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11 その他 

11.1 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令 

 

許 認 可 等 根 拠 法 令 

建築確認申請 
建築基準法第 6条 

都市計画法第 53 条 

産業廃棄物処理施設の設置許可 
建築基準法第 51 条 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条 

工事計画届出 電気事業法第 48 条 

工場設置認可 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第 81 条 

特定施設設置届出 
騒音規制法第 6条 

振動規制法第 6条 

一般粉じん発生施設の設置届出 大気汚染防止法第 18 条 

 

 

11.2 評価書案を作成した者並びに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 

 

調査計画書の作成者 

名 称  ：世紀東急工業株式会社 

 

代表者 ：代表取締役 平 喜一 

 

所在地 ：東京都港区三田三丁目 13 番 16 号 

業務受託者 

名 称 ：株式会社ＰＣＥＲ  

 

代表者 ：代表取締役 笠井 睦  

 

所在地 ：千葉県流山市鰭ヶ崎 474 
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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 

 

・「地図・空中写真閲覧サービス」（令和２年 10 月閲覧、国土地理院ホームページ） 

・植栽時における在来種選定ガイドライン～生物多様性に配慮した植栽を目指して～ 

(平成 26 年５月、東京都環境局) 

・「未来の東京」戦略ビジョン(令和元(2019)年 12 月、東京都) 

・「東京都環境基本計画」（平成 28 年３月、東京都） 

・ゼロエミッション東京戦略(令和元（2019）年 12 月、東京都環境局) 

・「ヒートアイランド対策ガイドライン」(平成 17 年７月、東京都) 

・「東京が新たに進めるみどりの取組」(令和元年５月、東京都) 

・「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) 

・「東京都資源循環・廃棄物処理計画～Sustainable Design Tokyo～」 

（平成 28 年３月、東京都） 

・「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年４月、東京都） 

・「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７月、東京都） 

・「東京都景観計画」（平成 30 年８月改定、東京都） 

・「江戸川区基本構想」(平成 14 年７月、江戸川区) 

・「江戸川区基本計画(後期)えどがわ 10 年プラン～共育 協働 安心への道～」 

(平成 24 年２月、江戸川区) 

・「江戸川区実施計画 平成 30 年度(2018 年度)～32 年度(2020 年度)～ 

共育 協働 安心への道～」(平成 30 年３月、江戸川区) 

・「第２次エコタウンえどがわ推進計画」(平成 30 年３月、江戸川区) 

・「江戸川区都市計画マスタープラン」(平成 31 年３月、江戸川区) 

・「江戸川区景観計画」(平成 23 年４月、江戸川区) 

・「江戸川区みどりの基本計画～水･緑、ともに生きる豊かな暮らし～」 

(平成 25 年４月、江戸川区) 

・「Edogawa ごみダイエットプラン(江戸川区一般廃棄物処理基本計画)」 

(平成 28 年３月、江戸川区) 

・「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和２年 10 月閲覧、東京都環境局ホームページ） 

・「平成 30 年度大気環境調査報告書」(令和２年 10 月閲覧、千葉県ホームページ) 

・「平成 30(2018)年度大気環境常時監視測定局測定結果月間値・年間値」 

(令和２年 10 月閲覧、千葉県ホームページ) 

・「常時監視結果(過去データ)」(令和２年 10 月閲覧、千葉県ホームページ) 

・「数値地図 2500(土地条件)」(令和２年 10 月閲覧、国土地理院ホームページ) 

・「日本の地形レッドデータブック第１集―危機にある地形―」(平成 12 年 12 月、古今書院) 

・「日本の地形レッドデータブック第２集―危機にある地形―」(平成 14 年３月、古今書院) 

・「土地分類基本調査(垂直調査)地質断面図」 

(令和２年 10 月閲覧、国土交通省国土政策局ホームページ) 
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・「国土数値情報 都市地域土地利用細分メッシュデータ」 

(令和２年 10 月閲覧、国土交通省国土政策局 GIS ホームページ) 

・「平成 27 年度 道路交通センサス(全国道路・街区交通情勢調査)一般交通量調査 DVD-ROM」 

(平成 30 年３月、一般社団法人 交通工学研究会) 

・「平成 22 年度 道路交通センサス(全国道路・街区交通情勢調査)一般交通量調査 DVD-ROM」 

(平成 24 年 12 月、一般社団法人 交通工学研究会) 

・「平成 17 年度 道路交通センサス(全国道路・街区交通情勢調査)一般交通量調査 DVD-ROM」 

(平成 19 年８月、一般社団法人 交通工学研究会) 

・「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) 

・「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) 

・「平成 27 年度 都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」 

(平成 29 年 11 月、東京都環境局) 

