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はじめに 

 

平成２６年度第１回定例会の開会にあたり、今後の行政経営に  

つきまして、私の基本的な考え方を申し上げ、市民の皆様並びに 

議員各位の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  

市民の皆様からのご信任をいただき、昨年６月に２期目の市政を 

スタートしてから、早いもので９か月が過ぎようとしています。 

松原市長として１期目の４年間は、市長就任時にお約束しました、

「４つの基本方針」を基本的政策として位置付け、市有財産を活用 

した新たな財源の確保など、市民目線、市民感覚での行政経営を  

推進してまいりました。市民の皆様、そして良識と責任ある議員の 

皆様のご支援によりまして、お約束した施策については達成する 

ことができたものと考えております。 

２期目の４年間は、この１期目の経験を活かし、引き続き、私が 

「将来のまちの姿」として掲げております「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、市民の皆様とお約束 

しました「安心・安全なまち日本一に！！」「長生き日本一に！！」

「便利・清潔なまち日本一に！！」を実現するため、スピードを  

持って「さらなる挑戦」をしてまいります。 

また、昨年１１月には、セーフコミュニティの国際認証を取得し、

本年は「セーフコミュニティ元年」となる年です。これまでの活動

を継続することはもちろん、より市民の皆様に取組や内容を発信し、

理解を深め、本市の安心・安全をさらに高めてまいります。   
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社会情勢 

 

さて国内の情勢に目を向けますと、国においては「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」による一体的な取組の政策効果から、景気回復の  

動きが確かなものになると見込まれており、平成２６年度に   

つきましても、「好循環実現のための経済対策」など、施策の推進

等により、好循環が徐々に実現していくと思われます。 

 しかし、本年４月からの消費税率の引き上げは、社会保障    

制度改革や財政再建を前進させることとなる一方、景気を下振れ 

させる懸念もあります。 

経済成長を地域の隅々にまで浸透させる国の対応に、引き続き 

注視し、松原市としても、この波に乗り遅れることのないよう、  

経済の活性化にも、さらに力を入れてまいります。  
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平成２６年度予算について 

 

昨年、国際認証を取得しました、セーフコミュニティの基本理念

である「事故やけが」の予防など施策を推進するためには、取組の

「検証」と市民との「協働」によるまちづくりが不可欠です。 

また安定的な財政基盤を確立するためには、企業誘致など地域の

賑わいや活性化への取組などが重要です。 

そのためには、事業の目標や効果を検証・評価し、市民の満足度

が高く、より効率的・効果的な事業に財源配分をシフトさせること

はもとより、実効性の高い行政経営に取り組んでいかなくては   

なりません。 

平成２６年度は、第４次総合計画の基本構想に「将来のまちの姿」

として掲げております『挑戦し続ける  元気あふれるまち    

まつばら』の実現をめざし、５つの『まちづくりの目標』と    

『基本計画の各施策』を推進するための予算編成を行いました。 

 

予算総額は、一般会計で  ４２５億 ９千万円 

       特別会計で  ３５８億 １千万円 

企業会計で   ３６億 ８千万円 

 

合計しますと ８２０億８千万円の予算を編成し、「さらなる 

挑戦」により施策の推進に努めてまいります。 
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行政経営の基本的姿勢と重点施策 

 

それでは、平成２６年度の行政経営の基本姿勢と重点施策に  

ついて第４次総合計画の「まちづくりの５つの基本目標」に沿って

説明いたします。 

 

１．安心して住み続けることができるまちづくり 

 

