（仮称）国分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画の一部改定 新旧対照表
改定前
１頁
１．１

１．１ 計画策定の背景

改定後
１頁

国分寺市（以下「本市」という。
）は，平成 26 年１月 16 日に， １．１
日野市及び小金井市と「日野市 国分寺市 小金井市新可燃ごみ処

１．１ 計画策定及び一部改定の背景
（１）計画策定の背景
国分寺市（以下「本市」という。
）は，平成 26 年１月 16 日に，日野市及び小

理施設の整備及び運営に関する覚書」を締結した。
・・・

金井市と「日野市 国分寺市 小金井市新可燃ごみ処理施設の整備及び運営に関

・・・

する覚書」を締結した。
・・・

清掃センターの跡地を設置予定地として，関連計画と整合を図

・・・

り，また，周辺住民や学識経験者等の意見，パブリックコメント

清掃センターの跡地を設置予定地として，関連計画と整合を図り，また，周

等による意見を踏まえた（仮称）国分寺市リサイクルセンター施

辺住民や学識経験者等の意見，パブリックコメント等による意見を踏まえ，平

設整備基本計画（以下「施設整備基本計画」という。
）をこのたび

成 29 年３月に（仮称）国分寺市リサイクルセンター施設整備基本計画（以下

策定するものである。

「施設整備基本計画」という。
）を策定した。
２頁
１．１

（２）計画一部改定の背景
本市は，施設整備基本計画（平成 29 年３月策定）を踏まえ，平成 29 年度に
新施設で処理する品目について，外部委託化が可能なものや，中間処理に必要
な施設規模等整理すべき課題について，多角的な検証を行った。その中で，施
設整備基本計画策定時よりも建築資材や人件費等土木建設費の高騰に伴い整備
事業費が増額する見込みとなったため，整備事業費の縮減と施設整備基本計画
における配置計画案の課題の解決を図るべく，第 53 回廃棄物処理施設対策本部
会議（平成 30 年７月３日）にて新施設の整備方法と整備スケジュール（案）の
変更を決定した。
以上のことから，施設整備基本計画について，変更後の新施設整備方法と整
備スケジュール（案）を反映した内容とするため，このたび第七章から第九章
を中心に一部改定を行った。
なお，第三章ごみ量の将来推計及び施設規模の算定についても時点修正を行
うべきとの意見があったが，要求水準書等作成の段階で平成 30 年度に新たに策
定した国分寺市一般廃棄物処理基本計画（計画期間：平成 31（2019）年度～平
成 40（2028）年度）等とも整合を図り整理するものとする。

1

改定前
４頁
１．５

１．５ 計画策定までの経緯
施設整備基本計画の素案を策定するにあたり，清掃センター周

改定後
５頁

１．５ 計画策定及び一部改定の経緯

１．５

（１）計画策定までの経緯

辺地元協議会（以下「地元協議会」という。
）及び（仮称）国分寺

平成 29 年３月策定の施設整備基本計画検討時は，素案を策定する段階で清掃

市リサイクルセンター施設整備基本計画等検討委員会（以下「施

センター周辺地元協議会（以下「地元協議会」という。
）及び（仮称）国分寺市

設整備基本計画等検討委員会」という）による検討を行った。

リサイクルセンター施設整備基本計画等検討委員会（以下「施設整備基本計画

・・・

等検討委員会」という）による意見を踏まえ検討を行った。
・・・

６頁
１．５

（２）計画一部改定の経緯
施設整備基本計画一部改定までの経緯は以下に示すとおりである。
なお，一部改定にあたっては，地元協議会及び地元協議会構成自治会員より整
備方法と整備スケジュールの変更に伴う付帯施設等について意見を伺いながら
検討を行った。


新施設の整備方法と整備スケジュールの変更決定
（平成 30 年７月 第 53 回
廃棄物処理施設対策本部会議）



新施設の整備方法と整備スケジュールの変更報告（平成 30 年８月 建設環
境委員会，平成 30 年 10 月 公共施設等総合管理特別委員会）



施設整備基本計画改定案の報告（平成 30 年 11 月 第 54 回廃棄物処理施設
対策本部会議，平成 30 年 12 月 建設環境委員会，公共施設等総合管理特
別委員会 平成 30 年 12 月 地元協議会）



