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10 その他 

10.1 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 

一般廃棄物処理施設の届出 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３ 

危険物貯蔵所設置許可 消防法第 11 条 

計画通知 建築基準法第 18 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 

 

ダイオキシン類対策特別措置法第 12 条 

騒音規制法第６条 

振動規制法第６条 

水質汚濁防止法第５条 

下水道法第 12 条の３ 

 

ばい煙発生施設の設置届出 大気汚染防止法第６条 

水銀排出施設の設置届出 大気汚染防止法第 18 条の 28 

 

10.2 調査計画書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  ：東京二十三区清掃一部事務組合 

 

代表者 ：管理者 山﨑 孝明 

 

所在地 ：東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

業務受託者 

名 称 ：株式会社総合環境計画 

 

代表者 ：代表取締役 横山 隆二郎  

 

所在地 ：東京都江東区牡丹一丁目 14 番１号 



 193 

10.3 調査計画書を作成するに当たって参考とした資料の目録 

 

・「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」 

（平成 26 年 1 月、厚生労働省労働基準局長通達） 

・「廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱」  

（令和３年２月、東京都環境局） 

・「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」(令和４年１月、東京都総務局ホームページ） 

・「人口の動き（令和３年中）」（東京都総務局ホームページ） 

・「町丁目別人口 令和４年１月１日現在」（令和４年４月、世田谷区ホームページ） 

・「平成 26 年経済センサス 基礎調査」（総務省統計局ホームページ） 

・「平成 27 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」(東京都建設局ホームページ) 

・「平成 22 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」(東京都建設局ホームページ) 

・「平成 17 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」 

(国土交通省関東地方整備局ホームページ) 

・「１日平均駅別乗降人員」（小田急電鉄ホームページ） 

・「各駅１日平均乗降人員」（小田急交通広告ホームページ） 

・「経堂駅、千歳船橋駅、祖師ヶ谷大蔵駅（小田急線）の乗降客数の統計」 

（統計情報リサーチホームページ） 

・「2016、2017、2018、2019、2020 年度乗降人員」（東急電鉄ホームページ） 

・「特別区の統計」（令和３年３月、特別区協議会ホームページ） 

・「世田谷の土地利用 2016」(平成 30 年５月、世田谷区ホームページ) 

・「せたがや iMap『R03 建物高さランク図』（世田谷区電子地図情報配信サービス）」 

（世田谷区ホームページ) 

・「世田谷区都市計画図 1」（令和４年３月、世田谷区都市整備政策部 都市計画課) 

・「学校基本調査報告 令和２年度」（東京都総務局ホームページ） 

・「文部科学省関係機関リンク集 教育」（文部科学省ホームページ） 

・「社会福祉施設等一覧」（令和３年５月１日現在、東京都福祉保健局ホームページ） 

・「医療機関届出情報」（令和３年７月１日現在、医療介護情報局ホームページ） 

・「都内公立図書館一覧」(東京都立図書館ホームページ) 

・「東京都認証保育所一覧」（令和３年 11 月１日現在、東京都福祉保健局ホームページ） 

・「幼保連携型認定こども園 施設一覧」 

（令和２年 10 月１日現在、東京都福祉保健局ホームページ） 

・「高齢者施設一覧」（令和３年 11 月１日現在、東京都福祉保健局ホームページ） 

・「世田谷の美術館・博物館・ギャラリー一覧」（世田谷ガイドホームページ） 

・「公園・緑地」（世田谷区ホームページ） 

・「公園調書」（東京都ホームページ）」 

・「世田谷区ウォーキングマップ（「歩こう、動こう」の取組み）」（世田谷区ホームページ）  

・「関東の一級河川」（国土交通省ホームページ） 

・「多摩川水系野川流域河川整備計画」（平成 29 年７月、東京都） 

・「多摩川水系谷沢川及び丸子川流域河川整備計画」（平成 29 年７月、東京都） 
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・「漁業権設定状況」(平成 30 年４月現在、東京都産業労働局ホームページ) 

・「河川整備基本方針 多摩川水系」（国土交通省ホームページ） 

・「東京都下水道局事業概要(令和３年版)」（東京都下水道局ホームページ) 

・「地域気象観測所一覧」(令和４年３月 16 日現在、気象庁ホームページ) 

・「過去の気象データ・ダウンロード」（気象庁ホームページ） 

・「大気汚染測定結果ダウンロード」（東京都環境局ホームページ） 

・「神奈川県大気汚染常時監視測定結果」（神奈川県ホームページ） 

・「未来の東京」戦略 version up 2022（令和４年２月、東京都） 

・「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） 

・「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 2020 Update & Report」（令和３年３月、東京都） 

・「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) 

・「ヒートアイランド対策取組方針」（平成 15 年３月、東京都） 

・「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（令和３年９月、東京都） 

・「東京都建設リサイクル推進計画」（令和４年４月、東京都） 

・「東京都建設リサイクルガイドライン」（令和４年４月、東京都） 

・「東京地域公害防止計画」（平成 24 年３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） 

・「在来種選定ガイドライン」（平成 26 年５月、東京都） 

・「東京都景観計画-美しく風格のある東京の再生-」（平成 30 年８月改定、東京都） 

・「世田谷区基本構想」(平成 25 年９月議会議決、世田谷区) 

・「世田谷区基本計画（平成 26 年度（2014 年度）～令和５年度（2023 年度））」 

(平成 26 年３月、世田谷区) 

