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はじめに 

 

我が国においては、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっており、

厳しい財政状況が続く中、今後、人口減少と少子高齢化が加速度的に進むこ

とが予想されるとともに、公共施設等の利用需要に変化が生じることが考え

られます。 

国は、平成 26年 4月、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進につ

いて」を全国の地方公共団体に通知し、その中で、地方公共団体においては、

国の「インフラ長寿命化基本計画」を参考に公共施設等総合管理計画を策定

し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するよう要請されました。 

 羽村市においては、これまで多くの特色ある公共施設等を整備し、市民の

皆様が快適に利用できるよう維持管理に努めるとともに、羽村市の自立性と

持続性を確保していくため、行財政改革基本計画に基づく明確な公共施設マ

ネジメントの下、個別の維持保全計画等を策定し、全庁を挙げて効率的かつ

効果的な管理運営を推進してまいりました。 

 これらの状況を踏まえたうえで、あらためて、羽村市の特性や資源を生か

した市民の皆様の暮らしに直結する行政サービスを将来にわたり提供し、長

期的な視点をもって公共施設等の更新、整理統合、長寿命化等を計画的に行

うことにより、財政負担の軽減、平準化を図ることを目的として、公共施設

等総合管理計画を策定いたしました。 

 今後、公共施設等総合管理計画を具現化していくための取組みを継続的に

進め、羽村市の持続的な発展につなげてまいりますので、引き続き、市民の

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました公共施設等総合管理

計画懇談会委員並びに関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

 

平成 28年 3月 

 

羽村市長  並 木  心    
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