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第１章 はじめに 

第１節第１節第１節第１節    公共施設白書作成の背景と目的公共施設白書作成の背景と目的公共施設白書作成の背景と目的公共施設白書作成の背景と目的    

焼津市では、昭和 40 年代から 50 年代の高度成長期における人口の急激な増加を

背景に、市民サービスの向上と都市機能の充実を図るために、学校教育施設や体育施

設、子育て支援施設、産業関連施設、庁舎施設など様々な公共施設の整備を進めてき

ました。 

しかし、こうした施設の中には、相当の年数が経過したものや耐震性が基準を下回

っているもの、さらには焼津市と大井川町との合併（平成 20 年 11 月 1 日）による

施設の重複や偏在など、数々の問題・課題を抱えているものも少なくありません。 

また、焼津市では人口減少とともに年少人口（14 歳以下）の減少や高齢者人口（65

歳以上）の増加など、公共施設を取り巻く環境は大きく変化しています。さらに、市

民のライフスタイルやニーズの多様化なども加わり、施設を利用する人が少なくなっ

ているもの、本来の機能が十分に発揮できていないものもみられます。 

これらの公共施設をこのまま維持していく場合、経年劣化により維持・修繕費は増

加し、建築してから 30 年以上を経過した施設が全体の半数近くを占めることから、

10 年後、20 年後には老朽化した施設の大規模改修や建て替えが必要となるばかりで

なく、これらが同時期に集中することが懸念されています。 

しかし、今後も厳しい財政状況が続くことが予測される中で、既存の施設を現状の

まま維持することは不可能な状況です。 

焼津市公共施設白書（以下「本白書」という。）では、焼津市が所有している公共

施設の建築年次や配置状況、利用状況や稼働状況、また施設の維持管理等に要する経

費などを調査した公共施設実態調査をもとに、市全体の公共施設の現状を明らかにし

ます。 

今後、本白書を活用し、適正な施設配置、さらには施設の長寿命化を含めた将来を

見据えた公共施設のあり方について、改善及び有効活用に向けた計画の策定につなげ

ていくとともに、財政負担の平準化を図りコストと便益の最適化に取り組んでまいり

ます。 
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第２節第２節第２節第２節    白書で対象とする公共施設白書で対象とする公共施設白書で対象とする公共施設白書で対象とする公共施設    

