


 

 

 

 



 

 

  
 

 

みんなでつくる みんなが輝くまち あげお 

の実現を目指して 
 

 

 

本市は、昭和 33（1958）年 7 月 15 日に市制を施行して以来、田園都市から工業都市、そして住

宅都市へと変遷を重ね、現在人口約 22 万 9 千人を超える、首都圏にありながら自然と調和した埼玉県

の中核をなす都市へと発展してまいりました。 

近年では、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や国道 17 号上尾バイパス線（上尾道路）、高崎線上野

東京ラインの開通により、大型商業施設や物流倉庫がオープンするとともに、高速埼玉中央道路（新大

宮上尾道路）の延伸構想と、さらなる発展も期待されております。 

しかし、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市の人口は、2020 年代には減少し始め

ることが予想されております。中でも子どもの数が大きく減少する一方で、高齢者は全国平均と比較し

ても大幅に増加することが見込まれています。 

さらに、令和元年末の中国において、世界で初めて感染が報告された新型コロナウイルス感染症は、

瞬く間に全世界に拡大し、人々の生活や経済活動に甚大な影響を及ぼしています。 

このような大きな転換期にあたり、あげお未来創造市民会議や地区別市民検討会、市民意識調査や市

民コメントなどで多くの市民の皆さまのご意見を取り入れるとともに、持続可能なまちづくりのため、

平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「SDGs」についても、しっかりと取り組むべ

く、配慮した計画としました。 

今後は、将来都市像に掲げた「みんなでつくる みんなが輝くまち あげお」の実現に向け、各種施

策を展開してまいります。持続可能なまちづくりのためには、市民・事業者・行政が一体となって取り

組まなければなりません。市民の皆さまお一人おひとりの力が必要です。一層のご協力を賜りますよう

お願いいたします。 

結びに、本計画の策定に当たり、上尾市総合計画審議会委員、あげお未来創造市民会議委員、素案に

対し貴重な意見や提言をいただいた市民の皆さまをはじめとする関係各位に心から感謝を申し上げま

す。 

                  

                   令和３年３月   
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上尾市民憲章 ―昭和 63 年 7月 15 日制定―  

 

私たち上尾市民は、武蔵野の美しい自然と豊

かな歴史と伝統にはぐくまれた郷土に誇りと責

任を持ち、人間性あふれた明るく住みよいまち

をきずくため、ここに憲章を定めます。  

私たちは  

１ ふれあいを大切にし、あたたかい上尾をつく

ります。  

１ 体をきたえ、活気ある上尾をつくります。  

１ きまりを守り、美しい上尾をつくります。  

１ 仕事にはげみ、豊かな上尾をつくります。  

１ 教育・文化を高め、国際感覚を養い、未来を

ひらく上尾をつくります。 

上尾市非核平和都市宣言  

―昭和 60年 8月 15日宣言―  

 

世界の恒久平和と安全は、人類共通の願いで

ある。  

しかし、今なお、多くの核兵器が造られ、世

界の各地で武力紛争や戦争が絶えない。  

わが国は、世界唯一の被爆国として、全世界

の人々に被爆の恐ろしさ、被爆の苦しみを訴え、

再びこの地球上に被爆の惨禍を繰り返させては

ならない。  

われわれは、生命の尊厳を深く認識し、わが

国の非核三原則が完全に実施されることを願

い、すべての核保有国に対し、核兵器の廃絶と

軍備縮小を求めるものである。 

よって、被爆 40 周年に際し、上尾市は戦争

のない、住みよいあすの世界を願い、ここに「非

核平和都市」の宣言をする。 

上尾市スポーツ都市宣言  

―昭和 51年 5月 2日宣言―  

 

