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（はじめに） 

平成２４年第 1回定例会の開会にあたり、市政に対する私の基本

的な方針と主要な施策の概要について申し述べ、市民の皆様並びに

議員の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

激しさを増す時代のうねりの中で、私は、市長就任以来、市民の

皆様のしあわせを追求してまいりました。 

昨年４月にスタートした松原市第４次総合計画では、市民の  

皆様の暮らしの向上と、「人・まちの活力」をひとつの力に束ね、

市民の夢・まちの夢に向かうことで、「元気な人とまち」を創る  

『挑戦し続ける 元気あふれるまち まつばら』を将来都市像に 

掲げ、具体的に施策を展開してまいりました。 

特に、「健康と安心・安全のまち まつばら」をスローガンに、

強い信念と行動力で、市民の皆様と協働によるまちづくりを進めて

まいりました。 

市民の皆様の健康と生命
い の ち

を守る取組では、感染症予防対策として、

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

接種に加え、新たに高齢者肺炎球菌ワクチン接種についての助成を

行いました。 
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また、地域での医療体制や保健サービスを充実するため、松原市

医師会並びに地域の医療機関との連携のもと、小児休日急病診療 

事業の拡充を図るとともに、働く世代の大腸がん検診などの健康 

診査事業の充実に努めました。 

さらに、医師確保の取組では、市内臨床研修医指定病院に勤務 

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

だくために、新たな補助金による支援を実施してまいりました。 

未来を担う子どもたちの学び舎の安全確保では、市単独事業とし

て「市立小学校セフティスクールサポート事業」を継続実施し、  

さらに、街頭犯罪の抑止を図るため、地域の安全対策として、   

町会が防犯カメラを設置するための補助事業を実施してまいりま

した。 

自然体験活動のできる「クリエート月ヶ瀬」につきましては、  

指定管理者制度の導入によりサービス向上に努め、市立保育所運営

の効率化の取組では、民営化を図り、充実した保育内容及び保育 

環境を形成してまいりました。 

豊かな市民生活は、安心・安全なまちづくりの中で営まれるもの

でございます。人と人との繋
つな

がりと助け合いを大切にして、犯罪、
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災害、事故等の少ない安心・安全都市を目指し、世界基準の   

「セーフコミュニティ」の認証取得に向けて、市民の皆様とともに

様々な活動を実践しているところでございます。 

また、大規模災害時の広域かつ甚大な被害に備え、同時に被災 

することのない自治体との、応急対策及び復旧活動の相互支援体制

を確立するため、遠隔地である神奈川県大和市と「災害時相互応援

協定」を締結いたしました。 

新年度は、私の市長一期目の集大成の年でもあり、決意の年と 

なります。 

今後も、市民の皆様の「健康と安心・安全」を最優先に、さらな

る行政サービスの向上と活力あるまちづくりを進めるため、何事に

もスピードを持って挑戦を続けることを信念に、常に時代の潮流を

読み、市民のニーズを捉え、施策の計画と事業の実施を指揮して 

まいります。 
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（社会情勢） 

昨年は、我が国にとって、歴史的な激動の１年でございました。 

３月１１日に発生した東日本大震災の被害は苛烈
か れ つ

を極め、今なお

復興に向けた道筋は見えておりません。 

 私たちは、未曾有の試練の中で、日本人の素晴らしさを再認識し、

助け合い譲り合う精神、危機が訪れた時の団結力の強さ、復興に 

挑む若者たちの姿、その勇気ある行動を支えとして、復興とその先

の発展に立ち止まらずに挑戦を続けていかなければなりません。 

厳しい国の財政事情の中、人・物・資金を集中し、国を挙げて  

被災地の早期復興へ、迅速かつ総合的に取り組まなければならない

ことから、本市のまちづくりにも大きな影響が表れることを覚悟し

ておかなければなりません。 

私は、昨年９月に、東日本大震災被災地を視察してまいりました。 

今回の震災は、想像を絶するものがございました。特に岩手県陸前

高田市では、人の力をはるかに凌駕
りょうが

した津波の凄まじさを目
ま

の当
あ

た

りにして、この被災地の現状を間近
ま ぢ か

に肌で感じ、この世の全てを 

呑み込んでしまった痕跡に改めて自然の驚異、天災の恐ろしさを 

痛感しました。 
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 この震災をとおして、私たちが今、自分に何ができるのかを考え、