１点目は、安心して住み続けることができるまちづくりです。 

安心・安全の取組では、ＷＨＯ（世界保健機関）セーフ     

コミュニティ協働センターの推奨する「セーフコミュニティ」の  

取組につきましては、昨年１１月１６日に大阪で初となる国際認証

を取得することができました。これは、市民の皆様とともに進めて

きた活動が、国際基準において認められたものです。平成２６年度

につきましては、市民の皆様へ、より一層、取組を浸透させるため、

６つの対策委員会を中心として、松原中学校区で作成した交通安全

マップの全中学校区への拡大や、小学校における授業参観時に防災

訓練を引き続き地域ぐるみで実施するなど、予防活動の拡大を図る

とともに、セーフスクールの研究を行い、既に実施している取組を

拡充し、さらなる安心・安全なまちを目指してまいります。 

次に、防災の取組としまして、東日本大震災の教訓を活かし、  

国や府の防災計画の修正にあわせ、引き続き地域防災の要となる  

「松原市地域防災計画」を見直すとともに、老朽化のため更新時期
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を迎えている松原市の防災行政無線の再整備に向け、調査・設計を

行ってまいります。また、地震時の危険箇所や洪水時の浸水対策等

を示した防災ハザードマップを作成・配布し、一層の防災意識の  

高揚を図ってまいります。 

雨水対策では、局地的豪雨に備え、「阿保・三宅地区及び天美  

地区」に続き、「流川周辺」地域の雨水の取り込み整備を進め、   

浸水不安の解消を進めてまいります。また、公共水路監視カメラの

増設により、排水路の監視体制を強化してまいります。 

さらに、大規模地震に備え、水道施設の機能強化と基幹管路の  

耐震化を進めるとともに、非常時の給水拠点の整備を推進し、災害

に強いライフラインを構築してまいります。 

消防行政につきましては、昨年度開署しました消防署西分署に、

新たに高規格救急自動車の配備を行い、また、職員を増員し、増加

の一途をたどる救急需要に対応するとともに、中学生への普通救命

講習の実施など、さらなる救命率や消防力の向上を図ります。 

また、電波法の改正に伴い、現在使用の消防救急アナログ無線を、

秘匿性が高く、個人情報の保護を目的とした消防救急デジタル無線

に更新するとともに、より迅速、的確な出動の確立を目的として  

高機能消防指令センターを整備してまいります。 

可燃ごみの処理につきましては、大阪市・八尾市・松原市の   

３市長による新たなごみの共同処理体制に関する基本合意書の 

締結を行い、長年の懸案課題を解決すべく、一部事務組合の設立 

手続を進めてまいります。 
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「きれいなまちづくり」の取組につきましては、タバコの吸殻や

空き缶のポイ捨て、犬のふんの放置に対して、抑止効果の向上を  

図るため、過料等を含めた規制を実行できるように「松原市    

きれいなまちづくり条例」を改正しました。今後も、町会等と連携

を図りながら、松原市域全体への啓発活動を継続し、日本一清潔で

きれいなまちになることを目指してまいります。 

道路整備につきましては、生活道路における狭隘部分の改善、 

歩道の設置及び歩道の段差解消等を行い、誰もが安全で安心して 

利用できる道路環境整備を進めてまいります。 

また、都市計画道路新堂南線につきましては、円滑な道路交通網

の確保を図るため、早期開通に向けて引き続き事業を進めてまいり

ます。 

公園・広場の整備では「スポーツのまち松原」の顔として、平成

２６年６月の三宅東公園一部開園に続き、公園南側エリア及び  

府道高速大和川線高架下スポーツ施設の平成２７年春の開園に 

向けて取り組み、市民に広く利用していただけるよう、整備を行う

など有効活用を図り、地域交流の場の形成及びスポーツの振興に 

努めてまいります。さらに阿保公園他４公園において、公園施設の

将来にわたる安心・安全の確保を目指し、長寿命化事業を進めて 

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。 

 医療・福祉の充実は、私たちの生活を支え、社会に安心と優しさ

をもたらします。 

平成２６年度は「第２次健康まつばら２１（健康増進計画・   

食育推進計画）」の初年度にあたり、「生涯にわたり健やかで“笑顔”   

