
田]田市ごみの資源化施設建設に伴う周辺地域のまちづくりの推進及び住環境の

整備等の要望の実現に関する協定

田田市ごみの資源化施設建設に伴う周辺地域のまちづ<りの推進及び住環境の整備等 (以

下「周辺地域のまちづ<りの推進等」という。)の要望の実現について、BII田市 (以下「甲」とい

う。)と田]田市図師町 239番地の 57、 BII田 リサイクル文化センター周辺まちづ<り協議会代表

高橋清人 (以下「乙」という。)との間において、下記のとおり基本協定を締結する。

5己

(協定締結の目的)

第1条  甲は、2013年 4月にBI田市資源循環型施設整備基本計画を策定し、この基本計画に基

づきBII田リサイクノし文化センター(田]田市下小山田田]3160番地)に熱回収施設等ごみの資

源化施設の建設を予定している。また、甲は、この施設建設にあたり、市民と協働して安全か

つ安′さな施設を建設するため 2013年 10月 に当該地区に所在するBI内会、自治会等の代表

の構成による田]田リサイクル文化センター周辺地区連絡会を設置し協議を進めようとしてい

る。

一方、乙はこの施設建設は周辺地域に対して負の影響を及ぼすことから、2013年 12月に、

甲との協議折衝組織として、周辺地域BII内会・自治会の代表者による田田リサイクル文化セ

ンター周辺まちづ<り協議会を設置し、周辺地域のまちづ<りの推進等について同月 11日に

甲に要望書を提出した。

甲は、乙の要望に対し、2014年 了月 3日に文書で回答したが、乙は地元の意図に沿ったも

のではないとして、回答を受け入れていない。

そこで甲は、乙の要望の実現について、十分話し含い、理解、含意を得た上で今回の建設

計画を進めることが、甲及び乙にとって極めて重要であるとの認識にもとづき、また、双方

が将来にわたって禍根を残さないため基本協定を締結するものである。

(相互協力)

第 2条 甲及び乙は、周辺地域のまちづ<りの推進等を持続的に進めることが、地域のまちづ

<りに必要不可欠との認識に立ち、相互に協力し、誠意をもって協議を行い、円滑な推進に努

めるものとする。

特に、甲は、ごみ処理施設の立地により負の影響を与え続けているという乙の抱える地固

有の課題に鑑み、乙の要望に適0寺的確に対応することを必須とする。

(役割分担等)

第3条 甲及び乙は、周辺地域のまちづくりの推進等を円滑かつ効果的に進めるため、乙が示

した第二次要望 (別添)について、甲は乙に文」して、具体的な検討スケジュール、必要な情報

を適時提示するとともに、具体的な対応策を提示し対応策につしヽて甲乙協議し含意するも

のとする。

(1)ごみの資源化施設建設に関する事項

ア 甲は、新たなごみ資源化施設は最新の技術を取り入れ、環境負荷を最小限のもの

とする。

イ ごみの資源化施設の建設にあたって、甲は乙に対して、周辺に及ぼす環境影響等

を定量的・具体的に示し、甲乙協議し含意のもと環境保全協定を締結し、計画・建設



を進めるものとする。

(2)ごみの資源化施設周辺まちづ<りに関する事項

甲は乙に対して、広域的な交通網の整備や地域貢献施設の整備など、地域の魅カアッ

プに寄与するハード及びソフト面での取り組みに関して、時間軸のもと分類し、短期的な

対応が必要な事項については、具体的な対応策について甲乙協議し含意するものとす

る。また、中長期的な検討事項については、完成イメージや検討プロセス・手順について

甲乙協議し含意するものとする。

2 甲は、ごみの資源化施設及び周辺地域まちづくりの実施主体として、計画策定、含意形成

及び事業の実施を行う。

3 甲は、乙が前項の実施にあたり、乙が円滑に活動遂行できるよう、必要な環境等を整える

ものとする。

4 甲及び乙は、対応策の具体的内容の実現性を高めるため、含意の上、別途協定書を締結

するものとする。

(有効期間)

第 4条 ごみの資源化施設周辺地域まちづくりは、施設建設後も長期的持続的に進める必要

がある。そのため、本協定の存続期間は、2030年 (施設建設後 10年間)とする。

(自動更新)

