果 

ア 既存建造物等の解体撤去に伴う建設廃棄物、建設工事に伴う建設廃棄物 

既存建造物等の解体撤去に伴う建設廃棄物、建設工事に伴う建設廃棄物は、表 8.7-5に示すと

おりである。 

これらの廃棄物は産業廃棄物の許可を受けている業者に委託し、再資源化施設に持ち込む等、

再生利用する。 

これらのことから、環境への負荷は低いものと予測される。 

 

表 8.7-5 建設廃棄物の予測結果 

 

イ 建設工事に伴う建設発生土 

建設工事に伴い発生する建設発生土量は表 8.7-6に示すとおりである。 

建設発生土は、事業区間内で可能な限り再利用を図る。事業区間内での再利用が困難な場合に

は、「東京都建設リサイクルガイドライン」に則り土質改良プラント等の受入地に持ち込む等、

有効利用に努めることから、環境への負荷は低いものと予測される。 

 

表 8.7-6 建設発生土の予測結果 

項目 建設発生土量 再利用率 

東海道線接続区間 40,700m3 

88%以上 

大汐線改修区間 300m3 

東京貨物ターミナル内改良区間 87,900m3 

アクセス新線区間 445,000m3 

合 計 573,900m3 

 

廃棄物の種類 

廃棄物発生量 
再利用及び

再資源化率 
東海道線

接続区間 

大汐線 

改修区間 

東京貨物タ

ーミナル内

改良区間 

アクセス

新線区間 
合計 

既存建

造物等

の解体

撤去 

コンクリート塊（マクラギ
含む） （ｔ） 14,400 3,000 4,300 200 21,900 99%以上 

コンクリート・アスファル
ト塊 （ｔ） 500 ― 21,000 ― 21,500 99%以上 

鉄骨・鉄筋、金属くず等 
（ｔ） 

2,900 1,200 1,200 100 5,400 99%以上 

建設混合廃棄物 （ｔ） 40 10 30 ― 80 83% 

バラスト （ｔ） 5,400 9,700 8,600 1,100 24,800 99%以上 

建設発生木材（ｔ） ― 300 ― ― 300 99%以上 

建設 

工事 

コンクリート塊（ｔ） 200 ― ― 13,300 13,500 99%以上 

コンクリート・アスファル
ト塊 （ｔ） 1,300 ― ― 25,000 26,300 99%以上 

鉄骨・鉄筋等（ｔ） 1,100 ― ― 5,000 6,100 99%以上 

建設泥土（m3） 26,000 ― ― 410,000 436,000 96%以上 
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8.7.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・ 撤去されるレール、マクラギ及びバラストは、再利用又は再生利用に努める。 

・ 既存構造物の撤去に伴い発生する鉄骨及びコンクリート塊等の建設廃棄物については、

「東京都建設リサイクル推進計画」に定める再資源化率等を目標とし、再生利用に努める。 

・ 建設発生土については、事業区間内での再利用に努め、場外に搬出する総量の削減に努め

るとともに、搬出する場合は、「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設発

生土の有効利用を行う。なお、受入地については、工事実施段階において、関係機関と協

議の上決定する。 

・ 建設混合廃棄物については、「東京都建設リサイクル推進計画」に定める目標値を満足す

るよう再資源化等を行う。 

・ 建設泥土については、「東京都建設泥土リサイクル指針」や「東京都建設リサイクル推進

計画」に基づき、発生抑制、縮減、再生利用に努める。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・ バケット掘削により発生する掘削土のうち、礫(れき)質土及び砂質土については、掘削中

に仮置き・水切りし、泥状を呈しない状態となったものは、建設発生土として有効利用す

る。なお、泥状を呈する場合は、建設泥土として取り扱う。 

・ 再利用が困難な建設廃棄物、建設発生土及び建設泥土については、関係法令を遵守し、適

正に処理する。 

・ 余剰材を発生させない施工計画、原寸発注（プレカット）等を採用する等、廃棄物の発生

の抑制に努め、排出量を把握するとともに、現場内での分別解体等を行い、関係法令を遵

守し、適切に処理する。 

・ 撤去予定の建物等に特別管理産業廃棄物は確認されていないが、万一撤去段階で確認され

た場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理する。 

 

8.7.4 評価 

評価の指標は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、東京都廃棄物条例、東京都港区廃棄物の処理及び

