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（はじめに） 

平成２５年第一回定例会の開会にあたり、市政に対する私の基本

的な考えを申し上げ、市民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力

を賜りたいと存じます。 

私が市民の皆様からの信託を受け、市長として就任してから、  

早くも４年が経とうとしております。これまでの取組を温かく支え

続けてくださいました松原市民の皆様をはじめとして、各方面の

方々への深い感謝の念を噛みしめております。 

今日まで市長としての重責を務めることができましたのも、  

ひとえに、皆様のご支援、ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。 

私は、平成２１年５月の市長選挙において、「未来を見据えた  

キラリと光るまつばら」を実現するために、まちづくりについて  

皆様とのお約束を掲げ、これまで「１４の政策・３３の約束」を、

職員一丸となってすべての項目において取組を進め、着実に果たし

てまいりました。 

平成２３年度には、新しい時代にあったまちづくりを進めるため、

市政の羅針盤である、松原市第４次総合計画を策定し、「挑戦し  

続ける 元気あふれるまち まつばら」を将来都市像として、   
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健康と安心安全を第一に、新たなまちづくりが始動いたしました。 

また、地域の絆を深め、犯罪、災害、事故等のない安心安全な   

まちをめざし、世界保健機関（ＷＨＯ）の推奨する「セーフ     

コミュニティ」の認証取得に向けて、あらゆる課題の「検証」と   

市民の方々との「協働」をスローガンに取組を進めてまいりました。 

夢いっぱいの子育て世代が住んでみたい、住み続けたいまちの 

形成に向け、妊婦健康診査や乳幼児医療費助成の拡充、小児ヒブ  

ワクチン接種をはじめとする、各種の予防接種・健診事業の充実も

図ってまいりました。 

子どもの心と身体を元気にする取組では、衛生管理基準の徹底と

アレルギーへの対応が可能な、新しい学校給食センターをめざし、

安心・安全でおいしく栄養バランスのとれた小学校給食の提供を 

行うことができました。さらに、永年の懸案課題でもありました  

中学校給食を、大阪府下では初めての、民間給食業者の調理により、

市内全公立中学校７校の全生徒対象に実施いたしました。 

府内でも早くから参入した「救急安心センター（＃７１１９）」事

業では、２４時間・３６５日、適切な医療機関の案内や重症患者の

早期発見による救急搬送の実現で、救命率の向上に努めております。 
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また、災害時の備えとして、阪南大学と避難所等施設利用の協定

や、山崎製パン株式会社をはじめ各分野のメーカー・事業所などと

の災害時緊急物資協力の締結、さらに、広域的な災害への対応とし

て、神奈川県大和市との災害時相互応援協定を締結いたしました。 

これらの独自性・独創性のある、特色あるまちづくりの新たな  

施策を展開するためには、厳しい財政状況の中であっても、    

自立した財源を確保していかなければなりません。そのために、  

職員数の適正化や特別職・職員の自主的カットによる人件費の削減

に努めるとともに、公有財産の有効活用や、事業系一般廃棄物の  

処分手数料の有料化の実施など、歳入確保の取組や、さらに、民間

活力の導入も進めてまいりました。今回、国より打ち出された  

「地域の元気臨時交付金」の活用により、文化会館耐震補強工事を

はじめ、橋梁の長寿命化を図るための修繕及び耐震補強、また、小・

中学校の施設改造事業等の投資的事業にも取り組みます。 

今後も、住民サービスを低下させることなく、新たな手法を取り

入れた行財政改革を推進しつつ、市民と行政が進むべき方向や目的

を共有し、両輪でまちを動かしていくという、協働の行政経営を  

進め、精一杯の力を発揮し、取り組んでまいります。 
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（社会情勢） 

