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施設整備用地に関する検討 【公有地の２次検討】 

 

１．２次検討の検討対象地について 

第８回検討会では、１次検討として、設定した必須条件による用地の抽出を行い、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）の用地を２次検討に進めることと

しました。（図１） 

第９回の検討会では、２次検討として、上記７箇所の用地について土地利用条件、収集運

搬・処理条件の比較項目に照らして比較検討を行います。 

なお、法人所有地の２次検討は、第９回検討会の１次検討の結果を踏まえ、第１０回検討

会にて検討することとします。 

図１ 公有地の 2 次検討対象地 

資料４ 
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２．2 次検討の検討方法 

２次検討では、９項目の比較項目（案）（表１）を設定して、用地の比較検討を行います。

また、比較項目ごとに考え方を整理し、７箇所の用地について、施設整備用地として適する

かどうかの検証を行います。 

表１ ２次検討における比較項目（案） 

比較項目 比較項目の説明 着眼点 

土
地
利
用
に
関
す
る
項
目 

1. 施設用地面
積・形状 
 

１-① 面積 

ごみ処理施設の将来的な計画変更による増築や大規模修
繕、また仮に建替を考えた場合に柔軟に対応できる用地面
積がある方が望ましいといえます。 

増築、建替等に対し
て柔軟に対応でき
る用地面積がある
方が望ましい。 

１-② 形状 

ごみ処理能力より想定した必要なごみ処理施設及び構内
道路等を敷地内に適正に配置することに制約のない、敷地
形状が不整形でないことが望ましいといえます。 

敷地の形状が不整
形でないことが望
ましい。 

2.搬入道路の状
況 
（整備・拡幅の
必要性、混雑し
ている道路との
接道） 
 

２-① 整備・拡幅等の必要性 

ごみの適正な収集運搬の可能な周辺道路が必要であり、
周辺道路及び敷地への取付道路等が不十分な場合は、道路
の新設あるいは改造が必要となることから、大型車両の通
行が可能な搬入道路が確保されていることが望ましいとい
えます。 

大型車両の通行が
可能な搬入道路が
確保されているこ
とが望ましい。 
 

２-② 混雑している道路との接道 

ごみ処理施設への出入口が混雑している道路と接道して
いる場合、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可能性があるため、混雑している
道路との接道は回避することが望ましいといえます。 

混雑している道路
との接道がないこ
とが望ましい。 

3.土地利用の現
況 
（地域住民の利
用状況、用途地
域、公園・緑地） 
 

３-① 地域住民の利用状況 

災害時の避難場所として指定されていたり、多くの地域
住民に利用されている土地は回避することが望ましいとい
えます。 

多くの住民が利用
する場所や、避難指
定場所でないこと
が望ましい。 

３-② 用途地域 

建築基準法第 51 条では、「卸売市場、火葬場又はと畜
場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供
する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定し
ているものでなければ、新築、又は増築してはならない。た
だし、特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経てその敷
地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又
は政令で定める規模の範囲内において新築、若しくは増築
する場合においては、この限りでない」とされています。 

したがって、建築基準法第 51 条で都市計画決定するこ
とになりますが、国土交通省都市計画運用指針（平成 28 年
９月）では、「汚物処理場、ごみ焼却場、その他の廃棄物処
理施設については、市街化区域及び用途地域が指定されて
いる区域においては工業系の用途地域に設置することが望
ましい」とされています。 

関連法規及び都市計画運用指針により、ごみ焼却施設は
工業系の用途地域（準工業地域）に設置することが望まし
いといえます。 

準工業地域である
ことが望ましい。 

３-③ 公園・緑地 
環境及び憩いの場所確保の視点から、公園・緑地等では

ない土地が望ましいといえます。 

環境及び憩いの場
所の確保の視点か
ら、公園・緑地等で
はない土地の方が
望ましい。 



3 

 

