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第 2章 公共施設再生計画 
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総論では、ハコモノ施設とインフラ施設で共通する計画期間、推進の考え方等を整理しま

す。 
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1  
 改定に至るまでの経緯 

わが国では、高度経済成長期の急激な人口の増加や社会環境の変化に対応するため、多く

の公共施設が整備されてきましたが、現在、老朽化したこれらの施設が一斉に更新時期を迎

えようとしています。中央自動車道笹子トンネルの天井板落下事故や、全国で相次ぐ落橋、

上下水道管破裂に伴う道路陥没等のように市民の生命や生活を脅かす事態を引き起こす懸念

もあり、先行きが不透明な社会・経済情勢のもと、更新にかかる多額の費用をどのように確

保していくかということが課題となっています。 

さらに、人口減少や少子高齢化の進行、市民ニーズの多様化により、公共施設に求められ

る役割も大きく変化してきており、将来の適切な公共施設のあり方についても、改めて見直

さなければならない時期を迎えています。 

このような状況は「公共施設の更新問題」といわれ、全国の自治体が共通して抱える大き

な課題となっています。 

本市においても昭和 40年代から 50年代にかけて急増した人口に対応するため、積極的に公

共施設を整備してきました。平成 24（2012）年度に作成した公共施設白書では、これらの多

くの公共施設が集中的に更新時期を迎えることにより、現状の施設をそのまま維持していく

には莫大な更新費用が必要と試算され、本市においても「公共施設の更新問題」が課題であ

ることが明らかになりました。何も対策を取らなければ、近い将来、公共施設の運営や維持

に支障をきたし、市民サービスの低下を生じさせることになります。 

本市は、このような危機的状況を打開するため、これまでも「東村山市公共施設再生計画

基本方針」から「東村山市公共施設等総合管理計画」等、一連の計画にて公共施設の見直し

の方向性や今後進めていくべき対応策等の考え方を明らかにし、市民や利用者の理解と協力

を得ながら、持続可能なまちづくりの実現に向け公共施設の再生に取り組んできました。 

今般、東村山市第 5次総合計画、東村山市第 5次行財政改革大綱、第 2次東村山市都市計画

マスタープラン等、各種計画の策定や近年の社会潮流等と整合を図るため、公共施設等総合

管理計画を改定することとしました。 

  

 
背景と計画改定の経緯 
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 これまでの計画策定の経過 

本市の計画策定の経過は下表のとおりです。 

 

取
組
の
経
緯 

公
共
施
設
再
生
計
画 

平成 22（2010）年度 
第 4次総合計画及び第 4次行財政改革大綱に（仮称）公共施設
再生計画の策定を位置づけ 

平成 23（2011）年度 公共施設劣化度調査の実施 

平成 25（2013）年度 

公共施設再生計画庁内検討会議設置・開催（全 6 回） 

公共施設再生計画検討協議会設置・開催（全 6 回） 

公共施設再生計画基本方針（案）説明会実施（全 8 回） 

公共施設再生計画基本方針（案）パブリックコメント実施 

公共施設再生計画基本方針策定 

平成 26（2014）年度 

専任所管を施設再生計画担当から施設再生推進課に組織変更 

公共施設再生計画庁内検討会議設置・開催（全 9 回） 

公共施設再生計画基本計画検討協議会設置・開催（全 5 回） 

公共施設再生市民ワークショップ実施 

公共施設再生計画基本計画（案）説明会実施（全 5 回） 

公共施設再生計画基本計画（案）パブリックコメント実施 

平成 27（2015）年度 公共施設再生計画基本計画策定 

イ
ン
フ
ラ
施
設
維
持
管
理
基
本
計
画 

平成 23（2011）年度 東村山市公園遊具長寿命化計画策定 

平成 24（2012）年度 橋りょう点検の実施（～平成 25（2013）年度） 

平成 25（2013）年度 道路診断調査の実施 

平成 26（2014）年度 橋梁長寿命化修繕計画策定 

平成 27（2015）年度 
公共施設再生計画庁内検討会議において、公共施設等総合管
理計画の策定に向け、インフラ施設維持管理基本計画を検討 

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画 

平成 24（2012）年度 

専任所管として経営政策部に施設再生計画担当を設置 

公共施設白書の作成 

公共施設に関する市民アンケートの実施 

公共施設等再生基金の創設 

平成 28（2016）年度 
公共施設等総合管理計画（インフラ施設維持管理基本計画を
含む）策定 

平成 29（2017）年度 
「想像してみよう！将来の公共施設 施設再生ケーススタデ
ィブック」の作成 

平成 30（2018）年度～
令和元（2019）年度 

公共施設等総合管理計画改定検討 

個別施設計画検討 
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2  
 公共施設再生計画の位置づけ 

本市では、ハコモノ施設27を対象とする「東村山市公共施設再生計画基本計画」及びインフ

ラ施設28を対象とする「東村山市インフラ施設維持管理基本計画」という２つの計画を「東村

山市公共施設等総合管理計画」と位置づけてきました。 

今般の改定では、個別施設ごとの再生の方向性を示し、各種計画の策定や近年の社会潮流、

本市の現状を踏まえ、個別施設計画も包含する計画「東村山市公共施設再生計画」（以下、

本計画という）として整理します。 

本計画は、国が各地方公共団体に策定を求めている公共施設等総合管理計画及び個別施設

計画29に相当するものとします。 

なお、本計画は、実効性を確保するため、総合計画及び行財政改革大綱等の各種計画と今

後も相互に連動させるとともに、すでに策定済みの計画とも可能な限り整合を図るものとし

ていきます。 

 

■本計画の体系図 

 

                                                   
27 公共施設のうち、建築物の総称。本市においては、行政施設（庁舎等）、学校教育施設、生涯学習施設、福祉施設等

を示す。 
28 公共施設のうち建築物を除く、産業や生活の基盤となる施設の総称。本市においては、道路（舗 

装）、橋りょう、公園、下水道を示す。 
29 国において、平成 25（2013）年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、公共施設等の維持管理・更新等

を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにする行動計画を地方公共団体においても示すことが明記され

た。これを受け平成 26（2014）年 4 月には、総務大臣通知により全ての地方公共団体に対し「公共施設等総合管理計

画」を策定するよう要請があった。その後、平成 30（2018）年 2 月には、国において「公共施設等総合管理計画の策定

にあたっての指針」の改訂が行われ、公共施設等総合管理計画の充実や推進体制の構築が要請されたほか、個別施設の

より具体的な方針を示す個別施設計画の策定も求められることとなった。 

公共施設再生計画 
（公共施設等総合管理計画） 

道
路 

橋
り
ょ
う 

下
水
道 

公
園 

･
･
･ 

インフラ施設 
(インフラ施設維持管理基本計画) 

個別施設計画 

 
計画の位置づけ等 

行
政
施
設 

生
涯
学
習
施
設 

福
祉
施
設 

ス
ポ
ー
ツ･

文
化
施
設 

 

･
･
･ 

ハコモノ施設 
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 対象とする公共施設 

本計画で対象とする公共施設30は、市が保有または借り上げている下表の公共施設とします。 

区分 大分類 中分類 

ハコモノ施設 行政施設 庁舎・その他事務所、地域サービス窓口 

生涯学習施設 公民館、図書館 

コミュニティ施設 集会施設、地域交流施設 

スポーツ・文化施設 スポーツ施設、文化施設 

福祉施設 高齢者支援施設等、社会福祉センター 

子育て支援施設 子育てひろば、子育て総合支援センター、保育所、児童ク
ラブ・育成室、児童館 

学校教育施設 小学校・中学校 

市営住宅 市営住宅 

環境施設 ごみ・リサイクル施設 

下水道施設 下水道施設（ポンプ施設31） 

消防施設 消防団詰所 

その他施設 その他施設、駐輪場、公園施設等（管理事務所、便所） 

インフラ施設 道路（舗装） 市で管理している道路（都道、私道は除く） 

橋りょう 橋りょう（歩道橋を含む） 

公園 都市公園32、児童遊園33、仲よし広場34、その他施設 

下水道 管きょ（汚水） 

 

  

                                                   
30 本計画での「公共施設」は、ハコモノ施設及びインフラ施設の総称とする。なお、ハコモノ施設またはインフラ施設

それぞれを指し用いる場合や単に「施設」と表記する場合もある。 
31 地形等により自然流下が困難な汚水をくみ上げ、下流へ流下させるための中継ポンプ設備及びこれに付帯する機械設

備のこと。 
32 都市環境の改善、都市の防災性の向上等に寄与し、都市計画区域内に設置され、都市公園法に定められた公園または

緑地。 
33 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする屋外型（遊具・広場・便所等設

置）の児童厚生施設で東村山市立公園条例に定められた公園。 
34 東村山市立公園条例施行規則に定められた都市公園及び児童遊園、緑地等を除いた公園。 
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 計画期間 

本計画の計画期間は、平成 28（2016）年度から令和 12（2030）年度の 15年間とします。 

そのうち平成 28 年（2016）年度から令和 2（2020）年度までの 5 年間を第 1 フェーズとし

て位置づけ、取り組んできました。本計画では、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度

までの 10年間を第 2フェーズと位置づけ、公共施設再生の取組を推進していきます。 

なお、本計画の推進にあたっては、公共施設等の更新等を考慮し、中長期的な視点で考え

る必要があることから、計画期間を超えた将来も意識した検討を行っています。 

また、総合計画及び行財政改革大綱の更新等のタイミングや社会潮流の変化にあわせ適宜

見直しを行います。 
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3 
 庁内推進体制の構築 

公共施設の再生では、類似機能の集約化や複合化・多機能化等、分野を超えた取組も必要

となり、個別最適ではなく全体最適の視点で取り組む必要があることから、施設管理所管の

みならず、部局横断で取り組んでいきます。 

 

■庁内体制と機能のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民との対話 

本市では、これまでも市民と有識者を中心とした公共施設再生計画検討協議会、公共施設

再生計画基本計画検討協議会を設置し、平成 25（2013）年度から約 2 年間にわたり議論を重

ねたほか、平成 26（2014）年度には、公募市民 18 名の参加により「公共施設再生市民ワーク

ショップ」を行うなどといった活動を通じ得られた市民の声を大切にし、本計画の前身とな

る「公共施設再生計画基本方針」を策定しました。また、平成 29（2017）年度には「施設再

生ケーススタディブック」を公表し、実際の施設を題材に、公共施設再生のイメージを共有

してきました。 

平成 27（2015）年度からは、市民と共に公共施設の再生を考えるため、出張講座を実施し

ており、令和元（2019）年度までに計48回、1,150人の市民にご参加いただきました。また、

平成 29（2017）年度からは、公民連携地域プラットフォームを立ち上げ、地域の事業者 とも

公民連携について共に学び成長してきました。今後も、市民や事業者のをはじめ、様々な立

 

 
・意思決定 
・緊急対応や政策的重要事項の指示 

・事業スケジュール確認、実施の指示 
・アクションプランの進捗管理 
・進捗状況に応じたプランの見直し 

・短期の事業候補提案 

 
 

・施設情報の管理・分析・評価、計画策定 
・政策調整、サービスのあり方見直し 
・公共施設再生計画の進捗管理 

・アクションプラン作成 
・横断的な事業の提案 
・設計・積算・技術的助言 

 

経営会議・検討会議 

公共施設マネジメント部門  

 
・施設の日常点検、調査 
・維持補修、改修工事等 

 

施設管理所管  
 

・総合計画・行財政改革大綱との調整 

・財源確保、予算編成及び調整 
・人材の育成 

経営・財政・人材育成部門 

指示 

連携 

 

連携 

 

指示 提案 

連携 

調整 

 
公共施設再生の推進 
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場の方々と対話しながら、公共施設再生の取組を推進していきます。 

以下に、これまで出張講座でいただいた主なご意見を紹介します。市民の皆さんのご意見

と、本計画の方向性は合致していると考えられます。 

 

■管理運営、サービスについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公共施設の複合化・多機能化、再編・再配置について 

 

 

 

 

 

 

 

■新たな事業手法と公共施設マネジメントについて 

 

 

 

 

 

 

■公共施設マネジメントの進め方について 

 

 

 

 

 

※上記以外にも多数頂いたご意見を「施設再生ケーススタディブック」に収録しています。ぜひご覧ください。  

●多様な世代のニーズ、地域特性、時代のニーズ等を捉えて、サービスを工夫していくことが大切 

●多世代が集える地域コミュニティの核となるような施設があるとよい 

●公共施設をもっと柔軟に使えるようになるとよい 

●公共施設の安全性確保は大切 

●施設の不具合等に早急に対応してもらえるとよい 

●公共施設を適切に維持管理していくためには、受益者負担の考え方も重要 

●公園の清掃など、市民もできる部分を担っていけるとよいのではないか 

等 

●統廃合・複合化によって、サービスの質向上や維持管理の効率化、財政負担の軽減を目指すべき 

●将来に大きな負担が残ることは避けるべき。収入を増やす工夫も必要 

●民間施設との複合化なども考えられるのではないか 

●統廃合等によって空いたスペースを、市民や民間が活用できる仕組みがあるとよい 

●学校を核とした地域コミュニティ施設の再編をしていくのがよいのではないか（多世代交流等） 

●再編する際には、利用者の安全性や利便性等に配慮が必要（学校と他施設の複合化での人の出入の管理等） 

●スケルトン・インフィルなど、需要の変化にあわせて利用を変えていけるような工夫も有効ではないか 

等 

●既存の発想にとらわれない柔軟な対応が可能になるとよい 

●PPP/PFI、指定管理者制度など、民間事業者のノウハウを活用できるとよい 

●民間事業者に公共サービスの提供を任せる場合は、慎重な判断と質の管理が必要 

●市民自らが公共施設の管理などにかかわっていけるとよい 

●新しい技術なども取り入れながら、質を高めていけるとよい 

等 

●若い世代の意見も積極的に取り入れて、時代の流れにあわせた検討をしていくとよい 

●タテ割りを超えた全庁的な取組が大切 

●長期的な視点で考えていくことが大切 

●市民の理解が深まるような情報発信が大切 

●総論も大切であるが、具体的なイメージをしながら議論することも必要 

等 
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Ⅱ  
 

公共施設再生計画（ハコモノ施設）では、再生の基本理念や基本方針、取組方策のほか、

第 2 フェーズ期間における施設ごとの再生の方向性等の内容を整理します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設再生計画（ハコモノ施設） 
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1 
（1） 基本理念 

本市の「公共施設の更新問題」に対し、対策を取らずに放置すると、建物の機能が失われ、

天井の落下や建物の倒壊等、人命にかかわる事故を引き起こす可能性もあります。 

だからといって、修繕や建替えの費用を無理な借金で賄う等の身の丈を超えた対応で、今

ある公共施設の全てを今までどおりに維持しようとすると、借金返済の負担が重くのしかか

る等、私たちの子どもや孫たちの世代に大きな「ツケ」を残すこととなってしまいます。 

そのため、本市は、 

「将来世代にツケを回さず、時代の変化に対応した安全・安心な施設に再生し引き継ぐ」 

を公共施設再生計画（ハコモノ施設）の基本理念（コンセプト）として掲げ、あらゆる知

恵を絞って問題の解決に取り組むこととします。 
 

（2） 基本方針 

基本理念の実現のために、以下の 4つの基本方針を掲げ、ハコモノ施設の再生の取組を進め

ていくこととします。 

 

 

  

方針１ 方針２ 方針３ 方針４ 

サービス（機能）を 
維持しながらハコ 

（建物）に依存しない 
公共施設に再編する 

公共施設を最大限 
に活用するため、 
効果的・効率的な 
管理運営を実施する 

計画的な保全により、 
公共施設の安全・ 
安心を確保する 

タテ割りを超え、 
全庁的な公共施設 

マネジメントを実施する 

４
つ
の
基
本
方
針 

基本理念 

取

組

方

策 

①サービスの適正化の検討 

②複合化・多機能化の検討 
③再編・再配置の検討 
④適正な施設保有量の精査 

①利用促進の検討 

②管理運営の効率化の検討 
③外部委託等の検討 
④新たな事業手法等の検討 

⑤新たな財源確保・資金調達
の仕組みの検討 

⑥受益者負担と税による負担

の適正化の検討 
⑦低未利用建物・土地の活用

の検討 

①既存建物の耐震性・機能性

の検証 
②施設全体として効果的な維

持管理を行う手法の検討 

③長期的な視点に立った計画
的な保全の推進 

④長期的・計画的な保全の実

効性を確保するための仕組
みの検討 

⑤ユニバーサルデザイン化の

推進 

①組織・人員体制の構築 

②情報の一元的管理・利活用 
③全庁的な資産マネジメント

の方針の検討 

将来世代にツケを回さず、時代の変化に対応した安全・安心な施設に再生し引き継ぐ 

公共施設再生計画（ハコモノ施設）の
考え方 
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基本方針１ サービス（機能）を維持しながらハコ（建物）に依存しない公共施設に再編する 