第5条 この協定の有効期Fe5満了日の1か月前までに甲乙いずれか一方から相手声に対し、こ

の協定について意思表示をしない場合には、同一の内容をもってさらに5年間自動更新する

ものとし、以後も同様とする。

(誠実協議)

第6条 本協定に定めのない事項及び本協定の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、甲及

び乙は誠意をもって協議のうえ対処するものとする。

この協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙署名捺E日の上、各自1通を保有する。

平成26年 8月●日

甲 BI田市森野2-2-22

BII田市長 石阪 立一

乙 BI田市図師田]239-57

田]田リサイクリし文化センター周辺

まちづくり協議会

代表 高橋清人

以上



町田市長 石阪丈一 様

2014年 8月21日

町田リサイクル文化センター周辺まちづ<り協議会

代表 高橋清人

町田市 ごみの資源化施設建設に伴 う周辺地域のまちづ くりの推進及び住環境

の整備等に関する第二次要望

町田市では、2013年4月に「町田市資源循環型施設整備基本計画」を策定し、この基本計画に基づき、

町田リサイクル文化センター (町田市下小山田3160番地)に熱回収施設等 (焼却施設等)のごみの資

源化施設の建設を予定しています。また、市は、この施設建設にあたり、市民と協働して安全かつ安心

な施設を整備するため、2013年 10月 に当該地区に所在する町内会 ,自治会等の代表の構成による町田

リサイクル文化センター周辺地区連絡会を設置し、協議を進めようとしています。

しかし、一方、地元住民側は、この施設建設は周辺に対して負の影響を及ぼすことから、2013年12

月に周辺町内会・自治会等の代表の構成による町田リサイクル文化センターまちづ<り協議会を設置し、

「町田市ごみの資源化施設建設に伴う周辺地域のまちづ<りの推進および住環境の整備等に関する要望

書」を同年 12月 11日に市長に提出しました。しかし、市から2014年7月3日に文書で回答された内容

は、地元の意図を十分解したものではなかつたため、本協議会はこの回答を受け入れてはおりません。

そこで、改めて第2次要望として、下記の実現について要望します。この要望が実現されますようご協

議ご回答をいただき、地元の合意のもとに今回の建設計画が進められることを切にお願いいたします。

口己

I 今年度、早期の対応が求められる要望

1 共通事項

(1)協定の締結

継続的な協議に関する基本協定の締結

・町田リサイクル文化センター周辺住民の代表である町田リサイクル文イヒセンター周辺まちづ<り

協議会 (以下「まちづ<り協議会」と呼称)と協定を締結する。

(2)要綱の改正

①役割や判断基準が不明確であるため、町田市資源循環型施設関連まちづ<り会議 (以下「まちづ<
り会議」という。)は廃止すべき。

。「まちづくり会議」の位置づけや「地区連絡会」との役割分担が不明確である。まちづ<り会議が、

仮に、地区連絡会に示す資料を市内部でオーソライズする場と考えるのであれば、市内部の会議

として、役害」分担を明確にすべき。

。また、こうした組織があると市の意思決定に時間を要し、地元との協議が進まない。

②迅速な意思決定を図れるよう整備推進本部の目的と役割を明確イヒし、各部に徹底していただきたい。



・市の “整備推進本部"は資源化施設周辺地域のまちづ<りの推進を担うものとして、役割と組織

をさらに明確化し、政策経営音βが中心となって迅速な意思決定がなされるような体制とし、関係

各部、周辺地域住民に明示していただきたい。

(3)コンサルタントの起用

・アドバイザー (コ ンサルタント)の市への派遣報告については、まちづ<り協議会に事前確認し

た上で、提出することとする。

。まちづ<り協議会が必要とする回数の派遣及び付随する作業依頼を確約していただきたい。

2 ごみの資源化施設の計画に関して

(1)熱回収施設の配置場所の再検討

①要望に沿つた形で施設の配置計画を検討し、地区連絡会で説明する前に、まちづ<り協議会に諮つ

て説明・協議していただきたい。

・現在のプールや駐車場の改変を含め、要望に応じた内容・規模の付帯施設と本体施設の配置を検

討し、まちづ<り協議会で説明 。協議の上、地区連絡会に付議していただきたい。

②圧迫感のない具体的な方策を示していただきたい

。あ<まで住民意見を十分に反映させること。高さを極力抑えた案を提示して欲しい。桜通りから

見て、圧迫感のないような具体的方策を示していただきたい。

(2)環境負荷の最小化

①国の基準にこだわらず、最新の技術を基準にして環境への負荷を極力少なくすること

②大気、水質、騒音、臭気等について排出の自主規制値案を提案していただきたい。

・大気、水質、騒音、臭気等について先進的な他市の自主規制事例との比較を示してもらいたい。

*大気以外にも国の基準よりも厳しい基準を独自に定め運用している事例もある。

③自主規制値は環境保全協定にもりこむ。

Ⅱ 中期的対応が求められる要望

J ごみの資源化施設の計画に対して

(1)交通対策について

交通混雑への対応や通学路の確保など交通対策を具体的に示していただきたい。(概ね 1年以内)

