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わたくしたちは、武蔵野の自然にめぐまれた
入間市を愛し、より明るく、豊かな文化のまちを
つくるため、ここに市民憲章を定めます。

１．自然を愛し、
環境のよいまちをつくりましょう。
１．きまりを守り、
平和な住みよいまちをつくりましょう。
１．健康で働き、
希望にみちたまちをつくりましょう。
１．教養を高め、
心豊かなまちをつくりましょう。
１．お互いに助け合い、
やすらぎのあるまちをつくりましょう。

は じ め に
入間市では、
「香り豊かな緑の文化都市」を将来都市像として、市
民と行政のパートナーシップが発揮され、市民一人ひとりが住んで
よかった、住み続けたいと実感できる魅力ある自立都市の実現を目
指しています。
変わり行く社会情勢のなかで、入間市に住んでよかった、住み続
けたいと願う市民ニーズを的確に把握するために、市では、昭和 53
年(1978 年)から 3 年に 1 度の割合で市民意識調査を実施しています。
この報告書は、平成 20 年(2008 年) 9 月から 10 月にかけて実施し
た第９回市民意識調査の結果をまとめたものです。急激な社会情勢
の変化が進む状況の中で、今回の市民意識調査により、すべての要
望や問題点が把握されたわけではありませんが、調査結果を十分検
討し、貴重なご意見を今後の市政運営の基礎資料として活用してい
きたいと存じます。
最後に、本調査にご協力いただきました市民の皆様に厚くお礼申
し上げますとともに、市政に対するなお一層のご理解とご協力をお
願い申し上げます。

平成２１年３月
入間市長

木下

博
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