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はじめに 

 

令和２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。 

早いもので、平成２９年６月に、市民の皆様から３回目の   

ご信託をいただき、松原市政をお預かりしてから３年が     

経過しようとしています。 

昨年は、平成から令和という新たな時代の幕開けと同時に、  

本市のまちづくりの指針となります「松原市第５次総合計画」が 

スタートする節目の年として、市民の皆様、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。 

第５次総合計画は、「みんなでつくる 未来へつなげるまち  

まつばら」を将来都市像として掲げており、さらなる市民の   

皆様との協働により、すべ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の実現に向けて取り組んでいる 

ところです。 

 

本市の協働の取組の象徴となるセーフコミュニティの取組に 

つきましては、平成３０年１１月にＷＨＯセーフコミュニティ  

国際認証の再認証を受け、令和元年度におきましても、市民の皆様

との協働により、引き続き充実した取組を進めてまいりました。 

安心・安全の取組としまして、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、自主的に 

防犯活動を実践する団体の活動を促進し、さらなる地域の安心・ 
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安全を図りました。 

また、防災アプリの導入による避難所情報等の共有化の促進、 

地域防災力の向上を目的とした防災士資格取得に要した経費の 

補助等を実施し、近年日本全国で多発し、本市においても    

いつ起こってもおかしくない災害の対策を進めてまいりました。 

さらに、布忍駅のバリアフリー化事業につきましては、令和元年

１０月に、構内エレベーターや多機能トイレ等が完成し、誰もが 

安心・安全に利用できる駅として生まれ変わりました。 

 

学校等の安心・安全の取組としましては、平成３０年１月に  

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したことに続き、  

令和２年１月に松原第四中学校区、松原第七中学校区の小中学校に

おいても、国際認証を取得いたしました。 

また、近年の猛暑対策として、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、小中学校における空調  

設備の整備を行いました。 

 

子育て支援の取組としまして、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、     

妊娠期から出産期、子育て期における支援を行っております。 

 

新図書館につきましては、愛称を「読書の森」とし、令和２年  

１月２６日にオープンしました。 

自習室を設置することで、落ち着いて学習できる環境を整える 

とともに、３階はすべてを子どもの本のフロアにし、絵本を   



- 3 - 

 
 

はじめとする児童書、子育て世代の雑誌を充実させ、乳幼児を  

連れた家族が楽しく滞在する空間を創る等、日本一楽しい    

子どものフロアをめざし、オープン以降、多くの市民の皆様に   

利用されています。 

 

地産地消イベント「まつばらマルシェ」につきましては、    

令和元年度は節目となる第１０回を迎え、来場者が２日間で   

５万人を超え、多くの市内外の皆様に本市の地場産農畜産物を  

はじめ、多くの事業者の取組もＰＲすることができました。 

 

以上述べましたように、令和元年度は新たなステージに向けて 

さまざまな取組を進めてまいりました。 

 

令和２年度は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、

我が国として、大きな盛り上がりが予想されるところです。 

本市においても、関連イベント等を実施する等、市民の皆様と 

ともにビッグイベントを盛り上げてまいりたいと考えています。 

また、令和２年３月には阪神高速大和川線が開通し、本市の  

さらなる利便性の向上が図られます。 

さらに、令和７年には、大阪・関西万博が開催され、      

約２千８００万人の来場者が予想されていることから、本市も  

阪神高速大和川線を活用する等、万博会場である夢洲までの   

地の利を生かし、商工会議所等と連携しながら、観光誘客及び  

インバウンドの獲得について研究を進め、さらなる地域の活性化を

図ってまいります。 
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今後も、市民の皆様とのさらなる協働により、第５次総合計画の

３つの柱である「安心・安全で活力を生み出すまちづくり」   

「人を育て、人が輝くまちづくり」「魅力を発信し、市民と共に  

進めるまちづくり」に全力をあげて取り組んでまいります。 
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令和２年度予算について 

 

令和元年は、我が国の出生数の見込みについて、予想よりも早く 

９０万人を割り込み、８６万４千人になることに加え、東京圏への

人口の集中等がさらに加速し、全国的に人口減少が進んでいます。 

本市においても、全国と同様に少子高齢化・人口減少が    

進んでおり、引き続き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におきましても、令和２年度は、市民の皆様

