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東大和市公共施設等総合管理計画の策定にあたって
わが国では、昭和３０年代から始まった高度経済成長
期に学校や道路などの公共施設等が数多く整備されて
きました。
東大和市においても、昭和４０年代から小学校や中学
校を中心に、公共施設等を人口の増加に合わせて集中的
に整備してきたほか、昭和５０年代からは公共下水道の
整備を本格的に行ってまいりました。今では、その多く
の公共施設等において老朽化が顕著となっています。
今後、少子高齢化が進み、人口構造が変化することで、財政状況の厳しさが
増すため、市が保有する多くの公共施設等をどうしていくべきか、検討しなけ
ればならない時期を迎えました。
こうした状況を踏まえ、市では公共施設等のあり方を検討する基礎資料とし
て、平成２７年１１月に「東大和市公共施設等白書」を作成しました。それを
基に、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため「東大和市公共施
設等総合管理計画」を策定しました。
今後は、
「東大和市公共施設等総合管理計画」に基づいて、公共施設等の総量
や配置の見直しを計画的に進め、財政負担の軽減を図りながら、公共施設等の
適正な管理を推進してまいります。
最後に、本計画の策定にあたりまして、市民の皆様をはじめ、東大和市議会
並びに関係者の皆様より、多くの貴重なご意見を賜りましたことを、改めて心
から厚くお礼申し上げます。
平成２９年２月
東大和市長

尾崎 保夫
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