第二部 公共施設再生計画の位置づけと考え方
１. 公共施設再生計画の位置づけ
（1） 公共施設再生計画の位置づけ
市の最上位計画である総合計画及び行財政改革大綱に基づき平成 25 年度に策定した公共施設
再生計画基本方針は、市が行う公共施設（ハコモノ）の再生（大規模修繕、建替え、再編・再
配置等）に関する基本的な指針として位置づけられています。
公共施設再生計画基本計画は、公共施設再生計画基本方針に基づく公共施設の再生に向けた
取り組みを着実に推進するために、取り組みの進め方や中長期的な方向性等を示す計画として
位置づけます。
公共施設再生計画（基本方針及び基本計画）は、実効性を確保するため、総合計画及び行財
政改革大綱と相互に連動させるとともに、他の分野別計画とも整合を図るものとします。
なお、すでに策定済みの計画に基づいて行う事業についても、公共施設再生計画の考え方を
踏まえ、可能な限り整合を図るものとします。

総合計画

行財政改革大綱

分野別計画
公共施設再生計画
分野別計画

基本方針

分野別計画

基本計画

…

公共施設（ハコモノ）の再生

11

（2） 対象施設
本計画では、公共サービスを提供する場として市が保有または借り上げている建築物を対
象とします。

対象となる公共施設の分類
大分類

中分類

行政施設

庁舎・事務所等、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、障害者支援施設、その他福祉施設

子育て支援施設

保育所、児童館、児童クラブ・育成室、子育てひろば等

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

消防施設

消防団詰所

その他

公園管理事務所等、公園便所、駐輪場、その他施設
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（3） 計画期間
公共施設の効率的・効果的な管理と持続可能な運営を実現するためには、総合計画や行財政改
革大綱と連携を図りながら本市が保有する公共施設の更新のタイミングを考慮し、中長期的な視
点で考える必要があることから、計画の期間は、平成 27 年度から平成 42 年度の 16 年間とします。
また、16 年間のうち、公共施設再生計画基本計画が策定されるまでの平成 27 年度までをスタ
ートアップ期間、第 4 次総合計画及び第 4 次行財政改革大綱の計画期間である平成 28 年度から平
成 32 年度を第 1 フェーズ、それ以降の平成 42 年度までを第 2 フェーズとします。
なお、第 1 フェーズの終了する平成 32 年度までに本計画の見直しを行い、施設の更新が本格化
する第 2 フェーズに向けて、公共施設の再生を促進する取り組みを展開していきます。
年度
公共施設
再生計画

H24

H25

H26

H27

スタートアップ期間
白書
作成

方針
策定

H28

・・・・・

H32

第 1 フェーズ
白書
更新

基本計画策定

第 4 次総合計画

H33

・・・・・・・・・・

第 2 フェーズ
基本
計画
改定

次期総合計画･･･

総合計画
前期基本計画

後期基本計画

第 4 次行財政改革大綱

次期基本計画

次期行財政改革大綱･･･

行財政
改革大綱
前期基本方針

後期基本方針

次期基本方針

※次期総合計画及び行財政改革大綱の計画期間については、それぞれの計画の策定時に確定予定。
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H42

２. 公共施設再生計画の考え方
（1） 理念と方針
公共施設再生計画基本計画の前提となる、本市の公共施設再生計画の基本理念及び 4 つの
基本方針について、『東村山市公共施設再生計画基本方針』（平成 26 年 3 月）より抜粋し、
以下に再掲します。
（ア） 基本理念
本市の公共施設を取り巻く現状と課題で明らかとなった「公共施設の更新問題」に対して何
の対策も取らずに放置すると、老朽化した建物はその機能を失い、公共サービスも提供するこ
とができなくなります。最悪の場合、天井の落下や建物の倒壊等、人命にかかわる事故が起こ
る可能性もあります。
だからといって、建物の大規模修繕や建替えに不足する費用を、身の丈を超えた無理な借金
で賄い、今ある公共施設の全てを今まで通りに維持しようとすると、借金返済の負担が重くの
しかかり、私たちの子どもや孫たちの世代に大きな「ツケ」を残すことになってしまいます。
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。

（イ） 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、公共施設の再生に向けた取り組み
を進めていくこととします。
基本理念
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

４
つ
の
基
本
方
針

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、
効率的・効果的な
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

①
②

取
り
組
み
方
策

③
④

サービスの適正化の検
討
複合化・多機能化の検
討
再編・再配置の検討
適正な施設保有量の
精査

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

利用促進の検討
管理運営の効率化の
検討
外部委託等の検討
新たな事業手法等の
検討
新たな財源確保・資金
調達の仕組みの検討
受益者負担と税による
負担の適正化の検討
低未利用建物・土地の
活用の検討
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①
②

③
④

既存建物の耐震性・機
能性の検証
施設全体として効果的
な維持管理を行う手法
の検討
長期保全計画の検討
長期保全計画の実現
性を確保するための仕
組みの検討

①
②
③

組織・人員体制の構築
情報の一元的管理
全庁的な資産マネジメン
トの方針の検討

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
公共施設は「ハコモノ」といわれますが、必ずしも「ハコ（建物）」がなくてはサービスがで
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、「ハコ」
に依存せずに機能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行っ
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
制約を踏まえた適正な施設保有量を維持しつつ、市民のニーズや社会環境の変化に対応した公共
施設に再編します。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
利便性の向上等により公共施設の価値を高めるという観点も重視します。
＜取り組み方策＞
①サービスの適正化の検討
市民意見や利用実態を踏まえ、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・多機能化の検討
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合
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数量を精査する
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
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基本方針２ 公共施設を最大限に活用するため、効率的・効果的な管理運営を実施する
本市には延床面積の合計で約 25 万 3,000 ㎡の公共施設（ハコモノ）があり、その運営や維持管
理にかかる費用は年間約 90 億円で、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維持管理コストが高い施設もあり、資産である公共施設を十
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、効率的・効果的な管理運営を実施していきます。
＜取り組み方策＞
①利用促進の検討
各施設における提供サービスや利用実態、対象圏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、管理運営の方法
を見直し、無駄のない効率的な事業実施手法を検討します。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。
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
指定管理者制度の適用やボランティア等による公共施設の管理運営を含め、事業手法を改善す
る施策について検討します。
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
公共サービスの事業運営手法や施設整備について、PFI／PPP 等民間等を活用した事業手法を
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公共施設の配置状況や市場性を踏まえ、民間活用や広域的
な施設利用連携等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
ⅲ）PFI／PPP 等民間を活用した事業手法を検討する
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公共施設にかけられるお金を増やしていくという視点で、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
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ドの活用、目的債の発行等）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
施設利用料金の見直しについては、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適正化に向けた検討を行っていますが、今後も引き続き、社会経済情勢の変
化を捉えて、適宜、利用の実態等に照らして現状の料金等による利用者負担のあり方を検証し、
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図られていない建物・土地については、まず行政需要による活用方法がな
いか検討し、利活用が難しい場合は、地域住民や民間企業等による活用方法の可能性を調査した
上で、民間への賃貸や売却等を実施します。
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）遊休資産となった場合の民間活用方法（賃貸、売却等）を検討する
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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
市の所有する公共施設（ハコモノ）は 6 割以上が建設後 30 年以上経過し、老朽化が進んでいる
なか、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た
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になりますが、建物の安
全性を確保するためには、それまでの期間についても多額の修繕費が必要になります。
このようなことを踏まえ、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。
＜取り組み方策＞
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、市が保有する施設全体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低減の観点から長寿命化を図る取り組みについて検討します。
ⅰ）全庁的な点検手法（ガイドライン等による技術基準の明確化）を確立する
ⅱ）長寿命化対策を検討する
③長期保全計画の検討
今後到来する建替え時期を想定しながら、老朽化の進行による新たな不具合の発生も考慮した、
長期的な視点に立った保全計画を検討します。
ⅰ）施設全体の長期保全計画を検討する
ⅱ）個別施設の保全計画を検討する
ⅲ）計画の見直しを含む継続的な保全を実施する
④長期保全計画の実現性を確保するための仕組みの検討
長期保全計画の実現性を確保するために、施設分類ごとに予算制約の中で最適化を図るだけで
なく、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。
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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
これまでの公共施設は、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）と機能を切り離し、市民
のニーズや社会環境の変化に応じた適正な建物と機能の組合せを検討し、公共施設を再編してい
くことが求められます。そのためには、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越えた全庁統一的な考えのもと、組織体制や情報の管理体制等、公共
施設全体の最適化を進めるための仕組みを構築していきます。
＜取り組み方策＞
①組織・人員体制の構築
公共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
防保全を全市的な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
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。
近年、総務省主導のもと地方公会計制度が改革され、公共施設をはじめとする市の保有資産管
理に必要な台帳整備（資産価値、行政コスト、資産状態）のあり方が変わる可能性があります。
そのため、データベースの構築に際しては、公会計の動向についても視野に入れて、データの共
有を念頭に取り組みを進めます。
③全庁的な資産マネジメントの方針の検討
道路や橋りょう、下水道等のインフラ資産も含めた保有資産全体としての将来コストを把握し、
市全体としての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く
と同時に、適正な公共施設資産管理が促進できるシステムの構築も検討します。
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（2） 公共施設再生の取り組み方策適用の考え方
基本方針で掲げた取り組み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について、市が保有する既存の建物をなるべく活かしながら再編・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、事業効率化に向けて、計画的な保全
や組織体制、情報の管理体制等、公共施設全体の最適化を進めるための仕組みについても検討し
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。

