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はじめに 

 

平成２８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。 

本市は、平成２７年２月に市制施行６０周年の節目を迎え、  

これまでの取組を検証するとともに、未来につなげていく年として、

市民の皆様、そして議員各位とともに、多くの事業に取り組むこと

ができました。平成２８年度は新たなスタートの年と位置付け、 

本市の魅力や豊かな資源を最大限に生かしつつ、まちの将来に夢が

持てるよう、行政経営を行っていく所存でございます。 

早いもので、平成２５年６月に、市民の皆様からご信託を   

いただき、松原市政をお預かりし、２期目のスタートから、早くも

３年が経過しようとしております。 

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」をしてまいり

ます。 

昨年を振り返りますと、安心・安全のまちづくりへのさらなる 

一歩としまして、市役所屋上への高所カメラの設置や、災害時に 

消防ヘリコプターや現場からの映像を受信できるよう整備を  
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行うとともに、災害に強いライフラインの構築を目的に給水拠点を

つなぐ水道の基幹管路の耐震化に取り組んでおります。 

また、日々の市民生活における安心・安全といたしましては、  

火災の発生件数及び放火件数が、平成２６年には松原市消防行政が

始まってから過去最少となり、さらには、街頭犯罪件数については、

大阪府下でもワースト２位であったものが、１１位と大きく改善 

されております。 

 今後、南海トラフ地震の発生が予想される中、市民の安心・安全

に対する関心はますます大きくなってきております。 

本市としましても、消防資機材搬送車の配備や職員の増員、  

さらには、より迅速、的確な出動の確立を目的として、平成２７年

６月に高機能消防指令センターを本格稼働し、さらなる救命率や 

消防力の向上を図ってまいりました。 

引き続き、迅速かつ的確な災害対応が図られるよう、消防・   

防災力の増強・強化に努めてまいります。 

さらに、ごみ処理におきまして「大阪市・八尾市・松原市環境  

施設組合」による共同処理を開始し、４０年来の懸案課題を解決 

いたしました。本市が自前で焼却施設を建設した場合と比較   

しますと、３０年間で約３００億円の財政効果に繋がったものです。 

 そのような中で、セーフコミュニティ国際認証都市として、  

新たに身体や心のケガ及びその原因となる事故、いじめ、暴力を 

予防し、安全で健やかな学校づくりを進める活動を「松原第三  

中学校」・「中央小学校」・「布忍小学校」において、児童・生徒だけ
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でなく学校や保護者、そして地域の皆様との協働によるセーフ  

スクールの取組をはじめました。 

 大阪府下で比較しましても、厳しい財政状況の本市が充実した 

施策を実施できているのも「選択と集中」を心がけた新たなごみ 

処理をはじめ行財政改革の断行と何より市民との協働の取組の 

成果であると認識しております。あらためまして、皆様に厚く御礼

申し上げます。 

 これからも、「市政に何が求められているのか」を常に冷静に  

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による取組を一層推し進め、「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「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」を柱とする経済財政政策を推進し、雇用・所得環境の

改善傾向など、わが国経済は、おおむね回復軌道へ復帰していく 

見通しとなっています。 

しかしながら、緩やかな回復基調にある我が国の経済については、

いまだ個人消費の回復に地域間でのばらつきや生産活動が弱含む

ところもあり、地方によっては経済環境に厳しさがあります。 

このため、地方に浸透させる国のさらなる対応に注視し、経済 

活性化にも力を入れてまいります。 

また、国においては、人口減少と地域経済の縮小の悪循環の連鎖

に歯止めをかけるべく、経済再生について、まち・ひと・しごとの

創生を目指し、「希望を生み出す強い経済」「夢をつむぐ子育て支援」

「安心につながる社会保障」の「新・三本の矢」の好循環を確かな

ものにし、長く継続することで、５０年後の１億人の人口を維持 

することとしておりますが、本市としましても、国の対応に決して

乗り遅れることのないよう、将来のまちづくりに向けた取組を  

推進し、持続可能なまちの形成を図ってまいります。 
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平成２８年度予算について 

 

