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　いちき串木野市は、地域住民の皆様が将来にわたって夢と希望に燃え、安心して暮らせるま

ちであるとともに、素晴らしい地域社会を形成するために、平成17年10月11日、旧串木野市と

旧市来町の１市１町が合併して誕生いたしました。

　また、今日の地方自治体を取り巻く社会情勢は、地方分権の推進、国の三位一体の改革、少

子高齢化の進行、住民の日常社会における生活圏の広域化、さらには人口の減少化と過疎化な

ど大きく変化しており、さらに昨今では雇用形態や雇用環境の変化に伴い、福祉、労働、経済、

教育、環境など様々な分野で経済格差や所得格差、世代間格差、教育格差、地域間格差など格

差社会が拡大してきており、都市部では景気拡大の局面にあるとはいえ、地方部ではその景気

感が享受されない状況にあります。

　このような中、急速に変化する社会情勢に的確に対応するとともに、住民に身近な基礎的自

治体として、将来にわたって良質な行政サービスを安定的に供給し、住民の期待に応えるため

行政体制の整備や財政基盤の強化を図ることを基本として、合併に向けて策定しました「新市

まちづくり計画」の内容を尊重しながら、将来にわたっての本市のあるべき姿、今後のまちづ

くりの方向性を明らかにするため、平成19年度から平成28年度までの計画として「第一次いち

き串木野市総合計画」を策定いたしました。

　本市がめざすべき将来都市像である『ひとが輝き　文化の薫る　世界に拓かれたまち』の実

現に向けて、市民の皆様との協力・連携のもと地域のブランドの構築に取り組んでまいります

ので、市民の皆様をはじめ、関係諸団体の皆様のより一層のご支援とご協力をお願い申し上げ

ます。

　最後になりましたが、本計画の策定にあたり貴重なご意見、ご提案をいただきました多くの

市民の皆様方をはじめ、慎重かつ熱心なご審議をいただきました総合計画審議会委員並びに市

議会議員各位に対し、厚くお礼申し上げるとともに一層のご理解とご協力をお願い申し上げま

す。

　平成19年３月

いちき串木野市長　田  畑  誠  一

 ごあいさつ
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