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はじめに 

 

平成２７年第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 

議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  

２期目の行政経営をスタートさせ約２年が経過し、市民の皆様 

からのご信託をいただき、松原市政をお預かりして、早いもので 

６年目を迎えようとしています。 

平成２５年６月の２期目の就任にあたりまして、１期目の４年間

の経験を活かして、引き続き、私が「将来のまちの姿」として   

掲げます「挑戦し続ける 元気あふれるまち まつばら」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！！」の実現

を掲げ、その達成に向け、スピードを持って「さらなる挑戦」を  

しております。 

昨年を振り返りますと消防行政につきましては、市民の皆様から

の救急需要の増加や、大阪府道高速大和川線の開通が間近に迫り 

管轄区域の拡大などによる、消防や救急に対する需要の増大が  

見込まれる中、平成２５年１１月消防署西分署を開署し、市民の 

皆様の安心・安全の確保や、信頼される消防行政を遂行することを

目的に、平成２６年１０月より救急隊１隊を増隊し、本署２隊、  

西分署２隊の常時４隊での運用により、さらなる救命率や消防力の

向上を図ってまいりました。 
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また、市立四つ葉幼稚園を開園し、より魅力ある教育環境の整備

を行うとともに、子どものけがや病気などに係る医療費負担の軽減

を図る為、一昨年からの所得制限の撤廃に引き続き、通院時の  

助成対象を就学前までであったものを一気に小学６年生までへと

拡充してまいりました。 

さらに、本市の長年の懸案課題であった、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市による新たな共同  

処理体制を設立することにより解決を図ってまいりました。 

大阪府下でも、財源収入の少ない厳しい財政状況である本市が、

これらの施策を実施できているのも、これまでの行財政改革の断行

や職員の頑張り、そして何より市民の皆様との協働のおかげである

と感謝しております。あらためまして、皆様に厚く御礼申し上げ 

ます。 

そのような中、松原市は本年２月に、市制施行６０周年を迎え 

ました。これからも、市政に何が求められているのか、常に冷静に

見極めながら、大阪初の『セーフコミュニティ国際認証都市』と  

して、市民の皆様との協働の取り組みをより一層推し進め、   

『日本一 健康で安心・安全なまちづくり』に挑んでまいります 

ので、市民の皆様並びに議員各位のご支援とご協力を賜りますよう

お願いいたします。  
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社会情勢 

 

さて国内情勢に目を向けますと、国においては、これまで、  

「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」 からなる経済政策を一体的に推進し、

経済の好循環が生まれ始めています。 

しかしながら、最近の我が国経済について、景気は緩やかな  

回復基調が続いているものの、個人消費等に弱さがみられ、また、

人口減少や少子高齢化、そしてグローバル化への対応の遅れなど 

中長期的な課題を抱える地方においては、経済の好循環の実現が 

十分には進展していない状況がみられます。 

引き続き、経済成長を地域の隅々にまで浸透させる国の対応に 

注視し、経済活性化にも力を入れてまいります。 

また、国において人口急減・超高齢化という大きな課題に対し、

政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした 

自律的で持続的な社会を創生することを目指して、「まち・ひと・

しごと創生本部」が設立されました。 

魅力あふれる地方を創生により、地方への人の流れをつくり、 

経済の回復を全国で実感できるようにするとしている国の対応に、

本市としても決して乗り遅れることのないよう注視してまいり 

ます。 
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平成２７年度予算について 

 

平成２７年２月に市制施行６０周年を迎え、平成２７年度は  

まさに本市としての節目の年であり、今後さらなる飛躍を目指し 

発展するための「新たなスタート」となります。 

本市を取り巻く状況は、少子高齢化の進展による人口減少に伴う

影響など、厳しい財政運営が予想される中、これまでにも実施して

まいりました民間活力の導入や事務事業の見直しなどを、さらに 

推し進めるとともに、松原市の地の利を最大限に活かした、企業 

誘致をはじめとした様々な財源確保につながる取り組みを進め、 

将来にわたる持続可能なまちづくりに向け、「オール松原」で取り

組まなければなりません。 

平成２７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』

の実現を目指し、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 ４２９億 ３千４００万円 

       特別会計で ３８９億 ５千１４３万９千円 

企業会計で  ３８億 １千 ６０万円 

 

合計しますと ８５６億 ９千６０３万９千円の予算を編成し、

「検証」と「協働」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２７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。 

