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施設整備用地に関する検討のまとめ 

 

１．法人所有地の検討について 

法人所有地の検討においては、第８回及び第９回検討会の会議の公開・非公開にかかる議

論において、公開の会議で検討を行うことは、所有者である法人の同意を得ずに名称等の情

報を公開する結果となり、それは情報公開条例に規定する非公開情報の公開に該当すること

から、全会一致により非公開会議での検討を行うこととなりました。 

非公開で行った１次検討においては、必須条件Ⅰ及びⅡに基づき、市内の１万㎡以上の法

人所有地を抽出し、用地の状況を整理した上で議論を行いました。 

１次検討で抽出された法人所有地を２次検討に進める場合は、施設用地の面積や形状、搬

入道路の状況、災害避難場所や用途地域などといった土地利用の現況、用地取得の難易度、

関連ごみ処理施設との位置関係といった所有地に関する詳細な検討に及ぶため、所有者であ

る法人への意思確認の必要性について議論され、法人に了承を得た上で、検討を進める必要

があると議論されるとともに、その際の法人との折衝や意思確認にかかる期間等についても

話し合われました。 

法人との折衝についての議論では、現時点で市として購入を前提とした話はできないため、

不確定な状態での打診になること、また、非公開での検討が前提であっても、先方への確認

を行う過程で万が一情報が漏れる等の事象が起きた場合、先方へ多大な迷惑をかけると同時

に市の信用問題にもなること、また、法人の意思確認にかかる期間についての議論では、法

人が意思決定を下すためには、取締役会などを経る必要があるなど、決定までに長期の期間

を要すことが想定されることから、今後の検討スケジュールに支障をきたす恐れがあること

についても議論されました。 

このように法人所有地の検討において、法人への影響や懸念事項等についても深い議論が

なされた結果、実際に法人所有地を施設整備用地として検討していくことは、現実的でない

との結論に至ったことから、法人所有地については、２次検討の対象としないことで集約さ

れました。 

 

２．２次検討の対象用地の確認 

法人所有地の検討についての集約を受け、２次検討の対象は、公有地のみとします。 

対象用地は、住宅（久米川第１３住宅跡地）、公園（東村山中央公園、狭山公園、北山公園、

運動公園）、ごみ処理施設（秋水園）、緑地（八国山緑地）の４分類（計７箇所）となり、前

回、第９回に実施した２次検討を踏まえて、本日の第１０回検討会で検討のまとめを行いま

す。 

 

３．施設整備用地に関する検討のまとめ 

第９回検討会の２次検討では、設定した比較項目を用いて、それぞれの用地について比較

検討を行い、比較項目ごとの考察を検討しました。 

前回の議論を踏まえて、施設整備用地に関する検討のまとめとして、それぞれの用地ごと

に、施設整備用地とした場合の課題等について整理します。（表１） 
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（１） 各用地の整理 

【用地１：久米川第 13 住宅跡地】 

用地１については、搬入道路の幅員が７ｍ以上確保できていること、多くの住民の利用

がなく災害時避難場所の指定がされていないこと、公園・緑地等の指定状況では都市計画

公園等に指定されていないことなどの項目において、課題はないと考えられます。 

一方、用地１は、最低限必要な面積と考えられる 10,000 ㎡とほぼ同面積で余剰面積が

なく、かつ不整形な用地形状をしていることから、施設の適正配置ができないこと、増築

工事や大規模修繕時のスペース確保が難しいこと、仮に建替を考えた場合の敷地確保が難

しいことなどが考えられます。また、住居系用途地域に指定されていること、関連処理施

設との連携面などの課題が考えられます。また、用地１は都有地であるため、用地取得に

おいて東京都との協議が必要となります。 

 

【用地２：東村山中央公園】 

用地２については、十分な面積及び適正な形状が確保されていること、搬入道路の幅員

が７ｍ以上確保できていることなどの項目において、課題はないと考えられます。 

一方、用地２は、多くの住民に利用されている施設であること、また、避難場所、住居

系用途地域、都市計画公園に指定されていること、関連処理施設との連携面などの課題が

考えられます。また、用地２は国有地及び都有地であるため、用地取得において国及び東

京都との協議が必要となります。 

 

