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
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９
一般廃棄物処理施設の届出
条の三
危険物貯蔵所設置許可
消防法第 11 条
計画通知(建築主事を置く市町村が 建築基準法第 18 条
加入する一部事務組合)
工事計画届出
電気事業法第 48 条
都民の健康と安全を確保する環境に関す
工事設置認可
る条例第 81 条
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
特定施設設置届出
振動規制法第６条
下水道法第 12 条
ばい煙発生施設の設置届出
大気汚染防止法第６条
11.2

評価書案を作成した者及び業務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

名
評価書案の作成者

称：小平・村山・大和衛生組合

代表者：管理者

小林

正則

所在地：東京都小平市中島町２番１号
名
業務受託者

称：国際航業株式会社

代表者：代表取締役社長

土方

聡

所在地：東京都千代田区六番町２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
・「耐震安全の目標及び分類の一覧」
（国土交通省大臣官房官庁営繕部）
・「東京都の統計」(平成 26 年～平成 30 年 東京都総務局)
・「住民基本台帳における町丁別世帯数及び人口」
（平成 30 年 1 月 小平市市民部）
・「住民基本台帳 町丁別人口統計表」
（平成 30 年１月 東大和市市民部）
・「住民基本台帳別世帯と人口」
（平成 30 年１月 立川市市民生活部）
・「東京都統計年鑑（分野：農林水産業）」(東京都総務局)
・「平成 26 年工業統計調査報告」(東京都総務局)
・「平成 28 年経済センサス-活動調査（平成 27 年工業統計相当集計結果）」
（総務省統計局）
・「平成 29 年工業統計調査報告（平成 28 年実績）
」(東京都総務局)
・「平成 16・19・26 年商業統計調査報告(卸売・小売業)」(東京都総務局)
・
「平成 22 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」
（国土
交通省道路局)
・
「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」
（国土
交通省道路局)
・「駅別乗車人員(一日平均)の推移 平成 25 年度～平成 29 年度」
（西武鉄道株式会社ホーム
ページ）
・「駅別乗降人員(一日平均) 平成 25 年度～平成 29 年度」（多摩モノレール株式会社ホーム
ページ）
・「西武バス小平営業所バス路線案内図」（西武バスホームページ）
・「東大和市ちょこバスルートマップ（東大和市ホームページ）
・「武蔵村山市市内循環バス路線図（日中時・通勤時ルート）」
（武蔵村山市ホームページ）
・「立川バス路線図」
（立川バスホームページ）
・「ぶんバス路線図」
（国分寺市ホームページ）
・「くるりんバス運行ルート図」
（立川市ホームページ）
・「多摩地域都バス路線案内」（都営バスホームページ）
・「東京の土地利用状況平成 24 年多摩・島しょ地域」（東京都都市整備局）
・「都市計画図」
（小平市都市開発部）
・「都市計画図」
（立川市まちづくり部）
・「都市計画図」
（東大和市都市建設部）
・「平成 30 年度 東京都公立学校一覧」（平成 30 年 10 月 東京都総務局）
・
「東京の私立学校(私立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校)」(平成 29 年４月 東京
都生活文化局)
・「福祉保健の基盤づくり（社会福祉施設等一覧）」
（平成 30 年 10 月 東京都福祉保健局）
・「医療機関届出情報」
（平成 30 年４月、医療介護情報局ホームページ）
・「小平市立図書館」(平成 30 年 小平市立図書館ホームページ)
・「武蔵村山市立図書館」(平成 30 年 武蔵村山市立図書館ホームページ)
・「東大和市立図書館」
（平成 30 年 東大和市立図書館ホームページ）
・「立川市図書館」(平成 30 年 立川市図書館ホームページ)
・「市立子供広場・公園・緑地」(東大和市ホームページ)
・「小平市立図書館 地域資料」(小平市立図書館ホームページ)
・「施設案内・予約 公園」(武蔵村山市ホームページ)
・「玉川上水緑道」(東京都公園協会ホームページ)
・「地図からの住所検索」(いつも NAVI ラボホームページ)
・「玉川・野火止コース 用水の散歩みち」
（東京都ホームページ）
・「小平グリーンロード MAP」
（小平市産業振興課）
・「東大和ウォーキングマップ（野火止用水編）
」（東大和市ホームページ）
・「砂川と玉川上水を歩くコース」
（立川市ホームページ）
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・「柳瀬川・空堀川流域連絡会」
（東京都建設局ホームページ）
・「史跡玉川上水保存管理計画書」(平成 19 年３月 東京都水道局)
・「野火止用水・平林寺の文化的景観保存計画」
（平成 24 年３月 埼玉県新座市）
・「平成 28 年都内の地下水揚水の実態(地下水揚水量調査報告書)」(平成 30 年３月 東京都
環境局)
・「東京都下水道局事業概要」(平成 29 年版 東京都下水道局)
・「気象統計情報(観測地点：府中)」(気象庁ホームページ)
・「大気汚染測定結果」
（平成 25 年度～平成 29 年度 東京都環境局ホームページ）
・「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 東京都政策企画部）
・「東京都環境基本計画」(平成 28 年３月 東京都環境局)
・「東京都電力対策緊急プログラム」(平成 23 年５月 東京都環境局)
・「ヒートアイランド対策取組方針」
（平成 15 年３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 東京都環境局)
・「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 東京都都市整備局）
・「東京地域公害防止計画」
（平成 24 年３月 東京都環境局）
・「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
東京都環境局）
・「「緑の東京 10 年プロジェクト」基本方針」
（平成 19 年６月 東京都環境局）
・「「緑の東京 10 年プロジェクト」の施策化状況 2012」(平成 24 年３月 東京都環境局)
