
 

 

 

 

東村山市公共施設再生計画（案）に関する意見募集の結果 

 

１．案件名 東村山市公共施設再生計画（案） 

２．担当所管 東村山市経営政策部資産マネジメント課 

３．概要 （１）意見募集期間 令和２年１２月１日（火曜）から令和２年１２月２１日（月曜）まで 

（２）周知方法 東村山市ホームページ、市報ひがしむらやま令和２年１２月１日号、意見回収箱の設置場所

へのポスター掲示 

（３）回収箱の設置場所 市情報コーナー、いきいきプラザ総合窓口、ワンズタワー内地域サービス窓口、中央公民館、

萩山公民館、秋津公民館、富士見公民館、廻田公民館、中央図書館、富士見図書館、ふるさ

と歴史館、市民スポーツセンター、多摩湖ふれあいセンター、恩多ふれあいセンター、栄町

ふれあいセンター、久米川ふれあいセンター、青葉地域センター、秋水園ふれあいセンター、

美住リサイクルショップ、社会福祉センター、子育て総合支援センター（ころころの森） 

４．ご意見をお寄せいただいた人数 計 4名（内訳：各施設での提出１名、直接持ち込みによる提出０名、郵送による提出０名、

ファックスによる提出０名、電子メールによる提出０名、市ホームページからの提出 3名） 

５．お寄せいただいた意見の数 11 件 

６．お寄せいただいた意見の内容と市の考え方 別紙のとおり 

お寄せいただいたご意見の中に複数にわたる内容が記載されている場合は、項目ごとに分割するなど、整理して記載しています。 

また、明らかな誤字・脱字等の修正を除き、可能な限り原文のまま掲載しています。 



（別紙）

1 全般

その地区の核となる施設地へどのような他ニーズの複合を

し、柔軟に利用できる設備とし、防災、デジタル環境を加味

し、適正な予算で構築することを希望します。地区のニー

ズ、特性、市全体像との位置づけ、様々な連携も考慮するこ

とを希望します。

本市に求められる公共サービスの質や量、配置をよく精査したうえ

で、学校施設を核とした、複合化・多機能化による再編・再配置を検

討していきます。

その際は、複数のサービスを連携させ新たな価値を生み出すことや、

今後の社会状況に応じて、市民ニーズの変化に柔軟に対応可能である

こと、災害や感染症の爆発的流行拡大への対応、技術革新等による

サービスの変化への対応、公共施設としてのライフサイクルコスト等

を意識しながら、全体最適の考え方で検討を進めます。

2

第1章

公共施設

再生計画

の要点

第1章の「公共施設再生計画の要点」は、イラストの女性職員

とひがっしーの掛け合いがあったり、グラフやイラスト、表

などが随所に挿入されていて、とてもわかりやすいです。そ

れだけに「レジリエンス」「IoT」「旧慣」「XaaS」など一

般的に馴染みの薄い言葉の説明がないのが残念です。これら

の言葉は第2章の「公共施設再生計画」において、登場するた

びにそのページの下部において解説されているのですが、こ

の「東村山市公共施設再生計画」全体を見れば、第1章に出て

くる言葉の方が先なのですから、出て来たそのページにおい

て説明した方が、よりわかりやすく、親切だと考えます。

ご意見のように、馴染みの薄い用語や言葉の説明として、より分かり

やすく親切になるよう、脚注を追加していきます。

意見

番号
項目 ご意見 ご意見に対する考え方
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番号
項目 ご意見 ご意見に対する考え方

