
 

 

 

 

青梅市公共施設等総合管理計画策定に当たって 

 

 

 

 

 

青梅市長 浜 中 啓 一  

   

 

本市は、多摩地域の市で行政面積が２番目に広く、公共施設も東京ドームに換

算して約８個に相当する膨大な量を抱えています。 

その多くは、市民ニーズや行政サービスが多様化した昭和４０年から６０年頃

までに建築されたため、現在では老朽化が進み、今後、次々と更新時期を迎える

ことになります。 

しかし、厳しい財政状況や人口減少が進む中、その公共施設の全てを維持管理

し、更新していくことは、現実的には不可能であり、道路や橋りょうなどのイン

フラ資産を含めたこの問題への対応は、本市にとって喫緊の課題となっています。 

そのような状況の中、このたび、これからの公共施設やインフラ資産の総合的、

計画的な管理の推進や、将来のあり方の指針となる「青梅市公共施設等総合管理

計画」を策定しました。 

この計画は、公共施設の統廃合や集約・複合化を行い、総量を大きく削減する

ことを目標とした、大変厳しい計画となっております。 

計画の策定にあたっては、市民と市長との懇談会、ぷらっとカフェやシンポジ

ウムなど多くの機会を捉え市民の皆様にご意見を伺い、青梅市議会からも多くの

貴重なご意見をいただきました。 

本市の未来を担う子どもたちへ負の遺産を残さないためにも、今後、本計画を

着実に推進してまいりますので、市民の皆様には、なお一層のご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご協力をいただきましたすべ

ての皆様に心から感謝申し上げます。 
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