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東村山市施設再生アクションプラン策定支援業務委託参考仕様書 

 

１ 件名 

東村山市施設再生アクションプラン策定支援業務委託 

 

２ 契約期間 

契約確定の翌日から令和５年３月 31日まで 

 

３ 履行場所 

東村山市本町１丁目２番地３ 

 

４ これまでの市の取組 

市ではこれまで、高度経済成長期に整備された多くの公共施設が近い将来に

一斉に更新時期を迎える、いわゆる「公共施設の更新問題」を解決するため、

公共施設等総合管理計画の改定及び個別施設計画の策定を包括させた形で、令

和２年度に公共施設再生計画（以下「再生計画」という。）を策定し、公共施

設全体の最適化に向けた検討を進めてきた。 

また、公共施設の再生は市民のニーズをしっかり捉えたうえで実行すること

が重要であり、市民と共に公共施設の再生を行うために、その課題や論点を共

有したうえで、議論を行っていく予定である。 

課題や論点を整理した資料を、「施設再生ディスカッションペーパー」（以下

「ＤＰ」という。）として令和４年度の早い段階で公表し、市民と共に議論を

進めていきたいと考えている。 

 

５ 施設再生アクションプラン策定に向けた委託の目的 

市が保有する公共施設の約６割（延床面積）が学校施設であるため、再生計

画において「学校施設を核とした複合施設」として再生する考え方を掲げてお

り、ＤＰ策定後は点在する公共施設を複合施設として再生する為の検討を本格

化する必要がある。 

また、公共施設の建替えには検討開始から完成まで約 7 年と長期に渡ると

想定されることから、従来は施設毎に個別策定する基本構想・基本計画を、共

通事項として総括的に策定し、スケジュールの短縮及び計画的な施設再生の推

進を図りたいと考えている。 

そこで、総括的な基本構想・基本計画に相当するものを、施設再生アクショ

ンプラン（以下「アクションプラン」という。）として令和５年度を目途に策

定したいと考えている。 
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そのため、市民と合意形成を図りながら公共施設再生の取組を進めるため、

知識、技術及び経験等を有する事業者に、アクションプランの策定に向けた支

援業務（以下「本業務」という。）を委託するものである。 

 

６ 本業務の履行における大切な考え方 

施設再生は、財政難や人口減少を起因とした集約化及び統廃合等といったネ

ガティブな取組になりがちだが、施設で行われているサービスが、どうすれば

より良いものとなるかというポジティブな思考を前提として、創意工夫によっ

て市民サービスの向上につなげたいという考えを大切にしており、受注者にも

同様の方針・考え方を持って本業務の履行に努められたい。 

また、ハコモノをどう再編するかは、市民とともに行うサービスについての

検討を踏まえ、市が責任を持って意思決定すべき範囲であると考えているため、

受注者にはその検討に資する基礎調査、データ分析及び資料作成を主目的とし

て本業務を委託するものである。 

 

７ 本業務の内容 

（１） 将来に向けた学校機能の検討支援業務について 

受注者は、市の目指す学校機能を核とした公共施設再生に向けて、将来

の学校機能の検討に必要な次の項目について、調査、検討、整理等を行い、

その結果をまとめた資料の作成を行い、納品形態はデータ納品とする。 

ア 将来の児童・生徒数、学級数及び学校数の適正規模について 

東村山市人口ビジョン（改訂版）を踏まえて、今後 40年間の学区別、

町丁別の児童・生徒数の推計データを作成し、それを基に各校の将来像

を、学級数及び学校数の適正規模という視点での検討・分析。 

イ 通学区域のあり方検討について 

アの推計を踏まえ、通学区域に関する文部科学省の基準等、通学区域

制度の弾力運用等の諸制度や他自治体の動向等を整理するとともに、現

学区における通学環境（距離、時間、安全性、交通等）を整理し、将来

の学区域について、市の意見も踏まえた検討・分析。 

（２） まちづくりの効能等を踏まえた、学校機能を核とした複合化による市

内全公共施設の適正規模・適正配置のシミュレーションについて 

受注者は、学校の複合化、多機能化、統廃合及び通学区域の変更等を実

施する前提で、学校機能を核とした複合施設の適正規模・適正配置につい

て、ライフサイクルコストの算出を含めたシミュレーションを実施し、そ

の結果をまとめた資料を作成し、データ納品とする。 

また、シミュレーションについては、（１）の内容のほか、学校機能を核



※契約時の仕様書は、質疑や優先交渉権者との協議を踏まえ定めていく。 

3 

とした複合施設がもたらす地域への好影響や買い物難民等の地域課題解

決がもたらす効能、地域コミュニティ、ＰＰＰやＰＦＩの活用によるバン

ドリング効果、防災・避難所に関すること、老朽化による建物の更新時期、

用途地域、都市計画道路及び市と受託者との協議で定めた事項並びに次の

アからウの諸条件を踏まえることとする。 

 