ＷＨＯ（世界保健機関）の推奨する「セーフコミュニティ」の  

取り組みにつきましては、大阪初、セーフコミュニティ国際認証 

都市として、「みんなでつくる 安心・安全なまちづくり」を   

目指し推進してまいりました。 

平成２７年度につきましても、引き続き６つの対策委員会を中心

として、一人ひとりが自らできる予防活動と、地域や行政における

予防活動を連携し、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりを 

目指し取り組んでまいります。 

なかでも、犯罪の防止対策につきましては、「幹線道路防犯   

カメラ設置事業」及び「防犯カメラ補助事業の拡充」を「安心・   

安全なまちづくり」のさらなる取り組みのひとつとして進めて  

まいります。 

特に、先駆的な「幹線道路防犯カメラ設置事業」では、本市だけ

の取り組みではなく、大阪府、大阪府警察本部等に働きかけ、   
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広域的に幹線道路に防犯カメラを設置することにより、犯罪防止 

対策ネットワークづくりを推進してまいります。 

また、「防犯カメラ補助事業」では、町会との協働により前年度

設置台数３１台であったものを１０７台と大幅に増やし、市民が 

安心・安全に暮らせる地域づくりの実現を図っていくものです。 

次に防災につきましては、セーフコミュニティ活動を推進し、 

地域の防災力の向上を図るため、新規に結成された自主防災組織に

対して、救助工具等の防災資機材の購入助成を行ってまいります。 

また、デジタル防災行政無線整備事業としまして、平成２７年、

２８年にかけて現在稼働中のアナログ防災行政無線をデジタル化

し、機能の充実化と最新型スピーカーを導入するなど、情報伝達の

整備を図り、より安心・安全なまちづくりに努めてまいります。 

また、東日本大震災を教訓とした法改正により、災害弱者への 

支援として避難行動要支援者名簿を作成し、町会や自主防災組織等

多くの市民の皆様と市の関係各課とが連携し、協働による支援体制

の整備を図ってまいります。 

空き家実態調査事業につきましては、「空家等対策の推進に  

関する特別措置法」の施行により、市に調査権が付与されると  

ともに、所有者に対して助言、指導、勧告、代執行等を行うことが

できるようになり、さらに進んだ対応が可能となります。本年度は、

昨年度から行っております本市の実態調査を引き続き実施し、  

総合的な対策の検討を早急に進めてまいります。 

消防行政につきましては、南海トラフ地震等の大規模災害に備え、

地域防災の要である消防団の充実・強化を図り、災害に強いまち 
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づくりを進めてまいります。 

あわせて上下水道につきましても、雨水対策としまして、流川 

周辺地域の浸水不安の解消や、今後のまちづくりを見据え田井城・

天美地域の雨水対策に取り組むとともに、河川情報を把握し市民 

への情報提供ができるよう、大和川・西除川・東除川に監視カメラ

を設置してまいります。 

さらに、安全で良質な水道水を安定的に供給するため、老朽施設

の継続的な更新と基幹管路の耐震化を進め、特に国道３０９号線の

耐震化については平成２８年度完成を目指し災害に強いライフ 

ラインを構築してまいります。 

可燃ごみの処理につきましては、旧清掃工場を閉鎖して以来、 

より安定・恒久的なごみ処理を行うことが本市の長年の懸案課題と

なっておりましたが、平成２６年１１月に大阪市、八尾市、松原市

の３市においてごみの共同処理を行う「大阪市・八尾市・松原市  

環境施設組合」を設立し、平成２７年４月１日からごみの共同処理

を開始してまいります。 

ごみ処理施設の整備につきましては、施設の効率化を図るため、

現在の立部にある事務所・詰所等を松原市分別（資源化）センター

に建設することにより、廃プラスチック処理施設を除くごみ処理 

関係施設の集約化に努めてまいります。 

また家庭用燃料電池設置促進事業につきましては、地球温暖化の

防止等に寄与するとともに、市民の省エネルギー等の環境に対する

意識の向上を目的として、市民が自ら所有・居住する住宅に家庭用

燃料電池設備を設置した場合に補助を行ってまいります。 
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「きれいなまちづくり」の取り組みにつきましては、昨年度、  

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

引き続き、町会等と連携を図りながら、職員も主となって松原市域

全体への啓発活動を継続し、「日本一清潔できれいなまち」を   

目指してまいります。 

道路整備につきましては、誰もが安全で安心して利用できる道路

環境整備としまして、生活道路における狭隘部分の拡幅等による 

改善、歩道の設置及び歩道の段差解消等を進めてまいります。 

また、市東部の円滑な道路交通網の確保を図るため、都市計画 

道路新堂南線を平成２８年春の開通に向けて引き続き事業を進め

てまいります。 

公園・広場整備につきましては、スポーツ・レクリエーションの

普及振興、心身の健全な育成を図ることを目的に、「スポーツの  

まち松原」の顔として、「スポーツパークまつばら」を指定管理者 

の運営による開設に向けて取り組んでおります。 

また、三宅東公園におきましては、平成２６年７月の一部開園に

続き、公園の全面開園に向けて取り組んでまいります。 
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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。 