再利用に関する条例、東京都品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例、東京都大田区廃棄物

の減量及び適正処理に関する条例、「東京都建設リサイクル推進計画」及び「東京都建設リサイク

ルガイドライン」に定める事業者の責務」とし、環境保全のための措置等を勘案して評価した。 

また、建設廃棄物及び建設発生土の予測結果は、表 8.7-5 及び表 8.7-6 に示したとおりである。 

建設廃棄物及び建設発生土について、可能な限り再利用及び再資源化に努めるとともに、関係法

令を遵守し、適正に処理する。 

また、再生利用が困難な建設廃棄物及び建設発生土について、関係法令を遵守し、適正に処理す

る。 

これらのことから、評価の指標である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定める事業者の

責務」を満足する。 
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第9章 当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすおそれのある地域を管轄する 

特別区の名称及びその地域の町名 

本事業の実施により、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、景観、史跡・文化財及び廃棄物が環

境に影響を及ぼすおそれのある地域は、図 9-1 に示す範囲であり、事業区間から 100m の範囲を基本

とし、トンネル区間（シールドトンネル、開削トンネル）については地盤及び水循環への影響を考慮

し 200m の範囲とした。 

当該地域を管轄する特別区の名称及びその地域の町名は、表 9-1に示すとおりである。 

表 9-1 環境に影響を及ぼすおそれのある地域の町名 

特別区の名称 町 名 

港区 

芝浦一丁目の一部、芝浦三丁目の一部、芝浦四丁目の一部、芝四丁目の一部、

芝五丁目の一部、三田三丁目の一部、港南一丁目の一部、港南二丁目の一部、

港南三丁目の一部、港南四丁目の一部、港南五丁目の一部、 

品川区 
東品川三丁目の一部、東品川五丁目の一部、 

八潮一丁目の一部、八潮二丁目の一部、八潮三丁目の一部 

大田区 

東海三丁目の一部、東海四丁目の一部、城南島一丁目の一部、 

城南島七丁目の一部、京浜島二丁目の一部、京浜島三丁目の一部、 

羽田空港二丁目の一部、羽田空港三丁目の一部 
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「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 3JHf 97」 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」 
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第10章 調査計画書の修正の経過及びその内容 

10.1 修正の経過 

環境影響評価調査計画書の修正箇所、修正内容及び修正理由は、表 10.1-1 に示すとおりである。 

表 10.1-1(1) 修正した箇所及び修正内容 

修正箇所 修正内容及び修正理由 
ページ 

調査 
計画書 

評価書 
案 

第 6 章 対象事業の目的及び内容 

6.2 事業の内容 

6.2.1 事業区間

の位置 

図 6.2.1-2 事業

区間位置図 

 

事業計画の具体化により、東京貨物ターミナルか

ら羽田空港新駅（仮称）までのルートを決定した。 

東京貨物ターミナル改良区間の高架橋構造、擁壁

構造を地平構造へ変更した。 

4 14 

6.2.2 事業計画 表 6.2.2-1 事業

計画の概要 

図 6.2.2-1 事業

区間平面図及び

縦断図 

 

事業計画の具体化により、東京貨物ターミナルか

ら羽田空港新駅（仮称）までのルートを決定した。 

東京貨物ターミナル改良区間の高架橋構造、擁壁

構造を地平構造へ変更した。アクセス新線区間のシ

ールドトンネルの断面形状を複円断面から単円断面

へ変更するとともに、中間立坑の建設を取りやめた。 

6 

～ 

7 

16 

～ 

17 

ア  東海道線接

続区間 

事業計画の具体化により、擁壁部の断面幅員を変

更した。 

8 

～ 

9 

18 

～ 

19 

ウ  東京貨物タ

ーミナル内改良

区間 

事業計画の具体化により、高架橋構造を地平構造

へ変更した。 

留置線等の範囲を見直した。 

10 

～ 

11 

20 

～ 

21 

エ  アクセス新

線区間 

事業計画の具体化により、東京貨物ターミナルか

ら羽田空港新駅（仮称）までのルートを決定した。 

シールドトンネルの断面形状を複円断面から単円

断面へ変更した。合わせて、トンネルの構造物深さ

を変更した。 

開削トンネルの断面形状を変更した。 

空港新駅（仮称）の断面図を追記した。 

12 

～ 

13 

22 

～ 

23 

6.2.3 施設計画 (1)排水施設 

(2)換気施設 

(3)変電施設 

事業計画の具体化により、施設計画を追記した。 14 24 

～ 

26 

6.3 施工計画及び供用の計画 

6.3.1 

 

施工計画 (1)施工工程 事業計画の具体化により、施工計画を見直した。 15 27 

(2)施工方法 事業計画の具体化により、施工方法の記載を追記

した。 

16 28 

～ 

33 

(8)工事用車両運

行計画 

事業計画の具体化により、工事用車両の出入口及

び台数を見直した。 

17 

～ 

18 

37 

～ 

38 

 第 7 章 環境影響評価の項目 

7.1 選定した

項目及び

その理由 

表 7.1-1 環境影

響要因と環境影

響評価の項目と

の関連表 

事業計画の具体化により、選定項目を見直した。 

生物・生態系及び自然との触れ合い活動の場の項

目を削除し、土壌汚染を項目に追加した。 

103 51 
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表 10.1-1(2) 修正した箇所及び修正内容 