施設整備基本計画改定案に対する意見募集（平成 30 年 12 月 19 日～平成 31
年１月 23 日 地元協議会構成自治会回覧）



施設整備基本計画改定案に対する意見の概要と市の考え方報告（平成 31 年
２月 地元協議会）



施設整備基本計画（一部改定）の決定報告（平成 31 年３月 第 54 回廃棄物
処理施設対策本部会議）
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改定前

改定後

70 頁

７．２ 施設整備の基本条件

72 頁

７．２ 施設整備の基本条件

７．２

（１）施設整備の方法

７．２

（１）施設整備の方法

（１）

本市では現在，不燃ごみ及び粗大ごみの処理を清掃センター

（１）

本市では現在，不燃ごみ，粗大ごみ，資源プラスチック及びカンの処理を清

工場棟内にある処理設備で処理を行っていることから，工事中

掃センター工場棟内にある処理設備で行っていることから，清掃センターの解

もごみ処理を外部委託することなく，安定した処理を継続する

体から新施設が整備されるまでの期間は仮設の処理施設を別途整備し，処理及

ため，新施設の整備は既存の処理設備を稼動させながら段階的

び積替え・保管を行い，処理の一部を民間委託することで対応する。

に更新することとする。

整備手順の概要は図７-２に示すとおりである。

整備手順の概要は図７-２に示すとおりである。

3

改定前

改定後

71 頁

73 頁

図７-２

図７-２
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改定前
71 頁

74 頁

表７-１
適切な動線の確保

搬入出車両動線と一般車両動線は
別動線とし，見学者動線は，構内道路
を横断しなくてもアプローチできる
よう２Ｆに各棟を連絡する渡り廊下
を設置する。

72 頁
表７-２

改定後

表７-１
適切な動線の確保

一般車両動線が安全に通行できる動線と
し，見学者動線は，構内道路を横断しなくて
もアプローチできるよう入口に停車スペー
スを設け，横断が必要な箇所は横断歩道を整
備し，安全に努める計画とする。

74 頁
建屋

不燃・粗大ごみ処
理施設棟
資源物処理施設棟

新管理棟

計量棟

注意事項
施設内の中核となるものであり，また
棟内の設備が騒音・振動源ともなりやす
い部分であることから，公害防止上もで
きるだけ敷地の中央部に配置すること
を基本とし，不燃・粗大ごみ処理施設棟
及び資源物処理施設棟を中心に他の関
連施設の配置を決定する。
また，騒音等の観点から開口部の向き
等にも注意する。
新管理棟はごみ処理設備との関連が
深いので，できる限り不燃・粗大ごみ処
理施設棟及び資源物処理施設棟に近接
して設けることとし，景観や採光等も考
慮して位置及び向きを決定する。なお，
新管理棟の機能を不燃・粗大ごみ処理施
設棟及び資源物処理施設棟と一体化し
て整備することも検討する。
計量棟を設置する場合，トラックスケ
ールに近接して配置し，運転員との手続
きが安全かつ効率的に出来るよう配慮
する。

表７-２

建屋

処理施設棟

計量棟

注意事項
施設内の中核となるものであり，また棟内
の設備が騒音・振動源ともなりやすい部分で
あることから，公害防止上もできるだけ敷地
の中央部に配置することを基本とし，処理施
設棟を中心に他の付帯施設の配置を決定す
る。
また，騒音等の観点から開口部の向き等に
も注意する。
管理棟[施設全体の運営管理を行うための
機能と職員のための諸室（休憩室，湯沸室，
便所等）及び見学者の多目的室（説明室・会
議室）等]の機能（以下「管理棟機能」という。
）
も一体化して整備することを基本とすること
から，管理棟機能の諸室は景観や採光等も考
慮して位置及び向きを決定する。
計量棟を設置する場合，トラックスケール
に近接して配置し，運転員との手続きが安全
かつ効率的に出来るよう配慮する。
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改定前

