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第１次五泉市総合計画の策定にあたって 

  

 平成１８年１月１日、旧五泉市と旧村松町が合併して、新生「五泉市」が誕

生しました。 

 以来、住民の融和と協調を大事にしながら、地域が有する資源の発掘や活用

を図るなど、個性豊かなまちづくりを進めてまいりました。 

第１次総合計画において、新生「五泉市」のこれから１０年のまちづくりの

道標として、『人と自然が織りなす 創造都市 五泉市』を将来像と設定しま

した。 

これは、「人と人」「人と自然」のふれあいを大切にし、地域資源を最大限に

活用しながら、市民との協働による個性豊かで創造性に満ちたまちづくりをめ

ざすものです。 

計画の策定にあたりましては、新市建設計画の推進や市民との協働による計

画づくりなど、７つの視点を定め進めてまいりました。具体的には、市民まち

づくり会議を設置し、検討をいただくとともに、総合計画審議会及び村松地域

審議会から答申をいただきました。また、市民意識調査の実施、住民説明会や

各界懇談会の開催など、市民のご意見を大事にしながら進めてきたところです。 

 これからも厳しい財政状況が続きますが、市民の皆さんからは信頼され、役

に立つ市役所をめざし、行財政改革を実施しながら計画の実現を進め、活力あ

る暮らし豊かなまちづくりに全力で取り組んでまいります。 

 最後に、この計画の策定にあたってご尽力をいただきました五泉市総合計画

審議会委員、村松地域審議会委員、市民まちづくり会議委員の皆様をはじめ、

貴重なご意見・ご提言をいただきました市民の皆さん、市議会議員並びに関係

諸団体の皆様に心から感謝申し上げます。 

   

平成 19 年 11 月 

 

五泉市長  五 十 嵐  基  
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