輝くまち」を基本理念に、市民自らが健康づくりに取り組むことが

できるよう健康診査・予防接種事業の充実や環境の整備をすすめて

まいります。 

がんの早期発見・早期治療を目的とするがん対策につきましては、

胃がんになるリスクを減らすために新たに胃ピロリ菌検査を実施

し、胃がん予防につなげてまいります。 

妊婦健康診査につきましては、安心して出産を迎えることが  

できるよう、今年度は、初回検診時に超音波検診相当分の助成を  

増額してまいります。 

予防接種事業では、妊娠初期における風しんの感染を防ぐため、

市単独事業として、平成２年４月１日以前に生まれた２４歳以上の

方で、妊娠を希望している女性、現在妊娠している女性の配偶者、

妊娠を希望している女性の配偶者を対象に接種費用の一部を助成 

してまいります。 

さらに、定期予防接種に加え、昨年の風しんの流行を踏まえ、  

平成２０年度から２４年度に国の「麻しん排除計画」に基づき実施
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した、当時中学１年生及び高校３年生の麻しん・風しんワクチンの

未接種者に接種の勧奨を行ってまいります。 

また、市民誰もがより安心・安全に健診などを受けていただける

よう、予防の拠点となる市民健康プラザにエレベーターの設置を 

含めた大規模改修を行い、現在２箇所に分けて実施しております 

保健センター事業を１箇所に機能集約し、市民の利便性の向上を 

図ってまいります。 

（仮称）元希者センター建設事業につきましては、「いつでも、  

だれでもが集える生涯学習の拠点」「人とひととをつなぐ交流の 

拠点」として平成２６年度は基本設計を行い、平成２８年度末の 

開設に向けて、新たな拠点施設の整備に取り組んでまいります。 

高齢者が支え合い、高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防

を図ることで、いきいきとした活力のある、いきがいづくりを   

進めるため、ボランティアポイント制度を導入し、新たに    

「介護予防支援きらり活動事業」を実施してまいります。 

また、認知症高齢者に対して適切な早期対応を実施するために、

地域の「かかりつけ医」等に対して認知症に関する知識及び地域  

資源との連携等についての研修を行い、認知症の重度化予防に取り

組んでまいります。 

障害者の方々の支援につきましては、障害者の方々が住み慣れた

地域で、地域の一員としてともに生活できるよう、グループホーム

等による居住支援や地域における相談の中核的な役割を果たす  

基幹相談支援センターを新たに設置し、相談支援の充実を図って 

まいります。  



- 9 - 

 

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。 

子育て支援につきましては、次代の社会を担う子どもの育成と 

その家族を支援するための取組を年次的に推進しており、 

平成２７年度に向けて「子ども・子育て支援事業計画」の策定に 

努めてまいります。 

在宅で子育てをしている保護者の孤立感や子育てに関する  

不安感、負担感を軽減し、また支援するために、第３保育所の場所

において、地域子育て拠点となる支援センターと、年間を通じて 

待機児ゼロを目指すために、保育ニーズの高いゼロ歳から２歳まで

の保育所を公立で建設・運営し、なお一層在宅の子育て支援の充実

に努めてまいります。 

留守家庭児童会室につきましては、長期休業日に４年生から 

６年生までの支援学級在籍児を受入れ、子育て支援と就労支援の 

充実を図ってまいります。 

教育では、学力向上については、何より子どもたちが授業に   

熱中できるよう授業の工夫・改善に一層努めてまいります。また、

自分の考えを英語でコミュニケーションができるよう、引き続き 

小学校外国語活動の充実を図るとともに、中学校２年生全員の  

英語検定の受験を実施します。教員も生徒も英語検定を一つの  

目標に日々の授業にのぞむことで、英語を用いて積極的に    

コミュニケーションできる児童・生徒の育成に努めます。 
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また、学力と相関関係が強い読書が好きな子どもを育てるため、

