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ごあいさつ

　富山市は、日本海側のほぼ中央に位置し、水深1,000ｍの「海の幸の宝庫」富山湾から標高3,000ｍ級の
北アルプス立山連峰まで、標高差約4,000ｍの多様な地勢と雄大な自然を誇るとともに、「薬都富山」とし
て全国にその名が知られており、また、製薬業をはじめとする様々な産業基盤と高度な都市機能、そして、
多様な文化と歴史を併せ持つ日本海側有数の中核都市であります。

　本市では、人口減少と少子・超高齢社会の進行や過度な自動車依存による公共交通の衰退、市街地の低密
度化などの課題に対応し、将来にわたって持続可能な都市を構築していくため、これまでの10余年、「公共
交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり」を政策の基本に据え、様々な施策を推進してきまし
た。

　こうした取組により、本市は、国の「環境モデル都市」や「環境未来都市」をはじめ、国際連合の「エネ
ルギー効率改善都市」やロックフェラー財団の「100のレジリエント・シティ」に選定されるなど、国内は
もとより、世界の多くの都市が抱える課題の解決に向けた一つのモデルとなる都市として、高い評価を頂く
とともに、大きな期待を寄せられております。また、本市では現在、都心地区や公共交通沿線地区を中心に、
人口の社会増が続いているところであり、さらに近年、市内の全用途の平均地価に上昇がみられるなど、コ
ンパクトなまちづくり政策の効果がいくつも現れ始めているところです。

　このような状況の中、今回策定いたしました第2次富山市総合計画は、これまでの本市のまちづくりの基
本的な考え方を踏襲するとともに、時代の変化や社会の要請などに的確に対応しながら、地域の特性や魅力
を高め、人口減少に対して果敢にチャレンジすることで、将来にわたって成長力を確保できる総合力の高い
まちづくりを進めるための基礎となるものであり、市では、この総合計画の内容を具現化できるよう企業や
市民の皆様との協働によるまちづくりを今後一層進めてまいる所存です。

　終わりに、第2次富山市総合計画の策定にあたりまして、市民ワークショップや市民説明会、パブリック
コメントなどを通して参画をいただいた多くの市民の皆様、並びに約1年3か月にわたり熱心にご審議を賜
りました富山市総合計画審議会委員の皆様に対しまして、心から感謝を申し上げます。

平成29年3月
富山市長　森　雅志
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