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第９章 施設類型ごとの管理に関する 

基本的な方針 



92 

第９章第９章第９章第９章    施設類型ごとの管理に関する基本的な方針施設類型ごとの管理に関する基本的な方針施設類型ごとの管理に関する基本的な方針施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

◆公共建築物 

（１） 市庁舎 

① 施設一覧 

（本庁舎・分庁舎） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0010 旭市役所(第2分館･分室･書庫含む) 旭 S38(1963) 4,300.11 

0020 第2庁舎 旭 S44(1969) 649.05 

0021 商工観光課(青年の家内) 旭 S47(1972) 391.69 

0030 南分館 旭 H5(1993) 493.08 

（支所） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0040 旭市海上支所 海上 S59(1984) 3,645.15 

0050 旭市飯岡支所 飯岡 S48(1973) 2,704.67 

0060 旭市干潟支所(車庫・会議室棟含む) 干潟 S56(1981) 3,312.13 

 

② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 
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③ 現状及び課題 

（本庁舎・分庁舎） 

・ 施設規模の不足、本庁機能の分散化、庁舎建物の耐震性能不足や老朽化対応などへの

対応から平成30年度末の竣工を目標に新庁舎の建設計画を進めています。 

・ 賃借建物（南分館）や、立地の観点から事務に不都合（騒音・振動）な施設があり、

これらについても在り方の検討が必要です。 

（支所） 

・ 余剰スペースが大きく、非効率な運営状況があります。また、一部の支所においては

施設の著しい老朽化の進行が見受けられるほか、耐震性能の不足が懸念される耐震診

断未実施の状態にあります。 

 

④ 基本方針 

老朽化が著しく進行するなど様々な課題を抱える本庁舎は、新たな庁舎を整備し、行政

機能の集約化を図るとともに、現支所又はその周辺公共施設へ住民生活に密接に関わる出

張所機能を確保することで、行政事務の効率化と住民サービスの維持向上に努めます。 

本庁舎が災害時の拠点施設としての役割を持つことを踏まえて、災害に強い施設づくり

を推進します。また、将来の行政需要の変化に応じて、他用途への機能転換に柔軟に対応

できる施設整備を推進するとともに、市全体の公共施設の集約化に資する施設整備の在り

方を検討します。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

市庁舎は通常の定期点検に加え、非常時を想定した点検診断等の実施基準を定めて

確実に運用します。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

長期の継続的かつ安定的な施設利用を念頭におき、BCP（事業継続計画）やライフ

サイクルコストの低減を念頭に置いた維持管理及び更新等を推進します。 

(ウ)安全確保の実施方針 

点検診断等によって危険性が認められた建物や設備類については速やかな撤去を推

進します。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

本庁機能の様々な課題に対応するため、新庁舎の建設を推進します。新庁舎では、

設備等のメンテナンス性や将来のあらゆる変化に対応できる柔軟性の高い庁舎とする

など、長寿命化対応への視点を持って整備を進めます。 

(カ)統合や廃止の推進方針 

市庁舎に必要な機能や行政サービスの維持向上の観点を踏まえて必要な面積を確保
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しつつ、総量縮減に取り組むものとします。さらに、市庁舎については特に非常時対

応も念頭に置いて統廃合や移設の際の立地の適正さ等を検討します。 

(キ)民間連携の取組方針 

行政機能の配置や行政サービス範囲の変化による利便性の低下を防ぐため、民間事

業者との連携を強化し、身近で利用しやすい行政サービスの充実を図ります。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

耐震性能等の安全性が確保されている庁舎の余剰スペースは、他機能への転用や民

間への貸付、売却を検討し積極的な有効活用を図ります。老朽化の著しい安全性の確

保されていない施設は、廃止解体を推進します。 

(ケ)広域連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

 

 

（２） 医療・保健・福祉施設 

① 施設一覧 

（医療関連施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0070 旭市国民健康保険直営滝郷診療所 海上 S46(1971) 227.56 

（保健センター） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0080 旭市保健センター 旭 S54(1979) 760.36 

0090 旭市海上保健センター 海上 H1(1989) 754.61 

0100 旭市飯岡保健センター 飯岡 H8(1996) 1,615.28 

0110 旭市干潟保健センター(干潟支所2F) 干潟 S56(1981) 595.00 

（健康関連施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0120 あさひ健康福祉センター 旭 H16(2004) 894.94 

0130 海上健康増進センター 海上 H14(2002) 571.20 

0140 いいおかけんこうセンター 飯岡 H14(2002) 300.00 

（福祉関連施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0150 飯岡福祉センター 飯岡 H8(1996) 1,856.45 

0160 海上ふれあいサポートセンター 海上 S46(1971) 393.00 

0170 旭市福祉作業所 旭 H8(1996) 103.39 

 



95 

② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 

 

③ 現状及び課題 

（医療関連施設） 

・ 建物は耐用年数を経過しており老朽化の進行が著しく、耐震診断やアスベスト含有吹

付材の使用状況調査が未実施の状態です。また、施設特性からバリアフリーへの対応

改善が望まれます。 

・ 運営面では一定の患者数が見込まれていることから、健全な経営が保たれています。 

（保健センター） 

・ 建築後20年から35年が経過しており老朽化が進行しつつあります。そのため、今後は

修繕・更新費用の増加が見込まれます。 

・ 4箇所ある施設の利用効率性（稼働率）に偏りがあります。加えて利用効率性の高い

施設では、健診等の利用者の駐車スペースが不足しているという課題があります。 

・ 健康管理課が2施設に分散配置しており、事務執行に関する効率性に課題があります。 

（健康関連施設） 

・ 建築後10年程度の比較的新しい施設ですが、プールや浴室関連等の特殊な施設を設置

しているため多くの維持管理費がかかっています。今後は設備の老朽化に伴う維持管
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理費の増大が見込まれることや、老朽化した設備の適正更新が課題です。 

（福祉関連施設） 

・ 海上ふれあいサポートセンターは、建築後40年以上を経過し、老朽化の進行に加え耐

震診断も未実施の状況です。また、主に高齢者が利用する施設でありながらエレベー

ター等のバリアフリーに対応していません。施設利用者は1日10人に満たない状況で

す。 

・ 旭市福祉作業所は、心身障害者の自立的支援施設として、特別支援学校卒業生などへ

の支援が民間施設も含めても不足している中で大きな役割を担っています。 

 

④ 基本方針 

施設の老朽化状況や利用実態からみた存続の必要性を踏まえて、施設の集約化を推進し

ます。なお施設の集約化によって、住民サービスの低下を招かないように、長期利用を前

提に、更新を行う施設については、市民の交通アクセスへ十分配慮した立地条件を検討す

るとともに、駐車場や駐輪場を十分に確保するように努めます。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

高齢者や乳幼児等の施設利用者の実態に合わせて、安全性確保や非常時対応に必要

な点検及び診断を推進します。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

バリアフリー化や利用者の安全確保に必要な改修工事は積極的に推進し、施設機能

の充実に努めます。ただし、利用者数が少ない施設（今後の見込みも含む）について

は、費用対効果の観点から必要最小限の工事のみを実施し、財政負担の軽減にも配慮

します。 

(ウ)安全確保の実施方針 

高齢者や乳幼児等の利用実態に合わせて、万全な安全確保に必要な基準を定めて運

用します。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

用途変更等によって今後の長期利用が可能な施設については長寿命化を推進します。 

(カ)統合や廃止の推進方針 

今後の利用需要の低下や施設の老朽化に伴う更新費用の増加が予測されることから、

複数存在する同種施設については統廃合によって集約化を推進します。 

民間事業者においても実施可能な事業は可能な限り民間にて実施することを原則と

し、トータルコストの縮減を図ります。 

(キ)民間連携の取組方針 

指定管理者制度による民間活用の拡大を推進します。 
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(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