改定後

73 頁

76 頁

図７-３

図７-３

6

改定前

改定後

74 頁
表７-３

77 頁
課題
景観への配慮
・敷地南側への緑地の確保
敷地南側は，道路を挟んで
住宅地となっており騒音や景
観上から緑地を確保すること
が望ましい。しかし，不燃・粗
大ごみ処理施設棟の規模より
現時点では南側への緑地の確
保が難しい状況にある。
・敷地東側境界への施設の接近
不燃・粗大ごみ処理施設棟
の規模より施設が敷地境界に
接近する恐れがある。
緑地の確保
・施工段階における緑地の一時
使用
資材置場や仮設建築物等の
必要性が想定され，施工段階
時において現在の緑地部分を
一時的に使用する可能性があ
る。
付帯施設による配置計画への影
響
・付帯施設の具体化により，配置
に影響する可能性がある。

対応策
建物配置や施工方法を再
検討すると共に，敷地南側
にもできる限り緑地を整備
できる方法を検討し，騒音
や景観への配慮に努める。
同様に東側敷地境界に近接
しないように努める。

施工方法を再検討し，使
用面積を最低限とし，最終
的には緑地を再整備する。

表７-３

課題

対応策
仮設処理期間中も可能な限
り景観等に配慮し，新施設整
備 後 は 仮 設 処理 施 設 を解体
し，緑地とする。
また，仮設処理施設も可能
な限り敷地境界から離して整
備する
施工方法を再検討し，使用
面積を最低限とし，最終的に
は緑地を再整備する。

景観への配慮
・敷地南側への緑地の確保
敷地南側は，
仮設処理施設を
整備予定であることから一時
的に緑地が少なくなり，施設
が敷地境界に近くなる可能性
がある。
緑地の確保
・施工段階における緑地の一時
使用
資材置場や仮設建築物等の
必要性が想定され，施工段階時
において現在の緑地部分を一
時的に使用する可能性がある。
付帯施設による配置計画への影
大きな変更が伴う場合は，
響
再度，配置計画（案）を地元協
・付帯施設の具体化により，配置 議会に説明する。
に影響する可能性がある。

大きな変更が伴う場合
は，再度，配置計画（案）を
地元協議会に説明する。
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改定前

改定後

74 頁

（２）施設機能

77 頁

（２）施設機能

（２）

１）不燃・粗大ごみ処理施設棟及び資源物処理施設棟

（２）

１）処理施設棟

１）

新施設全体の整備構成は「第四章 ４．２ 処理方式の検討」

１）

新施設全体の整備構成は「第四章 ４．２ 処理方式の検討」に示すとおりであ

に示すとおりであり，処理設備を収納する各室はこの流れに沿っ

り，処理設備を収納する各室はこの流れに沿って設けられることになる。これに付

て設けられることになる。これに付随して中央制御室や，職員の

随して管理棟機能，空調換気のための設備室，防臭区画としての前室等を有効に配

ための諸室（休憩室，湯沸室，便所等）
，空調換気のための設備室，

置する。これらの諸室は，平面的に考えるだけでなく，配管，配線，ダクト類の占め

防臭区画としての前室等を有効に配置する。これらの諸室は，平

るスペースや機器の保守点検に必要な空間を含め，立体的なとらえ方で，その配置

面的に考えるだけでなく，配管，配線，ダクト類の占めるスペー

を決定する。

スや機器の保守点検に必要な空間を含め，立体的なとらえ方で，

・・・

その配置を決定する。

（次ページ）

・・・

処理施設棟は一般の建築物と異なり，臭気，振動，騒音，特殊な形態の空間形成

（次ページ）

等の問題を内包するため，これを機能的かつ経済的なものとするためには，プラン

不燃・粗大ごみ処理施設棟及び資源物処理施設棟は一般の建築

ト機器の配置計画を基本に，構造計画並びに設備計画と深い連携を保ち，互いの専

物と異なり，臭気，振動，騒音，特殊な形態の空間形成等の問題

門的知識を融和させ，総合的にみて，バランスのとれた計画として進める。

を内包するため，これを機能的かつ経済的なものとするために
は，プラント機器の配置計画を基本に，構造計画並びに設備計画
と深い連携を保ち，互いの専門知識を融和させ，総合的にみて，
バランスのとれた計画として進める。
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改定前
75 頁