・「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 東京都環境局）
・「東京都景観計画」
（平成 23 年４月、平成 30 年８月改定 東京都都市整備局）
・「こだいら 21 世紀構想－小平市第三次長期総合計画基本構想－」(平成 18 年３月 小平市
企画政策部)
・「新中期的な施策の取組方針・実行プログラム」(平成 30 年２月 小平市企画政策部)
・「小平市都市計画マスタープラン」(平成 29 年３月 小平市都市開発部)
・「小平市第二次環境基本計画」(平成 24 年３月 小平市環境部)
・「小平市みどりの基本計画」(平成 22 年３月 小平市環境部)
・「小平市一般廃棄物処理基本計画」(平成 30 年３月改訂 小平市環境部)
・「東大和市総合計画」(平成 25 年３月 東大和市企画財政部)
・「東大和市都市マスタープラン(改定)」(平成 27 年３月 東大和市都市建設部)
・「第二次東大和市環境基本計画」(平成 29 年３月 東大和市環境部)
・「東大和市緑の基本計画」
（平成 11 年 10 月 東大和市都市建設部）
・「東大和市一般廃棄物処理基本計画」(平成 30 年３月 東大和市環境部)
・「武蔵村山市第四次長期総合計画後期基本計画」(平成 28 年３月 武蔵村山市企画財務部)
・「武蔵村山市まちづくり基本方針(改定)」(平成 25 年 10 月 武蔵村山市都市整備部)
・「武蔵村山市第二次環境基本計画」(平成 28 年３月 武蔵村山市協働推進部)
・「武蔵村山市一般廃棄物処理基本計画」(平成 30 年１月 武蔵村山市協働推進部)
・「立川市第４次長期総合計画」(平成 27 年３月 立川市総合政策部)
・「立川市都市計画マスタープラン」(平成 29 年６月 立川市まちづくり部)
・「立川市第２次環境基本計画」(平成 27 年６月 立川市環境下水道部)
・「立川市緑の基本計画」(平成 11 年３月 立川市まちづくり部)
・「立川市一般廃棄物処理基本計画」(平成 27 年 立川市環境下水道部)
・「東村山市第４次総合計画後期基本計画」(平成 28 年３月 東村山市経営政策部)
・「東村山市都市計画マスタープラン」(平成 12 年７月 東村山市まちづくり部)
・「東村山市環境基本計画」(平成 23 年３月 東村山市環境安全部)
・「東村山市みどりの基本計画」(平成 23 年３月 東村山市まちづくり部)
・「東村山市一般廃棄物処理基本計画」(平成 28 年４月改訂 東村山市資源循環部)
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・「国分寺市総合ビジョン」(平成 29 年３月 国分寺市政策部)
・「国分寺市都市計画マスタープラン」(平成 28 年２月 国分寺市まちづくり部)
・「第二次国分寺市環境基本計画」(平成 26 年３月 国分寺市まちづくり部)
・「国分寺市一般廃棄物処理基本計画(一部変更)」(平成 26 年４月 国分寺市建設環境部)
・
「国立市総合基本計画(第５期基本構想・第１次基本計画)」(平成 28 年３月 国立市政策経
営部)
・「国立市都市計画マスタープラン〔第２次改訂版〕」(平成 30 年６月 国立市都市整備部)
・「国立市環境基本計画」(平成 25 年７月 国立市生活環境部)
・「第２次国立市循環型社会形成推進基本計画」(平成 28 年４月 国立市生活環境部)
・「第五次昭島市総合基本計画(基本構想・基本計画)」(平成 23 年５月 昭島市企画部)
・「昭島市都市計画マスタープラン（改定）
」(平成 23 年３月 昭島市都市計画部)
・「昭島市環境基本計画」(平成 24 年３月 昭島市環境部)
・「昭島市水と緑の基本計画」(平成 23 年３月 昭島市環境部)
・「第四次昭島市一般廃棄物処理基本計画」
（平成 28 年３月 昭島市環境部）
・「公害苦情統計調査」(平成 26 年度～平成 28 年度 東京都環境局ホームページ)
・「大気汚染測定結果」(平成 25 年度～平成 29 年度 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」(平成 24 年度～28 年度 東京都環境局ホームペ
ージ)
・「ダイオキシン類調査結果」（平成 25 年度～平成 29 年度 東京都環境局ホームページ）
・「地形分類図 川越・青梅」(平成８年３月 東京都)
・「地形断面図」
（東京都土木技術支援・人材育成センターホームページ）
・「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）
・「建設機械等損料表 平成 30 年度版」
（一般社団法人 日本建設機械施工協会）
・「都内自動車排出ガス量等算出調査委託報告書」
（平成 27 年３月、東京環境局）
・「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」
（昭和 61 年 (社)全国都市清掃会議）
・「悪臭防止法の規定に基づく悪臭の規制基準」
（悪臭防止法第４条、小平市告示第 47 号）
・「平成 28 年度道路交通騒音振動調査報告書」
（平成 29 年３月 東京都環境局）
・「道路環境整備マニュアル」（平成元年１月、(社)日本道路協会）
・
「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成 9 年 7 月 31 日、建設省告示第 1536
号）
」
・
「建設工事騒音の予測モデル ASJ CN-MODEL2007」
（平成 19 年度 日本音響学会建設工事騒
音予測調査研究委員会）
・
「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）
・「道路作業振動対策マニュアル」
（平成６年 (社)日本建設機械化協会）
・「地域の環境振動」
（平成 13 年 (社)日本騒音制御工学会）
・「土壌汚染の調査及び対策について」
（東京都環境局ホームページ）
・「環境確保条例の土壌汚染対策に係るフロー図」
（東京都環境局ホームページ）
・「地下水シミュレーション」（日本地下水学会）
・「平成 29 年度地盤沈下調査報告書」
（平成 30 年７月 東京都土木技術支援・人材育成セン
ター）
・「東京の湧水マップ」
（平成 26 年３月）
・
「水準基標測量成果表」
（平成 26 年～平成 30 年 東京都土木技術支援・人材育成センター）
・「森のカルテ 上水本町保存樹林編」(平成 27 年９月 小平市環境部)
・「森のカルテ 上水新町保存樹林編」
（平成 29 年 12 月 小平市環境部)
・「森のカルテ 小川町１丁目保存樹林編」
（平成 30 年４月現在 小平市環境部）
・「自然環境保全基礎調査 植生調査 植生図」(環境省自然環境局)
527