被災地の人々を支援し、近い将来発生すると予測される東南海地震

への備えにしっかりと真剣に取り組むことではないかと考えさせ

られました。 

今後におきましても、市民の皆様のご理解とご協力をいただき 

ながら、可能な限り、被災地支援に取り組んでまいります。 

そのような状況の中、本市の行政経営におきましては、震災復興

による社会経済情勢を常に把握し、迅速に対応しながら、どのよう

な時勢になろうとも、市民の皆様が、日々、夢と希望に向かって、

思いやりと絆を感じ、しあわせを感じることのできるまつばらを 

創りあげてまいります。 

さらに、大阪府及び大阪市が新しい体制となり、今後、広域連携

などへの様々な取組が必要となることから、常に動向を敏感に  

キャッチしながら、進むべき道に向かって邁進してまいります。 
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（行政経営の基本的な考え方） 

人口減少社会の到来や超高齢社会の本格化等の社会構造の変化、

さらに、国・地方の膨大な債務、社会保障と税の問題など、早期に

対応すべき課題がございます。 

また、昨年、二次にわたる地域主権改革一括法が成立し、基礎  

自治体への権限移譲などを内容とする地域の自主性・自立性を高め

るための具体的な方向が示されました。 

今後、地域主権改革を更に推進するうえで、地方の自主財源の 

確保について、国と地方がより緊密に認識を共有することが必要と

なり、「国と地方の協議の場」を有効に活用するなど、政策決定の

スピードを高める努力が、今求められております。 

国と地方公共団体が、行政の各分野において適切に役割を分担 

するとともに、活力ある地域をつくり、「依存と分配」の仕組みを、

「自立と創造」の仕組みに転換する必要があります。 

行政経営には、いつの時代にも変えることなく、守り受け継ぐ 

べきものと、社会経済情勢の変化に応じて果敢に挑戦し、作り変え

て行くべきものが混在しております。 

私は、こうした時代の動向を的確に捉え、将来を展望した戦略を
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持ってまちづくりを進めてまいります。 

東日本大震災の教訓から、あらためて地域の絆の強さを再認識 

いたしました。同じ時代を生き、どこかで生命
い の ち

の絆、地域の絆、  

暮らしの絆で結ばれている私たちは、緊急時に力を発揮するため 

にも、身近な隣人が助け合う「近
きん

助
じょ

」、地域コミュニティの「共助
きょうじょ

」

の醸成を図る必要がございます。 

なかでも、地域の核となる自治会が取り組む安心・安全、親睦や

健康活動などを更に支援し、日頃から心が通い合える地域の絆を 

大切にしてまいります。こうした活動をとおして、地域の絆と地域

への愛着がより深まり、市民自治による協働のまちづくりが実現 

できるものと確信しております。 

健康で安心して、心豊かに暮らせる地域社会の実現は、市民の 

皆様の共通の願いであり、最も身近な基礎自治体である市の役割 

です。 

平成２４年度予算編成にあたりましては、各種の施策を堅実に 

進めるため、勇気と不屈による『挑戦し続ける 元気あふれるまち』

の予算編成を行ったものでございます。 
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その予算の総額は、 ８１０億１，２１５万２千円 

 

うち、一般会計では、４０２億９，０００万円 

   特別会計では、３７３億  １１５万２千円 

   企業会計では、 ３４億２，１００万円 

 