＜取り組み方策の基本パターンの例＞

視点 1.サービス提供主体の適正化の検討
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

民間事業者等へ運営を
委託することが可能

①指定管理等(委託)

政関与の必要性を検討します。
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

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

サービスが役割を
終えている

②民間へ移管

③サービス廃止

視点 2.サービス水準の適正化の検討
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。
市民ニーズ等に対し
て、サービスの質や
量は適正か

視点 3.サービス配置の適正化の検討
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

市民ニーズより
サービス量が多い

近隣に類似
サービスがある

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

④類似機能の集約化
（統廃合）

⑤建物有効活用
（他用途転用）

物性能等を整理して、適正なサービス配置を検討します。
低利用・低稼働の
建物･土地がある

サービスの提供場所は
どこが望ましいか

20

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

⑥複合化･多機能化
（または⑦移転）

⑧民間建物（賃借）

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
各視点において取り組み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、各施設の特性や実情等
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。
※市民需要の度合いは、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 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）のバランスを評価します。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。貸し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） 取り組み方策の基本パターン
前項の「公共施設再生の取り組み方策適用の考え方」で検討する方策のうち、基本的な手法
となるパターンについて以下に示します。
①指定管理等（委託）
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。
特に、指定管理者制度は従来の管理委託制度とは異なり、民間事業者や市民活動団体等を含
む様々な団体に一定の権限を与え、公の施設の管理運営に民間団体の自主性を認めることによ
り、その技術やノウハウを最大限に活用することを目的とした制度であることから、市民サー
ビスの向上や市民ニーズへの効果的な対応、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。
民間への移管を検討する際には、民間市場の状況やサービスの持続性等を十分に考慮するこ
とが必要です。
指定管理者による運営を行っている公共施設

市で管理運営を行っている公共施設

指定管理者による
サービス提供

市がサービス提供
運営等
の委託
土地や建物は市が保有
民間建物
への移転

土地や建物は市が保有
民間へ
の移管

民間の土地・建物で市が運営を
行っている公共施設

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

市がサービス提供

民間がサービス提供

民間へ
の移管
土地や建物は民間が保有

土地や建物は民間が保有
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③サービス廃止
施設を設置した当時には必要性があって開始されたサービスも、時代の経過に伴う市民のラ
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て、すでに役割を終えていると考えられるサー
ビスについては、コスト負担軽減の観点も考慮し、廃止も含めたあり方の見直しが必要です。
なお、サービスを廃止した後の建物や土地については、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（機能）が提供されており、かつ、サービスの利用が
尐なくなっている、または利用率が低く十分な活用がされていない施設は、サービスを集約化
することで、市が保有する土地・建物の資産量の適正化や、土地や建物の有効活用等を図るこ
とができます。
市内に複数ある同種の公共サービス
施設 X①
施設 Y①
施設 X①
施設 Y②

施設 Y②
施設 X②

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。

■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：立川市より提供
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⑤建物有効活用（他用途転用等）
サービスの利用が尐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
提供している公共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。
なお、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る施設へと転換されま
す。

公共施設利用者
が、民間施設も
合わせて利用

公共施設

利便性
向上

（庁舎、市営住宅等）
民間施設
（飲食店、ｽｰﾊﾟｰ、高齢
者・子育て支援施設等）

■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
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⑥複合化・多機能化
施設の配置を見直し、サービスの複合化や多機能化を行うことで、それぞれの施設ごとに用
地を確保し施設を整備する方法と比べ施設整備にかかる初期投資や維持管理にかかる費用を軽
減することができます。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
な価値が生まれ、サービスの向上も期待することができます。
複合化・多機能化施設

施設 A
施設 B

A

B

C

D

施設 D
施設 C

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。

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。
【複合化】

【多機能化】

共用部分

共用部分

平面
A 施設

A 施設
または
B 施設

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
B 施設
共用
立面
共用

A 施設または B 施設
A 施設
A 施設

共用

A 施設
または B 施設

共用

A 施設
または B 施設

■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さ
れた事例です。
出典：市川市ホームページ
出典：市川市ホームページ
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⑦移転（新設）
市が保有する資産には、公共施設等の建物以外にも公共用地としての土地があります。また、
公共施設の再生を進める上で、再編・再配置等によって建物が廃止となった施設の跡地として
新たな余剰地が生じることも考えられます。
老朽化に伴う建替え等が必要な場合には、このような土地に施設を整備し、サービスを移転
することによって、仮設費の削減や整備期間中のサービス継続等が可能となります。
なお、このように行政目的で活用できる用地以外の土地については、遊休資産として売却や
賃貸することで、財政負担の軽減に努めます。
⑧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
<茅ヶ崎市浜見平地区複合施設整備事業>
民間所有地に定期借地権を設定し、市が借地後、民間事業者に転貸した後、民間事業者が公共施設及び民間
施設等を設計、建設、維持管理を行い、各施設の機能確保をしている事例です。
≪公共施設≫
行政窓口センター、保育園、図書室、
地域包括支援センター、福祉相談室、
ボランティアセンター、多目的スペース
≪民間施設等≫
郵便局、医院、薬局、訪問介護、
カフェ、コンビニエンスストア

出典：茅ヶ崎市ホームページ
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（ウ） 事業効率化に向けたその他の取り組み方策
前項に整理した基本パターン以外にも、事業効率化に向けた取り組みについて、適宜検討を
進めていきます。

