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　氷見市は、これまで、食・自然・歴史などの豊かな地域資源や人々の間で培われてきた温か

い絆等を生かした多種多様な政策を推進することで、市内のいたるところで活気があふれ、

市民が安心して暮らすことができるまちを目指してまいりました。

　昨今は、人口の減少や少子高齢化が進行していることに加えて、東日本大震災を教訓とし

て安全・安心に対する関心が高まっていることなどから、市民と行政がより近い関係のなか

で地域づくりに取り組んでいく必要があります。

　また、能越自動車道や北陸新幹線などの広域交通網の整備を大きな飛躍の契機とするため、

産業の振興や交流人口の拡大を戦略的に展開していくことも重要になっております。

　このたび、市制施行６０周年という節目の年に当たり、新たなまちづくりのスタートライン

に立つ決意のもとで、平成２４年度を初年度とする第８次氷見市総合計画を策定いたしました。

　第８次氷見市総合計画では、目指す都市像を「人　自然　食を未来につなぐ交流都市　ひみ」

とし、「暮らしづくり」「人づくり」「元気づくり」「持続可能な自治体経営の確立」の４つの

分野で総合的・体系的に市民の皆様との協働のまちづくりを進めていくこととしております。

　また、本計画では、この１０年間で特に優先的・重点的に取り組む「重点プロジェクト」

を設定し、２１世紀における氷見市発展の礎を築くとともに、市民一人ひとりの幸せづくり

を図ることとしました。

　これらの取り組みを着実に推進することで、市民の皆様や本市を訪れる方々が、「住んでよ

かった」、「来てよかった」と実感するとともに、次代を担う子どもたちが、愛着と誇りを

持てる「ふるさと氷見」の創造に努力してまいる所存であります。

　計画の策定に当たり、貴重なご意見やご提言をいただきました市民の皆様や参画いただき

ました関係の方々に、心より感謝の意を表しますとともに、今後とも格別のご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

氷見市長　堂　故　　茂

 ご あ い さ つ
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