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はじめに 

 

平成３１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。 

 

私が市長に就任し、平成２３年３月に策定した第４次総合計画 

では、「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、「まちづくりの５つの基本目標」である「安心して

住み続けることができるまちづくり」「市民誰もが健やかに   

暮らせる和らぎのまちづくり」「未来を拓く自立心を育む人づくり」

「利便なまち、元気で活力あふれるまちづくり」「市民と行政の  

協働によるまちづくり」を掲げ、さまざまな施策を展開し、    

まちづくりを進めてまいりました。 

 

まず「安心して住み続けることができるまちづくり」についてで

ございます。 

平成２５年１１月に地域・市民の皆様との協働の取組により、 

ＷＨＯセーフコミュニティ国際認証という本市の大きな財産を 

得ることができました。そして、昨年１１月には、継続した協働の

取組が認められ、再認証も受けることができました。 

また、消防力の強化を図り、人命救助のスペシャリスト「松原市

消防特別救助隊」を発足させるなど、災害に強いまちづくりを  

進めてまいりました。 
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さらに、下水道事業につきましては、雨水整備を進め浸水不安の

解消を図り、上水道事業では、配水管の耐震化を進めることで、  

より災害に強い水道施設を構築しております。 

また、平成２７年４月から、大阪市、八尾市、松原市の３市で  

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」に

より、本市の永年の課題であった清掃工場の問題を解決     

いたしました。  

さらに、不燃物・粗大ごみに区分されていた５品目を可燃ごみに

区分変更することや、不燃物・粗大ごみ電話申込制の開始により、

不法投棄ごみの防止によるきれいなまちづくりを推進し、ごみの 

減量化を図ることで、市の財源確保に繋げる等多くの効果を   

生み出しております。 

 

次に「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。 

平成２９年１月に、いつでもだれもが気軽に利用できる施設と 

してまつばらテラス（輝）をオープンし、現在も１日平均４００名

を超える多くの市民の皆様に利用していただき、大変賑わって  

おります。 

また、介護予防につきましても、地域支えあい推進員を市内に 

配置するなど、身近な地域での支援体制の充実を図ることで、  

健康寿命の延伸につなげています。 

さらに、予防接種につきましても、国に先駆けてロタウイルス 

ワクチンの接種費用助成などを積極的に行い、市民の皆様の   

健康増進に努めてまいりました。 
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次に「未来を拓く自立心を育む人づくり」でございます。 

子育て環境の整備につきましては、近畿でもトップクラスとなる

子育て支援センターの設置や「子育てすくすくポイントカード」 

などにより、在宅での子育ての充実を図るとともに、保育所の  

建て替え等による保育定員の増員を図ったことにより、年度当初 

待機児童ゼロを９年連続で達成したことに加え、平成２９年度  

からは、年内の待機児童がゼロとなるなど、大阪市に隣接する都市

において、トップレベルとなっております。 

また、学校における安心・安全の取組として、平成２７年度より

セーフスクール推進事業に取り組んでおり、平成３０年１月には 

松原第三中学校区の小中学校において、大阪初となるインター  

ナショナルセーフスクールの国際認証を取得いたしました。 

現在は他の中学校区の全ての小中学校が認証に向けて取組を 

進めているところです。 

 

次に「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。 

企業立地促進奨励金制度により、市外企業の誘致や市内企業活動

の活性化を図ることで、市民の雇用機会の拡大を進めています。 

また、来場者が４万人を超えるイベントとなった地産地消フェア

「まつばらマルシェ」におきまして、積極的に松原市をアピール 

してまいりました。 

さらに、平成３０年６月には松原市観光協会を設立し、本市の 

魅力や豊かな資源を最大限に生かす観光事業の推進に努めて  

おります。 

また、天美Ｂ地区や新堂地区をはじめとした地域のまちづくりに
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ついて支援を行い、賑わいのあるまちづくりを目指し、取組を  

進めてまいりました。現在、三宅地区においても、まちづくり   

協議会が設立される等、取組が進められているところです。 

 

