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（はじめに） 

平成２３年第１回定例会の開会にあたり、市政執行への私の  

所信を申し上げます。 

本定例会では、平成２３年度一般会計予算をはじめ、多くの  

議案をご審議いただきます。何とぞ、市民の皆様並びに議員各位の

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

私は、多くの市民の皆様から力強いご支援をいただき、市長とし

ての重責を担うことになりましたが、早いもので、もうすぐその 

任期も折り返し点を迎えようとしております。市長就任以来、  

行財政改革はもとより、限られた財源の中で市民ニーズに合った 

サービスの向上を目指し、「健康と安全のまち まつばら」を   

めざして、ひたすら走り続けてまいりました。 

地域医療の充実では、南河内北部広域小児急病診療事業や、  

南河内医療圏初期医療及び二次救急医療体制を整え、実施して  

まいりました。さらに、平成２２年度からは、「阪南中央病院」が

社会医療法人格を取得したことにより、本市との強い連携のもと、

周産期医療や小児救急医療の重要な役目を担っていただくことに

なり、市民の皆様へ、医療水準の回復と地域医療の向上への   



 2 

お約束は、市長就任後１年で果たすことができました。今後におき

ましても、松原市医師会並びに関係機関との連携を深め、地域医療

体制の更なる向上に努めてまいります。 

また、健康は、市民の幸せに直結する行政との共有の願いでござ

います。健康を重視した取組みでは、子宮頸がんワクチン・    

小児ヒブワクチンの接種費用を同時に助成する施策を、１１月より、

大阪府下で初めて実施してまいりました。子宮頸がんワクチンは、

高い予防効果が認められながら、高額な接種費用が妨げとなって 

おりましたが、費用の一部を助成することで接種率を高め、また、

小児ヒブワクチン助成は、細菌性髄膜炎を予防し、幼い子どもたち

の命と健康を守るものでございます。 

将来を担う子どもたちの命を預かり、地域の災害避難場所と  

なります学校施設につきましては、これまで校舎などの耐震補強を

進めてまいりましたが、昨年、大阪府下３３市の中で、他市に   

先駆け、いち早く全小・中学校の耐震化を完了したところで   

ございます。 

また、産・学・官のそれぞれが持つ人材・設備・研究成果等を、

新たな施策、製品・技術の開発など、地域の活性化を図るため、  
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１２月に、松原商工会議所、阪南大学及び本市の三者による連携 

協力に関する包括協定を締結してまいりました。また、これと前後

して、松原商工会議所、阪南大学との連携のもと、地域ブランドを

確立し、全国に「まつばら」を発信するとともに「松原市」を広く

ＰＲするべく、「松原ブランド研究会」が設立され、合鴨カレーが

誕生したものでございます。 

このように、私は、市民の皆様にお約束しましたマニフェストを

推し進めておりますが、今後も進捗の状況を検証・公表し、    

各施策の取組みを強化してまいります。 
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（社会情勢） 

世界的な経済危機や新たな感染症の大流行に見られるように、 

今日のグローバル化の進展は、私たちの想像を遥かに超え、世界の

様々な動きは、瞬く間に私たちが暮らす地域に波及し、その影響は

より大きく、直接的なものとなっております。 

ここ数年、ベトナム、インド、ブラジル等の新興国と言われる  

国の、急速な経済発展は、かつての日本の高度経済成長期を   

思いおこすような、又はそれ以上の勢いで急成長を遂げています。 

国内において、１月の内閣府の月例経済報告は、「景気は、足踏

み状態にあるが、一部に持ち直しに向けた動きがみられるものの、

失業率が高水準にあるなど、依然厳しい状況にある」と報告して 

おり、また、「デフレの影響や、雇用情勢の悪化懸念にも注意する

必要」を指摘しております。本市におきましても、製造業者の市外

転出や商業施設の閉鎖など、地域経済の低下が危ぶまれております。 

そのような中、明るい話題としては、１月カタールのドーハで 

サッカーアジアカップが開催され、完璧なボレーシュートの一撃で、

日本代表がオーストラリアに延長戦の末勝利し、２大会ぶりに  

頂点を極めた熱戦に、大きな歓喜が日本中に沸き起こり、チーム 
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一丸となった結果が、私たちに大きな感動と希望を与えてくれまし

