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8.10 自然との触れ合い活動の場 

8.10.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.10-1に示すとおりである。 

 

表 8.10-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

①主要な自然との触れ合い活動の場の状況  

②地形等の状況 

③土地利用の状況 

④自然との触れ合い活動の場に係る計画等 

⑤法令による基準等 

工事の施行中においては建設工事及び工事用車両の
走行により、工事の完了後においては新たな建築物等
の存在により、自然との触れ合い活動の場の持つ機能
に影響を及ぼすおそれがあるため、事業区域及びその
周辺について左記の事項に係る調査が必要である。 

 

(2) 調査結果 

主要な自然との触れ合い活動の場の状況 

既存資料調査 

事業区域周辺の主要な自然との触れ合い活動の場としては、「荏原北西部コース」、「武蔵

小山商店街と薬草園コース」等の品川区が選定した散歩道がある。 

 

地点 1：荏原北西部コース 

武蔵小山駅から筍の碑や旧中原街道の供養塔、街角にたたずむ地蔵様をめぐり荏原中

延駅に至る散策コース。 

 

地点 2：荏原南西部コース 

武蔵小山駅から荏原町駅を経て荏原中延駅に至る散策コース。旗の台、源氏前など源氏

ゆかりの地名とともに、この地域の古い歴史を伝える。 

 

地点 3：西五反田コース 

武蔵小山駅から目黒不動を経由して五反田駅に至る散策コース。江戸の人々の信仰を

集めた目黒不動を参詣したあと品川に遊ぶコースは、明治・大正にも親しまれた。 

 

地点 4：武蔵小山商店街と薬草園コース 

武蔵小山駅、武蔵小山商店街、星薬科大学薬用植物園、林試の森公園をめぐる所要約 2 

時間の周遊コース。 
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図 8.10-1 
 

利用状況調査地点 

注）この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）3都市基交著第 119号 



176 

現地調査 

既存資料調査により抽出した事業区域周辺の主要な自然との触れ合い活動の場（図8.10-

1 に示す各散策ルート）の利用状況は、全 4 コースとも一日を通して歩行者や自転車等は

混雑しておらず、空間的利用状況に余裕が見られた。 

 

地形等の状況 

事業区域及びその周辺における地形の状況は、「8.1大気汚染 8.1.1現況調査 (4)調査

結果 3）地形及び地物の状況」（p.53）に示すとおりである。 

 

土地利用の状況 

事業区域及びその周辺における土地利用の状況は、「8.1大気汚染 8.1.1現況調査 (4)

調査結果 4）土地利用の状況」（p.53）に示すとおりである。 

 

自然との触れ合い活動の場に係る計画等 

自然と触れ合い活動の場に関する東京都及び品川区の計画概要等としては、みどりの新

戦略ガイドライン（平成 18 年 1 月 東京都都市整備局）、品川区水とみどりの基本計画・

行動計画 -水とみどりがつなぐまち- （平成 29年 6月 品川区）がある。 

 

法令による基準等 

自然と触れ合い活動の場に関する東京都及び品川区の法令としては、東京における自然

の保護と回復に関する条例（平成 12 年 12 月 22 日 都条例第 216 号）、品川区みどりの条

例（平成 6年 3月 30日 品川区条例第 19号）がある。 
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8.10.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、「自然との触れ合い活動の場の持つ機能の変化の程度」とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

工事の施行中及び完了後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、事業区域及びその周辺とした。 

 

(4) 予測方法 

予測方法は、施工計画、事業計画及び現地調査結果等に基づき、自然との触れ合い活動

の場の持つ機能の変化の程度を定性的に予測した。 

 

(5) 予測結果 

工事の施行中 

工事の施行中は、現況調査を実施した散策コースの内「武蔵小山商店街と薬草園コース」

を除く、「荏原北西部コース」、「荏原南西部コース」、「西五反田コース」の 3 コースを工

事車両が通行する計画である。 

現地調査の結果、工事車両の通行ルートと重複する散策コースは、現状も自動車と人の

両方が使用している場であり、一時的に工事車両が増えるものの、工事車両の通行に対し

て、制限速度の遵守、主要箇所への交通誘導員の配置等を適切に行うことにより、自然と

の触れ合い活動の場の持つ機能の変化の程度は小さいと予測する。 

 

工事の完了後 

工事の完了後は、調査を実施した散策コース全てにおいて、関連車両の通行はないと想

定していることから、車両の通行は現況からの変化は少ないと予測する。 

なお、供用後は約 850 戸の住戸が建設され、住民及び商業施設利用者の増加が見込まれ

るが、散策コースの利用状況は混雑しておらず、現状に余裕があると考えられることから、

自然との触れ合い活動の場の持つ機能の変化の程度は小さいと予測する。 
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8.10.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

工事の施行中 

・工事車両の走行にあたっては、制限速度の遵守等の安全走行をするよう運転者への指

導を徹底する。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

工事の施行中 

・計画建築物の建設に伴い、東京都等と協議を行い周辺道路における歩行者空間確保等

の対策を行う。 

 

8.10.4 評価 

(1) 評価の指標 

評価の指標は、「東京都及び品川区が定めた計画、要綱等の中で設定している自然との触

れ合い活動の場に関する目標、方針等」とし、具体的には「自然との触れ合い活動の場の

持つ機能に著しい影響を及ぼさないこと」とした。 

 

(2) 評価の結果 

工事の施行中 

工事の施行中は、現況調査を実施した散策コースの内「武蔵小山商店街と薬草園コース」

を除く、「荏原北西部コース」、「荏原南西部コース」、「西五反田コース」の 3 コースを工

事車両が通行する計画である。 

現地調査の結果、工事車両の通行ルートと重複する散策コースは、現状も自動車と人の

両方が使用している場であり、一時的に工事車両が増えるものの、工事車両の通行に対し

て、制限速度の遵守、主要箇所への交通誘導員の配置等を適切に行うことにより、評価の

指標を満足するものと考える。 

 

工事の完了後 

工事の完了後は、調査を実施した散策コース全てにおいて、関連車両の通行はないと想

定していることから、車両の通行は現況と変化は少ないと予測する。 

なお、供用後は約 850 戸の住戸が建設され、住民及び商業施設利用者の増加が見込まれ

るが、散策コースの利用状況は混雑しておらず、現状に余裕があると考えられることから、

評価の指標を満足するものと考える。 
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8.11 廃棄物 

8.11.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

廃棄物に係る調査事項及び選択理由は、表 8.11-1に示すとおりである。 

 

表 8.11-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

①撤去建造物等の状況 

②建設発生土及び建設汚泥の状況 

③特別管理廃棄物の状況 

④廃棄物の処理の状況 

⑤法令による基準等 

工事の施行中には建設廃棄物及び建設発生土が、工事の
完了後には施設の供用に伴う廃棄物が排出されるため、事
業区域及びその周辺について左記の事項に係る調査が必
要である。 

 

(2) 調査結果 

撤去建造物等の状況 

撤去の対象となる主な既存建造物は図 8.11-1に示すとおりであり、既存建造物は全て撤

去する計画である。撤去対象部分の内訳及び面積は、表 8.11-2に示すとおりである。 

 