図書ボランティアを拡充し、読書環境の充実を図り、これまで   

少しずつ向上してきた「読書が好きな子ども」を、全国平均を   

上回るようめざします。 

幼児教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期に 

行われるもので、本年４月に開園する四つ葉幼稚園では、     

新たに園長を公募し、遊びを中心とした多様な体験や、     

様々な人との出会いを大切にするとともに、充実した施設を活かし、

魅力ある幼稚園づくりを行うとともに、早朝の預かり保育の試行 

など保護者ニーズの把握にも努めてまいります。 

さらに、小中学校で配置しているスクールカウンセラーの成果を

ふまえ、開園する四つ葉幼稚園にキンダーカウンセラーを配置し、

市内在住の就学前のお子様をお持ちの保護者の方々が育児相談を 

したり、講演会を実施するなど、幼稚園教育の立場から家庭教育の

子育てセンターとして保護者支援に努めます。 

また、本市では、近年のベテラン教職員の大量退職に伴い、   

教職経験６年未満の教員が半数以上を占めるなか、子どもの   

学力保障を図るため、若手教職員の育成は喫緊の課題であります。 

教育アドバイザー事業につきましては、若手中心となった教員の

基本的な資質向上を図ることを目的に、平成２２年度より小中学校

において始めたもので、これまで授業力や学級運営力といった、  

教員としての基礎、基本の力を育ててきました。今年度に    

つきましては、さらに幼稚園まで拡充し、幼稚園・小中学校との  

連携を強めながら、若手教員を組織的・継続的に育成してまいり 
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ます。なお、今後、学力向上も含め、事業の効果について検証して   

まいります。 

学校内のバリアフリー化の整備では、肢体不自由児センター校と

して松原第四中学校にエレベーターを設置してまいります。 

学校給食につきましては、今後も、小中学校とも栄養バランスに

配慮した、安心・安全な給食を全児童・生徒に提供してまいります。

松原市民体育館、松原市民道夢館、松原市民プールにつきましては、

４月より、指定管理者制度の導入により、新しい事業が計画されて

おり、スポーツ振興に留まらず、健康増進や介護予防等の効果が 

期待されます。なお、市民体育館におきましては、新たに開館時間

の延長を実施し、また田井城今池総合駐車場につきましても、 

指定管理者制度の導入により、２４時間稼働など、市民の利便性の

向上を図ってまいります。 

さらに、松原がんばる市民応援事業としまして、スポーツ、芸術、

文化等の分野において、特に顕著な成績を収め、将来にわたり活躍

が期待される方々を資金面でバックアップすることで、６年後の 

東京オリンピック・パラリンピックへの出場を期待するなど、   

特色あるまちづくりを推進してまいります。 
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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。 

地域経済と雇用を支える産業の振興につきましては、平成２４年

３月に策定した産業振興ビジョンを着実に進め、産業振興の推進に

努めてまいります。 

また、市街化区域も含めた都市計画の見直しも視野に入れ、   

より計画的土地利用の推進に努めてまいります。 

 まず、天美地区土地区画整理事業につきましては、市民協働の  

まちづくりをすすめている天美Ｂ地区において、地元まちづくり 

協議会並びに事業化検討パートナーとともにまちづくりの具体的

な検討を行うため、区画整理事業の調査等の支援に取り組んで  

まいります。 

また、松原市第４次総合計画の土地利用構想に基づく計画的な 

土地利用について、地元地権者の意向による自主的なまちづくりが

進むよう取り組んでまいります。 

さらに、「松原市企業立地促進条例」に基づく企業立地促進奨励

金制度については、これまで５社を対象事業者に指定しており、   

今後も引き続きこの制度を積極的に活用し、新たな企業の誘致や 

市内企業の投資促進につなげてまいります。 

商工業の振興につきましては、産・学・官連携のもと、市内の   

ものづくり企業が直面している諸課題やニーズの把握・分析、   
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市内各商店街に対する活性化支援等、今後の効果的な事業の実施に