とともに松原市を日本一のまちにするべく、本市が行ってきた  

協働の取組をさらに推し進めてまいります。 

また、本市は市民の皆様との協働による安心・安全なまちづくり

に加え、企業立地促進による雇用環境の拡充や幹線道路沿道の   

新たなまちづくり等、未来を見据えた投資を積極的に行って   

まいりました。 

これらの施策がようやく実を結び、安心・安全なまちづくりの 

推進、利便性の向上や自主財源のさらなる確保等につながってきた

ものでございます。 

そして、これらの成果を活かし、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

を目指して、「まちづくりの３つの柱」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  ４３９億６千万円 

      特別会計で  ３１１億５千８２万７千円 

企業会計で  １２８億７千３４０万円 
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合計しますと、８７９億８千４２２万７千円の予算を編成し、 

「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 

 

それでは、令和２年度の行政経営の基本姿勢と重点施策について、

第５次総合計画の「まちづくりの３つの柱」に沿って説明    

いたします。 

 

 

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、令和元年１１月、 

大阪府より西除川、東除川、落堀川について、想定最大規模による

洪水浸水想定区域が新たに公表されたことに伴い、浸水が    

予想されるエリアや避難する場所等を地図上に示した     

総合防災ガイドマップを改訂し、市民の皆様に配布することで、 

自主的な避難や普段からの備えに活用していただきます。 

また、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、防災士資格の取得にかかる費用を全額補助    

することで、地域防災の中心的な担い手となる防災士の増加を  

促進するとともに、令和元年に発足した松原防災士会の活動を  

支援することで、さらなる協働による防災活動を展開して    

まいります。 

消防行政につきましては、日本語を話せない外国人のため、  

電話通訳センターを介した三者間同時通訳を導入することで、  

１１９番通報時及び災害現場での活動において、支障なく速やかに
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対応してまいります。 

また、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、令和６年から 

開始する大阪市との消防指令センターの共同運用に向けた準備を

進めてまいります。 

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、町会や防犯協議会等との協働により、     

青色防犯パトロールや啓発活動を実施しております。 

引き続き、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することで、自主的に防犯活動を実施する

団体の活動の促進を図り、犯罪等の抑制や災害時の対応の充実に 

取り組んでまいります。 

次に、空き家対策事業についてでございますが、管理不十分な 

空き家の所有者に対して、空家等対策の推進に関する特別措置法に

基づく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、管理不十分な老朽危険空き家について、令和３年度までの

時限措置として実施している除却補助に引き続き取り組み、   

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、災害に

強い配水管網の構築をめざし、引き続き中央環状線及び堺港大堀線

の基幹管路の耐震化を進めるとともに、松原ポンプ場の稼働により、
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市内配水能力を強化し、より一層の防災への取組と安定供給の  

強化を図ってまいります。 

また、企業立地促進制度を活用し、市外から本市へ誘致された 

事業者等に対し、水需要喚起に向けた施策を検討することで、  

料金収入の確保を図ってまいります。 

河川水路事業につきましては、大和川の監視カメラを増設し、 

大雨による大和川の水位の状況を詳しく把握することに加え、  

市民の皆様への情報提供を促進してまいります。 

下水道事業につきましては、下水道ストックマネジメント計画 

実施方針に基づき、下水道施設の点検調査及び修繕・改築計画を 

策定し、今後施設の更新を進めてまいります。 

また、雨水対策として、岡および別所地区の雨水取込施設等の 

整備や、若林地区等の雨水対策の検討を進め、浸水不安の解消を 

図ってまいります。 

さらに、汚水対策として、引き続き新堂のまちづくりに伴う  

汚水整備を行うとともに、一津屋地区をはじめとする未普及地区の

解消に取り組んでまいります。 

加えて、大型浄化槽からの下水道への接続につきましては、  

新たな助成制度を創設し、さらなる下水道接続を促進して    

まいります。 

次に、土地利用の取組についてでございますが、新堂地区   

土地区画整理事業について、現在、新堂４丁目土地区画整理組合 

により、公共施設の整備等が進められており、引き続き土地区画 

整理組合が実施する事業に対し支援を行うことで、地域のにぎわい

を創出し、本市の活性化を図ってまいります。 
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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  

