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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針  

公共施設等の管理に関する基本的な考え方を踏まえ，施設類型・インフラ資産ごとの管理に関する

基本的な方針を以下に示します。 

 

１ 公共施設 

(1) 市民文化系施設 

ア 現状と課題 

【集会施設】 

集会施設としては，市民センター，みと文化交流プラザ，内原中央公民館等があります。 

昭和 50 年代から 60年代に建築された施設が多く，今後，大規模改修等が必要となる施設が

多くなることが見込まれます。また，内原地区においては，鯉淵市民センター，妻里市民セン

ターの整備を進めています。 

【文化施設】 

文化施設としては，国際交流センター，水戸芸術館があり，指定管理者制度を導入していま

す。 

国際交流センターは本市の国際交流の拠点として，水戸芸術館は世界に向けて芸術・文化を

創造・発信する拠点として活用されています。 

市民会館は，東日本大震災の影響により使用不能となり，2015（平成 27）年度に解体しまし

たが，市民の芸術文化向上の拠点，また，交流を創出するコンベンションの拠点となる新市民

会館の整備を進めています。 

 

イ 基本的な方針 

【集会施設】 

市民センターについては，総合管理計画を策定し，ライフサイクルコストの低減と施設保全

費用の平準化を図ります。また，より効率的，効果的な運営手法の検討を進めるなど，適切な

施設管理に努めます。 

その他の集会施設については，利用状況を勘案し，必要に応じて，機能が重複する既存施設

の統廃合・資産売却も視野に入れた検討を行った上で，整備・改修を進めます。 

【文化施設】 

文化施設は，引き続き指定管理者制度を活用しながら，質の高い事業を展開し，運営の充実

を図るとともに，貸しスペース等の施設の更なる有効活用や，施設の適切な維持管理に努めま

す。 

新市民会館の整備に当たっては，誰もが使いやすいユニバーサルデザインや環境に配慮した

施設とするとともに，維持管理費等の抑制も見据えた施設のあり方について検討します。また，

運営主体については，市民サービスの向上や経費の縮減が見込まれることから，指定管理者制

度を導入します。  
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(2) 社会教育系施設 

ア 現状と課題 

【図書館】 

図書館としては，中央図書館，東部図書館，西部図書館，見和図書館，常澄図書館，内原図

書館があります。 

中央図書館は，耐震診断において耐震化を要すると判定され，また老朽化が著しくなってい

ることから，2016（平成 28）年度からの２年間において，耐震化，大規模改修工事を進めてい

ます。 

東部，西部，見和，常澄図書館においては，指定管理者制度を導入しております。 

市民の自主的な学習活動を支援するため，中央図書館をはじめとした６館体制のもと，それ

ぞれの特色や地域性を生かすとともに，きめ細かなサービスの提供に努めています。 

【博物館等】 

博物館等としては，博物館，少年自然の家，内原郷土史義勇軍資料館等があります。 

博物館については，展覧会を通して郷土の歴史や文化にふれる機会を提供するとともに，こ

れらを後世に伝えるための資料の収集や保存を行っています。 

博物館は，中央図書館との複合施設であることから，同様に耐震化，大規模改修工事を進め

ています。 

少年自然の家は，建物の老朽化のため，2015（平成 27）年度から 2016（平成 28）年度にか

けて耐震補強と併せて大規模改造工事を実施しました。 

 

イ 基本的な方針 

【図書館】 

安全で快適な学習環境づくりに向け，各館の適正な維持・管理に努めます。 

中央図書館については，市民ニーズや時代に即した施設となるよう機能・役割等も含めた将

来的なあり方について，検討を進めます。 

また，多様化する市民ニーズに対応するため，開館日の拡大や開館時間の延長等，図書館未

利用者をはじめ，幅広い市民各層の利用促進に向けて，利便性の向上に努めるとともに，図書

館ボランティアと行政の協働による事業を展開し，図書館サービスの質の向上に取り組みます。 

【博物館等】 

博物館等の各施設の安全性を確保するため，利用状況も踏まえながら，適切な維持管理に努

めます。 

博物館については，時代に即した博物館のあり方について検討を進めます。 

少年自然の家については，施設のリニューアルを踏まえ，新たな事業の展開等，機能の拡充

を図ります。 
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(3) スポーツ・レクリエーション系施設 