【事業効率化に向けた主な取り組み】

①PFI（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・計画と資金調達を公共（市）
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公共サービスを提
供していましたが、PFI 事業の場合は、企画・計画のみを公共が行い、それ以外の部分につい
ては、資金調達を含めて民間事業者が行います。
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
つ良質な公共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、
公共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。

＜メリット＞
� 行政側は、財政支出削減やリスクを民間へ移転することが可能とな
り、低廉かつ良質な公共サービスを提供できる可能性がある
� 民間側は、新たな投資機会・事業機会を創出することで経済が活性化
し、公共サービスの安定した収入を得られる
＜デメリット＞
� 準備に時間がかかり手続きが煩雑で、PFI にかなう公共事業が多いと
は限らない
� 経験と実績が必要で対応できる企業が限定される、リスクを負担でき
る企業が限られる、投資回収期間が一般的に長い等の課題がある

出典：内閣府ホームページ

②PPP（Public Private Partnership）
行政と民間事業者が協働で公共サービスの向上や事業効率のアップ、地域経済の活性化等に
取り組むことです。
PPP の具体的な取り組みには、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、ネーミングライツ、
定期借地活用、公設民営、包括的民間委託、さらには自治体業務のアウトソーシング（外部委
託）等も含まれます。
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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質な公共サ
ービスの提供が期待されます。
出典：内閣府ホームページ

④スケルトン・インフィル
将来的に施設を転用や複合化することを踏ま
えて、建物の骨組みや構造体（スケルトン）を

スケルトン（構造体）

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になりま
す。

インフィル（内装）
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⑤長寿命化

想定する耐用年数で建替えた場合

施設の老朽化対策を効率的・効果的に進めるため、
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、建物
の老朽化対策や長寿命化を計画的に行い、建替え時
期の分散と費用の平準化を目指す必要があります。
そのため、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、コストを抑えながら建替え
同等の公共サービスを提供できる環境を確保してい
くために適切な補修や改修に取り組んでいくことも
重要です。

建物の長寿命化により建替え需要の
ピークを平準化

出典：文科省「学校施設の長寿命化改修の手引」

⑥包括的な維持管理
従来は施設所管ごとに縦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
括的に管理することによって、管理業務の効率化による経費の削減や、統一の考え方による適
切な維持保全を実現するための維持管理手法です。

 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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⑦ESCO（Energy Service Company）事業

市の利益

省エネルギー効果が見込まれるシステ

ESCO の経費

ムや設備などを提案・提供し、維持・管
理まで含めた包括的なサービスを提供す
光
熱
費
等
支
出

る事業です。
ESCO 事業者は、顧客が省エネにより
節減できたランニングコストの一部を報

返 金利
済
分 初期投資

光
熱
費
等
支
出

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。

ESCO 事業
実施前

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
果

市
の
利
益

ESCO 事業者
が保証

ESCO 事業
実施後

光
熱
費
等
支
出
契約期間
終了後

出典：経産省資源エネルギー庁ホームページより作成

⑧広域連携
市民だけでなく、広域的に利用される施設において、近隣自治体等と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。
共同運用
または建物廃止

隣接市

隣接市

東村山市

東村山市

広域連携

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

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
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隣接市

⑨ネーミングライツ
地方自治体（市）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。対価の一定割合を公共施設の
整備等に充てることで、より良い公共施設づくりが可能となります。

⑩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、事業の目的別に発行される債券のことをいい、公共投資に民間資金を活用し、自治体
等の財政負担を軽くするといった利点があります。また、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になり、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。
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（エ） 取り組み方策の検討の流れ
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り組み方策の検討を行っていきます。
NO

市によるサービス提供が
法律で義務付けられている

サービス提供

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

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

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

③サービス
廃止

①指定管理等
（委託）

YES

NO

YES

NO

NO

YES

設置当時の目的を
達成しその役割を
終えている

YES

主体の適正化の
検討

市民の需要が高い

YES

YES

視点 1.

NO

市によるサービス提供が
法律で推奨されている

YES

①指定管理等
（委託）

②民間へ
移管

③サービス
廃止

NO
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視点 2.
サービス水準の
適正化の検討

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

NO

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

YES

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

視点 3.

NO

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

YES
NO

適正化の検討
④類似機能の集約化
（統廃合）

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

YES

NO

YES

近隣に類似
サービスがある

サービス配置の

NO

⑤建物有効活用
(他用途転用等)

NO

YES

YES

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）
建物

⑥複合化・
多機能化

YES

NO

土地

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

NO

YES

⑧民間建物
(賃借)

再検討（当面
は現状維持）

※施設の整備、維持管理、事業運営を実施する段階においては、PFI/PPP 方式導入等の民間活用、長寿命化対策による建物管理、ESCO 事業等による
省エネ対策等の事業効率化に向けた検討も行います。
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（オ） 取り組み方策の実施時期
具体的な個別施設の取り組み方策（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。
取り組み方策の実施時期の検討のアプローチ（イメージ）

■基本データベース
取り組み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。

NO 施設名 分類 エリア コスト
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

施設①
施設②
施設③
施設④
施設⑤
施設⑥
施設⑦
施設⑧
施設⑨
施設⑩

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ

南部
北部
南部
南部
北部
南部
北部
北部
北部
南部

1

2

3

500
600
800
600
□
300 □
1200
900
200
1300
□
400
□

4

更新時期
5 6 7 8 9 10
□ ←更新時期

□
□

□
□
□

並べ替え
■コストマネジメントアプローチ
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。

NO 施設名 分類 エリア コスト
9
6
7
3
2
4
1
10
5
8

施設⑨
施設⑥
施設⑦
施設③
施設②
施設④
施設①
施設⑩
施設⑤
施設⑧

Ｃ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｂ

北部
南部
北部
南部
北部
南部
南部
南部
北部
北部

1

2
■

3

1300
1200
900
800
600
600
□
500
400
□
300 □
200

4

更新時期
5 6 7

8

9 10

■
□
□
□
□

□

並べ替え
■エリアマネジメントアプローチ
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。

NO 施設名 分類 エリア コスト
6
3
4
1
10
9
7
2
5
8

施設⑥
施設③
施設④
施設①
施設⑩
施設⑨
施設⑦
施設②
施設⑤
施設⑧

Ｂ
Ａ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｂ

南部
南部
南部
南部
南部
北部
北部
北部
北部
北部

1

2

1200
800
600
□
500
400
□
1300
■
900
600
300 □
200

3

4
■

更新時期
5 6 7

8

9 10

□
□

□
□
□

並べ替え
■タイムマネジメントアプローチ
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。

更新時期
2 3 4 5 6 7 8 9 10
複合化・更新
600
□
400 ② □
複合化・更新
1200
■
×
800
③ □
500
□
300 □
×
1300
■
①
⑤
600
□
900
□
④
200
□

NO 施設名 分類 エリア コスト
4
10
6
3
1
5
9
2
7
8

施設④
施設⑩
施設⑥
施設③
施設①
施設⑤
施設⑨
施設②
施設⑦
施設⑧

Ａ
Ｃ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｂ

南部
南部
南部
南部
南部
北部
北部
北部
北部
北部

1

※例：事業③
大型施設の更新に合わせ、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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３. 施設分類別の再生の方向性
前項で示した施設再生の取り組み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
部高齢介護課、健康福祉部健康増進課、子ども家庭部子育て支援課、まちづ
くり部道路管理課、環境安全部地域安全課、教育部庶務課
○