ア 庁舎、ごみ処理施設、スポーツセンター等の施設は、学校機能を核と

した複合化に限らない更新を可とする。 

イ 学校の給食室やプール等については、シミュレーションごとに市との

協議を踏まえ、配置等を検討すること。 

ウ シミュレーションの期間は、10年ごとに区切る等、段階的に可視化で

きるようにすることを想定している。 

 

なお、前述のシミュレーションを基本形とし、学校数の適正化及び市内

全公共施設の複合化によるコスト面の効果を可視化するため、前述のシミ

ュレーションに加え、次のａ及びｂの場合を踏まえた２パターンのシミュ

レーションを行うこと。詳細は、市と受託者との協議で定めること。 

ａ 学校数は、現況の 22校を維持する場合 

ｂ 学校以外の施設同士で複合化や多機能化を行う場合 

 

（３） 東村山市公共施設再生アクションプラン（仮称）の素案作成について 

ア 受注者は、（２）で行ったシミュレーション結果を踏まえ、基本設計

前に行うべき学校機能を核とした複合施設の基本構想・基本計画に相

当する内容の整理・検討を行う。 

なお、整理・検討を行う内容については、別表を参考に、受注者か

らの提案を基に、市との協議にて定めるものとする。 

 

イ 受注者は、（１）、（２）及び（３）アにて行った調査、検討及び整

理等の内容を踏まえ、令和５年度を目途に策定予定のアクションプ

ランの素案を、フルカラーＡ４版にて作成すること。 

なお、表紙のデザインや書面構成等は、別途、市と受注者で協議の

上決定することとし、納品形態はデータ納品とする。 

（４） 施設再生に関する会議等の資料作成支援について 

受注者は、（３）の策定に向けた検討を行う庁内検討会議に関して、（１）

及び（２）の内容に関する報告並びに（３）の進捗報告を行うことを目的

とした会議資料の作成支援を行い、市が指定する日に作成物をデータ納品
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すること。 

なお、庁内検討会議については、契約期間内に４回の開催を予定してお

り、そのうち作成支援が必要な会議は２回である。 

（５） 打ち合わせの実施及び資料作成について 

本業務に関して、市は受注者に対して 10 回以下の範囲で、オンライン

又は面会での打ち合わせを求めることができる。 

その際、受注者は、打ち合わせに係る日程調整の実施及び打ち合わせの

アジェンダ（事前資料）を作成し、アジェンダを打ち合わせの２営業日前

までに市へ送付すること。 

また、受注者は、打ち合わせの議事要旨を作成し、原則として打ち合わ

せの翌日から起算して７日以内に市へデータにて提出すること。なお、こ

の際、市からの議事要旨修正依頼があった場合、修正依頼日から７日以内

に修正した議事要旨をデータ納品すること。 

なお、軽微な連絡調整等についてはこの打ち合わせの対象とはしない。 

（６） 本業務に係る助言及び提案について 

本業務の委託目的を実現する観点から、受注者は、市に対して施設再生

に係る助言及び提案を積極的に行うこと。 

なお、助言及び提案は、簡易であっても書面やデータ提出にて行われる

ことが望ましいが、時間の確保が困難な場合にはこの限りではない。 

（７） その他業務について 

受注者は、発注者との協議により、必要と認められる業務を行うこと。 

（８） 作成物に関する付記事項について 

本業務で受注者が作成する資料については、カラー化並びに図やイラス

ト等（以下「図等」という。）を用いて、見やすく理解が深まりやすいデザ

インとし、原則として編集が可能なデータとすること。 

ただし、図等は、デザイナー等が新規制作するものではなく、詳細は市

と受託者で協議して決定するものとする。 

（９） 提出書類について 

受注者は、次の書類を作成し提出すること。なお、ア及びイについては、

業務完了時に提出するものとする。 

ア 本業務の最終報告として、業務内容や実績等をまとめた報告書 

イ 完了届 

ウ 総則やその他仕様書等で明記されている提出が必要な書類 

 

８ 本業務内容の契約前協議について 

市と受注者は、契約前に本業務内容の詳細について協議を行い、契約書に反
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映を行うものとする。 

 

９ 不備の補正 

受注者が本業務を履行するに当たり、その内容に不備又は不完全な部分が発

見された場合は、受注者の負担と責任で直ちに補正することとする。業務完了

後の成果物に瑕疵が発見された場合も同様とする。 

 

