“選ばれる安心快適都市”をめざして
市では、平成１６年度を初年度とする四街道市総合計画に基づき、市
民福祉の一層の向上をめざすための計画的なまちづくりを進めてまいり
ました。しかしながら、計画策定から１０年が経過し、本市を取り巻く
社会経済状況はめまぐるしく変化しています。特に、少子化・高齢化に
伴い将来的に見込まれる人口の減少と人口構成の不均衡は、
まちの活力の根源に関わる問題であり、
早期の対応、計画的な対応が求められています。
さらに、平成２３年３月に発生した東日本大震災により、災害対応や防災対策の再構築の必要性
が高まっているところです。
このようななか、これらの社会状況の変化に的確に対応するため、基本構想の発展的な見直しを
行い、このたび新たな総合計画を策定いたしました。
策定にあたりましては、市民意識調査、市民会議（ワークショップ）
、タウンミーティング、中
学生・高校生インタビュー、小学生ランチトーク、総合計画審議会、そして、パブリックコメント
など、子どもから大人まで、多くの市民の皆様にさまざまなご意見をいただきながら計画作成を進
めてまいりました。まさに、みんなで創った計画であると感じております。
本計画では、これまで築いてまいりました、市民の皆様が主体的に市政に参加・協働していただ
く市民自治のまちづくりの流れを継承し、市民の皆様を始めとしたさまざまな主体が連携・協働し
ながら自主的にまちづくりにかかわっていく「みんなが主役のまちづくり」を基本理念として掲げ
ました。
そして、本市が将来に向かってめざすべきまちの姿である将来都市像を「人
選ばれる安心快適都市

みどり

子育て

四街道」と設定いたしました。本市の地域資源である、人、自然、歴史を

大切にしながら、文化を育み、都市機能と市民活動、そして、子育て環境を充実していくことで、
だれもが安心で快適に暮らせる都市として、
「選ばれる四街道」をめざすものです。
この将来都市像の実現に向け、職員一丸となって、新たな総合計画を着実に推進してまいります
ので、さらなるご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
おわりに、本計画の策定にあたり、熱心なご審議をいただきました総合計画審議会の委員の皆様、
市議会議員の皆様、そして、さまざまな場面で多くのご意見、ご提言をいただきました市民の皆様
に厚く御礼申し上げます。
四街道市長

小学生ランチトーク時の様子

佐

渡

斉
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