3

36ページ

第2章Ⅰ

総論

2.(1)公共

施設再生

計画の位

置づけ

36ページにある「本計画の体系図」という表なのですが、

「インフラ施設」を見ると、「道路」「橋りょう」「公園」

「下水道」、そして「…」とさらに対象となるものがあるよ

うに明記されています。しかし37ページにある「対象とする

公共施設」の「インフラ施設」を見ると、「道路」「橋りょ

う」「公園」「下水道」の4つのみとなっています。「本計画

の体系図」の「インフラ施設」の下にある「…」は削除した

方がよいと考えます。

「本計画の体系図」は、本計画の体系の概念を表した図として、イン

フラ施設とハコモノ施設それぞれの基本理念があり、それらの下位に

個別施設の計画を位置づけています。今後の分類の変更にも対応でき

るよう、幅を持たせた表現として「…」と記述しています。

4

43ページ

第2章Ⅱ

公共施設

再生計画

（ハコモ

ノ施設）

1.公共施

設再生計

画(ハコモ

ノ施設)の

考え方

43ページにハコモノ施設の基本方針として基本理念と4つの

方針を表にしていますが、これは13ページに出ている表と同

じなので、「13ページを参照」でよいのではないでしょう

か。全体で132ページとボリュームがあるので（「第2次東村

山市都市計画マスタープラン （素案）」ですら109ペー

ジ）、重複はできるだけ避けた方がよいと思います。

第1章の13ページでは、続く「これまでの取組と成果」の中で、計画

の基本方針との対応をお示しするために、基本理念や基本方針を掲載

しています。

第2章の43ページでは、次ページ以降での、各基本方針の内容と、そ

れぞれの取り組み方策を説明に先立って、基本理念と基本方針の考え

方とともに、関係性を図示しております。

いずれの箇所も、基本理念や基本方針とどのように結びつくのかが重

要な項目であることから、内容が読み取りやすいよう、それぞれの箇

所に掲載いたしました。
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5

99ページ

第2章Ⅲ

公共施設

再生計画

（インフ

ラ施設）

1.インフ

ラ施設の

総合的か

つ計画的

な管理の

考え方

99ページにあるインフラ施設の基本方針の表もすでに13ペー

ジに出ているので「13ページを参照」でよいと思います。

第1章の13ページでは、続く「これまでの取組と成果」の中で、計画

の基本方針との対応をお示しするために、基本理念や基本方針を掲載

しています。

第2章の99ページでは、次ページ以降での、各基本方針の内容と、そ

れぞれの取り組み方策の説明に先立って、基本理念と基本方針の考え

方とともに、関係性を図示しております。

いずれの箇所も、基本理念や基本方針とどのように結びつくのかが重

要な項目であることから、内容が読み取りやすいよう、それぞれの箇

所に掲載いたしました。

6

61ページ

第2章Ⅱ

公共施設

再生計画

（ハコモ

ノ施設）

1.(3)(ｴ)

取り組み

方策検討

の流れ

61ページに適正化の検討の流れがわかりやすい表となってい

ますが、この「適正化の検討」を誰が行うかが明記されてい

ないように思います。もちろんハコモノ施設を管理する担当

課が検討の主体となるのでしょうが、「サービス廃止」が視

野に入っているハコモノ施設に関しては、市民および市民団

体などが検討の場に入った方が適正化の方向性がよりスムー

ズに決まり、なおかつ市民に受け入れられやすいものとなる

のではないでしょうか。そういう意味でも、「適正化の検

討」を誰が行うか、またその検討方法について明記した方が

よいと考えます。

61ページの図では、44ページ以降に掲載した様々な取り組み方策の中

から、どのような場合にどの方策の適用を検討するかの考え方を示し

ており、誰が、どのような方法で検討するのかについては、この項で

は記述しておりません。

ご意見の通り、取り組みの推進にあたり市民や事業者の皆さんととも

に、様々な立場からの意見を出し合うことは、大変重要であると捉え

ており、39ページ「３．公共施設再生の推進（2）市民との対話」等

に考え方を記述しています。
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7

108ペー

ジ

第2章Ⅲ

公共施設

再生計画

(インフラ

施設)

