
改 定 に あ た っ て

　
　本市では、平成18（2006）年度から平成22（2010）年度までを計画

期間とする「千葉市第２次５か年計画」を策定し、「夢と誇りがもて

る　安全・安心のまちづくり」を目標に掲げ、これまで計画の着実な

推進を図ってまいりました。

　しかしながら、今般、地方分権改革が進展する中で、地方財政にお

いては、大幅な財源不足が生じており、財政健全化へ向けた取り組み

の強化が求められております。

　本市におきましても、極めて厳しい財政状況や、新たな法整備・制

度改正など、当計画策定後の市政を取り巻く状況は大きく変動してい

ます。

　そこで、こうした変化に的確に対応するため、平成20（2008）年度

以降の計画事業について、計画目標やまちづくりの大切な視点などの

基本的な考え方を踏襲しつつ、市民生活に大きく影響を及ぼすことの

ないよう、また、取り組む必要のある課題にも適切に対応できるよ

う、可能な限り配慮し、見直しを行いました。

　今後は、この改定した計画に基づき「夢と誇りがもてる　安全・安

心のまちづくり」に全力で取り組んでまいりますので、市民の皆様の

一層のご理解とご協力をお願いします。

　　平成20年３月

 千葉市長　　鶴　岡　啓　一
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