つなげてまいります。 

また、市内の事業者がＩＴを活用した通信販売に参画する機会を

提供することにより、松原市の優れた物産等を全国に広く発信し、

販路の拡大を図ってまいります。 

地 産 地 消 の 推 進 に つ き ま し て は 、 地 産 地 消 フ ェ ア       

「まつばらマルシェ」を農・商・工及び産・学・官連携のもと、   

「食」を基本テーマとして今年度も引き続き開催し、安全に留意  

しつつ、内容をさらに充実させ、松原ブランドを広く内外に発信  

してまいります。 

また、今年度も引き続き、竹内街道を含む市内旧街道の魅力を  

広く発信することに努めてまいります。 
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５．市民と行政の協働によるまちづくり 

  

最後に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一人の協力・  

連携が、活力あるまちづくりにつながっていると考えております。 

市民協働のまちづくりを進めるには、情報の共有が何よりも重要

です。そのため、情報発信力の強化としまして、市民の皆様との  

さらなる情報の共有に努め、動画など新たなコンテンツを積極的に

採用してまいります。 

また、どの世代に向けた情報なのかなど情報の特性を見極め、  

その特性に応じた情報発信ツールを活用し、より効率的・効果的な

情報の提供を進め、情報の受け手側にわかりやすく正確な情報を  

迅速に発信してまいります。 

次に、国際化事業につきましては、国際感覚豊かな市民意識の  

向上を目的として、広く異文化に接する市民参加型の機会を設け、

さらには海外の都市との友好提携に向けた現地視察を行い、   

市制施行６０周年記念式典の中で友好都市協定の締結を目指して 

まいります。 

（仮）天美北城連寺コミュニティセンターにつきましては、   

市民交流の場とすることにより、地域の活性化を促進し地域振興を

図れるよう建設してまいります。  

 平成２６年４月にリニューアルオープンする松原市人権交流  

センターにつきましては、ふれあい人権文化センター、青少年会館、
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男女共同参画センターなどの機能を統合し、市民交流の拠点として

新たに生まれ変わります。エレベーターの設置により、障害者や  

高齢者など幅広く市民が利用でき、相談室の整備により、自立支援

を基本とした生活上のさまざまな相談事業を充実させることで、 

地域社会全体において、福祉の向上及び人権啓発をより一層推進 

してまいります。今後におきましても、セーフコミュニティの理念

に基づく市民協働を通じた、地域住民の支え合いを推進していく 

市民交流の拠点施設として、より一層利活用される施設として展開

してまいります。 

図書館サービスにつきましては、新たな市民サービスとして  

電子書籍提供のためのシステムを構築し、パソコンや携帯    

タブレット等を用い、“いつでも”“どこでも”本が読め、より図書

に愛着を持っていただけるよう努めてまいります。 

また、現在毎月第３土曜日の午前中に窓口課において証明書 

交付業務のみ実施している休日窓口開庁につきまして、転出入や 

就退職の多い３月・４月に休日窓口業務の拡充を試行実施し、その

結果の検証などを行い、市民サービスの向上を図ってまいります。 
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おわりに 

 

 ２期目の就任にあたり、市民の皆様にお約束しました     

『安心・安全なまち日本一に !!』『長生き日本一に !!』      

『清潔・便利なまち日本一に!!』を３つの柱にキラメクまちづくり

を着実に推し進めているところです。 

現状維持の先に未来はありません。 第２ステージも      

「さらなる挑戦」をスローガンに、何事にもスピードをもって   

松原市の発展に全力を尽くします。 

 大阪で初となったセーフコミュニティ国際認証の取得は、    

地域・市民の皆様との協働の取組が評価されたものであり、松原市

にとって非常に大きな財産となりました。「セーフコミュニティ 

元年」となる本年は、これまでの４年間の活動を決して止めること

なく、さらに推し進めることで世界基準の安心・安全を未来に  

引き継いでいかなければなりません。 

 また、平成２７年２月に、松原市は市制施行６０周年を迎えます。 

誰もが住みたい、住み続けたいと思える「日本一のまちづくり」

に向けて、「さらなる挑戦」をしてまいります。どうぞ市民の皆様  

並びに良識と責任ある議員の皆様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。 