の予算を編成し、施策の推進に挑んでまいります。 

 

昨年は、「更なる挑戦と飛躍 そして 夢の実現」を掲げました。 

私は、『元気あふれるまち まつばら』の実現に向けた取組を   

積極的に推進し、若さと実行力で、挑戦し続ける覚悟でございます。 

新年度の主な施策として、次世代の人材を育成するため、   

「子育て」と「教育」に重点を置いて、輝かしい未来に向けた   

投資を進めてまいります。 

魅力ある幼稚園づくりでは、天美南４丁目籠
かご

池
いけ

に、これまでの 

幼稚園を統合した新しい幼稚園を、平成２６年４月の開園に向けて

進めてまいります。この新しい幼稚園建設を踏まえ、公立幼稚園の

教育内容や指導体制の充実を図るとともに、教育の基礎となる  
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幼稚園教育の活性化を図ってまいります。 

小学校給食では、本市の新しい学校給食の拠点施設として、  

河合５丁目の新学校給食センターにおいて、安心・安全でおいしい

給食を安定的に提供するとともに、衛生管理基準の徹底と、   

アレルギーへの対応、地産地消や食育の推進など、質の高い公共 

サービスを実施してまいります。 

さらに、中学校給食では、市民ニーズに応え、公立中学校すべて

の生徒を対象に、大阪府下では初めてとなるランチボックスを活用

した給食を実施してまいります。給食をとおして、成長期にある 

生徒の健康の増進及び体位の向上と正しい食習慣を身に付け、給食

を実施することで、子育て家庭の応援と就労支援にも繋げ、魅力 

あるまちづくりを進めてまいります。 

また、市民の皆様の生命
い の ち

と財産を守る消防体制の充実を図るため、

現消防署西出張所庁舎は、老朽化が激しく、大地震にも耐え切れ 

ないことから、新たな防災拠点として建設してまいります。 

市民の皆様に住んで良かったと思われるまちを形づくり、  

「安心して住み続けることのできるふるさと」を、渾身
こんしん

の力を  

込めて創ってまいります。 
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（５つのまちづくりの施策） 

松原市第４次総合計画による新たなまちづくりが昨年より  

始動し、進むべき方向をお示しいたしました。 

「住みたいまち」、「住み続けたいまち」とは、どのようなまち  

でしょうか。無邪気に遊ぶ子どもたちを見ると、思わず顔がほころ

んでしまいます。また、ひたむきに何かに熱中する若者達、元
げん

希者
き も ん

（高齢者）が集い・憩う笑顔に、ホッと気持ちが和らぎます。 

自然と歴史が調和する松原で、健康で安心・安全はもちろんの 

こと「和らぎのまち まつばら」の創造に向けて、基本計画で   

掲げた５つの基本目標に沿って、新年度、取り組むまちづくりの 

施策を述べさせていただきます。 

 

（１）安心して住み続けることができるまちづくり 

はじめに、「安心して住み続けることができるまちづくり」で  

ございます。 

昨年、地域の絆や地域の力を合わせ、世界に誇ることのできる 

安心・安全のまちを目指して、ＷＨＯ（世界保健機関）の推奨する

「セーフコミュニティ」の認証取得に向けて取組をはじめました。
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新年度は、『子どもの安全』、『高齢者の安全』、『交通安全』、『犯罪

