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１ 計画の位置づけ

本計画の策定は、第４次瑞穂町長期総合計画後期基本計画に位置づけられていることから、町の関連計

画や施策と連携した計画とします。あわせて、国からの通知・要請等による指針に基づいて策定します。

また、本計画は公共施設等の全体的な方向性を示したものであり、中長期的な維持管理に関する問題や

課題については、利用者等の意見聴取に努めつつ、本計画の方針に沿って検討していきます。

２ 計画期間

本計画の期間は、平成 29（2017）年度から平成 52（2040）年度までの 24 年間とします。計画

期間を前期 10 年、後期 14 年に分けて町を取り巻く社会経済情勢や、法令・国の施策等の推進状況にあ

わせ柔軟に対応し、必要に応じて計画の見直しを行います。

平成 28（2016）年 4 月 平成 33（2021）年 3 月 平成 43（2031）年 3 月 平成 53（2041）年 3 月

▼ ▼ ▼ ▼

平成 29（2017）年 4 月 平成 39（2027）年 3 月 平成 53（2041）年 3 月

▼ ▼ ▼

３ 計画対象の公共施設

（１）対象施設

本計画の対象施設は、町が保有する建築系公共施設、道路、橋りょう、下水道施設とし、次の表に

示す施設とします。これらの施設のうち、役場庁舎やスカイホールなどの建築系施設を公共施設、道

路や橋りょう、下水道などの施設をインフラ施設と分類します。また、町には財産区が所有する公共

施設がありますが、本計画での管理になじまないため対象施設から除外しています。

第 4 次瑞穂町長期総合計画
（後期基本計画）

第 5 次瑞穂町長期総合計画

公共施設等総合管理計画【前期10年】

第６次瑞穂町長期総合計画

第４次瑞穂町長期総合計画 後期基本計画

（平成 28 年度～平成 32 年度）
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公共施設等総合管理計画【後期 14 年】
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○施設分類別対象施設一覧

施設分類（大分類） 施設分類（中分類） 施設名

行政系施設

庁舎 瑞穂町役場

消防施設
消防団第一分団詰所、消防団第二分団詰所、消防団第三分団詰所、消防団
第四分団詰所、消防団第五分団詰所

その他行政系施設
武蔵野防災会館、石畑防災倉庫（消防団第三分団旧車庫）、防災倉庫(消防
団第一分団旧車庫及び旧詰所)

学校教育系施設 学校
瑞穂第一小学校、瑞穂第二小学校、瑞穂第三小学校、瑞穂第四小学校、
瑞穂第五小学校、瑞穂中学校、瑞穂第二中学校

文化系施設
集会施設

瑞穂町民会館、殿ケ谷会館、石畑会館、石畑中央会館、箱根ケ崎北会館、
箱根ケ崎中央会館、箱根ケ崎南会館、箱根ケ崎西会館、長岡会館、長岡南
会館、むさしの会館、元狭山コミュニティセンター、長岡コミュニティセ
ンター、寄り合いハウスいこい

文化施設 瑞穂ビューパーク・スカイホール

スポーツ・レクリエ
ーション系施設

スポーツ施設
瑞穂中央体育館、瑞穂武道館、瑞穂町営グランド、瑞穂町営第2グランド、
瑞穂町営第2庭球場、瑞穂町営プール、瑞穂町営少年サッカー場、シクラメ
ンスポーツ公園、石畑地区スポーツ広場

社会教育系施設
図書館 瑞穂町図書館、元狭山ふるさと思い出館

博物館等 耕心館、郷土資料館けやき館

子育て支援施設

幼保・こども園 町立石畑保育園、町立むさしの保育園（乳児棟）

幼児・児童施設
あすなろ児童館、瑞穂第二小学童保育クラブ、瑞穂第四小学童保育クラブ、
瑞穂西松原学童保育クラブ

児童福祉施設 子ども家庭支援センター「ひばり」

保健・福祉施設

高齢者福祉施設
高齢者福祉センター「寿楽」、瑞穂町シルバーワークプラザ（シルバー人
材センター）

障害者福祉施設
心身障害者（児）福祉センター「あゆみ」、精神障害者地域活動支援セン
ター「ひまわり」、精神障害者共同作業所「ころぼっくる」、福祉作業所
「さくら」

