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7. その他 

7.1 評価書案に係る見解書を作成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 

 

7.2 評価書案に係る見解書を作成するに当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 東京都条例第 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 東京都条

例第 215号） 

・「東京都廃棄物条例」（平成 4年 6月 24日 東京都条例第 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） 
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・「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） 

・「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） 

・「品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」（昭和 53年 12月 15日 品川区条

例第 44号） 

・「都市計画法」（昭和 43年 6月 15日 法律第 100号） 

・「都市再開発法」（昭和 44年 法律第 38号） 
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