の予防』、『自殺予防』、『災害時の安全』の６つの対策委員会に   

おいて、課題を明らかにし、調査・研究の中間報告を行い、    

平成２５年度認証取得に向けて推進してまいります。 

防犯・防災の取組では、昨年「災害時における避難所等施設利用

に関する協定」を締結した阪南大学及び阪南大学高等学校・中学校

に、災害時における用水確保のため、災害対策用井戸を設置し、  

さらに、資機材を装備した防災倉庫を配置してまいります。また、  

小学校５校へも災害対策用井戸を設置し、すべての公立小・中学校

への配備を完了してまいります。 

次に、救急救命の強化を図るため、全公立幼稚園９園にＡＥＤ 

（自動体外式除細動器）を配備するとともに、新たに２４時間営業

のコンビニエンスストアのＡＥＤ設置補助を行ってまいります。 

また、消防ポンプ自動車の最新車両への更新、さらに、耐震性  

防火水槽を増設し、防災力の強化に努めます。 

地球規模での環境問題が深刻化する中、本市の持つ自然環境を守

り育てながら、次の世代に引継いでいくことは、現代に暮らす私た

ちの責務でございます。こうした大きな命題解決に向け、私たちの
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暮らしの中から、ごみの減量を目的として、その発生の抑制と再利

用、更にリサイクルの取組の充実を図るとともに、大阪市や関係機

関等の動向に十分注視しながら、恒久的・安定的な適正処理に努め、

長年の懸案事項に対しても解決に向け、取り組んでまいります。 

次に、ゆとりと魅力ある定住にふさわしい環境を形成するため、

「バリアフリー基本構想」を策定し、多くの市民の皆様が集まり 

利用する鉄道駅・公園・道路などの、人にやさしいバリアフリー化

を進めます。また、交通ネットワークの形成を図るため、引き続き

都市計画道路新堂南線の用地買収等を行い、早期開通に努めてまい

ります。市営住宅の維持管理につきましては、長寿命化計画に  

基づき更新コストの削減を図りながら、元
げん

希者
き も ん

（高齢者）にも   

優しい、安心して安全に暮らせる住環境を保持してまいります。 

緑豊かな地域づくりでは、三宅東公園の平成２６年春の一部開園

を目途に整備を進め、公園緑地等の維持管理では、市民協働の取組

を推進するとともに、施設の将来に亘
わた

る安心・安全の確保を図り 

ます。上水道事業では、良質な水道水の安定供給の確保を図るため、

耐震性に優れた配水管の導入や老朽管更新事業及び非常時の給水

拠点整備を行い、災害に強いライフライン構築に努めます。 
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（２）市民誰もが健やかに暮らせる和らぎのまちづくり 

次に２点目、「市民誰もが健やかに暮らせる和らぎのまちづくり」

でございます。 

暮らしに身近な医療や福祉の充実は、私たちの生活を足元から 

支え、社会に安心と優しさをもたらします。 

妊娠中の母体や胎児の健康を守り、安心して出産を迎えるために、

妊婦健康診査の助成額を拡充いたします。また、子育て世代が住み

続けたいまちの形成を目指して、乳幼児医療費助成事業では、疾病

等で多額な入院医療費の経済的負担軽減のため、助成対象年齢を 

３歳引き上げ、小学校卒業まで拡大してまいります。 

誰もが健やかで穏やかに、明るくいきいきと暮らせる健康づくり

の支援では、各種がん検診の実施回数を増やすとともに、新たに、

乳がん検診の個別検診を実施し、より多くの市民の皆様の受診を 

促してまいります。また、女性特有のがん検診と大腸がん検診の 

クーポン事業の継続実施に加え、新しく男性特有の前立腺がん検診

を行い、早期発見・早期治療を図ります。 

出かける健康づくりとして、ゆめニティまつばらで、健康   

ステーション事業を開始し、生活習慣病予防の啓発に努めます。 
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さらに、本市の特徴である医療機関などとの密接な協力・連携に 

