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このたび、平成18年度から10年間の本市の

まちづくりの基本指針となる第4次朝霞市総合

振興計画を策定いたしました。

都心から20ｋm圏内にある本市では、平成8年

に「にぎわいとやすらぎのある文化のまち…

朝霞」を将来都市像とする第3次朝霞市総合振

興計画を策定し、都市整備をはじめ、生活環

境、教育・福祉の充実など各種施策を計画的に進めてまいりました。

しかしながら、計画期間である10年が経過し、この間に市民生活や市政

を取り巻く状況は大きく変化しております。特に、平成12年4月に「地方分

権一括法」が施行されて以来、各自治体においては、自己決定と自己責任

のもと、創意工夫の競い合いの中で、より効率的で個性豊かな行政運営の

展開が求められております。また、少子高齢化の進行や高度情報化・国際

化の進展への対応、男女共同参画社会の形成、自然環境との共生型社会の

実現、地方分権の進展による構造改革への対応などにより、とりまく環境

が大きく変化してきており、本市においてもこれらの課題にいかに取り組

み、魅力あるまちづくりを進めて行くかが求められています。

本計画では、「水と緑に満ちた　やすらぎと生きがいのあるまち　朝霞」

を将来像に掲げ、市民の皆様とのパートナーシップによりまちづくりを進

めていくことをめざしております。

今後は、この計画に基づき、朝霞のまちづくりに全力を傾注してまいり

たいと考えておりますので、市民の皆様の更なるご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。

おわりに、本計画策定にあたり、長期間にわたりご尽力いただきました

総合振興計画審議会委員をはじめ、ご協力いただきました皆様に心からお

礼申し上げます。

平成18年3月　　

『水と緑に満ちた
やすらぎと生きがいのあるまち 朝霞』の
実現をめざして

朝霞市長　富岡　勝則



1.   環境を整え　緑に映える　きれいなまちをつくります

1.   きまりを守り 健康で安全なまちをつくります

1.   いたわり助けあい 明るいまちをつくります

1.   文化を高めスポーツに親しむ　前進するまちをつくります

1.   仕事を愛し　ゆとりあるまちをつくります

わたくしたちは 自然をいつくしみ
人間性豊かな 住みよい朝霞をきずくために
この憲章を定めます

昭和42年3月15日制定。「アサ

カ」の3文字を合体させて、飛

鳥の姿に図案化したもの。市

の和と団結を表し、将来の飛

躍的な発展を象徴しています。

花色は多種で開花期は4～6月

です。繁殖が容易で花壇や盆

栽として多く親しまれていま

す。サツキも含まれます。

関東地方の代表的な木で、多

くは並木、屋敷林として利用

されています。落葉の高木で

力強さがあり、丈夫な木です。
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