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ごあいさつ

鴨川市長

長谷川 孝夫
第２次鴨川市総合計画の策定にあたって

このたび、本市のまちづくりの新たな指針となる「第２次鴨川市総合計画」とし
て、
「第２次鴨川市基本構想」及びこれに基づく「鴨川市第３次５か年計画」を策定
しました。
これまで本市は、平成 18 年３月に定めた第１次鴨川市基本構想で掲げた「自然と
歴史を活かした観光・交流都市－みんなで創る光り輝くふるさとをめざして－」の
実現に向けて着実に取り組んできました。この間、人口減少はもとより、本格的な
超高齢化時代の到来や、大災害を端緒とする危機管理のパラダイムの変化など、本
市を取り巻く社会環境は大きな転換期を迎えています。
新総合計画の策定に当たりましては、これらが導く諸課題へ対応し、将来にわた
って持続可能なまちづくりに向けた道筋を明らかにするべく、市民アンケートや地
区別懇談会、市民まちづくり会議、中学生まちづくり議会など多岐にわたる手法に
より、多くの市民・関係者の皆様のお声を伺ってきました。
こうして定めました新たな基本構想では、
「交流」
・
「元気」
・
「環境」
・
「協働」
・
「安
心」の５つを基本理念とするとともに、将来都市像を「活力あふれる健やか交流の
まち鴨川 ～みんなが集い 守り育む 安らぎのふるさと～ 」と設定することと
いたしました。
また、この基本構想に基づく新５か年計画におきましては、人口の維持や雇用の
確保といった、本市が直面する最重要課題への対応を図るため、まち・ひと・しご
と創生法に基づく「鴨川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」との一体性を確保し、
これを強力に推進することとしています。加えて、この計画期間中には、2020 年オ
リンピック・パラリンピック東京大会の開催が控えておりますことから、これを奇
貨として、関連合宿の誘致や、この受入環境の整備等、必要な取組みを重点的に進
めるとともに、広く観光振興や地域の活性化にも結びつけていくこととしておりま
す。
今後、新たな将来都市像の実現に向けて、市民の皆様一人ひとりと手を携え、さ
らには産学民官が一体となった「オール鴨川」体制により、計画の推進に鋭意取り
組んでまいります。
そして、
「誰もが住んでみたい・ずっと住み続けたい」と感じることができる鴨川
市を目指し、実直に歩みを進めてまいりますので、皆様の更なるご理解とご協力を
お願いいたします。
結びに、本計画の策定に当たりまして貴重なご意見やご提言を賜りました、総合
計画審議会委員の皆様、鴨川市議会、そして市民の皆様と関係各位に心から御礼を
申し上げます。
平成２８年３月
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