【用地３：狭山公園】 

用地３については、十分な面積及び適正な形状が確保されていることから、この項目に

おいての課題はないと考えられます。 

一方、用地３は、搬入道路の幅員が７ｍ未満であること、多くの住民に利用されている

施設であること、住居系用途地域、狭山近郊緑地保全区域に指定されていること、関連処

理施設との連携面などの課題が考えられます。また、用地３は都有地であるため、用地取

得において東京都との協議が必要となります。 

 

【用地４：北山公園】 

用地４については、十分な面積及び適正な形状が確保されていること、市有地であるこ

となどの項目において、課題はないと考えられます。 

一方、用地４は、搬入道路の幅員が７ｍ未満であること、多くの住民に利用されている

施設であること、住居系用途地域、都市計画公園に指定されていること、関連処理施設と

の連携面などの課題が考えられます。 

 

【用地５：運動公園】 

用地５については、十分な面積及び適正な形状が確保されていること、市有地であるこ

と、搬入道路の幅員が７ｍ以上確保できていることなどの項目において、課題はないと考

えられます。 

一方、用地５は、多くの住民に利用されている施設であること、避難場所、一部住居系

用途地域、都市計画公園に指定されていること、関連処理施設との連携面などの課題が考
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えられます。 

【用地６：秋水園】 

用地６については、十分な面積及び適正な形状が確保されていること、搬入道路の幅員

が７ｍ以上確保できていること、多くの住民の利用がなく災害時避難場所の指定がされて

いないこと、準工業地域に指定されていていること、公園・緑地等の指定状況では都市計

画公園等に指定されていないこと、市有地であること、関連処理施設が同一敷地内にある

ことなどの状況から、各項目についての課題や用地購入に関わる調整の必要はありません。 

 

【用地７：八国山緑地】 

用地７については、十分な面積が確保されていることから、この項目においての課題は

ないと考えられます。 

一方、用地７は、搬入道路の幅員が７ｍ未満であること、多くの住民に利用されている

施設であること、避難場所、住居系用途地域、北山風致地区に指定されていること、関連

処理施設との連携面などの課題が考えられます。また、用地３は国有地であるため、用地

取得において国との協議が必要となります。 

 

（２） 考察 

２次検討を踏まえて、それぞれの用地ごとに整理した結果、用地１（久米川第 13 住宅

跡地）、用地２（東村山中央公園）、用地３（狭山公園）、用地４（北山公園）、用地５（運

動公園）、用地７（八国山緑地）については、各項目における課題等があることや、現状

利用している箇所などもあり、施設整備用地とする場合には、用地の転用や当該用地の購

入に関わる調整が必要となります。 

 また、用地６（秋水園）については、他の用地にあるような各項目についての課題や用

地購入に関わる調整の必要はありません。 
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表１ 施設整備用地に関する検討のまとめ 

  

用地１ 用地２ 用地３ 用地４ 用地５ 用地６

用地名称 久米川第13住宅跡地 東村山中央公園 狭山公園 北山公園 運動公園 秋水園

【一次検討】必須条件

用地面積
用地面積が施設整備に必要である10,000㎡以上で
あること

約10,000㎡ 約121,000㎡ 約137,000㎡ 約32,000㎡ 約40,000㎡ 約22,000㎡ 約368,000㎡

所有状況 土地の所有者が公共または法人であること 都有地 国有地及び都有地 都有地 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 国有地

代替施設の検討が
必要な建物又は
設備の立地状況

（現状の利用状況）

学校や住宅などの建物又は設備が立地し、代替施設
の検討が必要となる用地ではないこと

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（一部駐車場利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（公園利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（ごみ処理施設利用）