ハコモノ施設で現在提供されているサービスは、必ずしも「ハコ（建物）」がなくては提供で

きないわけではありません。「ハコ＝サービス（機能）」という今までの考え方から、サービス

を重視した考え方に発想を転換し、「ハコ」を持たずにサービスをいかに提供していくか、残し

ていく「ハコ」をいかに活用していくかを検討していく必要があります。 

今後は、必要な機能を見極めた上で、複合化や多機能化、統廃合等を柔軟に行うことで、財政

制約を踏まえつつ、市民のニーズや社会環境の変化に対応したハコモノ施設の再編を進めます。

なお、再編にあたっては、コスト削減の観点だけではなく、サービスの質や利便性の向上等の観

点も重視します。 
 

＜取組方策＞ 

①サービスの適正化の検討 

市民意見や利用実態、将来の人口の変化の可能性等を踏まえ、行政サービスとしての必要性、

サービス提供能力と利用状況のバランスの適正化を検討します。 

ⅰ）法令上の義務、行政関与の必要性、設置目的の達成状況等、行政サービスとしての必要性を見直す 

ⅱ）市民ニーズや利用実態を把握するとともに、将来の人口の変化等も考慮し、サービス提供能力と利用

状況のバランスを適正な状態にするために必要な公共サービスを検討する 

 

②複合化35・多機能化36の検討 

施設整備に関する法令や基準等を踏まえ、建築的な視点での工夫や利用実態を考慮した施設の

複合化や多機能化を検討します。 

ⅰ）サービスに必要な機能や施設の特徴を考慮し、既存建物の利用可能性や集約化及び統廃合

の可能性を検討する 

ⅱ）施設の利用実態や運営方法を踏まえ、複合化や多機能化の可能性を検討する 

 

③再編・再配置の検討 

サービスの適正化や施設の複合化・多機能化の検討結果等を踏まえ、大規模修繕や建替えにあ

わせて、実行可能な再編・再配置を検討します。 

ⅰ）老朽化状況を踏まえ、大規模修繕や建替えを考慮した再編・再配置を検討する 

ⅱ）従来の施設の利用圏域や地域ごとの施設のあり方を見直す 

 

④適正な施設保有量の精査 

サービスの適正化や施設の老朽化状況等を踏まえ、適正な施設保有量を精査するとともに、見

直しが必要な施設を明確化します。 

ⅰ）財政制約を踏まえた適正な施設保有量を精査する 

ⅱ）サービス適正化の検討結果とともに、既存の施設整備計画や政策等を含め、見直しが必要

な施設を明確化する  

                                                   
35 1 つの土地や建物に複数の施設を集めること。同一の土地・建物内に複数の施設が併設し、基本的に居室は施設単位

で分かれる。 
36 1 つの施設に複数の機能を持たせること。同一の土地・建物内に複数の施設が入居し、同一の居室を複数の施設で使

用する。 
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基本方針２ 公共施設を最大限に活用するため、効果的・効率的な管理運営を実施する 

ハコモノ施設の運営や維持管理には、毎年多額のコストがかかっています。 

施設の中には利用率が低い施設や運営・維持管理コストが高い施設もあり、資産である施設を

十分に活用しきれていない状況にあります。 

今後は、コスト縮減や財源の確保、また、サービスの質の向上につながるあらゆる手法を検討

し、効果的・効率的な管理運営を実施していきます。 

本市では、「公共的課題を解決し、持続可能で良質な市民サービスを提供することを目指し、

従来の発想にとらわれず、あらゆる分野において公民連携を積極的に進める」ことを掲げた、

「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」を平成 30（2018）年

度に策定しました。この中では、行政と民間がそれぞれお互いの強みを生かす公民連携について、

チャレンジ精神を持って積極的に検討するとしています。 
 

＜取組方策＞ 

①利用促進の検討 

施設において提供されているサービスや利用実態、地域の特性等を踏まえ、施設利用方法の周

知、広報活動や周辺自治体との連携強化等、市民ニーズに合った利用促進施策を検討します。 

ⅰ）利用実態を詳細に把握する 

ⅱ）利用促進施策を検討する 

 

②管理運営の効率化の検討 

施設の省エネルギー化や IT化への取組も含め、無駄のない効率的な管理運営を検討します。 

ⅰ）光熱水費、日常的な建物管理や清掃等、施設の維持管理手法を見直す 

ⅱ）行政サービスにかかる事務作業や施設の運営方法を見直す 

ⅲ）管理運営の効率化やコスト縮減方策を検討する 

 

③外部委託等の検討 

サービスの質の向上等を目指し、指定管理者制度やボランティア等による管理運営を含めた外

部委託等を検討します。 

ⅰ）維持管理や事業運営における外部委託等の可能性を検討する 

ⅱ）外部に委託する場合の委託内容や業務発注方法を検討する 

 

④新たな事業手法等の検討 

サービス提供や施設整備において、PFI37等公民連携手法を導入する可能性について検討します。 

ⅰ）近隣の民間施設や他自治体等の施設の配置状況や市場性を踏まえ、民間施設の活用や広域

連携による施設利用の可能性を検討する 

ⅱ）民間等からの事業手法の提案を受け入れる体制や仕組みを検討する 

                                                   
37 公共施設等の建設・維持管理・運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法のこと。 
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ⅲ）PFI 等公民連携手法を検討する 

 

⑤新たな財源確保・資金調達の仕組みの検討 

税収や市債発行に頼らずにお金を賄うという視点で、新たな財源確保（ネーミングライツ38の売

却、広告スペースの販売等）や資金調達（資産の証券化、ファンドの活用、目的債39の発行等）の

仕組みについて検討します。 
 

⑥受益者負担と税による負担の適正化の検討 

施設利用料金は、受益者負担の原則という視点から適正化が求められ、すでに委員会を設置し

て検討を行っていますが、今後も、社会経済情勢の変化や利用実態等に合わせ、適宜、受益者負

担のあり方を検討し、必要に応じて見直しを図ります。 

ⅰ）利用者負担のあり方を検証する 

ⅱ）施設利用料金を見直す 

 

⑦低未利用建物・土地の活用の検討 

市による有効活用ができていない建物・土地は、まず行政需要による活用方法がないか検討し、

市による利活用が難しい場合は、賃貸や売却等により活用します。 

ⅰ）低未利用建物・土地の有効活用について行政需要を検討する 

ⅱ）遊休資産40となった場合は民間への賃貸、売却等を検討する 

  

                                                   
38 命名権のこと。自治体においても、民間団体等との契約により命名権を与え、公共施設等に民間団体等の団体名や愛

称等を付与させる代わりに、当該団体からその対価を得る事例が各地にある。 
39 国や地方自治体等の資金調達方法の 1 つで、事業の目的別に発行される債券のこと。 
40 市が事業使用目的等で取得したものの、何らかの理由によりその使用・稼働を休止している資産のこと。 
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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 

ハコモノ施設の老朽化が進んでいる中、建物の耐震化についても喫緊の課題となっており、施

設の安全性と機能性の確保に向け必要な保全を講じることが求められます。 

また、近い将来、老朽化による建替えが本格化する時期を迎えることとなりますが、建物の安

全性を確保するためには、建替えるまでの間も多額の修繕費が必要となります。 

今後は、効果的な維持管理手法による建物の長期保全を図り、予算の平準化に努めていきます。 
 

＜取組方策＞ 

①既存建物の耐震性・機能性の検証 

耐震化が済んでいない建物やバリアフリー化等に対応できていない建物について、改修・建替

えの必要性が高い建物を把握し、対策を実施します。 

ⅰ）耐震化対策を検討・実施する 

ⅱ）機能向上に向けた対策を検討・実施する 

 

②施設全体として効果的な維持管理を行う手法の検討 

点検等による不具合発見や適切な対策手法の検討・選定の仕組みづくりや、ガイドライン等に

よる技術基準の明確化等、保有する施設全般について効果的な維持管理を行う手法や、建物のラ

イフサイクルコスト41低減の観点から長寿命化を図る取組について検討します。 

ⅰ）確立したマニュアルを活用し、全庁的に点検を実施する 

ⅱ）長寿命化対策を検討する 

 

③長期的・計画的な保全の推進 

今後到来する建替え時期や老朽化の進行による新たな不具合の発生も考慮し、長期的な視点に

立った計画的な保全を推進します。 

ⅰ）施設全体のバランスを考慮した保全のあり方を検討する 

ⅱ）個別施設の具体的な保全のあり方を検討する 

ⅲ）対策の実施状況や施設の状態の変化を踏まえた継続的な保全活動を実施する 

 

④長期的・計画的な保全の実効性を確保するための仕組みの検討 

長期的・計画的な保全の実効性を確保するために、施設分類ごとに最適化を図るだけでなく、

施設全体の状況や予算制約を踏まえ予算配分の適正化を図ります。また、基金等により長期的な

視点で財源確保を図ります。 
 

⑤ユニバーサルデザイン化の推進 

多様な人々がより利用しやすくするため、ハードとソフトの両面でユニバーサルデザイン化を

推進します。  

                                                   
41 公共施設における設計、建設、運用及び解体に至るまでの生涯を通じて必要となるコスト。 
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基本方針４ タテ割りを超え、全庁的な公共施設マネジメントを実施する 

これまでハコモノ施設は、いわゆるタテ割り行政の中、それぞれの担当所管で管理運営が行わ

れてきました。しかし、基本方針 1 で示したように、今後はハコ（建物）とサービス（機能）を

切り離し、ハコに依存せず、市民のニーズや社会環境の変化に応じたサービス提供が行えるよう

にハコモノ施設を再編していきます。そのためには、担当所管が異なる施設の空きスペースを活

用する等、タテ割りを超えたヨコの連携により、限られた経営資源をより有効に使用していく必

要があります。 

今後は担当所管の垣根を超え、全庁統一的な考えのもと、着実にハコモノ施設の再生を進める

ために、組織体制や情報管理体制等の仕組みを構築していきます。 
 

＜取組方策＞ 

①組織・人員体制の構築 

施設の維持管理や劣化の状況について把握し、その緊急性や重要性を見極め、計画的な予防保

全42を全体最適の観点で進めるための体制を整備します。 

また、全庁的な視点で最適化に向けた判断ができるよう、担当所管を超えた調整について意思

決定できる体制の構築を図ります。 

ⅰ）建物の維持管理を効果的に進める組織・人員体制を構築する 

ⅱ）施設の再編を効果的に進める組織・人員体制を構築する 

 

②情報の一元的管理・利活用 

今後、公共施設を適切に管理運営していくために、保有資産の台帳を核として、コスト、利用

等の基礎情報を一元管理する基本的なデータベースを構築していきます。 

データベースは、維持管理・運営の様々な場面で得られる情報等も含めて利活用し、維持管理

の効率化やサービス提供の高質化を図ります。 
 

③全庁的な資産マネジメントの方針の検討 

インフラ資産や遊休資産も含めた市の資産全体の将来コストと財政制約を認識した上で、全庁

的な資産マネジメントの方針を明らかにしていきます。 
 

  

                                                   
42 定期的な点検により、早期に損傷を発見し、事故や大規模補修等に至る前に、損傷の軽微な段階で補修することで、

施設を長く使うこと。 
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（3） 公共施設再生の取組方策適用の考え方 

基本方針で掲げた取組方策を適用するにあたっては、まず、社会情勢や市民ニーズの変化

から、本市に求められる公共サービスの質や量の適正化を検討し、その上で、必要とされる

サービスを提供する場所の再編・再配置を検討していくことが必要です。 

また、サービスの適正化や再編・再配置の検討とあわせ、事業効率化に向け、公共施設を

全体最適で考え、取組を進めるための仕組みも検討していきます。 

（ア）検討の視点 

サービスの適正化の検討にあたっては、サービス提供主体、サービス水準、サービス配置

の 3 つの視点に着目して検討を進めます。 

 

 

 

①各視点によるサービスの適正化の判断基準等の考え方 

各視点において取組方策を検討する際には、各施設で提供されているサービスについて法

 

法令上の義務付け、設置目的の達成度、民間市場の有無、市民需

要の度合いを評価し、現在、市で提供しているサービスにおける行

政関与の必要性を検討します。 

提供されているサービスの量とそれらのサービスが利用されてい

る状況を把握して、サービス水準の適正化を検討します。 

公共サービスを利用する市民の行動圏、公共施設の配置状況、建

物性能等を整理して、適正なサービス配置を検討します。 

市民ニーズより 
サービス量が多い 

⑥複合化･多機能化 
（または⑦移転） 

行政が主体となって 
サービスを提供（事業
運営）するべきか 

視点 2.サービス水準の適正化の検討 

視点 1.サービス提供主体の適正化の検討 

視点 3.サービス配置の適正化の検討 

④類似機能の集約化 
（統廃合） 

利用が少なく、有効に
活用できていない 

新しい建物がある 

⑤建物有効活用 
（他用途転用等） 

低利用・低稼働の 
建物･土地がある 

＜取組方策の基本パターンの例＞ 

民間事業者等へ運営を 
委託等することが可能 

①委託・指定管理者
制度等 

③サービス廃止 

②民間へ移管 
行政関与の必要性が 

低い、または民間市場
が形成されている 

⑧民間建物（賃借） 
民間建物を活用した方
がサービス向上等の効

果が期待できる 

 

近隣に類似 
サービスがある 

サービスが役割を 

終えている 

市民ニーズ等に対し
て、サービスの質や 

量は適正か 

サービスの提供場所は
どこが望ましいか 
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制度、市民ニーズ、利用状況、建物の状況等を評価していくことになりますが、判断材料と

なる指標や判断基準には様々なものが考えられます。 

そのため、実際に個別の施設についてサービスの適正化を検討する際は、サービスの特性

や実情等を踏まえ、合理的な判断をする上で有効と考えられる指標や判断基準により、複眼

的な視点で総合的に判断していくこととします。 

 

②判断材料となる指標や考え方の例 

法令上の義務付け 

サービスの提供にあたって根拠となる法令の条文における表現から、設置を義務付けている

程度の違いを把握します。 

【区分の考え方】 

1）義務：～しなければならない 等 

2）推奨：～に努めなければならない 等 

3）任意：～することができる 等 

 

民間市場の有無 

民間関与の状況や可能性等、市場性の有無を整理します。 

【区分の考え方】 

1）民間の市場性なし：民間の市場がないサービス 

2）民間の市場性低い：民間の事例もあるが、現時点では市場性が低いサービス 

3）民間の市場性高い：民間で実施することが可能で市場も成立しているサービス 

 

市民需要の度合い 

現在提供しているサービスに対する市民の需要の高さを把握します。 

※需要の度合いは、例えば以下の調査等により把握することが考えられます。 

・平成 24（2012）年度に実施した公共施設に関する市民アンケート 

施設分類別の利用しない理由から把握する（「自分の生活上、必要な施設ではない」と答え

た方の割合が小さいほど需要が高い） 

・総合計画策定時における市民意識調査等 

施策（サービス）や各施設に対する重要度（期待値）や満足度から把握する（各指標が高

いものほど需要が高い） 

サービスの供給量 

サービスを提供している施設数量（施設数、面積、室数、定員数等）や利用率（利用人数、

稼働率等）を評価します。評価においては、現在だけでなく将来の動向も踏まえて判断します。 

サービスの利用率 

面積あたりの利用人数を示します。貸館等は稼働率とします。定量的な評価が困難な場合は、

設置基準や他自治体等の水準によって評価することも考えられます。  
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（イ）取組方策の基本パターン 

（ア）において検討する方策のうち、基本的な取組方策のパターンを以下に示します。 

 

①委託・指定管理者制度等 

効率的な運営及び市民サービスの向上を実現するためには、委託や指定管理者制度の導入

により、民間事業者等の技術やノウハウを上手く活用していくことも検討する必要がありま

す。 

管理運営の自主性を認め、民間事業者等が技術やノウハウを最大限に発揮できるよう工夫

することで、市民サービスの向上や市民ニーズへの効果的な対応や施設管理の効率化等を期

待することができます。 

 

②民間へ移管 

近年では、社会情勢の変化や法制度の改正により、これまで主に行政が提供していたサー

ビスを民間事業者が提供することも増えてきているので、民間市場の状況やサービス提供の

持続性等を踏まえ、サービスの民間への移管を検討します。 

土地や建物の管理を含めたサービスの運営主体を、技術やノウハウを持つ民間事業者等に

移管することで、管理運営コストの軽減だけではなく、サービスの向上も期待することがで

きます。 

 

