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はじめに 

 

 青い海と緑豊かな大地、温暖な気候に恵まれた旭市。そし

て、何よりもぬくもりにあふれる市民の姿がある―。この様

子に象徴されるよう、旭市は「郷土愛からつなぐ未来 ず～

っと大好きなまち旭」を将来都市像に掲げ、まちづくりを進

めています。 

 また、東日本大震災では津波や液状化により、甚大な被害

を受けた事もあり、「心をひとつに～共に進もう復興あさひ

～」をスローガンに、生活再建、安全・安心な暮らしの確保、

災害に強いまちづくりなどに、取り組んできました。 

 これらのまちづくりを目指す旭市ですが、これからは公共施設等に関して大きな課題が

生じていきます。 

 旭市は、人口増加や経済発展に伴い拡大する行政需要に対応するため、特に昭和50年代

から平成12年頃までの間に公民館や学校教育施設など数多くの施設を建設してきました。

それ以前に建設された施設を含め、築後30年を経過した施設は5割近くに及び、近い将来

には大規模修繕や施設の建替えが必要になってきます。 

 また、旭市は平成17年(2005)7月1日に、旭市、海上町、飯岡町、干潟町の1市3町の合併

により、多くの公共施設等を引き継ぎましたが、旧市町では、それぞれの区域で行政サー

ビスを提供していたことで、類似した公共施設等を数多く保有しています。 

 このような公共施設等の現状に対して旭市の財政状況は、合併の特例による国の財政支

援期間終了に伴う地方交付税の減少、これまでの少子高齢化の進展に伴う生産年齢人口の

減少から税収の減少が想定されるほか、増加する高齢者人口に対応する支出の増大などに

より、今後公共施設等の保全や整備に対してこれまでと同様の財源確保が困難になること

が予想されます。 

 これらを踏まえ、今後の公共施設等の在り方の検討や、整備の方向性を示す指針として、

この「旭市公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

 そして、市民の貴重な財産の一つである公共施設等を次世代にしっかりと引き継ぐため、

市民の皆様と共に考え、全職員が一丸となって取り組んでまいります。  

 

旭市長  明 智  忠 直 
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