表 8.11-2 撤去建造物の構造及び面積 

構造 撤去部分 延床面積（m2） 

木造 

地上部 6,117 

地下部   73 

合計 6,190 

非木造 

（S、RC、SRC 合計） 

地上部 25,566 

地下部 2,093 

合計 27,659 

注 1）S:鉄骨造り、RC:鉄筋コンクリート造り、SRC:鉄骨鉄筋コンクリート造り 

注 2）既存建造物の規模・構造・面積については、登記簿等の既存資料に基づき算出した。 

 

建設発生土及び建設汚泥の状況 

事業区域の掘削工事に伴い想定される建設発生土の掘削土量は、表 8.11-3に示すとおり

約 103,600m3である。また、山留・杭工事による建設汚泥の土量は約 4,900m3であり、泥土

（建設汚泥）として発生すると想定される。 

 

表 8.11-3 建設発生土及び建設汚泥の状況 

項目 掘削土量（m3） 

掘削工事 建設発生土※1 約 103,600 

山留・杭工事 建設汚泥 約   4,900 

合計 約 108,500 

※1 建設発生土の量（体積）は掘削前の土量である。 
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特別管理廃棄物の状況 

石綿含有廃棄物については、昭和 30 年代から石綿の利用量は増加し、輸入量は昭和 49

年が最大であったが、その後の石綿含有建材、石綿含有摩擦材、石綿含有接着剤の輸入、

製造、使用の禁止に伴い、平成 17 年には国内の石綿輸入量は大幅に減少した。更に平成

18 年 9 月からの石綿含有製品の輸入、製造、使用が禁止され、平成 24年には適用除外製

品も含め全面禁止となっている。事業区域内の既存建造物の建築年は、昭和 30 年頃から

昭和 60 年頃にかけてのものが多く、撤去建造物から石綿含有廃棄物が発生する可能性が

考えられる。現在事業区域では施設が供用中のため、それらの撤去建造物については、今

後「労働安全衛生法」（昭和 47年法律第 57号）における「石綿障害予防規則」（平成 17年

2月 24 日 厚生労働省令第 21 号）及び「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）に基

づき、「建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュア

ル」（令和 3年 3月 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環

境局大気環境課）等に従い解体工事着手前に石綿含有建材の使用状況を調査し、使用が確

認された場合には、関係法令等に従い適切に処分する。 

ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物については、事業区域内の既存建造物は店舗、事務所、

住宅等であり、特別管理産業廃棄物はないものと考えられるが、解体工事に際して PCB含

有の可能性がある機器等について調査を行い、含有が確認された場合には、「ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成 13年 法律第 65号）に基

づき、適切に処理する。 

その他の特別管理廃棄物についても、工事の実施にあたりその存在が確認された場合に

は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年 12月 25日 法律第 137号）等関係

法令に基づき、適切に処理する。 
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図 8.11-1 
 

主な既存建造物 

注）この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）3都市基交著第 119号 

Ⅰ-① 

Ⅰ-② 
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廃棄物の処理の状況 

一般廃棄物 

事業区域（品川区）及び周辺地域（目黒区）における平成 30年度の 2区合計のごみ収集

量は 125,837.34tであり、近年は概ね横ばい傾向となっている。 

 

産業廃棄物 

東京都において平成 29 年度に排出された建設業の産業廃棄物排出量は 10,792 千 t で、

その内訳はがれき類（5,822 千 t、54%）と汚泥（3,844 千 t、36%）で 9 割を占めている。 

排出された産業廃棄物は、全排出量の 98.9%にあたる 10,673千 tが中間処理され、破砕、

脱水等による減量化ののち、直接再生利用される 13千 tと合わせて 8,385千 t（77.7%）

が再生利用されている。また、最終処分量は全体の 3.9%にあたる 421千 tである。 

 

法令による基準等 

廃棄物に係る法令 

廃棄物に係る法令等としては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月

25日 法律第 137号）、「循環型社会形成推進基本法」（平成 12年 法律第 110号）、「資源の

有効な利用の促進に関する法律」（平成 3 年 4 月 26 日 法律第 48 号）、「建設リサイクル

法」、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（平成 7年 法律第 102

号）、「東京都廃棄物条例」（平成 4 年 6 月 24 日 条例第 140 号）及び「品川区廃棄物の処

理及び再利用に関する条例」（平成 11年 条例第 24号）等があり、廃棄物の適正処理並び

に発生抑制・原料や資源の循環利用に係る事業者の責務が示されている。 

 

廃棄物に係る計画等 

廃棄物に係る自治体の策定する計画等としては、「東京都建設リサイクル推進計画」（平

成 28 年 4 月 東京都）、「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成 28 年 4 月 東京都環境

局）及び「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3次）～「循環型都市しながわ」の実現～」

（平成 25年 3月 品川区）等がある。 
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8.11.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、以下に示すとおりとした。 

工事の施行中 

①建設廃棄物・建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

 

工事の完了後 

①施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

 

(2) 予測の対象時点 

工事の施行中 

建設廃棄物・建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

工事の施行中とした。 

 

工事の完了後 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

施設の供用が通常状態に達した時点とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、事業区域とした。 

 

(4) 予測方法 

工事の施行中 

建設廃棄物・建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

(ｱ) 既存建造物の解体に伴う廃棄物 

既存建造物の解体に伴う廃棄物の排出量については、表 8.11-2 及び図 8.11-1 に示し

た既存建造物の状況（構造及び面積等）より推定した。 

再資源化量については「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

平成 32年度の目標値を参考として再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値

を事業者が目標とする再資源化量とした。 

既存建造物等の撤去に伴う廃棄物の処理・処分方法は施工計画に準拠した。 

 

(ｲ) 建設発生土 

建設発生土の排出量は、施工計画（掘削面積及び掘削深さ）より掘削量を算出、既存建

造物の地下部を除き推定した。 

再資源化量については「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

平成 32年度の目標値を参考として再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値

を事業者が目標とする再資源化量とした。 

既存建造物等の撤去に伴う廃棄物の処理・処分方法は施工計画に準拠した。 
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(ｳ) 建設汚泥 

建設汚泥の排出量は、施工計画（山留工事における掘削量等）より推定した。 

再資源化量については「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

平成 32年度の目標値を参考として再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値

を事業者が目標とする再資源化量とした。 

既存建造物等の撤去に伴う廃棄物の処理・処分方法は施工計画に準拠した。 

 

(ｴ) 建設工事に伴い生じる廃棄物 

建設工事に伴い生じる廃棄物の排出量は、計画建築物の延床面積に廃棄物の品目別原

単位を乗じて算出した。 

再資源化量については「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

平成 32年度の目標値を参考として再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値

を事業者が目標とする再資源化量とした。 

既存建造物等の撤去に伴う廃棄物の処理・処分方法は施工計画に準拠した。 

 

工事の完了後 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量の予測は、施設用途別排出基準に用途別延床面積を乗

