ごあいさつ
旧中村市、旧西土佐村が合併し、四万十市として市政がス
タートして以来10年を迎えました。
この間、社会経済環境の変化は速度を増し、とりわけ人口
減少・少子高齢化・多世帯社会の本格到来は、社会、経済、
財政に広範な影響を及ぼし始めています。さらに、平成23年
３月11日の東日本大震災は、暮らしの安全・安心に対する考
え方を大きく変える出来事となりました。
このような中、本市を取り巻く社会情勢の変化に的確に対
応していくため、人口減少の抑制に向け、産業の振興による雇用の場の確保をはじめ、
子育てしやすい環境づくりや防災・減災対策、中山間地域対策などを解決すべき課題
として位置付け、市民の方々が住んでよかった、住んでみたいと思えるまちづくりの
新たな指針として「四万十市総合計画」を策定いたしました。
この総合計画は、各分野において５年間に取り組むべき方向性を位置付けたもので
すが、その中でも特に本市の人口減少を抑制していくことに主眼をおいた３つの重点
プロジェクトを設定いたしました。
折しも「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定され、この戦略の基本目標
は、重点プロジェクトとの関連性が高い内容となっております。
このため、国が掲げる「地方創生」は、総合計画の推進への絶好のタイミングとな
っております。
今後とも市民の皆様とともに活力に満ちたまちづくりを目指して参りますので、総
合計画の推進に向け、市政への積極的なご参画をいただくとともに、より一層のご支
援、ご協力をお願い申し上げます。
最後に、計画の策定にあたり、慎重にご審議いただきました四万十市総合計画審議
会委員、四万十市議会議員の皆様をはじめ、まちづくりについてご提言をいただいた
多くの市民の方々に対し、心から厚くお礼を申し上げます。

平成27年３月

四万十市長

中平

正宏
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