焼津市では、小・中学校等の学校教育施設や文化施設、市営住宅施設や公園等施設など、

広く市民の皆さまに利用されている多くの公共施設を保有しています。 

本白書において対象とする施設（以下「白書対象施設」という。）は、学校教育施設や文化

施設、庁舎施設などの建物系公共施設で、道路・橋りょうなどのインフラ系施設や土地のみ

の資産は除きます。 

※本白書の対象施設は、公有資産台帳（平成 25 年度）に基づき整理します。 

※本白書の公共施設に係る保有状況や経過年数等は平成 26 年３月末現在で記載しています。 

図 １-１ 本白書で対象とする公共施設の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

第３節第３節第３節第３節    公共施設の用途別分類公共施設の用途別分類公共施設の用途別分類公共施設の用途別分類    

本白書では、公共施設の全体の現状を整理するため、施設を用途別に分類（図 １-２）し、

その現状を整理します。 

図 １-２ 公共施設 用途分類表 

大分類（17 分類） 小分類（45 分類） 

事務庁舎施設 事務庁舎施設、事務庁舎施設（その他） 

文化施設 文化施設、図書館、博物館等施設、博物館等施設（その他） 

公民館等施設 公民館、地区集会所 

学校教育施設 小学校、中学校、学校給食施設、その他施設（学校教育） 

体育施設 
体育施設（体育館）、体育施設（プール）、体育施設（陸上競技場）、体

育施設(テニス場)、体育施設（野球場）、体育施設（その他）  

子育て支援施設 幼稚園、保育園、児童施設、放課後児童施設 

保健福祉施設 
総合福祉施設、障害者福祉施設、高齢者福祉施設、健康増進施設、高齢者

福祉施設（その他） 

医療施設 医療施設 

市営住宅施設 市営住宅 

産業関連施設 観光施設、観光施設（その他）、商工施設、水産関連施設、港湾関連施設 

消防施設 消防署、消防団車庫・詰所 

防災関連施設 避難地倉庫、水防倉庫、自主防倉庫、防災倉庫 

公園等施設 公園等施設 

駐車場施設 駐車場施設 

上水道施設 上水道施設  

下水道施設 下水道施設  

その他施設 その他施設（排水機場、トイレ等） 

【公共施設】【公共施設】【公共施設】【公共施設】    

土木土木土木土木インフラ施設インフラ施設インフラ施設インフラ施設    

道路・橋りょう等 

◎白書対象範囲◎白書対象範囲◎白書対象範囲◎白書対象範囲    

※公園内等の公衆トイレや物置等建築物を含みます。 

建物系建物系建物系建物系公共公共公共公共施設施設施設施設 

学校教育施設・文化施設・事務庁舎

施設・市営住宅施設等(※) 
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第２章 人口・財政の状況 

第１節第１節第１節第１節    人口人口人口人口    

国勢調査に基づく焼津市（旧大井川町含む）の人口の推移（図 ２-１）は、昭和 45 年の国

勢調査では 99,549 人でしたが、平成２年の国勢調査では 134,208 人と 20 年間で 34,659 人増

加しました。その後も人口は右肩上がりに増加し、平成 12 年には 14 万人を超え、平成 27 年

の国勢調査では 139,462 人となっています。 

また、年齢構成別の構成割合（図 ２-２）をみると、年少人口（14 歳以下）は、昭和 45

年の国勢調査では全人口の 26.1％を占めていましたが、平成 27 年の国勢調査では全人口の

13.3％に減少しています。高齢者人口（65 歳以上）は、昭和 45 年の国勢調査では全人口の

7.1％を占めていましたが、平成 27 年の国勢調査では全人口の 27.8％に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）（単位：人）（単位：人）（単位：人）    

図 ２-２ 年齢構成別の構成割合 

図 ２-１ 人口の推移 
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第２節第２節第２節第２節    財政（普通会計）財政（普通会計）財政（普通会計）財政（普通会計）    

 歳入の推移 

焼津市の歳入状況（図 ２-３）を普通会計決算ベースでみると、歳入の約４割以上を占め

る市税が、国からの三位一体改革により税源移譲され平成 19 年度から増加しています。また、

平成 21 年度からの国庫支出金や市債の増加は、学校教育施設の改築や耐震化事業により増加

しています。 

平成 27 年度の歳入状況の内訳をみると、市税が約 208 億円と全体の 41.3％を占めていま

す。 

（H14～H19 の歳入決算額には旧大井川町分を単純合算しています。） 

 

図 ２-３ 歳入状況（普通会計決算）  

 

【歳入に関わる語句の説明】 

○普通会計 

地方公共団体ごとに各会計が異なっているため、財政状況の統一的な把握及び比較するための統計上用いら

れる会計区分で一般会計と３つの特別会計の純計をいう。焼津市では他に６つの特別会計と２つの企業会計が

ある。 

○地方交付税 

地方公共団体の自主性を損なわず、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するため

に国税の一定割合の額を国が地方公共団体に交付する税のこと。普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付

される特別交付税がある。 

○国庫支出金 

国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施

策の奨励又は財政援助のための補助金等。 

○県支出金 

県の市町村に対する支出金。 

○市債 

地方公共団体の長期借入金（年度を超えて元利を償還する借入金）のことをいう。 

 歳出の推移 

焼津市の歳出状況（図 ２-４）を普通会計決算ベースでみると、平成 21 年度から平成 23

年度の決算額が多くなっています。これは学校教育施設の改築や耐震化工事、子ども手当の

拡充によるものです。平成 25 年の決算額が多いのは、国の緊急経済対策による公共事業によ

るもので、平成 27 年は、ふるさと納税寄付金の関係による物件費の増と、基金積立金の増に

資料：財政課調べ 

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）    

467467467467 458458458458 
445445445445 

428428428428 434434434434 429429429429 
450450450450 

487487487487 485485485485 480480480480 
455455455455 

555500005555 

468468468468 

(41.3%) 

504504504504 
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よるものです。 

歳出状況の内訳（図２－４）（図２－５）をみると、投資的経費では平成 14 年度は約 153

億円で全体の 34.4％を占めていましたが、平成 27 年度は約 43 億円で全体の 9.0％に減少し

ています。義務的経費（人件費・扶助費・公債費の計）では、平成 14 年度は約 142 億円で全

体の 31.9％でしたが、平成 27 年度は約 183 億円で 38.4％に増加しています。特に、扶助費

では、平成 14 年度は約 28 億円で全体の 6.3％を占めていましたが、平成 27 年度は約 82 億

円で全体の 17.2％に増加しています。 

図 ２-４ 歳出状況（普通会計決算） 

 

 

図 ２-５ 義務的経費・投資的経費の推移（普通会計決算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 投資的経費の内訳 