た。 

行政も同様に、市民と職員が一体となれば、困難な局面にも  

打ち勝っていくことができ、それが良質な市民サービスの徹底へと

繋
つな

がり、私たちの大好きな、「まつばら」が、更に魅力あるまちに

なると確信しております。 



 6 

（行政経営の基本的な考え方） 

平成２３年度から新たに「第４次総合計画」が始動いたします。 

昨年設置されました「基本計画審議会」では、現在、市民委員の

ご参加のもと、熱心で活発なご審議をいただき、市民の皆様を  

はじめ議員各位には、心からお礼を申し上げます。 

 私は、急速に移り変わる社会情勢や経済環境の変化を見抜く力を

持って、幅広い観点から本市の目指すべき方向性を明確にし、市民

の皆様とともに「地域の特性」を最大限引き出すことにより、自信

と誇りを持てる新しいまちの「総合計画」を打ち出してまいります。 

また、「第４次総合計画」の策定に伴い、都市計画マスター   

プランを改定し、新しいまちづくりの基本方針を示し、市民の皆様

がまちづくりに自ら参画する仕組みづくりの取組みを行ってまい

ります。 

市民の皆様と最も身近な市は、市民生活を支え守っていく基礎 

自治体としての役割を積極的に果たし、将来にわたる持続可能な 

行政経営を展開していくことが、強く求められています。 

私は、住民に身近な基礎自治体こそが、行政を自主的かつ総合的

に広く担い、地域の事を、責任を持って決定できる主体であるべき
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と考えております。 

今、地方自治制度は大きな転換期にございます。 

政府は、昨年６月に、地域主権戦略大綱を閣議決定し、「この国

の在り方を大きく転換する改革として、国と地方公共団体の関係を、

対等の立場で、対話のできる新たなパートナーシップの関係に  

転換し、国民が、地域の住民として、自らの暮らす地域の在り方に

ついて自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負う 

住民主体の発想に基づいて、改革を推進する」としております。 

このように、基礎自治体のあり方をめぐり、様々な議論が行われ

ている状況の中、市は、これまで以上に、地域に根ざした施策を  

自主的、自立的に構築していくことが求められております。 

これからは、国が何をしてくれるかではなく、私たちがどのよう

なまちづくりを行っていくかということを、考えていかなければな

りません。 

時代が激動の変革期を迎えている現在、厳しい状況の下
もと

でも、 

自立した基礎自治体として、未来を見据え、時代の要請に合った 

行政サービスを展開し、誰もが夢と希望を持てる地域社会を創る 

ことが行政としての使命でございます。 
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変革に向けて、私たち行政と市民の皆様が一丸となって努力を 

重ねる程、松原市は、これまで以上に発展を続け、より住みよい  

まちになると確信しております。 

私は、柔軟な発想と、スピーディーな判断力・決断力・行動力で

本市の行政経営のリーダーシップを発揮してまいります。 

就任１年目の平成２１年度は、骨格予算に加え、補正予算に  

おいて、事業内容を充実させ、平成２２年度は、市政を担って   

はじめての本格予算を編成し、まちづくりを推進してまいりました。 

平成２３年度は、既成概念や固定観念にとらわれることなく、 

新しいチャレンジ予算を編成したものでございます。 

 

そのチャレンジ予算の総額は、 

７９５億８，５２８万８千円 

 

うち、一般会計では、４１２億３，８００万円 

   特別会計では、３４８億１，５１８万８千円 

   企業会計では、 ３５億３，２１０万円 
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の予算を編成し、減
め

り張
は

りのある経営判断と創意工夫で様々な  

施策の推進に挑んでまいります。 

 

 

昨年は、「変革への新たな挑戦」を掲げました。 

本年は、更に挑戦を続け、 

『更なる挑戦と飛躍 そして 夢の実現』 

をスローガンに、課せられた使命を断固たる決意で完遂
かんすい

し、  

行政経営に取組んでまいります。 



 10 

（四つのまちづくりの施策） 

歴史的な転換期を迎えている今日、直面する困難を確実に乗り 

越え、将来を担う子どもたちが誇りを持てる『新しいまつばら』を

創り上げるために、「自主性と自立性のあるまちづくり」、「安心・

安全なまちづくり」、「市民協働のまちづくり」、「将来を見据えた 

まちづくり」を進めてまいります。 

 