さて、昨年末には、総選挙が実施され、新しい政権が誕生いたし

ました。 

被災地の復興によりふるさとを取り戻すことはもとより、経済・

教育・外交・暮らしの再生を柱に「日本を取り戻す」と宣言し、   

経済政策として大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を  

喚起する成長戦略の「三本の矢」で経済再生を進めると表明して  

おります。経済対策をはじめ、国内外の重要課題に果断に対応して

いただくことを心から期待をするものでございます。 

私は、国が掲げている政策にも注視し、市民の皆様の命と健康を

守り、安心して暮らすことができる、愛着ある「まつばら」を持続

させるために、国の動きはもとより、社会情勢、経済情勢など、  

様々な情報にアンテナを張り巡らしながら、現況を瞬時に判断し、

適切に対応してまいります。 

しかし、本市の財政状況は、個人消費等の冷え込みや少子高齢化

の結果、労働人口の減少などによる市税収入の落込みが懸念され、

また、今後、景気後退による法人市民税の減収が危ぶまれるなど、

歳入確保が引き続き厳しい状況になると予想されます。 
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今の日本は、閉塞感の中にありますが、私たちには、将来の世代

に対してよりよい「まつばら」を創り、襷を繋いでいく責務があり

ます。 

残された任期もあと僅かとなりました。 

さらに、これまでの取組の中で育んできた様々な芽を、確実に  

成長させてまいります。 
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（行政経営の基本的な考え方） 

私は、これまで「日本一、健康で安心安全なまち」をめざし、   

一直線に走ってまいりました。 

その実現には、第一に「予防」が重要であると、ひたすら申し   

上げてまいりました。病気にならないよう、介護が必要にならない

よう、また、事故や災害による被害などが起こらないよう、さらに、

これらを最小限に防げるように、予防接種や各種健診事業の拡充の

ほか、学校施設の耐震化では、府下３３市の中で、一番に完了する

など先進的に予防施策を進めてまいりました。 

今後も元気なまちづくりのキーワードとして、「予防」に重点を 

置いてまいります。 

また、市民の皆様は「健康で安心・安全なくらし」に関心が高い

状況の中、「セーフコミュニティ」の理念は、松原市全体で取り組む

べき課題と一致しており、すべての市民の皆様が健康でしあわせに

暮らせる地域社会に繋がるものと考えております。 

「セーフコミュニティ」とは、あらゆるデータを基に、課題を  

検証し、多くの主体が連携し協働して解決に向けて進めていくもの

です。この取組は、新しい世代の担い手を増やし、地域の活性化と
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安全に対する活動力の強化、更に市民生活の向上に繋がるものと 

確信しております。 

昨年私は、市政をより身近に感じていただくことができる、   

タウンミーティングを行ってまいりました。 

これまでの施策などの取組について、報告もさせていただき  

ながら、多くの方からのご意見を直接肌で感じ、市民の皆様と一緒

に「私たちのまつばら」を創っていくことを再認識いたしました。 

「私たちの住むまつばらは、こんなにいいところ」と、誇ること

のできる、また、市民一人ひとりが実感していただけるように、様々

な取組を、果敢に、かつ迅速に情熱をもって突き進んでまいります。 

 

平成２５年度の予算編成にあたりましては、「健康と安心安全」を

基調とし、事業の成果と検証を合言葉に、 

『限りない挑戦』に向けて、 

本格予算の編成を行ったものでございます。 

 

その予算総額は、   ８０８億８，４２２万８千円 

うち、一般会計では、 ４１９億２，０００万円 
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特別会計では、 ３５４億７，２３２万８千円 

企業会計では、  ３４億９，１９０万円 

 

の予算を編成し、将来にわたり必要となる施策に、力強く新しい  

一歩を踏み出してまいります。 

特に、新年度の主な施策として、「安心安全」、「夢と希望」に重点

を置き、未来に向けた投資に取り組みます。 

「安心安全」では、市民の皆様の命と財産を守る消防力の強化と、

府道高速大和川線の供用開始による活動管轄区域の拡大や複雑・ 

多様化する災害に対応するため、新たな防災拠点として、消防署  

西出張所を今年の秋に開所いたします。 

また、安心して子どもを産み育てることのできる環境整備として、

乳幼児医療費助成の所得制限額の撤廃と、未熟児養育医療給付事業

での指定医療機関において、入院を必要とする低体重児等に対する

医療給付を行い、健全な育成を図ってまいります。 

さらに、可燃ごみの処理につきましては、現在、大阪市・八尾市・

松原市の３市による本年度中の共同処理に関する基本合意の締結に

向け協議を行っており、平成２６年７月を目途に一部事務組合を 
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設立し、広域化による更なる安定的・恒久的なごみ処理体制を確立