じる方法により算出した。 

住宅からの廃棄物の排出量については、部屋面積別の人員数及び事業計画より居住人員

を推定し、1人 1日あたりの排出基準を乗じる方法により算出した。 

再資源化量については「一般廃棄物処理事業実態調査結果（平成 30年度実績）」（令和 2

年 8 月現在 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課ホームページ）より東京都 23

区のリサイクル率を参考に再資源化率を設定し、排出量に乗じて算出し、その値を事業者

が目標とする再資源化量とした。 
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(5) 予測結果 

工事の施行中 

建設廃棄物・建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

(ｱ) 既存建造物解体に伴う廃棄物 

既存建造物解体に伴う廃棄物の排出量は、木造が約 2,700t、非木造が約 29,800t、合計

約 32,500t と予測する。既存建造物解体に伴う廃棄物は、分別収集し、再利用可能なも

のについては可能な限り再利用を図ることで、約 31,000t が再資源化できるものと予測

する。また、混合廃棄物についても、現場での分別解体を徹底することで更に再資源化

できるものと予測する。ただし、再資源化が困難な場合は、運搬・処分の許可を得た業

者に委託して処理・処分を行う。 

 

(ｲ) 建設発生土 

施工計画より、工事に伴う土壌の掘削量は、I-①敷地において約 94,370m3、I-②敷地に

おいて約 20,060m3であり、合計で約 114,430m3である。ただし、このうち既存建造物の

地下部が約 10,830m3 と予測されることから、建設発生土の排出量は約 103,600m3、この

うち再資源化量は約 91,200m3と予測する。 

建設発生土は場内処理が困難な場合、「東京都建設リサイクル推進計画」に基づき工事

間利用を行うことや、受け入れ機関の受け入れ基準への適合を確認したうえで場外搬出

することにより、適正に処分する計画である。 

 

(ｳ) 建設汚泥 

建設汚泥は、山留工事の実施に伴い発生する。SMW工事による山留工事において、合計

約 4,900m3の建設汚泥が発生し、このうち再資源化量は約 4,700m3と予測する。建設汚泥

は、脱水等を行って減量化し、可能な限り再資源化する計画である。ただし、再資源化

が困難な場合は、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を行い、産業廃棄

物として適正に処理する計画である。 

 

(ｴ) 建設工事に伴い生じる廃棄物 

建設工事に伴い生じる廃棄物の排出量は約 3,400tである。建設廃棄物は、分別収集し、

再利用可能なものについてはできる限り再利用を図ることで、約 3,200tが再資源化でき

るものと予測する。ただし、再資源化が困難な場合は、運搬・処分の許可を得た業者に

委託して処理・処分を行う。 
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工事の完了後 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

住宅以外から発生する廃棄物量は約 5,040kg/日、住宅から発生する廃棄物量は約

2,720kg/日として予測され、合計で約 7,760kg/日と予測する。 

発生した事業系の廃棄物は分別回収を行い、廃棄物処理業の許可を得た業者に委託して

処理（再資源化）を行う計画である。住宅から発生する一般廃棄物については、品川区が

収集し、「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3次）～「循環型都市しながわ」の実現～」

（平成 25年 3月 品川区）に基づき適正に処理される計画である。 

廃棄物保管庫については、「品川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」（平成 11年条

例第 24 号）に基づき、計画の詳細が確定した段階で関係機関との協議に基づき、基準を

満足する面積を確保する予定である。 
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8.11.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

予測に反映した措置 

・計画建築物の建設に伴い発生する建設廃棄物については、分別収集し、再利用可能なも

のについては、極力、再利用を図る。 

・建設廃棄物の排出量低減に配慮した施工計画を検討し、施工業者に遵守させる。 

・「建設リサイクル法」に基づく特定建設資材廃棄物については現場内で分別解体を行い、

再利用可能なものについては可能な限り再利用を行う。 

・SMW工事における建設汚泥については、産業廃棄物として適切な処理を行う。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進及び不要材の減量等

を図る。再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処分を

行い、その状況はマニフェストにより確認する。 

 

予測に反映しなかった措置 

・事業区域内の既存建造物の解体に際しては、石綿含有建材の使用状況について調査・確

認を行い、使用が確認された場合には、「建設物の解体又は改修工事において発生する石

綿を含有する廃棄物の適正処置に関する指導指針」（平成 26 年 5 月 20 日 26 環資産第

149号）等の関係法令に基づき、適切に処理を行う。 

・PCBの使用等が確認された場合には、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に

関する特別措置法」（平成 13 年 法律第 65 号）等の関係法令に基づき現所有者が適正に

処理を行うことを確認する。 

・その他の特別管理廃棄物についても、工事の実施にあたりその存在が確認された場合に

は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年 12 月 25 日 法律第 137 号）等関

係法令に基づき、適切に処理する。 

 

(2) 工事の完了後 

予測に反映しなかった措置 

・発生する廃棄物は、建築物内に設置する保管場所に分別、保管する。 

・事業系廃棄物は、廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託し、適正に処理・処分する。 

・廃棄物の排出量を抑制するため、テナント等への啓発活動を行う。 

・清掃車両がスムーズに出入りできる環境整備を行う。 
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8.11.4 評価 

(1) 評価の指標 

工事の施行中 

評価の指標は、「建設リサイクル法」における建設業を営む者、発注者の責務及び分別解

体等実施義務、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年 4 月 東京都）に示される目

標値（平成 32年度）とした。 

 

工事の完了後 

評価の指標は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年 12月 25日 法律第 137

号）、「東京都廃棄物条例」（平成 4年 6月 24日 条例第 140号）、「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 12 月 10日 条例第 24号）における事業者の責務、及

び、「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3 次）～「循環型都市しながわ」の実現～」（平

成 25年 3月 品川区）に示される目標値とした。 

 

(2) 評価の結果 

工事の施行中 

建設廃棄物・建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

(ｱ) 既存建造物の解体に伴う廃棄物 

既存建造物解体に伴う廃棄物の排出量は約 32,500t、このうち再資源化量は約 31,000t

と予測する。これらの解体に伴う廃棄物は分別を徹底し、再利用可能なものについては

可能な限り再利用を図る等、「建設リサイクル法」等の関係法令に示される事業者の責務

を果たすことで、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年 4 月 東京都）の目標値

（アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊 99%以上、建設発生木材 99%等）を

達成することが可能であり、これ以外の品目についても不要材の減量や分別の徹底に努

めることから評価の指標を満足するものと考える。 

 

(ｲ) 建設発生土 

建設発生土の排出量は約 103,600m3、このうち再資源化量は約 91,200m3と予測する。建

設発生土は、受入機関の受け入れ基準の適合を確認したうえで場外に搬出して処理する

計画とし、「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年 4 月 東京都）の再資源化目標

値（88%）の達成が可能と判断できることから、評価の指標を満足するものと考える。 

 

(ｳ) 建設汚泥 

建設汚泥の排出量は約 4,900m3、このうち再資源化量は約 4,700m3と予測する。建設汚

泥は、場外に搬出して産業廃棄物として処理する計画であるが、再資源化施設等に搬出

して処理することにより「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都）の

再資源化目標値（96%）の達成が可能と判断できることから、評価の指標を満足するもの

と考える。 
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(ｴ) 建設工事に伴い生じる廃棄物 

建設工事に伴い生じる廃棄物の排出量は約 3,400t、このうち再資源化量は約 3,200tと

予測する。これらの建設廃棄物は分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進

及び不要材の減量等を図る、許可業者に委託し再資源化する等、「建設リサイクル法」等

の関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、「東京都建設リサイクル推進計画」

（平成 28 年 4 月 東京都）の目標値（アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート

塊 99%以上、建設発生木材 99%等）の達成が可能であり、これ以外の品目についても不要

材の減量や分別の徹底に努めることから、評価の指標を満足するものと考える。 

 