対して支援を行うことにより、地域の特性を活かした協働の   

まちづくりを進めてまいります。 

次に、道路整備についてでございますが、歩行者等の安全な  

通行確保や消防・救急活動の円滑化を図るため、狭あい道路に  

おける拡幅や水路の暗渠化等を行うとともに、道路の状況について、

市民の皆様より幅広く情報を得るため、ＬＩＮＥアプリを利用した

通報システムを運用し、より安全な道路の維持管理に努めて   

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、   

令和２年１２月の完成に向けて、構内エレベーターや多機能   

トイレの設置等、引き続き事業者である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。 

平成３０年度に策定した「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。 

企業立地の促進につきましては、市外から本市への誘致等、  

令和元年度末見込みで４０社延べ５９件の事業者を指定し、   

今後も事業者に周知することで、さらなる市外企業の誘致や   

償却資産投資等による市内企業活動の活発化を図ってまいります。 

また、市民の雇用拡大を目的とした奨励金制度の活用により、 

令和２年度は正規雇用４４人、非正規雇用１６人が新たに    

雇用される予定となっており、今後も本市の健全な経済発展と  

さらなる雇用の拡大を図ってまいります。 

さらに、雇用就労支援につきましては、就職へ繋がる講座の開講

やハローワーク等と連携することで、就労機会の拡大に努めて   
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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、商工会議所や商店会等が実施する

「まちなかの抱える様々な課題の解決に向けた取組」を支援   

することで、生活及び交流拠点として活性化を図るとともに、  

世代を問わず様々な人が集える、活気あふれる場所として、   

空き店舗の利活用を支援してまいります。 

農業につきましては、「なにわの伝統野菜」として認定     

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、地元松原市の安心・安全な農畜産物として、販路拡大を  

進めてまいります。 

次に、ごみの減量化につきましては、マイバッグ、マイボトルの

活用を周知、促進することで、世界的に問題となっている    

海洋プラスチックごみの原因となるプラスチックごみの削減に 

向けた取組を行うとともに、生ごみの水切りを周知することで、    

より一層のごみの減量化及びごみ処理経費の削減につなげて  

まいります。 

また、安定的なごみ処理の推進につきましては、令和元年１０月

から新たに守口市が加入した「大阪広域環境施設組合」により、    

引き続き、適正かつ安定的なごみの共同処理を実施してまいります。 
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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。 

子育て支援の取組及び母子保健事業についてでございますが、 

産後まもない産婦に対して、新たに産婦健康診査を実施し、   

産後うつの予防等を図るとともに、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松原版   

ネウボラのさらなる充実を図るため、子育て世代包括支援センター

の取組を進めてまいります。 

また、大阪府下でも先進的な取組として、多胎妊婦に安心して 

出産に備えてもらうため、新たに多胎妊婦健康診査の補助を行う 

とともに、あわせて多胎児の出産世帯の家事や育児の負担軽減を 

図るため子育て応援ヘルパーを派遣し、多胎児の妊娠期から   

子育て期までのよりきめ細やかな支援を行ってまいります。 

さらに、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のさらなる取組を進めることに加え、本市の 

公立施設では初となる幼保連携型認定こども園の建設を行い、  

令和３年４月の開設に向けて取組を進めるとともに、令和２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、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 

引き続き補助することで、保育士が働きやすい環境を整備    

するとともに、本市への定住につなげてまいります。 

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、セーフスクール推進事業に    
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取り組んでおります。 

令和２年１月には、松原第四中学校区、松原第七中学校区の  

６つの小中学校において、審査員による現地審査の結果、非常に 

高い評価を得て、インターナショナルセーフスクール国際認証を 

取得しました。そして、他の全ての小中学校においても、認証及び

再認証に向け、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、さらなる安心・安全な学校づくりに向け、

取組を進めてまいります。 

また、学校環境の改善及び整備につきましては、令和２年度も 

引き続き、学校施設の法定点検及びその対象とされていない部分等

についても、専門の有資格者による点検を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。 

さらに、学校における英語教育の推進につきまして、教員の  

指導力向上を図る体制の充実とともに、ＪＥＴプログラムを活用し、

ネイティブスピーカーによる英語でのコミュニケーション力の 

向上をめざしてまいります。 

加えて、小学校においてはプログラミング教育が必修化される等、

学習活動において、積極的にＩＣＴが活用されることから、本市に

おきましても計画的に市内小中学校への機器の導入を進めており、

今後も国の５か年計画に基づき、児童生徒３人につき１台の   

ＩＣＴ機器の整備を目指してまいります。 

学校国際交流事業につきましては、市内中学生を台湾台北市に 



- 14 - 

 
 

