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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） 
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(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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