広域的なサービスの展開を視野に入れた施設の再配置や共同利用の在り方について

検討を進めます。 

 

 

（３） 保育所・児童関連施設 

① 施設一覧 

（保育所） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0180 旭市立中央第一保育所 旭 S55(1980) 1,174.12 

0190 旭市立中央第二保育所 旭 S50(1975) 637.72 

0200 旭市立中央第三保育所 旭 S54(1979) 881.96 

0210 旭市立干潟保育所 旭 H15(2003) 866.09 

0220 旭市立日の出保育所 旭 S63(1988) 894.32 

0230 旭市立とみうら保育所 旭 S52(1977) 862.37 

0240 旭市立ゆたか保育所 旭 S51(1976) 864.02 

0250 旭市立共和保育所 旭 S56(1981) 848.96 

0260 旭市立池の端保育所 旭 H5(1993) 756.88 

0270 旭市立海上保育所 海上 S46(1971) 466.72 

0300 旭市立いいおか保育所 飯岡 H25(2013) 1,010.62 

0310 旭市立まんざい保育所 干潟 S54(1979) 815.02 

0320 旭市立古城保育所 干潟 S61(1986) 916.47 

（児童関連施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0325 旭市子育て支援センターハニカム 旭 H5(1993) 251.50 

0327 こども発達センター 海上 H1(1989) 196.98 

0331 共和児童クラブ室 旭 H24(2012) 133.68 

0332 嚶鳴児童クラブ棟 海上 H25(2013) 230.21 

0333 干潟児童クラブ室 旭 H26(2014) 161.47 

0334 琴田児童クラブ室 旭 H26(2014) 134.51 
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② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 

 

③ 現状及び課題 

（保育所） 

・ 市内に13施設を設置していますが、定員充足率の低い（70％～80％）施設があります。 

・ 建築後30年以上が経過している施設においても、一部の施設を除き、大規模改修や定

期的な維持補修により建物の状況は良好に保たれています。 

・ 借地料の発生している施設があります。 

・ 耐震性のない施設が存在しています。 

（児童関連施設） 

・ 子育て支援センターは、建物を賃借して設置しています。施設はバリアフリーに対応

していないため、乳幼児を抱きかかえて利用するには、大きな負担となっています。 

・ こども発達センターは、平成25年度から海上保健センターの一部を活用して運営して

います。 

・ 児童クラブは学校施設の一部を活用して運営していますが、児童数の増加に伴い平成

24年度には専用のクラブ室を建設しました。近年の児童クラブの利用者数は増加傾向

にあります。 
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④ 基本方針 

将来の人口動態予測などから市内13箇所の保育所の存廃と将来ビジョンに関する在り方

を検討し、その方向性を示します。施設の計画的な維持更新と子育てに関わる機能の拡充

を図るための最適配置を実現するとともに、市が担うべき保育・児童福祉の機能を追求し

ながら、民間事業者との協働により活力と魅力ある子育て環境の整備に努めます。 

児童の安全確保のために適切な施設の維持保全に努め、安心して子供を遊ばせる、預け

ることの出来る保育所等、児童の健全な育成に寄与する施設整備を推進します。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

建物及び設備のみならず、園内の遊具や諸工作物についても園児や児童への事故の

危険性を最小化するために点検及び診断を徹底します。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

指定管理者制度の導入や民間への運営委託を推進し、財政負担の軽減を図ります。

建物賃借の施設は可能な限り市有施設へ移転し、借地はその解消を推進します。 

今後の修繕・更新工事は、施設の存廃に係る方針を策定した施設について優先的に

実施するものとします。 

(ウ)安全確保の実施方針 

施設周辺状況から災害発生危険区域等に該当する場合や、点検診断によって危険性

が認められた設備、工作物については速やかに使用中止の措置をとるなど、速やかな

安全確保策を講じるものとします。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(カ)統合や廃止の推進方針 

施設の集約化や複合化を積極的に推進し、管理の効率化と適正化を図るものとしま

す。 

(キ)民間連携の取組方針 

（全体方針と共通するため省略 P.87 参照） 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

生活圏が他市に及ぶ場合には、隣接自治体との施設の共同利用を推進します。 
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（４） 学校教育関連施設 

① 施設一覧 

（小学校） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0340 旭市立中央小学校 旭 H22(2010) 8,973.00 

0350 旭市立琴田小学校 旭 H4(1992) 3,349.00 

0360 旭市立干潟小学校 旭 S48(1973) 4,771.00 

0370 旭市立富浦小学校 旭 S41(1966) 3,687.00 

0380 旭市立矢指小学校 旭 H23(2011) 4,941.33 

0390 旭市立共和小学校 旭 S39(1964) 3,424.00 

0400 旭市立豊畑小学校 旭 S42(1967) 3,927.00 

0410 旭市立鶴巻小学校 海上 S54(1979) 3,786.00 

0420 旭市立滝郷小学校 海上 S57(1982) 3,602.00 

0430 旭市立嚶鳴小学校 海上 S51(1976) 4,577.00 

0440 旭市立三川小学校 飯岡 H11(1999) 4,707.00 

0450 旭市立飯岡小学校 飯岡 S52(1977) 5,995.00 

0460 旭市立中和小学校 干潟 S63(1988) 3,343.00 

0470 旭市立萬歳小学校 干潟 H2(1990) 3,897.00 

0480 旭市立古城小学校 干潟 H5(1993) 4,335.00 

（中学校） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0490 旭市立第一中学校 旭 S54(1979) 9,426.00 

0500 旭市立第二中学校 旭 H20(2008) 11,716.00 

0510 旭市立海上中学校 海上 H18(2006) 6,857.00 

0525 旭市立飯岡中学校 飯岡 H27(2015) 7,453.58 

0530 旭市立干潟中学校 干潟 S58(1983) 5,975.00 

（給食センター） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0540 旭市第一学校給食センター 旭 H12(2000) 1,807.46 

0551 旭市第二学校給食センター 海上 H24(2012) 2,270.84 
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② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 

 

③ 現状及び課題 

（小学校） 

・ 小学校は15校を有しており昭和40年代から50年代にかけて建設された校舎が多くあり

ますが、そのほとんどの施設は大規模改修工事を実施済みです。 

・ 児童数の減少に伴い施設規模と児童数のバランスが崩れ、利用効率性に課題のある施

設があります。 

・ 敷地のほとんどが土砂災害危険区域に指定され、一部は土砂災害特別警戒区域に指定

されている施設があり、安全性確保の方策検討が必要です。 

・ 屋内運動場の地域開放による利用者数は、学校ごとに開きが大きいものの全体では年

間7万人を超えています。 

（中学校） 

・ 中学校は5校を有していますが、大規模校が突出しているため施設の規模に開きが見

られます。 

・ 建築年度の古い建物の建て替えや大規模改修を順次行っています。今後も、建築後30

年を超える建物において、大規模改修工事等の対応が必要となってきます。 
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・ 屋内運動場の地域開放による利用者数は、全体で年間3万人を超えています。 

（給食センター） 

・ 平成12年、平成24年に建設されており比較的新しい施設です。特殊な設備を保有して

いることから、日常管理の徹底及び設備機器の定期的な更新が必要です。 

・ 今後の児童数・生徒数減少への対応を検討する必要があります。 

 

④ 基本方針 

学校教育においては、児童生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し

合い、切磋琢磨することを通じて、一人ひとりの能力や社会性などを身につけることが

必要であり、小・中学校においては一定の集団規模が確保されていることが望まれます。

そこで、将来の人口動態や児童生徒数の推移を見据え、将来に向けて拡大が予測される

様々な課題への対応や学校教育の目標をよりよく実現するために、学校の適正規模、適

正配置等の在り方を示します。また、各学校が地域コミュニティの中核を担ってきたこ

とから、地域との合意形成を図るとともに、他の公共施設との複合的な利用も含め、地

域に開かれた学校教育施設の在り方について併せて検討します。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