修正箇所 修正内容及び修正理由 
ページ 

調査 
計画書 

評価書 
案 

7.1 選定した

項目及び

その理由 

表 7.1-2 選定し

た項目及びその理

由 

事業計画の具体化により、中間立坑の建設を取り

やめたことから、生物・生態系及び自然との触れ合

い活動の場の項目を削除した。 

東京貨物ターミナル内改良区間において検修庫を

撤去し、土地を改変する計画であるが、過去にガソ

リンを取り扱っていた可能性が判明したため、土壌

汚染を項目に追加した。 

騒音・振動において工事用車両台数を見直した。 

史跡・文化財において事業区間周辺に新たな埋蔵

文化財包蔵地（高輪築堤跡）が確認されたため、選

定した理由を見直した 

104 

～ 

105 

52 

～ 

53 

7.2 選定しな

かった項

目及びそ

の理由 

表 7.2-1 選定し

なかった項目及び

その理由 

事業計画の具体化により、中間立坑の建設を取り

やめたことから、生物・生態系及び自然との触れ合

い活動の場の選定しなかった理由を追加した。 

新たな高架橋の建設を取りやめたことから、日影、

電波障害、風環境の選定しなかった理由を見直した。 

大気汚染において工事用車両台数を見直した。 

106 

～ 

107 

54 

～ 

55 

第 8 章 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

8.1 騒音・振

動 

8.1.2 予測 事業計画の具体化により、東京貨物ターミナル内

改良区間の高架橋構造を地平構造へ変更したことか

ら、鉄道騒音・振動の当該地点を予測地点から除外

した。 

120 

～ 

122 

87 

～ 

88 

8.2 土壌汚染 8.2.1 現況調査 

8.2.2 予測 

8.2.3 環境保全

のための措置 

8.2.4 評価 

土壌汚染を項目に追加した。 － 123 

～ 

131 

8.3 地盤 8.3.1 現況調査 事業計画の具体化により、調査地点を決定した。 123 

～ 

124 

133 

～ 

135 

8.4 水循環 8.4.1 現況調査 事業計画の具体化により、調査地点を決定した。 126 179 

～ 

180 

8.5 景観 8.5.1 現況調査 

8.5.2 予測 

事業計画の具体化により、高架橋及び中間立坑の

建設を取りやめたことから、調査地点及び予測地点

を削除した。京浜島つばさ公園展望台から空港島内

の鉄道施設が確認されることから、調査地点及び予

測地点を追加した。 

130 

～ 

131 

200 

～ 

201、 

207  

～ 

209  

8.6 史跡・文

化財 

8.6.2 予測 

 

事業区間周辺に新たな埋蔵文化財包蔵地（高輪築

堤跡）が確認されたため、予測対象に追加した。 

133 217 

～ 

218 

8.7 廃棄物 8.7.2 予測 

 

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見に

対応して、予測方法に類似事例による方法を記載し

た。 

137 228 

資料編 第 2 章 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

2.1 騒音・振

動 

2.1.2 予測 

【参考】高さ方向

の鉄道騒音の予測

結果 

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見及

び周知地域区長の意見に対応して、工事の完了後に

おける鉄道騒音の高さ方向の予測を実施した。 

― 191 
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10.2 調査計画書審査意見書に記載された知事の意見 

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見の全文は、以下に示すとおりである。 

 

(1)意見 

【騒音・振動】 

工事の完了後の鉄道騒音について、本事業区間周辺には中高層の住宅等が存在することから、

必要に応じて、高さ方向を含めた予測・評価を行うこと。 

 

【生物・生態系、自然との触れ合い活動の場 共通】 

京浜島つばさ公園付近は、本事業による中間立坑、換気施設等の工事が予定されているが、そ

の位置、規模、施工方法等が不明確であることから、これらを示した上で、京浜島つばさ公園周

辺における生物・生態系、自然との触れ合い活動の場に与える変化の内容及びその程度が明らか

になるよう適切に予測・評価すること。 

 

【廃棄物】 

本事業では、事業区間約 12km のうち約 5km はシールド工法を用いたトンネル区間であり、大

量の建設発生土の排出及び立坑の掘削に伴う廃棄物の発生も想定されることから、予測に際して

は、施工計画の内容に加え類似事例を参考に、発生廃棄物等の種類、排出量についてより詳細に

検討し、再資源化等の予測・評価を行うこと。 

 