（１）自主性と自立性のあるまちづくり 

はじめに、「自主性と自立性のあるまちづくり」についてで   

ございますが、先にも述べましたように、本年は「第４次総合計画」

の出発の年でございます。平成２２年度からの行財政改革実施計画

とも融合させながら、市民協働の理念で、『新しいまつばら』を  

ひとつひとつ着実に築き上げてまいります。 

国は、地域の自由裁量を拡大するため、投資補助金の     

一括交付金化を実施するとしています。今後、地方分権改革を推進

するにあたっては、地域の実情にかなった行政経営の実現を目指し、

地方自治体の自主性、自立性のあるまちづくりの強化のために、 

必要な財源を確保していかなければなりません。 
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本市では従来より、事務事業評価と併せて、予算編成の段階から、

事業担当部署による研究、熟考
じゅっこう

を踏まえ、査定時には幾度となく

議論を重ね、費用対効果の検証を行い、スクラップアンドビルドを

行うなど財政健全化に取組んでおります。 

活力あるまちづくりを進めるうえで、市民生活の向上と地域産業

発展の追い風となるよう、長期的な視点から、本市の産業がどう 

あるべきかを考察し、産業振興を図るための方策を具体化し、  

産業振興ビジョン策定に取組んでまいります。 

 さらに、松原市の地域特性を活かした企業誘致を計画的に進める

ことで、新たな雇用創出に繋げ、財源確保に努めます。 

雇用就労支援では、依然、厳しい雇用情勢に対処するため、就職

情報及び国補助の職業訓練情報の提供や、関係機関との連携を  

さらに深め、迅速かつ細やかな支援を一層強化し、資格の取得に 

役立つ能力開発講座の充実を図ってまいります。 

新たな自主財源確保の取組みとして、庁舎などの行政財産目的外

使用の見直しを行い、公用車においては、広告掲出導入を実施  

いたします。 

また、市税徴収率の向上では、現年度分及び繰越分の     
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滞納事案への早期接触・早期解決を基本に取組み、一層の徴収強化

に努めてまいります。 

国民健康保険事業につきましては、厳しい財政状況の中、今後も

国保の広域化に向けた動向を注視しながら、収納率の向上や医療費

適正化などに努め、健全経営に向けて、引き続き１億円の特別財政

安定化支援を行ってまいります。 

少年自然の家「クリエート月ヶ瀬」におきましては、平成２３年

度から、指定管理者制度の導入により、利用手続きの簡素化による

利便性の向上をはじめ、青少年を対象とした野外活動や自然体験 

活動の充実など、利用者のサービス向上を図ってまいります。  

引き続き、３文化施設においても、指定管理者制度による効果的・

効率的な施設運営管理を行ってまいります。 

留守家庭児童会室におきましては、管理運営等の見直しを行う 

ことにより、職員の非常勤化を図り、留守家庭児童の放課後の  

安心・安全な保育指導に努め、さらに１時間の延長保育など、   

より充実した運営を行ってまいります。 

また、地方分権が加速する中、政策形成能力や創造的能力等の 

一層の向上が必要となるため、総務課を政策法務課に改め、職員の

法務能力の強化を図ってまいります。 
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（２）安心・安全なまちづくり 

 次に２点目、「安心・安全なまちづくり」についてでございます。 

 過日、松原警察署長と対談させていただく機会がありました。 

警察と市政を預かるという立場は異なりますが、「安心・安全な  

まちづくり」に対する熱い思いは同じでございます。松原警察と 

本市が違う立場で、広範囲にわたる連携を行いながら、安心・   

安全なまちを持続させるために、できることから取組みを進めて 

まいりたいと提案させていただきました。 

 そのため、防犯の取組みでは、地域安全促進用防犯カメラ設置 

補助を行い、商店街の街路灯につきましては、電気の維持管理費を

補助してまいります。 

災害に備えての取組みでは、生活用水の確保に向けて、災害用 

井戸を引き続き、小学校１５校に配置するため、今年度、小学校  

７校に設置いたします。 

また、救急救命の強化を図るため、ＡＥＤ(自動体外式除細動器)

を、既に配置を終えている小中学校に加え、全市立保育所に配備 

いたします。 

さらに、高規格救急自動車を更新することにより、近隣府県との
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相互の応援体制を強固なものとし、救急安心センターの運営と  

