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はじめに

本市は、「人が輝き躍動するまち・浦安」をまちづくりの基本目標と

位置付け、２期に及ぶ基本計画を策定し、積極的な施策の展開を図って

きました。

また、現行の第２期基本計画の着実な推進を図るため、具体的な施策

や事業で構成される実施計画を、概ね３か年を計画期間とし、第１次、

第２次と２回にわたり策定してきました。

さらに、平成 25 年度には、復興計画で示した復旧・復興の基本的な

施策の方向性を踏まえ、震災からの復旧にとどまらず、まちの新たな価値や魅力の創出に向

けて、第２期基本計画の時点修正及び第２次実施計画（改訂版）の策定を行ったところです。

そして、現在、日本の社会は大きな転換期を迎えています。

奇しくも本年は戦後 70年という大きな節目を迎え、医療・年金・介護の社会保障３分野に

「子ども・子育て」が加わり、また、教育委員会制度にもおよそ 60 年ぶりの改革が行われる

など、長年に渡って築かれてきた様々な社会制度が大きく変わろうとしています。

また、日本が平成 23年から人口減少社会に突入し、896 の自治体が消滅する可能性がある

と言われており、「少子化」は、各自治体にとって喫緊の課題であることをこれまで以上に突

き付けられています。

全国の自治体が社会制度の変化に的確に対応していくだけでなく、これからのまちづくり

のあり方を模索しているところですが、このような時代にあっても、浦安市は新たな付加価

値を創造し、自らの力で未来を描くことの出来る稀有な自治体であると確信するとともに、

日本を覆う多くの喫緊の課題に対して、国という大きな歯車すら動かし得る、小さくても強

力な歯車であると信じて疑いません。

今回の計画改訂にあたっては、政策公約を中心に、まさに全国の自治体におけるモデルと

もなり得る先進的な施策を数多く盛り込むことに注力しました。

少子高齢化の進展やそれに伴う社会保障費の増大といった課題は山積していますが、市民

の皆様とも協働しながら、市職員が一丸となり、この計画の着実な実現を通じて、思い描い

た明日を一歩一歩現実にしていくことに全力を傾注してまいります。

今後とも、皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成27年３月

浦 安 市 長
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