本市を取り巻く状況は、今後さらに進展する少子高齢化・人口 

減少社会において、本市の自主財源の根幹である市税に大きな伸び

が見込めない中、社会保障や公共施設の維持・更新に係る経費に 

ついては一層の増加が見込まれ、より厳しい財政運営が予想される

ところです。 

そのような状況の中、市民の皆様とお約束しました事業を実現し、

『便利なまち』づくりを進め・『雇用』を生み出し・『人』が集まる

まちへと進化していくためには、セーフコミュニティで取り組む 

市民の皆様との協働や、徹底したその成果の検証、また、企業誘致

や人口獲得の取組、公有財産の有効活用や受益者負担などといった、

自主財源の確保、さらには民間活力のさらなる推進など、経費の 

削減に取り組まなければなりません。 

平成２８年度予算は、多様化する市民ニーズに対応するのみ  

ならず、地域活性化・定住人口獲得・地方創生といった構造的な  

課題に対処し、次世代に「安心・安全なまち日本一」を繋げていく 

ため、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 

実現に向け、引き続きスピードを持って達成していくよう、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。 
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予算総額は、一般会計で ４６１億１千万円 

       特別会計で ３９１億６千６４３万４千円 

企業会計で  ３５億９千３３０万円 

 

合計しますと ８８８億６千９７３万４千円の予算を編成し、

「協働」と「検証」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２８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  

取組につきましては、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取組を

推進してまいりました。 

平成２８年度につきましても、引き続き６つの対策委員会を  

中心に、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 

目指し取り組むとともに、次世代のパートナーづくりに向け、  

セーフコミュニティを通じた協働の輪をより一層広めてまいり 

ます。 

なかでも、交通安全対策につきましては、６５歳以上の高齢者を

対象に、新たに自転車用ヘルメット購入費用の一部を助成して  

まいります。高齢者は自転車乗用中の事故において、頭部を受傷 

する割合が高く、自転車乗用時におけるヘルメット着用を促進する
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ことにより、けがの重症化を防止するとともに、自転車の安全な 

利用を推進してまいります。 

次に、災害対策につきましては、防災情報の確実な情報伝達と 

周知を図るため、地域に設置している避難所看板を、より分かり 

やすい表記に改めてまいります。 

また、デジタル防災行政無線整備事業につきましては、３ヵ年 

計画の最終年となっており、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、より安心・安全な  

まちづくりに努めてまいります。 

さらに、災害時に適切かつ効率的に市域の被災状況や被災者を 

把握し、正確な被災者台帳の作成、迅速なり災証明書の発行を  

行えるよう、「被災者支援システム」の構築を行ってまいります。 

消防行政につきましては、引き続き救助活動に必要な資機材の 

整備など消防団の充実強化を図るとともに、特に、大学生を対象に

消防団サポーター事業を立ち上げ、消防団活動の理解と参加を  

求めるとともに、地域貢献への認証を行うことにより就職活動に 

役立てていただくなど、産学官が連携した次世代の消防団員確保を

進めてまいります。 

また、南海トラフ地震をはじめ、あらゆる災害に対応するため、

消防職員を増員し、人命救助のスペシャリストである専任の救助隊

発足に向けて教育訓練等の人材育成を充実強化し、大規模災害に 

備えるなど、さらなる本市消防力の増強・強化を図ってまいります。 

空き家対策事業につきましては、平成２７年に実施しました、 

空き家実態調査の結果から、危険性の高い空き家を抽出し、その 
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所有者に対して現況を通知し、適正な管理を求めていくとともに、