工事の完了後 

施設の供用に伴う廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法 

施設の供用に伴い廃棄物は約 7,760kg/日発生すると予測する。「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」（昭和 45年 12月 25日 法律第 137号）、「東京都廃棄物条例」（平成 4年 6

月 24 日 条例第 140 号）、「品川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」（平成 11 年 条

例第 24 号）等の法令等を遵守し、廃棄物の減量や適正分別、保管場所の管理を徹底する

等、関係法令に示される事業者の責務を果たすことで、評価の指標を満足するものと考え

る。 
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8.12 温室効果ガス 

8.12.1 現況調査 

(1) 調査事項及び選択理由 

調査事項及び選択理由は、表 8.12-1に示すとおりである。 

 

表 8.12-1 調査事項及び選択理由 

調査事項 選択理由 

①原単位の把握  

②対策の実施状況 

③温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

④法令による基準等 

工事の完了後において、施設の稼働に伴
って温室効果ガスが排出されるため、事業
区域及びその周辺について左記の事項に
係る調査が必要である。 

 

(2) 調査結果 

原単位の把握 

① エネルギー消費原単位 

計画建築物で予定されている規模及び用途（商業、公益施設）のエネルギー消費原単位

は、表 8.12-2に示すとおりである。 

 

表 8.12-2 エネルギー消費原単位 

用途 
平均一時エネルギー消費原単位 

（MJ/m2 ・ 年） 

商業 2,889 

公益施設 2,889 

出典：「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） 

 

② 電力・ガスの使用割合 

各施設におけるエネルギー消費量のうち電力及びガスの消費割合は表 8.12-3 に示すと

おりである。なお、駐車場におけるエネルギー消費は一般に照明や換気等の動力と考え、

電力 100%とした。 

 

表 8.12-3 エネルギー使用量割合 

用途 電力（%） ガス（%） 

商業 （店舗・飲食店）  87 13 

公益施設  87 13 

駐車場 100  0 

出典：「建築物エネルギー消費量調査報告書第 42 報（ダイジェスト版）」（令和 2 年 4 月 一般社団法人

日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 

  



191 

③ 駐車場の二酸化炭素排出原単位 

「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）より小原単位建物における原単位として、駐車場用途の

二酸化炭素排出原単位を 25kg-CO2/m2・年とした。（表 8.12-4参照）  

 

表 8.12-4 二酸化炭素排出原単位 

用途 二酸化炭素排出原単位 

駐車場 25kg-CO2/m2・年 

出典：「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）  

 

④ 電力・都市ガスの二酸化炭素排出原単位 

電力・都市ガスの二酸化炭素排出原単位は、表 8.12-5に示すとおりである。 

計画建築物で使用されるガスは類似事例より都市ガスとした。 

 

表 8.12-5 二酸化炭素排出原単位 

種類 二酸化炭素排出原単位 その他係数 

電力 0.489t-CO2/千 kWh 9.76GJ/千 kWh 

都市ガス 
0.0499t-CO2/GJ 

（=0.0136t-C/GJ ×44/12※） 
- 

※ 炭素重量を二酸化炭素重量に換算。 

出典：「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） 

 

 

対策の実施状況 

温室効果ガスの排出量を削減するための対策及びエネルギー使用量削減のための対策に

ついて、一般的に実施されている対策は次のとおりである。 

 

① 電力使用量を低減するインバータ装置の設置 

消費電力を適正に規制・管理し、使用量の削減に努めている。 

 

② 高効率な個別熱源方式の導入 

高効率な個別熱源（トップランナー機器）の採用によるエネルギー使用量の削減や全熱

交換器の採用による室内排気と導入外気の熱交換による外気負荷の低減により、二酸化炭

素の削減に努めている。 

 

  



192 

温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

① 工事の施行中の温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

既存建造物における HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）等を使用している空調機

器については、今後、調査が可能となった段階で調査を行い、使用が確認された場合は関

連法令等の定めに従い、適切に処理する計画である。 

 

② 工事の完了後の温室効果ガスを使用する設備機器の状況 

工事の完了後の計画建築物においては、個別空調機器（パッケージ空調機）に HFC（ハイ

ドロフルオロカーボン）を用いる計画である。 

 

法令による基準等 

① 法令に規定される「事業者の責務」等 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年 法律第 107号）では、温室効果ガス

を多量に排出する者（特定排出者）に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告

することが義務付けられている。 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（昭和 54 年 法律第 49 号）では、エネルギ

ー使用量の合計が原油換算で年間 1,500kL 以上の事業者に対し、届出を義務付けている。 

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（平成 13年 法

律第 64号）では、特定製品が廃棄される場合における事業者の責務が示されている。 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成 27 年 法律第 53 号）では、

建築物の省エネ性能の向上を図るため、外壁などの外皮性能（PAL*）を評価する基準並び

に設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準の二つの基準が定められている。 

また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 条例第

215号）では、「建築物環境計画書制度」や「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引

制度」等が導入されている。 

 

② 建築物エネルギー消費性能基準 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成 27年 法律第 53号、以下「建

築物省エネ法」という。）に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」（平

成 28年 経済産業省・国土交通省令第 1号）では、建築主が講ずべき措置として、特定建

築物 2,000m2以上の非住宅（2021 年 4 月より 300m2以上の予定）の新築、特定建築物の増

改築（300m2 以上）の建築行為に対し適合が義務付けられる建築物エネルギー消費性能基

準が定められている。 

 

③ 地球温暖化対策に係る計画等 

国の計画としては、「地球温暖化対策計画」（平成 28年 5月 閣議決定）がある。 

東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 

条例第 215 号）に基づき、「東京都地球温暖化対策指針」（令和 2 年 4 月 東京都）、「東京

都建築物環境配慮指針」（平成 21 年 9 月 29 日 告示第 1336 号）等を策定するとともに、
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「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」、「建築物環境計画書制度」を制定し

ている。 

品川区では、「品川区環境基本計画」（平成 30 年 3 月 品川区）を展開し、地球温暖化対

策を推進している。 

 

④ 「東京都建築物環境配慮指針」に基づく評価基準 

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 条例第 215

号）に基づく「東京都建築物環境配慮指針」（平成 21年 9月 29日 告示第 1336号）では、

環境配慮のための取組状況についての評価基準を定めており、住宅用途では設備システム

の評価は付帯設備の省エネ性能に基づく評点評価である。住宅以外の用途では、建築物の

熱負荷の低減（PAL*低減率）及びエネルギー利用の低減率（ERR）による評価を行ってい

る。 
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8.12.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギーの使用量の程度及

びそれらの削減の程度とした。 

 

(2) 予測対象時点 

予測対象時点は、工事の完了後、施設の供用が通常状態に達した時点とする。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、事業区域とする。（住宅は除く） 