(2)その他 

環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定するに当たっては、条例第 47 条第 1 項の規定に

基づき、調査計画書に係る周知地域区長の意見及び今後の事業計画の具体化を踏まえて検討する

こと。 

なお、選定した環境影響評価の項目のほか、事業計画の具体化に伴い、新たに調査等が必要と

なる環境影響評価の項目が生じた場合には、環境影響評価書案において対応すること。 
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10.3 調査計画書に対する都民の意見書及び周知地域区長の意見の概要 

調査計画書に対する都民の意見書及び周知地域区長の意見の件数は、表 10.3-1 に示すとおりで

ある。 

表 10.3-1 意見書等の件数 

意見書等 件数 

都民の意見書 0 件 

周知地域区長の意見 3 件 

合 計 3 件 

 

10.3.1 周知地域区長の意見の概要 

周知地域区長である港区長、品川区長及び大田区長から提出された調査計画書に対する意見の

概要は、表 10.3.1-1 に示すとおりである。 

表 10.3.1-1(1) 周知地域区長の意見の概要（港区） 

項 目 意見の概要 

総論 

1 環境影響評価書案を作成する際には、調査の方法、評価の基準などについて、内容及

び表現をさらに工夫し、本計画の特徴が適切に表記されるなど、区民が理解しやすいも

のとなるようにしてください。 

2 計画地周辺の住民及び関係者等から羽田空港アクセス線（仮称）整備事業（以下「本

事業」という。）のほか、関連する街づくり等の意見・要望等についても尊重し、真摯に

対応してください。 

各論 

 

1 騒音 

騒音の現地調査地点について、環境騒音地点として区内には「E-2」が設定されています

が、工事完了後に比較をするためにも環境騒音の調査地点は、予測地点と同じ個所に設

定してください。 

また、予測地点については、計画線近接側軌道中心から 12.5m、地上 1.2m の高さとして

いますが、東海道線から分岐した以降は、区内のほとんどが高架橋区間となること、予

測地点「T-1」から「T-7」までの計画線の両側方には、超高層集合住宅が多数建ってい

ることから、地上 1.2m の高さのみの予測及び評価では不十分であると考えられますの

で、高層階（高架橋と同じ高さ以上）における騒音影響についても予測及び評価を行っ

てください。 

2 その他 

本事業の実施にあたっては、計画線及び既設鉄道線の下を横断する通路及び隣接する区

立本芝公園に対する影響や支障が出ないよう、十分に配慮してください。また、園内の

施設等について、支障移設する場合は、関係部署と事前に協議してください。 
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表 10.3.1-1(2) 周知地域区長の意見の概要（品川区） 

項 目 意見の概要 

環境 

全般 

1 計画地至近には近年高層マンション等が建設されており居住者が増加傾向にあること、

また工事用車両の現況交通量に対する増加割合が他区と比較して高いことから、工事施工

前、工事施工中および供用開始後に、地元住民等への説明や安全確保を十分おこなうほか、

理解と協力が得られるよう最大限努力してください。また、地元住民からの問い合わせ、

苦情等に対し、速やかに対応してください。 

2 供用開始後は事後調査をおこない、環境影響評価の予測と異なる状況が認められた場合

には、適切な措置を迅速に講じてください。 

騒音 

・ 

振動 

工事施工中は、関係法令の基準を遵守するとともに、低騒音・低振動型の建設機械・工法

の採用を図り、騒音・振動の低減に努めてください。また、夜間を含めた作業期間や時間

については、周辺住民への騒音・振動による影響を最小限にとどめるよう配慮してくださ

い。 

史跡・ 

文化財 

港区港南 5丁目から品川区東品川 5丁目 8番の既設線は埋蔵文化財包蔵地の品川台場に隣

接しており、事前に両区の文化財担当部署へ十分な情報提供をお願いします。 

その他 

1 区内において調査等を実施する際は、当区の所管部門と連携し、事前に十分な住民説明

を実施して下さい。 

2 計画に変更等が生じた際には、当区の所管部門および企画調整課まで速やかにお知らせ

下さい。 
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表 10.3.1-1(3) 周知地域区長の意見の概要（大田区） 

項 目 意見の概要 

1 全体を通した

意見 

 

