
旭川市公共施設等総合管理計画（改訂版）（案）に対する御意見と市の考え方

○募集期間：令和３年１１月１９日（金）～令和３年１２月２０日（月）
〇意見提出者：３６名（個人３５名，団体１団体）
○意見数：４７件
※御意見につきましては，読みやすくするために，趣旨を損なわない範囲で要約・修正等を行っています。
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NO 寄せられた御意見等 御意見に対する市の考え方
1 旭川市公共施設等総合管理計画(改訂版）（案）につきましては，今後予想され
る状況又はコンパクトシティを目指す視点でも，案として内容が十分盛り込まれ
ていると感じます。
社会情勢が年々早く変化していますので，今後の見直し期間を短縮する事も，

良いのではないでしょうか。
また市民との課題認識の共有のため広報誌活用，フォーラムの実施，映像化し

て配信する等，できうる機会の活用を期待します。職員の意識改革推進の取組，
研修，縦割り行政を超えてディスカッション等に取り組んでいただきたく，お願
いいたします。

本計画は６年ごとに見直すこととしておりますが，本計画の具体的な取組
内容を整理した第１期アクションプログラム施設再編計画・施設保全計画に
つきましては，毎年度，状況に応じて内容を見直すこととしております。
今回の計画改訂に当たっては，市民の皆さまに公共施設等の現状や課題へ

の理解・関心を深めていただきたく，従来の意見提出手続に加え，「こうほう
旭川市民」への特集記事の掲載，説明動画のインターネット公開といった新
たな取組も行ってまいりました。今後も「公共施設白書」や「公共施設カル
テ」を定期的に作成・公表し，地域住民や施設利用者等との意見交換も適宜
行うなど，公共施設等についての課題認識の共有化に努めてまいります。
また，各職員においても問題意識を持ち公共施設マネジメントに取り組む

よう，研修などを通じて意識改革を促してまいります。
2 ・公共施設の削減について

労働人口（学生含む）が減りつつあるため，学校の在校生の数を見て在校生が
少ない学校同士で統合するべき。また，旧北都中学校のように統合を行って使わ
れなくなった校舎は ASOBI～BA のような子供向け施設などに再利用すればあ
る程度の利用料金が見込めるし，ほかの老朽化してしまっている集会施設の機能
を移転することも可能だと思う。また，現在使われている学校のグラウンドや体
育館は運動会や部活動などで必要だが，プールは近隣の学校同士で使うなどすれ
ば削減できると思う。
現時点での市営住宅の数，老朽化している市営住宅をピックアップしてそこの

地域に市営住宅は必要不可欠なのかを見直すことで，修復費用などを浮かすこと

全ての公共施設等を維持するのが財政的に難しくなっている中で，既存施
設の複合化や統合・転用，民間施設の活用などによる機能・サービスの集約
は，非常に重要な取組であると考えております。安心して利用できる公共施
設等を将来にわたり提供し続けられるよう，各地域での施設の役割や設置状
況，市民ニーズなどを考慮しつつ，施設保有量の最適化に向けた取組を更に
進めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有し，計画の推進に当たり参

考とさせていただきます。
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NO 寄せられた御意見等 御意見に対する市の考え方
ができる。

3 ・地方税
他県に比べ旭川は地方税が少ないため使える用途が少ない。これから人口が減

り納付者が減少してしまうと市の財源が確保できなくなるため，現在の間に税金
を上げておくべき。将来と現在を考えた際にどちらが厳しい状況になってしまう
かを考え，優先するべきものを明確にして，地方税を上げるべきだと考える。
市民の声を聞いて決めたとしても高齢者の割合が多くなってしまい，高齢者向

けの街づくりになってしまう。それでは若い人たちの流出を招いてしまうので今
後の削減は効果的な若い人の意見も聞くことが大切になっている。高齢者に使う
お金が多くなっているので若者向けの街づくりのためにもそこのお金を少し削
減してもいいと思う。

財源確保の取組の一つとして，令和元年度に公共施設の使用料や利用料金
を見直して施設利用者に応分の負担を求めることとし，施設を利用しない方
との公平性の確保を図っております。
施設保有量の最適化につきましては，人口減少や少子高齢化といった人口

動向のみならず，地域の状況や市民ニーズなども十分に考慮しながら進めて
まいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有し，計画の推進に当たり参