緑豊かな美しい自然、明るく健康的で人間性

豊かなまちは私たちみんなの願いです。  

私たち上尾市民は、ひとりひとりがスポーツ

に親しみ、スポーツを通じて心と体をたくまし

く鍛え、市民相互の交流と連帯感を育み、創造

的で人間性あふれる上尾市を築くため、ここに

スポーツ都市の宣言をします。 

１ すべての市民がスポーツに親しみ、たくまし

い心と体をつくりましょう。  

１ すべての市民がスポーツの仲間をつくり、友

情と連帯の輪を広げましょう。  

１ すべての市民がスポーツを生活にとりいれ、

創造性と人間性あふれるまちづくりをすす

めましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上尾市民憲章 ―昭和 63年 7月 15日制定―  

 

私たち上尾市民は、武蔵野の美しい自然と豊

かな歴史と伝統にはぐくまれた郷土に誇りと責

任を持ち、人間性あふれた明るく住みよいまち

をきずくため、ここに憲章を定めます。  

私たちは  

１ ふれあいを大切にし、あたたかい上尾をつく

ります。  

１ 体をきたえ、活気ある上尾をつくります。  

１ きまりを守り、美しい上尾をつくります。  

１ 仕事にはげみ、豊かな上尾をつくります。  

１ 教育・文化を高め、国際感覚を養い、未来を

ひらく上尾をつくります。 

上尾市非核平和都市宣言  

―昭和 60年 8月 15日宣言―  

 

世界の恒久平和と安全は、人類共通の願いで

ある。  

しかし、今なお、多くの核兵器が造られ、世

界の各地で武力紛争や戦争が絶えない。  

わが国は、世界唯一の被爆国として、全世界

の人々に被爆の恐ろしさ、被爆の苦しみを訴え、

再びこの地球上に被爆の惨禍を繰り返させては

ならない。  

われわれは、生命の尊厳を深く認識し、わが

国の非核三原則が完全に実施されることを願
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よって、被爆 40 周年に際し、上尾市は戦争

のない、住みよいあすの世界を願い、ここに「非

核平和都市」の宣言をする。 

上尾市スポーツ都市宣言  

―昭和 51年 5月 2日宣言―  

 

緑豊かな美しい自然、明るく健康的で人間性

豊かなまちは私たちみんなの願いです。  

私たち上尾市民は、ひとりひとりがスポーツ

に親しみ、スポーツを通じて心と体をたくまし

く鍛え、市民相互の交流と連帯感を育み、創造

的で人間性あふれる上尾市を築くため、ここに

スポーツ都市の宣言をします。 

１ すべての市民がスポーツに親しみ、たくまし

い心と体をつくりましょう。  

１ すべての市民がスポーツの仲間をつくり、友
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上尾市人権尊重都市宣言  

―平成 7年 10月 3日宣言―  

 

日本国憲法は、すべての国民に基本的人権を

保障しています。  

しかし、私たちを取り巻く現実の社会には、

同和問題をはじめ障害のある人や女性に対する

差別など、基本的人権にかかわる問題が依然と

して存在しています。  

私たち上尾市民は、あらゆる差別をなくし、

一人ひとりが人権を尊重し合い自由と平等にあ

ふれた平和で明るい社会を築くため、ここに上

尾市を「人権尊重都市」として宣言します。  

１ お互いに相手の立場にたって考え、思いやり

の心を育てましょう。  

１ 人種や民族、家柄、地位、学歴、職業などに

こだわらない人間交流を深めましょう。  

１ 家庭や地域、学校、職場などあらゆる生活の

場で、人権を尊重する豊かな心をもった社会

づくりに努めましょう。 

上尾市子ども憲章  

―平成 15年 10月 1日制定―  

 

わたしたちは自然・伝統・文化を大切にし、

豊かな未来をつくりあげるために、ここに「上

尾市子ども憲章」を定めます。  

 

ゆめ  

夢や希望に向かって、何事にも積極的にチャ

レンジします。  

いのち  

力強く大地に根を張って、一つ一つの命を大

切にします。  

思いやり  

やさしさと思いやりの心を持って、ふれあい

の輪を広げます。 
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