中間立坑が設置される京浜島は、区内の先端技術工場が密集しており、ナノテク

ノロジー等の超精密加工工場も多い。また、自然観察路「海と埋立地のみち」の

コース上にあり、大田区が面する東京湾と京浜島などの埋立地に生息する生き物

や水辺の鳥を観察するコースとして、大田区ならではの特色のある自然環境が存

在している。 

京浜島は人工的な環境だけではなく、自然があふれ、多くの工場、労働者のいる

地域であるとの認識の上で、環境影響評価を進めていただきたい。 

また、臨海部への交通量の増大は大田区にとって喫緊の課題であり、区では平成

30 年 11 月に環状八号線沿道に新たに大気汚染測定局を新設し、大気への影響を

把握しているところである。そのような課題にもこたえる評価をしていただきた

い。 

2 

各

章

に

つ

い

て

の

意

見 

(1) 

対象事業の

目的と内容 

(第 4 章) 

 

工事内容はこの先に具体化するとのことだが、中間立坑の施工方法についての記

載が全くない。中間立坑の工事は、規模により土壌汚染対策法等の義務が生じる

こと、大量の掘削土壌と泥水が発生すること、工事完了後には換気施設稼働によ

る騒音・振動等が発生することが想定される。 

本事業における工事用車両台数が示され、現況交通量に対する増加割合が具体的

に示されていることから、ある程度の立坑の規模の想定はあると考える。その内

容を示し、環境保全に係る配慮事項をさらに具体的に示すこと。 

(2) 

地域の概況

の環境項目

について

(第 6 章） 

 

ア 大気汚染 

事業区間周辺の大気質の測定について、大田区では平成 30 年 11 月より羽田五丁

目に羽田自排局を新設し測定を開始している。工事車両通行ルート沿いでもある

ので、その結果も今後の評価に使用すること。 

イ 土壌汚染 

土壌汚染対策法に基づく指定区域についてのみ記載されているが、地上部分の工

事は土地の改変となるため、改変の規模により土壌汚染対策法に基づく調査を実

施すること。特に、中間立抗の建設については掘削土壌が発生するため、土壌の

汚染状態調査を実施すること。 

ウ 生物生態系 

大田区では 3 年ごとに水生生物調査を実施しており、直近では平成 28 年度に実施

しているので現況把握の資料とすること。 

京浜島つばさ公園での魚類と底生動物、京浜島つばさ公園から緑道公園での鳥類

の調査を実施しており、環境省レッドリストに掲載されている重要種も確認され

ている。その結果を、今後の評価に使用すること。 

(3) 

環境影響評

価の項目、

調査等の手

法について

(第 7 章、

第 8 章） 

 

ア 選定した項目 

（ア）騒音・振動 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音・振動については周辺環境に及ぼす影響が

小さいため評価項目として選定しないとなっている。しかし、環境影響評価の考

え方は、少しでも影響があると想定される項目について、影響を科学的に正確に

把握し評価するものである。増加割合が 3%だから影響が少ないので選定しないの

ではなく、選定した上で影響がないこと調査し評価すること。 

低周波に関して、換気施設の環境保全対策が示されない中、適切な対策を講じる

から評価項目としないということでは理解できない。環境保全対策を具体的に示

し、評価すること。 

建設工事による振動についても評価が必要と考える。京浜島は工場が密集してお

り、ナノテクノロジー等の超精密加工工場も多い。建設機械の稼働だけでなく、

シールド工事及び中間立抗の工事による影響についても評価していただきたい。 

また、工事完了後における、換気施設等の影響についても調査すること。 
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表 10.3.1-1(4) 周知地域区長の意見の概要（大田区） 

項 目 意見の概要 

2 

各 

章 

に 

つ 

い 

て 

の 

意 

見 

 

(3) 

環境影響評

価の項目、

調査等の手

法について

(第 7 章、第

8 章） 

 