「人とひとをつなぐ」交流の拠点、また「いつでもだれでも」  

集える生涯学習の拠点として、さらには、子どもから元希者まで、

様々な年代の市民の皆様が利用でき、生涯学習や介護予防、   

健康づくりのさらなる充実を図るための新たな拠点施設として

「（仮称）元希者センター」の平成２８年度での開設に向けた施設

整備に取り組んでまいります。 

また、安心、安全に乳幼児の予防接種や市民誰もが健康診査、  

健康教育などを受けていただけるよう、エレベータ設置等大規模 

改修により、新たな拠点として保健センターの活用を図ってまいり

ます。 

予防接種事業につきましては、乳幼児期のロタウイルス胃腸炎の

重症化を予防し、乳幼児の健康の保持・増進を図るため、新たに  

ロタウイルスワクチン接種費用の３分の２を助成してまいります。 

また、乳がん、子宮がん検診の受診しやすい環境を整備するため、

集団検診で「女性のためのミニドック」を新設し、働く世代の女性

のがん予防を推進してまいります。 

妊婦健康診査事業につきましては、より安心して出産を迎える 

ことができるよう、今年度は、妊娠後期に要する、超音波検査、  

血液検査相当分の助成を増額してまいります。 

さらに、医療の充実と医師確保の取り組みとして、市内臨床研修
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指定病院に勤務する研修医に対する補助制度を実施しております

が、この制度により、本市医療機関に研修医として勤務したと  

いう方も多く、このような方は必ず研修終了後には、本市医療機関

で勤務いただけるものと認識しております。今後も、引き続き  

本補助制度の実施により、医療の充実と医師確保に努めてまいり 

ます。 

介護予防支援きらり活動事業につきましては、活動員の養成に 

取り組むとともに、ポイント制度を活用しながら、高齢者の社会 

参加活動を通じた介護予防の推進を図るとともに、いきいきとした

活力のある生きがいづくりに寄与してまいります。 

また、市制施行６０周年を記念してＮＨＫ教育テレビの全国放送

番組「ハートネットＴＶ・公開すこやか長寿」の公開録画を実施し、

市内在住のご長寿元希者ご夫婦から健康の秘訣と松原市の魅力を

インタビューするとともに、「長生き日本一に！！」を目指す   

松原市を全国に発信してまいります。 

障害者支援につきましては、総合福祉会館での障害者の就労支援

として、従来の清掃業務に加え、管理業務を総合的に行うことが 

できる障害者団体へ委託し、障害者就労施設等を利用する障害者の

自立及び社会参加を促進し、さらに本市における障害者就労施設等

からの物品等の調達の推進を図るため、障害者団体による共同  

受注組織を活用してまいります。 

障害児への支援につきましては、児童発達支援、放課後等   

デイサービスなどの事業所の確保に努め、通所サービスを拡充して

まいりました。今後につきましても、関係機関と連携を図り、   
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障害児及び保護者のニーズを把握し、住み慣れた地域で安心して 

暮らせるよう、さらなるサービスの充実を図ってまいります。 

また、市制施行６０周年を契機に実施する障害者スポーツ大会に

つきましては、パラリンピック種目である「ボッチャ競技」大会を

開催し、スポーツの楽しさを体験するとともに、交流の輪を広げ、

障害者の社会参加を促進してまいります。 
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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。 

子育て支援につきましては、平成２７年度から本格スタートする

子ども・子育て支援新制度」のもと、「松原市子ども・子育て支援

事業計画」に基づき、働きやすく子育てしやすいまちを目指した 

取り組みを推進いたします。 

在宅で子育てしている保護者の孤立感や子育てに対する負担感、

不安感の軽減に向けた支援を一層充実するため、保育所の新設等や

子育て支援センターの増設により、年間を通じた待機児童ゼロを 

目指してまいります。 

また、在宅で子育てをしている世帯に対する、子育てへの負担の

軽減を図るため、一時預かり保育等在宅子育て世帯支援事業を行う

とともに、子どもを３人以上養育している家庭に対し、多子世帯 

教育支援事業を実施し、教育にかかる経済的負担の軽減を図って 

まいります。 

公立幼稚園につきましては、幼児の自主的・主体的な活動である

「遊び」を中心とした体験を大切にすることにより、知性や感性を

育むとともに、四つ葉幼稚園において、預かり保育の時間延長と 

新たに長期休業中の預かり保育を試行し、幼児一人ひとりの特性や

発達に応じたきめ細かな保育並びに保護者の子育て支援や就労 

支援を実施してまいります。 

また、留守家庭児童会室につきましては、小学校６年生まで受け

入れの対象を拡充するとともに、延長保育を午後７時まで１時間 
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延長し、子育て支援と就労支援の充実を図ってまいります。 