代替施設の検討が必要な
建物又は設備の立地はない

（緑地利用）

【二次検討】比較項目

1-①
面積

用地面積
将来の計画変更に柔軟に対応できる用地として、用
地面積が必要面積１0,000㎡よりもさらに広い方が
望ましく、それぞれの面積を比較します。

約10,000㎡ 約121,000㎡ 約137,000㎡ 約32,000㎡ 約40,000㎡ 約22,000㎡ 約368,000㎡

1-②
形状

用地形状
敷地の形状が不整形な場合、利用できる面積が少な
くなり、施設計画や動線計画の制約となる懸念があ
るため、それぞれの土地の形状を比較します。

短辺 約80ｍ
長辺 約120ｍ

短辺 約150ｍ
長辺 約800ｍ

短辺 約140～180ｍ
長辺 約950ｍ

短辺 約140ｍ
長辺 約440ｍ

短辺 約110～170ｍ
長辺 約440ｍ

短辺約130ｍ
長辺約230ｍ

短辺 約40～330ｍ
長辺 約1800ｍ

2-①
整備・拡幅
の必要性

幹線道路と施設用地
を接続する
道路の幅員

大型車両が安全に通行可能な道路幅員を７m以上と
想定し、それぞれの用地における幹線道路と施設用
地を接続する道路幅員を比較します。

7ｍ以上 7ｍ以上 7ｍ未満（一部） 7ｍ未満（一部） 7ｍ以上 7ｍ以上 7ｍ未満(一部）

2-②
混雑している
道路との接道

混雑している
道路との

接道の有無

ごみの適正な収集運搬計画上の遅延や当該道路への
さらなる混雑を招くことが考えられるため、それぞ
れの用地の混雑道路への接道の有無を比較します。

接道なし
都道16号線と近接

接道なし 接道なし 接道なし 接道なし 接道なし 接道なし

3-①
地域住民の
利用状況

利用状況及び
災害時避難場所

指定の有無

それぞれの用地の市民の利用状況やイベント等の開
催状況及び、避難場所指定の有無について比較を行
います。

一部駐車場として利用

災害時避難場所指定：なし

利用者数：年間約５０万人
菊花展やガイドウォーク等の各種
イベントが年間を通して開催さ
れ、多くの市民が利用

災害時避難場所指定：あり
　　　　　（広域避難場所）

利用者数：年間約５０万人
狭山丘陵フェアや狭山丘陵ウォー
キングイベント等の各種イベント
が年間を通して開催され、多くの
市民が利用

災害時避難場所指定：なし

毎年6月に東村山菖蒲祭りが開催

災害時避難場所指定：なし

施設利用者数：年間約８万人
毎年10月に市民大運動会が開催
され、多くの市民が利用

災害時避難場所指定：あり
　　　　　（一時集合場所）

ごみ処理施設及び関連施設として
利用

災害時避難場所指定：なし

利利用者数：年間約３０万人
狭山丘陵フェアや狭山丘陵ウォー
キングイベント等の各種イベント
が年間を通して開催され、多くの
市民が利用

災害時避難場所指定：あり
　　　　　（広域避難場所）

3-②
用途地域

用途地域
それぞれの用地の用途地域を比較します。

第一種中高層地域 第一種中高層地域 第一種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域、

第二種中高層住協専用地域、
準工業地域

準工業地域 第一種低層住居専用地域

3-③
公園・緑地

都市計画公園
風致地区

近郊緑地保全区域
の指定状況

環境及び憩いの場所の確保に関連する法令等におい
て指定される地域である都市計画公園、風致地区、
及び近郊緑地保全区域の指定状況を比較します。

指定なし 都市計画公園 狭山近郊緑地保全区域 都市計画公園 都市計画公園 指定なし 北山風致地区

4.用地取得
   の難易度

４-①
所有者との
協議

所有状況
用地取得において市以外の所有者との協議の有無を
確認するため、それぞれの用地の所有者状況を比較
します。

都有地 国有地及び都有地 都有地 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 市有地（東村山市） 国有地

収
集
運
搬
・

処
理
に
関
連

す
る
項
目

５.収集運搬
  ・処理条件

５-①
関連処理施設
との位置関係

既存ごみ関連
施設との
直線距離

それぞれの用地における、既存ごみ関連施設（粗
大・不燃・資源ごみ）との位置関係を比較します。

約3.0km 約4.3km 約4.3km 約2.7km 約2.8km なし（同一敷地） 約2.5km

2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-③公園・緑地

1-①面積、1-②形状
2-①整備・拡幅の必要性

1-①面積、1-②形状 1-①面積、1-②形状
4-①所有者との協議

1-①面積、1-②形状
2-①整備・拡幅の必要性
4-①所有者との協議

1-①面積、1-②形状
2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域、3-③公園・緑地
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

1-①面積、1-②形状
3-②用途地域
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域
3-③公園・緑地
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域、3-③公園・緑地
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域
3-③公園・緑地
5-①関連処理施設との位置関係