（イ）生物、生態系 

京浜島つばさ公園は人工的な環境から成る公園であると把握しているが、今回

の事業区間である「東京湾野鳥公園・京浜島つばさ公園」は、自然観察路「海

と埋立地のみち」のコース上にあり、大田区が面する東京湾と京浜島などの埋

立地に生息する生き物や水辺の鳥を観察するコースとして、大田区ならではの

特色のある自然環境が存在している。引き潮時には干潟もあり、重要種も生息

する自然が広がっている場所との認識の上で、調査、評価をしていただきた

い。公園付近に構築される中間立坑を施工する時には、建設資材の搬入や建設

発生土の搬出など行われることが予想されることから、京浜島つばさ公園含む

周辺に生息する生き物に影響を与えないように建設機械の稼働及び工事車両の

運行に関する計画を適切に設定して、これを踏まえた現地調査及び予測・評価

を行うこと。 

また、大田区では「おもてなしのまちづくり」として、アオスジアゲハの舞う

ロマンティックな空間づくりを目指し、「ブルートライアングルプロジェクト」

を実施している。 

東京湾野鳥公園は、アオスジアゲハの産卵が確認されるなど、「ブルートライア

ングルプロジェクト」に向けて重要となる、多様性に富んだ自然環境が保全さ

れており、今回の事業による影響が懸念される。工事の施工中において、シー

ルドトンネルで通過するため、地上部の改変はないとのことだが、鳥類のみな

らず、アオスジアゲハなどの生息環境の変化についても調査をしていただきた

い。 

また、東京湾野鳥公園には、環境省の第 4 次レッドリスト（平成 24 年 8 月）で

絶滅危惧Ⅱ類に位置付けられている野鳥「コアジサシ」の生息も確認されてい

る。事業区間の周辺にある「森ケ崎水再生センター」においては、NPO 法人・

東京都下水道局・大田区が協力し、屋上営巣地を整備し、コアジサシ繁殖地の

保全を図っている状況である。東京湾野鳥公園及び事業区間周辺において、コ

アジサシ等の生息環境の変化について、既存資料調査による方法以外の調査方

法も検討していただきたい。 

京浜島つばさ公園もコアジサシの屋上営巣地周辺にあるため、工事の完了後に

おいて地上部に換気施設等が存在することにおける、コアジサシ等の鳥類の生

活環境への影響についても調査していただきたい。 

（ウ）自然との触れ合い活動の場 

京浜島つばさ公園付近に構築される中間立坑を施工する時、建設資材の搬入や

建設発生土の搬出など行われることが予想されることから、公園を含む周辺の

現在の良好な環境に影響を極力与えないように建設機械の稼働及び工事車両の

運行に関する計画を適切に設定して、これを踏まえた現地調査及び予測・評価

を行うこと。 

（エ）廃棄物 

中間立坑部、シールドトンネル部及び開削トンネル部の施工に伴い発生する建

設発生土及び建設廃棄物の搬出量については運搬車両台数に係るための予測を

適切に行うこと。 

また、建設発生土に自然由来のヒ素など有害物質が含まれる可能性があること

を踏まえ適切に管理方法（保管・運搬・再利用など）についても詳しく記述す

ること。 

イ選定しなかった項目 

（ア）大気汚染 

工事に伴う粉じん等、工事用車両の走行と建設機械の稼働等に伴う大気汚染に

ついて、影響が小さいから選定しないのではなく、評価項目として選定して影

響が小さいことを示していただきたい。 
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表 10.3.1-1(5) 周知地域区長の意見の概要（大田区） 

項 目 意見の概要 

2 

各 

章 

に 

つ 

い 

て 

の 

意 

見 

 

(3) 

環境影響評

価の項目、

調査等の手

法について

(第 7 章、第

8 章） 

 

（イ）水質汚濁 

具体的な工法が示されない中で、工事で発生する濁水等を工事区域内で処理した

後、下水道に放流するから水質汚濁に影響を及ぼさないというだけでは理解でき

ない。汚染濃度の確認方法、汚染が確認された場合の処理方法等を明示して、水

質汚濁に影響を及ぼさないことを示していただきたい。 

（ウ）温室効果ガス 

温室効果ガスの発生は建設機材等の稼働が限定的であるため影響は少ない、との

ことであるが、自治体における温室効果ガス排出量の削減は喫緊の課題である。 

本事業においては、工事期間、事業面積等を踏まえても、建設機材の稼働に限ら

ず、建設資材や機械の運搬に伴う車両の運行、建設資材の使用、廃棄物の発生な

ど、温室効果ガスが相当程度発生することが予想される。 

また、工事完了後においても、駅施設の運用や車両の運行などに伴い、電気・ガ

ス・燃料など多くのエネルギーの使用による温室効果ガスの発生が見込まれる。 

以上のことから、温室効果ガスについて環境影響評価の項目として追加する方向

で再度検討するとともに、工事期間中から供用後において、省エネルギー型の設

備機器等を導入し、温室効果ガスの排出抑制に努めていただきたい。 
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第11章 その他 

11.1 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令 

対象事業に必要な許認可等及び根拠法令は、表 11.1-1に示すとおりである。 

表 11.1-1 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令 

根拠法令名 条 項 許認可等 

鉄道事業法 

第 3条 鉄道事業の許可 

第 7条 鉄道事業基本計画の変更の認可 

第 8条 工事の施行の認可 

第 12 条 鉄道施設の変更の認可 

第 61 条 道路の縦断占用の許可 

道路法 第 32 条 道路の占用の許可 

道路交通法 第 77 条 道路の使用の許可 

建築基準法 第 6条 建築物の建築等に関する申請及び確認 

消防法 第 7条 建築許可等についての消防長又は消防署長の同意 

 

11.2 調査等を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに調査等の全部又は一部

を委託した場合にあっては、その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 

(1) 作成した者 

名 称：東日本旅客鉃道株式会社 

代表者：代表取締役社長 深澤 祐二 

所在地：東京都渋谷区代々木二丁目 2番 2号 

 