 

 
 

 

市で管理運営を行っている公共施設 

土地や建物は市が保有 

市がサービス提供 

指定管理者による運営を行っている公共施設 

土地や建物は市が保有 

指定管理者による 

サービス提供 

民間の土地・建物で市が運営を 

行っている公共施設 

土地や建物は民間が保有 

市がサービス提供 

運営等の

委託等 

 民間建物 

 への移転 
民間へ

の移管 

民間へ

の移管 

 民間への 
 移管 

土地・建物の管理も含めて 

民間でサービスを提供 

土地や建物は民間が保有 

民間がサービス提供 
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③サービス廃止 

必要性があって開始されたサービスも、時が経つにつれ、市民のライフスタイルの変化や

価値観の多様化により、市民のニーズとサービスの実態に乖離が生じてくることがあります。 

現在の利用状況や市民ニーズと照らしあわせ、すでに役割を終えている等と考えられるサ

ービスは、サービスの廃止等を検討することが必要です。 

サービスを廃止した後の建物や土地は、市民の需要が高い他用途への転用や民間等への売

却・賃貸等を検討することが可能となります。 

 

④類似機能の集約化（統廃合） 

市内の複数の施設で類似するサービスが提供されているほか、サービスや建物・土地が低

未利用である場合には、施設を集約化（統廃合）することが必要です。 

集約化した後の建物や土地は、市民の需要が高い他用途への転用や民間等への売却・賃貸

等を検討することが可能となります。 

 

 

 

■参考事例 

<立川市立第一小学校、柴崎図書館> 

小学校の図書室を地域住民も利用できるよう、学校図書室と地域図書館を共用化した事例で

す。 

 

 

出典：立川市提供資料 

 

  

 

市内に複数ある同種の公共サービス 

施設 X① 

施設 X② 

施設 Y① 

施設 Y② 

施設 X① 

施設 Y② 

余った土地や建物は、他用途への転用や民間等への

売却・賃貸等を検討。 
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⑤建物有効活用（他用途転用等） 

サービスの利用が少なくなっている施設や十分な活用がされていない施設は、他の場所で

提供しているサービスの移設や民間事業者等への貸付等、施設の高度利用を検討することで

市民の利便性向上を図ることができます。 

民間事業者等に貸付を行った場合は、収益を得ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

■参考事例 

<神奈川県秦野市 保健福祉センター内郵便局> 

保健福祉センターの余剰スペースに郵便局を誘致し証明書交付等を委託している事例です。 

 

 

出典：秦野市ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

民間施設 

（飲食店、ｽｰﾊﾟｰ、高齢者 

・子育て支援施設等） 

利便性 
向上 

公共施設 

（庁舎、市営住宅等） 

公共施設利用者
が、民間施設も
あわせて利用 
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⑥複合化・多機能化 

施設の複合化やサービスの多機能化を行うことで、サービスごとに用地を確保し施設を整

備するよりも初期投資や維持管理の費用、スペース等を軽減できます。また、1 つの施設で異

なる複数のサービスが提供されることで、新たな価値の創出やサービスの質の向上などの相

乗効果も期待できます。 

 

複合化 ：1 つの土地や建物に複数の施設を集めること。同一の土地・建物内に複数の施設が

併設し、基本的に居室は施設単位で分かれます。 

多機能化：1 つの施設に複数の機能を持たせること。同一の土地・建物内に複数の施設が入居

し、同一の居室を複数の施設で使用します。 

 

 
 

 

■参考事例 

<千葉県市川市 行徳ふれあい施設> 

老朽化した中学校校舎と給食室の建替えに際し、公会堂、保育

園、デイサービスセンター、ケアハウスといった地域ニーズの

高い施設を併設した複合施設を民間事業者からの提案により整

備した事例です。 

出典：市川市ホームページ 

共用部分 

A施設 B施設 

A施設 

または 

B施設 

A施設 

または 

B施設 

※居室は時間帯や使用目的等場

面に応じて使い分け 

【複合化】 【多機能化】 

 

平面 

共用 

A施設 

B施設 

立面 
A施設 

または B 施設 

A施設または B施設 

共用 

A施設 共用 

共用 

A施設 

または B 施設 

共用部分 

施設 A 

施設 B 

施設 C 

施設 D 

複合化・多機能化施設 

A B 

C D 

余った土地や建物は、他用途への転用や民間等への

売却・賃貸等を検討。 
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移転（新設） 

市は、建物以外にも公共用地として土地を保有しています。また、施設の再編・再配置等

が進み、建物除却後の跡地等の新たな余剰地が生じることも考えられます。 

このような土地を、施設の建替え等が必要な場合に活用し、サービスを移転することによ

って、仮設費の削減や工事期間中のサービス継続等が可能となることがあります。 

なお、行政目的で活用できない遊休資産は、民間等への売却・賃貸等を検討します。 

 

⑦民間建物（賃借） 

民間事業者が所有する建物等を賃借することで、建物や設備の性能や立地条件等の観点か

ら、市民の利便性やサービスの向上を期待することができる場合もあります。 

コストの縮減やサービスや利便性の向上等の効果を総合的に考慮し、民間建物を利用した

サービス提供についても検討していきます。 

 

 

■参考事例 

<高浜市本庁舎整備事業> 

財政難の中で本庁舎の老朽化、耐震性能不足、災害時の市民の安全にかかわる課題を「庁舎を

借りること（リース方式）」で解決している事例です。民間事業者から、フロア内の動線が短く

部署レイアウトがしやすい効率的な空間構成や駐車場確保の工夫等が提案され、庁舎の必要ス

ペースが半分程度に減少でき、事業費が削減できました。また、庁舎管理は民間事業者が実施

するため、行政の負荷が軽減され、その分、住民サービスに注力できるようになっています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「PPP/PFI の推進について」（国土交通省） 
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（ウ）その他の取組方策 

前掲の取組方策の基本パターン以外の取組方策には、次のようなものがあります。今後、

新たな手法や考え方が出現する可能性があることから、適宜取りうる方策を把握し、検討を

進めることが必要です。 

 

①公民連携(Public Private Partnership、PPP、官民連携ともいう。) 

公民連携は、官と民が連携して、それぞれお互いの強みを活かすことによって、最適な公

共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図る概念や手法等を総称し

たものです。 

公民連携の具体的な取組には、民間の知恵やアイデア、資金や技術等のノウハウを取り入

れる様々な手法があり、PFI 事業をはじめ、指定管理者制度、市場化テスト43、ネーミングラ

イツ、定期借地権44による土地活用、公設民営45、包括的民間委託46、さらには自治体業務のア

ウトソーシング47等も含まれます。 

 

②PFI（Private Finance Initiative） 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して

行う手法のことです。 

例えば、従来の手法では、公共施設を建設する際には、企画・計画と資金調達を行政が行

い、設計、建設、維持管理等の各段階に応じて、民間事業者へ発注して市民サービスを提供

していましたが、PFI 事業の場合は、企画・計画のみを行政が行い、それ以外のほとんどの部

分については、資金調達を含めて民間事業者が主導して行います。 

民間に資金調達を委ねることで、行政側は財政支出を削減することが可能となるため低廉

かつ良好な市民サービスを提供でき、民間側は新たな投資機会を創出することで経済が活性

化し、市民サービスの安定した収入を得られる等のメリットがあります。 

近年は、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を行政が有したまま、施

設の運営権を民間事業者に設定する公共施設等運営権制度48（コンセッション方式）の活用が

国において重点的に推進されています。 

  

                                                   
43「公共サービス」について、「官」と「民」が対等な立場で競争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れた者が、そ

のサービスの提供を担っていくこととする制度。 
44 平成 4（1992）年に施行された借地借家法に規定される借地権の一種で、従来の借地権と異なり、当初定められた契

約期間で借地関係が終了し、その後の更新ができないもの。 
45 公共施設の設置・運営方法について、設置は地方公共団体（市）が行い、運営は民間が行う方法のこと。 
46 受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効果的・効率的に、公共施設を運営できるよう、複数の業務

や施設を包括的に委託すること。一定の要求水準（性能要件）を満足する条件で、公共施設の維持管理・運営につい

て、ある程度民間事業者（受託者）の裁量に任せる性能発注方式や、複数年契約の形をとる場合が多い。 
47 行政業務の一部を外部の専門業者などに委託すること。 
48 施設の所有権を市に残したまま、運営を特別目的会社として設立される民間事業者が行う方式。コンセッション方式

ともいう。 
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③民間提案制度 

公共施設の管理者である地方公共団体の発意に基づき実施される PFI事業等に対し、事業の

発案段階から民間事業者等の創意工夫やノウハウを取り入れる制度のことです。 

この制度を導入することによって、民間の積極的な公共事業への参入が期待されるととも

に、民間の知恵やアイデア等を十分に活用した低廉かつ良好な公共サービスの提供が期待さ

れます。 

 

④LABV（Local Asset Backed Vehicle） 

英国等で導入されている公民連携の手法で、地方公共団体等が公的不動産を現物出資し、

民間事業者が現金等を出資するとともにノウハウを提供することで新たな事業体を設立し、

当該事業体を活用して公的不動産の有効活用を図る方式のことです。 

公的不動産を核にしたまちづくりにおいて、長期的な公民連携の枠組みをつくる手法とし

て、日本でも応用可能性の研究等が進められています。  

出典：株式会社民間資金等活用事業推進機構ホームページ 
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⑤長寿命化 

施設の老朽化対策として、建物を長寿命化さ

せる補修や改修の方法です。 

将来の建替え需要のピークに対応するには、

従来のように建物の一般的な耐用年数で建替え

るのではなく、適切な補修や改修による老朽化

対策や長寿命化に計画的に取り組んでいくこと

により、建替えと同等の公共サービスを提供で

きる環境を確保しつつ、建替え時期の分散と費

用の平準化を図ることも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥包括的な維持管理 

従来は施設所管ごとにタテ割りで管理してきた個々の公共施設を、専門職員や民間事業者

が包括的に管理し、管理業務の効率化による経費の削減や、統一された考え方による適切な

維持保全を行う維持管理手法です。 

 

 

  

出典：「学校施設の長寿命化改修の手引」（文部科学省） 

想定する耐用年数で建替えた場合 

建物の長寿命化により 

建替え需要のピークを平準化 

延
床
面
積 

延
床
面
積 

既存 

将来の建替え 
 将来の建替え 

既存 将来の建替え 

集中 

平準化 

時間（年） 

時間（年） 

環境に配慮した学校施設として再生 改修に併せて多目的に活用できるワークスペースを整備 

 各施設に維持管理の担当職員が配備され、施
設ごとに異なる方法で建物の補修等を実施 

 ルールが統一されていないことから、補修等
の対策や予算要求に時間がかかる 

 複数の施設を統括的に管理する専門部署また
は民間事業者が、統一的な考えのもと建物を
一括管理 

 経費の削減や補修等への迅速な対応が可能 
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⑦広域連携 

近隣自治体等と、公共施設の相互利用や共同運用、サービスの連携、役割分担等を行い、

施設管理や事業運営の効率化を図る手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ESCO（Energy Service Company）事業 

ESCO 事業者が、省エネルギー効果が

見込まれるシステムや設備等を顧客に提

案し、設置から維持管理までのサービス

を包括的に提供する事業です。 

ESCO 事業者は、顧客が省エネルギー

効果により節減できたランニングコスト

の一部を報酬として受け取ることができ

ますが、当初見込んだ効果が得られなか

った場合は、ESCO 事業者がその損失を

負担します。 

 

⑨ネーミングライツ 

地方自治体と民間団体等との契約により、公共施設等に民間団体等の団体名や愛称等を付

与させる代わりに、当該団体からその対価を得る制度です。対価を公共施設の整備等に充て

ることで、よりよい公共施設づくりが可能となります。 

 

⑩行政財産の目的外使用許可、一部貸付 

行政財産は、当該財産の用途又は目的を妨げない限度において、その用途や目的外での使

用を許可することができます。また、行政財産の床面積または敷地に余裕があり、政令で定

める場合には、余裕部分を貸し付けることができます。行政財産の空きスペースを有効活用

し、民間等に使用させることで、地域や利用者の利便性向上や、公民連携等による行政課題

広域連携 

東村山市 

隣接市 

隣接市 

東村山市 

隣接市 

隣接市 
それぞれの自治体で 

同種の施設を保有し、 

事業を実施 

隣接市と施設・事業を 

共同運用、サービス連携等

により効率化 

共同運用 

または建物廃止 

ESCO 事業 
実施前 

ESCO 事業 
実施後 

契約期間 
終了後 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
果 

金利 

初期投資 

市の利益 

ESCO の経費 

返
済
分 光

熱
費
等
支
出 

光
熱
費
等
支
出 

光
熱
費
等
支
出 

市
の
利
益 

ESCO 事業者

が保証 

経産省資源エネルギー庁ホームページより作成 
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の解決につながることも期待できます。 

⑪目的債（レベニュー債） 

レベニュー債は、「事業目的別歳入債券」とも呼ばれ、国や地方自治体等の資金調達方法

の 1つで、事業の目的別に債券を発行することで公共投資に民間資金を活用し、自治体等によ

る債務保証がないため、財政負担が軽い等の利点があります。また、特定事業の収益を償還

原資とすることから、事業の成否が元利償還に大きく影響するため、投資家の厳しいチェッ

クを受けることとなり、採算性のない事業が抑止される効果が期待できます。さらに、資金

使途が安定した一定の需要が見込める公共施設等（インフラ設備等）においては、長期的な

資金を安定的に調達することができます。 

 

⑫スケルトン・インフィル 

将来的な施設の転用や複合化へ対応しやすく

するため、建物の骨組みや構造体（スケルト

ン）を建物内部の間仕切りや設備部分等の内装

（インフィル）と分離して設計する考え方のこ

とです。例えば、学校の複合化を想定する場合

は、教室等の間仕切り壁を将来撤去可能な工法

で設置することで、複合化の際に新たな複合施

設の用途に応じた内装に変更することが可能と

なります。 

  

⑬ZEB（Net Zero Energy Building） 

先進的な建築設計によるエネルギー負荷抑制やパッシブ技術による自然エネルギーの活用、

高効率な設備システム導入等により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を実

現した上で、再生可能エネルギー導入により、エネルギー自立度を極力高め、一次エネルギ

ー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物のことです。これにより光熱費等のコス

トを抑制や、CO2 排出量の削減等につながるほか、蓄電設備等と組み合わせることで、災害に

よる大規模停電等の際にも独立して施設の機能を維持することができます。 

 

⑭セール・アンド・リースバック 

所有する建物や設備等を売却し、その物件そのまま売却相手からリースで借り受ける手法

です。今までと同じ建物や設備を使いながら、所有せずに賃借する形となり、維持管理にか

かる手間等を減らすことができます。 

スケルトン（構造体） 

インフィル 

（内装） 

出典：内閣府ホームページ 
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（エ）取組方策の検討の流れ 

以下に示すフローに沿って、サービスの特性に応じた公共施設再生の取組方策の検討を行っていきます。 

  

現状で利用が少な
く、市民ニーズに
対してサービス量
(数･面積等)が過
剰となっている 

近い将来に利用が

減少し現状のサー

ビス量(数･面積等)

は過剰となること

が予測される 

サービスの運営や 

設備等について、 

多くの利用者から 

改善要望がある 

他のサービスと 

組み合わせることで

サービスの向上が 

期待できる 

 

 

 

 

視点 1. 

サービス提供 

主体の適正化の

検討 

 

視点 2. 

サービス水準の

適正化の検討 

 

 

 

視点 3. 