行政上の執務、行政上の手続き事務
○

主なサービス

本庁舎・北庁舎・その他事務所等
いきいきプラザ



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繋がる情報提供、高齢者活動団体の支援



休日の準夜間（午後 5 時から午後 10 時まで）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
執行しています。ただし、事務作業の一部を民間委託することは可能であることから、現在に
おいても様々な事務を民間に委託しています。



保健センターについては、法律による義務付けはされていませんが、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については、児童福祉法に行政の体制整備が位置づけられています。



市内には、病院や民間事業者による診療所が多数ありますが、休日や準夜間にサービスを提供
する民間診療所は尐ないため、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ます。



市役所本庁舎や北庁舎は、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が図られています。

視点 3.サービス配置の適正化


市役所本庁舎、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。



市役所本庁舎と北庁舎は、それぞれ建設後 40 年、50 年以上経過しているため、大規模修繕や
建替え等の老朽化対策が必要となります。



特に、市役所本庁舎は、今後も行政機能の中央執行機関として市の中心地に配置することが望
ましいと考えられます。



いきいきプラザは平成 14 年度に建設された比較的新しい建物となっています。

施設再生の方向性


書類の保管管理の検討や事務作業の積極的な民間委託等により、スペースの有効活用を図って
いきます。
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大規模修繕や建替えに合わせ、周辺の公共施設（中央図書館、市民センター等）を含め、市の
中心地に配置すべきサービス（機能）を見直し、再編・再配置を検討します。



再編・再配置の検討にあたっては、民間活用等の新たな事業手法を含め検討します。
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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、市民部納税課、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


各種証明書（住民票、戸籍、印鑑証明、納税証明等）の発行業務については、民間事業者に委
託することが可能です。



他自治体では、主要な公共施設以外にも、コンビニエンスストア、駅等の民間施設内に自動証
明書交付機を配置している事例もあり、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）（※）導入
後は、このようなサービスも増えていくことが考えられます。



各種税金の収納業務についても、民間事業者に委託することが可能であり、市では、平成 23 年
度よりコンビニエンスストアでの収納を実施しています。

視点 2.サービス水準の適正化


地域サービス窓口は市内に 9 箇所ありますが、開館日時や設置場所等の要因から、年間利用件
数にばらつきが見られ、利用状況には大きな差があります。

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（JA 東京みらい恩多支店、ワンズタワー）に設置されている
ものを含めて、文化センター（公民館）、ふれあいセンター、ふるさと歴史館等、他のサービス
と併設されています。

施設再生の方向性


社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入開始や施設の建替え等に合わせて、郵便局
やコンビニエンスストア、駅等、市民にとって身近でよく利用する施設への自動証明書交付機
設置等、サービス提供の手法や配置の見直しを検討します。

※社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）とは
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）は、住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、社会
保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報である
ことを確認するために活用されるものです。
出典：内閣官房ホームページ
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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


社会教育法において、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
の醸成について努力規定があります。



公民館では、学習機会の提供として行政主催による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の提供が行われています。



一方で、団体・サークル等が音楽、芸術、料理等の活動を行える場を提供している民間の施設
は多くはありません。

視点 2.サービス水準の適正化


公民館の稼働率は多くの施設で 50％未満となっており、地域によってはさらに利用の尐ない施
設もあります。また、日中の利用に比べ、夜間の利用が尐ない傾向にあります。

視点 3.サービス配置の適正化


市内には中央公民館と 4 つの地区公民館があり、おおむね 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、地域サービス窓口、公民館、児童館、図書館、地域交流施設等が併設された複
合施設となっています。



市民の相互交流の場としての機能や、講演やイベント等の実施サービスに着目すると、地域交
流施設や集会施設、憩いの家等、市内の他の公共施設にも類似サービスがあります。



中央公民館と萩山公民館については、建設後 30 年以上が経過しており、老朽化対策が課題とな
っています。



中央公民館、富士見公民館、秋津公民館では、音響・照明等の舞台設備の老朽化対策も課題と
なっています。

施設再生の方向性


中央公民館、地区公民館の位置づけ及び施設やサービス提供のあり方を民間活用の手法も含め
て検討します。



大規模修繕や建替えを検討する際は、機能が類似する地域交流施設、集会施設、憩いの家等近
隣に設置されたサービスの集約化を検討します。
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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



図書の貸出しサービス（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


社会教育法において、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においては、指定管理者制度によって、民間事業者等に運
営の一部または全体を委託している自治体の事例もあります。



本市では読書に関する市民による地域活動が活発に行われており、子どもの読書推進について
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との協働事業を行い、成果をあげてい
ます。

視点 2.サービス水準の適正化


図書館はホームページも活用して全館の蔵書を最寄りの館から借りられるシステムになってお
り、多くの市民に利用されていますが、IC タグによる自動貸出機の導入や電子化資料への対
応、公衆無線 LAN 等の IT 化への対応が求められています。



滞在型利用が増えるにつれ、日常的な閲覧席の不足が深刻になっているほか、蔵書数の増加に
伴う書架不足等の狭あい化への対処や設備のバリアフリー化が必要になっています。

視点 3.サービス配置の適正化


市内には中央図書館と 4 つの地区図書館が設置されており、地区図書館は、地域サービス窓
口、公民館、地域交流施設等に併設された複合施設となっていることから、他施設のサービス
の利用と合せて図書館サービスを利用することができ、市民の利便性が図られています。



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。



中央図書館は建設後 40 年以上、富士見図書館と萩山図書館は建設後 30 年以上経過しており、
耐震改修や老朽化対策が必要となっています。

施設再生の方向性


中央図書館、地区図書館の位置づけとともに、施設やサービス提供のあり方を検討していきま
す。



大規模修繕や建替えの際は、他施設のサービスとの複合化や民間活用の可能性等も検討し、さ
らなるサービス向上や維持管理の効率化を図ります。
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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


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

主なサービス

視点 1.サービス主体の適正化


公民館や地域交流施設等、類似するサービスを提供している施設もあるため、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。



集会施設では、貸会議室の提供が主なサービスとなっていますが、同様のサービスは民間事業
者によって提供されている事例もあります。

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％で比較的高く、サンパルネの稼働率は開設以来上昇傾向に
あります。

視点 3.サービス配置の適正化


建物は比較的新しく、交通アクセスのよい市の中心部（市民センター：市役所北庁舎と隣接、
サンパルネ内集会施設：東村山駅と直結）に配置されているため、情報発信や交流活動の拠点
として有効な役割を果たすことができる立地環境にあります。



東村山駅と直結するサンパルネ内集会施設は、市が区分所有しているワンズタワー（民間建
物）の一部を利用しています。

施設再生の方向性


アクセスの良い場所に立地しており利便性が高く、建物も比較的新しいことから、今後は既存
の建物を活かしつつ、近隣の類似サービスの集約化や他のサービスとの多機能化等を検討し、
さらなる利用向上を図るとともに効率的な管理運営を行います。
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施設分類名

地域交流施設（集会所、ふれあいセンター、青葉地域センター）

関係所管

市民部市民協働課、資源循環部管理課

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


地域交流のためのイベントや祭事等、自立した地域活動も行われていますが、さらに地域活動
を活性化するためには地域と行政がそれぞれの役割を明確にし、相互に連携することが必要で
す。



ふれあいセンターは指定管理者制度により、地域住民によって組織された市民協議会が管理運
営を担っています。



集会所は地域住民や自治会等に受付業務を委託し、貸室の提供を行っていますが、同様のサー
ビスは民間事業者によって公共よりも質が高い会議室が提供されている事例もあります。