考とさせていただきます。

4 旭川市公共施設等総合管理計画(改訂版)案には賛成です。重視してほしいこと
は，真に将来のことを考えて公共施設を統廃合して管理していくことです。
身近な学校教育系の施設を改めて考えてみました。自分の学校がなくなるの

は，確かにさみしいですが，感情論だけではなく，地域のために，他の学校や過
去の事例と比べるのではなく，これからのふるさとのために，今，自分たちがど
うするべきかを判断していくことが大切だと思います。現状を理解し，将来を考
え，逃げて判断を先送りするのではなく，判断した自分たちを誇れるように，閉
校決定後も皆で努力すべきです。無責任に不安だけあおる一部の意見だけではな
く,それらを背負い地域で生きていく覚悟をした世代に対して経験談やアドバイ
スを交えて尊重し，全力で協力してほしいと心から願います。
動画と資料で率直に，人口減少や財政の厳しさは誰かのせいではなく，世代を

超えて皆で知恵を出し合い克服すべき課題で，市民全世代の責任だと思いまし
た。変わることを恐れて進化をやめると生きている地域は衰退すると思います。
施設によって関係者の意見の違いはあって当然です。自分は，想像力を磨き理論
的に説明できるよう学び続けること，決定後はノーサイドで地域のために力を尽
くせる人材でありたいと決意を新たにしました。
今回のパブリックコメント説明は動画で，利便性が高く，とても良かったです。

後の世代に負担を残さず，安心して利用できる公共施設等を将来にわたり
提供し続けられるよう，施設保有量の最適化を始めとする本計画の取組を着
実に進めてまいります。
また，公共施設等の現状や課題を共有化し，公共施設マネジメントの取組

への理解・関心を深めていただけるよう，市民の皆さまへの周知方法につき
ましても工夫してまいります。
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NO 寄せられた御意見等 御意見に対する市の考え方
公民館などの説明会は日時が決められているので，参加が難しいことが多く意見
を出すことを諦めていました。今回は，都合に合わせて繰り返し見ることができ
ました。今後も動画が多くなると，意見を出しやすくなると思いました。

5 「背景」と言う点では，1．はじめに でも書かれている通りどうしても国の要
請によるところが色濃く出過ぎているようです。この後の記述には「旭川市第 8
次総合計画」との関りなども書かれていますが，本編全般的に 8次総との具体的
な関係は紹介されていません。私は第 8次総合計画の基本計画『６．都市づくり
の基本方策』が最も関係の深い部分ではないかと思っています。
多くの市民にはこの立場を理解してもらうことこそが必要ではないでしょう

か。特に付け加えるならば『基本方策 4「造る」から「保全・活用」への転換』
の部分こそが公共施設の総合管理，公共施設マネジメントにとって大事にすべき
方策だと感じています。

第 8次旭川市総合計画の基本計画では，都市づくりの基本方策として「少
子高齢化・人口減少や社会資本の老朽化が進む中，将来世代へ健全な資産と
して引き継ぐため，50 年，100 年先の都市の在り方を見据え，『造る』から
『保全・活用』への転換を図る」こととしています。また，それに関連して，
公共施設保有量の最適化，施設の適切な保全，効果的・効率的な施設運営な
ど，本計画の取組と共通する内容が記載されています。
御意見を踏まえ，本計画と総合計画の関連についての記述を追加いたしま

す。

6 旭川市の財政状況の歳入について，家計の給料収入にあたる『地方税』は 2000
年から一向に変わらずむしろ減少。日本の勤労者所得統計の推移と酷似していま
す。『地方交付税』を加えて「一般財源」とされていますが，こちらも『地方税』
と合わせて 2000 年比 70 億円の減少。何とか『特定財源』（国庫支出金+地方債
(市債)）でやり繰りです。しかも『臨時財政対策債』という子供たち将来世代か
らの借金返済約束を，親としての現世代が勝手に決めていいのでしょうか。

後の世代に負担を残さず，安心して利用できる公共施設等を将来にわたり
提供し続けられるよう，施設保有量の最適化を始めとする本計画の取組を着
実に進めてまいります。
また，臨時財政対策債についても本来は地方交付税交付金として国が保障

すべき財源であることから，安定した財政運営を行うことができるような交
付税制度とすることを国に要望してまいります。

7 中長期的な経費見込みについては最大の論点だと思います。現行の「維持・管
理」方法をベースにされているのでしょうか。近年 LCC(Life Cycle cost)とか
「保全管理」といった考え方も一般化してきています。マンション管理などでは
国交省も推奨しているようです。現行の一定期間経過して大規模改修が今までの
ようですが，考え方，手法を変えるような検討はされないのでしょうか。