よる医療体制を、一段と強化し、地域医療の充実を図ってまいり 

ます。 

また、予防接種事業では、子宮頸がんワクチン接種・小児    

ヒブワクチン接種・小児肺炎球菌ワクチン接種の全額助成及び  

元
げん

希者
き も ん

（高齢者）の肺炎球菌ワクチン接種の助成を引き続き実施し、

重
じゅう

篤
とく

化
か

予防に繋げてまいります。子宮頸がんワクチン接種におい

ては、新年度より接種対象年齢を高校３年生まで拡大し、より一層

の充実に努めてまいります。 

元
げん

希者
き も ん

（高齢者）や障害者の方々が地域の中の一員として、   

いきいきと活躍しながら、健やかに安心して暮らすことのできる 

地域社会づくりが大切です。 

そのため、「人生の喜びを共に支える福祉のまちづくり」を基本

理念に、平成２４年度から２６年度を計画期間とする「老人福祉 

計画及び第５期介護保険事業計画」に基づき高齢者事業を実施して

まいります。 

また、｢元
げん

希者
き も ん

のつどい」では、より多くの元
げん

希者
き も ん

（高齢者）の

皆様にご覧いただけますよう、これまでの秋の公演に加え、春の 
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公演も追加し、春と秋の２回、開催してまいります。 

さらに、介護予防事業では、介護認定を受けておられない６５歳

以上の方全員に、基本チェックリストをお送りし、生活機能の低下

している方を早期に発見することで、介護が必要とならないよう 

取組を進めてまいります。 

次に、障害者の方々への支援では、障害者手帳の発行や、自立  

支援法の改正による障害児の通所サービス等の新たな事業実施に

より、地域で障害者を支えるシステムの確立に努めます。 

また、新たに、障害者の視線で、バリアフリー化に向け、歩行  

空間や駅周辺等のタウンウォッチング（現地点検調査）を行い、  

安心・安全のまちづくりへの社会貢献事業などを実施する障害者 

団体を支援することで、障害者の方の自立と社会参加を推進して 

まいります。 
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（３）未来を拓く自立心を育む人づくり 

次に３点目、「未来を拓く自立心を育む人づくり」でございます。 

 明日
あ す

の「まつばら」を担う子どもたちの、健やかな育ちを社会  

全体で支えていくことは、私たちの重大な責務でございます。 

また、子育てのしやすい環境、子どもたちがすくすくと育つ環境、

青少年が心身ともにバランスのとれた健やかな大人になる環境 

づくりが、本市の人口減少を抑える要素の一つでもあります。 

そのため、「松原市次世代育成支援行動計画（後期）」に基づき、

「子育てをするなら松原で」と言われるよう、魅力あふれる子育て

支援のまちづくりを推進してまいります。 

公立幼稚園では、乳幼児の減少や市民ニーズが多様化する中、 

就学前教育としての幼稚園教育の充実、保護者の子育て支援や就労

支援を一層充実させるため、幼児一人ひとりの特性に応じたきめ細
こま

かな指導を支援する、教育支援員を全園に配置するとともに、  

預かり保育の時間を延長してまいります。また、元気に遊ぶ子ども

たちが安心して安全に保育所生活が送れるよう、公立・私立すべて

の保育施設の安全対策を充実してまいります。 

次代を担う子どもたちの「確かな学力」の確立と、「生きる力」
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の育成、将来の夢や志を実現するため、質の高い教育内容の強化や、

学習環境の整備等を推進し、子どもたち全体の学力増進に努めます。 

いきいき英語推進事業では、小学５年生から中学３年生までを 

対象に、自分の考えや意見を、英語を用いて積極的にコミュニケー

ションのできる児童・生徒を育成するため、小学校外国語活動の 

充実と、中学校のデジタル教科書を活用し、魅力ある授業づくりに

取り組みます。 

「ひとは、たから（人財）」を理念に、本市の教育の継承と発展

を目指し、積極的に人材育成を推し進めてまいります。 

そのため、まつばらの学校応援団として、初任者等若手教員の 

指導力向上を目的とした教育アドバイザー事業や、放課後等学習に

携わる学生などの人材を拡充してまいります。また、退職した教育

関係者などを新たに配置することで、教職員の専門性を高め、学力

向上にも繋げてまいります。 

教育環境の充実への取組では、すべての小・中学校で完了した 

耐震工事に続き、より安心・安全の教育環境改善に向け、特別教室

の空調設備工事等を実施してまいります。さらに、公立小・中学校

全校に太陽光発電装置の設置を行い、環境教育に資するとともに、 
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ＣＯ２（二酸化炭素）や電気使用量を削減し、その効果額を各学校