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく協議会の組織と

「空家等対策計画」の策定を行うなど、市内の空き家対策を進めて

まいります。 

上下水道事業につきましては、雨水対策としまして、天美地区の

まちづくりにあわせ、第二今井戸川流域の雨水管や取込施設の整備

を進め、また、汚水対策としまして、天美東土地区画整理事業   

区域内の整備をはじめ、未普及地域の解消を効率的に進めてまいり

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、平成２８

年度末完了に向けて国道３０９号線の基幹管路の耐震化を進める

とともに、大阪広域水道企業団の松原ポンプ場内に配水施設を  

整備し、より災害に強い水道施設の構築を進めてまいります。 

可燃ごみ処理につきましては、平成２７年４月から大阪市・  

八尾市・松原市環境施設組合により可燃ごみの共同処理を開始  

しました。今後も継続して、より安定・恒久的な可燃ごみ処理を  

行ってまいります。 

ごみ処理施設の整備につきましては、現行の施設の充実及び  

効率化を図るため、現在の立部にある廃プラスチック処理施設を 

除く事務所・詰所等を平成２８年度に松原市分別（資源化）    

センターに移設し、ごみ処理関係施設のさらなる集約化に努めて 

まいります。 

また、平成２６年３月松原市廃棄物減量等推進審議会にて答申 

いただき策定いたしました『松原市ごみ処理基本計画』に基づき、
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これまで月１回定期的に収集していた不燃物・粗大ごみについて、

電話申込制を導入するとともに、一部事務組合設立に伴う分別区分

の変更により、市民の利便性を向上しつつ、ごみの減量化並びに 

ごみ処理経費の軽減を図ってまいります。 

「きれいなまちづくり」の取組につきましては、ポイ捨てや犬の

ふんの放置に対して抑止効果の向上を図るため、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実施し、今後も市民の 

皆様との協働による「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、良好な市街地形成を目指すとともに、

交通利便性の向上を図る道路改良事業を進め、誰もが円滑な移動が

可能となるよう歩道を設置し、また、生活道路における狭隘部分の

拡幅等による改善を行い、今後も安全で安心して利用できる道路 

環境を整備してまいります。 

公園整備につきましては、三宅東公園の全面開園に向けて取り 

組んでまいります。また、都市公園におきましては、ボール遊びが

できるなど公園に特色を持たせるとともに、遊び場の安全性を一層

高めるため、遊具等の改修を行ってまいります。 
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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。 

「（仮称）元希者センター」につきましては、子どもから元希者

まで様々な年代の市民の皆様が、幅広く触れ合える新たな拠点と 

して、平成２８年１２月の開設に向け施設整備に取り組んでいる 

ところです。「いつでもだれでも」集える拠点、「人とひとをつなぐ」

交流の拠点として、生涯学習や子育て支援、介護予防、健康づくり

のさらなる充実を図り、にぎわいのある施設となるよう進めて  

まいります。 

また、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、乳がん、子宮がん、大腸がん検診において、個別の

受診勧奨を強化し、さらに、がん検診に対する受診意向調査を実施

することで、より多くの市民の皆様の受診を促進してまいります。 

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、今年度は超音波検査項目等の充実を図り、  

助成額を増額することで、市内医療機関における自己負担額は、 

ゼロになるものでございます。 

予防接種事業につきましては、ロタウイルスワクチンをはじめと

した様々なワクチン接種費用助成を引き続き実施するとともに、 

ワクチン接種の積極的な勧奨を行い、疾病の重篤化予防に努め、 

健康で住みよいまちづくりを推進してまいります。 

子ども医療費助成事業につきましては、経済的負担の軽減を図る
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ため、入院医療費に係る助成対象年齢を現在の小学校卒業までから

中学校卒業までへと拡充し、子育て世代を支援してまいります。 

障害者への支援につきましては、近年、自閉症などの発達障害に

対して関心が高まる中、地域での自立した生活を送れるよう、  

新たに、発達障害を中心とした相談支援を実施してまいります。 

また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け、  

障害者スポーツへの関心も高まっており、その普及啓発のため、 

障害のある人も障害のない人とともにスポーツを楽しむことが 

できるような環境づくりを推進し、パラリンピックの正式種目で 

ある、ボッチャ大会を引き続き開催してまいります。 

さらに、市民一人ひとりの人権が尊重される文化豊かなまち  

づくりを推進するため、新たな人権課題に対する視点を踏まえた 

人権施策行動計画の改訂を行い、また、「障害者差別解消法」施行

にあたり、障害者スポーツを通し、障害への理解を深める取組を 

実施してまいります。 

生活困窮者に対する取組につきましては、生活保護とあわせた 

新たなセーフティネットを構築するとともに、生活困窮者支援を 

通じた官民協働の地域づくりに取り組んでおり、今後に     

つきましては、子どもの将来がその生まれ育った環境によって  

左右されることのない、また、貧困が世代を超えて連鎖することの

ないよう、すべての子どもが夢と希望を持って成長していける社会

の実現を目指してまいります。 
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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。 

