
 

 

 
 

公共施設の再配置に関する方針(2021-2060) 
“未来につなぐ市民力と職員力のたすき” 

 

第２期基本計画(2021-2030) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年(2021 年) 5 月 

秦野市 



- 1 - 

 

第 2 期基本計画の策定に当たって 

 

本市が全国に先駆けて平成 23 年(2011 年)3 月に策定した「秦野市公共施設再配

置計画」は、その前年 10 月に策定した「秦野市公共施設の再配置に関する方針」と

合わせて、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。 

まだあまり認識されていなかった「公共施設の更新問題」に着目し、公共施設白書

による豊富な情報を基礎として、真に必要な公共施設サービスを持続可能なものとし

ていくことの重要性を示した「第 1 期基本計画」の計画期間が、令和 2 年度(2020

年度)末で満了し、引き続き「第 2 期基本計画」を策定することとしました。 

これまでは、重要な課題を共有するためのエビデンスをどのように示すのか、現在

及び将来の見通しや、再配置計画の考えを市民との共通理解とするためにどうすれば

よいのか、ということに主眼を置いていましたが、再配置計画策定から 10 年が過ぎ

た現在では、人口減少と少子・超高齢化社会の到来などにより、財政状況が一層厳し

さを増していくことは、広く市民に認識されていると思います。 

このような状況から、今後は実際に施設を減らしていく段階となる 2030 年代、

2040 年代を見据えた集約化案の作成に関して、実際にその施設を利用している市

民の声を広く聴き、再配置計画に反映していく必要があると感じています。 

今回の「第 2 期基本計画」の策定でも、市民の声を聴くために、令和 2 年(2020

年)秋に「公共施設フォーラム 2020」を開催し、さらに、計画策定の最終段階とし

て令和 3 年(2021 年)3 月にも同様のフォーラムの開催を予定しておりましたが、新

型コロナウイルス感染症の影響で開催を見送っています。 

このため、「公共施設再配置計画」を三層構造で構成する「公共施設の再配置に関

する方針」、「第 2 期基本計画」及び「前期実行プラン」のうち、「公共施設の再

配置に関する方針」と「第 2 期基本計画」を先に策定し、各施設の集約化の具体的

な時期などを示す予定の「前期実行プラン」は、市民の皆様のご意見をしっかり伺え

るようになってから策定することといたしました。 

計画の一部の策定を延期したとはいえ、施設の建替えが本格化する時期を見据えた

調整や、公民連携による市民サービスの向上と効率的な管理運営の推進などを積極的

に進めていきたいと考えております。 

 

令和 3 年(2021 年)5 月 

秦野市長 高 橋 昌 和  
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再配置推進キャラクター「丹沢つなぐ君」 

 「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(2016 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、平成 7 年(1995 年)に創設

されました。 

本市の方針と計画の内容が優れていること、また、様々

な困難があることが容易に予測される中で実行し、一定の

成果を上げてきたことに加え、人口縮減社会の中で全国の

自治体が模範とするべきであること、などが授賞の理由と

なりました。 

【参考】秦野市公共施設保全計画の構成 


