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「水資源計画について」 国土交通省土地・水資源局水資源部 
第三回 水資源政策の政策評価に関する検討委員会 資料 
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http://www.customs.go.jp/butsuryu/2003_9/0309.htm 
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「国土交通省資料」 
「国土交通省港湾局ＨＰ」 みなとの写真 
http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_homepage/minato_no_yakuwari/index-photo.h
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・ ２５頁 「平成１６年 出入国者統計」 法務省 
「成田空港の貿易動向」東京税関資料（日本関税協会東京支部HP記載） 
http://www.kanzei.or.jp/tokyo/cus_info/toukei_tokushu/narita0228a.pdf 

・ ２６頁 「成田空港の貿易動向」東京税関資料（日本関税協会東京支部HP記載） 
http://www.kanzei.or.jp/tokyo/cus_info/toukei_tokushu/narita0228a.pdf 
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・ ２７頁 「水害に強い安全な東京をめざして」 東京都建設局 
「東京都建設局資料」 

・ ２８頁 「台風２２号による関東地方の出水状況（第３報）20041018」 関東地方整備局 
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/river/river/topics/data/t22_041018_2.pdf 
「水害に強い安全な東京をめざして」 東京都建設局 
「台風２２号による関東地方の出水状況（第３報）20041018」 関東地方整備局 
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/river/river/topics/data/t22_041018_2.pdf 

・ ２９頁  「低地の河川事業概要」 東京都建設局 
「東京の低地河川事業」 東京都建設局 
「Ｗｅｂ広報東京都 平成１６年２月号」 東京都 
http://www.koho.metro.tokyo.jp/koho/2004/02/index.htm 

・ ３０頁 「Ｗｅｂ広報東京都 平成１６年２月号」 東京都 
http://www.koho.metro.tokyo.jp/koho/2004/02/index.htm 
「過去の水害記録」 東京都建設局 
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/suigai_kiroku/kako.htm 

・ ３１頁 「利根川２００５」 関東地方整備局利根川上流河川事務所 
・ ３２頁 「利根川百科辞典」 利根川上流河川事務所ＨＰ 

http://www.tonejo.go.jp/jiten/index.htm 
・ ３３頁 「活力ある首都東京の創造～道路整備の果たす役割～」 東京都建設局 

「避難場所及び避難道路概略図」東京都ＨＰ 
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/bosai_3.htm 

 
５．環境をまもり、つくる 

・ ３４頁「水資源計画について」 国土交通省土地・水資源局水資源部 
第三回 水資源政策の政策評価に関する検討委員会 資料 

・ ３５頁 「いま考えてみよう わたしたちの下水道」 日本下水道協会ＨＰ 
http://www.jswa.jp/13_thinks/index.html 
「東京都下水道局事業概要 平成 16年版」 東京都下水道局 

      http://www.gesui.metro.tokyo.jp/gijyutou/jg16/jigyougaiyou16/no4.pdf 
・ ３６頁 「東京都下水道局事業概要 平成 16年版」 東京都下水道局 
      http://www.gesui.metro.tokyo.jp/gijyutou/jg16/jigyougaiyou16/no4.pdf 
・ ３７頁 「RIVERFRONT  Vol.51」財団法人リバーフロント整備センター 

「関東地方整備局資料」 
・ ３８頁 「関東地方整備局資料」 

「東京都島しょ農林水産総合センター資料」 
      http://www.fish.metro.tokyo.jp/kenkyu/chousa/ayu/ 
・ ３９頁 「東京湾環境データブック 平成 12年 11月」 運輸省第二港湾建設局 
・ ４０頁 「東京都建設局資料」 
・ ４１頁 「関東地方整備局空港港湾局ＨＰ」 

「関東地方整備局資料」 
・ ４２頁 「東京都環境局ＨＰ」 
      http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/tyubou/tyubou09_faq/faq_ans01/ans1-4-2.htm 
・ ４３頁 「一般国道 357号 環七立体開通による整備効果」国土交通省首都国道事務所 

「地球温暖化防止のための道路政策会議資料」 国土交通省 
 

６．くらしを快適にする 
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・ ４４頁 「活力ある首都東京の創造～道路整備の果たす役割～」 東京都建設局 
・ ４５頁 「国土交通省資料」 
・ ４６頁 「踏切対策基本方針 平成 16年 6月」 東京都 
      http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2004/06/70e6a113.htm 
・ ４７頁 「スイスイ・シティ大作戦ＨＰ」 

http://www.suisui-city.com/ 
「活力ある首都東京の創造～道路整備の果たす役割～」 東京都建設局 

・ ４８頁 「スイスイ・シティ大作戦ＨＰ」 
http://www.suisui-city.com/ 

 
７．活力を生む  

・ ４９頁 「東京都都市整備局資料」 
      http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/sai-kai_02-2.htm 
・ ５０頁 「東京都都市整備局資料」 
・ ５１頁 「都市再生を支える街路事業の展開について」 