(2) 委託を受けた者 

名 称：パシフィックコンサルタンツ株式会社 

代表者：代表取締役社長 重永 智之 

所在地：東京都千代田区神田錦町三丁目 22番地 
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11.3 評価書案を作成するに当たって参考とした資料の目録 

(1) 「東京都建設リサイクルガイドライン」（令和 3年 4月 東京都） 

(2) 「東京都建設泥土リサイクル指針」（平成 30年 4月 東京都） 

(3) 「平成 27年度全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査集計表」 

（令和 3年 4月 国土交通省ウェブサイト） 

(4) 「23区内都道検索・閲覧システム」（令和 3年 4月 東京都建設局ウェブサイト） 

(5) 「「未来の東京」戦略ビジョン」（令和元年 12月 東京都） 

(6) 「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） 

(7) 「東京の都市づくりビジョン(改定)」（平成 21年 7月 東京都） 

(8) 「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） 

(9) 「東京地域公害防止計画」（平成 24年 3月 東京都） 

(10) 「東京都環境基本計画 2016」（平成 28年 3月 東京都）  

(11) 「東京都景観計画（改定）」（平成 30年 8月 東京都） 

(12) 「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成 28年 3月 東京都） 

(13) 「ゼロエミッション東京戦略」（令和元年 12月 東京都） 

(14) 「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都） 

(15) 「港区基本構想」（平成 14年 12 月 港区） 

(16) 「港区まちづくりマスタープラン」（平成 29年 3月 港区） 

(17) 「港区環境基本計画」（平成 30 年 2月 港区） 

(18) 「港区景観計画 平成 27年度（2015 年）改定」（平成 27年 12月 港区） 

(19) 「品川区基本構想」（平成 20年 4月 品川区） 

(20) 「品川区長期基本計画【改訂版】」（平成 26年 4月 品川区） 

(21) 「品川区まちづくりマスタープラン」（平成 25年 2月 品川区） 

(22) 「品川区環境基本計画」（平成 30年 3月 品川区） 

(23) 「品川区景観計画」（平成 23年 1月 品川区） 

(24) 「大田区基本構想」（平成 20年 10月 大田区） 

(25) 「大田区都市計画マスタープラン」（平成 23年 3月 大田区） 

(26) 「大田区環境基本計画（後期）」（平成 29年 3月 大田区） 

(27) 「大田区景観計画」（平成 25年 10月 大田区） 

(28) 「低周波音防止対策事例集」（令和 3年 4月 環境省ウェブサイト） 

(29) 「平成 30年度鉄道騒音・振動調査結果報告書」（令和元年 7月 東京都環境局） 

(30) 「令和元年度鉄道騒音・振動調査結果報告書」（令和 2年 8月 東京都環境局） 

(31) 「港区用途地域地区等図（令和 2年 3月現在）」（令和 3年 4月 港区ウェブサイト） 

(32) 「品川区統合型地図提供サービス 用途地域等指定図」（令和 3年 4月 品川区ウェブサイト） 

(33) 「まちマップおおた 都市計画・景観計画 用途地域」（令和 3年 4月 大田区ウェブサイト） 

(34) 「東京都土地利用現況図〔建物用途別〕(区部)」（平成 28年 東京都都市整備局） 

(35) 「区立小・中学校」（令和 3年 4月 港区ウェブサイト） 

(36) 「区立小学校・義務教育学校（前期課程）」（令和 3年 4月 品川区ウェブサイト） 

(37) 「私立学校一覧」（令和 3年 4月 公益財団法人東京都私学財団ウェブサイト） 



130 

(38) 「区立中学校・義務教育学校（後期課程）」（令和 3年 4月 品川区ウェブサイト） 

(39) 「令和 3年度 東京都立高等学校等一覧（令和 3年 4月 1日現在）」 

（令和 3年 4月 東京都教育委員会ウェブサイト） 

(40) 「高等学校等」（令和 3年 4月 品川区ウェブサイト） 

(41) 「港区内の専修学校・各種学校一覧」（令和 3年 4月 港区ウェブサイト） 

(42) 「特別支援学校（都立・公立）一覧」（令和 3年 4月 東京都教育委員会ウェブサイト） 

(43) 「短期大学・大学」（令和 3年 4月 品川区ウェブサイト） 

(44) 「国立大学」（令和 3年 4月 文部科学省ウェブサイト） 

(45) 「私立大学（東京都）」（令和 3年 4月 文部科学省ウェブサイト） 

(46) 「公私立短期大学」（令和 3年 4月 文部科学省ウェブサイト） 

(47) 「港区内認可保育園等の紹介）」（令和 3年 4月 港区ウェブサイト） 

(48) 「認証保育所一覧」（令和 3年 4月 港区ウェブサイト） 