就学前児童の教育・保育につきましては、四つ葉幼稚園に   

おきまして、新たに３歳児の受け入れを行い、早期から質の高い 

幼児教育を提供してまいります。また、市立第４保育所と新堂  

保育園の建て替えや、松原ひかり幼稚園の認定こども園への移行に

伴う改修による、保育定員の増数を図り、通年における待機児童の

解消に努めるとともに、効率的な施設運営と保育内容の充実を  

図ってまいります。 

次に、在宅の子育て支援につきましては、「（仮称）元希者    

センター」内に、子育て支援センターを併設し、世代を超えた   

交流を行い、元希者の皆さんも子育て世代の皆さんも、互いに  

元気で充実した暮らしとなるよう、１２月の開設に向け準備を  

すすめ、また、トレビアン天美商店街に、民間活力による子育て  

支援センターを開設し、地域に賑わいをもたらすとともに、在宅の

子育て支援をより充実させてまいります。 

松原市は面積が１６．６㎢とコンパクトな市ですが、子育て  

支援センターを本年度２ヶ所開設することにより合計９ヶ所と 

なり、南河内の市町村と比べた場合、一番であるのはもちろん  

ですが、大阪府及び近畿の市町村と比べた場合でも、公立の子育て

支援センターとしては一番です。 

この便利さを活かして、親子の遊びや交流、さらには子育ての 

相談により、保護者の不安感や負担感の軽減を図り、地域全体での
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子育て支援をさらに充実させ、子育て日本一を目指してまいります。 

さらに、年間待機児童の解消の一助といたしまして、「松原   

子育てポイントカード」を発行し、子育て支援センター等を利用 

すると、ポイントが取得でき、ポイントがたまれば、特典が受け  

られる制度の導入も行ってまいります。 

また、病後児保育事業といたしまして、これまでは病気などの 

回復期で、保育所等を休まなければならない児童に対し、病院施設

の一部を利用して一時的に預かる事業を行ってまいりましたが、 

平成２８年度は新たに、ご家庭に保育士等が訪問し、保育を行う 

居宅訪問型による病後児保育事業を実施することで、安心して  

子育てできる環境整備を進めてまいります。 

次に教育につきましては、平成３２年度の小学校英語の教科化に

向け、全小学校で、「音」と「綴り」の関連を学ぶ「フォニックス」

を中心とした英語学習をすすめてまいります。特に小学校低学年に

おいては、朝の時間などを活用したモジュール形態の学習を進め、

より一層使える英語へと学びを発展させてまいります。 

また中学校では、引き続き中学２年生全員に英語検定試験の受験

を実施します。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。 

学校国際交流事業につきましては、友好交流協定を結んだ   

台湾台北市文山区の学校に中学生を派遣し、ホームステイや異文化

交流などを通して豊かな国際感覚を持った、松原の次代を担う  

人材の育成を目指してまいります。 

また、教育用ネットワーク整備事業により、配備した電子黒板や
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タブレットパソコン等を活用し、子どもの興味・関心を高め、   

グループや学級全体で思考力を高め合う授業づくりを推進し、  

児童・生徒の学力向上に努めてまいります。 

さらに、小中学校の児童・生徒の安心・安全の確保のために、  

引き続き生徒指導アドバイザーとして、警察官のＯＢを配置し、 

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 

取り組んでまいります。 

また、若手教職員の指導力や学校のチーム力の向上のために、 

教育アドバイザーを配置するとともに、教育研修センターによる 

セミナーや年次研修の実施をはじめとする教職員研修の充実に 

より、教職員の資質の向上とともに、松原の次代を担う児童・生徒

の学力向上と豊かな人間性の育成に努めてまいります。 

学校における安心・安全の取組といたしましては、セーフ   

コミュニティの理念に基づき、平成２７年度よりセーフスクール 

推進事業について取り組んでおります。 

セーフスクールは「体および心のけがや、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」ための取組で、松原第三中学校区において平成２９年度