2.第2

フェーズ

期間にお

ける施設

分類別の

再生の方

向性(2)橋

りょう

108ページにある「橋りょう」の基本認識において「橋りょ

う（横断歩道橋含む）」と明記してあります。しかし再生の

方向性の中に「撤去」という言葉がありません。萩山駅横断

歩道橋については「撤去の方向で考えている」とホームペー

ジには明記してありましたが、違うのでしょうか。

廃止・撤去等については、100ページ・基本方針１・取り組み方策④

「施設の廃止や撤去等の検討」に位置づけられていますが、「再生の

方向性」に記載するなど、わかりやすい表現を追記します。
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項目 ご意見 ご意見に対する考え方

8

26ページ

第1章Ⅳ

将来に向

け今から

取り組む

こと　取

り組み2

＜P.26＞

第１章　公共施設再生計画の要点

　Ⅵ．将来に向け今から取り組むこと

　取組２　学校機能再編

　　学校施設では、プール、給食室などの老朽化も課題と

なっています。従来の手法や発想にとらわれずにあり方を検

討し、機能の再編を行います。

（意見）

　　給食室の再編については、安全・安心な調理環境とエネ

ルギーコストの低減の両立の実現の検討をご提案いたしま

す。

（理由）

　　適切な換気によるウイルスの感染拡大防止と、快適な労

働環境の実現による労働力の確保は重要な視点になります。

給食室は発生する熱や蒸気が多く、適切な換気・空調をしな

ければ調理員の生産性の低下や離職率の増加にもつながりま

す。エネルギーコストの低減を図りながら、換気・空調を

トータルで考慮することが重要と考えます。

（以下次ページ）

ご意見いただいた、エネルギーや安全・安心については、43ページか

らのハコモノ施設の基本方針で、「基本方針2　公共施設を最大限に

活用するため、効率的・効果的な管理運営を実施する」や、「基本方

針3　計画的な保全により、公共施設の安全・安心を確保する」に考

え方を整理しています。

また、職員の生産性を高めることも重要であり、26ページ・Ⅳ．将来

に向けて今から取り組むこと・取組3「執務空間の再編・再配置、

ワークプレイスづくり」として位置付けています。

安全・安心な環境づくりや、エネルギーコストの低減は、将来へ向け

今後取り組んでいくうえで、いずれも重要な視点だと認識していま

す。
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8

（前ページより続く）

（補足）

　　給食室の作業において調理員がもっとも肉体的負担を感

じるのは、「暑さ」です。暑さの原因は、「機器からの輻射

熱」と「燃焼排気の拡散」です。ガス厨房機器の「涼厨タイ

プ」は、空気断熱層を設けることで輻射熱をカットし、同時

に集中排気をすることにより燃焼排気が厨房内に拡散するこ

とを防止します。これにより、厨房の温度の上昇を効果的に

抑えることができます。
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番号
項目 ご意見 ご意見に対する考え方

9

45ページ

第2章Ⅱ

公共施設

再生計画

(ハコモノ

施設)

1.公共施

設再生計

画(ハコモ

ノ施設)の

考え方

基本方針

2

＜P.45＞

　第2章　公共施設再生計画

　Ⅱ 公共施設再生計画（ハコモノ施設）の考え方

１．公共施設再生計画（ハコモノ施設）の考え方

基本方針2　公共施設を最大限に活用するため、効率的・効果

的な管理運営を実施する

＜取り組み方策＞

　②管理運営の効率化の検討

　　施設全体としての維持管理費やサービスの提供にかかる

事業運営費について、・・・また、施設の省エネルギー化や

IT化への取り組みも含めたコストの縮減を効果的に進める手

法を検討します。に賛同いたします。

（意見）

施設全体として効果的な維持管理を行う上で、光熱費を含め

たライフサイクルコストが適正となるよう、公共施設のエネ

ルギーのベストミックスの観点も重要と考えます。

（以下次ページ）

公共施設の維持・更新費用の不足だけでなく、ＳＤＧｓに代表され

る、持続可能性の観点においても、省エネルギー化や再生可能エネル

ギーの活用等は重要なものと考えております。

また、災害時等の非常事態において市民サービスを継続できるよう、

リスクに対する抵抗力を高めることも考慮しながら、エネルギー確保

の最適化について検討していきます。

本計画においては、ハコモノ施設の基本方針2・取り組み方策②「管

理運営の効率化の検討」にて、重要な視点としてエネルギーについて

記述しています。
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番号
項目 ご意見 ご意見に対する考え方