建物及び設備のみならず、校庭内の遊具や諸工作物についても児童生徒の事故の危

険性を最小化するために点検及び診断を徹底します。 

また避難所指定されている学校の建物については、非常時を想定した点検診断を日

常から実施するものとします。 

学校給食センターについては、特に衛生設備や給排水設備等の衛生面に関する設備

類の保守点検を徹底します。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

校舎や屋内運動場を中心として、光熱水費や修繕費の低減化を図るために、よりエ

ネルギー効率の高い器具や長寿命な設備への更新を推進します。 

施設の更新にあっては、今後の児童生徒数の推移予測のほか、近隣公共施設との複

合化を含め、長期的施設運営の可能性を精査、検討した上で整備を進めます。 

また、受益者負担の適正化を図る観点から、屋内運動場の地域開放における使用料

徴収を検討します。 

(ウ)安全確保の実施方針 

小中学校と近隣公共施設機能の複合化等を進める場合には、児童生徒の安全確保を

検証しながら推進します。 

小中学校の統廃合によって使用中止又は用途廃止した建物のうち、安全性の確保さ

れていない施設は、速やかな解体撤去を推進します。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 
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(オ)長寿命化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(カ)統合や廃止の推進方針 

将来の児童生徒数予測などから、児童生徒の良好な学習環境等の確保を前提に適正

配置・適正規模の在り方を示し、保護者や地域との合意形成を図りながら進めていき

ます。 

(キ)民間連携の取組方針 

小中学校の建替えや複合化等を進める場合には、公民連携手法を積極的に活用しま

す。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

公共施設の集約化や複合化を積極的に推進する観点から、余裕教室の現状や将来の

児童生徒数の増減見込みについて庁内での情報共有を促進します。 

(ケ)広域連携の取組方針 

一般開放の効果的な利用や災害時の避難施設としての利用を中心として、広域的な

施設の有効活用の在り方を積極的に検討します。 

 

 

（５） 生涯学習関連施設 

① 施設一覧 

（公民館・公民館等類似施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0560 旭市海上公民館 海上 S55(1980) 1,879.32 

0570 旭市干潟公民館 干潟 S49(1974) 1,929.56 

0580 旭市民会館 旭 S41(1966) 1,260.36 

0590 いいおかユートピアセンター 飯岡 H2(1990) 3,101.27 

0600 旭市青年の家 旭 S47(1972) 851.69 

0610 第二市民会館 旭 S54(1979) 745.92 

0620 コミュニティセンター 干潟 H4(1992) 394.21 

0630 ふれあいセンター 干潟 H6(1994) 408.58 

0640 農村環境改善センター 干潟 S54(1979) 804.88 

0650 萬歳地区多目的研修センター 干潟 S60(1985) 439.01 

（図書館） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0670 旭市図書館 旭 S41(1966) 404.00 

（文化施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0680 大原幽学記念館 干潟 H6(1994) 1,134.28 

0690 飯岡歴史民俗資料館 飯岡 S54(1979) 199.80 

0700 旭市文書館 旭 S41(1966) 45.62 

（その他教育・文化施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0710 海上ふれあい館 海上 H9(1997) 135.71 

0715 文化財保管庫(旧公益質屋) 旭 S40(1965) 41.36 
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② 施設配置図 

 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 

 

③ 現状及び課題 

（公民館・公民館等類似施設） 

・ 10施設を有していますが、利用者の少ない施設や稼働率の低い部屋があります。また、

一部の施設において設置目的と利用実態のかい離もみられます。 

・ 施設全体では約70％（延床面積で約9,000㎡）が建築後30年以上を経過しており、老

朽化が進行している状況です。また、耐震診断未実施の施設や、飛散性アスベスト含

有建材が未除去、バリアフリー対応の不足等の施設が存在しています。 

・ 施設運営費の収入となる施設使用料は、施設にかかる全体経費の数％に留まっており、

受益者負担と税負担の在り方を検討した施設使用料の見直しが必要です。 

（図書館） 

・ 老朽化が著しく、耐震診断も未実施の状況です。図書館機能のほか市民会館や文書館

を含めた複合施設で多くの市民が利用する施設ですが、バリアフリーへの対応や駐車

場不足の課題があります。 

・ 県内の図書館を設置する市の中で、最も施設規模が小さく狭隘

あい

であるため、閲覧スペ
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ースが確保できないだけでなく、利便性の高い蔵書配置が困難であるなど、図書館機

能に大きな課題を抱えています。 

（文化施設） 

・ 文化施設は他の生涯学習施設に比べて利用者数が少ない状況です。 

・ 大原幽学記念館は、駐車場からのアクセス等に課題があります。また、収蔵品の保管

等のための施設の維持管理費及び事業運営費が多額となっています。 

・ 飯岡歴史民俗資料館は、老朽化の進行が著しく、耐震診断も未実施でバリアフリーへ

の対応も不足しており建物自体に課題を抱えています。 

・ 文化財などの資料保管場所が不足しており、保管場所や保管方法など適正な保管体制

に課題があります。 

 

④ 基本方針 

多様化する住民ニーズを踏まえ、社会教育の促進、地域団体活動に対する支援、生きが

いの創造や地域づくり活動などの拠点として、地域に開かれた生涯学習関連施設の在り方

を検討します。 

生涯学習関連施設の中には、老朽化の進行した施設や、安全性、耐震性が確保されてい

ない健全度の低い施設が存在し、近い将来には、施設の在り方を踏まえた統廃合や更新が

必要です。今後は他の施設との複合化を含め、適正配置に向けた整理統合を進めていきま

す。多くの課題を抱える図書館は、その課題解決に向けて、移転や複合化を含めた更新を

進めていきます。 

また、施設の維持管理費は、そのほとんどを税金で賄っている現状を踏まえ、税負担と

利用者である受益者負担の適正バランスを検証し、適正な使用料金の在り方の方向性を示

し、順次見直しを図っていきます。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

建物及び設備のみならず、施設内の備品類や諸工作物についても施設利用者の事故

の危険性を最小化するために点検及び診断を徹底します。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

指定管理者制度や運営委託を積極的に活用して維持管理の効率化と適正化を推進し

ます。また、受益者負担の適正化を図る観点から、施設使用料と減免基準の見直しを

図ります。施設の安全性や健全性の維持向上に係る修繕等については積極的に実施を

図るために、施設の存廃を含めた中長期的視点によって保全計画を策定するものとし

ます。 

(ウ)安全確保の実施方針 

老朽化の進行が著しく、安全性の確保のための改修工事に多額の費用が見込まれる

ときは、今後の施設ライフサイクルコストと改修に係る投資額の検証を行い、改修工

事の効果が小さいと判断される施設については、解体撤去も視野に入れて迅速かつ的
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確な安全確保策を講じるものとします。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(カ)統合や廃止の推進方針 

中長期的な施設の有効活用を図る観点から施設の利用実態を重視して同種類似施設

を幅広く捉え、積極的な類似機能の集約化を推進します。 

老朽化の著しい進行や耐震性能不足など施設の安全性等に多くの課題を抱える施設

は、速やかに施設の使用休止や機能移転等を推進します。 

(キ)民間連携の取組方針 

地域振興や観光振興等に資する機能的役割を活用し、民間事業者との連携によって

施設のPRを積極的に図るものとします。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

一時的な余剰資産や低・未利用なスペースについて、他用途への転用を積極的に図

ることで施設の有効活用を推進します。 

(ケ)広域連携の取組方針 

近隣自治体のみならず県との連携を強化して、生涯学習関連施設の有効活用を図る

ものとします。 

 