からの提案をもとに、クラブ活動備品や教育教材の購入に活用して

まいります。 

スポーツ施設の整備では、阪神高速大和川線高架下を、スポーツ

振興及び地域交流の場の形成を図るため、有効活用してまいります。 

また、読書環境の充実を図るため、大阪市に加え、近隣９市の  

図書館で、本を借りることができるよう、利便性を高めてまいり 

ます。 
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 （４）利便なまち、元気で活力あふれるまちづくり 

次に４点目、「利便なまち、元気で活力あふれるまちづくり」で

ございます。 

地域経済の元気なまちが、働きやすく住みやすい、繁栄したまち

でもあります。活気と魅力あるまちを目指して、新たな産業拠点の

創出、地場産業・商店街の活性化を図り、強い地域経済を築き上げ、

賑わいあふれるまちを創ってまいります。 

市民の皆様の財産である、市立松原病院跡地につきましては、 

より良いまちづくりの原動力として地域振興に繋げ、最も有効な 

公有財産の活用となるよう、現在、企画提案を公募しております。

活用により得られた新たな財源は、真に必要とされる安心・安全の

まちづくりの各種事業に充当してまいります。 

豊かな市民生活の実現には、多様な都市機能の集積と、経済基盤

の確立を図ることが重要で、現在、策定中の「松原市産業振興   

ビジョン」に基づき、総合的に産業施策を推進し、積極的な企業  

誘致などにより、地域経済と雇用を支える産業の振興を図って  

まいります。 

商工業の振興では、総合計画で位置づけた土地利用の実現に向け、
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今後の企業誘致施策を進める基礎資料とするため、地権者への土地

利用についての意向調査を実施します。また、市域内への投資を 

誘引するため、（仮称）松原市企業誘致促進条例の制定を目指して

まいります。 

地産地消フェア「まつばらマルシェ」を、農商工及び産学官連携

の下、「食」を基本テーマとして新年度も開催し、また、地域に   

根ざした商業振興の起爆剤として、市内で利用できるプレミアム付

商品券を発行し、地域商業の活性化と消費喚起に努めます。 

雇用就労支援では、未だ回復の兆しが見えない厳しい雇用情勢の

中、関係機関との連携を更に深め、支援体制の充実・強化を図り、

離職者のより一層の就労に努めるため、資格習得に向けた取り組み

を進めてまいります。 
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（５）市民と行政の協働によるまちづくり 

次に５点目、「市民と行政の協働によるまちづくり」でござい  

ます。 

私は、地域で活動されている市民の皆様、お一人おひとりが、  

協力・連携しあい、活力あるまちづくりに繋げていただいている 

ことに、常に感謝の気持ちでいっぱいであるとともに、誇りに  

思っております。 

しかし、核家族化の進展に伴い、若い世代や高齢者の単身世帯の

増加により、世帯数は増える傾向にあります。世帯あたりの人数が

少ないほど地域に関わる機会が減少し、近隣関係が希薄になる  

のではないかと危惧されます。 

これからは、地方の自立や主体的で自主性を持った基礎自治体の

取組が肝要となってまいります。市民の皆様一人ひとりが、まちを

形成する一員であることの自覚を持って支えあい、自らのまちづく

りに参画する以外に、自立し発展する地域の確立は望めません。 

そのため、「まつばらに関心がある」と皆様に思っていただける

よう、新しい発想による個性的なまちづくりを心がけてまいります。 

毎年５月に開催の「松原市民バラフェスティバル」では、市民  
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協働のもと、ローズティーのおもてなしや、例年多数ご参加いた 