派遣し、現地中学校との交流やホームステイ等、異文化交流を  

行ってまいりました。 

令和２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「国際人」として活躍する子どもの育成をめざし、  

取組を進めてまいります。 

また、ダンスが中学校体育で必修となっていることを踏まえ、 

Ｅ Ｘ Ｉ Ｌ Ｅ  Ü Ｓ Ａ さ ん が 代 表 を 務 め る 株 式 会 社       

ｄａｎｃｅａｒｔｈと協定を結び、河内音頭の要素を盛り込んだ  

「ダンス体操－大阪府松原市Ｖｅｒ．－」を製作し、教員への   

ダンス研修を実施いたしました。 

令和２年度は、各小中学校で「ダンス体操－大阪府松原市    

Ｖｅｒ．－」の普及に努め、ダンスを通して子どもたちの     

コミュニケーション力や表現力、体力の向上をめざしてまいります。 

次に生涯学習についてでございます。 

新図書館「読書の森」につきましては、自習室での学習をはじめ、

館内のいたる所にあるカウンターやテーブルでの読書、     

屋上展望広場での読書やランチ等の時間を過ごしたり、子どもや 

乳幼児を連れた家族がゆっくり過ごすことができる滞在型の  

図書館を目指しています。そのような中、１日平均の貸出点数は 

旧図書館と比較して、約２５０％となっており、来館者数も   

１日平均１５００人を超える等オープン以降、多くの市民の皆様に

利用されています。 

「読書の森」は、古墳をイメージして設計されており、今後も  

古墳のように時代を超えて、市民の皆様に親しまれ、子どもが  
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たくさんの絵本や児童書で楽しめる図書館をめざしてまいります。 

また、まつばらテラス（輝）につきましては、いつでもだれもが

気軽に利用できる施設として利用されており、引き続き、介護予防

や生きがいづくりをはじめ、子どもから高齢者までの多世代の方が

交流できる、にぎわいのある施設にしてまいります。 

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、大阪府下で初の取組としまして、   

松原市歯科医師会との協働により、罹患率及び死亡率ともに   

増加傾向にある「口腔がん検診」を開始し、早期発見と早期治療に

つなげるとともに、市民の皆様の健康意識の啓発を図って    

まいります。 

また、生活習慣病対策につきましては、新たな取組として、   

糖尿病性腎不全を防ぐため、医療機関への受診勧奨や、     

重症化リスクの高い方に対する専門的な保健指導を行うことで、 

市民の皆様の健康寿命の延伸につなげてまいります。 

さらに、令和元年１２月より開始した救急告示医療機関に対する

看護師等の住宅借り上げ支援補助金交付事業を引き続き    

実施することで、看護師が働きやすい環境を整備し、さらなる  

医療体制の維持・充実を図るとともに、本市への定住につなげて 

まいります。 

次に、介護保険事業につきましては、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を目的として松原市医師会と連携し、

医療関係者と介護事業者等が情報共有を図ることに加え、    

医療コーディネーターの機能を強化することにより、切れ目のない  
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支援体制の構築を進め、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」

の構築に向けて、取組を進めてまいります。 

また、介護予防として、「元希者カフェ」をはじめとする    

高齢者の居場所づくりを推進することで、さらなる健康寿命の  

延伸へとつなげてまいります。 

人権尊重のまちづくりにつきましては、市民の皆様と地域、  

行政の協働による「人権尊重のまち・松原市」の実現に向け、   

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

改訂してまいります。 
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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きましては、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、市民の皆様、地域との協働に

よる取組を継続し推進してまいりました。 

令和２年度におきましても、協働と検証のシステムにより、  

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 

連携し、令和元年度に実施し好評であった、松原観光キャンペーン

のプログラムを増加させ、ターゲットを市内から府内外に拡大し、

本市の魅力溢れる観光資源を活かした事業展開を進めるとともに、

市内外へのイベント等に積極的に参加する等、幅広い情報発信に 

努め、地域の活性化につなげてまいります。 

また、令和元年度に引き続き、阪南大学との連携のもと、学生が

江戸時代の庄屋建物や寺社等を訪ねて、文化財を紹介する映像を 

制作し、ふるさと松原の魅力を広く発信してまいります。 

さらに、令和２年度は、新たに「もずふるレンタサイクル」への

参加をはじめとした、世界文化遺産「百舌鳥・古市古墳群」の   

周辺自治体等との連携をより一層強化することで、広域的かつ  

一体的な観光振興を図り、本市への誘客を促進してまいります。 
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また、訪日外国人旅行者向けの日本観光情報サイトを用いた  

