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施設配置・動線計画について 

 

＜検討目的＞ 

■ これまで検討してきた新しいごみ焼却施設の基本仕様等をふまえ、望ましい秋水園内の施設

配置・動線について検討します。 

 

新しいごみ焼却施設の整備に伴う秋水園内の施設配置・動線は、秋水園の立地状況等をふまえて、

周辺環境への影響、ごみ収集車両や来園者等が安全で円滑に通行できること等に配慮して検討を進

めます。 

施設配置では、新しいごみ焼却施設の平面形状・建築面積を想定し、秋水園内の既存施設の状況

をふまえて建築位置を検討します。 

動線では、新しいごみ焼却施設への進入・退出経路を想定し、現状の秋水園内の車両動線を活かし

ながら、秋水園全体の車両動線を検討します。 

 

１.前提条件の整理 

（１）敷地と既存施設の状況等 

① 敷地の状況 

<周辺地域の状況> 

 敷地の東側は秋水園グラウンド、西側は住宅地となっています。 

 敷地の南側は市道に接しており、市道を挟んで児童遊園、東村山市第五立保育園、秋水

園ふれあいセンターが立地しています。 

 敷地の北側は柳瀬川を挟んで埼玉県所沢市の住宅地となっています。 

<敷地及び建築に係る事項> 

 秋水園は、ごみ焼却場の敷地として都市計画で決定されています。 

 敷地面積は約 2.2ha で、敷地内には、ごみ焼却施設、資源物処理施設、し尿処理施設等

が立地しています。 

図 1 秋水園の周辺状況  
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② 既存施設の状況及び車両動線 

＜既存施設の状況＞ 

秋水園内のごみ処理施設等の既存施設については、これまで、老朽化に伴う建替えや補修

等、施設ごとに必要な整備を行ってきました。これらの既存施設は、建替えを行うごみ焼却施

設を除いて、基本的には新しいごみ焼却施設の稼働後も継続して利用します。（表 1、図 2） 

また、新しいごみ焼却施設の建設工事中においても、東村山市内から排出される可燃ごみ

の処理は継続していく必要があるため、現在のごみ焼却施設は、新しいごみ焼却施設が稼働

するまで処理を行い、新しいごみ焼却施設の稼働後に解体することになります。 

 

表 1 秋水園内の既存施設 

施設名称 説明 

ごみ焼却施設 燃やせるごみを焼却処理します。【新しいごみ焼却施設稼働後に解体】 

リサイクルセンター びん、かん等の処理、不燃ごみの保管を行っています。 

し尿希釈投入施設棟 し尿の処理を行っています。 

粗大ごみ処理棟 自己搬入された粗大ごみを受け入れています。 

ストックヤード棟 かん等の資源物を保管しています。 

管理棟 事務や施設の窓口業務等を行っています。 

計量棟 搬入されたごみ等の重さを計量します。 

動物安置所 亡くなった動物を安置しています。 

とんぼ工房 粗大ごみの中からまだ使えるものを直しています。 

秋水園プール 夏休みの間、周辺地域に開放しています。 

 

 

図 2 秋水園内の既存施設 
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<現状の主な車両動線> 

現状の秋水園内の車両動線は、既存施設の配置や、秋水園敷地と接道の状況等をふまえ、

西側の入口から進入し、東側の出口から退出する時計回りの一方通行となっています。 

現状の主な車両動線は、①可燃ごみ搬入車両、②資源物等搬入車両、③粗大ごみ自己搬入

車両があります。（図 3） 

 

 

図 3 現状の主な車両動線 



4 

（２）検討会の集約をふまえた施設配置・動線の検討 

施設配置・動線の検討にあたっては、これまでの検討会で集約した新しいごみ焼却施設の基

本仕様等をふまえて、新しいごみ焼却施設の建築面積や平面形状、浸水災害対策のために備え

るランプウェイ（傾斜路）の配置等の検討を進めます。 

検討会の集約をふまえた施設配置・動線で考慮する事項について、表 2に整理します。 

 

表 2 検討会の集約をふまえた施設配置・動線で考慮する事項  

検討項目 現在の施設 
新しい施設整備に向けた 

検討会の集約 
施設配置・動線で考慮する事項 

ごみ処理方式 ストーカ式焼却方式 ストーカ式焼却方式 

【施設配置・動線】 

集約した内容を満たす焼却炉

（炉室）、ごみピット、排ガス処理

設備等の大きさを考慮した、建

築面積・平面形状とする。 

 