中長期的な経費の見込みは，現在の公共施設等をそのまま維持したと仮定
し，一定の条件で単純に更新した場合と長寿命化等対策をした場合で試算し
ています。長寿命化等対策をした場合でも，現投資額では不足する見込みで
あるため，施設保有量の最適化やコストの抑制と財源の確保といった，基本
方針に基づく取組を推進してまいります。
公共施設等の改修等につきましては，壊れてから直す事後保全を中心に行

ってきましたが，今後は，部材等の耐用年数に基づき計画的に改修等を行う
予防保全を進め，公共施設等の長寿命化，長期的な財政負担の軽減・平準化
を図ってまいります。
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NO 寄せられた御意見等 御意見に対する市の考え方
8 買物公園は少子高齢化と人口減少により利用者が減少している。中心市街地は
路線バスがたくさんあり，JR 旭川駅や北海道音楽大行進，買物公園まつり，旭
川夏まつり，北の恵み食べマルシェ，旭川冬まつりなどイベント会場が近いので，
中心市街地活性化のため，建物が老朽化により古くなってきている北部老人福祉
センター，東部老人福祉センターを統合して，買物公園のビルに老人福祉センタ
ーを移転してほしい。

各施設の整備，再編，統廃合等につきましては，本計画に基づき「施設保
有量の最適化」の取組内容を整理した「第１期アクションプログラム施設再
編計画」における施設の将来像を踏まえつつ，進めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。

9 中心市街地は少子高齢化と人口減少により，人口，利用者が減少している。中
心市街地は北海道音楽大行進，買物公園まつり，旭川夏まつり，北の恵み食べマ
ルシェ，旭川冬まつりの会場が近く，今後は中心市街地活性化のため高齢者たち
は中心部で過ごしてほしい。中心市街地は土地が増えているので中心市街地活性
化のため，北部老人福祉センター，東部老人福祉センターを統合して，老人福祉
センターを中心部に移転してほしい。

10 東旭川の住民は，東部まちづくりセンターに行くことが多く，神居の住民は，
神楽市民交流センターに行くことが多い。東鷹栖公民館の第 3・第 4 分館，東旭
川公民館の日の出・瑞穂分館，神居・東旭川支所，中央・神居公民館は入場者数
の減少や老朽化により廃止してほしい。

11 神居・東旭川支所や神居公民館，各公民館の分館は過疎化により利用者数が激
減し，東旭川支所や神居公民館，東鷹栖公民館の第 1・第 3・第 4 分館，東旭川
公民館の日の出・瑞穂分館，西神楽公民館の就実分館の建物が老朽化により古く
なっている。
神居地区の住民は，神楽市民交流センターに行くことが多く，東旭川地区の住

民は，東部まちづくりセンターに行くことが多い。本市は財政難で予算がないの
で，神居・東旭川支所や神居公民館，東鷹栖公民館の第 1・第 3・第 4分館，東
旭川公民館の日の出・瑞穂分館，西神楽公民館の就実分館は老朽化で運営継続が
難しいので廃止してほしい。

12 西神楽地区は少子高齢化と人口減少により過疎化が進み，旧聖和小学校跡地の
廃校舎が老朽化により古くなってきている。今後，市民だけではなく観光客にも
遊泳を楽しませたいので，プールのある旧聖和小学校跡地の廃校舎には，売店，
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レストラン，客室，大浴場，駄菓子・ゲーム・ガチャコーナーを設置し，旭川駅，
旭川空港から西神楽地区の旧聖和小学校跡地まで無料送迎バスを運行させて，プ
ールのある旅館の営業を目指してほしい。

13 近文リサイクルプラザの建物・設備は老朽化しており，エレベーター，食堂を
設置してほしいので，神居町台場の旧旭川火葬場跡地に移転してほしい。

各施設の整備，再編，統廃合等につきましては，本計画に基づき「施設保
有量の最適化」の取組内容を整理した「第１期アクションプログラム施設再
編計画」における施設の将来像を踏まえつつ，進めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。14 神居町は少子高齢化と人口減少で過疎化が進んでいるので，近文清掃工場を神

居町神居古潭に，近文リサイクルプラザを神居町台場の旧旭川火葬場跡地に，ク
リーンセンターを神居町共栄に移転してほしい。近文リサイクルプラザには古
着・古紙の選別工場を併設し，衣類・古新聞・古雑誌の選別作業をさせたい。

