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「所沢発 みどりと笑顔にあふれる自立都市」 

をめざして 
 

所沢市は、都心から３０㎞の首都圏に位置する、豊かな自然と 

都市機能が調和したまちであり、埼玉県南西部の中心的な都市と 

して発展してきました。 

本市では、平成２３（2011）年３月に第５次所沢市総合計画 

を策定し、将来都市像として「所沢発 みどりと笑顔にあふれる 

自立都市」を掲げ、平成２３（2011）年度から平成３０（2018） 

年度までの８年間を計画期間とした「基本構想」、そして、その 

前半４年間を計画期間とした「前期基本計画」を基に、将来都市 

像の実現に向けてまちづくりを計画的に進めてまいりました。 

この間、「動け所沢！紡ごう！絆」を合言葉に、「人と人、 

人と自然のあり方を見直して、絆を紡いでいこう！」 

「思うより自ら動く実践者となろう」「実践者を大切にする所沢市で行こう」との信念で市政を

進めてきました。 

そして、この度、時代の変化に対応するとともに、これまでの取り組みの成果を踏まえて平成

２７（2015）年度から平成３０（2018）年度の 4 年間を計画期間とする「後期基本計画」を

策定いたしました。 

第５次所沢市総合計画基本構想の後半４年間の施策の方針などを示した後期基本計画では、前

期基本計画に引き続き、８つの「まちづくりの目標」を掲げるとともに、４つの「総合的に取り

組む重点課題」を示しています。 

平成２３（2011）年に発生した東日本大震災により社会状況は大きく変化し、日本は新たな

ステージ、震災後「災後」の時代に入りました。私たちは震災を通じて、人と人、人と自然のあ

り方を見直すこと、絆の大切さを改めて認識させられました。私たち大人は、未来の子どもたち

にどんな日本を残すのか、継承を意識して、「今」を歩み、実践していく必要があります。未来

（あす）を見つめ今を動くため、市職員とともに力を尽くしてまいりますので、市民の皆様にお

かれましても今後とも一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたりまして、市議会をはじめ、総合計画審議会や市民検討会議、市

民意識調査など、さまざまな機会を通じてご協力いただきました多くの市民の皆様に心から感謝

と御礼を申し上げます。 

 
平成２７年３月 
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■第 1 次総合振興計画［昭和 44（1969）年 3 月策定］ 

計画期間  昭和 44（1969）年～昭和 50（1975）年までの 7 年間 

将来都市像 緑豊かな田園住宅都市 

 

■第２次総合振興計画［昭和 51（1976）年 3 月策定］ 

計画期間  昭和 51（1976）年～昭和 60（1985）年までの 10 年間 

将来都市像 緑豊かで格調高い文化都市 

 

■第３次総合振興計画［昭和 61（1986）年 3 月策定］ 

計画期間  昭和 61（1986）年～昭和 75（2000）年までの 15 年間 

将来都市像 人と自然との調和した機能的な中核都市 

 

■第４次総合計画［平成 13（2001）年 3 月策定］ 

計画期間  平成 13（2001）年～平成 22（2010）年までの 10 年間 

将来都市像 ゆとり・うるおい・活力ある生活文化都市 

 

■第５次総合計画［平成 23（2011）年 3 月策定］ 

計画期間  平成 23（2011）年～平成 30（2018）年までの 8 年間 

将来都市像 所沢発 みどりと笑顔にあふれる自立都市 

 

所沢市総合計画の変遷 