・「平成 30 年度 道路交通騒音振動調査結果」 

(令和２年 10 月閲覧、東京都環境局ホームページ) 

・「令和元年度 千葉県環境白書」(令和２年 10 月閲覧、千葉県ホームページ) 

・「低周波音の測定方法に関するマニュアル」(平成 12 年 10 月、環境庁大気保全局) 

・「建設工事騒音の予測モデル"ASJ CN-Model 2007"」(2008 年、日本音響学会誌 64 巻 4 号) 

・「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」(平成 9年７月、建設省告示第 1536 号) 

・「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２月、(社)日本建設機械化協会) 

・「建設騒音及び振動の防止並びに排除に関する調査試験報告書」 

(昭和 54 年、建設省土木研究所) 

・「建設作業振動対策マニュアル」(平成６年４月、(社)日本建設機械化協会) 

・「建設工事に伴う騒音・振動の分析結果」 

(平成 22 年度 都土木技術支援・人材育成センター年報) 

・「道路交通騒音の予測モデル“ASJ RTN-Model2018”」(2019 年、日本音響学会誌 75 巻 4 号) 

・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」(平成 18 年９月、環境省) 

・「騒音制御工学ハンドブック(資料編)」(平成 13 年、社団法人日本音響制御工学会) 

・「建築設備の騒音対策」(平成 11 年、社団法人日本音響制御工学会) 

・「えどがわ百景」(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

・「えどがわマップ(地図情報)」(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

・「いちかわ景観 100 選」(平成 19 年 10 月、市川市) 

・「うらやす景観資源リスト」(令和２年 10 月閲覧、浦安市ホームページ) 

・「建築系混合廃棄物の原単位調査報告書」(平成 24 年 11 月、社団法人日本建設業連合会) 

・「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 2年 4月、東京都環境局) 
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・「自然環境調査 Web-GIS 植生調査(1/25,000)」 

(令和２年 10 月閲覧、生物多様性センターホームページ) 

・「平成 29 年度 水辺環境調査報告書 新中川･東なぎさ【魚類・底生動物】」 

(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

・「平成 30 年度 水辺環境調査報告書 江戸川･旧江戸川･東なぎさ【魚類・底生動物】」 

(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

・「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」(昭和 53 年、都条例 63 号) 

・「千葉県建築基準法施行条例」(昭和 36 年、県条例第 39 号) 

・「江戸川区都市計画情報提供サービス」(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

・「市川市地図情報システム いち案内」(令和２年 10 月閲覧、市川市ホームページ) 

・「地理情報システム都市計画情報地図」(令和２年 10 月閲覧、浦安市ホームページ) 

・「令和元年度 東京都公立学校一覧」（令和２年 10 月閲覧、東京都教育委員会ホームページ） 

・「私立幼稚園」(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

・「令和元年版教育便覧」(令和２年 10 月閲覧、千葉県ホームページ) 

・「社会福祉施設等一覧」(令和２年 10 月閲覧、東京都福祉保健局ホームページ) 

・「社会福祉施設等一覧表(令和元年度)」(令和２年 10 月閲覧、千葉県ホームページ) 

・「東京都における医療機能ごとの病床の現状」 

（令和２年 10 月閲覧、東京都福祉保健局ホームページ） 

・「千葉県における医療機能ごとの病床の現状」（令和２年 10 月閲覧、千葉県ホームページ） 

・「図書館」（令和２年 10 月閲覧、浦安市ホームページ） 

・「江戸川区の文化財・関連施設」(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

・「県・市指定文化財」(令和２年 10 月閲覧、浦安市ホームページ) 

・「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」 

(令和２年 10 月閲覧、東京都教育委員会ホームページ) 

・「えどがわマップ(地図情報)」(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

・「市川市公園ガイドマップ」(平成 28 年３月、市川市水と緑の部) 

・「浦安市公園ガイドマップ」(令和２年４月、浦安市都市整備部) 

・「武蔵野の路」(平成３年、東京都建設局) 

・「えどがわ百景 探訪マップ 葛西エリア」(令和２年 10 月閲覧、江戸川区ホームページ) 

・「まち巡り」(令和２年 10 月閲覧、浦安コンベンション協会ホームページ) 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書に掲載した５万分１地図及び２万５千分１の地図は、国土地理院長の承認を得

て、同院発行の５万分１地形図及び２万５千分１地形図を複製したものである。 

本書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。 

(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 2JHf 414) 

 

本書に掲載した２千５百分の１及び１万分の１の地図は、国土地理院長の承認を得

て、同院発行の基盤地図情報を使用したものである。 

(測量法に基づく国土地理院長承認(使用)R 2JHs 617) 
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