の認証を目指して取組を進めております。その成果を市内全小中 

学校に広め、安心・安全な学校づくりを一層推進してまいります。 

教育環境の改善整備につきましては、安心安全なやさしいまち 

づくりの取組で小学校１校の大規模改造工事をはじめ､児童･生徒

の生活の場とともに学習環境の改善のため、小学校２校のトイレ 

改造工事を行うとともに、全小･中学校２２校の特別教室等に  



- 16 - 

 

空調機の設置を行うことにより、暑い中でも快適に授業を受ける 

ことができる環境を提供してまいります。 

中学校給食につきましては、子どもたちに、より温かい給食を 

提供するためにこれまでのランチボックス方式を食缶方式へ変更

するなどの改善を進めております。今後も学校給食のより一層の 

充実に努めてまいります。 

地域・家庭の教育力向上事業につきましては、地域教育協議会を

中心に、２０年の歴史を重ねた中学校区フェスタ等の活動が地域の

絆を深めてきました。今後も安心安全なまちづくりに向け、市民の

皆様との協働を推し進めるため、家庭・地域・学校が一体となる  

地域の教育コミュニティをさらに支援してまいります。 

図書館整備につきましては、図書館機能を現在の分散型から  

中央へ集約するという図書館適正配置等検討委員会の答申に  

基づき、新図書館建設に向け、建設候補地の調査を行い、よりよい

図書館サービスを目指し取り組んでまいります。また、松原南  

図書館につきましては、地域コミュニティの活性化を図ることを 

基本に、緊急時の避難場所や自習室などを備えたコミュニティ  

センターとして活用を図ってまいります。 
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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。 

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。 

はじめに、企業立地の促進につきまして、「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１５社への適用を決定し、

市内における企業活動の活発化や市民の雇用機会の拡大を目指し

ております。今後は、本制度の趣旨を踏まえ、障害者雇用及び   

正規職員雇用、さらには非正規職員の雇用についての適用条件の 

拡充等、更に利用しやすい制度となるよう検討し、積極的な企業 

誘致を図ってまいります。 

また、本市の地方創生に向けた取組につきましては、昨年より 

松原商工会議所が主体となり産・学・官・金の協働により、観光  

誘客の観点から、プロジェクトを実施し、４つの作業部会が立ち 

上がり、本市も各部会へ参入し、ともに議論を進めております。 

今後につきましては、各部会での議論を踏まえ、まちのにぎわい

の創出及び都市機能の充実を図り、市内経済の活性化の向上に  

努めるため、先行して「ホテル誘致」及び「観光」について具体的

な取組を進めてまいります。 

次に、消費者対策につきましては、電話勧誘を発端とする特殊 

詐欺等の被害を防止するため、申請を行った世帯に「通話録音装置」
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を配備し、安心・安全な消費生活に向けた取組を積極的に推進して

まいります。 

また、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。 

さらに、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、販路拡大を進めてまいります。 

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」については、より効果的な情報発信を

行うことにより、他府県からの人を呼び込むとともに、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、市内外へ松原 

ブランドの情報発信を行うことを軸として、農・商・工及び産・学・

官連携のもと実施してまいります。 

天美地区土地区画整理事業につきましては、天美東土地区画  

整理組合が設立され、イトーヨーカ堂の平成３０年度のオープンに

向け取組を進めております。 

本市といたしましては、公共施設整備等に対する支援を行って 

まいります。 

新堂地区まちづくり事業につきましては、新堂４丁目地区   

まちづくり協議会において事業化検討パートナーを選定され、  

本市とともに土地区画整理事業についての検討を行いながら、土地

区画整理準備組合の設立を目指してまいります。 

さらに、今後の人口減少対策や、将来にわたって活力ある社会の

実現を目指すためにも、若い世代の人口獲得策が必要となります。 
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まず婚活イベント事業につきましては、２０歳から４９歳までの