(2)環境保全

①施設稼働後、定期的にデータを計測し情報公開していただきたい。

・施設稼働後、施設から発する環境汚染の程度について、表示装置等を設置し市民が直接把握でき

るようにするとともに、町田市のホームページ等を通じて常時、情報/AN開 して<ださい。また、数

値が許容値を上回つた場合など、異常発生時の対応や施設の運転再開の手順などについてガイドラ

イン等を作成し公開するとともに、仮に数値が上回った場合は、速やかに対応を図ることを環境保

全協定等で具体的に約束していただきたい。(概ね 1年以内、建設後永続的に)



②環境保全協定の内容、締結のスケジュールを具体的に示していただきたい。(概ね1年以内)

(3)旧埋立地等の処理

①l日埋立地の埋設廃棄物の撤去計画及び活用計画を早急に示していただきたい。

②地下水質の定量的なデータ、対策について、適時、住民に情報開示していただきたい。

③跡地利用について、周辺住民と協働して具体案を作成する体制を作つてしヽただきたい。

(①～③ともに概ね1年以内)

(4)安全施工

具体的な安全対策の計画を示して<ださい。(概ね5年以内)

2 周辺のまちづ<り・住環境整備に関して

(1)周辺地域と一体となったまちづくり実施計画の策定

①町田リサイクル文化センター周辺まちづ<り協議会との協議に一本化していただきたい (概ね 1年

以内)

・市の地区協議会の設立動機は、まちづ<り協議会とは大き<異なる。今回の課題に対しての協議

は、まちづ<り協議会に一本化していただきたい。

②忠生地区 地区再生方針を速やかに作成し、できることから実施していただきたい。(概ね 1年以内)

・市の回答と地域の要望と大き<乖離している。まちづ<り協議会としては、個々の要望を具体化

し、忠生地区の地区再生方針を地元案として作成してい<。 地元の地区再生方針を踏まえ、市と

しての地区再生方針とその実施計画を策定していただきたい。

(2)スポーツ公園の建設

①最終処分場廃止後、利用できるまでの具体的時間とその理由を具体的に示していただきたい

②最終処分場、1日埋立地、現焼却炉撤去後の当面の利活用と1晋来の利活用について周辺住民と協働し

て具体的に検言寸する体制や資料 (処分場エリアの配置図など)を示していただきたい。(①②ともに

概ね 5年以内)

〔スポーツ公園〕

|・ 避難場所を兼ねた都市公園の総合スポーツ公園とし、野球場、サッカー場、テニスコート、陸上
|

1 競技 トラック、自転車交通安全教習コースの施設及びサイクリング、ジョギング、マラソン、ハ
|

| イキングコースの回遊拠点等として整備するグランドの創設と避難施設を兼ねた大規模体育館
|

1 等を建設し、周辺住民の利用に供するとともに、この地区―帯のイメージアップを図る。   |

(3)地域集会・交流施設の建設

①地域集会 。交流施設※の計画について、周辺住民と協働して具体的に検討する体制を盛り込んでいた

だきたい。(概ね5年以内)

※ 多目的ホールや大小の集会室やカフェなどの複合施設



【地域集会・交流施設のイメージ例】

・プラザ・ギャラリー :市民ギャ

ラリー/カフェ 。レストラン

・市民交流・情報発信 :多目的ホ

ール、市民活動拠点/音楽スタ

ジオ・ミニシアター/会議室・

研修室/コミュニティFM
・ふれあい農園などの屋外交流ス

ペース

※排熱を利用した温浴施設等との合築も想定される。

(4)町内会館 。自治会館の新設 。改修

①具体的な協議について相談させていただきたい。

②特例として金額補助を検討していただきたい。

(①②ともに概ね 1年以内)