4.用地取得の難
易度 

４-① 所有者との協議 

用地によっては、用地取得するために所有者との協議・
調整が必要となり、長期の時間を要する可能性があること
から、調整が必要のない土地が望ましいといえます。 

所有者との協議・調
整が必要のない土
地が望ましい。 

収
集
運
搬
・
処
理
に
関
す
る
項
目 

5.収集運搬・処
理条件 

５-① 既存ごみ処理施設との位置関係 
既存ごみ処理施設（粗大・不燃・資源ごみ関連施設）が、

連携しやすい位置関係にあることで、ごみ処理の工程が効
率的、経済的であることが望ましいといえます。 

既存ごみ処理施設
（粗大・不燃・資源
ごみ）が連携しやす
い位置にあること
が望ましい。 

 

３． ２次検討 

比較項目ごとに比較の考え方（案）を整理し、各用地について比較検討を行います。 

（１）土地利用に関する項目 

１.施設用地面積・形状 

①比較の考え方 

【１-①面積】 

面積については、「増築、建替等に対して柔軟に対応できる用地面積がある方が望まし

い。」という着眼点をもとに、比較の考え方を整理します。 

今後の施設計画でごみ処理施設または付帯施設の増築や大規模修繕、また仮に建替を考

えた場合に柔軟に対応できる用地面積としては、必要面積１0,000 ㎡よりもさらに広い整

備用地の方が望ましいため、それぞれの用地について、確保できる整備用地面積の広さを

比較します。 

【１-②形状】 

形状については、「敷地の形状が不整形でないことが望ましい。」という着眼点（案）を

もとに、比較の考え方を整理します。土地が不整形な場合は、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、土地の形状を比較します。 

 

②各用地の状況 

各用地の状況について、整理します。（表２）（図２） 

 

表２ 各用地の状況（１-①面積、及び、１-②形状） 

NO 用地名 用地面積 形状 

１ 久米川第 13 住宅跡地 約 10,000 ㎡ 

 

短辺約 80ｍ 

長辺約 120ｍ 

２ 東村山中央公園 約 121,000 ㎡ 

 

短辺約 150ｍ 

長辺約８００ｍ 

３ 狭山公園 約 137,000 ㎡ 短辺約１４０～１８０ｍ 

長辺約９５０ｍ 
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４ 北山公園 約 32,000 ㎡ 短辺約１４０ｍ 

長辺約４４０ｍ 

５ 運動公園 約 40,000 ㎡ 

 

短辺約１１０～１７０ｍ 

長辺約４４０ｍ 

６ 秋水園 約 22,000㎡ 

 

短辺約１３０ｍ 

長辺約２３０ｍ 

７ 八国山緑地 約 368,000 ㎡ 

 

短辺約４０～３３０ｍ 

長辺約 1800ｍ 

 

図２ 各用地の状況（１-①面積・１-②形状） 
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③考察 

用地１については、必要最低限の面積とした約１０,０００㎡であること、形状は短辺で

約８０ｍであり不整形な用地形状をしていることから、施設の適正配置や、ごみ処理施設

または付帯施設の増築や大規模修繕、また仮に建替を考えた場合の支障や制約が考えられ

ます。 

用地２・用地３・用地４・用地５・用地６については、施設整備に必要となる面積の２

倍以上の面積を有しており、形状についても不整形でないため、増築・修繕等の支障や制

約及び施設の適正配置に問題はないと考えられます。 

用地７については、形状については、一部不整形な部分がありますが、敷地面積が広大

であるため、増築・修繕等の支障や制約及び施設の適正配置に問題はないと考えられま

す。 

よって、面積・形状を比較すると、用地２・用地３・用地４・用地５・用地６・用地７

は、用地１よりも優位性があると考えられます。  
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２.搬入道路の状況 

【２-①整備・拡幅の必要性】 

①比較の考え方 

整備・拡幅の必要性については、「大型車両の通行が可能な搬入道路が確保されているこ

とが望ましい。」という着眼点をもとに、比較の考え方を整理します。 

大型車両が安全に通行可能な搬入道路の考え方として、幹線道路と施設用地を接続する

道路の幅員が７m以上（車道幅３ｍ車道 2 車線分と路肩幅 0.5ｍ両側分）であることを想

定し、それぞれの用地について比較します。 

 