男女を対象に、大泉緑地とクリエート月ヶ瀬において開催し、  

出会いの場を提供することにより、松原市への定住に向け促進して

まいります。 

次に、三世代近居等助成事業につきましては、市内に住む親世帯

と近居若しくは同居する子世帯に対して、住宅取得に係る登記費用

の一部を助成することにより、若い世代の定住とあわせて親世代の

見守りや子育て支援の共助を促進してまいります。 

また、若者転入促進住宅取得費用助成事業につきましては、  

３９歳以下の住宅取得者に、住宅取得に係る登記費用の一部を助成

することにより、若い世代の定住を促進してまいります。 

さらに、地元特産物等輸出等支援事業につきましては、輸出支援

サービスを希望する市内製造事業者に対して、海外への輸出を  

支援し、輸出による世界市場への開拓を図り、市内の雇用を拡大し、

さらなる定住促進に繋げてまいります。 
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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。 

平成２７年８月６日に本市市制施行６０周年を記念して、松原市

観光親善大使に就任いただきました、本市出身のフランプールの 

皆様とともに、彼らの活躍する様々な媒体を通じて、より効果的な

情報発信により、松原市のＰＲに努めてまいります。 

また、キャラクターＰＲ事業につきましては、メディアの関心が

高いイベントを中心に参加をし、マスコットキャラクターの  

「マッキー」及びＰＲアニメで話題の「まつばらくん」を活かし、

市のＰＲにより一層力を入れてまいります。 

さらに、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、毎年多数ご参加下さい 

ます黄昏コンサートを行います。また、昨年好評であった夜間  

イルミネーションを実施するほか、屋外イベントを開催し、夜バラ

とイルミネーションを楽しんでいただける催しを行ってまいり 

ます。 

国際交流事業につきましては、引き続き友好交流協定を締結  

しています台北市文山区との交流事業を行うとともに、新たな  

海外都市との交流に向けた取組を進めてまいります。 
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近年、様々な要因によって地域コミュニティが希薄化している 

なかで、活力ある地域づくり助成事業につきましては、本市の  

伝統的な祭りなど郷土に根ざした行事に使用する「だんじり」や 

「みこし」「太鼓」の修繕に要する経費の一部を助成することに  

よって、伝統行事の維持・継承に寄与し、市民の郷土意識の高揚や

地域コミュニティの活性化を図ってまいります。 

市民一人ひとりの人権が尊重される文化豊かなまちづくりを 

推進するため、新たな人権課題に対する視点を踏まえた人権施策 

行動計画の改訂を行い、さらに、「はーとビュー」につきましても、

交流事業を増やし、多くの市民の方の交流拠点となるよう取り組ん

でまいります。 

また、職員の育成につきましては、今後の松原市のさらなる発展

を推進するためにも、職員の能力開発とともに、人事評価を通じて

頑張っている職員を評価することで、主体的な職務遂行や自己啓発

を促し､組織の活性化を図ってまいります。 
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おわりに 

 

 平成２７年２月に市制施行６０周年を迎え、平成２８年度は本市

の新たなスタートの年となります。 

人口減少という大きな問題が叫ばれている中、「若い世代の就労」

や「子育て支援の充実」などにより、「ひと」「しごと」の循環が   

生まれ、「まちの活力」が上昇し、人口減少を克服するものである

と考えます。 

本市が進めている企業誘致は、市内雇用の拡大や定住人口の獲得

など、まさに「まち」の活性化につながるものであり、さらに、   

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、松原市をさらに発展させていくものであると信じており 

ます。 

松原市民や他市の方々に、「松原市に住んでみたい、住み    

続けたい」と感じていただき、松原市に住んでいることに誇りや 

愛着、そして幸せを実感していただけるよう取り組んでまいります。 

また次代を担う子どもたちに繋いでいけるよう、『挑戦し続ける 

元気あふれるまち まつばら』を目指し、さらなるチャレンジを  

進めてまいります。 

どうぞ市民の皆様並びに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。 