 

(4) 予測の方法 

温室効果ガス排出量原単位やエネルギー使用量原単位、類似施設の事例等から本事業に

伴う温室効果ガス排出量及び削減可能性の程度を予測する。 

 

二酸化炭素の排出量及び削減量 

① 予測手順 

本事業における排出削減量の算定は、本事業と同用途の建築物を非住宅建築物の環境関

連データベースより「基準建築物」として設定し、対策を実施する本事業の「計画建築物」

との比較を行う方法とした。 

「基準建築物」のエネルギー消費量は、「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）より 2007～2012年度における東

京が含まれる地域の本事業と同用途の建築物のエネルギー消費原単位を用い、計画建築物

の用途別床面積を乗じて算定した。 

「計画建築物」のエネルギー消費量は、東京都環境局ホームページ「建築物環境計画制

度」のデータベースより抽出した類似事例より同用途の建築物のエネルギー消費原単位を

算出し、計画建築物の用途別床面積を乗じて算出した。 

「基準建築物」及び「計画建築物」の二酸化炭素排出量は、表 8.12-4 及び表 8.12-5 で

示す「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）の二酸化炭素排出原単位を用いて算定し、それぞれの二

酸化炭素排出量を比較することにより、二酸化炭素排出削減量を推定した。 
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② 予測条件 

エネルギー消費量 

用途別延床面積 

計画建築物の住宅用途以外の用途別延床面積は、表 8.12-6に示すとおりである。 

 

表 8.12-6 計画建築物の用途別延床面積 

建物用途 延床面積 

商業 約 22,000 m2 

公益施設 約 3,000 m2 

駐車場・駐輪場（住宅用途以外） 約 8,000 m2 

合計（住宅用途以外） 約 32,000 m2 

 

b. エネルギー消費原単位 

基準建築物のエネルギー消費原単位については、表 8.12-2に示した計画建築物で予定

されている用途（商業、公益施設）のエネルギー消費原単位とした。 

計画建築物のエネルギー消費原単位は、東京都環境局のホームページ「建築物環境計

画制度」のデータベースより、本事業の住宅以外の主要用途が含まれている同規模の建

築物を類似事例として抽出し、各建物用途について算出した。 

計画建築物の対策実施によるエネルギー消費原単位は、表 8.12-7 に示すとおりであ

る。 

表 8.12-7 計画建築物のエネルギー消費原単位 

用途 
エネルギー消費原単位 

（GJ/m2・年） 

商業（飲食店、百貨店） 1.861 

公益施設 1.861 

駐車場・駐輪場 0.219 

 

c. エネルギー消費量 

基準建築物及び計画建築物のエネルギー消費量は、建物用途毎に以下の計算式により

算定した。 

 

各建築物のエネルギー消費量（GJ/年） 

    ＝ 用途別延床面積（m2）×エネルギー消費原単位（MJ/m2・年）/1000 

 

二酸化炭素排出量 

二酸化炭素排出量は、基準建築物及び計画建築物のエネルギー消費量に対する電力と

都市ガスの割合を表 8.12-3のとおり設定し、それぞれの二酸化炭素排出原単位を乗じて

算定した。二酸化炭素排出原単位は、表 8.12-5に示した値を用いた。  
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(5) 予測結果 

二酸化炭素の排出量 

① 基準建築物及び計画建築物のエネルギー消費量 

住宅以外の用途（駐車場・駐輪場を除く）における、基準建築物のエネルギー消費量は

72,225 GJ/年、計画建築物のエネルギー消費量は 46,525GJ/年、削減量は 25,700GJ/年と

予測する。 

 

② 基準建築物及び計画建築物の二酸化炭素排出量 

住宅以外の用途の基準建築物の二酸化炭素排出量は 3,817t-CO2/年、計画建築物の二酸化

炭素排出量は 2,418t-CO2/年と予測し、削減量は 1,399t-CO2/年と予測する。 

 

 

8.12.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映しなかった措置 

住宅用途 

・「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成 11年 法律第 81号）における住宅性能

表示の省エネルギー対策について、断熱性能等級 4、一次エネルギー消費量等級 4 以

上の性能基準又は仕様基準を目指す。 

・外壁及び屋根に断熱材等の採用を検討することにより、冷暖房負荷の低減を図る。 

・窓部にペアガラス等の採用を検討することにより、冷暖房負荷の低減を図る。 

・高効率型給湯設備、節水型器具、共用部における LED照明等の導入に努める。 

 

非住宅用途 

・エネルギー利用の低減率（ERR）は、建物全体で 20%以上達成を目標とする。 

・熱負荷の低減（PAL*低減率）は、建物全体で 10%以上達成を目標とする。 

 

計画建築物全体での措置 

・自然換気、雨水利用等の自然エネルギーの利用についても検討し、取り組む計画とす

る。 

・「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 条例第 215

号）に基づくエネルギー有効利用計画書を作成し、提出する。 

・「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12 年 12 月 22 日 条例第 215

号）に基づく建築物環境計画書を作成し、エネルギー使用の合理化、自然環境の保全

及びヒートアイランドの緩和に努める。 
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8.12.4 評価 

(1) 評価の指標 

工事の完了後 

① 施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギー消費量の程度及びそれらの削減

量の程度 

評価の指標は、工事の完了後に「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年 法律

第 107号）、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）」（平成 12年

12月 22日 条例第 215号）、「東京都地球温暖化対策指針」（令和 2年 4月 東京都）、「東京

都建築物環境配慮指針」（平成 21年 9月 告示第 1336号）及び「品川区環境基本計画」（平

成 30年 3月 品川区）に示される事業者の責務等の内容を満足することとした。 

 

(2) 評価の結果 

工事の完了後 

① 施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出量又はエネルギー消費量の程度及びそれらの削減

量の程度 

住宅以外の工事の完了後、施設の供用に伴う温室効果ガス排出量は 2,418t-CO2/年、削減

量は 1,399t-CO2/年と予測する。 

住宅用途、住宅以外の用途とも、建築的手法による省エネルギー措置、設備システムの

省エネルギー措置、効率化設備の省エネルギー措置等により温室効果ガスの発生量の削減

に努めることから、温室効果ガスの排出抑制が図られるものと考える。 

また、住宅用途については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成 11年 法律第

81号）に基づく、省エネルギー対策等級 4を目指す等、温室効果ガスの排出抑制対策を講

じる計画である。 

以上のことから、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10 年 法律第 107 号）、

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成 12年 12月 22日 条例第 215号）、

「東京都地球温暖化対策指針」（令和 2年 4月 東京都）、「東京都建築物環境配慮指針」（平

成 21年 9月 告示第 1336号）及び「品川区環境基本計画」（平成 30年 3月 品川区）に示

される「事業者の責務」、「事業者の役割」の内容を満足するものと考える。 
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9. 当該対象事業の実施が環境に影響を及ぼすと予想される地域を管轄する特別区の名称及

びその地域の町名 

本事業の実施による大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、日影、電波障害、風環

境、景観、自然との触れ合い活動の場、廃棄物及び温室効果ガスが環境に影響を及ぼすと予想

される地域は、図 9-1に示すとおり、計画建築物が近景域となる事業区域中心から約 800mの範

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

 

