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【本計画書の見方】 

① 本計画では、「公共施設」「インフラ施設」「公共施設等」を次の定義で用いています。 

・公共施設   …学校、図書館など建築系公共施設 

・インフラ施設 …道路、下水道など土木系公共施設 

・公共施設等  …建築系公共施設及び土木系公共施設を総称して用いる場合 

② 本計画では、施設類型として、公共施設をその設置目的や主な機能により分類していま

す（P.116～119 参照）。分類は「あきる野市公共施設等総合管理計画」における区分

（公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会 公共施設等総合管理計画 モデル

計画書に基づき設定）に準じます。 

なお、大分類別に A から J までのアルファベット記号を割り当てています。 

③ 年又は年度の表記は、原則として和暦を用いていますが、将来の時点を指す場合など、

西暦で表記（和暦との併記を含む）する場合があります。 

④ 建物の構造種別は以下の記号を用いて表記する場合があります。 

 鉄骨鉄筋コンクリート：SRC  鉄筋コンクリート：RC  鉄骨：S 

 軽量鉄骨：LGS  コンクリートブロック：CB  木：W 

⑤ 特に指定のない場合、本計画書内で用いる各データの基準時点は、令和 2（2020）年

度です。 
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