9

（前ページより続く）

（理由）

　ガス・電気料金とも原料費・燃料費の変動リスクがありま

す。加えて電気料金における再エネ賦課金は、平成24年度は

0.22円／kwhでしたが、平成31年度には2.95円／kwhと約10

倍に値上がりしており、ライフサイクルコストを上昇させる

リスクの一つとなっています。また、電力使用量増加によっ

て、①キュービクルの改修が必要になり、設備投資の費用が

増加することが考えられます。したがって、ライフサイクル

コストを適正化するためには、ガス・電気をベストな割合で

ミックスさせることが重要であると考えます。
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項目 ご意見 ご意見に対する考え方

10

87ページ

第2章Ⅱ

公共施設

再生計画

(ハコモノ

施設)

2.第2

フェーズ

期間にお

ける施設

分類別の

再生の方

向性　(7)

学校教育

施設

＜P.87＞

　第2章　公共施設再生計画

　Ⅱ 公共施設再生計画（ハコモノ施設）の考え方

　2．第2フェーズ期間における施設分類別の再生の方向性

　（７）学校教育施設

視点3.サービス配置の適正化

　全ての小学校・中学校は災害時の避難所兼一時集合場所に

指定されています。において、エネルギーの確保の検討を提

案いたします。

（意見）

　小学校・中学校のような防災上重要な公共施設について

は、発災後もその機能を維持できるよう、エネルギーの確保

の検討を提案いたします。

（理由）

　小学校・中学校は災害時の避難所兼一時集合場所に指定さ

れており、避難された市民の方へ安全で安心かつ平常時の日

常生活に近い環境を提供することが重要です。そのために

は、エネルギーの自立化・多重化を検討し、エネルギーの確

保を検討することが重要と考えます。

公共施設の維持・更新費用の不足だけでなく、ＳＤＧｓに代表され

る、持続可能性の観点においても、省エネルギー化や再生可能エネル

ギーの活用等は重要なものと考えております。

また、災害時等の非常事態において市民サービスを継続できるよう、

リスクに対する抵抗力を高めることも考慮しながら、エネルギー確保

の最適化について検討していきます。

本計画においては、ハコモノ施設の基本方針2・取り組み方策②「管

理運営の効率化の検討」にて、重要な視点としてエネルギーについて

記述しています。
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11

22ページ

第1章Ⅳ

社会の変

化への対

応

多様化す

るリスク

や変化す

るニーズ

への備え

提案　秋津公民館のホールの上部に避難路を作っていただき

たい

ホールは、小規模ながら、市民の交流、憩いの場として貴重

な施設ですが、火災時の避難路に問題があるように思いま

す。

1階で、火災が発生した場合、煙は2階の方に上がってきま

す。

その際、ホールの上部にいる人たちは、上がってくる煙に向

かって降りなければなりません。

避難時は、外側に通じる扉だけ開ける方法もありますが、

ホールの前の方には、折りたたみ椅子が並べられている場合

が多く、混乱が広がる恐れがあります。

そこで、対策の一つとして、上部の席の後ろに避難用の扉

と、地上に降りる避難路の設置経費とか、壁の外側に設置さ

れている装飾の扱いなどの懸念もありますが、ご検討をお願

いします。が考えられます。

22ページ「多様化するリスクや変化するニーズなどへの備え」にあり

ますとおり、本計画においても、災害や感染症の爆発的流行などの非

常事態に対応していくことは、重要な視点ととらえています。いただ

いたご意見は、今後の公共施設再生の取り組みの推進にあたり、参考

とさせていただきます。
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