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　取手市では、平成２８年度より、市の最上位計画として「第

六次取手市総合計画」をスタートさせました。基本構想には

「ぬくもりとやすらぎに満ち、共に活力を育むまち　とりで」と

いう将来都市像を掲げ、その実現に向けて、基本計画である

「とりで未来創造プラン２０１６」のもとで、多様な施策を展開

し、様々な成果をあげてきました。

　これまで培ってきた、議会や市民、企業、ＮＰＯなど様々な

主体との協働をさらに加速させると共に、誰もが安心し、生き

がいと充足感を持って暮らせる社会の実現のため、令和２年

度からの４年間の行政運営の指針となる基本計画「とりで未

来創造プラン２０２０」を策定しました。

　取手市は、令和２年１０月に市制施行５０周年を迎えます。先

人たちの努力によって築かれた歴史や伝統をしっかりと継承

しながらも、これまでの常識や慣習にとらわれず、共に支え合

い、前向きに挑戦していくことが、今後の１０年、２０年、さらに

は５０年先も、本市が「選ばれるまち」となるためには重要で

す。

　加速度的に進む少子高齢化、世界的な気候変動や環境問

題への意識の高まり、価値観やライフスタイルの変化など、

我々を取り巻く環境は日々変化しています。

　こうした社会状況の変化をチャンスと捉え、今後も持続可

能な自治体となるよう、新たなプランには、国連で提唱された

国際的な行動指標である「ＳＤＧｓ」（持続可能な開発目標）の

要素を取り込みました。

　多様性を認め合い、全ての人が自分の可能性への挑戦に

アクセスできる社会、そして誰一人として取り残さない社会の

実現に向けて、引き続き努力を続けてまいります。

　最後になりましたが、本計画の策定にあたり、貴重なご意

見やご提言、ご指導をいただきました市民及び関係各位の皆

様に、心から感謝し、御礼申し上げます。

令和2年（2020年）3月

は じ め に

取手市長
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市の木・花・鳥

1.
2.
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　わたくしたちは、利根川の豊かな流れと小貝川の清流、太陽あふれる広い
空、澄んだ空気に恵まれ、歴史と伝統にはぐくまれた取手市民です。
　わたくしたちは、取手をふるさとにもつことを誇りとし、みんなが心をひと
つにして、明るく住みよい文化の薫るまちを築くため、明日への願いをこめ
て市民憲章を定めます。

わたくしたちは
　　自然を愛し、水と緑をまもり、やさしい環境をつくります。
　　のびやかな心とじょうぶな体をつくり、教養を高めます。
　　力を合わせ、助け合い、思いやりをもち、人の和を広げます。
　　家庭を大切にし、きまりをまもり、仕事や勉強にはげみます。
　　いつも平和を願い、文化芸術と伝統を大切にし、夢と希望のある
　　まちをつくります。

平成17年10月1日　制定

モクセイ

モクセイは、緑を豊かにするために最も
ふさわしい木として選ばれました。

ツツジ

ツツジは、緑を豊かにするために最もふ
さわしい花として選ばれました。

フクロウ

フクロウは、親しみの持てる風貌、福を呼ぶ
鳥として愛されていることから選ばれました。

ゲッケイジュ

ゲッケイジュは、勝利のシンボルとして
知られていることから選ばれました。

フジ

フジは、花の色が未来に夢を託す七色
の虹の基調となる薄紫であることから
選ばれました。

カワセミ

カワセミは、いつまでも美しい水と緑の
故郷を守りたいという願いから選ばれま
した。
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