表 9-1 当該地域を管轄する特別区の名称及びその町名 

特別区の名称 町 名 

品川区 

西五反田四丁目の一部、西五反田五丁目の一部、小山台一丁目、小山台二丁目

の一部、小山一丁目の一部、小山二丁目、小山三丁目、小山四丁目、小山五丁

目、小山六丁目の一部、荏原一丁目の一部、荏原二丁目の一部、荏原三丁目、荏

原四丁目、荏原五丁目、荏原六丁目の一部、荏原七丁目の一部、平塚二丁目の

一部、平塚三丁目の一部、中延一丁目の一部、西中延一丁目の一部 

目黒区 
下目黒五丁目の一部、下目黒六丁目の一部、目黒本町三丁目の一部、目黒本町

四丁目の一部、目黒本町五丁目、目黒本町六丁目の一部、原町一丁目の一部 
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注）この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500分の 1地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）3都市基交著第 119号 

図 9-1 

環境に影響を及ぼすと 

予想される地域 
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10. 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審査意見書に記載された知事の意見及び周辺地域区長の意見を勘

案するとともに、事業計画の具体化に伴い、調査計画書の一部を修正した。その修正の概要

は、表 10.1-1に示すとおりである。 

表 10.1-1 修正の経過及びその内容 

修正箇所 修正事項 修正内容及び修正理由 

6．対象事業の目的及び内容 

 6.2事業の内容 事業計画 
事業計画の熟度が上がったため、建物断面深さ、

Ⅰ-①敷地の低層部高さを修正した。 

７．環境影響評価の項目 

 
7.1 選定した項目及び

その理由 
予測事項 

事業計画の熟度が上がり、ボイラ等の利用想定は

なくなったため、熱源施設の稼働に伴う大気質の予

測を削除した。 

8．環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

 

8.1大気汚染 予測事項 

計画地周辺では他の事業が施行又は計画されて

いることから、周辺事業の実施に伴う工事用車両及

び関連車両の影響について可能な限り把握するとと

もに、将来交通量を適切に算定した。 

8.2騒音・振動 予測事項 

計画地周辺では他の事業が施行又は計画されて

いることから、周辺事業の実施に伴う工事用車両及

び関連車両の影響について可能な限り把握するとと

もに、将来交通量を適切に算定した。 

 

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は、表 10.2-1に示すとおりである。 

表 10.2-1 修正の経過及びその内容 

項目 意見 

大気汚染、騒音・振動 

計画地周辺では他の事業が施行又は計画されていることから、周辺事

業の実施に伴う工事用車両及び関連車両の影響について可能な限り把

握するとともに、将来交通量を適切に算定すること。 

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、調査計画書に係る都民及び周知地域区長等の意見並びに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 

調査計画書について提出された都民からの意見書及び周知地域区長からの意見の件数は、

表 10.3-1に示す通りである。 

表 10.3-1 意見等の件数の内訳 

意見等 件数 

都民からの意見書 0件 

周知地域区長からの意見書 2件 

合計 2件 

 

10.3.1 周知地域区長からの意見 

周知地域区長からの意見は表 10.3-2に示すとおりである。 

 

表 10.3-2 周知地域区長からの意見 

地域 項目 意見 

品川区 

環境全般 

工事中及び供用開始後における関連車両の出入りが、一般車の通行に影響

を与えないよう、適正な運行管理や走行ルートの設定等について、関係機関と

十分協議し、周辺の交通渋滞の防止や地域住民への交通安全の確保を十分

に行ってください。 

環境項目につ

いて 

電波障害、風環境、景観等については、周辺開発等も考慮し、周辺環境と調

和のとれたものとすべく評価計画をお願いいたします。電波障害においては、

影響範囲に多くの住居や学校があることから、障害が発生した場合には迅速に

対応してください。また、予測範囲外の地点においても、本件が原因で障害が

発生した場合は同様に対応してください。 

評価計画にあたっては、「武蔵小山駅周辺地域まちづくりビジョン」に基づき、

周辺を含んだ生態系や緑地（林試の森公園）への影響も考慮してください。 

その他 

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ください。 

計画に変更等が生じた際には、当区の所管部門まで速やかにお知らせくだ

さい。 

目黒区 

生物・生態系 

「目黒区生物多様性地域戦略」では、都立林試の森公園を含めた周辺を「め

ぐろの森」の一つである「下目黒不動の森」として位置付けている。「めぐろの森」

は、区外からのいきものの導入と、地域のいきものの供給等の機能を持つ、核と

なる緑地が広がる一帯としており、当該地区は近接した場所にあり、生物多様

性に配慮した計画とすること。 

景観 
緑化景観の部分では、単に量的なみどりの確保だけでなく、生物多様性に配

慮し、質を高める観点を導入すること。 

自然との触れ

合い活動の場 
生物多様性に配慮した自然との触れ合い活動の場とすること。 
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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 

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 

許認可等 根拠法令 

区 域 計 画 都市再開発法第 11条、第 72条 

建 築 物 の確 認 建築基準法 第 6条第 1項 

地 区 計 画 
都市計画法 第 12条の五 

建築基準法 第 68条の二 

景観に関する届出 景観法 第 16条 

 

11.2 調査等を実施した者並びに業務受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 

［実施者］ 

名 称：小山三丁目第１地区市街地再開発準備組合 

代表者：石井 和正 

所在地：東京都品川区小山三丁目 21番 10号 ARK21武蔵小山 2階 

［業務受託者］ 

名 称：株式会社三菱地所設計 

代表者：代表取締役 林 総一郎 

所在地：東京都千代田区丸の内二丁目５番１号 
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11.3 環境影響評価書案を作成するにあたって参考とした資料の目録 

・「都市づくりのグランドデザイン」（平成 29年 9月 東京都） 

・「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（令和 2年 12月 東京都） 

・「武蔵小山駅周辺地域まちづくりビジョン」（平成 23年 12月 品川区） 

・「地図・空中写真閲覧サービス」（令和 2年 7月現在 国土地理院ホームページ） 

・「東京都駐車場条例」（昭和 33年 10月 1日 東京都条例第 77号） 

・「東京都集合住宅駐車施設附置要綱」（平成 4年 7月 3日 4都市建調第 115号） 

・「大規模小売店舗立地法」（平成 10年 6月 3日 法律第 91号） 

・「大規模開発地区関連交通計画マニュアル（改訂版）」（平成 26 年 6 月 国土交通省都市局都

市計画課） 

・「東京における自然の保護と回復に関する条例」（平成 12年 12月 22日 条例第 216号） 

・「植栽時における在来種選定ガイドライン」（平成 26年 5月 東京都環境局） 

・「品川区みどりの条例」（平成 6年 3月 30日 品川区条例第 19号） 

・「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」（令和 3年 3月 東京都都市整備局） 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年 12月 25日 法律第 137号） 