ア 現状と課題 

スポーツ施設としては，総合運動公園，市立競技場や市民運動場等の屋外施設，青柳公園市

民体育館や内原ヘルスパーク等の屋内施設があります。 

スポーツ施設の利用は，年間調整会議や公共施設予約システムによる抽選により，利用者を

決定しており，施設の効率的な活用を進めています。 

スポーツ施設においては，指定管理者制度を導入しており，官民の連携による効率的な点検，

修繕を実施しています。 

スポーツ施設は，概ね耐震対策を終えていますが，耐震化されていない総合運動公園内の市

民球場については，耐震化事業を進めています。 

東町運動公園においては，市民がスポーツや健康づくりに親しむことができ，また，スポー

ツコンベンションの拠点となる施設を目指し，新たな体育館の整備に取り組んでいます。 

 

イ 基本的な方針 

市民が安全・安心に利用しやすい環境づくり，市民の競技力の向上，大規模大会の開催・誘

致等に向けて，スポーツ施設の耐震化や体育館空調設備の整備，老朽度に応じた施設改修，既

存施設の再整備・機能強化を計画的に実施します。 

既に実施している指定管理者制度や公共施設予約システムの活用等により，効率的な運営，

維持管理に継続的に取り組みます。 
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(4) 学校教育系施設 

ア 現状と課題 

学校教育系施設としては，小学校，中学校，学校給食共同調理場，総合教育研究所がありま

す。 

小学校・中学校については，大規模災害時の避難所としての役割を担うため，これまで，狭

あい化や老朽化の解消，耐震化を図っており，耐震化が必要と判断された建物については，改

築予定の学校を除き，全て耐震化を完了しています。  

学校給食共同調理場については，老朽化の進行や耐震化への対応等が課題となっていました

が，ドライシステムを導入した施設として改築を進め，2017（平成 29）年度に供用を開始しま

す。また，民間委託の導入により，効率的な運営に努めています。 

 

イ 基本的な方針 

子どもたちの学びの場であり，また災害時の地域の避難所となる校舎や屋内運動場等につい

て，施設の耐震化を早期に進め，安全性の向上を図ります。 

快適な学校環境の整備に向け，改築や施設の長寿命化を視野に入れた大規模改造を老朽化の

状況に応じて計画的に進めるとともに，小学校・中学校の全ての普通教室・特別教室への空調

設備の設置を推進します。 

今後の人口動態による児童・生徒数の変動を見極めながら，学校の規模や配置を踏まえた学

校運営について検討を進めます。 

2010（平成 22）年度に閉校となった旧山根小学校跡地については，民間活力を活用した地域

の活性化や森林公園周辺の魅力創出に資する利活用を推進します。 

新たな学校給食共同調理場は，調理等業務の民間委託を継続し，効率的な運営，適切な維持

管理に努めます。 
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(5) 子育て支援施設 

ア 現状と課題 

子育て支援施設としては，幼稚園，保育所，子育て支援・多世代交流センター，開放学級が

あります。 

そのうち，幼稚園であった施設の一部は，現在，開放学級や埋蔵文化財収蔵庫等として活用

しています。 

保育所への入所希望者が増加する一方で，幼稚園は利用定員に満たない状況にあります。待

機児童の解消を図るためにも，幼稚園の充足率の向上に努めることと併せ，保護者等のニーズ

を踏まえたサービス向上に努め，より質の高い幼児教育・保育を提供できる環境を整備してい

くことが課題となっています。 

子どもを安心して生み育てることができ，子どもたちが心豊かに成長することができるよう，

幼児期の教育や保育サービス，地域における子育て支援，多世代交流の充実を図りながら，急

速に進行する少子化と多様な子育てニーズに対応した総合的な子ども・子育て支援が必要とな

っています。 

子育て支援施設には改築を予定している施設があり，全施設の耐震化完了に向けた対応が必

要となっています。 

 

イ 基本的な方針 

子どもたちが安全で快適な生活を送ることができるよう，施設の耐震化を早期に図るととも

に，老朽化している施設・設備の適正な維持管理を進めます。 

幼稚園，保育所は，市民のニーズや需要動向を見定めながら，機能向上も含めて，施設の在

り方や適正配置について検討を進めます。 

開放学級については，保護者が日中就労等で家庭にいない児童に対し，放課後や長期休業期

間等において，適切な遊びや生活の場を与える放課後児童健全育成事業の充実を図るため，施

設の整備を推進します。 

子育て支援・多世代交流センターについては，多様な子育て支援・多世代交流事業の中核的

な拠点として，地域の子育て支援施設と連携を図りながら，運営の充実に努めます。 
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(6) 保健・福祉施設 