15 クリーンセンターを神居町共栄に移転し，古着・古紙の選別工場，食堂を設置
して作業員を雇ってほしい。

16 神居町は少子高齢化と人口減少により過疎化が進み土地が多くなっている。近
文清掃工場は建物・設備が老朽化により古くなってきているので，近文市民ふれ
あいセンターを閉館し，近文清掃工場を神居町に移転させてほしい。

17 中心市街地は少子高齢化と人口減少で人通り，利用者，住民が減少している。
愛育センターの施設は，老朽化により古くなっている。中心市街地であれば北海
道音楽大行進，買物公園まつり，旭川夏まつり，北の恵み食べマルシェ，旭川冬
まつりの会場が近いので，中心市街地活性化のために愛育センターを買物公園の
ビルに移転してほしい。

18 神居町富沢は少子高齢化と人口減少により過疎化が進んでいる。工業技術セン
ターの建物・設備が老朽化していて，エレベーターを設置させたいので，神居町
富沢の閉館した旅館跡地の建物を取り壊して，工業技術センターを移転させてほ
しい。

19 中心市街地は少子高齢化と人口減少で人通り，利用者，住民が激減し，土地が
増えてきている。市民生活館の建物・設備は老朽化により古くなりエレベーター
を設置してほしいので，中心市街地は北海道音楽大行進，コンサートホール施設
が近く，路線バスがたくさんあって便利なので，中心市街地活性化のために市民
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生活館を中心部に移転してほしい。

20 神居町は少子高齢化と人口減少により過疎化が進んでいる。食肉衛生検査所の
建物が老朽化により古くなってきているので，神居町神華に移転してほしい。

各施設の整備，再編，統廃合等につきましては，本計画に基づき「施設保
有量の最適化」の取組内容を整理した「第１期アクションプログラム施設再
編計画」における施設の将来像を踏まえつつ，進めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。

21 総合体育館は老朽化が進んでいるので，東旭川地区の旧旭川小学校跡地に新築
移転してほしい。

22 市民文化会館は老朽化によりステージの｢どんちょう｣が落下し，使用できなく
なり，感染拡大防止に伴う演奏会の開催中止で利用者が激減している。市民文化
会館の建物が老朽化により古くなってきているが，高校の吹奏楽部による定期演
奏会は少子高齢化と人口減少により部員数が減少し，最近の演奏会は公会堂，大
雪クリスタルホール音楽堂を利用することが多い。市民文化会館はコスト負担が
大きく維持費が高過ぎ。市が財政難で工事を実施できないので，老朽化やコスト，
維持費の面から運営継続が難しく，閉館してほしい。

23 北星公民館，北門児童センター，北星・旭星地域包括支援センターの建物・設
備が老朽化により古くなってきているが，北星公民館にはエレベーターを設置
し，北星公民館，北門児童センター，北星・旭星地域包括支援センターを併設し
てほしいので，大町 3条 4 丁目の旭川労働基準監督署，旭川行政監視行政相談
センター跡地に移転併設してほしい。

24 常磐公園内にある旭川文学資料館，放送大学北海道学習センター旭川サテライ
トスペースの建物・設備が老朽化により古くなってきているので，旧旭川北都商
業高校の廃校舎に移転させてほしい。

25 台場地区は少子高齢化と人口減少で過疎化が進んでいて，旭川文学資料館，放
送大学北海道学習センター旭川サテライトペースは，建物・設備が老朽化により
古くなってきている。常磐公園では，場所や駐車場が狭いので，旧旭川北都商業
高校の廃校舎に移転してほしい。
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NO 寄せられた御意見等 御意見に対する市の考え方
26 台場地区は少子高齢化と人口減少により過疎化が進んでいる。常磐公園内にあ

る常磐館の建物・設備が老朽化により古くなってきているが，旭川文学資料館，
放送大学北海道学習センター旭川サテライトスペースを入れるには場所が狭い
ので，台場地区の国道 12 号線沿いの旧旭川北都商業高校跡地の廃校舎に移転し
てほしい。

各施設の整備，再編，統廃合等につきましては，本計画に基づき「施設保
有量の最適化」の取組内容を整理した「第１期アクションプログラム施設再
編計画」における施設の将来像を踏まえつつ，進めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。