その他福祉施設 ふれあいセンタ－

保健施設 保健センター

公営住宅 公営住宅 町営東長岡住宅

公園 公園
六道山公園、狭山池公園、松原中央公園、さやま花多来里の郷、みずほエ
コパーク、他20公園等

供給処理施設 供給処理施設 みずほリサイクルプラザ、丸池ポンプ場
産業系施設 産業系施設 産業会館、瑞穂町農畜産物直売所「ふれっしゅはうす」

その他 その他
箱根ケ崎駅東口自転車等駐車場、箱根ケ崎駅東西自由通路、吉野橋だれで
もトイレ、消防団旧第五分団詰所

インフラ施設 道路、橋りょう、下水道（ポンプ場含）

４ 建築系公共施設

（１）延床面積、建築年から見た現状と課題

町の公共施設の総延床面積は 90,234 ㎡、人口一人当たりの延床面積は 2.67 ㎡/人で、全国平均

の 3.42 ㎡/人より小さい値となっています。類似団体との整備水準比較では、やや上位の水準にあり

ます。人口急増時期の昭和 40 年代から昭和 50 年代に建築された公共施設は、大規模改修期限（築後

30 年周期）を超過し、該当する公共施設の延床面積は 62,394 ㎡となり全体の約 70％に達していま

す。

また、平成 2（1990）年以降に建築された公共施設は、平成 32（2020）年以降、順次大規模改

修期限を迎えます。今後、大規模改修期限を超過している公共施設に対する、大規模改修や長寿命化等

に要する財源確保が課題となっています。
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【公共施設整備の現状】