ア 現状と課題 

保健・福祉施設としては，保健センター，老人福祉センター，開江老人ホーム，総合福祉作

業施設等があります。 

これらの施設は，高齢福祉施設及び障害福祉施設を中心に，指定管理者制度を導入していま

す。 

昭和 60 年代以降に建築された施設がほとんどであることから，今後，大規模改修を必要と

する施設が多くなることが見込まれます。 

 

イ 基本的な方針 

高齢者の健康づくりや生きがいづくり，社会参加の拠点となる老人福祉センターについて，

既存施設の適正な維持管理に努めるとともに，介護予防や多世代交流等を展開し，より多くの

高齢者が利用しやすい施設を目指します。 

養護老人ホーム及び老人デイサービスについては，利用者の利便性等を考慮しながら，今後

とも適正な維持管理に努めます。 

障害福祉施設等については，老朽化の進行状況，利用状況等を考慮しながら，必要に応じて，

大規模改修，施設移転，機能見直しやリニューアル，増改築等を検討します。 

保健センターについては，中核市移行に伴い設置する保健所の施設とするため，改修や増築

を行います。 
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(7) 行政系施設 

ア 現状と課題 

【庁舎等】 

庁舎等としては，本庁舎，赤塚出張所，常澄庁舎，内原庁舎等があります。 

そのうち本庁舎，消防本部庁舎，水道部庁舎は東日本大震災で被災したため，現在，市役所

機能が市役所周辺の臨時庁舎や三の丸臨時庁舎等に分散しています。このように不便な状況の

早期解消に向けて安全で利用しやすい庁舎を一日も早く整備し，震災からの本格的な復興を図

ることが必要となっています。 

【消防施設】 

消防施設としては，北消防署，南消防署，出張所，分団詰所，水防倉庫があります。 

消防署は 24 時間体制で職員が出動待機している常時施設として，分団詰所は災害時の活動

拠点やその待機場所として，水防倉庫は水防資材等の倉庫として，市民の安全な暮らしを支え

る施設として利用しています。 

そのうち南消防署は，耐震診断において耐震化を要すると判定されており，耐震化への対応

が必要となっています。 

 

イ 基本的な方針 

【庁舎等】 

本庁舎については，総合防災拠点として，安全で市民が快適に利用でき，質の高いサービス

が提供できる庁舎を目指し，現在地において，消防本部庁舎，水道部庁舎との一体的な建替え

を推進します。 

本庁舎は，無駄を省き機能性を重視するとともに，維持管理や更新性に優れた，長期的に経

済効率が高く環境にやさしい庁舎とします。また，自然エネルギーを積極的に取り入れながら，

高い省エネルギー性能を発揮できる庁舎とします。 

赤塚出張所等は，各種届出の受付，証明書の発行，税金の収納等を行うため，今後とも適切

な維持管理に努めます。 

【消防施設】 

各種災害における災害対応対策の拠点としての機能を適切に発揮するため，南消防署の耐震

化を進めるとともに，各施設の適切な維持管理に努めます。 
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(8) 公営住宅 

ア 現状と課題 

市営住宅としては，昭和 20年代から昭和 40年代に整備された簡易耐火構造平屋建て・２階

建ての住宅である小規模住宅と，昭和 40 年代後半から平成にかけて整備された中高層耐火構

造の住宅で構成されています。また，指定管理者制度を導入し，効率的な運営を行っています。 

小規模住宅は，昭和 40年代までに整備したものが多く，全て耐用年数を超過しています。 

中高層の住宅は，河和田住宅，平須町住宅，双葉台住宅等があり，入居率が低い住宅がある

一方で，利便性の高い場所に位置する住宅や築年数が浅い住宅，給湯設備が整った住宅への入

居希望が多く，空き家の順番待ちがある住宅があります。 

高齢化の進展や単身世帯の増加，景気低迷等の社会情勢の変化に伴い市営住宅に対する要請

が多様化しています。特に，高齢者や単身者，子育て世代等のニーズに対応した市営住宅の整

備・更新が求められています。 

 