 

（６） スポーツ施設 

① 施設一覧 

（体育館） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0720 旭市総合体育館 旭 H9(1997) 5,921.00 

0730 旭市青年の家体育館 旭 S46(1971) 1,045.96 

0740 海上キャンプ場体育館 海上 H1(1989) 1,519.45 

0750 飯岡体育館 飯岡 S58(1983) 1,375.00 

0760 飯岡児童体育館 飯岡 S54(1979) 975.00 

（野球場） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0770 旭スポーツの森公園野球場 旭 H9(1997) 538.00 

0780 海上コミュニティ運動公園野球場 海上 H16(2004) 438.00 

0790 海上野球場 海上 S45(1970) 0.00 

0800 飯岡野球場 飯岡 H24(2012) 19.87 

0810 干潟さくら台野球場 干潟 H6(1994) 165.00 

（庭球場） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0830 旭スポーツの森公園庭球場 旭 S61(1986) 0.00 

0850 飯岡庭球場 飯岡 S59(1984) 0.00 

0860 干潟さくら台庭球場 干潟 H6(1994) 0.00 

0865 旭文化の杜公園庭球場 旭 H24(2012) 0.00 
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（その他スポーツ施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0870 旭市弓道場 旭 S61(1986) 95.00 

0880 旭市卓球場 旭 S40(1965) 638.08 

0900 いいおかふれあいスポーツ公園サッカー場 飯岡 H8(1996) 0.00 

0910 いいおかふれあいスポーツ公園ソフトボール場 飯岡 H8(1996) 110.49 

0920 いいおかふれあいスポーツ公園多目的広場 飯岡 H8(1996) 0.00 

0930 あさひパークゴルフ場 旭 H19(2007) 296.31 

0940 仁玉コミュニティ広場(野球場) 旭 S59(1984) 0.00 

0950 仁玉スポーツ広場 旭 H12(2000) 0.00 

0955 新川スポーツ広場 旭 H17(2005) 7.80 

 

② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 

 

③ 現状及び課題 

（体育館） 

・ 老朽化の進行が著しく建物自体に課題を抱えている施設が存在しています。 

・ 総合体育館は施設利用者数が多い反面、他の体育館と比較して多額の運営経費がかか

っています。 

・ 総合体育館を除く体育館施設では、利用者数が学校の屋内運動場の地域開放利用者数
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と同程度に留まっています。 

（野球場） 

・ 大会での利用やスポーツ少年団の活動の場、合宿での利用と観光機能の分担など、各

施設が規模と役割を少しずつ代えながら機能しています。 

・ 利用頻度の少ない施設や、利用団体へ管理を委託している施設があります。 

（庭球場） 

・ 施設間で、稼働状況や利用者一人当たりの市の負担額などに大きな差があります。 

・ テニスコートの舗装面は、定期的な補修を行い良好な状態で管理されています。また、

ほとんどの施設でナイター照明を有しています。 

・ 施設使用料は運営経費の20％から30％を占めています。 

（その他スポーツ施設） 

・ 弓道場、卓球場、サッカー場、ソフトボール場、多目的広場、パークゴルフ場などの

施設を有しています。 

・ 市内には専用球場のほか、スポーツ少年団の活動の場としての広場が多く存在してい

ます。これらの広場は、利用団体の自主的管理により市の費用発生は少額です。 

・ 老朽化が著しく耐震診断も未実施の施設が存在しています。 

・ 観光機能を一部担っている施設については、機能の補完や強化を検討する必要があり

ます。 

 

④ 基本方針 

将来の更新費用や維持管理費用の負担状況を踏まえながら、近隣市町との広域的な施設

利用の在り方を検討するとともに、学校教育施設における体育施設の有効活用を推進し、

市内におけるスポーツ施設及びその類似施設の集約化を図ります。また、利用率の低い施

設は、利用目的の転換や利用促進を図るとともに、施設の統廃合に向けた検討を進めます。 

施設使用料の適正な負担の在り方を検討するとともに、民間移譲を推進し、市の財政負

担を最小化しながらスポーツ施設の維持存続に努めます。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

建物本体や設備のみならず、スポーツ活動に用いる備品類についても安全確保に係

る基準を策定して点検診断を定期的に実施するものとします。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

地域との協働や利用団体との連携によって維持管理の充実と適正化を図るものとし

ます。また、受益者負担の適正化を図る観点から、施設使用料と減免基準の見直しを

図ります。 

今後は学校教育施設との共同利用も視野に入れて施設の存廃方針を策定し、中長期

的な施設の在り方を踏まえた修繕・更新を計画的に実施します。 
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(ウ)安全確保の実施方針 

老朽化が著しく進行、又は損傷が頻発している諸工作物については速やかな使用中

止措置を講じるとともに、改修や解体撤去を実施するものとします。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(カ)統合や廃止の推進方針 

学校施設との共同利用を推進するために、今後の市のスポーツ施設の在り方につい

て方向性を策定するものとします。 

低利用施設は、民間移譲を含め施設の在り方を検討します。 

(キ)民間連携の取組方針 

市内宿泊施設との連携による合宿利用の活用を図るなど、施設の利用を促進します。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

余剰土地利用として一時的、暫定的にスポーツ施設として活用する場合は、その期

間を予め定め、市民に周知し、その後は民間売却を原則とします。 

(ケ)広域連携の取組方針 

大規模施設で維持管理費用が多額となる施設については、可能な限り近隣自治体と

の共同設置・利用を推進するものとします。 

 

 

（７） 産業関連施設 

① 施設一覧 

（農業関連施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0960 旭市民農園(鎌数) 旭 H15(2003) 0.00 

0970 旭市民農園(岩井) 海上 H15(2003) 0.00 

0980 旭市農産物処理加工センター 干潟 H3(1991) 194.40 

1000 岩井都市農村交流ステーション 海上 H16(2004) 99.37 

1010 旭市農産物直売館(H27閉鎖) 旭 H10(1998) 49.58 

（観光関連施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

0940 旭市営海浜プール(いいおか潮騒ホテル) 飯岡 S41(1966) 80.20 

1020 ふれあいの海辺便益施設(椎名内) 旭 H4(1992) 180.81 

1030 レストハウス(萩園公園) 飯岡 H4(1992) 133.00 

1040 旭市長熊釣堀センター(長熊スポーツ公園) 干潟 H4(1992) 159.00 

1045 道の駅「季楽里あさひ」 旭 H27(2015) 1,737.50 

（宿泊施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

1050 海上キャンプ場 海上 H6(1994) 846.25 
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② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 

 

③ 現状及び課題 

（農業関連施設） 

・ 市民農園では利用率が4割程度と低い施設が存在しています。 

・ 設置目的と利用実態のかい離や、利用者・利用時期の偏り（閑散・集中）がみられま

す。 

・ 各施設とも、建築後25年未満で建物の状態は良好です。 

（観光関連施設） 

・ 海岸便益施設は、東日本大震災での津波被害からの復旧工事に伴い施設改修を行った

ことで建物の状態は良好です。施設は地理的に海岸沿岸部にあることから建物劣化の

進行が早く、定期的な維持補修が欠かせません。また、季節によって利用状況が大き

く変化することから利用状況に応じた適正な管理・運営が必要です。 

（宿泊施設） 

・ 海上キャンプ場の施設はすべて木造で統一されているため耐用年数が短く設定されて

おり適切な維持管理及び定期的な補修等が必要です。また冬季の利用促進策が課題で

す。 
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④ 基本方針 

産業育成の観点からのみではなく、市民の生きがいの創造や健康増進等の観点から施設

の多機能化を推進します。また施設の収益性やコスト負担を検証しながら民間事業者との

連携や地域住民との協働を図り、民間活力を取り入れた施設の有効活用を図ります。施設

の多機能化や官民連携の困難な施設は施設の廃止を検討します。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