(5)災害時の電力供給

①災害時における市としてエネルギーマネジメントの考え方を明確に示していただきたい。

・福島原発事故による計画停電の教訓を踏まえ、各自治体で、災害時のエネルギーマネジメントに

対して、取組が進められている。市としての考え方や取組の状況について示して<ださい。

②熱回収施設で発生した電力を災害時に役立たせられるよう、具体的に検討していただきたい。

。当該地域は、他の地域と異なり、熱回収設備で発生する電力という資源があるにも関わらず、現

行の法規制等で活用が困難ということに対して疑問※。周辺家庭への供給が困難な場合、避難所

として想定される学校や公民館等、特定の施設への電力供給はできないか。

(概ね 5年～永続的)

※電カシステム改革を3段階で進める改正電気事業法が 13日午前の参院本会議で自民、公明、民主 3党などの

賛成多数で可決、成立 した。2015年 に全国規模で電力需給を調整する「広域系統運用機関」を設立。16
年に電力小売りの参入を全面自由イヒし「地域独占」をなくす。18～20年に電力会社の発電と送電部F]を別

会社にする「発送電分離」を実現する。(2013年 11月 13日 日本経済新聞)

(6)地域防災拠点の整備

①地域の防災拠点を整備していただきたい。

・地域防災計画※で当該地1或の位置づけを明確にするとともに、地域の防災拠点となる施設・広場

等を整備していただきたい。

。防災拠点の利活用については、平常8寺 と災害時の両方から具体的に示していただきたい。

※ 町田市地域防災計画において、「この計画は、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、本市

の都市構造の変化及び災害応急対策の効果等を考えあわせ、毎年検討を加え、必要があると

認めるときは、これを市防災会議において修正する」とあり、早期改訂を求める。(概ね2年

以内、地1或防災計画の改訂に併せて)

4

市民贅競
も
メーン

。多目的ホール/市民活動スペース/音楽スタジオ・ミニ
シアター/会議室 。研修室/コミュニティFM など

晉弯雪賞鑽 ,議装  高齢昔生活
∵―≫       相餞ツーン



【防災拠点のイメージ】

。大震災に耐えられる避難施設の整備、防災倉庫、避難所となる広場、ヘリポートの設置

平常時 :多様な世代が快適に墓らせる生活サホート■lt崇

災害時 :地域の随災拠点

珈 わ 生活サポ‐ 熟点

(7)災害医療センターの設置

①大規模災害に対応する医療センターを設置して欲しい。(概ね2年以内に方向性検討)

【設置イメージ】

|・ 第2市民病院やその分院、国 。東京都等の医療機関の誘致 など             1

(8)売電収入の地域還元

①想定される売電収入 (概算)を示して<ださい。

②売電収入を 100°/。地域還元することを要望する。(概ね 2年～永続的)

。ごみ処理施設やごみの資源化施設の建設は、地域にとって迷惑施設である。その施設が立地する

ことで、地域イメージが損なわれる。そのため、施設の建設に際しては、そのトレードオフとし

て、売電収入を地域還元し、周辺地域のまちづ<り に地域貢献すべきである。

・具体的なものとしては、交通網の整備、周辺緑地の整備 (尾根緑道を含む)、 周辺町内会館、自

治会会館の整備 (新設、維持補修やソーラーパネルの設置などを含む)など

(9)尾根緑道の緑地・公園整備

①歩いて楽しい回遊動線づ<りを要望。(概ね 5年～永続的)

。個局」の公園や緑地を整備するだけでなく、尾根緑道やその周辺の/AN園 。緑地を有機的にネットワ

ークすることで、歩いて楽しい回遊動線を作り、周辺住民だけでなく、町田市民が散策し楽しめ

る空間としていきたい。

・現存する緑地の購入または借地としての交渉を具体化していただきたい。

(10)地域雇用の場の確保

①付帯施設を含め地域雇用の具体的なプログラムを検討してほしい (概ね 5年以内)