・「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成 3年 4月 26日 法律第 48号） 

・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建築リサイクル法）」（平成 12 年 5 月 31

日 法律第 104号） 

・「大気汚染防止法」（昭和 43年 6月 10日 法律第 97号） 

・「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）」（平成 12 年 12 月 22 日 

条例第 215号） 

・「東京都廃棄物条例」（平成 4年 6月 24日 条例第 140号） 

・「東京都 VOC対策ガイド[建築・土木工事編]」（平成 25年 6月 東京都環境局） 

・「未来の東京」戦略（令和 3年 3月 東京都） 

・「東京都地域公害防止計画」（平成 24年 3月 東京都） 

・「東京の都市づくりビジョン（改定）」（平成 21年 7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 8月 東

京都） 

・「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す

る特別措置法」（平成 4年 6月 3日 法律第 70号） 

・「東京都環境基本計画」（平成 28年 3月 東京都） 

・「東京都長期ビジョン」（平成 26年 12月 東京都） 

・「東京都景観計画」（平成 19年 4月〔平成 30年 8月改定〕 東京都） 

・「みどりの新戦略ガイドライン」（平成 18年 1月 東京都都市整備局） 

・「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成 28年 3月 東京都環境局） 

・「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28年 4月 東京都） 

・「ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report」（令和 3年 3月 東京都環境局総務部環

境政策課） 

・「品川区長期基本計画」（令和 2年 4月 品川区） 
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・「品川区環境基本計画」（平成 30年 3月 品川区） 

・「品川区景観計画」（平成 23年 1月 品川区都市環境事業部水とみどりの課） 

・「品川区まちづくりマスタープラン」（平成 25年 2月 品川区） 

・「品川区水とみどりの基本計画・行動計画－水とみどりがつなぐまち－」（平成 29年 6月 品

川区） 

・「品川区一般廃棄物処理基本計画（第 3次）～「循環型都市しながわ」の実現～」（平成 25年

3月 品川区） 

・「品川区地球温暖化対策地域推進計画」（平成 22年 3月 品川区） 

・「目黒区景観計画」（平成 24年 4月 目黒区） 

・「目黒区みどりの基本計画」(平成 28年 3月 目黒区) 

・「武蔵小山駅周辺地域 街並み誘導指針」（平成 24年 3月 品川区） 

・「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導要綱」（平成 16年 12月 28日 16

環改計第 298号） 

・「ビルピット臭気対策マニュアル」（平成 24年 3月 東京都環境局） 

・「下水道法」（昭和 33年 法律第 79号） 

・「東京都下水道条例」（昭和 34年 12月 28日 条例第 89号） 

・「文化財保護法」（昭和 25年 法律第 214号） 

・「大気汚染常時監視測定局」（令和 2年 7月現在 東京都環境局ホームページ） 

・「大気汚染調査 測定地点」（令和 2年 7月現在 品川区ホームページ） 

・「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53年 7月 環境庁告示第 38号） 

・「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48年 5月 環境庁告示第 25号） 

・「地上気象観測指針」（平成 14年 気象庁） 

・「地形図」（令和 2年 8月現在 国土地理院ホームページ） 

・「地形分類図」（平成 9年 3月 東京都） 

・「東京都土地利用現況図（建物用途別・区部）平成 28 年現在」（平成 30 年 5 月 東京都都市

整備局都市づくり政策部） 

・「平成 27年度道路交通センサス 一般交通量調査結果 箇所別基本表」（令和 2年 7月現在 国

土交通省ホームページ） 

・「環境基本法」（平成 5年 法律第 91号） 

・「大気汚染測定結果ダウンロード」（令和 3年 4月現在 東京都環境局ホームページ） 

・「大気汚染調査 二酸化窒素測定データ」（令和 3年 4月現在 品川区ホームページ） 

・「大気汚染調査 浮遊粒子状物質測定データ」（令和 3年 4月現在 品川区ホームページ） 

・「気象観測データ」（令和 3年 4月現在 気象庁ホームページ） 

・「都市計画法」（昭和 43年 6月 15日 法律第 100号） 

・「東京都統計年鑑」（令和 2年 7月現在 東京都ホームページ） 

・「品川区用途地域等指定図」（令和 2年 7月現在 品川区ホームページ） 

・「目黒区地域地区図」（令和元年 11月 目黒区都市整備部都市計画課） 

・「品川区施設案内」（令和 2年 7月現在 品川区ホームページ） 

・「品川区総合型地図情報提供サービス」（令和 2年 7月現在 品川区ホームページ） 
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・「目黒区施設案内」（令和 2年 7月現在 目黒区ホームページ） 

・「目黒区マップ」（令和 2年 7月現在 目黒区ホームページ） 

・「最新の施設等一覧（令和 2年 5月 1日時点）」（令和 2年 7月現在 東京都福祉保健局ホーム

ページ） 

・「保育園のご案内（2020年 4月版）」（令和 2年 7月現在 品川区ホームページ） 

・「医療機関名簿（令和元年）」（令和元年 9月 東京都福祉保健局医療政策部医療人材課） 

・「平成 17年度道路交通センサス 一般交通量調査結果 箇所別基本表」（令和 2年 7月現在 国

土交通省ホームページ） 

・「平成 22年度道路交通センサス 一般交通量調査結果 箇所別基本表」（令和 2年 7月現在 国

土交通省ホームページ） 

・「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 国土技術政策総合研究

所） 

・「平成 27 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 29 年

11月 東京都環境局） 

・「平成 29年度 自動車交通騒音・振動調査結果」（令和 2年 7月現在 東京都環境局） 

・「騒音に係る環境基準について」（平成 10年 9月 環境庁告示第 64号） 

・「振動規制法施行規則」（昭和 51年 11月 総務省令第 58号） 

・「振動規制法」（昭和 51年 法律第 64号） 

・「騒音に係る環境基準」（平成 24年 3月 東京都告示第 559号） 

・「騒音に係る環境基準の地域類型の指定」（平成 15年 3月 品川区告示 92号） 

・「騒音規制法」（昭和 43年 法律第 98号） 

・「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」（昭和 43年 11月 27日 厚生省・

建設省告示 1号） 

・「特定建設作業に伴う騒音の規制基準の地域区分」（平成 15年 3月 品川区告示 91号） 

・「振動規制法施行規則の規定に基づく特定建設作業の規制地域の区分」（平成 15年 3月 品川

区告示 95号） 

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

予測調査研究委員会） 

・「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 13年 4月 9日 国土交通省告示第

487号） 

・「建設機械の騒音・振動データブック」（昭和 55年 1月 建設省土木研究所 機械研究室） 

・「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 社団法人日本建設

機械化協会） 

・「道路交通騒音の予測モデル（ASJ RTN-Model 2018）」（平成 31年 日本音響学会道路交通騒

音調査研究委員会） 

・「旧版地形図」（国土地理院） 

・「ゼンリン住宅地図」（平成 30年 11月現在 株式会社ゼンリン） 

・「水質汚濁防止法」（昭和 45年 法律第 138号） 
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・「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11年 法律第 105号） 