改定後

２）新管理棟

（管理棟機能は，処理施設棟と一体化して整備するため削除）

（２）

新管理棟は，施設全体の運営管理を行うための機能と，職員

２）

のための諸室（休憩室，湯沸室，便所等）及び見学者の多目的
室（説明室・会議室）等としての機能を持たせるものとする。
ただし，新管理棟は不燃・粗大ごみ処理施設棟及び資源物処
理施設棟と一体で整備することも検討し，見学者にも分かりや
すい位置に設け，不燃・粗大ごみ処理施設棟及び資源物処理施
設棟と別棟で整備する場合には渡り歩廊で接続する計画とす
る。
作
業
員

不燃・粗大ごみ
処理施設棟
連絡通路
渡り廊下

資源物処理施設棟

連絡通路
渡り廊下
会議室

食堂 休養
浴室・脱衣
洗濯

便所
更衣室

応接
受付

事務室

便所
展示コーナー

説明室

説明

玄関
ポーチ

職
員

新管理棟
料技
金術
支見
払学

一
般
・
団
体
見
学

図７-４ 新管理棟が別棟の場合の機能関係イメージ図
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改定前
76 頁
（３）
１）

（３）構造計画
１）不燃・粗大ごみ処理施設棟及び資源物処理施設棟
不燃・粗大ごみ処理施設棟及び資源物処理施設棟は，破砕・
選別設備を収納する特殊な建築物であり，それらの設備は重
量が大きいことから，十分な荷重に耐える構造とする。
・・・・

改定後
78 頁

（３）構造計画

（３）

１）処理施設棟

１）

処理施設棟は，破砕・選別設備を収納する特殊な建築物であり，それらの設
備は重量が大きいことから，十分な荷重に耐える構造とする。
・・・・
処理施設棟と一体で整備する管理棟機能は，運営管理事務所及び作業者の厚
生施設としての内向きの機能と，外部からの見学者や自己搬入の市民等に対す
る窓口事務的な外向きの機能との二面がある。見学者や市民と作業者の動線が
極力重ならないような計画とする。

76 頁

２）新管理棟

（３）

新管理棟の機能は，運営管理事務所及び作業者の厚生施設

２）

としての内向きの機能と，外部からの見学者や自己搬入の市

（管理棟機能は，処理施設棟と一体化して整備するため削除）

民等に対する窓口事務的な外向きの機能との二面がある。見
学者や市民と作業者の動線が極力重ならないような計画と
する。
新管理棟を不燃・粗大ごみ処理施設棟及び資源物処理施設
棟と別棟とする場合においても機密性，遮音性に富み，居住
性が良い構造とし，耐震安全性は工場棟と同様Ⅱ類とし，構
造計算に際する重要度係数は 1.25 とする。
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改定前
79 頁
８.１
（１）

（１）概算事業費
民間事業者による技術提案資料を基にした概算事業費とし
て，清掃センターの解体費用は約９億円（管理棟部分約６千５

改定後
81 頁
８.１
（１）

（１）概算事業費
近年の焼却施設の解体事例より算出した清掃センターの解体費が約８億円（管
理棟部分約 0.7 億円，工場棟部分約 7.3 億円）
，地元要望の付帯施設も含めて民

百万円，工場棟部分約８億３千５百万円）
，新施設の建設費用は

間事業者による技術提案資料を基に算出した新施設の建設費が約 54 億円。あわせ

約 47 億円見込まれる（経費及び消費税 10％を見込んで算出）

て概算事業費は，約 62 億円（経費及び消費税 10％を見込んで算出）という結果

結果であった。ただし，見積に含まれる付帯施設は既存施設に

となった。

存在する付帯施設のみであり，整備する付帯施設によっては，

ただし，
「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」に向け建築需

建設費が増加することが考えられる。

要の増加や人件費が上昇している。加えて，働き方改革等による更なる人件費の

また，現在（平成 28 年度）は，東日本大震災の復興事業の拡

上昇が考えられることから，新施設の入札公告を行う平成 35 年度の予測が難しい

大や，平成 32 年度に開催が決定した東京オリンピックの影響

ため，概算事業費については，今後の要求水準書決定の段階（平成 34 年度）まで

により，資材価格の高騰や建設技能労働者が不足している状況

に再度精査する必要がある。

にあり，新施設の発注時期である平成 30，31 年度の状況は現
段階では予測が難しい。
そのため，概算事業費は，今後の要求水準書等の作成段階で
再度精査する必要がある。
80 頁
３）