②各用地の状況 

各用地の状況について、整理します。（表３）（図３） 

 

表３ 各用地の状況（２-①整備・拡幅の必要性） 

NO 用地名 幹線道路までの道路幅 接続する幹線道路 

１ 久米川第 13 住宅跡地 7ｍ以上 都道 16号線（府中街道） 

２ 東村山中央公園 ７ｍ以上 都道 16号線（府中街道） 

３ 狭山公園 ７ｍ未満（一部） 都道１２８号線 

４ 北山公園 ７ｍ未満（一部） 都道 16号線（府中街道） 

５ 運動公園 7ｍ以上 都道２２６号線 

６ 秋水園 7ｍ以上 都道 4号線 

７ 八国山緑地 ７ｍ未満（一部） 都道 4号線 
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図３ 各用地の状況（２-①整備・拡幅の必要性）  
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図３ 各用地の状況（２-①整備・拡幅の必要性）  
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図３ 各用地の状況（２-①整備・拡幅の必要性） 
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③考察 

用地１・用地２・用地５・用地６は、幹線道路と施設用地を接続する道路の道路幅が７

ｍ以上ありますが、用地３・用地４・用地７は、道路幅７ｍが確保できない状況です。 

よって、整備・拡幅の必要性について比較すると、用地１・用地２・用地５・用地６は

他の用地よりも優位性があると考えられます。  
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【２-②混雑している道路との接道】 

①比較の考え方 

混雑している道路との接道については、「混雑している道路との接道がないことが望まし

い。」という着眼点をもとに、比較の考え方を整理します。 

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、混雑している道路への接道の有無について比較します。 

混雑している道路については、「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」にて、混雑度１.０以上のものと、「平成２４年度首都圏の主要渋

滞箇所の特定結果」にて、主要渋滞箇所とされているものとします。以上より、混雑道路

としては、都道４号、都道５号（新青梅街道）、都道４０号（志木街道）、都道２２６号、

都道１６号（府中街道）を想定します。 

 

②各用地の状況 

各用地の状況について、整理します。（表４）（図４） 

 

表４ 各用地の状況（２-②混雑している道路との接道） 

NO 用地名 混雑している道路との接道 備考 

１ 久米川第 13 住宅跡地 なし 都道 16号線（府中街道）近接 

２ 東村山中央公園 なし  

３ 狭山公園 なし  

４ 北山公園 なし  

５ 運動公園 なし  

６ 秋水園 なし  

７ 八国山緑地 なし  
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図４ 各用地の状況（２-②混雑している道路との接道） 

 

③考察 

全ての用地において、混雑している道路との接道がないため、特段の優劣はないと考え

られます。 
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３．土地利用の現況 

【３-①地域住民の利用状況】 

①比較の考え方 

地域住民の利用状況については、「多くの住民が利用する場所や、避難指定場所でないこ

とが望ましい。」という着眼点をもとに、比較の考え方を整理します。 

それぞれの用地において、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。 

 

②各用地の状況 

各用地の状況について、整理します。（表５） 

 

表５ 各用地の状況（３-①地域住民の利用状況） 

NO 用地名 利用状況 災害時避難場所指定 

１ 久米川第 13 住宅跡地 一部駐車場として利用 

 

なし 

 

２ 東村山中央公園 利用者数は年間約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。 

あり（広域避難場所） 

 

 

３ 狭山公園 利用者数は年間約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。 

なし 

 

４ 北山公園 多くの市民利用あり。 

毎年 6 月に東村山菖蒲祭りが開催。 

なし 

 

５ 運動公園 施設利用者数は年間約８万人。 

毎年 10月に市民大運動会開催。 

あり（一時集合場所） 

 

６ 秋水園 ごみ処理施設及び関連施設として利用。 なし 

 