次に教育において、子ども達が授業に主体的に参加し、問題解決

に取り組むような授業への工夫・改善に努め、学力向上を目指して

まいります。 

小中学校における質の高い英語教育を推進するため、大阪府の 

指定を受け松原第二中学校区において取り組んできました「英語 

教育推進事業」につきましては、市の制度として全小中学校を対象

として実施し、英語でのコミュニケーション能力を高めるため、 

小学校では全学年で、「音」と「綴り」の関連を学ぶいわゆる   

「フォニックス」を中心とした英語学習を進め、中学校では、   

引き続き市内の中学２年生全員に英語検定の受験を実施して  

まいります。この検定を目標に、英語を用いて積極的にコミュニ 

ケーションできる生徒の育成に努めてまいります。 

さらに、全小中学校に配置した図書ボランティアを有効に活用し、

読み聞かせの実践や、図書環境の充実などをすすめ、「読書が   

好きな子ども」を、全国平均を上回るよう目指します。 

教育用ネットワーク事業につきましては、ＩＣＴ機器の充実と、

全小中学校に配備しているデジタルテレビに、電子黒板ユニットを

小学校高学年と中学校に導入し、子どもの興味・関心を高め、課題

を明確にし、わかりやすく説明する授業づくりに努めてまいります。 

生徒指導アドバイザーにつきましては、小中学校の児童・生徒の

安心・安全の確保のために、警察官のＯＢを採用し、警察官として

市民の安心・安全の確保や少年補導に努めた知識・経験を活かし、

児童・生徒の見守り活動と、非行防止及び立ち直りの支援活動に 
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取り組んでまいります。 

教育アドバイザー事業につきましては、ベテラン教職員の退職に

伴い、大量に採用されている若手教職員に対する指導とともに、 

昨年度、新設された教育研修センターによる教職員研修の充実を 

図り、教職員の指導力や授業力の向上に努めることで、児童・生徒

の学力向上にも努めてまいります。 

安心・安全の取り組みとしまして、セーフスクール推進事業に 

つきましては、セーフコミュニティの理念に基づき、これまでも 

取り組んでまいりました安心・安全な学校づくりを一層すすめ、 

「体及び心のけがや、その原因となる事故、いじめ、暴力を予防  

することによって、安全で健やかな学校づくりを進める」セーフ 

スクールに、平成２９年度の認証を目指して取り組んでまいります。

さらに、セーフコミュニティ活動を通して「友好交流協定」を   

結んだ台北市文山区の小中学校と教育交流を進めてまいります。 

また、小中学校の体育館につきましては、児童･生徒の学習･  

生活の場であるとともに、地域の住民の災害時の避難場所となる 

ことから、安全確保のため、天井等の落下対策工事を行い、    

平成２７年度ですべて完了してまいります。 

松原がんばる市民応援事業につきましては、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５年後の 

東京オリンピック・パラリンピックを見据えた特色あるまちづくり

を推進してまいります。 

また、スポーツチャレンジにつきましては、市制施行６０周年を
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記念として企画内容を拡大して実施してまいります。なかでも  

従来からの体験型イベントでは、阪南大学との協働で小学生を対象

にしたサッカー教室を行い、運動の大切さを楽しく実感し、運動に

取り組むきっかけ作りをお手伝いし、子どものやる気と自信を  

引き出してまいります。スポーツは、子どもたちの健全育成として

有効な手段であり、ルールに基づいた活動であることから、他者 

とのコミュニケーション能力を高めることにつながります。 

さらに、講演会を開催し、トップアスリートからスポーツを  

通じて身につけた能力や経験を伝えてもらい、子どもから元希者 

まで、健全な心身を育み、活気あるまちづくりの実現を目指して 

まいります。 

まつばら歴史再発見事業につきましては、市民の皆様が松原の 

貴重な文化財に触れる機会を多く持つため、歴史探訪にも活用  

できる冊子「松原歴史ウォーク」の刊行と電子書籍の作成などを 

行い、ふるさと松原の文化遺産の魅力を広く発信することに取り 

組んでまいります。 

  



- 16 - 

 

