


 

 

 

 

 

 

「市民と行政による協働のまちづくり 

計画の実現に向けて」 

 

 

城陽市では、平成６年に第２次城陽市総合計画を策定し、総合的で計画的なまちづ

くりに努めてまいりました。 

しかしながら、この間、城陽市を取り巻く状況は、人口の減少、少子高齢化の進行、

住民意識の多様化・高度化、地方分権の進展などとともに、都市構造や行財政構造が

大きく変化し、右肩上がりの成長社会から成熟社会への転換を踏まえた行財政システ

ムの見直しが求められているところでございます。 

このようなことから、将来的な視点と中長期的な展望に立った、まちづくりの方向

性と進むべき目標をあらためて定めるため、新たなまちづくり計画であります「第３

次城陽市総合計画」を策定いたしました。 

今後は、この計画の目標とする都市像「緑と太陽、やすらぎのまち・城陽」～活力

ある２１世紀のまちづくり～の実現に向けまして、新たな決意をもって取り組む所存

でございます。 

私は今日まで、「市民と進めるまちづくり」を基本姿勢に掲げ、市政に取り組んで

まいりました。「市民と行政による協働のまちづくり」に対しまして、皆さまの、よ

り一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

最後に、この第３次総合計画の策定にあたりまして、幅広くご活動いただきました

市民まちづくりワークショップ、熱心にご審議いただきました城陽市都市計画審議会

及び城陽市議会、並びに、まちづくり市民アンケートやまちづくりフォーラム等を通

じて、貴重なご意見をいただきました市民の皆さまに厚くお礼を申し上げます。 

 

平成１９年（２００７年）１２月 

城陽市長 橋 本 昭 男 

 



 

 

 

 

 

城陽市民憲章 

 

昭和 57 年（1982 年）11 月 7 日制定 

 

かぐわしい梅の香りと清らかな水のわがふるさとを愛し、先人の遺した文

化を育み、平和でかがやかしい城陽の未来を創造するために 

わたくしたち城陽市民は 

 

１、 自然を生かし 美しい緑を育てましょう 

１、 教養を深め 豊かな文化をつくりましょう 

１、 心身を鍛え 働く喜びを大切にしましょう 

１、 隣人を愛し ふれあいの輪を広げましょう 

１、 秩序を守り やすらぎのまちを築きましょう 

 

 

 

 

 

 

市の木 梅 市の花 花しょうぶ 市の鳥 しらさぎ 

  

昭和 47 年（1972 年） 
10 月 24 日制定 

昭和 57 年（1982 年） 
11 月 7 日制定 

平成 19 年（2007 年） 
11 月 7 日制定 
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