(49) 「区立幼稚園一覧」（令和 3年 4月 港区ウェブサイト） 

(50) 「港区内の私立幼稚園」（令和 3年 4月 港区ウェブサイト） 

(51) 「保育園のご案内（2021年 4月版）」（令和 3年 4月 品川区ウェブサイト） 

(52) 「認証保育所」（令和 3年 4月 大田区ウェブサイト） 

(53) 「特別養護老人ホーム一覧（令和 3年 4月 1日現在）」 

（令和 3年 4月 東京都福祉保健局ウェブサイト） 

(54) 「介護老人保健施設一覧（令和 3年 4月 1日現在）」 

（令和 3年 4月 東京都福祉保健局ウェブサイト） 

(55) 「有料老人ホーム一覧（令和 3年 4月 1日現在）」 

（令和 3年 4月 東京都福祉保健局ウェブサイト） 

(56) 「軽費老人ホーム（ケアハウス）一覧（令和 3年 4月 1日現在）」 

（令和 3年 4月 東京都福祉保健局ウェブサイト） 

(57) 「認知症高齢者グループホーム一覧（令和 3年 4月 1日現在）」 

（令和 3年 4月 東京都福祉保健局ウェブサイト） 

(58) 「小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護施設一覧（平成 30年 9月 1日現在）」 

（令和 3年 4月 東京都福祉保健局ウェブサイト） 

(59) 「養護老人ホーム一覧（平成 30 年 9月 1日現在）」 

（令和 3年 4月 東京都福祉保健局ウェブサイト） 

(60) 「東京都医療機関案内サービスひまわり」（令和 3年 4月 東京都福祉保健局ウェブサイト） 

(61) 「生活騒音パンフレット（2019 年 3月 環境省） 

(62) 「東京都総合地盤図Ⅰ 東京の地盤（1）」（昭和 52年 8月 東京都土木技術研究所） 

(63) 「建設工事騒音の予測モデル "ASJ CN-Model 2007"」（平成 20年、日本音響学会） 

(64) 「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(改訂版)」 

(昭和 62年 6月 社団法人 日本建設機械化協会) 

(65) 「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック【第 3版】」 

（平成 13年、社団法人日本建設機械化協会） 

(66) 「鉄道高架化に伴う環境予測調査」（昭和 56年 3月 東京都） 
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(67) 「環境振動予測手法の現状と適用事例」 

（1997 年 社団法人日本騒音制御工学会 技術レポート） 

(68) 「地図・空中写真閲覧サービス」（令和 3年 4月 国土地理院ウェブサイト） 

(69) 「要措置区域等の指定状況」（令和 3年 4月 東京都環境局ウェブサイト） 

(70) 「新版 東京港地盤図」（平成 13年 6月 東京都港湾局） 

(71) 「東京の湧水マップ」（令和 3年 4月 東京都環境局ウェブサイト） 

(72) 「港区みどりの実態調査（第 9次）報告書」(平成 29年 3月 東京都環境局) 

(73) 「平成 30年都内の地下水揚水の実態（地下水揚水調査報告書）」 

（令和 2年 3月 東京都環境局） 

(74) 「水準基標測量成果表（基準日：令和 2年 1月 1日）」 

（令和 2年 7月 東京都土木技術支援・人材育成センター） 

(75) 「地盤調査 基本と手引き」（平成 17年 4月 (社)地盤工学会） 

(76) 「過去の気象データ検索」(令和 3年 4月 気象庁ウェブサイト) 

(77) 「平成 31年度 東京国際空港基準点測量及び施設・地盤動態観測調査」 

（令和 2年 3月 国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所） 

(78) 「品川駅・田町駅周辺まちづくりガイドライン 2020」（令和 2年 3月 東京都） 

(79) 「港区緑と水の総合計画」（平成 23年 3月 港区） 

(80) 「港にぎわい公園づくり基本方針」（平成 28年 3月 港区） 

(81) 「おおた都市づくりビジョン」（平成 29年 3月 大田区） 

(82) 「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」 

(令和 3年 4月 東京都教育委員会ウェブサイト) 

(83) 「港区埋蔵文化財包蔵地（遺跡）分布図（令和 2年 3月 1日現在）」 

（令和 3年 4月 港区教育委員会ウェブサイト） 

(84) 「埋蔵文化財包蔵地一覧」（令和 3年 4月 品川区ウェブサイト） 

(85) 「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） 

(86) 「東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進

等の実施に関する指針」（平成 14年 5月 東京都） 
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