７ 八国山緑地 利用者数は、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。 

あり（広域避難場所） 
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③考察 

用地２・用地３・用地４・用地５・用地７は、多くの市民に利用されている、または、

災害時の避難場所として指定されていることから、ごみ処理施設用地とすることは課題が

あると考えられます。 

用地１は、多くの住民の利用状況はなく、災害時の避難場所の指定もありません。 

用地６は、現状が、ごみ処理施設として利用であり、災害時の避難場所の指定はありま

せん。 

よって、地域住民の利用状況について比較すると、用地１・用地６が、他の用地よりも

優位性があると考えられます。 
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【３-②用途地域】 

①比較の考え方 

用途地域については、比較の着眼点は「準工業地域であることが望ましい。」であり、比

較の考え方としては、それぞれの用地について、用途地域を比較するものとします。 

 

（参考）「準工業地域であることが望ましい」の設定理由（第７・８回検討会確認内容） 

建築基準法第５１条では、「卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の

用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築、又は増

築してはならない。ただし、特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支

障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築、若しくは増築する場合にお

いては、この限りでない」とされています。 

したがって、建築基準法第５１条で都市計画決定することになりますが、国土交通省都市計画運用指針（平

成２８年９月）では、「汚物処理場、ごみ焼却場、その他の廃棄物処理施設については、市街化区域及び用途

地域が指定されている区域においては工業系の用途地域に設置することが望ましい」とされています。 

 

②各用地の状況 

各用地の状況について、整理します。（表６） 

 

表６ 各用地の状況（３-②用途地域） 

NO 用地名 用途地域 

１ 久米川第 13 住宅跡地 第一種中高層住居専用地域 

 

２ 東村山中央公園 第一種中高層住居専用地域 

３ 狭山公園 第一種低層住居専用地域 

 

４ 北山公園 第一種低層住居専用地域 

５ 運動公園 第一種低層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

準工業地域 

６ 秋水園 準工業地域 

 

７ 八国山緑地 第一種低層住居専用地域 
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③考察 

用地１・用地２・用地３・用地４・用地７については、住居系用途地域であるため、ご

み処理施設用地とするためには、課題があると考えられます。 

用地５は、一部準工業地域であるものの、住居系用途地域にまたがっていることから、

ごみ処理施設用地とするためには、課題があると考えられます。 

よって、用途地域を比較すると、用地６は準工業地域であることから、他の用地よりも

優位性があると考えられます。 
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【３-③公園・緑地】 

①比較の考え方 

公園・緑地については、「環境及び憩いの場所の確保の視点から、公園・緑地等ではない

土地の方が望ましい。」という着眼点をもとに、比較の考え方を整理します。 

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としては、都市計

画公園、風致地区、及び近郊緑地保全区域があり、その指定の有無を踏まえて、それぞれ

の用地を比較します。 

 

 （参考）都市計画公園、風致地区、近郊緑地保全区域等について 

都市計画公園とは、防災や避難場所の確保、ヒート・アイランド現象の緩和など都市が抱える課題の解

決をはかると同時に，緑地が環境保全や住民の健康、文化的な生活に欠かせないものであるという観点か

ら、都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として、都市計画法に基づき公園・緑地として必要な区域を

明確化して都市計画で定めることで、長期的な整備を進めるものです。都市計画公園内については区域内

の建築物等の制限がなされます。 

 風致地区とは、都市の風致（樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観）を維持するため、都

市計画法により都市計画で定められる地区で、区域内の開発や、建築物の制限を行うものです。 

近郊緑地保全区域とは、良好な自然環境を有する緑地の保全に関し必要な事項を定めることにより、近

郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、首都圏の秩序ある発展に寄与することを目的として、首都圏近

郊緑地保全法により定められる区域です。近郊緑地保全区域内では、一定の行為を行う場合はあらかじ

め、知事等への届出が必要となります。 

なお、東村山市みどりの基本計画２０１１（平成２３年３月）」には、緑地の保全及び緑化の目標や緑地

の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項にて構成されていますが、具体的な施策を定めた「第５

章計画実現のための施策展開」において、都市公園等の整備として、既存の都立狭山公園、都立八国山緑

地、都立東村山中央公園、北山公園、東村山（運動）公園を今後も活用し、都、市等の管理機関と調整を

図ってレクリエーション機能を充実させるものとしています。 

 