青葉地域センターは、地域住民によって組織された運営委員会に管理運営業務を委託している
他、自主事業として地域コミュニティの醸成を目的に交流イベント等を行っています。

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、稼動率に着目すると、ほとんどの施設は 50％未満となっていま
す。

視点 3.サービス配置の適正化


市内に 10 箇所設置されており、3 箇所は都営住宅内に設置されています。



地域交流機能としてみた場合、公民館、集会施設、憩いの家等、他にも類似するサービスを提
供している施設があります。



地域交流機能は、健康増進の場としての役割も担っていることから、サービス配置の検討にあ
たっては、市民の健康寿命を延ばすという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 集会所は建設後 30 年以上経過しており、老朽化対策が
必要となります。



ふれあいセンターや青葉地域センターの建物は比較的新しく、新耐震基準も満たしています。

施設再生の方向性


地域交流や市民活動の拠点として、さらなるサービス向上や効率的な管理運営を図っていきま
す。



大規模修繕や建替えの際は、施設の利用圏域を考慮した上で、公民館、集会施設、憩いの家等
で提供されている類似サービスの集約化や他施設のサービスの複合化等の可能性についても検
討し、施設の有効活用を図ります。
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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）

関係所管

教育部市民スポーツ課

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



屋内競技及びトレーニングの場、水泳ができるプールの提供

視点 1.サービス主体の適正化


スポーツ基本法ではスポーツ施設の整備等の努力規定があります。



スポーツ施設で提供されているサービスについては、すでに民間市場が存在しており、民間施
設を活用している自治体の事例もあります。



東村山市では、平成 24 年 4 月より、市民スポーツセンター、屋内プールに指定管理者制度を導
入し、民間のノウハウを活かした施設運営を行い、サービスの充実化、利用者の拡大に努めて
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には、2 つの体育室、2 つの武道場、卓球場、弓道場、レクリエーション
室、トレーニング室、屋内プール等があり、全般的に稼働率は高くなっています。

視点 3.サービス配置の適正化


市民スポーツセンター（屋内プール併設）は、コミュニティ・スポーツの中核的施設として市
内に 1 箇所設置されており、近隣市（小平市、清瀬市、東久留米市、西東京市）からも多く利
用されています。



光熱水費や空調や照明等の設備工事、床の補修、排水施設の定期的な部品交換等が必要なた
め、多額の維持管理費がかかっています。

施設再生の方向性


建物管理も含めた積極的な民間活用により、維持管理費の抑制を図るとともに、今後も引き続
きサービスの質の向上や収益性を高める取り組みを検討していきます。



大規模修繕や建替えを検討する際は、他のサービスとの複合化や多機能化等を検討し、さらな
るスポーツの推進を図ります。
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施設分類名

文化施設（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


社会教育法において、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
の醸成について努力規定があります。



文化財保護法により、文化財の所有者その他関係者は文化財を大切に保存し、文化的活用に努
めることが求められています。



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。



指定管理者制度等によって業務を外部委託している自治体の事例も多くあります。

視点 2.サービス水準の適正化


ふるさと歴史館の入館者数は年々減尐傾向にありましたが、直近 2 か年では微増しています。



八国山たいけんの里の入館者数は減尐傾向が続いており、利用率は低くなっています。

視点 3.サービス配置の適正化


文化施設のサービス配置は文化財の所在地と大きく関係するため市の北西部に配置されてお
り、市全体または市外から広域的に利用されています。



ふるさと歴史館、八国山たいけんの里ともに建物は比較的新しく、新耐震基準を満たしていま
す。

施設再生の方向性


市民に魅力あるイベントや学習メニューの提供等による利用向上や、展示スペース等の効率的
利用を検討し、施設の有効活用を図ります。



他のサービスとの複合化・多機能化や民間活用の可能性についても検討し、サービスの向上や
効率的な維持管理を図ります。
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（5） 福祉施設
施設分類名

高齢者支援施設
（憩いの家、地域福祉推進センター、吉田さろん、シルバー人材センター）

関係所管

健康福祉部高齢介護課、健康福祉部地域福祉推進課
○


主なサービス

○


地域福祉推進センター、吉田さろん

各種福祉団体・ボランティア等の支援
○



憩いの家

高齢者等の相互の親睦、福祉の増進及び集いの場の提供

シルバー人材センター

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



老人福祉法で行政に体制の整備が求められており、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が無料で提供されています。



囲碁、将棋、カラオケ、風呂等が利用できる施設は民間施設にもありますが、利用者を高齢者
に限定した民間の娯楽施設は多くはありません。
○

地域福祉推進センター、吉田さろん



各種福祉団体・ボランティア団体等の非営利活動には、地域交流施設と同様に福祉活動が担う
「自助・互助・共助」を一体となって取り組むため一定の行政による関与が必要となります。



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多くの事業が運営され
ています。
○



シルバー人材センター

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
○


高齢者を対象とした介護予防、教養の向上及びレクリエーション活動等のサービスの利用は、
近年減尐傾向にありますが、今後は高齢化の進展等によりニーズが高まっていくことが想定さ
れます。
○



地域福祉推進センター、吉田さろん

地域福祉推進センターにおける各種サービスの利用者数、施設利用者数は増加傾向にあり、今
後も高齢化の進展等によりニーズが高まっていくことが想定されます。
○



憩いの家

シルバー人材センター

高齢化率の増加や経済の先行き不安等から、今後も高齢者の雇用機会に対するニーズは高まっ
ていくことが想定されます。

視点 3.サービス配置の適正化
○


憩いの家

市民相互の交流機能としてみた場合、高齢者に限定したサービスではありませんが、公民館、
集会施設、地域交流施設等、類似するサービスを提供している施設があります。

施設再生の方向性
○

憩いの家



高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画との整合を図り、今後の高齢者福祉の需要や市民ニー
ズ等を踏まえながら、サービス提供のあり方や配置等を見直します。



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
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ビスとしての魅力の向上を図ります。
○


地域福祉推進センター、吉田さろん、シルバー人材センター

大規模修繕や建替えを検討する際は、市有建物の使用に限らず、民間建物や他施設の余剰スペ
ース等の活用も含めて検討します。
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施設分類名

障害者支援施設（社会福祉センター）

関係所管

健康福祉部地域福祉推進課

主なサービス



障害者・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


社会福祉センターは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


社会福祉センターは、障害者・高齢者の通所施設としてだけでなく、諏訪町地域における集会
施設としても多くの住民に活用されています。



社会福祉センター内にある東村山市福祉作業所は、軽作業を通じて働くことの楽しさを提供す
るとともに、仲間づくりの場となっています。



障害者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。

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 30 年以上経過しており、老朽化対策が必要となります。

施設再生の方向性


大規模修繕や建替えに合わせ、対象者の安全性と利便性を確保しつつ、複合化や多機能化の可
能性等を検討します。
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（6） 子育て支援施設
施設分類名

子育てひろば等（各子育てひろば）

関係所管

子ども家庭部子ども総務課

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・子育て支援法に行政として体制整備が位置づけられて
います。



子育てに関するアドバイスや情報提供は民間事業者によるサービスもありますが、家庭環境の
変化や就労する親の増加等の社会的背景や利用料金の公平性の観点等から、一定の行政関与が
必要となります。

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見られますが、子育て総合支援センター「ころころの森」
の利用者は毎年増加しており、需要が高まっていると考えられます。

