
ご あ い さ つ

我が国においては、アジアを中心とする新興国の経済成長や、そ

れに伴う国際観光需要の伸び、2５2５年東京オリンピック・パラリン

ピックの開催を契機として、訪日外国人旅行者数を2５2５年に4,５５５

万人、2５3５年に6,５５５万人に伸ばすという目標を掲げています。

本市においても、八代港が「国際旅客船拠点形成港湾」に指定さ

れ、官民連携による整備が大きく進展することから、クルーズ客船

寄港に伴う外国人観光客の大幅な増加が見込まれるなど、大きな経

済効果が期待されています。

また、国際化が進む中、「くまもと県南フードバレー構想」のさら

なる推進や、「ユネスコ無形文化遺産」に登録された八代妙見祭の振

興など、本市が持つ恵まれた地域資源や歴史・文化を全国・世界へ

発信し、本市の活性化につなげていかなければなりません。

加えて、2５2５年には八代港国際クルーズ拠点が整備され、災害

対策やまちづくりの拠点となる新庁舎が2５21年に完成予定である

ことなど、本市の発展に向けたインフラが次々と整備されるこの４

年間は極めて重要な意味を持っています。

このような状況をふまえ策定した、第２次八代市総合計画では、

「しあわせあふれる　ひと・もの　交流拠点都市 っやつしろ 、」を本

市が目指す将来像として掲げ、子どもから高齢者まで、安全で安心

に、そして快適に暮らせるまちづくりを進めるとともに、県南地域

の中核都市として、南九州における物流・人流の拠点機能をさらに

高め、一層魅力あふれる都市として飛躍することを目指します。

また、本市が抱える政策課題を５つの基本目標として、「誰もがいきいきと暮らせるまち」「郷土

を担い学びあう人を育むまち」「安全・安心・快適に暮らせるまち」「地域資源を活かし発展するま

ち」「人と自然が調和するまち」に整理し、その目標を達成するために、さまざまな施策に全力で取

り組んでまいります。

市民の皆様、ふるさと八代を未来へつなぐために、ともにまちづくりを進めてまいりましょう。

結びに、この計画の策定に際し、ご審議いただきました八代市総合計画策定審議会委員の皆様を

はじめ、貴重なご意見をお寄せいただきました多くの市民の皆様と関係各位に対しまして、心より

お礼申し上げます。

平成3５年３月

� 八代市長　中　村　博　生
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