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第 16 章 その他 

16.1 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は、表 16.1-1 に示すとおりです。 

 

表 16.1-1 対象事業に必要な許認可等及び根拠法令 

根拠法令名 条項 許認可等 

都市計画法 
第 21 条第１項 都市計画変更 

第 59 条第２項 都市計画事業認可 

 

 

16.2 調査等を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

並びに調査等の全部又は一部を委託した場合にあっては、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 

 

■調査を実施した者 

名  称 ：東京都 

代 表 者 の 氏 名 ：東京都知事 小池 百合子 

事務所の所在地 ：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

■調査等の委託を受けた者 

【予測・評価、環境影響評価書】 

名  称 ：株式会社環境管理センター 

代 表 者 の 氏 名 ：水落 憲吾 

事務所の所在地 ：東京都八王子市散田町三丁目７番 23 号 

 

【現地調査（大気汚染、騒音・振動、景観）】 

名  称 ：株式会社オオバ 

代 表 者 の 氏 名 ：辻本 茂  

事務所の所在地 ：東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号  

 

【現地調査（交通量）】 

名  称 ：株式会社中央クリエイト 東京支店 

代 表 者 の 氏 名 ：伊東 毅 

事務所の所在地 ：東京都中野区中央五丁目 49 番 10 号 
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16.3 評価書を作成するに当たって参考とした資料の目録 

 「公共事業景観形成指針(公共事業の計画づくり指針)」(平成 19 年４月 東京都都市整備局) 

 「東京都長期ビジョン」（平成 26 年 12 月 東京都） 

 
「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）

 「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） 

 「東京の都市づくりビジョン（改定）」（平成 21 年７月 東京都） 

 「新たな多摩のビジョン」（平成 25 年３月 東京都） 

 「新たな多摩のビジョン行動戦略」（平成 26 年３月 東京都） 

 「多摩の振興プラン～人の暮らしと自然が調和し、誰もが輝くまちを目指して～」（平成 29 年９月） 

 「多摩部 19 都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（平成 26 年 12 月 東京都） 

 「立川市都市計画マスタープラン」（平成 29 年６月 立川市） 

 
「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」 

（平成 28 年３月 東京都・特別区・26 市２町）

 「全国道路・街路交通情勢調査」(道路交通センサス(平成 22 年度))(平成 24 年３月 東京都建設局)

 「東京都環境基本計画」（平成 28 年３月 東京都） 

 「立川市第２次環境基本計画」（平成 27 年６月 立川市） 

 「国立市環境基本計画」（平成 25 年７月 国立市） 

 「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） 

 「みどりの新戦略ガイドライン」（平成 18 年１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） 

 「東京都建設リサイクル推進計画」（平成 28 年４月 東京都） 

 「東京都建設リサイクルガイドライン」（平成 30 年４月 東京都） 

 「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） 

 「環境軸基本方針」（平成 18 年４月 東京都） 

 「環境軸ガイドライン」（平成 19 年６月 東京都） 

 「都市計画公園･緑地の整備方針（改定）」（平成 23 年 12 月 東京都・特別区・市町） 

 「緑確保の総合的な方針(改定)」（平成 28 年３月 東京都・特別区・市町村） 

 「立川市緑の基本計画」（平成 11 年３月 立川市） 

 「立川市景観計画」（平成 30 年４月改定 立川市） 

 「国立市都市計画マスタープラン」（平成 23 年２月 国立市） 

 「国立市緑の基本計画」（平成 15 年３月 国立市） 

 「国立市都市景観形成基本計画」（平成８年 11 月 国立市） 

 「大気汚染常時測定局測定結果報告（平成 29 年度年報）」（平成 30 年 10 月 東京都環境局） 

 「地上気象観測指針」（平成 14 年３月 気象庁） 

 
「全国道路・街路交通情勢調査」（道路交通センサス(平成 27 年度)） 

（平成 29 年 11 月 東京都建設局）

 「東京都総合地盤図（Ⅱ） 山の手･北多摩地区」（平成２年８月 東京都土木研究所） 

 「５万分の１都道府県土地分類基本調査（川越・青梅）」（平成８年３月 東京都） 

 「土地利用現況図[建物用途別]（多摩都市部）」(平成 24 年度現在 東京都都市整備局) 

