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はじめに 

 

 

 我が国では、急速な少子高齢化の進展により、平成 20年をピークに人口減少局面に入り、地

域経済の縮小や労働力不足などが懸念されております。 

国においては、こうした現状を克服するため、「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、国民

一人ひとりが夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会を

形成するとともに、魅力ある多様な就業機会を創出することで、地方創生を図ることとを目指

しております。 

地方公共団体においては、「まち・ひと・しごと創生法」の趣旨に沿い、客観的な分析に基づ

いて、地域の課題を把握し、将来展望を提示する「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」

の策定が求められています。 

羽村市においても、平成 22年の人口をピークに、減少傾向に転じており、今後、労働力の確

保をはじめ、社会保障制度の円滑な運用、行政サービスを提供するための財源の確保など、様々

な影響が懸念されております。 

人口減少社会とこれにより生ずるこれらの諸課題は、これまで市が経験したことのない大き

な課題となることが予想され、市として、危機感を持って対応していくことが重要であると考

えております。 

 羽村市は、明治 22年に市町村制が施行されて以来、同一の行政区域の中で、単一の自治体と

して歩み続け、発展を遂げてきた歴史があり、これからの未来も、これまで歩んできた道のり

の先に切り開いていかなければなりません。 

 羽村市が人口減少を克服し、まちに賑わいと活力を創出していくため、市民の皆様とともに、

「選択と集中」の考えのもと、先駆的な取組みを積極的に展開し、羽村市の地方創生を推進し

てまいります。 

 そのためには、羽村市の特色を生かし、羽村らしい独自の地方創生施策として、市民の皆様・

事業者の皆様とともに取り組んでいくことが重要となりますので、市民の皆様並びに関係各位

のご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 

 

 

 

 

 

平成 27年 9月 

 

羽村市長 並 木  心 
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