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羽生市は、恵み豊かな自然と歴史や伝統を生かしながら、「住みたい、住み続けたい」と思え
るまちづくりを市民の皆さまとともに進めてまいりました。

そして、この度、新たな第５次羽生市総合振興計画がスタートします。
総合振興計画は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため策定するもので、市の最上位に位置

づけられる計画です。
本市におきましては、昭和４６年度に第１次総合振興計画を策定して以来、これまで５次にわ

たり、総合振興計画を策定し、計画的な行政運営を行ってまいりました。
しかし、人口減少や高齢化の進行、価値観の多様化、さらには、平成２３年３月１１日に発生

しました東日本大震災による安全で安心なまちづくりへの関心の高まりなど、本市を取り巻く社
会情勢は著しく変化しております。

この様な時代背景の中、前期基本計画を検証するとともに、将来を見据えた課題に対応した施
策を展開するため、新たに第５次総合振興計画後期基本計画を策定いたしました。

今後は、この計画に沿い、着実に政策を実施していくことにより、本市の将来都市像「活力に
満ちた　人輝く文化都市　羽生」の実現に向け、市民が主役のまちづくりを進めてまいります。

結びに、本計画の策定にあたりまして、貴重なご意見、ご提言をいただきました市民の皆さま
をはじめ、市議会、総合振興計画審議会、行政改革推進委員会、羽生市の将来を語る会の皆さま
など、多くの方々のご指導、ご協力に心から厚くお礼申し上げるとともに、今後も、なお一層の
ご支援とご協力をお願い申し上げます。

「活力に満ちた　人輝く文化都市　羽生」

� の実現に向けて

平成 ２ ５ 年 3 月

羽生市長　　河　田　晃　明
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