焼津市の平成 27 年度普通会計歳出決算の投資的経費の内訳（図 ２-６）をみると、投資的

経費約 43.5 億円のうち、建物系施設に係る投資的経費（新設、建替・改修等）は約 6.0 億円

資料：財政課調べ 

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）    

445445445445 434434434434 423423423423 408408408408 411411411411 410410410410 
431431431431 

466466466466 463463463463 461461461461 
430430430430 

482482482482 

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）    

442442442442 

(6.3%)(6.3%)(6.3%)(6.3%)    (1(1(1(17777....2222%)%)%)%)    

(34.4%)(34.4%)(34.4%)(34.4%)    

(31.9%)(31.9%)(31.9%)(31.9%)    

((((38383838....4444%)%)%)%)    

((((9999....0000%)%)%)%)    

477477477477 
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となっています。 

 

図 ２-６ 投資的経費の内訳（単位：億円） 

 

 

 

 

 

【歳出に関わる語句の説明】 

○投資的経費 

道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅等の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建

設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成される。 
○義務的経費 

非弾力的性格の強い経費で、一般には、人件費、扶助費、公債費を指す。 
○人件費 

議員報酬、職員給与、その他報酬、賃金の額。 

○扶助費 

社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障害者等に対する支援に要する経費。児童手当・医療

費助成、生活保護費等。 

○公債費 

地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費。 

○物件費 

人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する 消費的（支出の効果が単年

度または極めて短期的なもの）の費用の総称。 
○その他 

上記に該当しないもの。 

合計合計合計合計約４３．５約４３．５約４３．５約４３．５億円億円億円億円    

（億円） 
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第３章 公共施設の保有状況 

第１節第１節第１節第１節    施設用途別の保有状況施設用途別の保有状況施設用途別の保有状況施設用途別の保有状況    

焼津市が保有する施設には、市民の皆さまに広く利用されている公民館や体育館、図書館、

市庁舎などの施設があります。また、焼津文化会館、焼津図書館、歴史民俗資料館、小泉八

雲記念館のように、一つの建物内に異なるサービス・機能を提供する複数の施設を併設した

複合施設もあります。 

平成 27 年度現在、白書対象施設は施設数 347 施設、建物数 812棟、延床面積 390,292.0㎡

となっています。（図 ３-１） 

また、白書対象施設を施設用途別の建物延床面積の内訳で見ると（図 ３-２及び図３－３）、

学校教育施設が 166,212.0 ㎡で 42.6％を占めています。次いで医療施設が 35,567.3 ㎡で全

体の 9.1％を占め、市営住宅施設が 26,855.5㎡で全体の 6.9％を占めています。 

 

図 ３-１ 施設用途別分類（白書対象施設） 

施設大分類 施 設 数 建物数（棟） 延床面積（㎡） 

事務庁舎施設 8 26 31,869.5 

文化施設 8 10 21,203.2 

公民館等施設 38 44 21,657.3 

学校教育施設 25 240 166,212.0 

体育施設 12 16 18,841.1 

子育て支援施設 20 40 13,979.6 

保健福祉施設 12 22 18,509.6 

医療施設 2 33 35,567.3 

市営住宅施設 11 61 26,855.5 

産業関連施設 14 22 5,223.4 

消防施設 23 34 3,845.7 

防災関連施設 57 57 2,580.9 

公園等施設 82 139 2,078.5 

駐車場施設 4 4 1,681.2 

上水道施設 5 14 4,478.3 

下水道施設 5 15 12,362.0 

その他施設 21 36 3,784.1 

合計 347 812 390,292.0 

※：延床面積の合計値は小数第 2位を四捨五入しているため、合計が合っていません。 

 

 

 



8 

図 ３-２ 施設用途別の建物延床面積の内訳（平成 28 年３月末現在） 

 

 

図 ３-３ 施設用途別の構成比（平成 28 年３月末現在） 

施設大分類 延床面積（㎡） 構成比 施設大分類 延床面積（㎡） 構成比 

学校教育施設 166,212.0 42.6% 下水道施設 12,362.0 3.2% 

医療施設 35,567.3 9.1% 産業関連施設 5,223.4 1.3% 

事務庁舎施設 31,869.5 8.2% 消防施設 3,845.7 1.0% 

市営住宅施設 26,855.5 6.9% 上水道施設 4,478.3 1.1% 

公民館等施設 21,657.3 5.5% 防災関連施設 2,580.9 0.7% 

文化施設 21,203.2 5.4% 公園等施設 2,078.5 0.5% 

保健福祉施設 18,509.6 4.8% 駐車場施設 1,681.2 0.4% 

体育施設 18,841.1 4.8% その他施設 3,347.0 0.9% 

子育て支援施設 13,979.6 3.6% 合計 390,292.0 100% 

※構成比の合計を 100％にするため「その他施設」で端数調整をしています。 
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第２節第２節第２節第２節    保有する施設の築年別整備状況保有する施設の築年別整備状況保有する施設の築年別整備状況保有する施設の築年別整備状況    