・「世田谷区環境基本計画（後期）」(令和２年３月、世田谷区) 

・「みどりの基本計画」（平成 30 年４月、世田谷区） 

・「世田谷区地球温暖化対策地域推進計画」(平成 30 年３月策定、世田谷区) 

・「都市整備方針（都市計画マスタープラン）」（平成 27 年３月、世田谷区） 

・「世田谷区一般廃棄物処理基本計画（平成 27 年度（2015 年度）～平成 36 年度（2024 年度）」 

（平成 27 年３月、世田谷区) 

・「風景づくり計画」(平成 27 年４月、世田谷区) 

・「公害苦情統計調査」（令和４年４月、東京都環境局ホームページ） 

・「有害大気汚染物質のモニタリング調査」（令和３年９月、東京都環境局ホームページ） 

・「ダイオキシン類調査結果」（東京都環境局ホームページ） 

・「世田谷区内の大気汚染調査結果」(世田谷区ホームページ) 

・「大気汚染測定結果ダウンロード」（東京都環境局ホームページ） 

・「平成 27 年度 自動車交通騒音調査結果」(令和元年３月、東京都環境局） 
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・「平成 29 年度 自動車交通騒音・振動調査結果」(令和元年７月、東京都環境局) 

・「平成 30 年度 自動車交通騒音・振動調査結果」(令和２年３月、東京都環境局) 

・「令和元年度 自動車交通騒音・振動調査結果」(令和３年３月、東京都環境局) 

・「令和２年度 自動車交通騒音・振動調査結果」(令和４年３月、東京都環境局) 

・「平成 28 年度 公共用水域水質測定結果」（東京都環境局ホームページ） 

・「平成 29 年度 公共用水域水質測定結果」（東京都環境局ホームページ） 

・「平成 30 年度 公共用水域水質測定結果」（東京都環境局ホームページ） 

・「令和元年度 公共用水域水質測定結果」（東京都環境局ホームページ） 

・「令和２年度 公共用水域水質測定結果」（東京都環境局ホームページ） 

・「平成 30 年度 河川水質調査結果」（世田谷区ホームページ） 

・「平成 31 年度 河川水質調査結果」（世田谷区ホームページ） 

・「令和２年度 河川水質調査結果」（世田谷区ホームページ） 

・「東京の地下水質調査結果」(東京都環境局ホームページ) 

・「要措置区域等の指定状況」(東京都環境局ホームページ) 

・「水準基標測量成果表」（東京都土木技術支援･人材育成センターホームページ）  

・「令和２年地盤沈下調査報告書」(令和３年７月、東京都土木技術支援･人材育成センター) 

・「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) 

・「数値地図」（令和３年 12 月閲覧、国土地理院ホームページ） 

・「土地分類基本調査（垂直調査）地質断面図」 

（国土交通省国土制作局国土情報課ホームページ） 

・「環境影響評価書－世田谷区清掃工場建替事業－」 

(平成 14 年７月、東京二十三区清掃一部事務組合) 

・「令和２年地盤沈下調査報告書」（令和３年７月、東京土木技術支援・人材センター）  

・「東京の湧水マップ 平成 30 年度調査」（平成 31 年３月、東京都環境局） 

・「東京都の代表的な湧水」(環境省ホームページ) 

・「東京の名湧水 57 選」(東京都環境局ホームページ) 

・「令和２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４年４月、東京都環境局） 

・「環境省版レッドリスト 2020」（令和２年３月、環境省） 

・「東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）解説版～レッドデータブック東京 2013（区部）」 

（平成 25 年５月、東京都環境局） 

・「生きものつながる世田谷プラン」（世田谷区ホームページ） 

・「世田谷区ウォーキングマップ（「歩こう、動こう」の取組み）」（世田谷区ホームページ）  

・「自然環境保全基礎調査 植生調査 1/25,000 植生図」 

(環境省生物多様性センターホームページ) 

・「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７月、条例第 63 号） 

・「世田谷区都市計画図 1」（令和４年３月、世田谷区都市整備政策部 都市計画課) 

・「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」(東京都教育委員会ホームページ) 

・「一般廃棄物処理基本計画」(令和３年２月、東京二十三区清掃一部事務組合) 
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・「事業概要 令和３年版」(令和３年７月、東京二十三区清掃一部事務組合) 

・「清掃事業年報 平成 28 年度」(平成 29 年８月、東京二十三区清掃一部事務組合) 

・「清掃事業年報 平成 29 年度」(平成 30 年８月、東京二十三区清掃一部事務組合) 

・「清掃事業年報 平成 30 年度」(令和元年８月、東京二十三区清掃一部事務組合) 

・「清掃事業年報 令和元年度」(令和２年８月、東京二十三区清掃一部事務組合) 

・「清掃事業年報 令和２年度」(令和３年８月、東京二十三区清掃一部事務組合) 

・「都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査（2019 年度速報値）」 

（令和３年６月、東京都環境局） 

・「都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調査（2018 年度実績値）」 

（令和３年３月、東京都環境局） 

以上 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書に掲載した地図は、以下の地図を使用したものである。 

1/75,000、1/50,000、1/40,000、1/30,000、1/25,000、1/10,000、1/5,000、1/2,000、1/1,500 

「電子地形図 25000」(国土地理院) 

空中写真:「電子国土基本図(オルソ画像)」(国土地理院) 
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