 「立川市都市計画図」（平成 28 年３月 立川市） 

 「国立市都市計画図」（平成 29 年３月 国立市） 

 「国分寺市都市計画図」（平成 27 年 11 月 国分寺市） 

 「市関連施設」（平成 30 年６月閲覧 国立市ホームページ） 

 「立川市施設案内」（平成 30 年６月閲覧 立川市ホームページ） 

 「市内幼稚園一覧」（平成 30 年６月閲覧 立川市ホームページ） 

 「小学校一覧」（平成 30 年６月閲覧 立川市教育委員会ホームページ） 

 「中学校一覧」（平成 30 年６月閲覧 立川市教育委員会ホームページ） 

 「都立学校」（平成 30 年６月閲覧 東京都教育委員会ホームページ） 

 「私立学校一覧」（平成 30 年６月閲覧 東京都私学財団ホームページ） 

 「立川市例規類集(立川市学童保育条例）」（平成 30 年６月閲覧 立川市ホームページ） 

 「国立市例規類集(国立市学童保育条例）」（平成 30 年６月閲覧 国立市ホームページ） 

 「社会福祉施設等一覧」（平成 29 年 10 月 東京都福祉保健局ホームページ） 

 「立川市の医療機関のご紹介」（平成 30 年６月閲覧 一般社団法人立川市医師会ホームページ） 
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「一般社団法人国立市医師会（医院検索）」 

（平成 30 年６月閲覧 一般社団法人国立市医師会ホームページ） 

 「国営昭和記念公園」（平成 30 年６月閲覧 国営昭和記念公園ホームページ） 

 「立川市例規類集(立川市公園条例）」（平成 30 年６月閲覧 立川市ホームページ） 

 「国分寺市施設情報」（平成 30 年６月閲覧 国分寺市ホームページ） 

 
「全国道路･街路交通情勢調査」(道路交通センサス(平成 17 年度)) 

（平成 18 年 10 月 東京都建設局） 

 「全国道路交通情勢調査」(道路交通センサス(平成 11 年度))（平成 12 年３月 東京都建設局） 

 「全国道路交通情勢調査」(道路交通センサス(平成９年度))（平成 10 年 12 月 東京都建設局） 

 「平成 27 年度都内自動車排出係数」（平成 29 年 11 月 東京都環境局） 

 「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 28 年度 道路交通騒音振動調査報告書」（平成 30 年３月 東京都環境局） 

 「東京都土壌汚染対策指針」（平成 28 年東京都告示第 1702 号） 

 
「昭和記念公園は飛行場だった・第２集～立川飛行場に関する学習会の記録～」 

（平成 12 年 10 月 立川中央図書館） 

 「陸上自衛隊 東立川駐屯地」（平成 30 年６月閲覧 陸上自衛隊東立川駐屯地ホームページ） 

 
「空中写真（昭和 49 年 11 月 26 日国土地理院撮影）」 

（地図・空中写真閲覧サービス 国土地理院ホームページ） 

 「ゼンリン住宅地図（立川市 1982）」（1982 年９月 日本住宅地図出版） 

 「ゼンリン住宅地図（立川市 1990）」（1989 年 10 月 ゼンリン） 

 「ゼンリン住宅地図（立川市(南部)1995）」（1994 年９月 ゼンリン） 

 「Google マップ」（2018 年６月閲覧） 

 
「東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等

の実施に関する指針」（平成 14 年５月 東京都都市整備局） 
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 本書に掲載した１０万分の１及び５万分の１の地図は、国土地理院の淡色地図

及び電子地形図２５０００を使用したものです。 

 本書に掲載した２万５千分の１以下の地図は、国土地理院長の承認(平２４関公

第２６９号)を得て作成した東京都地形図(Ｓ=１:２,５００)を使用(２９都市基

交第５１６号)して作成したものです。無断複製を禁じます。 
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