だいております「黄昏コンサート」を拡充し、至福のひとときを  

演出してまいります。 

地域の特色を活かしたまちづくりでは、自然や歴史・文化などを

まちづくりの資源として活用し、市民の皆様をはじめとする   

自治会・企業・団体等の多くの参加により、さらなる価値や活力を

創造する視点が重要でございます。 

市民協働の言葉が使われて久しくなりますが、協働なくしてまち

づくりは語れません。地域の潜在能力を引き出し市民協働のまち 

づくりを盛り上げてまいります。そのため、市民公益活動の推進や

地域の活性化に熱意と専門知識を持つスタッフが常駐し、法人の 

認証相談をはじめ、ＮＰＯ間のネットワーク・コーディネートの 

機能を果たすなど、市民活動サポートサロンの充実を図ります。 

また、市民の皆様との情報共有をより一層進めるため、ホーム 

ページをはじめとする広報手段を最大限活用し、わかりやすく、 

見やすい記事で、様々な情報の発信と、携帯電話を用いた「松原  

シティメール」や「安心・安全メール」により、情報をいち早く   

お届けしてまいります。 
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一人ひとりの人権が尊重され、誰もがしあわせと、安心・安全な

暮らしを求めることのできる社会を実現するため、第４次総合計画

にあわせて「松原市人権施策行動計画」を改訂し、人権尊重のまち

づくりを促進してまいります。 

これまでも、行財政改革につきましては、重点的に取り組み、  

その効果額を、健康と安心・安全、少子高齢化など、時代が求める

施策に活かしてまいりました。今後も改革の手を緩めることなく 

効果的・効率的な行政経営、行政のスリム化を図り、堅実な財源  

確保に努めるなど、持続可能な経営基盤を築いてまいります。 

職員の育成につきましては、地域主権改革の推進が図られる中で、

より一層、自治体の判断と責任により政策形成能力が必要となる 

ことから、実務を遂行する上で欠かせない、知識や法令等の能力を

更に高める研修を実施してまいります。 



 24 

（おわりに） 

昨今の経済不況は、地域経済におきましても、中小企業の経営や

雇用、家計などに極めて大きな影響を残し、今後の景気動向は、  

緩やかな持ち直し傾向の予測はあるものの、先行きは依然として 

不透明な状況でございます。 

困難な課題や事象は、そのまま放置するのではなく、実際に動け

ば具体的な解決策に気づき、その先が必ず見えてくるものです。 

先行きを見通すことの難しい状況でも、長期的な視野に立ち、 

物事を熟慮
じゅくりょ

し対処することが、今ほど重要な時はありません。  

私は、選択の岐路に直面した時、目前の事象に対して、何事も失敗

を恐れず、果敢に挑んでまいります。 

今、時代は、地方分権、地域主権の実現に向けて大きく舵が   

きられましたが、その具体的姿は、様々な議論があり、定まって  

おりません。 

本市が市民の皆様に最も身近な自治体として、権限と責任を  

持って自律的な行政経営を行っていくためには、名実共に基礎  

自治体として自立していかなければなりません。 
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私は、この生まれ育った「まつばら」が大好きです。 

市民の皆様にも、もっと好きになっていただき、誇りを持って 

住み続けたいと感じていただけるよう、まちづくりに愛情を注いで

まいります。 

依然、厳しい財政事情の中ではありますが、挑戦の先には新たな

進化があり、フロンティア精神で、新機軸を打ち出し、着実に成果

をあげ、「あきらめない行政経営」を展開してまいります。 

将来都市像であります『挑戦し続ける 元気あふれるまち    

まつばら』の実現に向けて、自らが率先し、職員と一緒に知恵を  

出し合い、議論を重ね、一丸となって取り組みを進めてまいります。 

 

市民の暮らしを守り、そして、松原の未来を託された者として、 

まつばらの未来へ繋いでまいります。 

 

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。 