・「環境省レッドリスト 2018 の公表について」
（平成 30 年５月、環境省）
・「レッドデータブック東京 2013(本土部)」（平成 25 年３月、東京都）
・「種の多様性調査(動物分布調査)対象種一覧」
（平成 14 年、環境省）
・「日本鳥類目録改訂第７版」（2012 年、日本鳥学会）
・「日本産爬虫両生類標準和名リスト」
（平成 29 年５月、日本爬虫両生類学会）
・「日本産野生生物目録 無脊椎動物編Ⅱ」
（平成７年、環境庁）
・「建造物によるテレビ受信障害調査要領テレビ受信状況調査容量」
（平成 30 年６月改定
(一社)日本 CATV 技術協会）
・「衛星放送の現状（平成 30 年度第３四半期版）
」（平成 30 年 10 月総務省情報流通行政局ホ
ームページ）
・
「建造物障害予測の手引き（地上デジタル放送 2005.3）
」
（平成 17 年３月、社団法人日本 CATV
技術協会）
・「構造物障害予測の手引き(改訂版)」（1995 年９月、社団法人日本 CATV 技術協会）
・「土木学会編 新体系土木工学 59 土木景観計画」
（1994 年 藤原修 技法堂出版）
・「小平の文化財」（小平市ホームページ）
・「東大和市の文化財」
（東大和市ホームページ）
・「指定文化財等一覧」(立川市教育委員会ホームページ)
・「国分寺市内の指定・登録文化財一覧」(国分寺市ホームページ)
・「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」(東京都教育委員会ホームページ)
・「廃棄物の解体に伴う廃棄物の原単位調査報告書」（平成 16 年３月 (社)建築業協会）
・「SMW 連続壁標準積算資料」（平成 29 年、SMW 協会）
・「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」（平成 29 年 12 月、東京環境
局）
・「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」
（平
成 30 年９月東京都環境局）
・
「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.3.2」
（平成 30 年６月 環境省・経済産
業省）
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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。
1/25,000「25,000 地形図 立川（平成 25 年発行）」(国土地理院)
1/75,000、1/50,000、1/10,000、1/5,000「電子地形図（タイル）」(国土地理院)
空中写真：「空中写真」(国土地理院)