５ インフラ施設

（１）道路・橋りょうの現状と課題

１）道路

町の骨格的道路網は、国道 16 号と都道 5 号新宿青梅線（青梅街道、新青梅街道）、都道 44 号瑞

穂富岡線（岩蔵街道）、都道 166 号瑞穂・あきる野・八王子線のほか都道 4 路線によって構成され

ています。都市計画道路は 15 路線が指定され、59.9％(平成 28 年 3 月現在)が整備されています。

その他の町道については、西部土地区画整理事業区域を除くと幅員の狭いものが多く、防災・安全面

の確保が課題となっています。西部土地区画整理事業区域内には、公園と公園を結ぶ緑道が整備され

て、沿道住民の憩いの場となっています。

2）橋りょう

町内には、残堀川に架かる 18 橋、その他に無名橋を含め 34 橋が整備されています。既に整備後、

20 年を越える橋もあり、安全点検や維持・修繕による長寿命化に向けた整備補修等が課題となって

います。

（２）下水道の現状と課題

１）下水道

町の公共下水道は、汚水と雨水をそれぞれ別系統で排水する分流方式を採用しています。汚水管路

は約 176 ㎞、普及率 97.2%で雨水管路は約 38 ㎞、整備率は 45.9％となっています。また、駒形

汚水中継ポンプ場１箇所を管理しています。汚水は、市街化区域内の未整備地域と市街化調整区域内

の事業認可された地域について、順次整備を進めるとともに、汚水普及率 100％に向けて引き続き

事業の推進が必要です。一方、雨水については、道路整備や土地区画整理事業の実施にあわせ計画的

に整備を進め、集中豪雨等による雨水対策を進めていく事が重要です。整備した管路については、計

画的で適切な維持管理により修繕や改築を行い、施設の寿命を延ばすこと（長寿命化）が必要です。

また、駒形汚水中継ポンプ場、緊急輸送路直下の管路等については、耐震診断を行い、必要に応じて

耐震化を図る必要があります。今後も下水道施設を整備するとともに、耐用年数を超過する管路等の

更新時期を見据え、更新時の事業量の平準化やライフサイクルコストの最小化が課題となります。

今後、大規模改修を迎える施設
㎡

年

大規模改修（30 年周期）期限超過の施設

4

６ 建築系公共施設の更新費用

（１）施設大分類別の更新費用の推計

公共施設等総合管理計画における更新費用の試算について、総務省の基準では、建築後 60 年経過し

た施設は建替えを、30 年経過した施設は大規模改修を行うものとして試算することとしています。平

成 28（2016）年末を基準年として、建築から 30 年以上経過する施設は 32 施設あります。基準年

現在で建築後 30 年以上となるこれらの施設の大規模改修を、総務省の基準通り本計画初年度となる平

成 29（2017）年度に実施した場合、必要な費用は約 105 億円と推計されますので、役場庁舎建設

費用とあわせると当該年度の負担額は約 110 億円となり、現実的な数字ではありません。しかしなが

ら、町の公共施設は防衛省の補助を受けて建設しているものが多く、防音機能復旧工事や耐震改修を随

時実施し、長寿命化が図られていることから、財政状況を踏まえ、更新費用の試算は建築後 30 年又は

60 年を経過した年に大規模改修をするものとして試算します。なお、基準年現在で 30 年以上経過し

ているものについては、長寿命化による延命を図り、建築後 60 年を経過した年に大規模改修を実施す

るもとして試算します。

以上のことから、総務省「公共施設等更新費用試算ソフト」の考え方にあわせた単価を基に㎡数を乗

じて更新費用を推計しました。平成 29（2017）年度を初年度とし、当初 10 年間で大規模改修を行

う公共施設の更新費用は、約 120.95 億円となり、平均更新費用は約 12 億円／年となります。次に、

同様に後期 14 年間を試算すると更新費用は約 66.02 億円となり、平均更新費用は約 4.71 億円／年

となります。前期・後期の 24 年間の更新費用の合計は約 187 億円となります。なお、役場庁舎につ

いては既に建替えが決定していることから、総務省の単価表ではなく現時点で想定される建替費用で積

算しています。

〇施設大分類別の更新費用の推計結果

千円

120.95 億円（10 年間）

年平均 12 億円

年

※役場庁舎更新費用のみ、3 年間で約 40 億円と積算

公共施設等総合管理計画 計画期間 平成 29（2017）年度～平成 52（2040）年度

66.02 億円（14 年間）

年平均 4.71 億円

3



4

６ 建築系公共施設の更新費用

（１）施設大分類別の更新費用の推計

公共施設等総合管理計画における更新費用の試算について、総務省の基準では、建築後 60 年経過し

た施設は建替えを、30 年経過した施設は大規模改修を行うものとして試算することとしています。平

成 28（2016）年末を基準年として、建築から 30 年以上経過する施設は 32 施設あります。基準年

現在で建築後 30 年以上となるこれらの施設の大規模改修を、総務省の基準通り本計画初年度となる平

成 29（2017）年度に実施した場合、必要な費用は約 105 億円と推計されますので、役場庁舎建設

費用とあわせると当該年度の負担額は約 110 億円となり、現実的な数字ではありません。しかしなが

ら、町の公共施設は防衛省の補助を受けて建設しているものが多く、防音機能復旧工事や耐震改修を随

時実施し、長寿命化が図られていることから、財政状況を踏まえ、更新費用の試算は建築後 30 年又は

60 年を経過した年に大規模改修をするものとして試算します。なお、基準年現在で 30 年以上経過し

ているものについては、長寿命化による延命を図り、建築後 60 年を経過した年に大規模改修を実施す

るもとして試算します。

以上のことから、総務省「公共施設等更新費用試算ソフト」の考え方にあわせた単価を基に㎡数を乗

じて更新費用を推計しました。平成 29（2017）年度を初年度とし、当初 10 年間で大規模改修を行

う公共施設の更新費用は、約 120.95 億円となり、平均更新費用は約 12 億円／年となります。次に、
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年
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７ インフラ施設の更新費用