次に、「市民と行政の協働によるまちづくり」でございます。 

 セーフコミュニティの中で築き上げた協働の取組を進めるため

には、職員だけでなく、市民の皆様との情報の共有が何よりも  

重要であると考えております。 

情報発信につきましては、「広報まつばら」を中心に、市ホーム

ページやＳＮＳを活用し、様々な情報を提供してまいりました。 

以上述べましたように、第４次総合計画のもと、様々な事業を 

展開してまいりました。 

全国的に人口減少が叫ばれる中、第４次総合計画策定時には、 

平成３０年度における目標人口を１２万人とし、国が推計する  

人口を約２千人上回る設定を行いました。 

本市は、現在も人口１２万人を維持しており、目標を達成した 

ものであります。 

さらに、人口における社会増減について、昭和５３年以降   

平成８年を除き、転出超過が続いておりましたが、平成３０年に 

おいては転入超過となり、好転しております。 

そして、平成３１年度から始まる第５次総合計画では、市議会と

十分協議し策定いたしました基本構想におきまして、市民、地域、

行政が協働してまちづくりを行い、それを次世代へつなげていき、

松原市の未来のために夢を実現していく「みんなでつくる 未来へ

つなげるまち まつばら」を将来都市像に掲げました。 
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国においても、本年４月３０日に天皇陛下がご退位され、   

皇太子殿下が翌５月１日にご即位されます。約３０年間続いた  

平成の時代が終わり、まさに新しい時代が幕を開けようとして  

います。 

その新しい時代の幕開けと同時に、第５次総合計画がスタート 

するということは、本市においても新しい時代を迎えるということ

であります。 

今後も、市民の皆様とのさらなる協働により新しい時代を   

切り拓き、松原市の未来のため、夢の実現に全力をあげて    

取り組んでまいります。  
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平成３１年度予算について 

 

平成が終わり新しい時代が始まる平成３１年度は、本市の   

第５次総合計画がスタートすることから、本市のさらなる飛躍と 

発展を目指した「新しい時代への挑戦」の年であります。 

加速化する少子高齢化・人口減少社会において、引き続き厳しい

財政運営が予想されるところですが、松原市を日本一のまちに  

するべく、本市がこれまで行ってきた市民の皆様との協働の取組を、

さらに進めてまいります。 

平成３１年度は、第５次総合計画の将来都市像である    

「みんなでつくる 未来へつなげるまち まつばら」の実現を  

目指し、基本構想にある「まちづくりの３つの柱」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  ４４４億６千万円 

      特別会計で  ３００億６千４５３万３千円 

企業会計で  １２７億８千２２０万円 

合計しますと ８７３億６７３万３千円の予算を編成し、「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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行政経営の基本姿勢と重点施策 

 

第５次総合計画の基本構想では、本市の将来都市像を実現する 

ため、「まちづくりの３つの柱」を掲げ、体系的、計画的に     

まちづくりを進めていくことが示されました。 

まず、１つ目の柱として、主にハード面のまちづくりである  

「安心・安全で活力を生み出すまちづくり」でございます。 

次に２つ目の柱として、主にソフト面の人づくりである   

「人を育て、人が輝くまちづくり」でございます。 

最後に３つ目の柱として、主にまちのしくみづくりである  

「魅力を発信し、市民と共に進めるまちづくり」でございます。 

それでは、平成３１年度の行政経営の基本姿勢と重点施策に  

ついて、第５次総合計画基本構想の「まちづくりの３つの柱」に  

沿って説明いたします。 
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１．安心・安全で活力を生み出すまちづくり 

 

１点目は、「安心・安全で活力を生み出すまちづくり」で    

ございます。 

災害に対する取組についてでございますが、被災情報や避難所 

情報、防災情報等多くの情報の共有化を図るため、スマートフォン

で使用できる防災アプリを導入してまいります。 

また、地域防災の担い手を育成することで、さらなる地域防災力

の向上を図り、自助、共助の取組を推進するため、引き続き防災士

の資格取得に要した経費に対する補助を実施してまいります。 

消防行政につきましては、聴覚・言語機能障害者等による   

１１９番緊急通報を、スマートフォンや携帯電話などの画面操作で

可能となるシステムを導入し、市民サービスの向上を図るとともに、

複雑多様化するあらゆる災害に対し、より迅速・的確な指令業務の

確立や相互応援体制の強化を図るため、消防指令センターの   

共同運用を視野に入れ、大阪市、八尾市と協議を進めてまいります。 

また、高校生ファイアーボランティア育成事業として、    

市内高校生を対象に、初期消火訓練や救急講習等を実施することで、

災害時に活躍できるボランティアを育成し、地域防災力の向上を 

図ってまいります。 

次に、防犯活動事業についてでございますが、子どもの登下校時

や夜間帯をはじめ、災害時におきましても、市民の皆様の安全を 

守るため、地域住民や防犯協議会にもご協力をいただき、    

青色防犯パトロールや広報活動を実施しております。 

平成３１年度につきましては、実施団体の財政的負担を軽減し、

自主的に防犯パトロール活動を実践する団体の活動促進を図る 
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ため、青色防犯パトロールカーの購入及び維持管理に要した経費に