建物本体や設備のみならず、体育関連の諸工作物についても安全確保に係る基準を

策定して点検診断を定期的に実施するものとします。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

地域との協働や利用団体との連携によって維持管理の充実と適正化を図るものとし

ます。 

また、受益者負担の適正化を図る観点から、施設使用料と減免基準の見直しを図り

ます。 

(ウ)安全確保の実施方針 

老朽化が著しく進行、又は損傷が頻発している諸工作物については速やかな使用中

止措置を講じるとともに、改修や解体撤去を実施するものとします。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(カ)統合や廃止の推進方針 

低利用施設の今後の在り方を検討し、複合化や統廃合を推進します。 

(キ)民間連携の取組方針 

市内の関連施設との共同利用（利用補助券の活用）等を推進します。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

大規模施設で維持管理費用が多額となる施設については、可能な限り近隣自治体と

の共同設置・利用を推進するものとします。 
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（８） 生活環境関連施設 

① 施設一覧 

（上水道施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

1070 旭配水場(水道庁舎) 旭 S56(1981) 904.11 

1080 旭市水道お客様センター 旭 H20(2008) 50.78 

1090 海上配水場 海上 S56(1981) 29.60 

1100 飯岡配水場 飯岡 S56(1981) 65.00 

1110 干潟配水場 干潟 H7(1995) 166.00 

（下水道・汚水処理施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

1120 旭市浄化センター 旭 H11(1999) 4,629.02 

1121 旭中央汚水ポンプ場 旭 H24(2012) 469.78 

1130 東町都市下水路浄化施設 旭 H5(1993) 0.00 

1140 萩園生活排水処理施設 飯岡 H3(1991) 146.39 

1150 旭市江ヶ崎地区農業集落排水処理施設 旭 H9(1997) 467.00 

1160 旭市琴田地区農業集落排水処理施設 旭 H12(2000) 276.86 

（ごみ処理施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

1170 旭市クリーンセンター 旭 H4(1992) 3,898.28 

1180 旭市グリーンパーク 干潟 H8(1996) 558.26 

1190 旭市一般廃棄物最終処分場 干潟 S55(1980) 0.00 

（公衆トイレ） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

1200 旭市公衆便所(西宮公園) 旭 H2(1990) 16.97 

1210 干潟駅公衆トイレ 旭 H22(2010) 35.03 

1220 飯岡駅公衆トイレ 海上 H9(1997) 0.00 

1230 旭駅公衆トイレ 旭 H22(2010) 38.84 

1240 十日市場浜トイレ 旭 H20(2008) 13.60 

1250 中谷里浜トイレ 旭 H16(2004) 25.18 

1260 椎名内浜トイレ 旭 H22(2010) 27.62 

1270 倉橋駅公衆トイレ 海上 H10(1998) 18.72 

1290 平松公衆トイレ 飯岡 H8(1996) 8.25 
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② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 

 

③ 現状及び課題 

（上水道施設） 

・ 配水場は建築後30年以上を経過し、施設の耐震性能は確保されていますが、設備類を

含め老朽化が進行しています。配水池は、一部防水膜の剥離や配管・弁類の腐食、コ

ンクリートブロックのクラックなどがみられ、建物同様に老朽化が進行しています。 

・ 将来的には水需給バランスを考慮した配水区域の変更の検討や、配水池更新を踏まえ

た施設再編などの検討が必要です。 

（下水道・汚水処理施設） 

・ 公共下水道事業の下水道処理施設やポンプ場の施設は、建築後20年未満であり老朽化

の進行はありません。しかし、多数の機械設備等を有し施設の維持管理に多額の費用

がかかる施設であることから、今後は適正な時期に大規模修繕等を行い新たな投資コ

ストを抑制する必要があります。 

・ 設備運転管理は民間委託しています。 

・ 効率的運営に向けた公共下水道接続率の向上が課題です。 

・ 農業集落排水処理施設では、非常時の施設運転用の発電設備の不足があります。 
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（ごみ焼却施設） 

・ 焼却炉等の維持管理費が増加傾向にあり、また多額の費用を要しています。 

・ ごみ焼却施設、最終処分施設は、近隣3市による広域運用を平成33年度運用開始に向

け事業を推進しています。 

・ 最終処分場は埋め立て処理終了後も監視の必要があります。 

（公衆トイレ） 

・ 施設は比較的新しく建物状態は良好です。施設のほとんどに多目的トイレを設置して

いますが、一部未設置のものもあります。 

・ 施設の所管管理課が複数存在しており一元的な管理となっていないことや、見回り等

の人的維持管理コストが上昇傾向にあることも課題です。 

 

④ 基本方針 

生活基盤を支える施設の特徴に鑑みて、中長期的な観点から施設の修繕及び更新を計画

的に実施し、長寿命化の視点を踏まえたサービスの継続性と持続可能性を実現します。ま

た各施設の特性を踏まえ、受益者の適正な使用料負担の在り方を検討し、健全な事業運営

の推進を実現します。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

国や県等の指針やマニュアル類に基づいて適切な点検診断を実施します。また予防

保全を推進する観点から日常点検の適正化を図るものとします。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

高度な安全管理を要する施設については、職員の適切な管理技能の習得と向上を推

進するとともに、民間事業者を積極的に活用して継続的かつ的確な維持管理を実施す

るものとします。 

施設の修繕・更新を計画的に進めるために、中長期的な観点から施設の存廃方針を

策定し、その方針に基づいて計画的な更新等を実施します。 

(ウ)安全確保の実施方針 

施設運営に使用する薬品や薬剤を適正に管理し、災害時における流出や飛散を防止

するため、保管体制及び施設の強化を進めます。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

今後の人口動態の見込みやまちづくりの方針に沿って必要な総量を設定して、中長

期的な存続を図る施設については長寿命化を図るものとします。 

(カ)統合や廃止の推進方針 

更新費用のみならず維持管理費用の低減効果を踏まえて、統合や廃止を推進します。 
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(キ)民間連携の取組方針 

指定管理者制度や包括的な管理委託などを積極的に活用して、公民連携によるサー

ビス向上と持続的な施設の活用を図るものとします。 

公衆トイレについては日常点検や維持保全活動に対して、住民協働による維持管理

手法の導入を検討します。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

 

 