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。 

便利なまち、元気で活力あふれるまちづくりにつきましては、 

平成２３年度に策定した産業振興ビジョンに基づき、今後も本市 

産業振興の推進に努めてまいります。 

地域経済と雇用を支える産業の振興では、商業振興施策として 

松原市域で利用することができるプレミアム付き商品券を市制 

施行６０周年記念として発行し、地域商業の活性化と市内の消費 

喚起を図ってまいります。 

次に、企業立地の促進につきましては、「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の対象事業者について、 

これまで８社を指定しており、引き続き市内における企業活動の 

活発化や市民の雇用拡大を目指し、本制度の活用を積極的に促し、

さらなる企業誘致を進めてまいります。 

また、幹線道路を活用した土地の計画的有効活用では、昨年  

設立された「新堂４丁目地区まちづくり協議会」における    

まちづくりに向けた取り組みなど、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支援してまいります。 

さらに、雇用就労支援につきましては、より就職へ繋がる講座を

開講し、就労機会の拡大に努めてまいります。 

農業につきましては、地産地消の推進を柱に振興を図り、食の 
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安心・安全を推進し、地元松原市の安全で新鮮な農畜産物を   

アピールし、販路拡大を図ってまいります。 

特に、「食」を基本テーマとして開催しております地産地消   

フェア「まつばらマルシェ」につきましては、松原市内の優れた  

事業者、店舗や製品などに一層焦点をあて、市内外への松原   

ブランドの効果的な情報の発信を柱に、農・商・工及び産・学・官

連携のもと実施してまいります。また、地域資源である農地を  

有効的に利活用する団体に対して支援を行い、農地維持・景観保全・

地域のつながりを強化してまいります。 

天美地区土地区画整理事業につきましては、天美Ｂ地区において

設立された天美東土地区画整理準備組合や事業協力者と共に   

事業化に向けての準備をすすめており、区画整理の設計業務等に 

対する支援に取り組んでまいります。 

地方版総合戦略につきましては、国における、まち・ひと・   

しごと創生法の施行に伴い、地方自治体に対しても地方版総合戦略

の策定に努めなければならないとされたことにより、地方が直面 

する課題に対して実行ある取り組みを通じて地方の活性化を促す

ため策定を行ってまいります。 

また、今後の人口減少対策や、将来にわたって活力ある社会の 

実現を目指し、産・学・官連携による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 

  

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。 

 市民協働のまちづくりを進めるには、職員はもちろん、市民の 

皆様との情報の共有が何よりも重要です。そのため、市政の情報 

発信力の強化に努めてまいります。本年１月の成人式にサプライズ

で出演いただいた、本市出身のフランプールが本年８月に開催する、

初の単独野外ライブについて、本市のＰＲを行う好機と捉え、  

このイベントを通じた、より効果的な情報発信を行ってまいります。 

また、バラが庁舎を彩る５月に毎年開催しております「松原市民

バラフェスティバル」につきましては、本年は市制施行６０周年を

記念して例年の黄昏コンサートなどに加え、「バラいっぱい寄附金」

等でご支援くださった市民の方々に感謝の気持ちを込めた   

おもてなしを行ってまいります。 

国際交流事業につきましては、昨年「友好交流協定」を締結   

しました台湾台北市文山区と本市の子どもたちがスポーツ交流を

通して、国際感覚豊かな市民意識の向上を目指してまいります。 

また、文化交流としまして、市民の皆様に海外の音楽や芸術に  

触れる機会を提供してまいります。 

さらに、子どもから元希者まですべての市民の人権交流拠点で 

ある「はーとビュー」を活用し、市民のさまざまな人権課題を解決

するための総合相談事業をはじめ、青少年育成事業、さらに男女 

共同参画事業など、市民一人ひとりの人権が尊重され、活気ある 
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住みよいまちづくりに寄与するために地域社会全体の中で   

開かれたコミュニティセンターとして、各種事業を総合的に取り 

組んでまいります。  
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おわりに 

 

 松原市は本年２月に市制施行６０周年を迎えました。 

この間の本市の発展には、多くの先人の皆様や、地域のために 

ご尽力いただいている市民の皆様並びに良識と責任ある議員各位

のおかげであると感謝いたしております。 

少子高齢化がさらに進展する中で、セーフコミュニティの柱で 

ある協働のまちづくりを進める事こそが、新しい松原の歴史を創り

さらに発展させるものと信じております。 

この“協働のまち”まつばらを１０年先、２０年先へと繋いで  

いけるよう、『挑戦し続ける 元気あふれるまち まつばら』を   

目指して、さらなるチャレンジをしてまいります。 

どうぞ市民の皆様並びに良識と責任ある議員各位のさらなる 

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。 