3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域
3-③公園・緑地
5-①関連処理施設との位置関係

考察のまとめ
２次検討を踏まえて、それぞれの用地ごとに整理した結果、用地１（久米川第13住宅跡地）、用地２（東村山中央公園）、用地３（狭山公園）、用地４（北山公園）、用地５（運動公園）、用地７（八国山緑地）については、各項目における課題等
があることや、現状利用している箇所などもあり、施設整備用地とする場合には、用地の転用や当該用地の購入に関わる調整が必要となります。
また、用地６（秋水園）については、他の用地にあるような各項目についての課題や用地購入に関わる調整の必要はありません。

優位性がある比較項目

1-①面積、1-②形状

優位性がない比較項目

2-①整備・拡幅の必要性
3-①地域住民の利用状況
3-②用途地域、3-③公園・緑地
4-①所有者との協議
5-①関連処理施設との位置関係

考察
（用地ごと）

用地１については、搬入道路の幅員
が７ｍ以上確保できていること、多
くの住民の利用がなく災害時避難場
所の指定がされていないこと、公
園・緑地等の指定状況では都市計画
公園等に指定されていないことなど
の項目において、課題はないと考え
られます。
一方、用地１は、最低限必要な面積
と考えられる10,000㎡とほぼ同面
積で余剰面積がなく、かつ不整形な
用地形状をしていることから、施設
の適正配置ができないこと、増築工
事や大規模修繕時のスペース確保が
難しいこと、仮に建替を考えた場合
の敷地確保が難しいことなどが考え
られます。また、住居系用途地域に
指定されていること、関連処理施設
との連携面などの課題が考えられま
す。また、用地１は都有地であるた
め、用地取得において東京都との協
議が必要となります。

用地２については、十分な面積及
び適正な形状が確保されているこ
と、搬入道路の幅員が７ｍ以上確
保できていることなどの項目にお
いて、課題はないと考えられま
す。
一方、用地２は、多くの住民に利
用されている施設であること、ま
た、避難場所、住居系用途地域、
都市計画公園に指定されているこ
と、関連処理施設との連携面など
の課題が考えられます。また、用
地２は国有地及び都有地であるた
め、用地取得において国及び東京
都との協議が必要となります。

用地３については、十分な面積及
び適正な形状が確保されているこ
とから、この項目においての課題
はないと考えられます。
一方、用地３は、搬入道路の幅員
が７ｍ未満であること、多くの住
民に利用されている施設であるこ
と、住居系用途地域、狭山近郊緑
地保全区域に指定されているこ
と、関連処理施設との連携面など
の課題が考えられます。また、用
地３は都有地であるため、用地取
得において東京都との協議が必要
となります。

用地４については、十分な面積及
び適正な形状が確保されているこ
と、市有地であることなどの項目
において、課題はないと考えられ
ます。
一方、用地４は、搬入道路の幅員
が７ｍ未満であること、多くの住
民に利用されている施設であるこ
と、住居系用途地域、都市計画公
園に指定されていること、関連処
理施設との連携面などの課題が考
えられます。

用地５については、十分な面積及
び適正な形状が確保されているこ
と、市有地であること、搬入道路
の幅員が７ｍ以上確保できている
ことなどの項目において、課題は
ないと考えられます。
一方、用地５は、多くの住民に利
用されている施設であること、避
難場所、一部住居系用途地域、都
市計画公園に指定されているこ
と、関連処理施設との連携面など
の課題が考えられます。

用地６については、十分な面積及
び適正な形状が確保されているこ
と、搬入道路の幅員が７ｍ以上確
保できていること、多くの住民の
利用がなく災害時避難場所の指定
がされていないこと、準工業地域
に指定されていていること、公
園・緑地等の指定状況では都市計
画公園等に指定されていないこ
と、市有地であること、関連処理
施設が同一敷地内にあることなど
の状況から、各項目についての課
題や用地購入に関わる調整の必要
はありません。

用地７については、十分な面積が
確保されていることから、この項
目においての課題はないと考えら
れます。
一方、用地７は、搬入道路の幅員
が７ｍ未満であること、多くの住
民に利用されている施設であるこ
と、避難場所、住居系用途地域、
北山風致地区に指定されているこ
と、関連処理施設との連携面など
の課題が考えられます。また、用
地３は国有地であるため、用地取
得において国との協議が必要とな
ります。

2.搬入道路
    の状況

3.土地利用
    の現況

土
地
利
用
に
関
連
す
る
項
目

1.施設用地
   面積・形状

必須条件Ⅰ

必須条件Ⅱ

比較項目 比較内容 状況

必須条件 条件内容 状況

用地７

八国山緑地