イ 基本的な方針 

市営住宅については，公営住宅長寿命化計画に基づく適切な修繕・改善の実施により，住宅

ストックの長寿命化を図るとともに，高齢社会への対応や安全性の向上等により，「安全・安

心な市営住宅の提供」を基本理念とします。 

市営住宅ストックの定期的な点検により，状況の把握を行い，適切な維持管理を実施します。

また，住棟単位の修繕履歴データを整理し，修繕履歴に基づいた的確な修繕・改善を実施しま

す。 

事後保全型の維持管理から，予防保全型の維持管理及び耐久性の向上等を図る改善に転換す

ることにより，公営住宅の長寿命化及びライフサイクルコストの縮減を図るとともに，事業量

の平準化に努めます。建物の長寿命化に当たっては，高齢者・障害者等に配慮するとともに，

居住性や安全性の向上に努めます。 

小規模住宅は，建築後 50 年以上が経過し，管理面で非効率なことから，用途廃止を基本と

し，入居者については既存の公営住宅等への計画的な誘導を図るとともに，建替事業の実施や

民間住宅活用型市営住宅等の供給を検討します。 

 

 

  



23 
 

(9) 公園 

ア 現状と課題 

公園としては，千波公園，森林公園，植物公園等があり，緑豊かな景観を形成し，身近に自

然とふれあえる場として，また災害時の避難場所としての役割も担っています。 

一方，多くの公園施設は，整備から長い年月が経ち，安全面等から適正な維持管理が課題と

なっており，市民からの多岐に渡る補修・更新の要望も多くなっています。 

 

イ 基本的な方針 

公園利用者の安全確保や利便性向上のため，適正な維持管理に努めます。 

公園については，安全，快適な公園づくりに向け，施設のバリアフリー化に努めるとともに，

公園施設長寿命化計画に基づき，安全・快適な公園機能を提供していくための維持管理の実施

に努めます。 

森林公園，植物公園においては，観光資源・自然資源としての魅力づくりのため，公園内の

基幹的な施設の大規模改修や再整備を進めます。 

また，地域やボランティア団体の育成，支援を進めながら，市民との協力体制による公園・

緑地の適正な維持管理に努めます。 
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(10) 処理施設 

ア 現状と課題 

処理施設としては，小吹清掃工場，一般廃棄物最終処分場，見川クリーンセンターがありま

す。 

清掃工場については，廃棄物の効率的な処理や一層の資源化に向け，新清掃工場（焼却施設

およびリサイクルセンター）の整備を進めています。 

また，一般廃棄物最終処分場のうち，第二最終処分場の埋立て完了が見込まれることから，

新たな最終処分場の確保が必要となっています。 

見川クリーンセンターにおいては，し尿や浄化槽汚泥の適正な処理を進めています。近年の

公共下水道の重点的な整備により，処理量は減少していますが，今後も一定量の処理が必要と

見込まれることから，基幹的な設備の老朽化への対応や施設の耐震化を図ることが必要です。  

 

イ 基本的な方針 

小吹清掃工場の施設について，新施設稼動までの適正な維持管理に向け，機器設備等を更新

する機能保全整備を進めます。また，新施設整備に併せ，清掃工場関連施設の解体や跡地の適

正な管理を行いながら，植物公園と一体となった新たな公園，自然エネルギー活用施設等の整

備を推進します。 

新清掃工場は，民間事業者の経営能力及び技術的能力を活用することにより，効率的かつ効

果的な事業の推進を図るため，ＤＢＯ方式 ＊４により実施します。 

一般廃棄物最終処分場については，新たな施設として第三最終処分場の整備を推進します。

また，第二最終処分場について，埋立て完了に併せ，周辺環境と調和のとれた跡地整備を進め

るとともに，地域の環境保全に十分配慮した管理，運営を推進します。 

見川クリーンセンターについては，老朽化への対応を図るため，今後の処理量の見通しを踏

まえながら，基幹的設備の改良とともに，処理棟・管理棟の耐震化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊４ デザイン・ビルド・オペレート方式。設計・建設及び運営に係る業務を事業者が一括して行う方式。  
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(11) その他 

