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はじめに  

本市は、市民の皆様に身近な学校・市営住宅などの建築物や道路・橋りょうなど様々

な公共施設を所有しています。 

一方、これらの公共施設は、戦後の急激な人口増加や高度経済成長に合わせ、昭和 30

年代から 60 年代にかけて整備されており、老朽化に伴う更新需要が本格化する時期が、

足音を立てて近づいてきています。 

 

この公共施設白書は、本市（公営企業を除く）の所有する様々な公共施設のうち、道

路・橋りょうなどの公共土木施設を除く市設建築物（以下、「公共施設」という。）の現

状について、様々な視点から整理・分析しました。 

 

本書は、 第１章 公共施設白書 作成のねらい 

    第２章 公共施設を取り巻く状況 

     第３章 用途別実態 
     第４章 行政区別施設データマップ 
     資料編 施設カルテ 

   
で構成されており、公共施設の築年数、規模、利用状況、管理運営費などの実態と、そ

こから明らかになる課題をお示しするとともに、なぜ、今、公共施設のあり方を考える

必要があるのかについて、本市が公共施設を整備してきた経緯や現在の財政状況などを

お示しすることによって、できるだけ詳しくかつ分かりやすい記述を心がけ、説明しよ

うとしたものです。 
           
今後、本書を活用して、市民の皆様と私ども行政との間で将来の公共施設のあり方に

ついて多くの議論が進むことを期待して作成いたしました。   
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