サービス配置の

適正化の検討 

市によるサービス提供が 

法令で義務付けられている 

②民間へ 
移管 

③サービス 
廃止 

市民の需要が高い 

市のサービスのまま 

民間事業者等へ運営を 

委託することが可能である 

①委託・指定
管理者制度等 

市民の行動圏や施設の 

利用圏域内に低利用・低

稼働の建物･土地がある

（または建替え等施設整

備の予定がある） 

⑥複合化・
多機能化 

⑦移転 
(新設) 

民間建物･土地を賃借

する方が、サービス

の向上やコスト縮減

等、総合的に見て 

効果が期待できる 

⑧民間建物 
(賃借) 

再検討（当面
は現状維持） 

④類似機能の集約化 
（統廃合） 

近隣に類似 

サービスがある 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

NO NO 

土地 建物 YES YES 

NO 

※施設整備、維持管理、事業運営を実施する段階においては、PFI等公民連携の事業手法の導入、長寿命化や省エネ対策等も検討します。 

市によるサービス提供が 

法令で推奨されている 

設置当時の目的を

達成しその役割を

終えている 

民間等においても、同様

のサービスが提供されて

おり、市場性が高い 

YES 

NO 

NO 

YES 

③サービス 
廃止 

NO 

YES 

①委託・指定
管理者制度等 

YES 

NO 

市のサービスのまま 

民間事業者等へ運営を 

委託することが可能である 

NO 

YES 

現状の建物では(老朽化等に

より)サービスを維持、また

は向上させることが困難 

⑤建物有効活用 
(他用途転用等) 

NO 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

Ⅱ
公
共
施
設
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生
計
画
（
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モ
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）
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（オ）取組方策の実施時期 

具体的な個別施設の取組方策（事業）の実施時期や優先度については、今後、維持管理や

事業運営にかかる費用（コストマネジメント）、建替え及び大規模修繕を実施する時期（タ

イムマネジメント）、周辺施設の状況（エリアマネジメント）等を考慮し、総合的に判断し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
× 

■タイムマネジメントアプローチ 

■基本データベース 

■コストマネジメントアプローチ 

■エリアマネジメントアプローチ 

取組方策の実施時期を検討するにあたって、

はじめに公共施設白書や公有財産台帳等のデ

ータをもとに、施設管理番号順にデータベー

スを作成します。 

高コストの施設から順に並べなおし、上位の

施設にマーキングします。一般に上位 20％の

コストコントロールが、全体のコントロール

に大きく影響するといわれています。 

実際の分析では維持管理費、事業運営費、建

替え及び大規模修繕費等、それぞれの費用を

把握します。 

公共施設の複合化等、再編・再配置を検討す

る際に重要な、生活圏域（まちづくり地区

等）を意識したアプローチです。右のような

エリア別の他、スポーツ・文化施設等のよう

な広域対応施設の分類を用いる場合もありま

す。 

 

実際にどのようなスケジュールで事業を展開

できるのか建物の耐用年数や老朽化状況を踏

まえて分析するアプローチです。 

施設再生の方向性や特徴を考慮するととも

に、建物状況を加味した実現性の高い方策を

検討します。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 施設① Ａ 南部 500 □ ←更新時期

2 施設② Ａ 北部 600 □
3 施設③ Ａ 南部 800 □
4 施設④ Ａ 南部 600 □
5 施設⑤ Ｂ 北部 300 □
6 施設⑥ Ｂ 南部 1200 □
7 施設⑦ Ｂ 北部 900 □
8 施設⑧ Ｂ 北部 200 □
9 施設⑨ Ｃ 北部 1300 □

10 施設⑩ Ｃ 南部 400 □

NO 施設名 分類 エリア コスト
更新時期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 施設⑨ Ｃ 北部 1300 ■
6 施設⑥ Ｂ 南部 1200 ■
7 施設⑦ Ｂ 北部 900 □
3 施設③ Ａ 南部 800 □
2 施設② Ａ 北部 600 □
4 施設④ Ａ 南部 600 □
1 施設① Ａ 南部 500 □

10 施設⑩ Ｃ 南部 400 □
5 施設⑤ Ｂ 北部 300 □
8 施設⑧ Ｂ 北部 200 □

更新時期
NO 施設名 分類 エリア コスト

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 施設⑥ Ｂ 南部 1200 ■
3 施設③ Ａ 南部 800 □
4 施設④ Ａ 南部 600 □
1 施設① Ａ 南部 500 □

10 施設⑩ Ｃ 南部 400 □
9 施設⑨ Ｃ 北部 1300 ■
7 施設⑦ Ｂ 北部 900 □
2 施設② Ａ 北部 600 □
5 施設⑤ Ｂ 北部 300 □
8 施設⑧ Ｂ 北部 200 □

更新時期
分類 エリア コストNO 施設名

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 施設④ Ａ 南部 600 □
10 施設⑩ Ｃ 南部 400 □
6 施設⑥ Ｂ 南部 1200 ■
3 施設③ Ａ 南部 800 □
1 施設① Ａ 南部 500 □
5 施設⑤ Ｂ 北部 300 □
9 施設⑨ Ｃ 北部 1300 ■
2 施設② Ａ 北部 600 □
7 施設⑦ Ｂ 北部 900 □
8 施設⑧ Ｂ 北部 200 □

NO 施設名 分類 エリア コスト
更新時期

並べ替え 

並べ替え 

並べ替え 

× 

複合化・更新 

複合化・更新 ② 

①  

③ 

④ 

⑤ 

取組方策の実施時期の検討のアプローチ（イメージ） 

※例：事業③ 
  大型施設の更新にあわせ、同エリア内の小型の施設を前倒

して複合化し、維持管理を効率化。小型施設の耐用年残存
期間中は、他施設の再編等の際の一時利用等に活用。 
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～ 市民意識 ～ 

 
本市では、東村山市第 5 次総合計画を含む 5 つの計画・構想（東村山市第 5 次総合計画、第 2 次東村山市

都市計画マスタープラン、第 2 期東村山市人口ビジョン・東村山市創生総合戦略、東村山市公共施設等総合

管理計画、東村山市センター地区構想）の策定にあたり、今後のまちづくりを進めるため、まちの望ましい

将来像、将来のまち・ひと・くらしのイメージを聞き、市民が考えるまちづくりに対する意識や大切にして

いる価値観、日常的な生活・暮らし方などについて把握するために、「将来のまちづくりに係るアンケート

調査」を実施しました。 

その中で、市が保有する公共施設について、市民の皆様の日常の利用状況や、今後の公共施設の管理運営

のあり方に対する調査項目について、ご紹介します。 

 

 

（ア）調査の概要 

調査対象 市内に在住する満 16 歳以上の男女個人 2,000 人（無作為抽出） 

調査時期 平成 31（2019）年 3 月 8 日（金）から 3 月 29 日（金）まで 

調査方法 郵送配布、郵送回収 

有効回収数 782 票 

有効回収率 39.1％ 

※結果の詳細については、「将来のまちづくりに係るアンケート調査結果報告書」に取りまとめてお

り、市のホームページ、市情報コーナー及び各図書館にてご覧いただくことができます。 

 

 

（イ）公共施設（ハコモノ施設）の利用頻度についての質問 

東村山市の公共施設の利用頻度については、「ほとんど利用しない」の割合が 40.9％と最も高く、次いで

「時々利用している」（34.7％）、「利用したことがない」（12.5％）となっています。 

「よく利用している」と「時々利用している」を合わせた“利用している”の割合は 44.7％、「利用した

ことがない」と「ほとんど利用しない」を合わせた“利用していない”の割合は 53.4％となっています。 

 
 

よく利用している

10.0%

時々利用している

34.7%
ほとんど利用

しない

40.9%

利用したことがない

12.5%

無回答

1.9%

782 n=
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18.8 

17.0 

26.9 

5.9 

13.4 

14.3 

35.7 

4.9 

5.5 

2.9 

36.8 

44.9 

44.1 

28.6 

46.9 

41.4 

41.8 

20.5 

23.1 

15.5 

24.4 

22.8 

15.7 

42.7 

25.3 

27.6 

10.1 

41.3 

44.0 

44.2 

11.4 

7.2 

5.0 

14.5 

6.8 

8.7 

4.3 

24.6 

18.5 

27.7 

8.6 

8.2 

8.3 

8.3 

7.5 

7.9 

8.1 

8.8 

8.8 

9.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設の統廃合や、機能の複合化・多機能化 によって施設数を減らす

近隣の自治体と共同で施設を建設・運営する

施設の更新（建替え）や管理運営に民間のノウハウや資金を活用する

地域活動に密着した施設は、地域住民等が所有し、維持・管理を行う

施設を補強し長持ちするようにして、しばらくの間建替えないでおく

施設を減らす代わりに民間施設（会議室、スポーツ施設等）利用を助成する

利用していない市の土地を売却・賃貸して収入を得る

施設におけるサービスの水準を引き下げる

利用料を徴収できる施設の料金を引き上げる

特別な税金等の徴収など市民全体で負担する

積極的に実施すべき どちらかといえば実施すべき どちらかといえば実施すべきではない 実施すべきではない 無回答

782 n=

※

※複 合 化 ：一つの施設に複数の機能を持たせること。

多機能化：そのときどきのニーズに合わせて機能を変えられるようにしておくこと。

（ウ）今後の施設のあり方についての質問 

公共施設の更新問題への対処法について、「積極的に実施すべき」と「どちらかといえば実施すべき」を

合わせた“実施すべき”の割合が最も高いのは、「利用していない市の土地を売却・賃貸して収入を得る」

で 77.5％、次いで「施設の更新（建替え）や管理運営に民間のノウハウや資金を活用する」（71.0％）、

「近隣の自治体と共同で施設を建設・運営する」（61.9％）となっています。 

「実施すべきではない」と「どちらかといえば実施すべきではない」を合わせた“実施すべきではない”

の割合が最も高いのは、「特別な税金等の徴収など市民全体で負担する」で 71.9％、次いで「施設における

サービスの水準を引き下げる」（65.9％）、「利用料を徴収できる施設の料金を引き上げる」（62.5％）と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○市民アンケート結果において、市民の方の多くは、施設をあまり利用していない傾向がある

ことがわかりました。また、今後の施設のあり方についても、市民の皆様から様々なご意見

をいただきました。公共施設再生を進めていく際は、限られた資源や資産を有効活用してい

くために、これらのご意見を踏まえながら新たな発想で公共施設のあり方を検討していく必

要があります。 



Ⅱ公共施設再生計画（ハコモノ施設） 
 

68 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】まちづくり方針の現状と今後についての質問（満足度と重要度 散布図） 

「将来のまちづくりに係るアンケート調査」では、まちづくりの方針の現状の満足度と今後の重要度につい

ても質問しており、以下の図は、それらの結果を散布図にまとめたものです。 

公共施設の再編、維持管理にも深くかかわる視点である、「２ 行政の各種サービス機能や学校などの公共施

設の利用しやすい場所への立地」や「19 まちなかや公共施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザインの普

及」等の項目は比較的重要度が高いととらえられており、本調査結果も考慮しながら、公共施設の再生をさら

に進めていくことが求められます。 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

-1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60

高

重
要
度

低

低 満足度 高

第2象限：重点改善項目
優先的に改善すべきと考えられるもの

第1象限：重点維持項目
現状の水準を維持しつつ、今後も必要に応じた

対応が求められると考えられるもの

第3象限：改善項目
必要に応じて改善を図るべきと考えられるもの

第4象限：維持項目
現状の水準で良いと考えられるもの

重要度平均

（1.20）

満足度平均

（-0.10）

満足度 重要度 象限 満足度 重要度 象限

土地利用の方針 防災まちづくりの方針

1. 商業や業務等の都市活動の中心となるにぎわいや交流の場づくり -0.41 1.18 3 16. 地震や火災による延焼に対して安全なまちづくり 0.01 1.68 1

2. 行政の各種サービス機能や学校などの公共施設の利用しやすい場所への立地 0.24 1.23 1 17. 水害に対して安全なまちづくり 0.31 1.52 1

3. 幹線道路沿道における商業や業務施設の立地 -0.37 0.99 3 18. 地域の防災体制の強化 0.07 1.62 1

4. 農地の保全と活用 0.30 0.68 4 健康福祉まちづくりの方針

5. 地域の環境に合った計画的な土地利用 -0.35 1.27 2 19. まちなかや公共施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザインの普及 -0.23 1.32 2

道路・交通網整備の方針 20. 医療・福祉施設の充実 -0.10 1.64 2

6. 道路ネットワーク・駅前広場の整備 -0.40 1.41 2 21. スポーツ活動の場や散歩道など身近な健康増進の場の充実 0.06 1.16 4

7. 歩行者や自転車を優先した道路の整備 -0.77 1.59 2 歴史文化創出まちづくりの方針

8. 既存のバスやコミュニティバスなどの公共交通機関の充実 -0.38 1.38 2 22. 良好で魅力あるまちなみの保全・形成 -0.01 1.08 4

環境まちづくりの方針 23. 地域の自然や歴史文化の継承・活用 0.37 0.93 4

9. 公共空間や住宅地内の緑化 0.28 1.00 4 24. 外国人も安心して暮らせる国際化に対応したまちづくり -0.05 0.61 4

10. 地域における個性ある公園の整備 -0.14 1.00 3 市街地活性化まちづくりの方針

11. 水とみどりの空間形成 0.00 0.92 4 25. 商業・福祉・行政サービス等の都市機能の集積した地域の核の形成 -0.32 1.17 3

12. 省資源・省エネルギーなど、環境に配慮したまちづくり -0.30 1.24 2 26. 地場産業や工場地の活性化のための基盤づくり -0.17 0.82 3

住宅・住環境形成まちづくりの方針 27. 市内で就労が可能となる業務機能の育成整備 -0.40 1.01 3

13. 開発指導や地区計画などにより良好な住環境が守られたまちづくり -0.13 1.33 2 その他

14. 公害や騒音・振動・悪臭などがなく、健康的に暮らせるまちづくり 0.36 1.59 1 28. まちづくりへの住民の参加の度合い -0.26 0.89 3

15. 防災・防犯面で安全で安心して暮らせるまちづくり 0.20 1.74 1 29. まちづくりへの民間活力の導入 -0.35 0.93 3

現行の都市計画マスタープランに掲げているまちづくりの各方針現行の都市計画マスタープランに掲げているまちづくりの各方針
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2 
前項で示した取組方策の検討の流れに沿ってサービスの適正化について検証した結果を、

施設分類別の再生の方向性として以下に示します。 

（1） 行政施設 

施設分類名 庁舎・その他事務所（本庁舎、北庁舎、いきいきプラザ、その他事務所等） 

関係所管 

総務部総務課、経営政策部情報政策課、市民部市民相談・交流課、健康福祉部健康

増進課、子ども家庭部子ども家庭支援センター、まちづくり部道路河川課、環境安

全部地域安全課、教育部教育総務課、その他施設利用所管 

主なサービス 

 行政上の執務、行政上の手続き事務 

 情報技術を活用した地域の情報化、災害時の災害対策本部 

 健康相談、保健指導及び健康診査等、地域の保健に関する事務 

 子どもと家庭に関する相談 

 高齢者の生きがいにつながる情報提供、高齢者活動団体の支援 

 休日の準夜間（17 時〜22 時）における内科及び小児科の初期診療 

視点 1.サービス主体の適正化 

 行政上の執務や手続き事務は、法令（地方自治法）等に基づく事務であり、基本的には行政が執

行します。ただし、一部の事務作業は委託でき、現在でも様々な事務を委託しています。 

 保健センターは、法令による義務付けはありませんが、地域保健法において、地域住民の健康の

保持及び増進を目的として市町村に設置することができるとされています。 

 子ども家庭支援センターは、児童福祉法に行政の体制整備が位置づけられています。 

 病院や民間事業者による診療所は多数ありますが、現状では休日や準夜間にサービス提供する民

間診療所等は少なく、サービスを維持していくためには行政の関与が必要です。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 庁舎内は、事務作業スペースの狭あい化が課題となっている一方、本庁舎１階のレイアウト変更

によって、市民の利便性向上と狭あいの解消が図られた例があり、執務空間の再編・再配置、5S49

やテレワークの推進等による改善の余地があります。 

 本庁舎や北庁舎は、いきいきプラザ、中央図書館、市民センターが隣接しており、行政上の手続

きで訪れる市民の利便性向上が図られています。 

 駐車場利用の適正化のため、本庁舎駐車場の有料化の検討が進められています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 本庁舎、北庁舎、いきいきプラザは、行政機能の中央執行機関や緊急時の災害本部として、市の

中心地に集約されています。 

 本庁舎と北庁舎は、建設後 50～60 年程度経過しているため、大規模修繕や建替え等の老朽化対策

が必要となります。 

再生の方向性 

 IoT 導入やスマート化50のほか、ペーパーレス化の推進、ワークプレイスづくり、業務委託等によ

る外部化等によって、スペースの有効活用を進めるとともにサービスや業務の水準向上や効率化

を進めます。 

 市民ニーズの変化やサービスの利用しやすさ、社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や

                                                   
49 整理・整頓・清潔・清掃・躾の 5 つの取組によって、職場環境の課題を解決するための改善活動のこと。 
50 行政サービスに情報処理能力、情報管理能力を搭載し高効率な運用等を可能にすること。 

第２フェーズ期間における施設分類別
の再生の方向性 
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量、配置を適正化します。 