ア 現状と課題 

その他施設としては，公設地方卸売市場，斎場，公園墓地，駐車場・駐輪場，農産加工セン

ター「かたくり市」，ふるさと農場等があります。 

公設地方卸売市場については，消費者の多様なニーズに対応しながら，取引拡大に向けた市

場施設等の機能充実を図ることが必要となっています。 

斎場においては，火葬炉等の適切な維持管理に努めるとともに，より利用しやすい施設とな

るよう，待合室の改修等が必要となっています。また，今後の火葬需要の増加に対応した新た

な斎場の整備が求められています。 

霊園は，堀町公園墓地と浜見台霊園の２か所において，7,920 区画の墓地造成を行い，市民

の墓地需要に応えてきましたが，市民の墓地形態に対する意識の変化等を見極めながら，今後

とも，墓地の適切な供給を図っていくことが必要です。 

駐輪場・駐車場は，指定管理者制度の導入により，効率的な維持管理やサービス改善が行わ

れています。 

 

イ 基本的な方針 

公設地方卸売市場については，施設再整備計画の策定に取り組むとともに，ライフサイクル

コストを踏まえた計画的な施設・設備の大規模改修，適正な維持管理に努めるほか，市場の管

理運営の効率化を進めます。 

斎場については，火葬炉，待合室等の改修に計画的に取り組むなど，施設の適切な維持管理

に努めるとともに，民間活力活用について検討を進めます。また，今後，需要の増加が見込ま

れる状況を踏まえ，新たな斎場の整備を推進し，２施設体制の確立により，市民サービスの向

上を目指します。 

霊園については，多様化する市民ニーズを踏まえ，従来型墓地の拡張や合葬式墓地等の整備

を進めます。また，民間活力を活用しながら，利用者サービスの向上と適切な維持管理に努め

ます。  

その他施設についても，各施設利用者の安全確保や利便性向上，運営効率化のための適正な

維持管理に努めます。 
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２ インフラ資産 

(1) 道路 

ア 現状と課題 

本市が管理する道路は総延長約 2,170kmに達しており，供用開始から長い年月が経過し，舗

装や附属物等の老朽化が見られることから，適切な補修・更新を行っていく必要があります。 

また，都市計画道路をはじめとする主要道路の早期整備が求められており，交通混雑の解消

や地域間交通の円滑化を確保するための道路整備が必要となっています。 

  

イ 基本的な方針 

安全・安心な道路交通を支えるため，道路舗装の予防保全型の修繕等を推進し，ライフサイ

クルコストの低減と施設保全費用の平準化を図ることにより，道路の適切な維持管理に努めま

す。 

また，総合交通体系の強化に向け，都市の骨格を形成する都市計画道路や地域間を連絡する

幹線道路等を中心とした道路網の効率的，効果的な整備を推進します。 

 

 (2) 橋りょう 

ア 現状と課題 

本市が管理する橋りょうは総延長約 6.2km に達し，その多くが供用開始されてから長い年月

が経過しています。 

これまでは，損傷が進んでから直すなどの「対症療法型」の維持管理を実施してきましたが，

今後老朽化する橋りょう数の増大に伴い，修繕・架けかえに要する費用負担が大きくなること

が予想されます。 

 

イ 基本的な方針 

橋りょうについては，「傷む前や損傷の初期段階で直して，できる限り長く使い続ける」と

いった「予防保全型」の維持管理への転換を盛り込んだ橋梁長寿命化修繕計画に基づき，計画

的な修繕を実施し，ライフサイクルコストの低減と施設保全費用の平準化を図ります。 

橋りょうを良好な状態に保つため，日常的な維持管理に加えて，定期点検を５年ごとに実施

して橋りょうの健全度を把握し，必要に応じて橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行います。 
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(3) 上水道 

ア 現状と課題 

上水道は，総延長約 1,775kmの管路及び浄水場，取水場，ポンプ場等の上水道施設で構成さ

れています。 

上水道の施設・管路は老朽化が進行しており，それに伴う機能低下や巨大地震発生に対応す

る耐震性の確保等，安定した水道水の供給に影響を及ぼす様々な課題があります。 

上水道は大規模地震等の災害時においてもライフラインとしての機能を果たすことが求め

られていることから，施設及び管路の更新，耐震性の向上及びバックアップ機能強化等の実施

が必要となっています。 

 