プロモーションを実施し、外国人観光客の誘客に取り組むことで、

インバウンドの促進につなげてまいります。 

さらに、令和２年度に開業が予定されているホテル事業者との 

協力体制を構築し、市民の皆様や来訪者がまちの魅力を知る機会の

充実を図り、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。 

昨年の節目となる第１０回は、多くの市内外の来場者に、本市の

地場産農畜産物をはじめ、多くの事業者の取組もＰＲすることが 

できました。 

今年の第１１回に向けて、安心安全な地産地消の取組を基本に、

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。 

そして、全国各地から多世代の方々に来場していただき、   

事業者の方々にもマルシェが終わ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、松原市観光親善大使

であるｆｌｕｍｐｏｏｌや、松原市ドリーム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、令和２年度はオリンピックイヤーであることから、   
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東京オリンピック・パラリンピック関連イベントとしまして、  

オリンピック聖火リレーに、本市からサポートランナーとして  

３名の小学生が参加することをはじめ、本市においても     

パラリンピック聖火リレーにおける採火イベントを実施し、   

東京オリンピック・ パラリンピックを盛り上げる機運の向上を 

図ってまいります。 

さらに、バラが庁舎を彩る５月に開催する松原市民      

バラフェスティバルにつきましては、毎年多数の市民の皆様に    

ご参加いただいている黄昏コンサートに加え、好評となっている 

イルミネーションでバラを彩り、市民の皆様に昼間とは違った  

市庁舎に咲くバラをＰＲするとともに、オリンピック・     

パラリンピックの関係者によるトークショーを実施して    

まいります。 

次に、国際交流事業についてでございますが、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     

青少年交流を行うとともに、市が実施した海外派遣を経験した  

若者が主体となり、市民の皆様や市内在住外国人の方々との交流を

進めてまいります。 

次に、公共施設等の管理につきましては、令和元年度に    

実施しました施設の調査結果に基づき、将来的な維持管理に係る 

コストの算出や施設の在り方に係る方向性等を示すために、   

個別施設計画を策定し、施設の長寿命化等につなげていくとともに、

公共施設等をとりまとめる組織の設置について検討して    

まいります。 
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ＡＩ・ＲＰＡの活用についてでございますが、引き続き、    

定型業務の自動化等の取組を拡充することで、生産性向上を図り、  

事務の効率化を推進していくとともに、市民サービスの向上に  

つなげてまいります。  



- 21 - 

 
 

おわりに 

 

 昨年は、令和という新しい時代を迎え、本市におきましても、  

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」を目指し、第５次総合計画がスタートしました。 

本市においても、全国的に問題となっている少子高齢化や   

人口減少、想定を超える自然災害の多発等が、大きな課題として 

直面しています。 

人がまちに「住んでみたい」「住み続けたい」と思う理由は、   

やはり「安心・安全」で、「便利」に暮らせることであると、     

私は確信しております。 

そのためにも、本市は市民の皆様や地域の方々等との協働による

取組を進めることで、阪神高速大和川線の開通やホテルの開業、 

大規模商業施設のオープン等により、利便性が向上することに加え、

セーフコミュニティをはじめとした取組を進めることで、さらなる

安心・安全で、便利なまちづくりを推進してまいります。 

また、本市の子どもたちは全中学校区において、３年に    

一度迎えるインターナショナルセーフスクールの認証の取得に 

向けて、取組を進めています。 

 未来を担う子どもたちが経験したインターナショナル    

セーフスクールの取組は、将来必ず本市の「安心・安全」に    

つながるものであり、本市の魅力の基礎となる輝く未来へ向けての

投資でございます。 

 私たち大人には、子どもたちが自らの未来を切り拓き、    
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次の世代へつなげていく、そのような社会をつくる使命が    

ございます。 

そのためにも、さらなる協働による安心・安全なまちづくりに 

邁進していく所存でございます。 

 

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まして、令和２年度の   

施政方針といたします。 

 

 