（９） 消防・防災関連施設 

① 施設一覧 

（消防本部・消防署） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

1300 旭市消防本部・旭市消防署 旭 S60(1985) 1,929.59 

1310 旭市消防署海上分署 海上 S59(1984) 113.90 

1320 旭市消防署飯岡分署 飯岡 S48(1973) 148.66 

1321 消防庫(飯岡支所内) 飯岡 S48(1973) 72.00 

1330 旭市消防署干潟分署 干潟 S46(1971) 354.73 

（消防団関連施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

1340 1-1-1消防庫(旭1-1) 旭 H14(2002) 134.12 

1350 1-1-2消防庫(旭1-2) 旭 S62(1987) 64.80 

1360 1-1-3消防庫(旭1-3) 旭 H8(1996) 81.00 

1370 1-2-1消防庫(旭2-1) 旭 H2(1990) 65.41 

1380 1-2-2消防庫(旭2-2) 旭 H4(1992) 59.62 

1390 1-2-3消防庫(旭2-3) 旭 H5(1993) 59.41 

1400 1-3-1消防庫(旭3-1) 旭 H5(1993) 81.00 

1410 1-3-2消防庫(旭3-2) 旭 H15(2003) 109.30 

1430 1-3-3消防庫(旭3-3) 旭 H18(2006) 89.42 

1440 2-4-1消防庫(旭4-1) 旭 H4(1992) 74.53 

1450 2-4-2消防庫(旭4-2) 旭 H6(1994) 77.76 

1460 2-4-3消防庫(旭4-3) 旭 S61(1986) 46.20 

1470 2-5-1消防庫(旭5-1) 旭 H6(1994) 77.76 

1480 2-5-2消防庫(旭5-2) 旭 H8(1996) 66.24 

1490 2-5-3消防庫(旭5-3) 旭 H7(1995) 66.20 

1500 2-6-1消防庫(旭6-1) 旭 H12(2000) 91.50 

1510 2-6-2消防庫(旭6-2) 旭 H5(1993) 59.62 

1520 2-6-3消防庫(旭6-3) 旭 H10(1998) 59.62 

1530 2-7-1消防庫(旭7-1) 旭 H12(2000) 89.42 

1540 2-7-2消防庫(旭7-2) 旭 H10(1998) 66.24 

1550 3-1-1消防庫(海1-1)【地元所有】 海上 H5(1993) 59.60 

1560 3-1-2消防庫(海1-2) 海上 H21(2009) 89.44 

1570 3-1-3消防庫(海1-3)【地元所有】 海上 H15(2003) 89.12 

1580 3-2-1消防庫(海2-1) 海上 H9(1997) 86.95 

1590 3-2-2消防庫(海2-2)【地元所有】 海上 H6(1994) 59.62 

1601 3-2-3消防庫(海2-3) 海上 H23(2011) 69.92 

1620 3-3-1消防庫(海3-1)【地元所有】 海上 H10(1998) 67.07 
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（消防団関連施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

1630 3-3-2消防庫(海3-2) 海上 H18(2006) 69.92 

1641 3-3-3消防庫(海3-3) 海上 H22(2010) 89.42 

1671 4-1-1消防庫(飯1-1) 飯岡 H21(2009) 89.42 

1672 4-1-2消防庫(飯1-2) 飯岡 H20(2008) 109.30 

1673 4-1-3消防庫(飯1-3) 飯岡 H23(2011) 91.09 

1676 4-2-1消防庫(飯2-1) 飯岡 H24(2012) 89.42 

1680 4-2-2消防庫(飯2-2)【地元所有】 飯岡 S47(1972) 29.81 

1685 4-2-3消防庫(飯2-3) 飯岡 H23(2011) 109.30 

1700 4-3-1消防庫【車庫】(飯3-1) 飯岡 H5(1993) 51.03 

1701 4-3-1消防庫【待機所】(飯3-1)【地元所有】 飯岡 H1(1989) 66.24 

1710 4-3-1-2消防庫(未利用)【地元所有】 飯岡 H7(1995) 57.96 

1721 4-3-2消防庫(飯3-2) 飯岡 H25(2013) 89.42 

1735 4-3-3消防庫(飯3-3) 飯岡 H24(2012) 89.42 

1810 5-1-1消防庫(干1-1) 干潟 S55(1980) 69.56 

1820 5-1-2消防庫(干1-2) 干潟 S54(1979) 23.26 

1830 5-1-3-1消防庫(干1-3-1) 干潟 S52(1977) 23.26 

1840 5-1-3-2消防庫(干1-3-2) 干潟 S53(1978) 23.26 

1855 5-2-1消防庫(干2-1) 干潟 H27(2015) 109.30 

1860 5-2-2消防庫(干2-2) 干潟 H26(2014) 69.92 

1870 5-2-3消防庫(干2-3) 干潟 S54(1979) 23.26 

1881 5-3-1消防庫(干3-1) 干潟 H22(2010) 89.42 

1882 5-3-2-1消防庫(干3-2-1) 干潟 H22(2010) 89.42 

1940 5-3-2-2消防庫(干3-2-2) 干潟 S52(1977) 23.26 

1970 5-3-3消防庫(干3-3) 干潟 H20(2008) 109.30 

（防災関連施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

1980 旭防災備蓄倉庫 旭 H13(2001) 75.84 

1985 旭中央防災備蓄倉庫 旭 H26(2014) 94.50 

1990 海上防災備蓄倉庫 海上 H19(2007) 40.50 

2000 飯岡防災備蓄倉庫 飯岡 H19(2007) 40.00 

2010 干潟防災備蓄倉庫 干潟 H19(2007) 40.00 

2012 旭市防災資料館(いいおか潮騒ホテル内 H26～) 飯岡 S45(1970) 156.07 

2013 三川避難タワー 飯岡 H24(2012) 110.40 

2014 矢指避難タワー 旭 H25(2013) 110.40 

2015 飯岡避難タワー 飯岡 H26(2014) 115.03 

2016 富浦避難タワー 旭 H26(2014) 134.82 
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② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 

 

③ 現状及び課題 

（消防本部・消防署） 

・ 建築後30年から40年以上を経過しており施設の老朽化が進行しています。 

・ 分署が複合施設として配置されているため、出動時の動線と施設利用者の動線が交錯

するなど、施設利用者の安全確保に課題があります。 

（消防団関連施設） 

・ 消防団の再編及び再編により不要となった施設の在り方についての検討が必要です。 

・ 消防団の団員確保に努める必要があります。 

（防災関連施設） 

・ すべての施設は建築後20年未満であり、施設の状態は良好です。 

 

④ 基本方針 

地域防災計画やハザードマップ等に即した施設の最適配置の在り方を検討し、災害に強

いまちづくりの実現に取り組みます。公共施設の更新の際には備蓄倉庫や備蓄コンテナの

設置を必ず検討することとし、消防・防災関連施設の設置場所の確保に努めます。また広
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域的な消防体制の構築と施設の整備を積極的に推進します。 

消防団組織は、地域に密着した消防団活動の特性が損なわれることがないよう、地域住

民との充分な協議のもと、組織の再編を推進し、消防庫や消防車両の維持更新に努めます。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

他施設との併設や複合化による設置が推進される状況に鑑みて、庁内横断的な点検

診断を実施して、適正化と効率化を図ります。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

消防団や地域住民との連携によって維持管理の協働を推進し、非常時にも迅速に施

設を活用するために必要な維持管理体制の充実を図るものとします。 

老朽化した消防車両や備蓄機能の充実を図るために必要な更新を計画的に実施しま

す。 

(ウ)安全確保の実施方針 

市内全域に設置されている防火水槽は、落下事故等を防止するため有蓋化を推進す

るとともに、消防水利の適正な確保に努めます。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

今後更新された施設については長寿命化を推進し、施設の中長期的な利用を図るも

のとします。 

(カ)統合や廃止の推進方針 

ハザードマップや人口動態等を総合的に勘案して施設配置の適正化に努めるととも

に、施設の近接度合いによって集約化や移設を積極的に検討します。 

(キ)民間連携の取組方針 

立地特性や施設の性格に鑑みて民間との連携によって消防体制の充実を図るものと

します。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

災害対応の広域的な対応を図る観点から近隣自治体のみならず県との連携も強化し

て、施設の有効活用と適正配置を実現するものとします。 
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（１０） 公営住宅 

① 施設一覧 

（市営住宅） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

2020 神西住宅 旭 S42(1967) 1,045.39 

2030 西野住宅 旭 S43(1968) 2,245.30 

2040 みどり住宅 旭 S45(1970) 1,800.80 

2050 みどり南住宅 旭 S46(1971) 1,095.60 

2060 池の端住宅 旭 S49(1974) 1,991.70 

2070 香取住宅 旭 S50(1975) 2,679.26 

2080 双葉団地A 飯岡 S52(1977) 1,495.20 

2090 双葉団地 飯岡 S44(1969) 1,615.06 

2100 下永井団地 飯岡 S46(1971) 864.06 

2110 萬歳住宅 干潟 H3(1991) 858.72 

2120 鏑木住宅 干潟 H10(1998) 1,423.55 

2130 雇用促進住宅 旭 S52(1977) 3,545.64 

2135 萩園住宅 飯岡 H25(2013) 1,956.73 

 

② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 
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③ 現状及び課題 

（市営住宅） 

・ 老朽化が著しいために用途廃止（解体）予定となっている住宅以外は、旭市公営住宅

等長寿命化計画に基づき修繕又は改善を実施しています。 

・ 施設廃止した跡地の利用を検討する必要があります。 

・ 雇用促進住宅は、設置当初の目的とかい離して長期居住者が多数いる状況であり、長

期的には在り方の検討が必要です。 

 

④ 基本方針 

旭市公営住宅等長寿命化計画に基づき、市営住宅の適正な維持管理を推進するとともに、

老朽化の著しく進行した用途廃止を予定する施設は、入居者の移転や退去をもって廃止・

解体を進め、市営住宅の総量の縮減を図ります。一方で高齢者賃貸住宅等の福祉の観点を

踏まえた新たな公営住宅のニーズに対しては、民間事業者との連携を図りながら、中長期

的に本市が関与すべき公営住宅の将来像を踏まえた施設整備を推進します。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

共用部分のみならず専有部分についても定期的な点検診断を実施し、施設全体の安

全性と健全性を維持するものとします。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

包括的な運営委託の導入を検討するなど、市営住宅全体としての維持管理の効率化

を積極的に図るものとします。 

(ウ)安全確保の実施方針 

安全管理上の必要性に応じて、居室の使用中止や利用者の移転を実施して、建物の

損傷や破損等による事故の危険性を最小化します。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

旭市公営住宅等長寿命化計画に沿って、適切な長寿命化を実施します。 

(カ)統合や廃止の推進方針 

旭市公営住宅等長寿命化計画に沿って、統廃合を推進します。跡地については貸付

や売却を推進します。 

(キ)民間連携の取組方針 

民間の空き家や賃貸住宅についても公営住宅の機能を担うものとして供給を促進し、

建築費用等の効率化を図るものとします。また、公営住宅の効率的かつ適正な維持管

理体制の構築を目指し、指定管理者制度の導入を検討します。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 
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(ケ)広域連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

 

 

（１１） 公園 

※公園内に設置されているトイレやあずまや等の便益施設は、インフラ施設の「公園」に

合わせて記述しています。 

 

 

（１２） その他施設 

① 施設一覧 

（その他施設） 

番号 施設名 地域名 建築年度 延床面積(㎡) 

2870 みたま苑 旭 旭 H8(1996) 865.00 

2890 旭警察署駅前立寄所 旭 S56(1981) 9.93 

2900 交通安全資材倉庫 飯岡 H10(1998) 39.00 

2930 バス車庫 旭 H3(1991) 156.83 

2950 いいおか潮騒ホテル 飯岡 S42(1967) 3,548.45 

3000 中2区公民館 干潟 S47(1972) 236.47 

3010 旧西区民館 干潟 M44(1911) 193.90 

3020 シルバー人材センター 旭 S45(1970) 294.15 

3030 農業基盤整備センター 海上 H12(2000) 23.10 

3040 旧有線放送センター(商工会事務所) 干潟 S44(1969) 235.62 

3050 旭市観光物産協会(旭市青年の家内) 旭 S47(1972) 147.23 
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② 施設配置図 

※各施設のシンボル（円）の大きさは延床面積の違いに比例させて表現しています。 

 

③ 現状及び課題 

（みたま苑 旭） 

・ 火葬炉を設置していることから、設備の運転を安全に行うため毎年炉の補修や点検を

行うなど、設備の機能保全に多くの費用が掛かっています。また、築年数の経過とと

もに修繕経費が増加傾向にあります。 

・ 施設の維持管理は、市が実施し、火葬業務は民間委託にて運営しています。 

（交通安全資材倉庫） 

・ 施設は、木造で築後18年を経過し老朽化が進行しています。現在は飯岡地区の交通安

全指導員の資材置場となっており、今後の管理運営及び譲渡・廃止も含めて検討が必

要となります。 

（バス車庫） 

・ 築後25年を経過し老朽化が進行しています。今後は、市バスの運営形態等の在り方の

検討に併せて、施設の改修や更新等を検討していく必要があります。 

（いいおか潮騒ホテル） 

・ 平成26年度から新たに建物を民間へ無償貸付けをして運営している宿泊施設です。費
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用対効果の検証や、避難施設としての市の適正管理を徹底する必要性があります。 

（その他普通財産） 

・ 地域活動や産業活動の活性化に資する団体等に、市の財産を貸し付けています。今後

は、市有財産の最適化を図る観点から、移譲や売却等の検討が必要です。 

 

④ 基本方針 

市民生活になくてはならない施設機能は、今後も継続して適正な維持管理を行い、長寿

命化を推進します。 

市内の団体等に貸し付けている普通財産は、市有財産の最適化を図る観点から、移譲や

売却等を推進し施設量の縮減に努めます。 

 

⑤ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

定期的な点検及び診断を実施し、施設全体の安全性と健全性を維持するものとしま

す。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

包括的な運営委託の導入を検討するなど、維持管理の効率化を積極的に図るものと

します。 

設備の故障等による機能停止を未然に防止するため、予防保全を徹底するほか、適

正な時期を捉えた設備の更新を進めます。 

(ウ)安全確保の実施方針 

安全管理上の必要性に応じて、施設の使用中止や貸付を取りやめ、建物の損傷や破

損等による事故の危険性を最小化します。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(カ)統合や廃止の推進方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.85 参照） 

(キ)民間連携の取組方針 

貸付普通財産については、市有財産の最適化を図る観点から、移譲や売却等を推進

し施設量の縮減に努めます。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 
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◆インフラ施設 

（１） 道路 

① 現状及び課題 

・ 市道は約1,096㎞（実延長、舗装率は71％）です。市内の道路網は、国道、県道が骨

格を成し、市道1級・2級路線がそれを補完する形で市域全体に張り巡らされています。 

・ 一部の国道や市街地では渋滞の発生がみられることから、緊急車両の通行や渋滞緩和、

地域間の交流活動の活発化のために新規の幹線道路整備を進めています。 

 

② 基本方針 

 道路構造物について、個々の道路環境（自然特性、道路利用状況、構造特性等）を踏ま

え、道路管理者が定期的に点検・診断を行い、安全性及び維持管理の効率性の確保を目的

とする予防的な保全による維持管理を実践し、安全・安心なサービス水準を確保すること

を目標とします。 

 

③ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

日常的な点検及び診断を確実に実施するとともに、路面性状調査や道路付属物の点

検を計画的に実施して、道路ストックマネジメントを推進します。また、効率的かつ

効果的に点検等を実施するため、最新技術を用いた調査の導入を検討します。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

点検診断結果を踏まえて保全計画を策定し、舗装や附属物の維持管理や修繕を計画

的に実施します。また上下水道等における道路舗装作業との連携を図り、効率的で効

果的な道路管理を推進します。 

(ウ)安全確保の実施方針 

道路陥没や舗装の凹凸等によって通行に支障が生じることのないように、損傷の危

険性が認められた場合には速やかな措置を講じて安全確保を図るものとします。また

附属物についても腐食や損傷によって機能が著しく低下したものは速やかに対応しま

す。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

長寿命化計画を策定し、過去の修繕履歴や今後の劣化・損傷の見込み等の予測を踏

まえながら、必要に応じて長寿命化の観点を取り入れた工法の採用を検討します。 

(カ)統合や廃止の推進方針 

必要性の低い道路付属物については解体撤去を推進し、総量縮減を図ります。 

(キ)民間連携の取組方針 

舗装の異常箇所等について、住民や通行者からの簡便で正確な通報体制の構築など、

異常の発見から対応完了までの効率的かつ効果的な住民協働による維持管理手法の導
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入を検討します。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