１０ 契約後の本業務内容の変更について 

新型コロナウイルス感染症等による社会状況の変化や国・都の動向等によっ

ては、本業務内容に変更が生じる場合がある。 

この場合、市と受注者は、契約後であっても必要に応じて本業務の内容変更

について協議を行い、書面にて変更内容を定めるものとする。  

 

１１ 委託料の支払い 

委託料の支払いは、成果品の検査合格後、受注者の請求に基づき、市は一括

で支払うものとする。 

 

１２ 成果品について 

受注者は、本業務の履行にて作成した資料や議事要旨等の電子データ及び本

業務に関連して作成した電子データ（以下「成果品」という。）について、随

時、市が指定する期日までに提出すること。 

また、業務完了時には、すべての成果品についてＤＶＤディスクへデータを

保存して納品を行うこと。 

なお、成果品について受注者は、市が加工可能なデータ形式にて提出を行う

ものとする。 

 

１３ 著作物の利用及び著作権 

本業務により発生した著作物の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条まで

に規定する権利で、第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。）及び著作物の

翻案等により発生した二次的著作権は、委託料の支払いが完了したときをもっ

て市に譲渡されるものとする。 

また、受注者は著作権を譲渡した著作物に関して、著作人格権を行使しない

ものとする。 

なお、契約期間中において公開する必要がある成果品の著作権及び二次的著

作権については、必要に応じて市及び受注者が協議の上、市に譲渡すること。 
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１４ 本業務の遂行にあたっての留意点について 

受注者は、本業務の遂行において順守すべき法令等を考慮し、得た情報や検

討敬意を踏まえ、受注者は市と事前に十分な協議を行ったうえで、本業務を遂

行すること。 

 

１５ 疑義についての協議  

この仕様書及び契約書に定めのない事項及び解釈について疑義が生じた事

項については、必要に応じて市及び受注者が協議の上、定めるものとする。 
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別表 （参考）基本構想・基本計画の構成案 

項目 検討内容 

基本構想 用途地域変更の必要性 

建設場所（仮設校舎等の必要性） 

複合施設のイメージ図 ※ 

基本計画 施設規模（学校であれば、学級数や１教室当たりの面積等） 

施設配置（児童・生徒・利用者の動線、セキュリティ等） 

施設機能（主機能以外のタイムシェアする機能、避難所や投票

所等について） 

事業規模の把握（建設費・維持管理経費等、予想工期、ＰＰＰ

ＰＦＩの活用） 

※イメージ図については、アクションプランの素案に入れ込むことを市と受託

者で協議し決定した場合、原則として市で準備するものとする。 
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参考：これまでの市の施設再生に関係する各種計画等について 

 

東村山市公共施設再生計画 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/management_smartcity/shis

etusaisei/saiseikeikakukouhyou.html 

その他、過去に公表したもの 

公共施設白書 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/shisei/keikaku/management_smartci

ty/shisetusaisei/hakusyo.html 

公共施設再生計画基本方針 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/shisei/keikaku/management_smartci

ty/shisetusaisei/torikumikako/kihonhoushin.html 

公共施設再生計画基本計画 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/shisei/keikaku/management_smartci

ty/shisetusaisei/torikumikako/kihonkeikaku.html 

 

施設再生ケーススタディブック 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/management_sm

artcity/shisetusaisei/casestudybook.html 

 

東村山市行財政改革審議会（令和３年度第１回参照） 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/gyozaiseikaik

aku/gyozaikaikaku_singi/gijiroku_kako.html 

 

東村山市第５次総合計画～わたしたちのＳＤＧｓ～ 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/sogo/sougouke

ikaku5/index.html 

 

東村山市人口ビジョン（改訂版）・第 2 期東村山市創生総合戦略（令和３年３月

策定） 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/bunya/shisei/zinkoubizyonse

nryaku/dai2kisenryaku.html 
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東村山市第５次行財政改革大綱 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/gyozaiseikaik

aku/dai5jigyozaisei/dai5jigyoukakutaikou.html 

 

東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくりに関する基本方針 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/bunya/shisei/

ppp/ppppolicy.html 

 

東村山市第２次東村山市都市計画マスタープラン 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/bunya/toshi/toshimasu/toshi

keikakump2.html 

 

東村山市センター地区構想 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/shisei/keikaku/bunya/sh

isei/shisenta-chiku/kikaku2020111110361.html 

 

東村山市におけるスマートシティの基本的な考え方 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/shisei/keikaku/manageme

nt_smartcity/smart-city/basicpolicy.html 

 

東村山市 DX推進基本方針（案） 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/shisei/keikaku/joho/dxp

lan.html 