対する補助を実施してまいります。 

また、防犯灯につきましても、維持管理費補助の拡充として、  

電気代を全額補助し、児童・生徒の下校時の安全確保を     

はじめとした市民の皆様のさらなる安心・安全に役立てるとともに、

町会の負担を軽減することで、地域コミュニティの活性化を図って   

まいります。 

さらに、通学路等の通行の安全や地震時の迅速な避難の阻害要因

となる危険なブロック塀につきましては、適正管理の促進を図って

まいります。 

次に、空き家対策事業についてでございますが、特に     

管理不十分な空き家の所有者に対して、特定空家等として改善の 

指導や勧告等を実施し、なお改善がみられないものについては、 

行政代執行を見据えた措置を実施してまいります。 

また、３年間の時限措置として、管理不十分な老朽危険空き家の

除却に要した経費に対する補助を創設し、災害時の家屋倒壊等に 

よる避難や救助の妨げとなる危険性を排除することで、住環境の 

改善や土地の流通促進を図り、さらには定住促進につなげて   

まいります。 

次に、上下水道事業についてでございます。 

水は災害時において、命をつなぐ生命線として重要なもので  

あります。地震発生時等においても水道の確保を行うため、   

引き続き中央環状線及び堺港大堀線における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が現在建設中の      

松原ポンプ場内の施設整備を行い、市内配水能力を強化することで、

より一層の災害への対応と安定供給の強化を図ってまいります。 
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下水道事業につきましては、別所地区や上田地区において   

雨水整備を行い、浸水不安の解消を図ってまいります。また、   

汚水対策として大堀地区の整備をはじめとする未普及地区の  

解消を進めてまいります。 

さらに、平成３１年４月より下水道事業において、公営企業法の

全部を適用し、企業会計方式を活用し、計画的な維持管理や経営の

健全化を図ることにより持続可能で安定的な経営に努めて   

まいります。 

次に、土地利用の取組でございますが、新堂地区土地区画   

整理事業について、新堂４丁目土地区画整理組合が設立され、  

本格的に事業着手をしております。本事業の完成に向け、土地区画

整理組合が実施する公共施設整備等に対し支援を行って    

まいります。 

また、三宅地区をはじめとする、幹線道路沿道のまちづくりに 

対し支援を行い、本市の活性化を図ってまいります。 

道路整備につきましては、市民の誰もが安全で安心して暮らす 

ことができるよう、道路の改良を行い、災害時における避難経路の

確保や歩道設置による安全性の向上とあわせ、狭隘部分を拡幅する

ことで交通利便性を向上させるとともに、地域に活気をもたらし、

賑わいを創出してまいります。 

また、高見ノ里駅のバリアフリー化事業につきましては、   

平成３２年度の完成に向けて、構内エレベーターや多機能トイレの

設置等について、近畿日本鉄道とともに進めてまいります。 

次に、地域経済と雇用を支える産業の振興についてで     

ございますが、現在策定作業中であります「第２次松原市産業振興

ビジョン」に基づき、本市の産業振興に努めてまいります。 
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企業立地の促進につきましては、市外企業の本社移転や新規立地

を促し、償却資産投資などによる市内企業活動の活発化を図ること

とあわせ、市民の雇用機会の拡大を目的とした企業立地促進奨励金

制度の積極的な活用を促すことで、本市の健全な経済発展を図って

まいります。 

雇用就労支援につきましては、就職へ繋がる講座の開講や   

ハローワーク等の関係機関との連携のもと、就労機会の拡大に  

努めてまいります。 

また、地域コミュニティの形成に重要な役割を果たしている  

商店街の活性化につきましては、世代を問わずさまざまな人が  

集うことのできる、より活気ある場とするため、空き店舗の   

利活用を支援してまいります。 

さらに、農業につきましては、市内の多くの意欲ある生産者に 

よって生産され、１００年以上の歴史ある野菜として「なにわの 

伝統野菜」に認定されている「難波葱」をはじめとした      

地場農産物を、地産地消推進の柱とし、地元松原市産の     

安心・安全な農畜産物の販路拡大を進めてまいります。 
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２．人を育て、人が輝くまちづくり 