（１）インフラ施設別の更新費用の推計

１）道路・橋りょう部門の推計

今後とも、道路改良事業や補修維持管理事業などを現状規模のまま継続的に進めていくものと想定

し、平成 18（2006）年度より平成 27（2015）年度までの 10 年間の年平均事業費を必要な更

新費用として算定しました。今後の年間更新費用は、約３億円と推計されます。この更新費用の推計

については、本計画の計画期間前期 10 年間の平成 38（2026）年度までを見据え推計しました。

２）下水道部門の推計

平成 26（2014）年 3 月に策定した「瑞穂町下水道プラン」に基づき、施設の建設費・維持管理

費等、下水道事業の必要な事業費は以下のとおりです。

平成 37（2025）年度から、下水道管路の改築更新事業を開始する見込みとなっています。

10 年間の平均事業費

〇道路・橋りょう部門年度別事業費

年度

〇下水道部門年度別事業費

千円

百万円

資料：瑞穂町下水道プラン
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８ 基本方針

（１）点検・診断等の実施方針

点検・診断等は公共施設等の維持管理及び更新の基本であり、公共施設等の維持管理サイクル（設備

等の法定点検等）に必要となる業務です。法定点検以外にも、目視等による日常点検を強化し、日常的

なパトロールや利用者・住民等から寄せられる情報等に基づき、公共施設等の損傷や設備の異常等の早

期発見に努めます。

特にインフラ施設については、国・都などの定める各種点検マニュアル等に準拠して点検・診断等を

実施します。点検・診断等の結果については、維持管理や安全管理に活用できるよう、履歴の保存・活

用を促進し、公共施設等の劣化・損傷の拡大防止に努めます。

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針

建築系公共施設については、予防保全を原則として、不測の事故や故障等を防ぐために点検・診断等

の実施方針を踏まえ、効率的・効果的な維持管理を行うための費用を確保するとともに、可能な限り環

境にも配慮しながら維持管理に努めます。また、空調設備等の維持管理、修繕等を行い計画的に機能の

維持及び回復を図ります。

更新等は、利用者ニーズや更新することによるコスト面の効果を把握するとともに、建替えによる更

新を検討する場合は、複合化・多機能化又は民間活力の導入を含め、新たなニーズにも対応できるよう

身の丈にあった施設整備を目指し、町の長期的な施策を考慮した上で検討することとします。

インフラ施設は、建築系公共施設と同様、予防保全型の維持管理を推進し、随時劣化状況等を把握し

ながら効率的な維持管理、修繕を行うとともに、必要に応じて更新等に努めます。

（３）安全性確保の実施方針

公共施設における安全確保のため、利用者の安全を最優先し、万一の事故及び災害等が発生した時の

被害を最小限にとどめることを目的として、迅速に施設等の復旧ができる体制づくりに努めます。

また、危険性が認められたインフラ施設等については安全確保のために修繕等を行いますが、住民に

危険が及ぶような高い危険性が認められた時は、総合的な判断により改修等を検討します。

（４）耐震化の実施方針

町では、平成 24（2012）年３月に「瑞穂町耐震改修促進計画」を策定し、計画的に公共施設の耐

震診断及び耐震化を実施しています。公共施設は、災害時には避難・救護拠点、防災拠点や援護を必要

とする子どもや病人などが利用する施設となるものが含まれることから、平成 28（2016）年度末ま

でに防災上重要な公共施設の耐震化は完了しています。今後は、小・中学校体育館天井等の非構造部材

の調査等を行い、必要に応じて耐震化を実施していきます。また、インフラ施設についても、施設の耐

震性能の向上を図る対策を随時実施していきます。

（５）長寿命化の実施方針

国の「インフラ長寿命化基本計画」及び各省庁の個別計画に基づき維持管理・修繕・更新等の実施方

針を踏まえ、公共施設等の長寿命化を推進するとともに、維持管理・更新等に要する将来の財政負担の

軽減を図ります。

すでに長寿命化計画を策定済みの町営東長岡住宅に関しては、長寿命化を計画的に進めます。
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（６）整理統合や除却の実施方針 

人口動向や社会情勢等を見据え、公共施設の統合や廃止が必要となった場合には、上位関連計画であ

る長期総合計画などを踏まえ、公共施設の適正な配置と効率的な管理運営を目指し、必要な住民サービ

スを確保した上での統合・除却等を検討します。 

インフラ施設については、住民生活に欠かせないものであることから、廃止などを検討する余地が少

なく、町全体のインフラ施設整備状況を踏まえ、機能の有効性や効率性を検討していきます。 

また、施設が集約化・複合化又は除却等となった場合には、必要な経費について、地方債の活用など

も含め財政負担の軽減に努めます。 

 

（７）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

公共施設の安全性の確保、長寿命化及びライフサイクルコストの縮減を図るとともに、維持管理を総

合的かつ計画的に進めていくため、庁内での体制を強化し情報共有等に努めます。 

 

 

 

９ 計画の推進にあたっての留意事項 

（１）広域連携の取組方針 

  近隣自治体との相互利用や共同利用など連携することで、住民サービス向上が期待できる施設につい

ては、様々な手法を検討し、多様化する住民ニーズに対応するとともに、行政運営の効率化を進めます。

また、西多摩地域広域行政圏内でも、広域での公共施設の効果的な広域利用方策の検討、協議を進めま

す。 

 

（２）ＰＰＰ／ＰＦＩの活用方針 

厳しい財政状況下では、公共施設等の整備等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、財政

負担の軽減、行政の効率化を図ることが重要です。指定管理者制度は導入済であり、第５次瑞穂町行政

改革大綱においても制度の積極的な活用が明記されています。また、直営施設にあっても、部分的な業

務を対象とした制度の適用等も幅広い視点から検討していきます。 

 

 

 

 

 

瑞穂町公共施設等総合管理計画 
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