白書対象施設の延床面積の築年別整備状況（図 ３-５）をみると、昭和 50 年代から昭和

60 年代にかけて建築された建物が多くを占めています。昭和 58 年には市立総合病院のＡ棟、

Ｂ棟など（６棟、延床面積約２万㎡）が整備されるなど、最も多くの施設（延床面積約２万

６千㎡）が整備されました。その後は、年度ごとの変動はあるものの減少傾向にあります。 

一般的に大規模改修や設備更新などが必要とされる建築から 30 年（昭和 59 年以前に建築）

を経過した施設を築年数別延床面積割合（図 ３-４）でみると、建物数 316 棟、延床面積約

20.3 万㎡となっており、棟数では全体の 38.9％、延床面積では 52.0％を占めており、多く

の建物が設備の更新等が必要な状況となっています。 

なお、10 年後には建築から 30 年を経過した施設は建物数 523棟（全体の 64.4％）、延床面

積は約 27.7 万㎡（全体の 71.0％）、20 年後には建物数 699棟（全体の 86.0％）、延床面積は

35.1 万千㎡（全体の 90.0％）となります。 

 

図 ３-４ 築年数別延床面積割合 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※建築年月が不明な建物（８棟）は除いています。 

5555.7.7.7.7 万㎡万㎡万㎡万㎡    

(91(91(91(91 棟棟棟棟))))    

14.614.614.614.6 万㎡万㎡万㎡万㎡    

（（（（225225225225 棟）棟）棟）棟）    

7.47.47.47.4 万万万万㎡㎡㎡㎡    

（（（（207207207207 棟）棟）棟）棟）    

7777.3.3.3.3 万㎡万㎡万㎡万㎡    

（（（（111177776666 棟）棟）棟）棟）    
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（（（（111102020202 棟）棟）棟）棟）    

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 
100.0％ 

建築から 30 年経過した施設 

316 棟、延床面積約 20.3 万㎡ 

図 ３-５ 建築から 30 年以上経過した施設の割合（延床面積） 

現在 10 年後 20 年後 
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図 ３-５ 築年別整備状況（延床面積） 
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第３節第３節第３節第３節    耐震化実施状況耐震化実施状況耐震化実施状況耐震化実施状況    

昭和 53 年（1978 年）の宮城県沖地震（Ｍ7.4、震度 5）の発生を機に、建築基準法で定め

る設計基準が昭和 56 年（1981 年）に現行の新耐震基準に改正されました。また、平成 7 年

（1995 年）の阪神淡路大震災（Ｍ7.3、震度 7）の発生を機に、同年 10 月に「建築物の耐震

改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が施行されました。 

静岡県においても、平成 18 年１月に改正施行された耐震改修促進法の定めに基づき、「静

岡県耐震改修促進計画」及び「静岡県地震対策アクションプログラム 2006」（以下、「静岡県

耐震改修促進計画」という。）を平成 18 年６月に策定し、県内にある建築物の耐震診断・耐

震改修の計画的な促進を図っています。 

焼津市では、耐震改修促進法及び静岡県耐震改修促進計画等を踏まえて、平成 21 年 3月に

「市有公共建築物耐震対策事業計画」を策定し、市有公共建築物のうち都市機能上重要な建

築物及び延床面積 200 ㎡以上の建築物（建物数 315 棟）で、建物耐震性能がやや劣る（耐震

性能評価ランクⅡ）又は劣る施設（耐震性能評価ランクⅢ）、耐震診断が未実施の施設につい

て耐震対策を進めており、平成 23 年度に小中学校の耐震化を全て完了するなど、平成 27 年

度末現在の耐震化率（図 ３-６）は約 92.1％（棟数）となっています。 

 

図 ３-６ 耐震改修実施状況（耐震化率の推移） 

 

※耐震性能ランクⅠとは、耐震性能が優れている耐震性能ランクⅠａ及び耐震性能が良い耐震性能ランクⅠｂの

施設のこと。 

※利用しない施設又は廃止が決まっている施設は耐震診断の対象から除いています。 

 