視点 3.サービス配置の適正化


市内 5 箇所で行っている子育てひろばのうち 4 箇所（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、のぐちちょう子育てひろ
ば「ぷくぷく」については、商店街の空き店舗を利用しています。

施設再生の方向性


大規模修繕や建替えの際は、民間建物の活用等も含めて検討します。
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施設分類名

保育所（第一～第七保育園）

関係所管

子ども家庭部子ども育成課

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


保育の実施は、児童福祉法に基づき、市が直接実施するほか、民間事業者による実施も可能で
す。



保育所においては、保育事業の実施者（委託者）の観点、補助金の執行管理の観点、認可権者
の観点、利用料金の公平性担保の観点等から、市の関与が必要です。



「子ども・子育て支援新制度」のスタートに伴い、保育所のほか、市の認可事業となる地域型
保育事業の新規整備や認可外保育施設からの制度移行が進められ、法令や計画に沿って子育て
支援する体制を整えていく必要があります。



「東村山市保育施策の推進に関する基本方針」では、各エリアの拠点となる公立保育園を引き
続き直営で運営していく反面、一部の公立保育園については民間に運営主体を移譲し、運営を
引き継いでいく「民間移管事業」に取り組み、将来にわたって持続可能な保育環境の維持・向
上を目指すこととしています。

視点 2.サービス水準の適正化


認可保育所数は多摩 26 都市平均と比べて尐ないものの、認定こども園等も活用して待機児童対
策を行っています。



国等による補助制度もありますが、他のサービスに比べ利用当たりコストが高くなっていま
す。

視点 3.サービス配置の適正化


市内には 7 つの公立保育園がありますが、民間事業者による私立保育園も市内各所にありま
す。



第一保育園と第四保育園を除いたすべての公立保育園の園舎は建設後 30 年以上が経過してお
り、早急な老朽化対策が求められています。

施設再生の方向性


本市では、平成 25 年度に「東村山市保育施策の推進に関する基本方針」を策定し、今後の市立
保育園の設置・運営方針を定めています。今後は、同方針との整合をとりつつ、施設再生の取
り組みを進めていきます。



今後も増加する保育需要に対応ための施設整備については民間事業者により行うことを基本と
し、市有財産による新規整備はなるべく行わず、他施設の余剰スペースを活用した複合化等、
建設コストや維持管理コストを抑えた取り組みを検討します。



民間移管事業の検討を通じて、管理運営の効率化や保育環境の維持・向上を図ります。



大規模修繕や建替え等を検討する際は、他施設のサービスとの複合化の可能性等も含めて検討
します。
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施設分類名

子育て支援施設（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



学校から帰宅して世話をする人がいない小学生に対する家庭的な生活の
場の提供

視点 1.サービス主体の適正化


児童福祉法、子ども・子育て支援法において、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。



保育所同様に民間企業によるサービスを提供している事例もありますが、本市では、現在は市
の直営によりサービス提供が行われています。

視点 2.サービス水準の適正化


在籍児童数の急増に伴い、1 施設あたりの児童数が多くなっていることから、施設の大規模化
が問題となっています。

視点 3.サービス配置の適正化


東村山市では、小学校区ごとに配置されていますが、在籍児童数の急増に対応するため施設を
増設してきており、現在では 25 か所の児童クラブ・育成室があります。

施設再生の方向性


施設の大規模化や待機児童数を踏まえるとサービスを拡充していくことが求められますが、新
規に開設する場合は、他施設の余剰スペースを活用した複合化や民間施設で代替する等、将来
の児童数の減尐等にも配慮した適正な資産量を維持し、建設コストや維持管理コストを抑える
ための取り組みを検討していきます。
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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


児童福祉法において、市町村による児童厚生施設等の設置は任意となっています。



民間施設で遊び場を提供している事例もありますが、市内の子育て環境や、児童・生徒の利用
のしやすさを踏まえると、一定の行政関与が必要となります。

視点 2.サービス水準の適正化


利用者数は地域によって大きく異なっており、最も多い施設と最も尐ない施設では 2 倍以上の
差があります。

視点 3.サービス配置の適正化


市内に 5 施設あるすべての児童館は育成室を併設しています。



本町児童館には子育てひろばが併設され、富士見児童館がある富士見文化センターには、地域
サービス窓口、公民館、高齢者支援施設（憩いの家）及び育成室があります。

施設再生の方向性


大規模修繕や建替えを検討する際は、学校教育施設や他の子育て支援施設等との複合化・多機
能化や民間活用の可能性について検討します。
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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

教育部庶務課、教育部学務課、教育部教育支援課

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


学校教育法では、市町村の小中学校の設置が義務付けられています。



公有財産の有効活用を図るとともに、生涯学習機会の増進に資するため、放課後や休日等の未
使用時に限り、学校施設を市民に開放しています。

視点 2.サービス水準の適正化


本市では、近年、児童・生徒数は微増傾向にあり、一部学校では教室の不足が懸念されていま
すが、長期的な視点では、尐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。



一方で、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
室の整備も課題になっています。

視点 3.サービス配置の適正化


小学校・中学校ともに昭和 30 年代後半から 50 年代に集中して整備されていることから、約 8
割の建物が築 30 年以上を経過しており、老朽化対策が大きな課題となっています。



地震等の災害に対する備えや子どもたちの安全性確保のため、学校施設の耐震化が促進され、
市内のすべての小中学校では耐震化工事が実施済みとなっています。



なお、すべ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。

施設再生の方向性


将来の児童・生徒数の減尐に合わせて、余裕スペースの有効活用や施設規模の見直しを検討し
ます。



大規模修繕や建替えを検討する際は、建物の長寿命化や他施設のサービスとの複合化、多機能
化の可能性等を含めて検討します。



複合化や多機能化等の検討にあたっては、児童・生徒の安全や防犯を考慮した施設整備に留意
します。



長期的な視点では、学校を核とした公共施設の再編・再配置の可能性について検討していきま
す。
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（8） 市営住宅
施設分類名

市営住宅（市営住宅）

関係所管

総務部管財課

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


公営住宅法には、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。



市内の公営住宅は、一般世帯向けの市営住宅の他にも、地域交流施設（集会所）等が併設する
都営住宅があります。



公営住宅の一般的な供給方法には、地方公共団体が住宅を建設して住宅に困窮する低額所得者
に低廉な家賃で賃貸する以外にも、民間の住宅を公営住宅として借り上げて転貸する方法があ
ります。



市営住宅は、現在、直営により管理運営されていますが、建物の維持・補修を民間事業者に委
託することが可能です。

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は、建設当初から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あり、平成 4～5 年度に整備された比較的新しい建物となっています。

施設再生の方向性


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。
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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

資源循環部管理課、資源循環部ごみ減量推進課、資源循環部施設課

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
・ごみの処理については、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、収集し運搬及び処理をするとし、また、ごみの減量等の市民の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。

視点 2.サービス水準の適正化
・ごみの収集においては、平成 26 年 10 月から全品目が戸別収集に移行したことで、市民サービス
の向上や高齢化社会への対応として、一定の水準を満たしています。
・施設の整備という点においては、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 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。
・ごみ焼却施設においては、平成 22 年度、23 年度に延命化工事を実施し、省エネ化等の機能向上を
図っており、毎年、定期整備を実施し適正な処理が行えるよう努めています。
・美住リサイクルショップでは、再生家具の販売やフリーマーケットをはじめとするイベントが盛ん
に行われています。