27 中心市街地は少子高齢化と人口減少で利用者，人通り，住民が減少し，土地が
増えてきている。市民生活館の建物・設備は老朽化により古くなっており，エレ
ベーターを設置してほしいし，中心市街地は北海道音楽大行進，買物公園まつり，
旭川夏まつり，北の恵み食べマルシェ，旭川冬まつりの会場が近いので，中心市
街地活性化のために市民生活館を中央地区に移転し，エレベーターを設置してほ
しい。

28 神居東・永山西・朝日・啓明・西御料地小学校の水泳学習は，中心市街地活性
化のため，障害者福祉センターの温水プールで行い，これらの学校のプールはコ
スト負担が大きく，維持費が高く，財政難で工事が実施できないため，老朽化に
より廃止してほしい。

小中学校のプール施設につきましては，本計画に基づく取組の中で在り方
を検討するとともに，御意見の内容につきましては，関係部局と共有させて
いただきます。

29 中心市街地の小学校は少子高齢化と人口減少により全校児童数が激減し，日
章・知新小学校は校舎老朽化や少子高齢化と人口減少で運営継続が難しいので，
日章小学校を新町小学校へ統合し，知新小学校を青雲小学校に統合してほしい。

小中学校施設の整備，再編，統廃合等につきましては，本計画に基づき「施
設保有量の最適化」の取組内容を整理した「第１期アクションプログラム施
設再編計画」における施設の将来像を踏まえ，「旭川市立小・中学校適正配置
計画」との整合を図りながら進めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。

30 北門・北星中学校は少子高齢化と人口減少により全校生徒数が減少している。
北門中学校の校舎は老朽化により古くなっているが，校舎は維持費が高過ぎる
し，市が財政難で工事を実施できない。北門中学校は，校舎老朽化や少子高齢化
の人口減少により運営継続が難しいので閉校し，北星・北門中学校を統合してほ
しい。

31 近文第二・大町・台場・雨紛・正和・永山東・旭川第一小学校は，少子化や過
疎化により全校児童数が激減しており，校舎が老朽化している。校舎はコスト負
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NO 寄せられた御意見等 御意見に対する市の考え方
担が大きく維持費が高過ぎて大規模な改修工事が実施できないので，近文第二小
学校を近文第一小学校へ統合し，大町小学校を大有・向陵小学校へ分割統合し，
雨紛小学校を神居東小学校へ統合し，台場小学校を神居・忠和小学校へ分割統合
し，正和小学校を東五条・新富小学校へ分割統合し，永山東小学校を永山小学校
へ統合し，旭川第一小学校を旭川小学校へ統合してほしい。

32 西神楽地区は少子高齢化と人口減少により過疎化が進み，西神楽中学校は全校
生徒数が激減してきて，校舎老朽化や過疎化により運営継続が難しいので，緑が
丘中学校へ統合してほしい。

小中学校施設の整備，再編，統廃合等につきましては，本計画に基づき「施
設保有量の最適化」の取組内容を整理した「第１期アクションプログラム施
設再編計画」における施設の将来像を踏まえ，「旭川市立小・中学校適正配置
計画」との整合を図りながら進めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。

33 江丹別は少子高齢化と人口減少により過疎化が進み，江丹別小中学校は校舎老
朽化や過疎化により運営継続が難しいので，江丹別小中学校を嵐山小中学校へ統
合し，プールのある旧江丹別小中学校跡地の廃校舎ではプールのある旅館の営業
を目指してほしい。

34 観光客にもプールを楽しませたいし，旅館でプールを泳いで楽しみたいので，
プールのある旧旭川第二小学校に食堂，売店，大浴場，客室を設置して，プール
のある旅館の営業を目指してほしい。

用途廃止した公共施設等につきましては，コストの抑制と財源確保のため，
庁内での利活用が見込めない場合は，売却又は貸付に努めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。

35 泳げない方や観光客にガーデンプールを楽しませたいので，中心市街地活性化
のために，旧北都中跡地を民間に売却し，ガーデンプールのあるホテル営業を目
指してほしい。

36 泳げない方や観光客にプールを楽しませたいので，旧第二中学校跡地を民間に
売却し，廃校舎，グラウンド，体育館を取り壊して，造波プール，超激流プール，
浮き輪を使用するウォータースライダー，冒険プールによる民間レジャープール
営業を目指してほしい。