ランプウェイ動線をふまえた計

量設備を配置する。 

施設規模 150t/日 100t/日 

計画ごみ質 施設稼働開始時の設計 
将来のごみ質の変化に対

応できる設計とする。 

炉構成 ２炉構成 ２炉構成 

ごみピット 

容量 

1,500ｍ3 

（施設規模の 3日分） 

約 4,000m3 

（施設規模の 7日分） 

排ガス処理 

設備等 

関係法令や基準を 

遵守できる設備 

触媒脱硝装置等を追加し、

自主規制値を守るために

適切な設備とする 

煙突高さ 59m 

59m 

（煙突配置は、周辺環境に

配慮して検討） 

【施設配置】 

周辺環境に配慮された適切な

煙突配置とする。 

防災機能 
建築基準法等に準じた

設計 

施設の強靭性確保、災害

時支援を検討 

（主要設備やプラットホー

ムへの浸水対策として、ラ

ンプウェイを設置する） 

【施設配置・動線】 

ランプウェイの配置を含めた適

切な施設配置・動線とする。 

環境学習 

機能 

施設見学可能な設備を

有するが、作業動線と

一部共通 

施設の役割・ごみ減量・環

境配慮等、環境学習機能

の方向性を設定 

【施設配置】 

施設見学等に必要となる諸室

や通路等を考慮した建築面積と

する。 
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２.施設配置の検討 

施設配置の検討では、敷地を有効活用できることや周辺環境への圧迫感の影響に配慮しつつ検討

を進めます。 

まず、一般的なごみ焼却施設の設備配置を整理した上で、これまでに集約した施設の基本仕様等

をふまえ、新しいごみ焼却施設における各設備の設置スペースを想定し、建築面積と平面形状を検

討します。次に、秋水園内の既存施設の状況をふまえ、新しいごみ焼却施設の建築位置を検討します。 

 

（１）新しいごみ焼却施設の平面形状・建築面積 

① 一般的なごみ焼却施設の設備配置 

ごみ焼却施設に搬入されたごみは、プラットホームからごみピットに投入し、焼却炉で焼却

した後、発生した排ガスを処理し、煙突から大気に放出するという流れで処理されるため、そ

の流れに沿った設備配置となります。（図 4） 

建物高さについて、プラットホームとその上階には高さを要する設備等を配置しないため、

建物のプラットホーム配置部分は、ごみピット・焼却炉・排ガス処理設備等の配置部分と比較し

て建物高さを低く抑えられる傾向にあります。 

煙突は、ごみ処理の流れから、プラットホームの反対側に配置されます。また、煙突の設置

方法は、現在の施設と同様の独立型と建物一体型があり、建物一体型は建物の屋根から煙突

が立ち上がるため、独立型と比べて、外観に現れる部分が小さく、また、施設全体としての必

要面積が小さくなる傾向にあります。したがって、周辺環境への圧迫感の影響を低減できるこ

と、敷地を有効利用できることから、建物一体型を想定して検討を進めます。 

 

            

図 4 ごみ焼却施設の一般的な設備配置  
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② 新しいごみ焼却施設の建築面積・平面形状の検討 

新しいごみ焼却施設の建築面積は、これまでに集約した新しいごみ焼却施設の基本仕様等

を満たす、主な設備それぞれの面積を設定した上で想定します。また、平面形状については、

施設の短辺及び長辺の長さを設定し、想定した建築面積から算出します。 

 

＜建築面積＞ 

主な設備に想定される面積は表 3 の通り、炉室（焼却炉）が約 400ｍ２、プラットホームが

約 700ｍ２、ごみピットが約 300ｍ２、排ガス処理設備等が約 500ｍ２、その他のスペースが

約 900ｍ２と積算し、施設の建築面積は約 2,800ｍ２と想定します。車両の安全通行を考慮

したプラットホームや、緊急時や災害時をふまえたごみピット容量、自主規制値を遵守するた

めの排ガス処理設備、より効果的な環境学習を行うための見学者通路等を設けることにより、

現在の施設と比較して建築面積が大きくなり、高さが高くなると考えられます。 

 