 老朽化している北庁舎は、除却や土地の売却や利活用も視野に入れ、早急に複合化・多機能化等

の方策を講じます。 

 築 15 年以上経過のいきいきプラザは、計画的な修繕等により適切に維持管理します。 

 長期的な視点では、本庁舎の建替え等を検討する経過において、市の中心地に配置するサービス

の内容や量、配置についても精査します。 

 公共施設の再生においては、公民連携等の事業手法を積極的に活用します。 

 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

本庁舎 

（1972） 
   

いきいきプラザ 

（2002） 
   

北庁舎 

（1958） 
   

恩多分室 

（1995) 
   

環境整備係詰所 

（1998） 
   

多文化共生・男女共同参

画推進交流室 

（1989） 

   

( )は、建設年度 

  

複合化・除却等の実施 

IoT 導入・ワークプレイスづくり等によるスペースの有効活用の推進 

IoT 導入・ワークプレイスづくり等によるスペースの有効活用の推進 

配置適正化等の実施 

配置適正化等の実施 

配置適正化等の実施 

大規模改修等の実施 大規模改修等の検討 

大規模改修等の実施 大規模改修等の検討 

配置適正化等の検討 

配置適正化等の検討 

配置適正化等の検討 

市の中心地に配置するサービス内容等の精査 
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施設分類名 地域サービス窓口 

関係所管 市民部市民課、教育部公民館 

主なサービス 

 各種証明書の発行 

 各種税金、使用料の収納 

 各種届出の受理等 

視点 1.サービス主体の適正化 

 住民票、戸籍、印鑑証明、課税証明書等の各種証明書発行業務は、委託が可能です。 

 マイナンバーカードがあれば、住民票・戸籍・印鑑証明・課税証明書はコンビニエンスストアで

交付できます。各種税金の収納業務もコンビニエンスストアで実施しています。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 8 か所ある地域サービス窓口は、開館日時や立地等により利用状況に大きな差があります。 

 国がマイナンバーカードの普及・利活用を推進しており、カード普及による市民の利便性向上に

取り組むことが求められています。 

 アプリを活用し住民票の交付等を行っている自治体の事例があります。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 地域サービス窓口は、民間建物内（ワンズタワー）や文化センター（公民館）、ふれあいセンタ

ー、東村山ふるさと歴史館等のサービスと併設されています。 

再生の方向性 

 IoT 導入やスマート化、業務委託等によって、サービスや業務の水準向上や効率化を進めます。 

 地域サービス窓口や巡回サービスは、提供方法の見直しや廃止等を検討します。 

 都営住宅内に設置する施設の再編・再配置の時期は、東京都の動向も考慮します。 
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【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

地域サービス窓口 

（多摩湖ふれあいセンター） 

（1999） 

   

地域サービス窓口 

（ワンズタワー内） 

（2009） 

 
  

地域サービス窓口◆ 

（ふるさと歴史館） 

（1996） 

 
  

地域サービス窓口◆ 

（恩多ふれあいセンター） 

（2000） 

 
  

地域サービス窓口◆ 

（萩山文化センター) 

（1981） 

   

地域サービス窓口 

（秋津文化センター） 

（1988） 

   

地域サービス窓口◆ 

（富士見文化センター） 

（1991） 

   

地域サービス窓口◆ 

（廻田文化センター） 

（1992） 

   

( )は、建設年度 

◆ は、都営住宅内に設置されている施設  

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 
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（2） 生涯学習施設 

施設分類名 公民館（中央、萩山、秋津、富士見、廻田） 

関係所管 教育部公民館 

主なサービス 
 学習機会の提供（講座やレクリエーション等の事業実施） 

 団体・サークル活動の場の提供（音楽、芸術、料理等） 

視点 1.サービス主体の適正化 

 社会教育の奨励に必要な施設の設置と文化的教養を高め得るような環境の醸成について、社会教

育法に努力規定があります。 

 行政主催で学習機会の提供としてイベントや市民講座等を実施していますが、民間のカルチャー

スクール等でも学習機会は提供されています。 

 団体・サークル活動等の場を提供する民間施設が市内に存在します。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 稼働率は 20％〜50％程度で、部屋の用途によってはさらに利用の少ない施設もあります。夜間の

利用が少ない傾向にあります。 

 部屋の用途制限や団体登録ルールを緩和する等、市民の多様な利用を促しています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 公民館は、概ね 1km 圏（徒歩 10～15 分程度）に 1 館が設置されています。 

 地区公民館は、児童館、図書館、地域交流施設等が併設された複合施設です。 

 類似サービスを提供する公共施設には、地域交流施設や集会施設、憩いの家等があります。 

 中央公民館と萩山公民館は、築 40 年程度経過しています。 

 全ての公民館は、耐震化が完了しています。 

 音響・照明等の舞台設備の老朽化が課題となっています。 

再生の方向性 

 市民ニーズや社会状況の変化、サービスの利用しやすさ等を考慮し、サービスの内容や量、集約

化等の公共施設再生の取組方策適用の方向性を検討します。 

 公民連携手法の導入や利用用途・団体登録ルールのさらなる緩和等を検討し、サービスや業務の

水準向上や効率化を進めます。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化等を検討します。 

 東村山市センター地区構想や東村山駅周辺の土地利用高度化の検討にあわせ、中央公民館の機能

移転等を検討します。 

 都営住宅内に設置する施設の再編・再配置の時期は、東京都の動向も考慮します。 
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【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

中央公民館 

（1979） 

 
  

秋津公民館 

（1988） 
   

富士見公民館 

（1991） 
   

萩山公民館◆ 

（1981） 
   

廻田公民館◆ 

（1992） 
   

( )は、建設年度 

◆ は、都営住宅内に設置されている施設 

 

  

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

機能移転等の可能性検討 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

学校施設との複合化等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

学校施設との複合化等の検討 

学校施設との複合化等の検討 

学校施設との複合化等の検討 
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施設分類名 図書館（中央、富士見、萩山、秋津、廻田） 

関係所管 教育部図書館 

主なサービス 

 図書や雑誌、新聞等の資料の収集・保存 

 図書の貸出サービス（閲覧、予約、複写を含む） 

 レファレンスサービス（課題解決支援） 

 読書相談や調査研究への支援 

 障害者サービス（音訳資料の作成・貸出し、対面朗読等） 

 学習の場の提供 

 子ども読書活動推進計画の推進 

視点 1.サービス主体の適正化 

 社会教育の奨励に必要な施設の設置と文化的教養を高め得るような環境の醸成について、社会教

育法に努力規定があります。 

 貸出しを中心とした図書館サービスは、指定管理者制度や委託により運営されている事例があり

ます。 

 読書に関する市民の地域活動は活発に行われており、子どもの読書推進では図書館が中心となっ

て学校や関連施設への支援や市民協働事業を行い、成果をあげています。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 全館の蔵書を最寄りの館から借りられるシステムは、多くの市民に利用されていますが、全国的

には、IC タグによる自動貸出機や電子化資料、公衆無線 LAN への対応等、多様な運営やサービス

提供を行う図書館も増えています。 

 滞在型利用の増加による閲覧席不足や蔵書数の増加による書架不足、設備のバリアフリー化が課

題となっています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 中央図書館と 4 つの地区図書館が設置されています。 

 地区図書館は、地域サービス窓口、公民館、地域交流施設等が併設された複合施設です。 

 子どもの読書推進や高齢化への対応としても、身近な場所で本を借りられる施設配置が求められ

ています。 

 中央図書館、富士見図書館、萩山図書館は、築 40 年程度経過しています。 

 中央図書館は平成 29（2017）年度に耐震補強、令和元（2019）年度に屋上防水・内外壁等の改修

を行いました。 

再生の方向性 

 市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の公共施設再生の取組

方策適用の方向性を検討します。 

 公民連携や新技術導入による効率的な提供の可能性や他自治体や学校図書館等との連携等も検討

し、より柔軟で質の高いサービス提供を図ります。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化等を検討します。 

 北庁舎や東村山市センター地区構想、東村山駅周辺の土地利用高度化の検討にあわせ、中央図書

館の機能移転等を検討します。 

 都営住宅内に設置する施設の再編・再配置の時期は、東京都の動向も考慮します。 
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【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

中央図書館 

（1973） 
   

秋津図書館 

（1988） 
   

富士見図書館◆ 

（1979） 
   

萩山図書館◆ 

（1981） 
   

廻田図書館◆ 

（1992） 
   

( )は、建設年度 

◆ は、都営住宅内に設置されている施設 

 

 

  

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

機能移転等の可能性検討 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

学校施設との複合化等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

学校施設との複合化等の検討 

学校施設との複合化等の検討 

学校施設との複合化等の検討 
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（3） コミュニティ施設 

施設分類名 集会施設（市民センター、サンパルネ内集会施設） 

関係所管 総務部総務課、市民部市民協働課、健康福祉部健康増進課 

主なサービス 

 市民同士の交流と自主的な活動を行う場（打合せ、研修、趣味・学習活動等に利

用できる会議室等）の提供 

 市民の健康活動の実践、健康情報の発信、文化交流活動等の拠点 

視点 1.サービス主体の適正化 

 公民館や地域交流施設等、類似サービスを提供している施設があり、役割分担や設置目的を明確

にし、施設やサービスのあり方を見直す必要があります。 

 集会施設の貸室は、同様の民間サービスが市内に存在します。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 市民センターの稼動率は、例年約 60％以上で比較的高い状況です。 

 サンパルネの稼働率は、開設以来上昇傾向です。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 情報発信や交流活動の拠点としての役割を発揮することができる立地環境にあります。 

 サンパルネ内集会施設は、市が区分所有する民間建物（ワンズタワー）内に設置しています。 

再生の方向性 

 情報発信や交流活動の拠点としての役割を最大限発揮できるよう、類似サービスの集約化・多機

能化や、公民連携等の事業手法の活用による効率的な管理運営等を検討します。 

 北庁舎や東村山市センター地区構想、東村山駅周辺の土地利用高度化の検討にあわせ、市民セン

ターの機能移転等を検討します。 

 他の公共施設の大規模改修や建替えの際は、集会施設の集約化・多機能化等を検討します。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化等を検討します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

市民センター 

（1997） 
   

サンパルネ 

（集会施設） 

（2009） 

   

( )は、建設年度 

  

検討結果に基づく実施 機能移転等の可能性検討 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見直

しや廃止等の検討 
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施設分類名 地域交流施設（ふれあいセンター、青葉地域センター、集会所） 

関係所管 市民部市民協働課、資源循環部廃棄物総務課 

主なサービス 
 地域活動の支援 

 地域住民の活動の場の提供 

視点 1.サービス主体の適正化 

 ふれあいセンターの管理運営は、地域住民で組織された市民協議会により指定管理者制度で行わ

れています。 

 地域交流イベント等の地域活動が行われていますが、さらに自立した地域活動のために、地域住

民と行政の役割を明確にし、相互連携することが必要です。 

 青葉地域センターの管理は、地域住民によって組織された運営委員会が受託して行っており、地

域コミュニティの醸成に取り組んでいます。 

 集会所の受付業務や貸室の提供は、地域住民や自治会等に委託しています。 

 平成 3（1991）年の地方自治法改正で自治会や町内会等の地縁団体が法人格を取得し、不動産登記

の登記名義人となることができる(認可地縁団体制度)ようになり、集会施設を自治会等に移管

し、住民主体の自治を一層促進する事例が各地にあります。 

 地域交流施設の貸室は、同様の民間サービスが市内に存在します。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 地域交流施設には、会議室、実習室（調理室）等の貸室があり、地域活動や地区のイベント等に

よって利用されていますが、ほとんどの施設の稼働率は 50％未満です。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 地域交流施設は 10 か所あり、そのうち恩多ふれあいセンター、富士見集会所、富士見第 2 集会所

が都営住宅内に設置されています。 

 多摩湖ふれあいセンターは、西武園競輪場周辺対策整備基金を活用して整備した、地域への還元

施設です。 

 秋水園ふれあいセンターは、秋水園周辺対策施設整備基金を活用して建設した、地域への還元施

設です。 

 地域交流のサービスは、公民館、集会施設、憩いの家等で類似サービスが提供されています。 

 地域交流のサービスの検討では、市民の健康寿命延伸の観点も考慮する必要があります。 

 萩山集会所、富士見集会所、富士見第 2 集会所は、築 40 年以上経過しています。 

 ふれあいセンターや青葉地域センターは、新耐震基準を満たしています。 

再生の方向性 

 自立した地域交流や市民活動によって一層のサービス向上や市民協働が促進されるようサービス

の内容や量、集約化等の公共施設再生の取組方策適用の方向性を検討します。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化等を検討します。 

 都営住宅内に設置する施設の再編・再配置の時期は、東京都の動向も考慮します。 
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【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

多摩湖ふれあいセンター 

（1999） 
   

恩多ふれあいセンター◆ 

（2001） 

 
  

栄町ふれあいセンター 

（2001） 

   

久米川ふれあいセンター 

（2003） 

   

秋水園ふれあいセンター 

（2002） 

   

青葉地域センター 

（2011） 

   

萩山集会所 

（1975） 

 
  

富士見集会所◆ 

（1975） 

 
  

富士見第 2 集会所◆ 

（1979） 

 
  

廻田集会所 

（1993） 

   

 ( )は、建設年度 

◆ は、都営住宅内に設置されている施設 

 

  

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 
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（4） スポーツ・文化施設 

施設分類名 
スポーツ施設（市民スポーツセンター・屋内プール・屋外スポーツ施設・運動場

等） 

関係所管 地域創生部市民スポーツ課 

主なサービス 

 市民の体育・スポーツ及びレクリエーションの推進 

 競技及びトレーニングの場、水泳ができるプールの提供 

 スポーツを通じた健康づくりの推進 

視点 1.サービス主体の適正化 

 スポーツ施設の整備等について、スポーツ基本法に努力規定があります。 

 スポーツ施設での提供サービスは、すでに民間市場が存在しており、民間施設やサービスを活用

する事例もあります。 

 市民スポーツセンターと屋内プールでは、指定管理者制度による管理運営でサービスの充実や利

用の拡大等を実現しています。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 市民スポーツセンターの体育室、武道場、卓球場、弓道場、レクリエーション室、トレーニング

室、屋内プール等は、全般的に高い稼働率で推移しています。 

 市民スポーツセンターの駐車場は、混雑が常態化しており、近隣への悪影響等が課題です。 

 屋外スポーツ施設には、6 か所のゲートボール場、3 か所の野球場、2 か所の庭球場、1 か所の陸上

競技場等があり、競技種目に特化しています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 屋内プールを併設する市民スポーツセンターは、地域のスポーツの中核として設置されています

が、近隣市からの利用者もおり、多摩六都科学館のように近隣市と共同運営することで広域利用

とサービス向上が促進できる可能性があります。 

 空調・照明・プール・コート等の光熱水費や補修等が必要で、多額の維持費がかかります。 

 久米川少年野球場、久米川庭球場、運動公園は、土地を借用しており、賃料がかかっています。 

再生の方向性 

 東村山市スポーツ施策基本方針を踏まえ、多様化するニーズに対応できるスポーツ施設の再編・

再配置や、公園等の様々な公共空間も含む多様な環境づくりを検討します。 

 計画的な施設修繕や維持管理の効率化を進めます。 

 積極的な公民連携により、サービス提供の効率化等を検討します。 

 多様な市民のスポーツ環境づくりと健康づくりを両立し相乗効果を生むことを目指し、包括的民

間委託等や持続的な市民活動を支援する仕組みを検討します。あわせて、サンパルネ（健康増進

施設）等での類似サービスの集約化を検討します。 

 IoT の進展や新型コロナウイルス感染症の拡大を受けての新しい生活様式への変化等に合わせ、サ

ービスの提供方法を検討します。 

 大規模修繕や建替えの際は、他のサービスとの多機能化等により多様なスポーツ環境づくりを推

進することを検討します。 

 設備が老朽化している運動公園プールは、今後の再生の方向性を検討します。 

 市民スポーツセンターの駐車場の混雑緩和のため、有料化等を検討します。 
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【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

市民スポーツセンター 

（1982） 
   

屋内プール 

（1997） 
   

屋外スポーツ施設・運動

場等  
 

 

( )は、建設年度 

  

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

スポーツ施設の再編・

再配置の検討 

駐車場の混雑緩和方法

の検討 

配置適正化等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

検討結果に基づく実施 サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

多様なスポーツの環境

づくりの検討 



Ⅱ公共施設再生計画（ハコモノ施設） 
 

82 

  