 

 

（２） 橋梁 

① 現状及び課題 

・ 市が管理する橋梁は319橋、総延長は約2.4㎞あります。架設から50年を経過する高齢

化橋梁は、平成28年度時点は約5％ですが、20年後の平成48年度には約70％となる見

込みです。 

 

② 基本方針 

 本市では平成23年度に橋梁長寿命化計画を策定し、橋梁の維持管理方法をこれまでのや

むを得ず実施してきた対症療法的な管理から予防保全型管理に転換し、計画的な維持管理

を実践しています。今後も定期点検の実施による長寿命化計画の見直し等を行い、引き続

き計画的な維持管理を推進します。 

 

③ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

定期的な日常点検を行うとともに5年に1回の定期点検を実施し、橋梁の健全性を把

握します。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

策定した長寿命化計画に基づいて修繕や更新を計画的に実施します。 

(ウ)安全確保の実施方針 

危険性が認められた橋梁については速やかな通行止め等の措置を講じて、事故の発

生及び拡大を防ぐものとします。また用途廃止した橋梁についても速やかな解体撤去

を推進します。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

橋梁長寿命化計画に基づき長寿命化対策を確実に実施します。また、5年に1回の定

期点検結果に基づき長寿命化計画を必要に応じて見直します。 

(カ)統合や廃止の推進方針 

使用頻度、更新の費用対効果等を踏まえて、中長期的に存続を図ることが困難な橋

梁については廃止を検討します。 
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(キ)民間連携の取組方針 

橋梁の異常箇所等について、住民や通行者からの簡便で正確な通報体制の構築など、

異常の発見から対応完了までの効率的かつ効果的な住民協働による維持管理手法の導

入を検討します。 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

 

 

（３） 上水道 

① 現状及び課題 

・ 市が管理する上水道の管きょの総延長は約592㎞ですが、このうち敷設から40年以上

を経過している管きょは、平成28年度時点では存在していませんが、20年後の平成48

年度には約90％を占める見込みです。 

 

② 基本方針 

市民に安全な水を安定供給していくために、上水道施設の耐震化と長寿命化を進めると

ともに、今後耐用年数を経過していく上水道の管きょの計画的更新を進めていきます。 

また、上水道施設の更新にあたっては、水質や適正水圧確保を目的とした配水池からの

供給区域を見直すとともに、運営体制の効率化や更新費用の平準化を図るなど、持続可能

な上水道経営に努めます。 

 

③ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

上水道施設の健全度が低下しないよう定期的な診断・評価を図ることで水道事業

の持続性と健全性を確保します。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

点検診断結果に基づいて、優先度や重要度を踏まえた計画的な修繕・更新を実施し

ます。 

(ウ)安全確保の実施方針 

水道法による規制に基づき、制度の適切な運用・改善によって水道水の安全確保を

図ります。 

(エ)耐震化の実施方針 

上水道施設の耐震化を図ることにより自然災害等による被災を最小限にとどめる

強いしなやかな水道を実現します。 

(オ)長寿命化の実施方針 

長寿命化計画を策定して管路の長寿命化を推進します。 
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(カ)統合や廃止の推進方針 

水道の需要量の減少を受け、配水系統の再編や配水管網の再構築を検討し、水道シ

ステムの改善を図ります。 

(キ)民間連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.87 参照） 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

水道事業が抱える様々な課題に対処するため、千葉県では県内水道の統合・広域化

の検討を進めています。今後は千葉県のほか関係近隣市町との協議を重ねながら、そ

の実現の可否を含めた検討を継続していきます。 

 

 

（４） 下水道 

① 現状及び課題 

・ 公共下水道や農業集落排水などの管きょの総延長は約65.7kmですが、このうち管破損

の危険性が高まる敷設後30年以上を経過している管きょは、平成28年度時点では存在

していませんが、20年後の平成48年度には約80％を占める見込みです。 

 

② 基本方針 

 時代は事業・サービスの拡充期から人口減少社会へと転換しており、下水道経営環境が

厳しさを増しています。住民サービスの安定供給に支障をきたさないよう地方公営企業法

を適用し、経営戦略の策定、長寿命化計画の策定のもと、持続可能な下水道経営を推進し

ていきます。 

 

③ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

管きょの耐用年数等を踏まえて計画的な点検診断を実施し、予防保全や長寿命化に

活用を図ることで下水道事業の持続性と健全性を確保します。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

点検診断結果に基づいて、優先度や重要度を踏まえた計画的な修繕・更新を実施し

ます。 

(ウ)安全確保の実施方針 

道路管理との連携を図りながら道路陥没状況や管きょの不具合が疑われる箇所の早

期発見と改修を実施します。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 
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(オ)長寿命化の実施方針 

長寿命化計画を策定して管きょの長寿命化を推進します。 

(カ)統合や廃止の推進方針 

今後の人口減少や維持管理の実施体制等を踏まえて、中長期的には公共/15の総量

抑制に努めます。 

また、東町都市下水路浄化施設は、排水路の水質環境の変化を見極めながら、廃止

解体に向けて進めていきます。 

(キ)民間連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.87 参照） 

(ク)余剰資産の利活用方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

(ケ)広域連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 

 

 

（５） 公園 

① 現状及び課題 

・ 市内には、都市公園、農村公園、児童遊園など、それぞれ目的や特徴の異なる公園を

合わせて66施設、公園面積にして79.6ha有しています。 

・ 公園の一部は避難場所として指定され災害時の防災拠点としての機能を担っており、

防災関連施設（備蓄倉庫など）との連携も必要です。 

・ 児童遊園の約90％以上は、寺院や神社、個人の土地を借り受けて設置しており、また

施設の管理は設置している地区に委託しています。 

・ 近年、全国で公園遊具の事故事例が多く報告されており、限られた職員や財源の中で

計画的で安全な施設管理を行うために点検・維持補修の手法・体制に十分な検討が必

要です。 

 

② 基本方針 

公園施設の安全で快適な利用を市民に提供できるよう公園施設長寿命化計画を策定し、

公園施設の適切な管理を実践していくとともに、専門家が開催する遊具点検講習会に職員

が参加するなど、職員の維持管理技術の向上にも努めます。 

 

③ 実施方針 

(ア)点検・診断等の実施方針 

遊具等の公園施設について定期点検を確実に実施するとともに、日常から見廻り点

検又は住民からの通報等を活用して、不具合箇所の早期発見に努めます。 

(イ)維持管理・修繕・更新等の実施方針 

公園内の施設の集約化（遊具等）など計画的な管理の実施により維持管理費の低減
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化を図るものとします。 

(ウ)安全確保の実施方針 

公園内の視認性を向上させ、利用者の安全確保を図る観点から、植栽を適切に行い、

植栽後は計画的に剪定を実施します。遊具の定期的な点検を実施し、安全性を把握し

ます。 

(エ)耐震化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(オ)長寿命化の実施方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.84 参照） 

(カ)統合や廃止の推進方針 

遊具等は、使用状況や設置経過年数を勘案して配置計画の見直しを推進します。 

(キ)民間連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.87 参照） 

(ク)余剰資産の利活用方針 

公共施設の統廃合等によって生じた使用中止した遊具については、可能な限り他施

設への移設を推進して、新設費用の抑制を図るものとします。 

(ケ)広域連携の取組方針 

（全体の方針と共通するため省略 P.89 参照） 
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