併せて、消防と医療の連携のもと、円滑な救急搬送が可能となる 

よう地域医療の確立を図ります。 

また、指定避難所でもある老人福祉センター弁天苑につきまして

は、元
げん

希者
き も ん

（高齢者）が安心してご利用いただけるように、耐震  

補強工事を行ってまいります。 

誰もが、心身ともに健やかな、調和の取れた暮らしを望んで  

います。子どもを授かったときから、子育ては始まっています。  

健やかな妊娠期間を送り、安心して出産を迎えることができるよう、

検査項目を追加し、妊婦健康診査の拡充を図り、出産を支えて  

まいります。 

小児休日急病診療事業は、すでに、松原徳洲会病院において  

日曜・祝日・年末年始で行っておりますが、新たに土曜の午後に  

ついても実施し、小児急病診療の充実に努めます。 

予防接種事業では、子宮頸がんワクチン・小児ヒブワクチン・  

小児肺炎球菌ワクチンの接種を引き続き全額助成し、さらに、  

元希者（高齢者）につきましても、肺炎球菌ワクチン接種を    

助成して、重篤化予防に繋げてまいります。 
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がん対策を更に重点的に取組むため、がんドックを多くの市民の

皆様に受診していただけるよう回数を増やし、ＰＲに努めてまいり

ます。また、働く世代への検診の推進として、女性特有のがん検診

に続き、新たに大腸がん検診クーポン事業を実施し、がんの早期 

発見、早期治療を促進してまいります。引き続き、生活習慣病を  

予防し、健康で暮らせるよう、健康相談事業をはじめ各種健康増進

事業に取組みます。 

さらに、今後の松原市の医療の充実と医師確保の取組みとして、

市内臨床研修指定病院に勤務する研修医に対し、研修後も本市域の

病院に継続して勤務していただくため、新規の補助金制度を設けて

まいります。 

 障害者支援では、障害があっても地域の一員として、安心して 

共に生活のできる社会を実現できるよう、必要なホームヘルプ  

サービス、ケアホーム、就労支援等の障害福祉サービスの計画的な

提供基盤を整備し、第３期障害福祉計画を策定いたします。 

また、平成２４年度からの第５期介護保険事業計画では、   

アンケート調査を基に地域の実態を踏まえ、老人福祉及び介護保険

に関する計画の策定をしてまいります。 
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子どもたちを取り巻く環境も、時代の流れとともに変化して  

まいります。夢や希望をもつことが大切であることを伝え、子ども

たちが夢を描き、膨らませることのできる、笑顔輝く未来の   

まつばらを、私たちは創らなければなりません。 

そのため、学校の安全確保では、大阪府の補助制度は無くなり 

ましたが、「市立小学校セフティスクールサポート事業」を、   

引き続き実施してまいります。また、小学校２校のトイレ改造工事

及び中学校 1校の屋内運動場屋根改修工事を実施いたします。 

次代を担う子どもたちの「確かな学力」の確立とともに、   

「豊かな心」・「健やかな体」を育み、それらを基盤とする「生きる

力」の育成と、将来の夢や志を実現する教育の推進が求められて 

います。 

そのため、中学校区の連携した教育協働研究推進事業を行い、 

小中学校間の円滑な接続を図り、地域に開かれた魅力ある学校  

づくりを推進します。また、若手教員をはじめ、全ての教員の   

専門性や指導力を高めるため、各種研修の充実及び教育     

アドバイザーによる指導の推進に努めます。 

これにより、幼稚園教育では、就学前教育の重要性から、    
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幼児期における特性を活かしながら、きめ細
こま

かな指導、支援の推進

を図るため、全市立幼稚園に、教育上配慮を要する園児の活動等へ

の教育支援員や、運動への関心を高め、体力向上を目的とした  

専門的な教育アドバイザーを配置いたします。 

また、本格実施となる小学校英語学習、中学校における    

情報機器を活用したｉプリント学習、全小中学校における学生等の

ボランティアを活用した「放課後学習サポート事業」等の一層の 

充実に努めます。 

なお、教育活動の更なる活性化に向けて、家庭・地域の教育力の

有効活用や、近隣の高等学校及び大学等との連携にも取組みます。 
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（３）市民協働のまちづくり 