イ 基本的な方針 

地震等の災害や事故に強い強靭な上水道の構築を図るため，水道事業基本計画（第３次）に

基づき，上水道施設・管路の効率的な更新及び耐震化等を実施します。 

また，日常的な水道施設維持管理の向上・効率化に取り組むとともに，応急給水体制等のソ

フト面での災害対策を強化し，どのような状況でも対応できる安定した供給体制の確保を目指

します。 

事業については，中長期的な資産管理としての水道施設のアセットマネジメント手法を活用

し，各施設の重要度・優先度を考慮した更新需要と財政状況を勘案した更新投資の平準化，施

設全体のライフサイクルコストの低減や業務・運営の効率化，組織・体制の強化等に努め，健

全で円滑な事業の推進を図ります。 
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(4) 下水道 

ア 現状と課題 

下水道は，総延長約 1,196kmの管渠及び浄化センター，ポンプ場等の下水道施設で構成され

ています。 

市街化区域における下水道の整備が概成したことにより，下水道の普及率が全国平均並とな

っています。 

今後，下水道への接続世帯が増えていくにつれて，維持管理費用も増加していく見込みであ

り，また，下水道事業を開始して約 60 年が経過していることから，老朽化が進行している管

渠及び下水道施設の更新も必要となっています。 

 

イ 基本的な方針 

下水道は，引き続き管渠等の整備を推進するとともに，適正な運営を促進するほか，水洗化

率の向上に努めます。 

老朽化した下水道施設や管渠について，長寿命化計画に基づき，異常の程度や緊急度等に応

じて優先順位を考慮しながら修繕を行うとともに，今後も引き続き定期的な点検等を行い，下

水道施設全体のライフサイクルコストの低減と施設保全費用の平準化を図るため，予防保全を

重視した計画的な改修，改築を進め，適正な維持管理に努めます。 

下水道事業について，公営企業会計の導入による経営状況の明確化に努めるとともに，効率

的な維持管理，接続率の向上等の取組を進め，経営基盤の強化による健全な経営を推進します。 

下水道幹線への切替えに伴い運転停止した下水道施設等の今後使用する見込みのない施設

については，施設・用地の有効活用のあり方を検討します。 

 

(5) 都市下水路・排水路 

ア 現状と課題 

都市下水路・排水路は，総延長約 456kmの管路及び水質浄化施設で構成されています。 

近年，局地的な集中豪雨や都市化の進展，緑地の減少に伴う雨水流出量の増加により，浸水

被害が多く発生しており，被害を軽減するため整備を進めています。 

河川の水質浄化を目的として整備されている水質浄化施設は，公共下水道の普及が進み，水

質浄化が図れれば，運転停止となる施設であり，３施設のうち１施設は現在倉庫として活用し

ています。 

 

イ 基本的な方針 

雨水排水施設整備プログラムに基づき，限られた財源の中で，重点地区を定め，効率的かつ

効果的に雨水排水施設の整備を進めます。 

併せて，既存管渠の流下機能改善，側溝改修，清掃等の緊急的対策とともに，市民自らの浸

水対策への取組の支援を推進するなど，総合的な雨水対策による浸水被害箇所の大幅な減少を

目指します。 

水質浄化施設は，適切な維持管理に努めるとともに，必要に応じて用途転用や廃止等を含め

て施設のあり方を検討します。 
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(6) 農業集落排水 

ア 現状と課題 

農業集落排水は，農村地域の汚水処理を担うインフラ資産であり，総延長約 184kmの管路及

び排水処理施設等で構成されており，農村地域における農業用水の水質保全と生活環境の向上

に寄与しています。 

未整備地区等においては，将来負担も含めた経済効果の高い処理手法を選択する必要があり

ます。 

農業集落排水処理施設については，供用開始後 10 年以上経過している地区が多く，施設の

長寿命化に向けた計画的な改修・更新が必要となっています。 

 

イ 基本的な方針 

排水機能の改善，安定した用水の供給，農業用水等の水質汚濁防止等に向け，農業集落排水

の適正な点検・維持管理に努めます。 

未整備地区等については，効率的かつ効果的な汚水処理手法により，農業用水等の水質汚濁

防止を図っていきます。 

老朽化した農業集落排水処理施設の長寿命化に向けた計画的な改修・更新や，ライフサイク

ルコストの低減が可能となる機能強化対策を推進します。 

 

  


