
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施計画書（2016～2019） 





は じ め に 
 

市長就任２期目となりました。 
市民の皆様からご信任をいただき、再び市政運営の重

責を担わせていただくことになり、大変光栄に感じます

とともに、改めて気の引き締まる思いです。 
さて、私が市長を志した、その原点は東日本大震災と

原発事故でありました。「これからの世の中は『人と人の

絆』と『人と自然との調和・共生』こそが大切だ」「大人

たちの使命は『継承』にこそあるのだ」と覚悟して、今

が良ければそれで良いではなく、未来の子どもたちに何を残し伝えるのかにこそ真髄が

あると意識して、この４年間施策に取り組んできました。 
所沢市では、平成２３年度から平成３０年度を計画期間とする第５次所沢市総合計画

において、将来都市像｢所沢発 みどりと笑顔にあふれる自立都市」を掲げ、その実現に

向けてまちづくりを計画的に進めています。平成２６年度をもって「前期基本計画」が

終了し、平成２７年度から「後期基本計画」がスタートしています。 
この実施計画は後期基本計画に基づき、平成２８年度から平成３１年度までの４年間

に取り組む主要な事業と事業費等について示したものです。実施計画の策定にあたりま

しては、「あれもこれも」ではなく「あれをやるならこれはやめねばならない」の覚悟

で事業を選定し、将来都市像の実現に向けて着実に実現を図ってまいります。 
これまで４年間の取り組みにより、今、大きな岩が「ごろり」と動くように、所沢市

が動き始めています。これからの数年間は今までの数年間より、市のやるべきこと、も

のが同時並行的にそれぞれ一気に動き出します。全体としてのパイは大きくなるものの、

一つ一つの事業に対し十分な財源措置がとれるかというと、そうではなく、これからの

数年間は、まさに「市役所の踏ん張りどき」だと感じています。これからも市職員とと

もに力を尽くしてまいりますので、市民の皆様におかれましても、自然と共生した中で

支え合い助け合う、人間力が発揮される「大きな社会」を、「善きふるさと」を一緒に

作っていけるよう、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

平成２８年３月 
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