３）地方交付税
国税のうち所得税，法人税，酒税，消費税及びたばこ税の

82 頁
３）

３）地方交付税
国税のうち所得税，法人税，酒税，消費税及びたばこ税の一定割合を，地方

一定割合を，地方公共団体が等しく事務が遂行できるよう一

公共団体が等しく事務が遂行できるよう一定の基準で国が交付する税である。

定の基準で国が交付する税である。ただし，平成 28 年度に

ただし，平成 30 年度において本市は地方交付税のうち普通交付税の不交付団

おいて本市は地方交付税の不交付団体となっている。

体となっている。
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改定前
81 頁
（３）

改定後

（３）財源内訳

（財源内訳については，交付金の交付対象範囲等が未確定であるため削除）

（２）に示した財源等を勘案した内訳は図８-１に示すとお
りであり，これを基に算定した工事費の財源内訳として，本体
工事費約 56 億円のうち，交付金の交付額が約 18 億 5 千万円で
あり，本市の負担額は約 37 億 5 千万円となる。
なお，本体工事費のうち交付金対象事業は管理棟解体費６千
５百万円を除いた分とした。ただし，交付対象範囲及び交付率
に関しては，今後の東京都担当課等との協議により決定するこ
ととなる。

87 頁
（２）

（２）民間活力導入可能性調査
新施設は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

88 頁
（２）

（２）民間活力導入可能性調査
新施設は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」

進に関する法律」
（PFI 法）第２条第３項（下記参照）の「廃棄

（PFI 法）第２条第３項（下記参照）の「廃棄物処理施設」にあたることから，PFI

物処理施設」にあたることから，PFI 事業として実施すること

事業として実施することが可能であり，当初の施設整備基本計画検討時（平成 28

が可能であり，定性・定量評価による PFI 等の民間活力導入可

年度）に定性・定量評価による PFI 等の民間活力導入可能性調査を行った。

能性調査を行った。

しかしながら，平成 30 年度施設整備基本計画見直しにあたって，整備方法等を
変更したことから，諸条件が変更するため，要求水準書決定の段階までに再調査
を行い，事業方式を決定するものとする。

（以下の項目を削除）
１）民間事業者の参入可能性の検討
２）VFM の検討
89 頁

（以下の項目を削除）

（３）

（３）事業方式検討にあたっての課題
１）業務範囲
２）リスク分担
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改定前

改定後

93 頁

（以下の項目を削除）

（４）

（４）まとめ
１）定性的評価
２）定量的評価

94 頁
表９-１

89 頁
表９-１ 施設整備スケジュール（案）

表９-１ 施設整備スケジュール（案）

表９-１

平成28年度
(2016)

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

平成31年度
(2019)

平成32年度
(2020)

平成33年度
(2021)

平成34年度
(2022)

施設整備基本計画の見直し・改

施設整備基本計画
仮設計画・工場棟解体計画 施設整備基本計画

仮設計画・工場棟解体計画
検討・決定

検討・決定

生活環境影響調査

生活環境影響調査

既存管理棟解体工事

既存管理棟解体
仮設処理施設建設・解体

設計等準備
仮設処理施設建設工事
アスベスト・PCB等調査

発注仕様書等作成・事業者選定

既存工場棟解体
ダイオキシン類
土壌汚染調査
要求水準書等の作成

（仮称）リサイクルセンター
（処理施設棟）整備

平成35年度
(2023)

平成36年度
(2024)

既存管理棟解体
仮設処理施設建設・解体

既存工場棟解体

平成37年度
(2025)

平成38年度
(2026)

平成39年度
(2027)

平成40年度
(2028)

仮設処理施設解体工事
仮設処理期間

既存工場棟解体工事

本格稼働
処理施設棟建設工事

（仮称）リサイクルセンター
（処理施設棟）整備

事業者選定

設計等準備
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