・「平成 30 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」

（令和 2年 3月 環境省水・大気環境局） 

・「要措置区域等の指定状況」（令和 2年 7月現在 東京都ホームページ） 

・「平成 30年度公害苦情調査総括表」（令和 2年 7月現在 東京都ホームページ） 

・「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第 3版）」（平成 31年 3

月 環境省 水・大気環境局土壌環境課） 

・「土壌汚染に係る環境基準について」（平成 3年 環境庁告示第 46号） 

・「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚

染に係る環境基準」（平成 11年 12月 27日 環境庁告示第 68号） 

・「土壌汚染対策法の概要」（令和 2年 7月現在 東京都環境局ホームページ） 

・「土壌汚染対策法」（平成 14年 法律第 53号） 

・「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14年 環境省令第 29号） 

・「土壌汚染の調査及び対策について」（令和 2年 7月現在 東京都環境局ホームページ） 

・「東京の地盤（GIS版）」（令和 2年 8月現在 東京都土木技術支援・人材育成センター） 

・「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） 

・「水準基標測量成果表」（令和元年 7月 東京都土木技術支援・人材育成センター） 

・「工業用水法」（昭和 31年 法律第 146号） 

・「建築物用地下水の採取の規制に関する法律（ビル用水法）」（昭和 37年 法律第 100号） 

・「区勢概要」（令和 2年 8月現在 品川区ホームページ） 

・「地形図（土地条件図）」（令和 2年 8月現在 国土地理院ホームページ） 

・「土地分類基本調査（垂直調査）GISページ NS14」（令和 2年 7月現在 国土交通省ホームペ

ージ） 

・「地下水揚水規制のあらまし」（令和 3年 4月現在 東京都環境局ホームページ） 

・「区別の湧水地点数」（令和 2年 8月現在 東京都環境局ホームページ） 

・「平成 30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 2年 3月 東京都環

境局） 

・「気象庁年報」（令和 2年 8月現在 気象業務支援センター） 

・「アメダス年報」（令和 2年 8月現在 気象業務支援センター） 

・「平年値（年・月ごとの値）」（令和 2年 8月現在 気象庁ホームページ） 

・「湧水マップ～東京の湧水～」（平成 31年 3月 東京都環境局） 

・「東京雨水浸透指針」（平成 13年 7月 31日 東京都告示第 981号） 

・「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」（令和 2年 8月現在 品川区） 

・「建築基準法」（昭和 25年 法律第 201号） 

・「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 7 月 14 日 条例第

63号） 

・「東京都医療機関案内サービス ひまわり」（令和 2年 7月時点 東京都福祉保健局ホームペー

ジ） 

・「東京都文化財情報データベース」（令和 2年 7月時点 東京都ホームページ） 
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・「品川区の指定文化財」（令和 2年 7月時点 品川区ホームページ） 

・「品川区都市計画図（用途地域等指定図）（品川区）」（令和 2 年 7 月現在 品川区ホームペー

ジ） 

・「目黒区地域地区図（用途地域等）（令和元年 10月）」（令和 2年 7月現在 目黒区ホームペー

ジ） 

・「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）

日本 CATV技術協会） 

・「全国デジタルテレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧」（日本放送協会・日本民間連盟監修・

NHKテクノロジーズ編） 

・「建造物障害予測の手引き（地上デジタル放送）」（平成 17 年 3 月 （社）日本 CATV 技術協

会） 

・「建造物障害予測技術（地上デジタル放送）」（平成 15年 5月 NHK受信技術センター） 

・「目黒区景観計画」（平成 22年 3月〔平成 24年 4月改定〕都市計画課都市計画係） 

・「景観法」（平成 16年 法律第 110号） 

・「東京都景観条例」（平成 18年 10月 12日 条例第 136号） 

・「品川区景観条例」（平成 22年 7月 8日 条例第 31号） 

・「東京都における今後の景観施策の在り方について」（平成 18 年 1 月 31 日 東京都景観審議

会） 

・「しながわの史跡めぐり」（平成 17年 12月 品川区教育委員会） 

・「しながわ観光マップ」（平成 27年 7月 品川区） 

・「みどりの散歩道コースガイド」（平成 15年 5月 目黒区） 

・「私の散歩道 イラストマップ」（平成 14年 6月 品川区保健高齢事業部健康課） 

・「しながわの百景のみち」（平成 10年 10月 品川区企画部広報公聴課） 

・「循環型社会形成推進基本法」（平成 12年 法律第 110号） 

・「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（平成 7年 法律第 102号） 

・「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 12月 10日 条例第 24号） 

・「労働安全衛生法」（昭和 47年 法律第 57号） 

・「石綿障害予防規則」（平成 17年 2月 24日 厚生労働省令第 21号） 

・「建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」（令和

3年 3月 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環

境課） 

・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成 13年 法律第 65

号） 

・「清掃事業年報（東京 23区）平成 27年度－事業実績―」（平成 28年 8月 東京二十三区清掃

一部事務組合総務部事業調整課） 

・「清掃事業年報（東京 23区）平成 28年度－事業実績―」（平成 29年 8月 東京二十三区清掃

一部事務組合総務部事業調整課） 

・「清掃事業年報（東京 23区）平成 29年度－事業実績―」（平成 30年 8月 東京二十三区清掃

一部事務組合総務部事業調整課） 
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・「清掃事業年報（東京 23 区）平成 30 年度－事業実績―」（令和元年 8 月 東京二十三区清掃

一部事務組合総務部事業調整課） 

・「東京都産業廃棄物経年変化実態調査報告書（平成 29年度実績）」（令和元年 10月 東京都環

境局資源循環推進部計画課） 

・「一般廃棄物処理事業実態調査結果（平成 30 年度実績）」（令和 2 年 8 月現在 環境再生・資

源循環局 廃棄物適正処理推進課ホームページ）  

・「再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届作成要領」（令和 2年 10月 品川区

清掃事務所） 

・「建設廃棄物の発生抑制に関する研究（その 2）－解体廃棄物の原単位の設定に関する検討－

（東京都環境科学研究所年報 2002）」（平成 14年 4月 東京都環境科学研究所） 

・「建設系混合廃棄物の徹底比較 解体・新築」（平成 15 年 12 月調査 関東建設廃棄物協同組

合） 

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

委員会建築副産物専門部会） 

・「建設物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処置に関する指

導指針」（平成 26年 5月 20日 26環資産第 149号） 

・「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） 

・「建築物エネルギー消費量調査報告書第 42 報（ダイジェスト版）」（令和 2 年 4 月 一般社団

法人日本ビルエネルギー総合管理技術協会） 

・「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） 

・「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」（平成 10年 法律第 107号） 

・「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」（昭和 54年 法律第 49号） 

・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」（平成 27 年 法律第

53号） 

・「特定物質規制等によるオゾン層の保護に関する法律」（昭和 63年 法律第 53号） 

・「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（平成 13年 法律第

64号） 

・「地球温暖化対策計画」（平成 28年 5月 閣議決定） 

・「東京都地球温暖化対策指針」（令和 2年 4月 東京都） 

・「東京都建築物環境配慮指針」（平成 21年 9月 29日 告示第 1336号） 

・「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」（平成 28年 経済産業省・国土交通省令第

1号） 

・「建築物省エネ法の概要（詳細説明会）」（平成 28年 12月 1日 国土交通省住宅局住宅生産課

建築環境企画室） 

・「建築物環境計画制度」（令和 2年 8月現在 東京都環境局ホームページ） 

・「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成 11年 法律第 81号） 

・「都市再開発法」（昭和 44年 法律第 38号） 
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