表 3 新しいごみ焼却施設における設備に必要な寸法及び面積 

設備 
寸法 幅×奥行 

（面積） 
算出の考え方 

プラットホーム 
約３５m×約２０m 

（約７００ｍ２） 

ごみ収集車が１度の切り返しでごみ投入位置に達する

ことができ、安全で円滑に通行できること、ごみ投入

扉の数等を考慮 

ごみピット 
約２０m×約１5m 

（約３００ｍ２） 

検討会で設定した 4,000m3を前提に、深さ約 13ｍ

とし、ごみ投入扉の門数等を考慮 

炉室（焼却炉） 
約２０m×約２０m 

（約４００ｍ２） 

焼却炉は 50ｔ/日を 2炉とすることを前提に、焼却炉

上部に設置されるボイラ等の設備と、これらの安全な

操作や適切な維持管理のスペースを考慮 

排ガス処理設備等 
約２０m×約２5m 

（約５００ｍ２） 

新たに導入する触媒脱硝装置等を含め、自主規制値

を守るための高度な排ガス処理設備等を考慮 

その他のスペース （約９００ｍ２） 
中央制御室や階段、蒸気タービン発電機や見学者通

路等のスペースを考慮 

合計 

（建築面積） 
（約 2,800m2） ― 
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＜平面形状＞ 

平面形状は図 4のとおり、一般的に長方形であり、短辺はプラットホームの幅と概ね同じに

なります。よって、短辺は約３５mと想定します。 

短辺を約35ｍとすると、約２，８００ｍ２の建築面積から、長辺は約80mと想定することが

できます。 

 

＜建築面積・平面形状まとめ＞ 

短辺が約 35ｍ、長辺が約 80ｍとし、建築面積を約 2,800ｍ2と想定します。 

なお、想定した建築面積、平面形状は、一般的な施設を想定した概略検討によるものである

ため、今後の詳細検討によって、より効率的な設備配置を検討していくこととします。 

 

 

（２）新しいごみ焼却施設の建築位置及び配置の検討 

新しいごみ焼却施設の建築位置は、建設工事中においても、現在のごみ焼却施設で継続して

処理することをふまえ、想定した新しいごみ焼却施設の建築面積と平面形状から、現在のごみ

焼却施設とリサイクルセンターの間とすることが適切と考えられます。 

ランプウェイ配置については、プラットホームへの車両進入・退出に支障のない適切な設計と

することが必要となりますが、動線検討との整合をふまえる必要があることから、本検討の後段

で改めて検討することとし、ここでは暫定的に、新しいごみ焼却施設の外周スペースを、ランプ

ウェイの想定設置範囲とします。 

煙突については、建屋の北側と南側の配置が考えられます。北側とする場合、煙突は北側の

敷地境界線に近い位置となります。南側とする場合、煙突は敷地中央に比較的近い位置となり、

南北の敷地境界から一定の距離が確保されると考えられます。したがって、周辺環境への圧迫

感に配慮する観点から、煙突位置は、建屋南側とすることが適切と考えられます。 

以上をふまえ、想定される新しいごみ焼却施設の建築位置及び配置を図 5に示します。  
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図 5 新しいごみ焼却施設の建築位置及び配置のイメージ 

 

現在のごみ焼却施設 新しいごみ焼却施設 

  

図 6 建物高さのイメージ  
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３.動線の検討 

動線の検討では、秋水園内における安全で円滑な車両通行や施設整備による周辺環境への影響

を考慮しながら、はじめに敷地内動線に大きく影響する新しいごみ焼却施設のランプウェイの配置を

検討した上で、現状の秋水園内の車両動線を活用した秋水園全体の動線案を検討します。 

 

（１）ランプウェイの配置 

現在の秋水園内の車両動線が一方通行の時計回りを基本としていることや、施設廻りのスペ

ースを考慮すると、ランプウェイの配置は図 7 の通りとなり、プラットホームにおいて一方通行

が可能である配置（Ａ案・Ｂ案）と、対面通行が生じる配置（Ｃ案・Ｄ案・Ｅ案）の２つに分けることが

できます。 

収集車両等は、プラットホーム内に進入した後、ごみピットまで車両を寄せて、ごみを投入する

ことになります。そのため、プラットホームにおける安全で円滑な車両動線を確保する観点から、

対面通行を避け、一方通行が可能であるＡ案、Ｂ案がより適切であると考えられることから、こ

の２案について検討を進めます。 

 

A案 B案 C案 D案 E案 

     

図 7 ランプウェイの位置 
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（２）秋水園全体の動線案の検討 

① Ａ案の動線の特徴 
 

・粗大ごみ自己搬入車両は、概ね現状と同様の動線で東側の粗大ごみ処理棟で荷下ろしし

東側の出口から退出します。 

・可燃ごみ搬入車両については、新しいごみ焼却施設の西側、東側のランプウェイを走行し、

東側の出入口から退出します。 

・資源物等搬入車両は、概ね現状と同様の動線となります。 

・計量機（新設）は、東西ランプウェイの動線に合わせて配置し、東側の計量機（既設）も利用

します。 
 

 