することで、永年の懸案課題を解決してまいります。 

鉄道駅や道路等のバリアフリー化では、近鉄河内松原駅以外の 

３駅について新たなバリアフリー基本構想を策定するとともに、 

河内天美駅では、エレベータ設置工事などの整備を進めます。 

「夢と希望」では、本市初となる広い敷地と充分な空間を有する

大規模幼稚園として、統合幼稚園の平成２６年４月の開園を控え、

愛される魅力ある幼稚園づくりをめざして、家庭・地域とも連携を

とりながら、幼児教育の更なる充実を図り、安心・安全な園づくり

を進めてまいります。また、意欲と創造性を育む教育として、外部

人材の活用など専門家による体験活動の充実を図り、より魅力ある

幼稚園づくりを進めてまいります。 

昨年は、市長一期目の集大成の年でもあり、また、決意の年でも

ございました。 

私は、今年最初の職員へのメッセージとして、「新たな目標に  

向かって挑戦の年にしよう」と伝えました。 

私の任期は今年６月に満了を迎えますが、第２ステージも続投を

決意し、「はじまりの年」とするものでございます。 
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現状に満足することなく、決して屈せず、挑戦を続けてまいり  

ます。 
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（第４次総合計画に沿って） 

それでは、「元気あふれるまち まつばら」の実現のため、第４次

総合計画の基本構想に掲げる５つの基本目標に沿って、各分野に 

おける新年度取り組む主要施策を、申し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、誰もが望む「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、国において防災基本計画が修正され、東日本大震災を   

踏まえた自然災害対策の基本的な考え方が示されました。これに 

伴い、大阪府地域防災計画の見直しが図られることから、その結果

に基づく本市における防災対策の見直しや内容などの反映を含め、

平成２５年度に松原市地域防災計画の修正を行ってまいります。 

近いうちに起きると予想される東南海・南海地震等、災害の被害を

最小限に止めるために、あらゆる手法で減災のまちづくりの推進を

徹底してまいります。 

また、地域における防災拠点として、小学生段階からの防災意識

の高揚を図るために、小学校区単位での地域防災ネットワークによ
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る防災訓練を協働で取り組んでまいります。さらに、松原市地域  

防災計画に基づき緊急避難所に指定している地域公民館に対し、 

一定条件のもと、耐震診断・耐震改修について、事業助成すること

により、地域防災拠点となる地域公民館の防災力強化に努めます。 

また、安心安全に暮らせるまちの環境を守り持続させるため、  

円滑な道路交通網の確保や生活道路の改善に努めるとともに、  

引き続き都市計画道路の新堂南線の早期開通に向けた整備と、堺 

松原線の整備に併せ、地域の交通利便性の向上や防災力の強化に 

努めます。 

消防・救急力の向上では、平成６年配備の消防梯子自動車及び  

平成１０年に配備した消防ポンプ自動車を更新するとともに、  

スマートフォン利用による救急活動支援システムを全救急車に導入

するなど、消防力の充実強化を図り、迅速かつ的確な消防救助活動

に努めます。また、震災時にも安定した消防水利を確保することを

目的として、防火水槽の耐震化を進めます。 

「きれいなまちは 安心のまち」でもあります。 

これまでの「松原市きれいなまちづくり条例」にタバコの吸殻や

空き缶のポイ捨て、犬の散歩時の後始末をせず放置するなど、     
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抑止するために過料等を含めた規制内容を加え、「きれいなまち」に

繋げます。 

さらに、毎年、各地で発生している局地的豪雨に対応するため、

必要な取り込み施設の整備など、雨水排水施設の充実を図るととも

に、公共水路監視カメラや雨量計の設置により、浸水に対する危機

管理体制を強化してまいります。 

上水道事業では、災害に強いライフラインの構築のため、引き続

き水道施設の基盤強化や、積極的に基幹管路の耐震化及び非常時の

給水拠点の整備を推進し、水の安定供給に努めます。 

市民の憩いの場である公園整備では、三宅東公園の平成２６年春

の一部開園に向けて取組み、さらに、新町南公園他５公園において、

地域の防犯と施設へのいたずら防止策として、防犯カメラを設置し

てまいります。 

市営住宅整備では、総合的に安心して安全に暮らせる住環境の 

確保を図るため、耐用年限を超えた小川団地及び西大塚団地敷地の

有効利用を行ってまいります。 

既存木造住宅への耐震改修補助では、これまでの耐震化に要する

設計及び工事費の補助に、新たに建替えなどに伴う除却費の補助を
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加え、拡充を図ります。 