施設分類名 文化施設（東村山ふるさと歴史館、八国山たいけんの里） 

関係所管 教育部ふるさと歴史館 

主なサービス 
 文化財等の保存・公開 

 歴史と伝統文化に関することの展示や各種講座・体験学習事業 

視点 1.サービス主体の適正化 

 社会教育の奨励に必要な施設の設置と文化的教養を高め得るような環境の醸成について、社会教

育法に努力規定があります。 

 文化財の所有者その他関係者は文化財を大切に保存し、文化的活用することについて、文化財保

護法に努力規定があります。 

 国の重要文化財に指定された収蔵物もあり、文化財の保護や活用には、専門的な知識や高度な技

術が必要となります。 

 指定管理者制度によって業務を行っている等の事例が多くあります。 

 多摩六都科学館のように一部事務組合で広域化している博物館施設の事例もあります。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 東村山ふるさと歴史館の入館者数は減少傾向です。 

 八国山たいけんの里の入館者数は、東村山ふるさと歴史館より少ないです。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 東村山ふるさと歴史館、八国山たいけんの里の建物は、耐震基準を満たしています。 

再生の方向性 

 提供すべき機能を精査し、サービス提供方法の見直しや施設の再編・廃止等を検討します。 

 魅力あるイベントや学習メニューの提供による利用向上、展示スペース等の効率的な利用等を検

討し、施設の有効活用を図ります。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化や他のサービスとの多機能化等を検討します。 

 IoT の進展や新型コロナウイルス感染症の拡大を受けての新しい生活様式への変化等にあわせ、サ

ービスの提供方法を検討します。 

 公民連携や広域化によるサービスの向上や効率的な維持管理を検討します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

東村山ふるさと歴史館◆ 

（1996） 
   

八国山たいけんの里 

（2008） 
   

( )は、建設年度 

◆ は、都営住宅内に設置されている施設 

  

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 
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（5） 福祉施設 

施設分類名 
高齢者支援施設等 

（憩いの家、地域福祉推進センター、シルバー人材センター） 

関係所管 健康福祉部健康増進課、健康福祉部地域福祉推進課 

主なサービス 

 高齢者等の相互の親睦、福祉の増進及び集いの場の提供 

 各種福祉団体・ボランティア等の支援 

 高齢者に対する就労機会の提供 

視点 1.サービス主体の適正化 

 憩いの家は、老人福祉法における高齢者支援体制の一つとして、介護予防、教養の向上及びレク

リエーション活動等のサービスを無料で提供しています。 

 憩いの家で提供している、囲碁、将棋、カラオケ、風呂等は、民間のサービスが存在します。 

 萩山憩いの家、廻田憩いの家の和室は、夜間のみ地域集会室として使用できます。 

 地域福祉推進センターでは、社会福祉協議会により市の委託事業を含む各種の事業が運営されて

います。 

 各種福祉団体・ボランティア団体等の福祉活動について、住民参画と協働により推進していくこ

とが大切です。 

 高齢者に対する就労機会の提供は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、行政の

関与が義務付けられています。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 高齢化の進展やライフスタイルの多様化に伴い、介護予防、教養向上、レクリエーション活動等

の従来からあるサービスに加え、多種多様なサービスが求められます。 

 地域が社会福祉協議会に期待する役割やニーズの変化により、地域福祉推進センター利用者や利

用者数が変化していきます。 

 高齢化の進展や経済の先行き不安等から、高齢者に対する就労機会に対するニーズは高まってい

ます。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 市民交流の機能として、類似サービスを提供している公民館、集会施設、地域交流施設等の施設

があります。 
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再生の方向性 

 憩いの家について、市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の

公共施設再生の取組方策適用の方向性を検討します。 

 利用対象を限定しない交流機能として、他のサービスとの複合化や集約化の検討を行い、サービ

スとしての魅力の向上を図ります。 

 民間事業者と連携したサービス提供（建物を保有しないサービス確保等）を検討します。 

 憩いの家の大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化や他のサービスとの多機能化等を検

討します。 

 地域福祉推進センター、シルバー人材センターの大規模修繕や建替えを検討する際は、民間建物

や他施設のスペースの活用等を検討します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

シルバー人材センター 

（1999） 
   

久米川憩いの家 

（1970） 
   

萩山憩いの家 

（1981） 

 
  

富士見憩いの家 

（1991） 

 
  

廻田憩いの家 

（1993） 

 
  

地域福祉推進センター 

（1997） 

 
  

( )は、建設年度 

  

検討結果に基づく実施 民間建物や他施設のスペースの活用等の検討 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 
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施設分類名 社会福祉センター 

関係所管 
健康福祉部地域福祉推進課、健康福祉部生活福祉課、健康福祉部障害支援課、健康

福祉部健康増進課 

主なサービス 
 高齢者等に対する地域福祉活動への支援 

 地域福祉の増進のための集会施設の提供 

視点 1.サービス主体の適正化 

 指定管理者制度により運営されています。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 高齢者等の就労や技能習得の場としての社会事業授産施設のほか、諏訪町地域における集会施設

として市民に利用されています。 

 高齢者等の安全を確保しつつ他施設のサービスと組み合わせることによって、設備や機材の相互

利用等、質の高いサービス提供を期待することができます。 

 令和 2（2020）年度には、高齢者等就労支援、青年・成人期の知的障害者の居場所、中間就労施設

等の機能強化を図りました。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 社会福祉センターは建設後 40 年以上経過しています。 

 令和元（2019）年度～令和 2（2020）年度に、空調やエレベーター等を改修しました。 

再生の方向性 

 市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の公共施設再生の取組

方策適用の方向性を検討します。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化や他のサービスとの多機能化等を検討します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

社会福祉センター 

（1976） 
   

( )は、建設年度  

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや廃止等の検討 
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（6） 子育て支援施設 

施設分類名 
子育てひろば（ほんちょう、ほほえみ、みすみ、のぐちちょう（ぷくぷく））、子

育て総合支援センター 

関係所管 子ども家庭部地域子育て課 

主なサービス 
 子育て中の親や乳幼児同士の交流の場の提供 

 専門員による助言・指導、子育てに関する情報交換や相談等 

視点 1.サービス主体の適正化 

 子育てひろばは、児童福祉法、子ども・子育て支援法に体制整備が位置づけられています。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 地域によって利用動向にばらつきがあります。 

 子育て総合支援センター「ころころの森」の利用者は、この 2 年間では減少傾向です。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 子育て総合支援センター「ころころの森」、みすみ子育てひろば（第四保育園）、ほほえみ子育て

ひろば（ほんちょう保育園）、ほんちょう子育てひろば（本町児童館））は、他の子育て支援施設

に併設されています。 

 のぐちちょう子育てひろば「ぷくぷく」は、商店街の空き店舗を借用し開設しています。借用店

舗の老朽化は課題です。 

再生の方向性 

 多様化・複雑化する子育てニーズに対応し、各施設で提供するサービスの質を向上するため、情

報の集約・サービス管理の一元化等の可能性を検討します。 

 市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の公共施設再生の取組

方策適用の方向性を検討します。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化や民間建物の活用等を検討します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

ほんちょう子育てひろば 

（本町児童館）（直営）

（1996） 

 
  

ほほえみ子育てひろば

（ほんちょう保育園）（民

間委託）（2001） 

 
  

みすみ子育てひろば 

(第四保育園 )（直営）

（2001） 

 
  

のぐちちょう子育てひろ

ば（ぷくぷく）（民間委

託） 

 
  

子育て総合支援センター

「ころころの森」 

（1997） 

 
  

（ ）は、建設年度。表記がないものは借用物件である。 

  

検討結果に基づく実施 
サービス提供方法の見

直しや集約化等の検討 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

サービス提供方法の見

直しや集約化等の検討 

サービス提供方法の見

直しや集約化等の検討 

サービス提供方法の見

直しや集約化等の検討 

サービス提供方法の見

直しや集約化等の検討 
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施設分類名 保育所（第一保育園、第三保育園、第四保育園、第五保育園、第七保育園） 

関係所管 子ども家庭部保育幼稚園課、子ども家庭部地域子育て課 

主なサービス 

 保育を必要とする家庭に対する子ども・子育ての支援 

 保育所等で行う保育の実施（障害児保育等を含む）、地域子ども・子育て支援事

業（子育てひろば等を含む） 

視点 1.サービス主体の適正化 

 児童福祉法において、保育の実施は市が主体となり実施するものと位置づけられています。 

 平成 27（2015）年の「子ども・子育て支援新制度」開始に伴い、保育所と地域型保育事業（市の

認可事業）の新規整備や認可外保育施設からの制度移行が進んでいます。 

 持続可能な保育環境の維持・向上に配慮しつつ、令和元（2019）年度に第二保育園、第六保育園

を民間移管しました。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 認可保育所数は多摩 26 市平均と比べ少ないものの、地域型保育事業等を活用し待機児童対策を

行っています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 市内には 5 つの公立保育園のほか、私立保育園も各所にあります。 

 築 40 年以上経過している第三保育園、第五保育園、第七保育園は、老朽化対策が課題です。 

再生の方向性 

 増加する保育需要に対応するための施設整備は、民間事業者により行うことを基本とします。 

 公立保育園の大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化等を検討します。 

 都営住宅内に設置する施設の再編・再配置の時期は、東京都の動向も考慮します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

第一保育園◆ 

（1999） 

 

   

第三保育園◆ 

（1973）    

第四保育園 

（2001）     

第五保育園 

（1975）    

第七保育園 

（1981）    

( )は、建設年度 

◆ は、都営住宅内に設置されている施設 

  

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 
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施設分類名 児童クラブ・育成室 

関係所管 子ども家庭部児童課 

主なサービス 
 保護者の就労等により、放課後に育成支援が必要な小学生（1 年生から 6 年生

まで）を対象に健全育成を行う 

視点 1.サービス主体の適正化 

 児童福祉法において、市町村は放課後児童健全育成事業等を行うものとされています。 

 5 つの児童クラブで、指定管理者制度による運営が行われています。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 施設ごとに受け入れることのできる児童数を設定し、児童の受け入れを行っています。 

 近年の共働き世帯の増加等により、児童クラブ・育成室の需要が高まっています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 市内には 29 か所の児童クラブ・育成室があり、1 小学校区に 1 施設以上設置しています。 

 大岱、秋津、北山、第 2・第 3 回田児童クラブは、学校施設内に設置しています。 

 子育て支援事業の一つとして主に乳幼児とその保護者の方を対象とした「おひさま広場」を、曜

日と時間を限って市内 8 か所の児童クラブ（第 2 萩山、第 1 青葉、第 1 回田、第 1 野火止、南

台、第 1 秋津東、久米川東、第 1 久米川）で実施しています。 

再生の方向性 

 市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の公共施設再生の取組

方策適用の方向性を検討します。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化等を検討します。 

 都営住宅内に設置する施設の再編・再配置の時期は、東京都の動向も考慮します。 

 指定管理者制度等公民連携手法の導入も引き続き検討します。 
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【個別施設のロードマップ】 

 
施設名 

第 2フェーズ 
2031～ 

 2021～2025 2026～2030 

1 第 1 栄町育成室（1990）    

2 第 2 栄町育成室（1990）    

3 富士見育成室（1991）    

4 秋津育成室（1992）    

5 北山育成室（1995）    

6 本町育成室（1996）    

7 第 1 化成児童クラブ（1988）    

8 第 2 化成児童クラブ (2010）    

9 第 1 萩山児童クラブ（2009）    

10 第 2 萩山児童クラブ（2009）    

11 南台児童クラブ（1989）    

12 第 1 青葉児童クラブ（2010）    

13 第 2 青葉児童クラブ (2010）    

14 第 1 東萩山児童クラブ（1990）    

15 第 2 東萩山児童クラブ（2010）    

16 第 1 久米川児童クラブ（1998）    

17 第 2 久米川児童クラブ（2010）    

18 第 1 回田児童クラブ（1993）    

19 第 1 秋津東児童クラブ（2010）    

20 第 2 秋津東児童クラブ（2010）    

21 第 1野火止児童クラブ（2007）    

22 第 2野火止児童クラブ（2016）    

23 久米川東児童クラブ（2003）    

24 富士見児童クラブ（1985）    

25 大岱児童クラブ（1967）    

26 秋津児童クラブ（1965)    

27 北山児童クラブ（1977）    

28 第 3 回田児童クラブ（1966）    

29 第 2 回田児童クラブ（1966）    

( )は、建設年度 

  

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 

検討結果に基づく実施 学校施設との複合化等の検討 
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施設分類名 児童館（各児童館） 

関係所管 子ども家庭部児童課 

主なサービス 
 0 歳から小学校入学前の幼児（保護者同伴）、もしくは 18 歳までの児童・生徒

に対する遊び場の提供 

視点 1.サービス主体の適正化 

 設置の義務はないものの、児童福祉法において児童館とは、地域において児童に健全な遊びを与

えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とする児童福祉施設とされていま

す。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 児童館ごとの特色を活かしたイベントや児童の年齢に応じたサービスの提供を行っています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 市内に 5 つの児童館が設置されています。 

 各児童館には育成室が併設されています。 

 本町児童館は子育てひろばを併設しており、富士見児童館がある富士見文化センターは地域サー

ビス窓口、公民館、憩いの家を併設しています。 

再生の方向性 

 市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の公共施設再生の取組

方策適用の方向性を検討します。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化等を検討します。 

 都営住宅内に設置する施設の再編・再配置の時期は、東京都の動向も考慮します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

栄町児童館◆ 

（1990） 
 

  

本町児童館◆ 

（1996） 
 

  

富士見児童館 

（1991）    

秋津児童館 

（1992）    

北山児童館 

（1995）    

( )は、建設年度 

◆ は、都営住宅内に設置されている施設 

  

検討結果に基づく実施 
計画的な維持管理等の実施 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 
計画的な維持管理等の実施 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 
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（7） 学校教育施設 

施設分類名 小学校、中学校 

関係所管 教育部教育総務課、教育部学務課、教育部子ども・教育支援課 

主なサービス 
 義務教育 

 生涯学習の場の提供（地域開放） 

視点 1.サービス主体の適正化 

 市町村による小・中学校の設置は、学校教育法で義務付けられています。 

 生涯学習機会の増進や公有財産の有効活用を図るため、放課後や休日等の学校施設を市民へ開放

しています。 

 学校のプールに類似するサービス提供には、市民スポーツセンターの屋内プールや民間サービス

によるものがあり、民間スイミングスクールと連携した授業を行うことで教育の質の向上を図っ

ている自治体の事例があります。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 一部の学校施設では教室不足が懸念されていますが、将来的には、少子化の影響から余裕教室が

生じてくることが予想されます。 

 特別な教育的支援が必要な児童・生徒は増加傾向にあり、特別支援学級や特別支援教室の整備が

課題となっています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 小・中学校とも約 9 割の建物が築 30 年以上経過しており、老朽化対策が課題です。 

 給食調理室やプールの設備の老朽化対策も課題です。 

 小・中学校の耐震化工事は実施済みです。 

 全ての小・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。 

 学校施設は子どもたちの学習生活の場であるとともに、地域住民にとっても最も身近な公共施設

であることから、地域コミュニティや防災の拠点としての役割を果たす施設として期待されてい

ます。 

再生の方向性 

 市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の公共施設再生の取組

方策適用の方向性を検討します。 

 学校を核とした公共施設の再生を進めます。特に建設から年数が経過している学校（化成小学

校、秋津小学校、東村山第二中学校、萩山小学校、東萩山小学校、東村山第三中学校等）の構想

を具体化します。 

 改修を行う際は、経年劣化の回復に加え、求められるサービス水準や、複合化・多機能化等に対

応するために必要な機能向上や、メンテナンス性や耐久性を考慮した設備・機器等の採用によ

る、ライフサイクルコスト低減を検討します。 

 GIGA スクール構想の実現に向け情報インフラ整備が進む学校施設を、地域拠点として横断的に活

用する方法を検討します。 

 学校プールは、機能集約等を前提に公共施設再生の取組方策適用を検討します。 

 給食の提供が持続可能となるよう自校方式やセンター方式、公民連携等の手法を検討します。 

 小中一貫校等の可能性を検討します。 
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【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

学校教育施設全般 

 

 

 

化成小学校（1964）    

秋津小学校（1965）    

萩山小学校（1965）    

東萩山小学校（1970）    

回田小学校（1966）    

久米川小学校（1966）    

八坂小学校（1966）    

南台小学校（1967）    

大岱小学校（1967）    

青葉小学校（1971）    

北山小学校（1977）    

秋津東小学校（1978）    

野火止小学校（1980）    

久米川東小学校（1981）    

富士見小学校（1985）    

 