図 8 施設配置・動線案 A案 
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② Ｂ案の動線の特徴 
 

・粗大ごみ自己搬入車両は、概ね現状と同様の動線で東側の粗大ごみ処理棟で荷下ろしし東

側の出口から退出します。 

・可燃ごみ搬入車両については、新しいごみ焼却施設の北側、西側のランプウェイを走行し、

西側の出入口から退出します。 

・資源物等搬入車両は、概ね現状と同様の動線となります。 

・計量機（新設）は、東西ランプウェイの動線に合わせて配置し、東側の計量機（既設）も利用し

ます。 
 

 

図 9 施設配置・動線案 Ｂ案 

 

③ 動線検討のまとめ 

新しいごみ焼却施設の建設後の動線について、ランプウェイの配置をふまえて、想定される

5案の中から、Ａ案とＢ案に絞り込み秋水園全体動線の検討を行った結果、秋水園全体動線の

安全で円滑な通行という観点に関しては、両案とも、運営上問題はないものと考えられます。 

しかしながら、Ａ案とＢ案を比較したときに、両案における主な相違点として、新しいごみ焼

却施設に可燃ごみ搬入車両が進入する際のランプウェイの配置を、建物の北側とするか、西

側とするかという違いがあり、Ｂ案の方が、Ａ案よりもランプウェイの位置が、北側敷地境界線

に近くなるという点があります。 

周辺地域への配慮という観点からは、より敷地境界線から距離を保ったランプウェイ配置

である A 案の方が、お住いの方にとって、走行車両や、圧迫感等の心配などが、より軽減され

るものと考えらえることから、検討会では、A案の動線を、より優位な案として整理します。
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４.施設配置・動線案のまとめ 

本検討においては、これまでの検討会で集約した基本仕様等をふまえ、新しいごみ焼却施設の建

築面積等を想定した上で、ランプウェイを含めた新しいごみ焼却施設の建築位置を検討するととも

に、安全性や周辺環境への影響に配慮した適切な車両動線を検討しました。 

検討結果として、新しいごみ焼却施設の施設配置・動線案を図 10 に示します。また検討結果の概

要を以下のとおり整理します。 

 

【検討結果の概要】 

 新しいごみ焼却施設の施設配置は、現在のごみ焼却施設とリサイクルセンターの間とする。 

 新しいごみ焼却施設の設備配置は、プラットホームが北側、煙突が南側とする。 

 煙突は建物一体型とする。 

 秋水園内の基本動線は、時計回りの一方通行とし、極力車両動線が交差しない計画とする。 

 ランプウェイ（傾斜路）は、施設の東面と西面に設け、プラットホーム内の車両動線を一方通行

とする。 

 可燃ごみ搬入車両以外は、現状の動線を活用する。 

 

 

図 10 施設配置・動線案 
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図 11 施設配置案の全体イメージ  

 

 

【整備後の敷地活用について】 

敷地活用については、地球環境・周辺環境に寄与するため、敷地内の積極的な緑化を図るとと

もに、必要な駐車場やオープンスペースの設置などを含め、敷地内の有効的な活用が求められま

す。 

なお、新しいごみ焼却施設の稼働後に、現在のごみ焼却施設は老朽化のため解体することにな

ることから、跡地スペースを含めた環境整備を検討していくことが必要になります。 

また、現在の秋水園には、資源物等を貯留する複数の露天のストックヤードが存在しており、そ

こで発生する作業騒音が課題となっています。新しいごみ焼却施設の整備のなかで、運用方法の

見直しによる課題解決の検討も進めていますが、新たな屋内型のストックヤード設置の必要性も踏

まえながら、併せて検討が必要と考えます。 

北西から 北東から 

南西から 南東から 



参考-1 

１.都市計画の概要 

 

建設地 東村山市秋津町４丁目１７番地１ 

敷地面積 22,412.54m2 

都市計画決定地 名称：東村山都市計画汚物処理場ごみ焼却場ごみ処理場 

都市計画区域 都市計画区域内 

用途地域 準工業区域 

防火地域 準防火地域 

高度地区 第 2種高度地区 

その他の地区等 ― 

建蔽率 60% 

容積率 200% 

日影規制 4h-2.5h、4m 

接道（公道） 市道 578号線 認定幅員 9m 

 

 

図 都市計画図 

 

参考資料 2 