  国土交通省社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 資料 
・ ５２頁 「活力ある首都東京の創造～道路整備の果たす役割～」 東京都建設局 
・ ５２頁 「都市再生を支える街路事業の展開について」 

  国土交通省社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 資料 
・ ５３頁 「DBJ仕事探検 六本木ヒルズ誕生物語」日本政策投資銀行ＨＰ 

http://www.dbj.go.jp/beginners/project/vol2_hills/01.html 
 

８．東京圏の社会資本の課題 
・ ５５頁 「平成１５年度 東京都住宅白書」 東京都 
      http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_kcs/413-01hakusyo.htm 
・ ５５頁 「首都直下地震対策に関する参考資料」 

 内閣府 中央防災会議首都直下地震対策専門調査会 2005.6 
            http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/shutochokka/18/shiryou2.pdf 
・ ５６頁 「第６回 地域別延焼危険度測定」 東京消防庁 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/bou_topic/bou_tp01.htm 
「首都直下地震 想定される被害とその対策」中央防災会議資料 

            http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/shutochokka/18/shiryou3.pdf 
・ ５７頁 「防災都市づくり推進計画（整備プログラム）」 東京都 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2004/03/70e3i107_01.htm 
「震災復興グランドデザイン」 東京都 
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/SHOUSAI/DATA/70B5MI00.JPG 
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/SHOUSAI/DATA/70B5MJ00.JPG 

・ ５８頁 「東京都資料」 
・ ５９頁 「国土交通省資料」 
            http://www.mlit.go.jp/kowan/yosan/h17gaisan/20.pdf 
・ ６０頁 「国土交通白書２００５」 国土交通省 

「東京の低地河川事業」 東京都建設局 
            http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kasen/gaiyo/04.html 
・ ６１頁 「東京地下鉄株式会社資料」 

「水害に強い安全な東京をめざして－新たな都市型水害対策－」 東京都建設局 
・ ６２頁 「平成１５年度 東京都住宅白書」 東京都 
            http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_kcs/413-01hakusyo.htm 
・ ６４頁 「都市計画公園・緑地の整備方針 中間のまとめ」 東京都等 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h17/topi008-02.pdf 
「国土交通省資料」 
http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/genjo_01.htm 

・ ６５頁 「地球温暖化防止のための道路政策会議資料」 国土交通省 
            http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/ondanka/1pdf/2.pdf 
・ ６６頁 「地球温暖化防止のための道路政策会議資料」 国土交通省 
            http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/ondanka/3pdf/32.pdf 
・ ６７頁 「平成１５年度 東京都住宅白書」 東京都 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_kcs/413-01hakusyo.htm 
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「東京都のヒートアイランド対策」 東京都環境局ＨＰ 
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/heat/ 

・ ６８頁 「東京都のヒートアイランド対策」 東京都環境局ＨＰ 
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/heat/ 

・ ６９頁 「東京湾再生のための行動計画」東京湾再生推進会議 最終とりまとめ 
・ ７１頁 「関東臨海ブロック渋滞 3Dマップ」 国土交通省道路局HP 

http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-data/ir-data.html 
「海外主要都市と東京圏の環状道路の整備比較」 相武国道事務所HP 

           http://www.ktr.mlit.go.jp/sobu/ 
・ ７２頁  関東地方整備局資料 
・ ７３頁 「平成１５年版 国土交通白書」 国土交通省 
・ ７４頁 「羽田空港再拡張による経済波及効果について（全国版）」 国土交通省航空局 
           http://www.mlit.go.jp/koku/04_outline/09_houkoku/img/h15_02.pdf 
・ ７５頁 「ニュース東京の下水道 2005年 5・6月号」 東京都下水道局 

「下水道構想２００１」 東京都下水道局 
           http://www.gesui.metro.tokyo.jp/jigyou/kousou/kousou.htm 
・ ７６頁 「平成１５年度事業概要」 東京都下水道局 

http://www.gesui.metro.tokyo.jp/gijyutou/jg15/jg15.htm 
「合流式下水道の改善」国土交通省都市・地域整備局下水道部HP 
http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/yakuwari/cso_kaizen.html 

 

82 