。地1或の活性化は、コミュニティ施設等の施設整備だけでは進みません。地1或就労の場が不可欠で

す。具体的な就労支援のプログラムを作成し提示していただきたい。



(11)交通網の整備

現在のバス便は町田駅方面のみで、淵野辺方面、多摩センター・唐本田方面はきわめて不便。

短期 。中期的にはバス便の改善、中長期的には小田急多摩線延伸、モノレールの延伸を組み込んだ

総合的な交通網の整備をはかるため、

①地域住民の参加を前提として検討体制を組んでいただきたい。

②売電収入を原資としたコミュニティバスの導入 。運行について検討していただきたい。

・売電収入を地域還元しその一部を基金として積み立て、基金をコミュニティバスの導入・運行費

用に補填するなど。

(12)排熱を利用した温浴施設等の設置

①地域のイメージアップにつながる施設の立地を地域住民意向を最大限踏まえ実現していただきた

い。計画に際しては、周辺住民と協働し計画を策定していただきたい。

,単に、現在の施設をリニューアルするのではな<、 もっと抜本的に考えて欲しい。周辺住民のみ

ならず、町田市全体、隣接市から来街者を呼び込み、忠生地域の活性イしにつながる施設整備が必

要と考える。

【施設のイメージ (例 )】

。大浴場、露天風呂、農産品の直売所、健康増進施設など家族ぐるみで楽しめる施設の誘導。

。また、リサイクル文化センターにある温水プールは、/AN式な水泳競技もできる/Ak認プールで

あり、7年後のオリンピックを見据えたナショナルトレーニングセンターとしての機能を持た

せる など。
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【参考資料】周辺都市で具体化された排熱利用した温浴施設の参考事例

柳泉園クリーンポニト(東久留米市 )

東ス留米市に立地する柳

泉園クリーンポート (ごみ

処理施設)・ グランドパー

ク (厚生施設)。 清瀬市・

東ス留米市・西東京市の廃

棄物を共同で処理するため

昭不□35年 9月に設立され

た一部事務組合である柳泉

園組合の施設で、 (参加者

10名)武蔵野クリーンセ

ンターの約5.6倍 95,

556ぶ と広々とした敷地

にごみ処理施設 。し尿処理

施設・厚生施設 (スポーツ施

設・浴場施設)。

施設見学へようこそ !
見学したい場所を選んで、地図をクリックしてください。

⑮ｒ一軌

業 ′

2F



小山川クリーンセンターの余熱を有効利用し、埼玉県児玉郡市広域市町

村圏組合によつて建設された温浴施設。地域の「交流・憩い0健康づくり

の場」として利用されている。

:罐| 児玉都市広域市町村圏組合立 余熱利用施設「湯かつこJ

'11:|||1111::

埼玉県本庄市東五十子 167-3

|:1肇争菫専f筆:|| 10:00～22:00
小山川クリーンセンターのごみ焼却による余熱

公式貯 http://― r.shisetsu.ip/yukakko/index.html

室水プール・幼児プール、見学ギャラリー、ロッカー・シャワー室、農産物直売所 (屋外) 等

● 野
● 幕務壼

e rlッ ヵ―室

● シャツー宝

● 篠暖室 (冷えた身体を暖働る部屋

'● 見学ギヤラリー

●鯉塞
0監 視員室

● 議水ブール

● 崎児プニル

,轄 大広間、キッズエリア、リラクゼーションラウンジ、和室、飲食店 等

● 大広饉 。キッズエリア

●覇
● リラクゼーションラウンジ

● 和室 {有囀爆室)

● 飲食磨「元気ダマ事2鳴産」

● ゲームコーナー

● 螂

浴室 (泡・ジェット風呂、水風呂、替わり湯、ミストサウす、遠赤



相模原市市立市民健康文化センター

市民健康文化センターは、市民の誰もが運動、

文化、レクリエーション活動等の多彩な目的に

利用できる施設です。「健康増進」「創造活動」

「ふれあい」の 3つのコンセプトをもとに

2011年 10月 にりニューアルオープン。

プール (一般用、児童。幼児用、スライダー)、

ジャグジー、浴室、多目的会議室、工作室、講

習室、茶室、

`、

れあい広場、展示コーナー、カ

フェ・レストランが設けられている。
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アクアプール多摩(多摩市立温水プール )

アクアブルー多摩は、多摩清掃工場の余熱を利用した施設。季節や世代を超えて、障がいのある方や

泳がない方も楽しめる健康増進施設。また、働いている方も利用しやすい時間設定になつている。50m
プール、稼働床、流波プール、アイランドスライダー、ボディースライダー、リラクゼーションプール、

キッズプール、ミスとサウすのほか、トレーニングルームやミニスポーツホール、レストラン、シ∃ップ

も併設されている。
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