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羽村市民憲章

（平成 3 年 11 月 1 日制定）

わたくしたち市民は 多摩川の清流に育まれた心豊かな人間性と
花と緑に恵まれた 美しいまちを誇りとします
先人の進取の気性と英知によって築かれたこの郷土を受け継ぎ さらに
温かい心のかよいあう活力あふれるまちづくりのために
この市民憲章を定めます
1 人も自然も生きいきと息づく やすらぎのあるまちをつくります
1 郷土を愛し 自治の心を高め 互いに 尊重しあうまちをつくります
1 明るく健康な家庭を築き 働く喜びに満ちたまちをつくります
1 知性と文化にあふれ 青少年がたくましく成長するまちをつくります
1 友愛と交流を深め 世界の人々と心のかよいあうまちをつくります

「まちに広がる笑顔と活気
もっと！くらしやすいまち
はむら」
の実現に向けて
はしもと

ひろたか

羽村市長
本市は、 多摩川周辺の自然や武蔵野の面影を残す雑木林などの緑につつまれ、 住宅
地と工業地域がバランス良く配置された職住近接のまちとして発展してきました。
本市では、長期的な視点に基づく総合的なまちづくりを進めており、平成 23 年には、
第五次となる羽村市長期総合計画を策定し、 だれもが明るくいきいきと、 市民の皆様
それぞれが持てる力を発揮し、 安全 ・ 安心で活気に満ちた活力のあるまちを目指して、
さまざまな取組みを推進してまいりました。

平成３年の市制施行から 30 年が経過した今、 私たちの日常生活や社会経済状況は、
人口減少と少子高齢化の進行、 ＩＣＴの進展、 自然災害や新たな感染症の脅威などに
より、 これまでに経験したことのない速さで変化しています。
本市の財政状況についても、 税制改正の影響などにより、 市税収入が大幅に減少す
るなど、 非常に厳しい状況が続いています。
こうした状況の中で、 将来にわたって持続可能なまちであり続けるためには、 市民
サービスの向上に努めつつも、 さまざまな変化に応じた事務事業の見直しを進めるな
ど、 行財政改革の取組みを一層推進し、 健全な財政運営を行っていくための強固な財
政基盤の構築に取り組んでいく必要があります。

本市では、 こうしたまちづくりの転換期において、 この先 10 年間のまちづくりの指
針となる第六次羽村市長期総合計画の策定にあたり、 市政世論調査や転入者アンケー
ト調査、 市民ワークショップなどを通じて、 多くの市民の皆様から、 未来に向けたさま
ざまな想いを聴かせていただきました。
また、 令和２年 10 月に設置した羽村市長期総合計画審議会においても、 熱心なご
議論をいただき、 令和３年９月の市議会定例会での議決を経て、 これからの 10 年間
を展望する総合的かつ計画的なまちづくりの指針としての羽村市基本構想を令和 3 年
10 月に決定しました。
そして、 このたび、 羽村市基本構想に掲げた市の将来像の実現に向けて、 これから
のまちづくりにおける具体的な取組みの方向性を定める第六次羽村市長期総合計画を
策定いたしました。

本計画では、 まちづくりで大切にする想いとして、 「一人ひとりを大切にする」、 「人
と人とのつながりを大切にする」、 「くらしやすさを大切にする」、 「一歩踏み出す勇気
と力、英知を大切にする」 の４つの想いを市と市民・事業者の皆様で共有するとともに、
将来像である 「まちに広がる笑顔と活気 もっと！くらしやすいまち はむら」 の実現
に向けて、 未来を築く５つのコンセプトと自治体運営の方針に基づく具体的な取組み
の方向性を掲げ、 市民 ・ 事業者の皆様との連携のもとに、 さまざまな取組みを推進し
ていくこととしています。

これからのまちづくりにおいて、 私は、 本市に暮らす人や働く人たちが、 未来に希
望を抱きながら、 日常生活をいきいきと安全 ・ 安心 ・ 快適に生活していくことができ
るよう、 前例や慣習にとらわれることなく、 市民・事業者の皆様一人ひとりに寄り添い、
手を携えながら、 さまざまな取組みを進めていく決意であります。

結びに、 本計画の策定にあたり、 ご審議を重ねていただきました 「長期総合計画審
議会」 の皆様をはじめ、 第六次羽村市長期総合計画の策定に向けて、 ご意見 ・ ご提
案をお寄せいただきました多くの市民の皆様、 羽村市議会、 関係各位に心から感謝申
し上げます。
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