東村山第二中学校（1969） 
   

東村山第三中学校（1965） 
   

東村山第一中学校（1965） 
   

東村山第四中学校（1966） 
   

東村山第五中学校（1971） 
   

東村山第六中学校（1979） 
   

東村山第七中学校（1984） 
   

( )は、建設年度 
 

検討結果に基づく実施 

学校プール再

編、給食提供方

法見直し、小中

一貫校等の検討 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 

他のサービスとの複合化を含めた大規模修繕、建替え等の実施 
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（8） 市営住宅 

施設分類名 市営住宅 

関係所管 環境安全部環境・住宅課 

主なサービス  低額所得者に対する一般世帯向け住宅の提供 

視点 1.サービス主体の適正化 

 公営住宅法では、地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足

を緩和するため必要があると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならないとされてい

ます。 

 市内には、市営住宅の他に都営住宅が存在します。 

 市営住宅の管理運営は、民間事業者に委託できます。 

 民間の住宅を借り上げ転貸する方法や補助制度による支援を行う等の事例があります。 

 令和 2（2020）年度に「公営住宅等長寿命化計画」の改定があります。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 一般的な市営住宅の問題として、居住者のライフスタイルが変化し、単身世帯に対して広い間取

りの住戸を供給せざるを得ない等、入居希望の世帯構成と供給できる住戸の規模があっていない

現状があります。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 市営住宅は富士見町に位置しています。 

 比較的新しい建物です。 

再生の方向性 

 「公営住宅等長寿命化計画」（令和 2（2020）年度改定）に従い、総合的かつ計画的な管理を進め

ます。 

 低額所得者に対する一般世帯向け住宅の提供は、市民需要に応じて当面はサービスを継続してい

く必要がありますが、施設の大規模修繕や建替えを検討する際は、民間住宅の借り上げや家賃補

助等、供給方法の見直しについて検討します。 

 点検・補修といった建物管理を民間事業者に委託する等、積極的に民間事業者のノウハウを取り

入れ、施設整備や管理運営の効率化について検討していきます。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

市営住宅 

（1992）    

( )は、建設年度 

 

  

検討結果に基づく実施 サービス提供方法の見直しや集約化等の検討 
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（9） 環境施設 

施設分類名 ごみ・リサイクル施設 

関係所管 
資源循環部廃棄物総務課、資源循環部ごみ減量推進課、資源循環部施設課、資源

循環部秋水園施設整備課 

主なサービス 
・ごみ及び資源物の中間処理 

・ごみ減量、リサイクル活動の普及、資源の有効利用 

視点 1.サービス主体の適正化 

 市町村は、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運

搬及び処分することとし、また、ごみ減量等の市民意識の啓発と施設整備及び作業方法の改善を

図る等、能率的な運営に努めなければならないと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定めら

れています。 

 美住リサイクルショップは、市民との協働により運営されています。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 ごみの収集は、平成 26（2014）年 10 月から全品目を戸別収集しており、市民サービスの向上や

高齢化社会への対応が一定図られています。 

 周辺環境や作業環境に配慮したリサイクルセンターが平成 26（2014）年 6 月に完成し、処理の分

散化やさらなる資源化の推進も図られています。 

 ごみ焼却施設は、平成 22（2010）年度、23（2011）年度に延命化工事を実施しました。 

 新たなごみ焼却施設の今後の整備に向けた取組として、令和元（2019）年度に、東村山市ごみ処

理施設整備基本方針を策定しました。 

 美住リサイクルショップでは、再生家具の販売や衣料及び陶器等の引き取りや、フリーマーケッ

ト等のイベントを通じて、ごみ減量やリサイクルの啓発を行っています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 秋水園は、周辺住民の理解と協力のもと、本市のごみ処理を担っています。 

 美住リサイクルショップは、ごみの減量やリサイクルにおける、活動・啓発の拠点としての役割

を担っています。 

再生の方向性 

 リサイクルセンターは、資源化施設として安定的・継続的な機能を維持します。 

 東村山市ごみ処理施設整備基本方針を踏まえ、より具体的な内容となる東村山市ごみ焼却施設整

備基本計画を策定し、令和 10（2028）年度中の稼働を目標に、新たな焼却施設整備の取組を進め

ます。 

 新たなごみ焼却施設の整備にあたっては、PFI 等の公民連携手法について検討します。 

 美住リサイクルショップは、市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、公共施設再生の取組方策

適用の方向性を踏まえ、市民等含めた中で、今後のサービス内容等を検討します。 
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【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

秋水園管理棟 

（2015）    

秋水園リサイクルセン

ター 

（2014） 

   

秋水園ごみ焼却施設 

（1981） 

 

  

美住リサイクルショッ

プ 

（1998） 

   

( )は、建設年度 

 

  

新施設

の稼働 
基本計画に基づき施設更新 

基本計画

策定 

計画的な修繕による適正な維持管理の実施 

計画的な維持管理等の実施 

検討結果に基づく実施 サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

計画的な維持管理等の実施 
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（10） 下水道施設 

施設分類名 下水道施設（ポンプ施設） 

関係所管 まちづくり部下水道課 

主なサービス 
・住宅から排出される汚水・雑排水をポンプアップにより圧送し、排水を円滑にす

る 

視点 1.サービス主体の適正化 

 下水道法では、公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものと定め

られています。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 秋津汚水中継ポンプ場は、その役割を終えており、現在は資器材置場として活用されています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 下水道施設のポンプ場は、宮前ポンプ場と秋津汚水中継ポンプ場（現在機能廃止）があります。 

再生の方向性 

 宮前ポンプ場については、基本的に下水道の位置が変わらない限り自然流下に変えることはでき

ないため、今後も適切な維持管理により、ポンプによる汚水・雑排水の圧送機能を維持していき

ます。 

 秋津汚水中継ポンプ場（現在機能廃止）については、建設後 40 年程度が経過し、役割を終えてい

ることから、除却等の方向性を検討します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

宮前ポンプ場 

（1984） 
   

秋津汚水中継ポンプ場 

（1981） 
   

( )は、建設年度 

 

  

計画的な維持管理等の実施 

検討結果に基づく実施 除却等の方向性の検討 
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（11） 消防施設 

施設分類名 消防団詰所 

関係所管 環境安全部防災安全課 

主なサービス 

・地域防災の活動拠点 

・消防団のポンプ車51､可搬ポンプ52、消火ホース、防火衣、その他必要な資機材

の格納 

視点 1.サービス主体の適正化 

 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有し、消防の管理、消防団

の設置等を、条例で定めることが消防組織法で義務付けられています。 

 消防のための資機材や備品等は、緊急時に備え市町村が適正に管理していく必要があります。 

視点 2.サービス水準の適正化 

 地域交流施設に併設している消防団詰所もありますが、消防団活動との動線が重ならない等の安

全面の配慮を行っています。 

視点 3.サービス配置の適正化 

 東村山市消防団に関する条例において、消防団の管轄区域は市内の全域とされています。 

 消防団詰所の土地は借地が多く、そのままの場所で建替え等を検討する場合には、地権者の理解

や了承を得る必要があります。 

再生の方向性 

 市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の公共施設再生の取組

方策適用の方向性を検討します。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化等を検討します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

消防団第 1 分団 

（2007） 
   

消防団第 2 分団 

（2009） 
 

 
 

消防団第 3 分団 

（2004） 

 
  

消防団第 4 分団 

（2003） 

 
  

消防団第 5 分団 

（2013） 
 

  

消防団第6分団(栄町ふ

れあいセンター内) 

（2009） 

 
  

消防団第 7 分団 

（2009） 

 
  

( )は、建設年度 

◆ は、都営住宅内に設置されている施設 

                                                   
51 消防車の中でも代表的なもので、高性能のポンプと高出力のエンジンを搭載し、一般の火災防御、消火において主力

として活躍する車両。 
52 人力で搬送できる大きさの消防用ポンプ。ポンプ・ホース・内燃機関を備えており、防火水槽などから揚水し、圧力

をかけて放水する可搬式ポンプ。 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

計画的な維持管理等の実施 

学校施設との複合化等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

学校施設との複合化等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

学校施設との複合化等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

学校施設との複合化等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

学校施設との複合化等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

学校施設との複合化等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

学校施設との複合化等の検討 
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（12） その他施設 

 

施設分類名 
その他（市営賃貸工場アパート、東村山市白州山の家、サンパルネ（産業・観光案

内コーナー、健康増進施設）、駐輪場、公園施設等（管理事務所、便所）） 

関係所管 

地域創生部産業振興課、教育部社会教育課、健康福祉部健康増進課、まちづくり部

道路河川課、環境安全部地域安全課、地域創生部市民スポーツ課、まちづくり部み

どりと公園課 

再生の方向性 

 市民ニーズや社会状況の変化等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の公共施設再生の取組

方策適用の方向性を検討します。 

 大規模修繕や建替えの際は、学校施設との複合化等を検討します。 

  

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

市営賃貸工場アパート

◆ 

（1997） 

 
 

 

東村山市白州山の家 

（1999） 

 

 
 

 

久米川駅南口トイレ 

（1994） 

 

   

東村山駅東口トイレ 

（1993） 
   

サンパルネ 

（2009）    

駐輪場 

 
   

公園施設等（管理事務

所、便所） 
   

( )は、建設年度 

◆ は、都営住宅内に設置されている施設 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

検討結果に基づく実施 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

計画的な維持管理等の実施 

計画的な維持管理等の実施 

計画的な維持管理等の実施 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

計画的な維持管理等の実施 

計画的な維持管理等の実施 

計画的な維持管理等の実施 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 

サービス提供方法の見直しや廃止等の検討 
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Ⅲ  
 

公共施設再生計画（インフラ施設）では、インフラ施設に関する基本理念、基本方針や、

それに基づく取組方策とその事例のほか、第 2フェーズ期間における再生の方向性等の内容を

整理します。 

 

 

 

 

  

公共施設再生計画（インフラ施設） 
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1 
（1） 基本理念 

インフラ施設は、市民が安全で安心な生活を送る上で最低限必要な社会基盤として、今後

も適切に維持管理する必要があります。一方で、老朽化するインフラ施設を維持し続けるた

めには、コストの縮減や適切な維持管理の実施が必要です。 

そのため、本市は、 

「将来にわたり、市民が安全で安心な生活を送れるよう、適切な維持管理を実施する」 

を公共施設再生計画（インフラ施設）の基本理念（コンセプト）として掲げ、あらゆる知

恵を絞って課題の解決に取り組みます。 

 

（2） 基本方針 

基本理念の実現のために、以下の 3つの基本方針を掲げ、インフラ施設の適切な維持管理を

進めていきます。 

 

 
  

方針１ 方針３ 方針２ 

施設のあり方の見直しや 
計画的な保全により、 
安全・安心を確保する 

 

公民連携等により、 
効果的・効率的な 
管理運営を実施する 

 
適切な維持管理を実施する 
ための体制を強化する 

基本理念 

①劣化状況に応じた安全対策の実施 
②既存施設の耐震化 
③施設のあり方や対策の優先順位の

検討 
④施設の廃止や、撤去等の検討 
⑤長期的な視点に立った計画的な保

全の推進 
⑥長期的・計画的な保全の実効性を

確保するための仕組みの検討 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進 

①民間事業者等との連携による新た
な事業手法等の検討 

②市民等との協働による維持管理の

推進 
③維持管理の効率化の検討 
④新たな財源確保・資金調達の仕組

みの検討 

①点検・診断等の各施設における統一
基準の見直し 

②日常的な維持管理体制の強化 

③情報の一元的管理・利活用 
④近隣自治体と連携した広域的な維持

管理の検討 

将来にわたり、市民が安全で安心な生活を送れるよう、適切な維持管理を実施する 

３
つ
の
基
本
方
針 

公共施設再生計画（インフラ施設）の
考え方 

取

組

方

策 
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基本方針１ 施設のあり方の見直しや計画的な保全により、安全・安心を確保する 

本市のインフラ施設は高度経済成長期に整備されてきたものが多いため、近い将来本格的な更

新時期を迎え、多額の費用が必要となります。 

また、インフラ施設はハコモノ施設と異なり、施設保有量を大きく減らしていくことは困難な

施設であることから、安全性を確保するためには、更新までの期間についても多額の修繕費が必

要となります。 

このようなことを踏まえ、今後は、施設の安全・安心の確保に向けて適切な対策を講じていく

とともに、計画的な保全や効果的な維持管理手法により、インフラ施設の長寿命化や予算の平準

化に努めていきます。 
 

＜取組方策＞ 

①劣化状況に応じた安全対策の実施 

各施設の点検結果から、劣化が著しく修繕が必要と判断された施設については、早急に修繕及

び更新の計画を立案し、財政状況を踏まえながら必要な対策を実施していきます。 
 

②既存施設の耐震化 

耐震化が済んでいない橋りょうや下水道については、修繕・更新の必要性が高い施設を把握し、

順次、耐震化対策を実施します。 
 

③施設のあり方や対策の優先順位の検討 

今後、インフラ施設の維持管理に充てられる財源の確保は一層厳しくなることが予測されるた

め、社会情勢や市民ニーズの変化を踏まえて施設のあり方を見直し、市民の生活を確保するため

に対策を実施すべき箇所を適切に見極め、対策の優先順位について検討していきます。 
 

④施設の廃止や撤去等の検討 

老朽化による劣化が著しく、市民や利用者の安全が危ぶまれる施設のうち、将来的に需要が見

込まれない施設や設置目的が希薄となった施設については、廃止や撤去等についても検討してい

きます。 
 

⑤長期的な視点に立った計画的な保全の推進 

点検結果を踏まえ、今後到来する修繕・更新時期を想定しながら、劣化の進行による新たな不

具合の発生も考慮した予防保全の考えを前提に、長期的な視点に立った長寿命化や修繕のあり方

を各施設において検討し、対策を実施します。 
 

⑥長期的・計画的な保全の実効性を確保するための仕組みの検討 

長期的・計画的な保全の実効性を確保するために、インフラ施設ごとに予算制約の中で最適化

を図るだけでなく、公共施設全体の状況を踏まえた予算配分の適正化を図ります。また、基金等

により長期的な視点で財源確保を図る等、予算確保のあり方を見直します。 
 

⑦ユニバーサルデザイン化の推進 

インフラ施設は、市民の安全・安心な暮らしを支える基盤であるため、多様な利用者特性に配

慮しながら、誰もが利用しやすい施設となるようユニバーサルデザイン化を推進します。 
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基本方針２ 適切な維持管理を実施するための体制を強化する 

計画的な保全を実施するためには、問題が発生してから対応するといった従来の対症療法によ

る事後保全的な考えから、問題が起こりそうな箇所を予測して未然に防ぐ、予防保全的な考えへ

と、施設の特性に応じて維持管理手法を切り替えていくことが求められます。 

そのため、これまでの点検結果を踏まえて、基準等の見直しや維持管理体制、情報の共有化等、

インフラ施設を適切に維持管理していくための、統一的な考え方や仕組みの構築に全庁的に取り

組み、強化していきます。 

＜取組方策＞ 

①点検・診断等の各施設における統一基準の見直し 

インフラ施設については、国によって定められた点検等の指針が示されていますが、全国的な

インフラ施設の更新需要によって、今後これらの指針等が見直されていくことも考えられます。 

国による指針等の改訂や、本市の点検結果等を踏まえ、各施設の基準等を見直すとともに、適

切な点検・対策手法の検討やガイドライン等による技術基準の明確化等、効果的な維持管理を行

う手法についても継続的に検討していきます。 
 

②日常的な維持管理体制の強化 

各施設の維持管理や劣化の状況について把握するために、定期的な点検を実施することはもと

より、異常の早期発見のためのパトロール等、日常的な維持管理の体制や、緊急時に即時に情報

共有し、担当所管を超えて全庁的な視点で意思決定できる連絡・調整体制の構築を図ります。 
 

③情報の一元的管理・利活用 

今後、インフラ施設を適切に管理運営していくために、各施設台帳を基本として、点検結果や

修繕履歴等の基礎情報を一元管理する基本的なデータベースを構築していきます。 

また、データベースは、維持管理・運営の様々な場面で得られる情報等も含めて利活用し、維

持管理の効率化やサービス提供の高質化を図ります。 
 

④近隣自治体と連携した広域的な維持管理の検討 

道路や下水道等のインフラ施設は、施設特性から近隣自治体にも影響が及ぶことから、近隣自

治体との連携による広域的な維持管理の可能性についても検討していきます。 
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基本方針３ 公民連携等により、効果的・効率的な管理運営を実施する 