37 西神楽地区は少子高齢化と人口減少により過疎化が進み，旧千代ヶ岡小中学校
跡地の廃校舎，プールが老朽化により古くなってきている。今後，市民だけでは
なく観光客にも遊泳を楽しませたいので，プールのある旧千代ヶ岡小中学校跡地
の廃校舎には，ゲーム・駄菓子・ガチャコーナー，フロント，売店，レストラン，
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大浴場，客室を設置し，旭川駅，旭川空港から千代ヶ岡小中学校跡地まで無料送
迎バスを運行して，プールのある旅館の営業を目指してほしい。

38 神居町神居古潭は少子高齢化と人口減少により過疎化が進み，旧神居古潭小中
学校跡地の廃校舎が老朽化により古くなってきている。今後，市民だけではなく
観光客にも遊泳を楽しませたいし，旅館で温泉プールを泳いで楽しみたいので，
旧神居古潭小中学校跡地にはフロント，売店，レストラン，大浴場，客室，温泉
プールを設置して，温泉プールのある旅館の営業を目指してほしい。

用途廃止した公共施設等につきましては，コストの抑制と財源確保のため，
庁内での利活用が見込めない場合は，売却又は貸付に努めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。

39 花咲・常磐・千代の山・新富公園のプールは設備が老朽化し，コロナ禍の外出
自粛や少子高齢化，人口減少により入場者が激減してきている。プールはコスト
負担が大きく維持費が高すぎで，財政難で工事が実施できないので，花咲・常磐・
千代の山・新富プールを廃止してほしい。

各プール施設につきましては，本計画に基づく取組の中で在り方を検討す
るとともに，御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただき
ます。

40 花咲・常磐・千代の山・新富公園のプールは設備が老朽化により古くなり，少
子高齢化や人口減少で入場者が激減し運営継続が難しい。今後は観光客にもプー
ルを楽しませたいため，花咲・常磐・千代の山・新富プールを統合して，神居町
忠和の旧東海大学旭川キャンパス跡地に移転し，流水プール，造波プール，ウォ
ータースライダー，ファミリープールなどレジャープール施設を設置してほし
い。

旧東海大学旭川キャンパス施設の跡利用につきましては，施設跡利用基本
方針の策定に向けて検討を進めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。

41 公園の設備が老朽化により古くなっている。花咲スポーツ公園，常磐公園，千
代の山公園，新富公園のプールを廃止して，列車・戦闘機を展示し，遊具のロー
ラー滑り台，フリーフォール型滑り台を設置してほしい。

公園設備の整備・更新につきましては，本計画のほか，「旭川市公園施設長
寿命化計画」に基づき取組を進めてまいります。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。

42 市立旭川病院の建物・設備が老朽化し，コンビニ，飲食店がないので，コンビ
ニ，飲食店を設置するため，台場地区の国道 12 号線沿いの土地に移転してほし
い。

市立旭川病院につきましては，本計画の具体的な取組内容を整理した「第
１期アクションプログラム本編」において，経営状況を踏まえつつ管理棟な
どの施設改修を検討するものとしております。
御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。43 市立旭川病院の建物・設備が老朽化し，コンビニ，飲食店がないので，台場 1

条２丁目の国道 12号線沿いの旧旭川ジャンボプール跡地に市立旭川病院を移転
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して，コンビニ，飲食店を設置してほしい。

44 高砂台は過疎化により土地が増えてきて，道の駅の建物，設備が老朽化により
古くなっている。観光客にもプールを楽しませたいので，道の駅を国道 12 号線
沿いの土地に移転させ，客室，大浴場，露天風呂，造波プールを設置し，プール
のあるホテル営業を目指してほしい。

当該施設は民間施設であり，本計画の対象外であることから，参考意見と
して承ります。

45 中心市街地は少子高齢化と人口減少で人通り，利用者，住民が減少している。
公園緑地協会の施設は，老朽化により古くなっている。中心市街地活性化のため
に公園緑地協会を買物公園のビルに移転してほしい。

46 シルバー人材センターの建物・設備が老朽化により古くなっている。中心市街
地は少子高齢化と人口減少により利用者，人通り，住民が激減し，中心部にある
ビルは廃墟が増えてきているが，中心市街地は路線バスがたくさんあって通うの
が便利なので，シルバー人材センターを中心市街地活性化のために買物公園のビ
ルに移転させたい。

47 当麻町と合併，鷹栖町と合併，比布町と合併，東川町と合併，東神楽町と合併，
美瑛町と合併する。旭川市全区とする。

御意見の内容につきましては，関係部局と共有させていただきます。