  

次に２点目、「人を育て、人が輝くまちづくり」でございます。 

子育て支援の取組につきましては、平成３０年度において、  

幼保連携型認定こども園の設計に着手し、平成３２年度中の開設に

向けて取り組んでおり、平成３１年度も引き続き、通年における 

待機児童ゼロに努めてまいります。 

また、本年１０月より、幼児教育無償化の実施が見込まれている

ことから、就学前児童の教育・保育環境に対する市民ニーズの  

多様化に適切に対応してまいります。 

さらに、民間保育園等が保育士の宿舎を借り上げるための費用を

補助することで、保育士が働きやすい環境を整備し、あわせて  

本市への定住に繋げてまいります。 

在宅子育て支援につきましても、子育て中の保護者の交流、  

保育相談ができる子育て支援センターや「松原市子育てすくすく 

ポイントカード」の実施に加え、平成３１年度より新たに、    

妊娠期から出産期、子育て期における母子とその家族への切れ目の

ない支援を行う、いわゆる松原版ネウボラの取組を推進するため

「子育て世代包括支援センター」を設置し、よりきめ細やかな支援

を行ってまいります。さらに、産後ケア事業を実施することで、  

母子の健全育成と児童虐待の予防につなげてまいります。 

次に教育についてでございます。 

松原市の教育行政方針である「松原市教育大綱」の具体化を  

進めるため、教育振興基本計画の前期計画の検証と課題を踏まえた
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教育振興基本計画の後期計画を策定し、教育行政の計画的な取組を

進めてまいります。 

学校における安心・安全の取組につきましては、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 

推進事業に取り組んでおります。 

松原第三中学校区の布忍小学校、中央小学校、松原第三中学校に

おいては、平成３０年１月１５日、大阪初となるインター    

ナショナルセーフスクールの国際認証を取得しました。 

この松原第三中学校区の成果を踏まえて取組に着手した、   

松原第四中学校区、松原第七中学校区の６つの小中学校では、  

先月行われた事前指導での審査員からの助言指導を踏まえ、   

平成３１年度中の認証取得に向け取り組んでいることに加え、  

他の全ての小中学校においても、認証に向け着手をし、児童生徒が

主体となった取組を進めているところです。 

今後も、各中学校区の取組成果を発信し、児童生徒や教職員の 

意識向上を図るとともに、安心・安全な学校づくりに向けた取組を

さらに充実させてまいります。 

次に、学校環境の改善整備につきましては、松原南小学校   

庇（ひさし）落下事故を受け、緊急に学校施設の点検を実施し、  

さらに点検を強化いたします。 

学校施設の法定点検は３年に１度実施することとされて   

いますが、まずは前倒しして実施するとともに、毎年度専門の  

有資格者による法定点検と同様の点検を行ってまいります。 

さらに、安全性を確保するため、点検の精度を上げるとともに、
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法定外の点検も実施することにより、安心・安全な学校環境の提供

に努めてまいります。 

また、小学校１４校と中学校５校のブロック塀のうち通学路等に

面した既存不適格のブロック塀等を優先的にフェンスに改修し、 

安全性を高めてまいります。 

さらに、夏の暑さ対策として、すべての児童・生徒が涼しい環境

で授業を受けることができるよう、夏までに小中学校における  

空調設備の整備を行います。 

学校国際交流事業につきましては、平成２７年度より市内中学生

を、友好交流協定を締結している台北市文山区等に派遣し、   

現地中学校との交流やホームステイ、異文化交流などを行って  

まいりました。 

平成３１年度も、幅広く交流を続けることにより、これからの 

松原市を担う国際感覚豊かな人材の育成を目指してまいります。 

また、ダンスが中学校体育で現在必修となっていることを踏まえ、

教員向けのダンス研修を行うとともに、松原市のオリジナルダンス

を開発し、生徒と一緒に踊る等、ダンスを通して子ども達の   

コミュニケーション力や表現力、体力の向上を目指すことに加え、

オリジナルダンスを広く周知することで、市民の皆様の本市に  

対する愛着心を高めるツールとして活用してまいります。 

クラブ活動につきましては、中学校における部活動指導体制の 

充実を図るため、新たに専門的な知識や技術を有する部活動指導員

を配置し、その指導を受けることで、生徒の技術やモチベーション

の向上を図ってまいります。 
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次に生涯学習についてでございます。 