次に３点目、「市民協働のまちづくり」でございます。 

少子高齢化・人口減少社会の到来など、私たちを取り巻く社会 

環境は急速に変化し、それに伴う市民ニーズも複雑多岐にわたって

おります。 

 私は、市長就任以来、多くの市民の皆様と接する機会がござい 

ました。地域のボランティアの方々をはじめ、まちづくりの主役で

ある市民の皆様一人ひとりの「市民力」が大変素晴らしい    

まちであると改めて感じました。 

今後は、さらに、地域やＮＰＯなどにその力を結集し、「地域力」

のレベルアップと、まち全体の一層の飛躍に繋げてまいります。 

一所懸命頑張っている数多くの市民の方々を盛り立て、可能性を

十分に発揮できる仕組みを整えていくことこそが、行政に期待され

る重要な役割であると思います。地域で公益活動をされている方々

を広報紙等で紹介するなど、更なる交流の輪が広がるよう取組んで

まいります。 

また、市政情報はもとより、生活情報やイベント情報等、広報  

媒体を活用し、積極的に全市民の皆様へ情報発信してまいります。 



 19 

未来を担う子どもたちの成長を応援するため、地域の方々の 

「地域力」を活用し、専門的知識を有するアドバイザーを中心に、

地域の子育て力の向上を進めます。 

また、民間保育所の新設をはじめ、市立保育所運営の効率化に 

努めるため、民営化を推進し、充実した保育内容及び保育環境を 

形成することで、待機児童の解消を図り、女性の社会進出の増加や

就労形態の多様化等により、就労の中断を考えて出産に踏み切れな

い人たちへの、出産・就労などの支援も行ってまいります。 

市民一人ひとりが、かけがえのない存在として尊重され、誰もが

その個性や能力を活かし、共に暮らすことのできる、差別のない 

社会の実現に向け、人権尊重のまちづくり条例に基づき、「人権  

施策行動計画」の推進を図ります。 

一般廃棄物の処理では、皆様のご協力をいただきながら、ごみの

減量を目的として、その発生の抑制と再利用、そしてリサイクルの

取組みの充実を図り、安定的・継続的な処理に努めてまいります。 
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（４）将来を見据えたまちづくり 

次に第４点目は、「将来を見据えたまちづくり」についてで   

ございます。 

 私は、将来にわたり、市民の皆様への安定した行政サービスを 

持続させるとともに、市民一人ひとりが共に心をかよわせ、平和に

暮らすことのできる、誇りと愛着のもてるまつばらを創ってまいり

ます。 

そのため、安心・安全でおいしい学校給食への衛生管理基準の 

徹底、アレルギー対応、地産地消や食育の推進、さらに、行財政  

改革による効率的な運営と質の高い公共サービスを提供するため、

新学校給食センターを河合５丁目に建設いたします。 

市立幼稚園の統廃合及び松原消防西出張所の建て替えに   

つきましては、天美南学校給食センターの跡地利用等も含め、  

調査・研究を行ってまいります。 

地球温暖化とエコ対策への取組みでは、昨年度に引き続き、  

小学校７校の屋上に太陽光発電設備を設置いたします。また、  

全小中学校の図書室の蔵書充実に努めます。 

次に、市民体育館や道夢館を多くの市民の皆様にご利用頂くため、
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開館日を拡大し、市民スポーツの一層の振興を図ってまいります。

また、子どもたちには、トップアスリートの方々とのふれあいを 

通し、スポーツの楽しさ、情熱・感動を感じてもらえるキッズ   

スポーツ事業を本年度も行います。 

次に、産・学・官の取組みでは、松原商工会議所、阪南大学との

連携により、ゆめニティプラザに新しい広報手段として、モニター

を利用し、市政情報のほか、阪南大学、企業の広告など、様々な  

魅力ある情報を発信して、活力あるまちづくりの推進を図ります。 

市内の街道・史跡・公園等の文化歴史施設や景観を案内する観光

ボランティアの育成を、阪南大学及び松原市文化情報振興事業団と

協働で取組み、観光事業の促進に努めます。 

国際交流では、個性豊かなまちづくりを推進し、活力ある地域 

社会の創造、人と人とのふれあい、産業の発展を目指し、文化・  

教育にとどまらず、経済面での活発な交流も進めてまいります。 

次に、国の新たな交付金制度を活用し、引き続き三宅東公園の 

整備に取組み、児童遊園整備やみどりの推進についても積極的に 

努め、さらに、公園・緑地等の維持管理では、市民協働の取組みを

行ってまいります。併せて、大阪府が進める「みどりの大阪 推進
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計画」との連携を図ってまいります。 

