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はじめに 
 

 わが国は本格的な人口減少時代を迎えており、国は、少子

高齢化という構造的な課題への取り組みを本格的に展開して

います。 

 このような状況の中、各地方自治体においては、地域の特

性を活かした取り組みにより、持続可能なまちづくりを進め

ております。 

 本市においては、より多くの人々に、「住み続けたい」と感

じていただけるよう、まちの魅力向上につながる取り組みを 

推進し、第二次基本計画の目標である「安心で 快適な 活力のあるまちへ」の実現を目指してお

ります。 

 基本計画を実行するために、これまで第一次、第二次実施計画を策定し、福祉や子育てなどの施

策や美しい景観形成に取り組み、文化や歴史、自然など本市が持つ魅力を高めてまいりました。 

 その結果、現在、本市の人口は増加傾向を堅持しておりますが、将来的な人口の減少や人口構成

の変化が想定され、その対応が求められております。 

そこで、今回策定しました第三次実施計画においては、社会の動向、地域の特性、さらには市民

の意向を考慮し、本市の行政課題に直結する優先度の高い事業を中心に選定しました。 

 特に、「子育て」「保健・医療」「高齢者福祉」「道路・交通」「交通安全」「防犯」「危機管理」な

どの分野については、市民の関心も高いことから、重点的に取り組んでまいります。 

 魅力あふれるまちを次世代に引き継ぐことができるよう、市民や自治会、ＮＰＯ、企業、大学な

どあらゆる分野の皆さまと共に、質の高いまちづくりを進めてまいりたいと考えておりますので、

皆さまの一層のご協力をお願い申し上げます。 

 最後に、計画の策定にあたり熱心にご審議くださいました総合計画審議会の皆さまをはじめ、貴

重なご意見をお寄せくださいました関係者の皆さまに心から感謝申し上げます。 

 

 

  平成 29 年 3 月 

 

                          市川市長  大 久 保  博  
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