市民の安全と平穏な生活の確保、更に社会経済活動の健全な  

発展の見地から、暴力団排除条例を制定いたしました。今後とも  

警察との更なる連携強化を図り、安心安全なまちづくりを推進して

まいります。 
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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、子どもから元希者（高齢者）まで笑顔が集う「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。 

市民自らが取り組む健康づくりの応援では、がんの早期発見・  

早期治療を目的にがんドックの実施回数を増やすとともに、   

クーポン検診事業においても、より多くの市民の皆様の受診を促進

してまいります。 

さらに、妊婦健康診査事業では、安心して出産を迎えるために、

妊婦健康診査助成額の増額を図り、予防接種事業では、子宮頸がん

予防ワクチン・小児ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチンを    

定期予防接種として引き続き実施するとともに、２５年度から子宮

頸がん予防ワクチンの対象年齢を小学校６年生からに拡大し、  

疾病の重篤化予防のため、より一層の充実に努めます。 

また、授乳の必要なお子さま連れの方にも、安心して市庁舎に  

お越しいただけるよう、市民ロビーに授乳用椅子を設置します。 

障害者の方々への支援では、難病患者が障害福祉サービスの対象

となるなど、支援の対象者が広がっております。そのため、障害者

に対する理解を深めるための研修・啓発、障害者やその家族が自発
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的に行う活動に対する支援などにより、地域社会への働きかけを 

強化し、障害があっても住み慣れた地域の中で安心して暮らし続け

ることができるよう支援してまいります。 

また、障害児が身近な地域で適切な支援が受けられるよう、   

新たに障害児を中心とした相談支援事業を実施し、障害児の相談 

支援の充実と、医療機関・教育機関との連携強化に努めます。 

さらに、高齢者施策では、セーフコミュニティの『高齢者の安全

対策委員会』での２つの課題である「転倒予防」と「高齢者虐待」

の解決に向けて取り組んでおり、「高齢者虐待」を受けている方の 

多くが認知症であることから、「認知症・虐待」を正しく理解して  

いただくために啓発活動に努め、また、転倒予防の教室をはじめ、  

やさしい筋力トレーニング教室、太極拳教室など、介護予防事業の

拡充も図ってまいります。 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう地域 

密着型サービスの充実や適切なサービスの提供を引き続き行います。 

施設の老朽化が進んでいるＡ型老人センターについては、元希者

（高齢者）の皆様が趣味や生きがいを見つけ、元気にいきいきと日々

の生活が送れるよう、今後の老人センターのあり方も含めて、調査
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研究してまいります。 

また、「健康まつばら２１」の第２次計画及び食育推進計画を策定

し、市民の皆様と協働で取り組む健康づくりを一層強化します。 

さらに、新たに健康ウォーキング事業を実施し、家族や仲間と  

ともに気軽に楽しく参加していただくことで、市民自らの健康づく

りと健康維持のための環境づくり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、子どもの健やかな成長を願う「未来を拓く自立心を

育む人づくり」でございます。 

将来を見据え、子どもたちを守り育てていくのが私たちの使命 

です。 

これまでの民営化の効果により、平成２２年度以降、年度当初の

待機児童ゼロを達成し、更には平成２５年度において、年間を通し

た待機児童ゼロをめざし、施設の安全対策も実施しております。 

子どもたちが安心して安全に保育所生活を送ることができるよう、

民間保育園での老朽化した施設の改築補助や、多様な就労形態及び

保育ニーズに対応するための特定保育や一時保育事業への、更なる

拡充を支援してまいります。 

公立保育所３園の民営化につきましても目処が付き、また、国に

おいても子育て支援の考え方が大きく見直されようとしていること

から、公立保育所の今後のあり方について、総合的に研究して   

まいります。 

教育におきましては、子どもたちが熱中できる授業の改善に一層

努めるとともに、いきいき英語推進事業では、引き続き小学校   
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外国語活動の充実を図ります。また、中学校のデジタル教科書の  