また、交通の利便性の向上を図り、良好な市街地形成を目指して、

西大塚地区において、都市計画道路「新堂南線」の詳細設計を実施

いたします。府道高速大和川線、堺松原線及び大阪河内長野線の 

整備と併せ、新たに市道６路線の整備を行い、防災活動の拡充や、

地域内の、より安全でスムースな交通環境を整えてまいります。 

この他
ほか

、岡５６号線及び我堂一津屋線の整備を引き続き進め、  

快適な生活道路環境の形成に取組みます。 

市内公共施設循環バス「ぐるりん号」につきましては、市民   

ニーズに応じた改善を行い、生活利便性の更なる向上を図って  

まいります。 

次に、安心・安全で良質な水道水を安定して供給するため、老朽

施設の継続的な更新と併せ、基幹管路の耐震化等を推進し、災害に

強いライフラインの強化・確保に努めます。 

公共下水道整備では、未整備地域への効率的かつ効果的に面整備

を進め、また、雨水対策を行うことにより、浸水の防除を図ります。

さらに、水洗化促進の取組みでは、プロジェクトチームを設置し、

再任用職員の活用も行い、啓発活動及び個別訪問を実施することで、
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水洗化の普及・向上に努めながら、下水道事業の健全化を進めて 

まいります。 

市営住宅の維持管理につきましては、元希者（高齢者）にも   

優しい、安全で安心して暮らせる住環境を保持してまいります。 

昨年から開催しております、農・工・商連携のもと「食」を    

テーマとした、地産地消フェア「まつばらマルシェ」を今年度も  

引き続き行い、まつばらの産物を広報いたします。また、地産地消

の推進や食の安心・安全に向けて、学校給食への地場農畜産物の 

利用拡大等に努めます。 
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（おわりに） 

昨今、全国各地で様々な事件や事故、災害が頻発しております。

今ほど、安心・安全の問題に関心が高まっている時はございません。 

 私は、松原市が「日本一安心・安全なまち」となるよう、     

府下で初めての取組みとなる、世界保健機関（ＷＨＯ）のセーフ  

コミュニティ認証取得に向けた活動を、進めてまいります。 

この、セーフコミュニティ認証取得の取組みは、災害対策の充実、

犯罪・暴力の抑制、不慮の事故対策、交通安全、さらには自殺を  

減らすことなど、その解決に効果があり、しかも、住民同士の   

繋がりの再生になると言われるものでございます。 

認証基準に合致するためには、全ての施策を安心・安全の視点で

見つめ直し、市民の皆様や市内のあらゆる主体と緊密な連携を  

とりながら、セーフコミュニティ実現に向けた体制を構築する  

必要があります。この取組みを契機として、協働のまちづくりを 

進めてまいります。さらに、市民の皆様が安心して安全に暮らせる

明 る い 地 域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 に 、        

セーフコミュニティの取組みを推進してまいります。 
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明日
あ す

のまつばらづくりの主役は、言うまでもなく市民の皆様です。

潤いと安らぎに満ちた地域づくりに向け、市民の皆様、それぞれの

思いを真剣に受け止め、暮らしや経済、環境などの面で、十分に  

連携を図りながら、地域が元気になる取組みを着実に推し進めて 

まいります。 

 

まつばらの将来設計図は、行政だけで創っていくものでは   

ございません。 

誰もが穏やかな、やさしい、心のゆとりを持てる生活を望んで 

います。 

 

まつばらで生まれ・育ち・学び、まつばらで働き・暮らす、    

市民の皆様全員が、健康で・安心して暮らしを営めるよう、    

私たちのまち「まつばら」を発展させていかなければなりません。 

 

過去を変えることはできませんが、未来を創ることはできます。 

まちづくりにゴールはありません。 
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市民の皆様、議員各位、そして、行政の総力を結集し、私たち  

全員の力で夢と希望を抱くことのできるまちを創造してまいり 

ましょう。 

私は、その舵取りを担い、与えられた使命を果たし、困難な課題

も先延ばしにすることなく、勇気を持って挑戦し続け、前進して 

まいります。 

 

 

市民の皆様並びに議員各位の、ご理解とご支援を賜りますよう 

心からお願い申し上げ、私の施政方針とさせていただきます。 