視点 3.サービス配置の適正化
・ごみ・リサイクル施設のある秋水園は、秋津町地域住民の理解と協力のもと、昭和 37 年当初か
ら、本市のごみ処理を適正に行っています。
・美住町にある美住リサイクルショップは、市内における、ごみ減量及びリサイクル活動・啓発拠点
となっています。

施設再生の方向性


新しく整備した、リサイクルセンターについては、今後も適正な維持管理を行い、安定的・継続
的な、資源化施設としての機能を確保していきます。



延命化を図った、ごみ焼却施設については、次の施設整備計画が具体化するまで、適正な維持管
理を行い安定的な処理を行っていきます。



次の施設整備計画は、国や都の動向を注視しながら、自区内での処理あるいは広域化も含め、施
設規模、環境、機能等に配慮し、最善の方法を選択していきます。
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施設分類名

下水道施設

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

視点 1.サービス主体の適正化
・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義務付けられており、
下水道の管理については、専門的な知識と技術を有する職員が行っています。

視点 2.サービス水準の適正化
・秋津汚水中継ポンプ場は、秋津町四丁目一帯から排出される汚水・雑排水をポンプアップにより圧
送していましたが、平成 18 年度末の自然流下化工事完成に伴い、その役割を終えて機能廃止とな
っており、現在は緊急時の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。

施設再生の方向性


ポンプ場については、基本的に下水道の位置関係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。



流路変更に伴い機能廃止となった秋津汚水中継ポンプ場については、当面は緊急時の資器材置場
として活用を続けますが、建設後 30 年以上が経過しているため、安全性を踏まえ撤去について検
討していきます。
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（10） 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､可搬ポンプ、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
・消防組織法において、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義務付けられています。
・そのため、災害時の拠点となる施設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詰所もありますが、他のサービスと複合化する際には、消防団活動と
併設施設利用者との動線が重ならない事や、緊急時の車両のサイレン音を考慮する必要がありま
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、建替え等の施設整備においては地権者の理解や了承を得る必要が
あります。

施設再生の方向性


大規模修繕や建替えに合わせ、災害対応に必要な設備・機能等を取り入れた施設改修とともに、適
地選定の検討を行います。

（11） その他施設
施設分類名

その他（市営賃貸工場アパート、サンパルネ（産業・観光案内コーナー、健康増進
施設）、東村山市白州山の家）
、公園施設（管理事務所、便所）
、駐輪場

関係所管

市民部産業振興課、健康福祉部健康増進課、教育部社会教育課、まちづくり部みど
りと公園課、教育部市民スポーツ課、まちづくり部道路管理課、環境安全部地域安
全課

施設再生の方向性


建物の老朽化に伴う大規模修繕や建替えの実施時期や、事業の政策転換期を迎える際に、適宜、施
設・サービスのあり方を見直します。
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４. 公共施設再生計画の推進
（1） 庁内推進体制
（ア） 庁内の組織体制の構築
現在は、公共施設の維持保全、改修・整備等、建物の維持管理においては、各施設所管が実
施していますが、公共施設の再生を推進していくためには、類似機能の集約化や複合化・多機
能化等、分野を超えた取り組みも必要となることから、公共施設全体を最適化する視点で総合
的な調整を行う部署が必要となります。
このような課題を踏まえ、今後は公共施設マネジメント部門が経営・予算・人材育成部門や
施設担当所管と適切に連携し、公共施設の再生に向けた取り組みを円滑に推進していくための
庁内体制を整備していきます。
また、職員の意識啓発や継続的な人材育成にも努めていきます。

■公共施設再生計画推進体制と機能のイメージ

経営会議

指示
・政策決定
・緊急対応や政策的重要事項等の指示

指示

提案

公共施設再生に関する庁内会議
・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

調整

指示
経営・予算・人材育成部門
・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

連携

提案

公共施設マネジメント部門

施設管理所管

・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
・情報に基づくアクションプラン作成
・プラン推進のための事業化提案
・施設台帳整備、未利用地の処分
・計画的な維持保全（定期点検、保全計画）
・設計、積算及び施工監理

・施設の日常点検、調査（利用状況等）
・維持補修、軽微な改修工事等

連携
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連携

（イ） 新地方公会計制度による財務書類等の作成
地方公共団体の財務情報の分かりやすい開示や、財政の効率化を図る上で資産・債務管理や
予算編成、政策評価等に活用することを目的として、総務省から固定資産台帳の整備と複式簿
記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が示されました。
これを受け、すべての地方公共団体において、原則として平成 27 年度から平成 29 年度まで
の 3 年間で、統一的な基準による財務書類等を作成するよう要請されています。
複式簿記による発生主義会計を導入することで、公共施設等の将来更新必要額の推計や、事
業別・施設別の分析や評価等、公共施設等のマネジメントへの活用につなげることが可能とな
ります。さらに、財務書類の作成過程で整備される固定資産台帳を公表することで、民間事業
者等から PPP／PFI など民間等の活力導入に関する積極的な提案がなされることも期待されま
す。
そのため、公共施設をはじめとする資産管理においては、固定資産台帳の活用を図っていき
ます。
＜統一的な基準による地方公会計の整備促進について＞

出典：総務省ホームページ

報道資料「統一的な基準による地方公会計の整備促進」

（ウ） 公共施設等総合管理計画の策定
総務省から全国の各自治体に対し、地方公共団体が所有する公共施設やインフラ施設等（以
下、公共施設等）の全体の資産状況を把握するとともに、当該地方公共団体を取り巻く現況及
び将来の見通しを分析し、これを踏まえた公共施設等の管理の基本的な方針を定めることを内
容とする公共施設等総合管理計画を定めるよう要請されています。
そのため、公共施設（ハコモノ）の再生の方向性を示す本計画と整合を図りながら、インフ
ラ施設を含めた本市の公共施設等の管理の基本的な方向性について検討を行い、平成 28 年度末
までに公共施設等総合管理計画を取りまとめる予定です。
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（2） 計画の進行管理
今後、本計画に基づき、個別施設の再生に向けた具体的な検討を進め、サービスの適正化や
事業効率化を着実に推進していくためには、総合的かつ計画的に進行管理を行っていくことが
重要です。
また、今後の人口動向や時代の変化に柔軟に対応するためには、計画の硬直化を招かないよ
うに取り組んでいくことも必要となります。
そのため、公共施設再生計画の進行管理や施設再生事業の評価を行うとともに、総合計画や
行財政改革大綱の改定に合わせ、必要な見直しを行います。