まつばらテラス（輝）では、いつでもだれもが気軽に利用できる

施設として、幅広い年代の方が利用されており、利用者数も年々 

増加傾向にあります。今後も民間事業者との連携を図り、介護予防

や生きがいづくりをはじめとした、多様な学習機会を得ることが 

できる、子どもから高齢者まで多世代交流の拠点として、にぎわい

のある施設としてまいります。 

また、新図書館につきまして、平成３１年度中の開館を目指し 

現在建設を進めております。 

新図書館では、絵本の読み聞かせや子どもたちが自由に本と  

親しむことのできるスペースを設置し、乳幼児を連れた家族が  

楽しく滞在できる空間をはじめ、自習室を設置し、ゆっくりと  

落ち着いて学習できる空間を創ります。 

さらに、今池親水公園の中に建設する利点を生かして、屋外でも

読書ができるなど、ゆっくりと過ごせる憩いの図書館を目指して 

まいります。 

次に、健康づくりについてでございます。 

がん対策につきましては、従来より実施しておりますバリウム 

造影による胃がん検診に加えて、より精度の高い内視鏡による検査

を導入するとともに、引き続き個別の受診勧奨を実施することで、

より多くの市民の皆様に受診していただき、がんの早期発見、  

早期治療につなげてまいります。 

予防接種事業につきましては、乳児のＢＣＧワクチンを従来の 

集団接種から個別接種として実施することで、より接種しやすい 
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体制整備に努めてまいります。 

また、疾病の重篤化や感染症の予防として乳幼児から高齢者  

までの幅広い年代に対して、引き続きワクチン接種の積極的な勧奨

を行い、市民の皆様の健康増進に努めてまいります。 

また、乳幼児の健診につきましては、平成３０年度に３歳６か月

検診における視力検査において、「スポットビジョンスクリーナー」

による検査を導入したことに続き、平成３１年度には、出生後の 

新生児に対して、聴覚スクリーニング検査の一部助成を行うことで、

経済的負担の軽減を図り、先天性聴覚障害の早期発見・早期療育に

つなげてまいります。 

次に、介護予防として、高齢者が社会参加し、活躍することが  

介護予防につながることから高齢者の集いの場である「元希者  

カフェ」を拡充し、身近な地域での支援体制の充実を図るとともに、

健康寿命の延伸へとつなげてまいります。 

また、介護保険事業につきましては、松原市高齢者福祉計画及び

第７期介護保険事業計画の中間年度となり、引き続き高齢者が  

住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができるよう、  

医療・介護・予防・住まい・生活支援のサービスを包括的かつ   

継続的に提供できる「地域包括ケアシステム」の構築に向け、取組

を進めてまいります。 

その取組のひとつとして、「高齢者１１０番」ステッカーを地域

にある介護保険事業所等に掲示し、高齢者及びその家族などが  

困ったときに気軽に相談でき、必要に応じて地域包括支援センター

へ案内することで、さらなる相談体制の充実を図ってまいります。 
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認知症施策につきましては、認知症に関する相談や支援を初期に

集中的に行う認知症初期集中支援チーム「オレンジまつばら」など

による支援体制を充実するとともに、若年性認知症をはじめ、  

認知症に関する啓発にも努めてまいります。 

人権尊重のまちづくりにつきましては、人権施策を円滑に総合的

に進めるため、松原市人権施策行動計画を改訂し、市民の皆様と 

地域、行政が協働により「人権尊重のまち・松原市」の実現に向け

取り組んでまいります。  
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３．魅力を発信し、市民と共に進めるまちづくり 

  