少子高齢化の進展等、社会・経済環境の大きな変化が予想される中、インフラ施設の維持・更

新にかかる多額の費用をどのように確保していくかは大きな課題であり、従来の行政主導による

維持管理手法だけでは、今後、財源の確保は一層厳しくなると考えられます。 

そのため、民間事業者との連携や市民との協働等も含め、コスト縮減や財源の確保、質の向上

につながるあらゆる手法を検討し、効果的・効率的な管理運営を実施していきます。 
 

＜取組方策＞ 

①民間事業者等との連携による新たな事業手法等の検討 

指定管理者制度、包括的民間委託、設計施工一括発注方式53、公共施設等運営権制度（コンセッ

ション方式）等、民間事業者等との連携による新たな事業手法の導入の可能性について検討しま

す。 
 

②市民等との協働による維持管理の推進 

現在実施している公園施設に加え、その他のインフラ施設についても、市民等との協働による

維持管理の取組を検討します。 

 

③維持管理の効率化の検討 

施設にかかる光熱水費、日常的な維持管理や清掃等、維持管理手法を見直し、施設の省エネル

ギー化（照明の LED 化等）や IT 化への取組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。 

 

④新たな財源確保・資金調達の仕組みの検討 

税収や市債発行に頼らずにインフラ施設にかけられるお金を賄うという視点で、新たな財源確

保（ネーミングライツの売却、広告スペースの販売等）や資金調達（資産の証券化、ファンドの

活用、目的債の発行等）の仕組みについて検討します。 

  

                                                   
53 従来は、各業務において、点検、設計、施工など別々に発注していた維持管理業務を受注者が点検から工事までを一

体的に行い、発注者の調整負担の軽減や工期短縮を図る方式。 
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（3） インフラ施設の再生に関する取組方策の事例 

①施設の長寿命化 

不具合や機能低下が生じた時点で修繕工事により機能回復を図り、これを繰り返して、最

終的には更新するという従来の維持管理の流れに対し、計画的・予防保全的に修繕を行うこ

とにより長寿命化を図ることで、将来の修繕や更新需要のピークを分散化し、費用の平準化

を目指す取組です。 

 

 
出典：釧路市公共施設等保全計画 

 

②維持管理の広域化 

従来は各地方自治体で保有し、維持管理してき

たインフラ施設について、近隣自治体が共同で管

理運営することで、各自治体の負担を軽減する取

組です。 
 
 
 
 
 

出典：「下水道行政の最近の取り組みについて」（国土交通省） 
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③委託・指定管理者制度 

効率的な運営及び市民サービスの向上を実現するためには、委託や指定管理者制度の導入

により、民間事業者等の技術やノウハウを上手く活用していくことも検討する必要がありま

す。 

管理運営の自主性を認め、民間事業者等が技術やノウハウを最大限に発揮できるよう工夫

することで、市民サービスの向上や市民ニーズへの効果的な対応や施設管理の効率化等を期

待することができます。 

■参考事例 

西東京市では、利用者サービスの向上と経費の節減を図るため、西武池袋線ひばりケ丘駅南側、西

東京いこいの森公園を中心とする一定の区域にある大小様々な約 50の公園を一括して対象とした指

定管理者制度を導入しています。民間活力を最大限に活用するために、民間の柔軟な発想・企画力

を活かせる仕組みづくりを行うとともに、営利事業の実施も可能としています。また、指定管理者

による市民協働事業の積極的な推進を目指し、市民協働担当を配置しています。 

指定管理者の創意工夫のもと、機材を一式公園側で提供

する「手ぶらバーベキュー」、ボランティアとの協働によ

り子どもの冒険遊び場を提供する「プレイパーク」、歩き

始めた子どもたちが自然に触れ合い親子一緒に遊ぶ「ネ

イチャーキッズ」等の自主事業が展開されています。 

出典：西東京市ホームページ 

西東京いこいの森公園ホームページ 

 

④包括的民間委託 

従来は施設所管ごとにタテ割りで管理してきた個々の公共施設を、専門職員や民間事業者

が包括的に管理し、管理業務の効率化による経費の削減や、統一された考え方による適切な

維持保全を行う維持管理手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：府中市ホームページ 「『けやき並木通り周辺地区道路等包括管理事業」について」説明会資料 

対象とするインフラ 作業の内容 

■道路（市道）・里道 
道路巡回、事故・災害対応 

路面、側溝の清掃、簡単な舗装補修 

■ペデストリアンデッキ 
道路巡回、事故・災害対応 

橋面の清掃、橋りょう点検 

■案内標識（市の標識） 

■カーブミラー 

道路巡回、事故・災害対応 

施設点検・簡単な補修 

■街路樹（けやき並木） 
道路巡回、事故・災害対応 

除草、剪定、害虫駆除 

■街路樹（市道） 
道路巡回、事故・災害対応 

点検・電球交換 

【従来の委託方法】 

【施行する委託方法】 

造園会社 

建設会社 

清掃会社 

ＪＶなどの企業グループ 

（市） 

（市） 

案件を作業内容ごとに委託 

限定した作業をまとめて委託 
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⑤設計施工一括発注方式（DBO方式） 

これまで各業務において、点検、設

計、施工等別々に業務発注していた維持

管理を、受注者が点検から工事までを一

体的に行うことで、発注者の調整負担の

軽減や工期短縮を図る取組です。 
 

⑥公共施設等運営権制度（コンセッシ

ョン方式） 

施設の所有権を市に残したまま、運営を

特別目的会社54として設立される民間事業

者が行う方式です。 

特別目的会社（民間事業者）は、公共施

設やインフラ施設の利用者等からの利用料

金を直接受け取り、運営にかかる費用を回

収する「独立採算型55」で事業を行うこと

となります。 

特別目的会社（民間事業者）が収入と費

用に対して責任を持つため、利用者の数を

増やすことによる収入の増加や、経営の効

率化による運営費用の削減といった創意工

夫をすることで、事業の利益率を向上させ

ることが可能となります。 

 

 

                                                   
54 ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。PFI では、公募提案する共同企業体（コンソーシアム）

が、新会社を設立して、建設・運営・管理にあたることが多い。 
55 事業者（ここでは運営権を付与された特別目的会社）が独立して自己の収支で採算をとるように経営させる方式。 

地方自治体 
（発注者） 

特別目的会社 

（民間事業者） 
（ＳＰＣ） 

委託先 
（運営・維持管理、 

 設計・建設会社） 

出資者 

金融機関 

施設利用者 
（市民、企業） 

許認可・ 

運営権付与 
運営権 

対価支払 

支払 

サービス 

提供 

配当 

出資 

元利返済 

融資 

サービス 

提供 

利用料金 

支払 

地方自治体 
（発注者） 

設計 
（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等） 

施工 
（建設会社等） 

維持管理 
（管理会社等） 

設計・施工分離発注方式 

（従来型） 
地方自治体 
（発注者） 

設計・施工一括発注方式 
（DBO 型） 

設計＋施工＋維持管理 
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⑦公募設置管理制度（Park-PFI） 

飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設

から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公

園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する制度です。 

都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の

質の向上、公園利用者の利便の向上を図る新たな整備・管理手法です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「都市公園の質の向上に向けた Park-PFI 活用ガイドライン」（国土交通省） 

 

⑧道路占用制度 

道路上に電柱や公衆電話を設置する等、道路に一定の物件や施設等を設置し、継続して道

路を使用することを「道路の占用」といいます。道路を占用しようとする場合には、道路を

管理している「道路管理者」の許可が必要となります。 

国においては、道路空間を活用した路上イベントの実施やオープンカフェの設置等、地域

の活性化や都市におけるにぎわいの創出に寄与し、民間のビジネスチャンスにもつながる道

路占用については、道路管理者としても支援していくべきであると考えられており、道路占

用許可の弾力的な運用が図られています。 

 

⑨道路協力団体制度 

道路協力団体制度は、道路空間を利活用する民間団体と道路管理者が連携して道路の管理

の一層の充実を図る目的で、平成 28（2016）年の道路法改正により創設された制度です。 

道路管理者と連携して業務を行う団体として法令上位置づけることにより、自発的な業務

への取組を促進し、地域の実情に応じた道路管理の充実を図ろうとするものです。 

道路協力団体に指定されると、業務を行うにあたり、道路占用が必要な場合の手続きが円

滑・柔軟化されるほか、道路空間を活用した収益活動が可能となり、その収益は道路の管理

に還元されます。 
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2 
前項までに整理した基本理念・基本方針を踏まえ、施設分類別の再生の方向性を以下に示

します。 

（1） 道路（舗装） 

関係所管 まちづくり部 道路河川課 

現状や課題に関する基本認識 

 市が管理している道路は、管理総延長は約 278.2km となっています。 

 平成 25（2013）年度に実施した道路診断調査の結果、幹線道路については、国の修繕基準である

「ひび割れ率 40％もしくは、わだち掘れ量 40mm」を超える要修繕区間が約 1.6km（幹線道路の延長

の約 3％）となっています。また、生活道路については、ひび割れ、段差、穴、わだち掘れ、平た

ん性の 5 項目の損傷評価が重度と判定された要修繕区間が約 25.6km（生活道路の延長の約 11％）

となっています。 

 道路舗装は、他の構造物に比べ更新スパンが短く、設計上の耐用年数も 10 年程度といわれていま

す。そのため、定期的な点検や道路パトロール等により、こまめに損傷状態を把握し、適切な補修

等の措置を講じていく必要があります。 

 道路舗装は、長期的な劣化予測は精度が低いこと等から、市民の安全や快適な道路の通行を維持し

ていくために、補修・修繕計画を立案する際は、10年間程度の短中期的な目標を立てるのが適当と

考えられます。 

再生の方向性 

 幹線道路と生活道路における舗装劣化の調査結果を踏まえ、劣化･損傷の程度が大きい区間を優先

的に補修を実施していきます。 

 劣化・損傷の程度を優先度の基本としますが、水道やガス等の道路占用企業者による工事内容や時

期と調整を図りながら、効果的な補修工事も実施していきます。 

 今後も、国の指針等に沿って 5 年に 1 回を目処に定期点検を実施し、点検結果や補修履歴等を継続

的に蓄積することで、維持管理業務の効率化を図る有効なデータ管理手法を構築し、予防保全の考

えのもと施設の長寿命化を前提に計画的な補修、更新を実施していきます。 

 日常点検や道路パトロールによって、舗装の損傷のほか、道路施設（照明、標識等の道路付属施

設）の異常の有無等、危険箇所の早期発見に努め、交通に支障を及ぼさないように対応していきま

す。 

 効果的・効率的な点検・修繕、維持管理の実施に向け、包括的民間委託等の公民連携や市民協働に

よる取組を検討します。 

 駅前広場の再整備等にあわせ、道路空間や歩道の、多用途での利用可能性を検討します。 

 道路の危険箇所等の通報への対応の迅速化や効率化のため、コールセンター機能の外部化等の導入

を進めます。 
 

 

 

  

第２フェーズ期間における施設分類別
の再生の方向性 
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【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

道路（舗装） 

 

 

 

  

効果的・効率的な点検・修繕、維持管理の実施に

向けた、包括的民間委託等の取組検討 

道路空間や歩道の、多用途での利用可能性の検

討 

コールセンター機能の外部化による業務効率化の

可能性検討 
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（2） 橋りょう 

関係所管 まちづくり部 道路河川課 

現状や課題に関する基本認識 

 市では 107 橋（令和元（2019）年度末現在）の橋りょう（横断歩道橋含む）を管理しています。 

 建設後 50 年以上を経過した橋りょうの割合は、平成 25（2013）年には 23％だったのが、令和 5

（2023）年には 38％、令和 15（2033）年には 58％、令和 25（2043）年には 75％と、今後急速に高

齢化することが明らかとなっています。これらの影響により、修繕（補修）や更新（架替え）によ

る財政負担が大きくなることが懸念されます。 

 平成 29（2017）年度～平成 30（2018）年度にかけて実施した橋りょう点検の結果、即座に対策が

必要な健全度Ⅳの橋りょうが 2橋、早期に措置（修繕）が必要である健全度Ⅲの橋りょうが 13橋存

在しています。今後、これらの橋りょうの損傷に対する修繕（補修）や更新（架替え）工事を実施

していきます。 

再生の方向性 

 日常の道路パトロールに加え、定期的な橋りょう点検（橋りょう：5 年に 1 回、ボックスカルバー

ト：10 年に 1 回）を実施し、橋りょうの状態の把握、損傷の早期発見に努めていきます。 

 「東村山市橋梁長寿命化修繕計画」に従って、予防保全の考え方に基づいて、適切な維持管理を進

め、長寿命化を図っていきます。 

 耐震化が必要なJR武蔵野線にかかる跨線道路橋については、今後も順次耐震化を進めていきます。 

 修繕（補修）や更新（架替え）のほか、利用状況を踏まえ、集約化・撤去等も検討していきます。 

 維持管理の効率化に向け、点検から計画、補修、設計に至るまでの内容を包括的に委託する取組

（設計施工一括発注方式）についても検討していきます。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

橋りょう 

 

 

 

 

定期的な橋りょう点検による、橋りょうの状態の

把握、損傷の早期発見 

予防保全の考え方に基づく適切な維持管理による

施設の長寿命化 

設計施工一括発注方式等の維持管理効率化の手法

の検討 

集約化・撤去等の検討 
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（3） 公園 

関係所管 まちづくり部 みどりと公園課 

現状や課題に関する基本認識 

 市立公園として 166 か所、243,748 ㎡を管理しています。 

 公園施設については、周辺環境の変化も進んでいることから、公園のあり方を見直すことも必要と

なります。 

 市立公園の多くは、供用開始後 30 年が経過していることから、建築物（管理施設や工作物）や遊

具等の劣化が進行し、施設利用者の安全対策が課題となっています。 

 今後、遊具の破損状況によっては重大な事故を引き起こす可能性があることから、適切な施設点検

や、計画的な維持補修等の管理を行っていく必要があります。 

 遊具については、国において「公園施設の安全点検に係る指針(案)」（平成 27（2015）年 4 月）が

示されています。 

 市内の一部公園においては、公園・緑地ボランティア制度や地域団体との協定等により、市民に低

木剪定、草刈り、清掃等についてご協力いただいています。 

再生の方向性 

 公園における市・市民・民間事業者等の連携や役割分担のあり方を検討します。 

 公民連携や、市民協働等による、地域拠点としての機能の付加や、公園の収益活用を視野に、さら

なるサービス向上に向け、指定管理者制度等も含めた新たな維持管理・運営手法を導入します。 

 スポーツ施設等の他サービスとの、横断的な連携・活用を検討します。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

公園施設 

 

 

 

 

包括的な民

間委託検討 

他サービスとの横断的な連携を検討 

検討結果に基づく方策の実施 
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（4） 下水道 

関係所管 まちづくり部 下水道課 

現状や課題に関する基本認識 

 下水道の管きょ（汚水）の整備延長は約 402km となっています。 

 市内には下水道整備が完了して期間が経った現在でも下水道へ未接続となっている家庭、事業所が

あります。 

 本市の下水道は、昭和 50 （1975）年から 20 年間で集中的に整備を進めてきたことから、敷設後

30 年以上経過している管きょが約 195km となっており、管きょの老朽化に伴う道路陥没等の増加

が懸念されます。 

 本市の下水道管（汚水）については、平成 7 （1995）年度に概ね整備が完了していますが、耐震診

断を実施し、下水道施設の耐震設計基準に相当する耐震性があることが確認できています。 

 改正下水道法（平成 27（2015）年 11 月施行）により、点検、清掃、修繕等の維持管理水準の検討

や適切な維持管理体制の構築が求められています。 

再生の方向性 

 今後も下水道への接続率 100％を目指して、継続的な接続促進に向けて取り組んでいきます。 

 継続的、定期的に管きょ内の点検調査を行い、老朽化対策時にあわせて耐震化を図る等、効率的な

対策を実施していきます。 

 緊急輸送道路56に埋設している管きょや避難所に通じる管きょ等、重要度、緊急度の高い施設から

優先的に耐震化を進め、「防災」、「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を進めていきます。 

 膨大な施設の更新時期を平準化させるため、施設の長寿命化を念頭においた計画的な更新や適切な

維持管理を検討し実施していきます。 

 点検や清掃及び修繕等の維持管理については、下水道ストックマネジメント計画に反映していきま

す。 

 下水道業務については、近隣自治体との広域化の検討も考えられるため、維持管理業務の担い手や

受益者等の観点も踏まえながら、可能性を検討していきます。 

 

【個別施設のロードマップ】 

施設名 
第 2フェーズ 

2031～ 
2021～2025 2026～2030 

下水道 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
56 地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うため、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と都道

府県知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道路。 

継続的、定期的な点検調査による効率的な老朽化

対策の実施 

長寿命化を念頭に置いた計画的な維持管理・更

新 

サービス提供の共同化、広域化等の検討 