＜公共施設再生計画の全体像＞
関連計画等

公共施設再生計画

上位計画

市民や民間
事業者との
連携

計画の立案

総合計画
公共施設再生計画基本計画

反映

改定

行財政改革大綱
反映

分野別計画

市民等の
参画の場

個別施設の計画

連携

ｱﾝｹｰﾄ

事業実施
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

サービス適正化
指定管理者（委託）、民間へ移管、サービス廃止、広域連携、類似機能の
集約化、建物有効活用、複合化・多機能化、移転、民間建物（賃借）等

事業効率化

PFI/PPP、長寿命化、IT 化、ESCO 事業 等

市民会議
共有･
調整

官民連携

地方公会計整備
固定資産台帳
連動

事業運営・
情報管理

サービス提供、データ管理
（点検結果、規模・コスト情報、利用状況等）

民間提案

財務書類
・・・

評価
再生計画の進行管理、施設再生事業の評価

上位計画
総合計画
行財政改革大綱

改善
反映

再生計画の見直し、職員啓発（人材育成）
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反映

（3） 市民や民間事業者との連携
本計画に基づく取り組み方策は、子どもや孫たちの世代に負担を押し付けることなく公共施
設を引き継いでいくために、中長期的な視点に立って、市民と行政が一体となって推進してい
く必要があります。
そのため、市民と行政が課題を共有しつつ、互いに協力して取り組んでいけるよう、施設再
生の推進に向けた検討の各段階に応じて、的確に情報提供を行っていきます。
特に、類似機能の集約化や他のサービスとの複合化等、施設の再編や再配置については、施
設の利用者や周辺住民に大きな影響を及ぼすことから、具体的な検討にあたり、関係機関や地
域で活動している市民等、数多くの関係者が参画する場を設けながら、計画を推進していきま
す。
また、今後は民間企業のノウハウや資金調達を活かした取り組みや、隣接する自治体や関係
省庁との連携による公共施設の共同利用等も検討していく必要があるため、民間事業者や他自
治体等とも適切な連携を図っていきます。

公共施設再生市民ワークショップの様子

東村山市公共施設再生計画基本計画検討協議会の様子

公共施設再生計画基本方針（案）市民説明会のチラシ
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（4） ロードマップ
公共施設の再生に向けた取り組みを着実に推進していくためには、施設分類別の施設再生の
方向性を踏まえ、「いつまでに何をするべきか」ということを、市職員や関係機関、そして市
民の皆様と共有することが重要です。
そのため、計画の進捗状況や個別施設の事業実施に応じて、適切な時期に協議や評価等を行
いながら、公共施設再生計画の実行性を担保することができるよう、次頁に示す中長期的な視
点によるロードマップに沿って取り組みを進めていきます。
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平成24年度～27年度
（2012年度～2015年度）

平成28年度～32年度
（2016年度～2020年度）

平成33年度～42年度
（2021年度～2030年度）

スタートアップ期間

第１フェーズ

第２フェーズ
次期総合計画 ・・・

東村山市第４次総合計画
総合計画
前期基本計画

後期基本計画

第４次東村山市行財政改革大綱
行財政改革大綱

次期行財政改革大綱 ・・・

前期基本方針

白書
作成

公共施設再生計画

市民
ｱﾝｹｰﾄ
実施

基本方針
策定

基本計画
策定

次々期基本方針

次期基本方針

後期基本方針

市民
説明会
実施

次々期基本計画

次期基本計画

基本方針
見直し

白書
更新

基本計画
改定

多くの公共施設が
建替え時期を迎える

ケーススタディ、モデル事業等の検討
市民WS等
市民との合意形成

基本方針で掲げた取り組み方策（１８施策）の推進
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市役所本庁舎の耐震化

庁舎、その他事務所等

民間活用等によるスペース
効率化等の検討・実施

本庁舎の建替えに合わせた周辺施設との複合化・多機能化等の検討

行政施設
地域サービス窓口

各種税のコンビニ収納の整備

中央公民館の耐震化

公民館

マイナンバー制度導入に伴う
サービス提供方法の検討

他施設や民間施設等におけるサービス提供等の検討・実施

中央館、地区館の位置づけ及び
運営形態の見直し等の検討

地区館の老朽化に伴う類似機能の集約化等の検討・実施

中央公民館の建て替えに伴う複合化・
多機能化、類似機能の集約化等の検討

生涯学習施設
図書館

図書館のあり方（中央館、地区館の位置づけ）検討

地区館の老朽化に伴う他のサービスとの複合化・多機能化等の検討
本庁舎の建替えに合わせた中央図書館の複合化等の検討

集会施設

類似サービスの集約化、他のサービスとの
多機能化等の検討

本庁舎の建替えに合わせた周辺施設との複合化・多機能化等の検討

コミュニティ施設
地域交流施設

スポーツ施設
スポーツ・
文化施設

大規模修繕や建替えに合わせ類似機能の集約化等の検討・実施
指定管理
による運営導入

民間活用による維持管理費の抑制、サービス向上の検討・実施

文化施設

利用向上、スペースの効率的利用の検討・実施
他のサービスとの複合化・多機能化、民間活用の検討・実施

高齢者支援施設等

大規模修繕や建替えに合わせ他施設との複合化、民間建物の活用等の検討・実施

福祉施設
大規模修繕や建替えに合わせ複合化・多機能化等の検討

障害者支援施設

大規模修繕や建替えに合わせ
複合化、民間建物の活用等の検討・実施

子育てひろば等

保育所
子育て支援施設

保育施策の推進に関する
基本方針策定
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民間移管事業の検討・実施
子ども・子育て支援事業
計画策定

待機児童解消に向けた取り組みの検討

大規模修繕や建替えに合わせ
複合化・多機能化等の検討・実施
他施設の大規模修繕や建替えに合わせ

他のサービスとの複合化・多機能化、民間活用の検討・実施

高齢者支援施設等

大規模修繕や建替えに合わせ他施設との複合化、民間建物の活用等の検討・実施

福祉施設
大規模修繕や建替えに合わせ複合化・多機能化等の検討

障害者支援施設

大規模修繕や建替えに合わせ
複合化、民間建物の活用等の検討・実施

子育てひろば等

民間移管事業の検討・実施

大規模修繕や建替えに合わせ
複合化・多機能化等の検討・実施

児童クラブ・育成室

待機児童解消に向けた取り組みの検討
（他施設の余剰スペースの活用や民間施設等での代替を検討）

他施設の大規模修繕や建替えに合わせ
他施設への複合化の検討・実施

児童館

民間活力の活用等の検討

他施設の大規模修繕や建替えに合わせ
複合化・多機能化等の検討・実施

将来の児童・生徒数の減尐に合わせて、余裕スペースの有効活用や
施設規模の見直しを検討

大規模修繕や建替えに合わせ
長寿命化、複合化・多機能化等の検討

保育所

保育施策の推進に関する
基本方針策定

子育て支援施設

学校教育施設

小中学校

子ども・子育て支援事業
計画策定

耐震化
実施

民間住宅の借上げや家賃補助など供給方法の見直し

市営住宅

大規模修繕等の検討・実施

適正な維持管理を行い、安定的・継続的な資源化施設としての機能を確保
環境施設

流路変更に伴い機能廃止となった下水道施設のポンプ場について、安全性を踏まえ撤去を検討
大規模修繕や建替えに合わせ、災害対応等に必要な設備・機能等を
取り入れた施設改修、適地選定の検討

消防施設

建物の老朽化に伴う大規模修繕や建替え等の実施時期や、事業の政策転換期を迎える際に、適宜、施設・サービスのあり方を見直す

その他
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庁内推進体制や
市民との合意形成に
向けた仕組みづくり

再生計画の推進、市民との合意形成の推進、再生計画の進行管理

公共施設等
総合管理計画策定

公共施設再生計画の
推進体制

新地方公会計基準による財務書類等の作成
（固定資産台帳の整備、複式簿記の導入等）

庁舎周辺施設の
複合化・多機能化検討体制構築
学校を核とした再編・再配置の可能性の検討体制構築

民間事業者等の提案受け入れ体制の整備
公共施設等総合管理計画策定要請（総務省）
新地方公会計基準による財務書類等の作成要請（総務省）
マイナンバー制度スタート

その他、社会情勢の変化等

子ども・子育て支援
新制度スタート
東村山駅周辺連続立体交差事業スタート
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