 最後に３点目、「魅力を発信し、市民と共に進めるまちづくり」

でございます。 

セーフコミュニティの取組についてでございますが、本市は  

大阪初のＷＨＯ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、協働に

よる取組を推進してきました。 

その結果、昨年１１月１８日にセーフコミュニティ国際認証の 

再認証を受けることができました。 

これは、地域の皆様とともに協働で進めている活動が、国際的に

認められた証であり、自分たちで安心・安全なまちをつくるという 

思いが成果として現れたものでございます。 

平成３１年度につきましても、検証と協働のシステムをさらに 

地域に根付かせるため、引き続き６つの対策委員会を中心とした 

取組を推進するとともに、多くの方に参加いただける機会を   

つくってまいります。 

次に、観光の振興についてでございますが、松原市観光協会と 

ともに、本市の魅力や豊かな資源を最大限に生かす観光事業の推進

に努めてまいります。 

また、本市が作成したＰＲ動画等を用い、今後関西で行われる 

国際的イベントを目的とする訪日外国人旅行者等に対して、   

本市域への誘客を促進してまいります。 

さらに、南河内広域観光の一体的な発展に向け、近隣自治体との
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協力体制を強化するほか、訪日外国人旅行者に多大な影響力をもつ

経験豊かな外国人インフルエンサーによる地域への訪問取材を 

実施し、ブログ等を用いたプロモーションを展開することで、  

情報発信に努めてまいります。 

日本遺産「竹内街道」につきましては、阪南大学の学生と地域の

人々が語らいながら竹内街道と周辺の文化財を紹介する映像を 

制作することや定期的な集客イベントの実施等により、幅広い周知

を継続してまいります。 

また、松原市観光協会や竹内街道沿線自治体との連携により、 

日本遺産としての魅力を発信するとともに、地域の賑わいを創出 

してまいります。 

次に、「食」を基本テーマとして開催しております地産地消   

イベント「まつばらマルシェ」についてでございます。 

平成３１年度は節目である第１０回となることから、内容を更に

充実させ、なお一層松原市をアピールできるよう、農・商・工及び

産・学・官連携のもと、広く内外に積極的に情報発信し盛大に   

実施してまいります。 

全国各地から多世代の方に来場いただき、事業者の方々にも  

マルシェが終った以降も出店効果を実感してもらえるよう、   

ビジネスマッチング等につきましても積極的に取り組んで    

まいります。 

次に、本市のＰＲについてでございますが、先月１３日より活動

を再開した松原市観光親善大使であるｆｌｕｍｐｏｏｌや、昨年も

｢まつばらマルシェ｣を大いに盛り上げてくれた松原市ドリーム 
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アンバサダーであるＤｒｅａｍ Ａｙａさんによる情報発信を 

はじめとして、松原市の魅力を効果的にＰＲしてまいります。 

また、バラが庁舎を彩る５月に開催しております「松原市民バラ

フェスティバル」につきましては、毎年ご好評を頂いております 

黄昏コンサートに加え、昨年好評であったプロジェクション   

マッピングを実施するほか、バラをイルミネーションで彩り、  

市民の皆様に昼間とは違った市庁舎に咲くバラをＰＲして   

まいります。 

次に、国際交流事業につきましては、英語圏における海外都市と

の交流として、引き続きオーストラリアでの青少年の交流を進めて

まいります。 

また、民間企業ではＡＩ等ＩＣＴ技術の活用により、定型業務等

を自動化させる等、生産性向上を図り、事務の効率化を推進する 

取組が進んでおり、本市におきましても、ＡＩ等を活用した   

ＩＣＴ技術の導入を進めてまいります。 
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おわりに 

 

平成３１年度は、平成が終わり、新しい元号になるとともに、  

本市の第５次総合計画がスタートいたします。 

まさに本市にとっても、国にとっても新しい時代の幕明けとも 

呼べるものであります。 

また、平成２５年１１月に地域・市民の皆様との協働の取組に 

より得ることのできた、セーフコミュニティ国際認証という本市の

大きな財産を、引き続き協働と検証によりセーフコミュニティ活動

を推進することで育ててきたことが評価され、平成２９年度には 

総務大臣表彰を、平成３０年度には交通安全功労者表彰を、   

さらにはセーフコミュニティ国際認証の再認証を得ることが  

できました。 

平成３１年度はセーフコミュニティ活動にとっても、新たな  

ステージを迎えるものです。 

そのような中、市民の皆様との協働により、全ての世代の方々に

愛着を持っていただき、誰もが「住んでみたい、住んでよかった、

住み続けたい」と思っていただける魅力あるまちづくりを進める 

とともに、次代を担う子どもたちに繋いでいけるよう、本市の  

さらなる飛躍と発展を目指し「新しい時代への挑戦」をして   

まいります。 

 

平成最後の施政方針をここに申し述べさせていただきました。 

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ます。 