効果的な活用をめざし、電子黒板を全中学校に配備し、英語を   

用いて積極的にコミュニケーションのとれる児童・生徒の育成に 

取組みます。 

体力の向上と市内各小学校の児童の交流を目的に、５年生による

連合運動会を実施いたします。競技の中で互いに競い合うこと、  

チームとして力を合わすこと、また、チーム・学校を超えて、互い

の努力を認め合う場にしてまいります。 

次代を担う子どもたち一人ひとりの夢や志を実現するため、毎日

の学校園の生活がいじめのない安心で楽しく過ごせる場となるよう、

また、日々の学びが子どもたちの自信と夢を育めるよう、教職員の

資質の向上と学習環境の整備を図ってまいります。子どもたちと 

信頼に基づく指導が徹底するよう、教育アドバイザーや研修の充実

により、初任者等若手教職員の指導力の向上と、学校の総合力を  

高め、児童生徒・保護者・地域から信頼される学校づくりを進めま

す。 

子どもたちが一日の大半を過ごす教育施設の整備では、小・

中学校の大規模改造事業等を実施するとともに、特別教室の 
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空調設備工事など教育環境の改善に努めます。 

また、学校の安全確保では、不審者の侵入を抑止するため、   

小学校の校門に管理員を配置する、「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。 

これまで、すべての市立小中学校に太陽光発電装置の設置を行い、

Ｃｏ２や電気使用量を削減し、環境教育に資するとともに、自然  

エネルギーで得られた効果額等を省エネ実践スクール（夢・いき・

いき）事業として、各学校からの教育に関する優れた提案を支援  

することで、特色ある学校づくりを進めます。 

市内スポーツ施設の利用者サービスの向上と、民間活力の導入に

よる効率的な管理運営を図るため、「松原市民体育館」「松原市民  

道夢館」「松原市民プール」「田井城今池総合駐車場」に、指定    

管理者制度を導入いたします。 

また、府道高速大和川線高架下を活用し、若者から元希者（高齢

者）まで広く市民の皆様に利用いただけるようスポーツ施設の整備

を行うなど、地域交流の場の形成並びにスポーツ振興に努めます。 
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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、産業振興や地域活性化に取り組む「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。 

今年は、竹内街道が敷設されて１４００年を迎えます。竹内街道

は、堺市から松原市・羽曳野市・太子町を通り奈良へと続き、日本

最古の官道と言われております。大阪府・奈良県をはじめ、１０の

市町村が一体となり、「行きたくなる魅力あふれる街道」をめざし 

ます。街道を散策する「健康ウォーキング」などの記念事業で、   

歴史の共存する我がまちの遠い昔に思いを馳せていただきます。 

大阪府からの特例市並みの権限移譲では、７１事務が本市に移譲

され市民サービスの向上に努めてまいりました。さらに、今年７月

より、市民の利便性の向上を図るため、大阪府からの事務移譲に  

よりパスポート発給事務の取扱いを実施してまいります。 

また、昨年策定した本市の「産業振興ビジョン」及び「企業立地

促進条例」に基づき、既に３社の申請書も提出され、今後、市域   

産業振興の推進、新たな企業の誘致、市内企業への投資の促進に  

より市内の企業活動の活発化を促し、市民の雇用機会の拡大にも 

繋げてまいります。なお、限られた市の財産を有効活用するため、
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市立松原病院跡地につきましては、定期借地権設定による貸付を 

