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ごあいさつ

猪名川町長

本町では、1970年（昭和45年）に「猪名川町振興計画」を策定以降、
10年ごとに、まちづくりの指針となる総合計画を定め、先人から受
け継いだ歴史と文化や豊かな自然環境を活かしながら、計画的なまち
づくりを進めてきました。
近年では、住民の価値観やニーズの多様化、少子高齢社会の進展、
地方分権の推進など社会情勢は大きく変化しており、財政運営も含め
地方自治体を取り巻く環境はさらに厳しい状況となっています。
また、大規模ニュータウンの開発とともに、まちは人口増加と成長
を続けてまいりました。人口が定着し成熟したまちとして、新たな時
代が到来しています。
まちづくりに対する住民の意識・関心は高まりを見せており、小学
校区ごとに設立された、地域主権の意識を高める「地域まちづくり協
議会」の機能発揮とともに、住民と行政との参画と協働による安全・
安心なまちづくりなどが進められようとしています。
このようななか、「第五次猪名川町総合計画」の策定にあたって、
多くの住民の方々との意見交換を行うとともに、総合計画審議会では、
各委員による幅広い活発な意見が交わされるなど、まさに住民の皆様
が主体となって策定された計画となりました。
この計画では、“豊かな心と安心”“きずな”“交流と活力”をまち
づくりの 3 つの基本理念とし、まちの将来像である『住みたい　訪
れたい　帰りたい　ふれあいのまち「ふるさと猪名川」』の実現をめ
ざして、積極的な情報発信に努めるとともに、住民・事業者・行政が
一丸となり、参画と協働によるまちづくりが実感できるよう取り組ん
でまいります。
今後とも住民の皆様をはじめ、関係各位の格段のご理解とご協力を
お願い申しあげます。
最後に、この総合計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をお
寄せいただきました住民の皆様をはじめ、熱心にご審議いただきまし
た総合計画審議会委員の方々並びに関係各位に対しまして、心からお
礼申しあげます。

2010年（平成22年）3月
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1．『チャレンジ指標』について
　まちづくりの指針である総合計画は、施策の成果が住民のみなさんにとって
わかりやすいものであることが必要です。第五次総合計画では、その達成度を
測る指標として、分野ごとに『チャレンジ指標』を設定しています。
　各指標は、前期基本計画の計画期間中にめざすべき目標として、統計データ
やアンケートの結果等により設定しており、具体的な数値や方向性を示してい
ます。

2．『住民の取り組み』について
　住民と行政による参画と協働のまちづくりを推進していくため、第五次総合
計画では、それぞれの分野ごとに住民のみなさんがまちづくりを身近に感じ、
主体的に関わっていただけるよう『住民の取り組み』を掲げています。
　これは、住民や各種団体、事業者の方などが進める活動の一例として表現し
たものですが、総合計画に基づく「ふるさと猪名川」づくりをともに進めるため、
まちづくりの主役であるみなさんのご理解と積極的な取り組みを期待いたします。
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