②各用地の状況 

各用地の状況について、整理します。（表７） 

 

表７ 各用地の状況（３-③公園・緑地） 

NO 用地名 都市計画公園・風致地区・近郊緑地保

全区域の指定 

１ 久米川第 13 住宅跡地 なし 

２ 東村山中央公園 都市計画公園 

３ 狭山公園 狭山近郊緑地保全区域 

４ 北山公園 都市計画公園 

５ 運動公園 都市計画公園 

６ 秋水園 なし 

７ 八国山緑地 北山風致地区 
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③考察 

用地２・用地３・用地４・用地５・用地７については、都市計画公園、風致地区又は近

郊緑地保全区域に指定されていることから、施設整備用地とすることは課題があると考え

られます。 

用地１・用地６については、都市計画公園、風致地区又は近郊緑地保全区域に指定され

ていないため、他の用地よりも優位性があるといえます。 
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【４-①所有者との協議】 

①比較の考え方 

所有者との協議については、比較の着眼点は「所有者との協議・調整が必要のない土地

が望ましい。」であり、比較の考え方としては、それぞれの用地について、所有者状況を比

較するものとします。 

 

②各用地の状況 

各用地の状況について、整理します。（表８） 

 

 

表８ 各用地の状況（４-①所有者との協議） 

NO 用地名 所有状況 

１ 久米川第 13 住宅跡地 都有地 

 

２ 東村山中央公園 国有地及び都有地 

 

３ 狭山公園 都有地 

 

４ 北山公園 市有地（東村山市） 

 

５ 運動公園 市有地（東村山市） 

 

６ 秋水園 市有地（東村山市） 

 

７ 八国山緑地 国有地 

 

 

 

③考察 

用地１・用地２・用地３・用地７は、国有地もしくは都有地であり、用地を取得する

ためには、所有者である国や東京都の了承が必要となります。 

用地４・用地５・用地６は、所有者が東村山市であり、用地取得における調整という

点では、他の用地よりも優位性があると考えられます。 
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（２）収集運搬・処理に関する項目 

 ５．収集運搬・処理条件 

【５-①既存ごみ関連施設との位置関係】 

①比較の考え方 

既存ごみ関連施設との位置関係については、「既存ごみ処理施設（粗大・不燃・資源ご

み）が連携しやすい位置あることが望ましい。」という着眼点をもとに、比較の考え方を整

理します。 

それぞれの用地について、既存ごみ関連施設（粗大・不燃・資源ごみ）の所在する秋水

園との位置関係を比較します。 

 

②各用地の状況 

各用地の状況について、整理します。（表９）（図５） 

 

表９ 各用地の状況（５-①既存ごみ関連施設との位置関係） 

NO 用地名 既存ごみ関連施設との距離（直線距離） 

１ 久米川第 13 住宅跡地 約 3.0km 

２ 東村山中央公園 約 4.3km 

３ 狭山公園 約 4.3km 

４ 北山公園 約 2.7km 

５ 運動公園 約 2.8km 

６ 秋水園 同一敷地 

７ 八国山緑地 約 2.5km 
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図５ 各用地の状況（５-①既存ごみ関連施設との位置関係） 

 

① 考察 

用地１・用地２・用地３・用地４・用地５・用地７は、既存ごみ処理施設から２.５km～

４.３kmキロの位置関係にあります。 

用地６は、既存ごみ処理施設と同一敷地内にあることにより、設備・資材の共有や、選

別ごみの効率的な処理、施設運営の効率化やコスト縮減など、連携面でのメリットがある

と考えられます。 

よって、既存ごみ処理施設との位置関係を比較すると、用地６は、他の用地よりも優位

性があると考えられます。 

 


