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第 1 期基本計画後期実行プランの策定にあたって 

 

このたび、平成 22 年 10 月に策定いたしました「秦野市公共施設の再配置に関す

る方針」と平成 23 年 3 月に策定いたしました「秦野市公共施設再配置計画」は、

第１６回日本計画行政学会計画賞において、最優秀賞という名誉ある賞をいただきま

した。心から感謝を申し上げます。 

経済成長期における公共施設の集中的な整備は、人口減少と住民の高齢化が進み、

財政がより一層厳しさを増していく中で、一斉に作り替えなければならないという

「公共施設の更新問題」を招きます。 

本市は、いち早くこの問題に危機感を抱き、その対策を考え始めました。その結果、

選んだ答えは、「公共施設の縮減」という困難な道でした。以来５年間、その困難な

道の上を歩んでまいりましたが、様々な障害が待ち受けていたことは、御想像のとお

りです。 

しかし、そこであきらめてしまったのでは、子どもたちや孫たちの世代に多くの負

担を残していくことになります。私は、市政の舵取り役として、将来の市民にも責任

ある市政運営をしなければならないとの一念の下に、公共施設の再配置を進めてまい

りました。 

５年を経過したとはいえ、この取組みはまだまだ始まったばかりです。現在の市民

の責任として、今後も公共施設の再配置を進めていきたいと考えております。 

 

平成 28(2016)年 3 月 
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 「秦野市公共施設の再配置に関する方針及び秦野市公共施設再配置計画」

は、日本計画行政学会（昭和 52 年設立 会員数約 1,300 名）が実施する第 16

回計画賞にノミネートされ、平成 28 年 2 月 26 日に中央大学駿河台記念館にお

いて開催された最終審査会において、最優秀賞（1位）に選ばれました。 

この計画賞は、行政、民間を問わず優れた計画を発掘し、これを表彰するこ

とにより、社会全体の計画能力の向上を図る目的で、1995（平成 7）年に創設

されました。 

本市の方針と計画は、その内容が優れていることに加

え、様々な困難があることが容易に推測される中、これを

実行し、一定の成果を上げてきたこと。また、このこと

は、人口縮減社会の中で、全国の自治体が模範とすべきで

あることが受賞の理由となりました。 

再配置推進キャラクター「丹沢つなぐ君」 