行うことで、持続性のある安定した自主財源の確保に努めます。  

さらに、第４次総合計画の土地利用構想に基づき、地権者の方々の

ご協力を求めながら、幹線道路沿道地区の計画的な土地利用を進め

ます。 

 商店街に設置しております街路灯のＬＥＤ化では、平成２３年度

に天美商店街振興組合が先駆けて実施いたしましたが、新年度では、

９商店街が一度にＬＥＤ化することで、環境への負荷の更なる軽減

が図られるものと考えております。 

 地産地消の推進では、新年度も「まつばらマルシェ」を農・商・

工連携のもと、「食」を基本テーマに開催し、市内企業や農業者が  

松原の特産品や農畜産物の松原ブランドを広く発信してまいります。 

 雇用就労支援では、厳しい雇用情勢のもと、就労困難者の支援  

体制を関係機関と連携強化してまいります。 

青少年会館では、より効率的・効果的な運営を図るため、ふれあ

い人権文化センターとの統合を図り、幅広い年齢層の市民の皆様の

利用を促進するとともに、ひきこもり支援など、相互に連携を図る

ことによって、人権教育・人権啓発のより一層の推進を図ります。 
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（５）市民と行政の協働によるまちづくり 

最後に、市民と一緒に取り組む行政経営をめざす「市民と行政の

協働によるまちづくり」でございます。 

一人ひとりの日々の生活、また、心がふれあう地域の活動を、  

市民も行政もそれぞれの役割を持って、協働で創り上げてまいり 

ます。 

庁舎のバラが綺麗な５月の「市民バラフェスティバル」の黄昏  

コンサートでは、本市にゆかりのある方々で、今年は、更に皆様を

魅了してまいります。 

個人や能力を活かし自己実現が図れる豊かな人権文化の創造に 

向け、第３期男女共同参画プランにつきましては、女性や元希者（高

齢者）をはじめ、誰もがいきいきと活躍できるまちづくりをめざし、

策定してまいります。また、松原市の活力を更に向上させるために

は、様々な形での協働が、大切なことと考えております。そのため、

市民活動サポートサロンを拠点とし、自主的・自発的な社会貢献  

活動を促進し、地域の課題を市民の皆様が解決できる社会の実現を

めざしてまいります。 

さらに、市民の皆様などへの情報発信では、市内４駅やコンビニ
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エンスストアに広報紙を置かせていただき、ホームページ、    

フェイスブック、携帯電話へのメール、また、河内松原駅前の大型

ビジョン、ゆめニティまつばらのマッキーステーションなど、様々

な媒体で、親しみのあるわかりやすい情報提供に努めます。 

地方分権改革が進展する中、自治体自らの判断と責任によって 

適切な施策を行うことが、より一層求められております。基礎自治

体としての役割を遂行していくために、職員の定員適正化計画のも

と、従来の形式にとらわれない採用試験や「政策能力向上研修」  

などの研修により、有能な職員を育成してまいります。 

行財政改革の炎を決して絶やすことなく、継続・断行すると   

ともに、その改革により生み出された貴重な財源を基に、将来を  

担う子どもたちが夢と希望を持つことができる持続可能な   

「挑戦し続ける 元気あふれるまち まつばら」を築いてまいりま

す。 
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（結びに） 

市民の皆様が健康でいつも笑顔の見えるまちを築いていくために、 

１０年先、２０年先を見据えた、新たな工夫や惜しみない努力が、

必ず将来の「まつばら」の原動力となり、まちの発展に繋がるもの

と考えております。 

セーフコミュニティにおいては、平成２３年度より準備を進め、

いよいよ今年が、認証取得の重要な年でございます。市民の皆様、

各種団体の皆様との協働により、鋭意取組を進めてまいりました。

その成果と検証により、大阪府下では初めてとなる認証取得の実現

に向かって、気持ちを緩めることなく邁進してまいります。 

日本一、市民との協働を大切にするまちとして、信頼し合える  

まちづくりをめざします。 

まちづくりの根幹は「道づくり」とも言えます。 

人や乗り物が通行する道はもちろんのこと、今後のまつばらの 

道筋を立てていく「道づくり」も市民の皆様との協働による行政の

役割でございます。 

私は「継続は力なり」の気概で、常に時代の流れに対応し、何事

においても妥協することなく、渾身の力で挑戦を続けてまいります。 
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「挑戦の先の進化」に向けて、私の挑戦に終わりはありません。 

 

私は、生まれ育ったふるさとまつばらへの熱き思いを胸に、  

「きれいなまちは 安心のまち」となるよう、市民の皆様と一緒に、   

この愛着のある大切なまち「まつばら」を育んでまいります。 

 

市民の皆様並びに議員各位の、一層のご支援、ご協力をお願い  

申し上げ、私の施政方針とさせていただきます。 


