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本日ここに、令和３年度予算案及び関連諸議案をご審議いただくにあたり、新

たな年度に臨む私の所信の一端と、市政運営の基本方針を申し上げ、議員各位並

びに市民の皆様のご理解と、ご協力を賜りたいと存じます。 

１．はじめに ～時代認識～                  

 この１年間、私たちは、過去に類を見ない、まさしく想像を絶するような危機

に直面しています。「新型コロナウイルス感染症」。“COVID-19”と命名された

この「未知の脅威」は、2019年12月に初めて確認された後、瞬く間に世界中を

席巻し、これまで私たちが長く営んできた当たり前の日常や生活様式が一変する

事態となりました。わが国を含めて世界各国において、ワクチン接種などの動き

が始まっているものの、あらゆる国や地域にワクチンが行きわたるには、さらに

多くの時間を要することとなるでしょう。また、変異株の出現や重症化のリスク

なども含め、ウイルスの正体そのものが、未だ完全に解明されていないという点

も事実であります。 

 わが国においては、昨年９月に菅義偉政権が誕生し、感染症拡大防止と社会経

済活動の両立を図るという、政権運営の基本戦略が示されました。また、「ポスト

コロナ」に向けた経済構造の転換と好循環の実現、さらには、防災・減災、国土

強靭化の推進など、安全・安心を確保するための対策に取り組むことで、新たな

成長の突破口を開いていこうとする、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のため

の総合経済対策」も定められたところです。 

こうした状況を鑑み、本市においても、「ウィズコロナ」における各種対策にと

どまらず、これからの社会構造の転換を見据えた、「ポストコロナ」における施策

を進めていかなければなりません。これはまさに、「市民の生命と暮らしを守り抜

く」、そして「ポストコロナ時代における成長を実現する」取り組みの展開であり、

今後の市政運営の重要な基軸ともなってまいります。 

さらに本市は、来年、市制施行から 50 年という重要な節目を迎えます。この

記念すべき節目は、市民の皆様とともにお祝いしてまいりたいと考えますが、こ

れまでのまちの歴史を振り返り、先人が築いた功績に感謝しながら、新たな時代

のまちづくりをスタートさせる契機としても位置づけていく必要があるとも思料

します。 

現在庁内では、職員有志による４つのプロジェクトチームが動き始めています。

「市制施行 50 周年」の企画・立案を行なう「大野城市市制 50 周年記念事業準

備プロジェクトチーム」、「働き方改革」の大野城市版の検討を行なう「新しい組

織風土検討ワーキングチーム」、社会全体や行政のデジタル化に対応するための

「大野城市デジタルトランスフォーメーション推進プロジェクトチーム」、そして、

「選ばれるまち」を目指す「大野城市シティプロモーション推進プロジェクトチ

ーム」であります。これらは、いずれも将来を見据えた本市の新たな挑戦であり、

こうした取り組みにも大いに期待していただきたいと考えています。 



Onojo city 

施政方針 2021 
2

また、現在、わが国の構造的な課題として、急速な人口減少の進展と、投資不

足やイノベーションの欠如を起因とする労働生産性の低迷が指摘されています。

本市におきましても、変化を続ける社会状況や多様化する住民ニーズに対応して

いくためには、よりいっそう業務の効率化などをはかり、生産性の向上に向けた

取り組みが必要不可欠となっており、「働き方改革」と併せ、業務の見直しについ

ても検討を進めているところです。 

特に「行政のデジタル化」につきましては、喫緊の課題のひとつとなっている

ことから、人工知能や専用の自動化ソフトウェアなどを活用した業務改善の検討

に着手するとともに、「自治体デジタルトランスフォーメーション」の取り組みを

展開するための基金を新設することとしています。 

  併せて、近年、異常気象による災害が国内外で増加し、今後も、さらなる頻発

化・激甚化が予測されます。2018年に公表されたIPCC、いわゆる「国連の気候

変動に関する政府間パネル」の特別報告書では、平均気温の上昇を1.5度に抑える

ためには、2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにする必要があると示さ

れました。このことを受け、国においては温室効果ガス排出量削減目標の設定な

ど、脱炭素化への動きが国内外で加速してきています。 

 大野城市といたしましても、本市の豊かな自然環境を未来に引き継ぎ、持続可

能な社会を実現することを目標に、市民や事業者などとともに総力をあげて取り

組めるよう、ここに「2050年二酸化炭素実質排出ゼロ」を目指す「ゼロカーボ

ンシティ」を宣言します。現在、改定を進めている「大野城市環境基本計画」に

おいて、脱炭素社会を目指す施策を積極的に取り入れていくことにしています。 

一方、来年８月には、西鉄天神大牟田線の「連続立体交差事業」が、高架切り

替えという大きな転換点を迎えます。西鉄の前身となる九州鉄道によって、この

地に鉄道が敷設されてから、およそ１世紀。この間、沿線の地域は飛躍的な発展

を遂げてきました。そして今、下大利駅から雑餉隈駅までの間には柱が立ち並び、

その下の空間利用こそ、これからの「にぎわい」のもとになると考えます。 

「上には電車、下には人」。このまちの「顔」は、大きく変化していきます。そ

して、アフターコロナ社会における人の流れも見据えながら、さらには、校舎改

築予定の筑紫中央高校などとの連携も図りながら、次世代の方々にも喜ばれる「に

ぎわいづくり」、「いこいの場づくり」が本格的に始まるのであります。 

まさに、市制施行100年に向けたスタートラインに立つ大野城市の、一大プロ

ジェクトであります。 

 感染症拡大という難局のもとではありますが、この困難を乗り越えていくため

に、そして、このまちの未来のために、これからも、起こり得る様々な事象を想

定しながら、ふるさと繁栄の歩みを確実に進めてまいりたいと存じます。 

２．４期目を振り返って                    

さて、令和３年度は、私が４期目の大野城市政の舵取りを担わせていただいて
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から、４回目の予算編成となります。 

これまで「つながるふるさと。＊みんなが主役」を市民の皆様と共有するため

に、「今、成すべき政策は思い切って打つ」という信念で、マニフェストに基づく

数々の施策に果敢に挑戦し、確実に前に進めてまいりました。 

４期目のマニフェストでは、安心・安全で魅力あふれるコミュニティのまちづ

くりにさらに磨きをかけ、10万都市の豊かさを将来に引き継ぎ、さらに発展させ

ていけるよう、「我がまち大野城“未来づくり宣言”」を掲げ、７つの「つながる

M-Plan（エム-プラン）」と43の「施策テーマ」の実行を、市民の皆様にお約束

しました。 

ここで、７つの「つながるM-Plan」ごとに、４年間を振り返ってまいります。 

１つ目の「子どもと家族と地域の笑顔があふれるまち“大野城”」では、「待機

児童ゼロ」を目標に掲げ、保育定員の拡充や幼稚園の認定こども園化、さらには

届出保育施設を利用する保護者の経済的な負担軽減や、施設の運営費補助などを

進めてまいりました。こうした重層的な子育て支援策の展開によって、令和４年

４月に「待機児童ゼロ」を達成する見込みとなっています。さらに、「夢とみらい

の子どもプランⅢ」を策定し、次の時代を担う子どもたちが、希望を持ち、健や

かに育つことができる環境の実現に向けた施策を展開してまいりました。 

また、小中学校においては、夏の猛暑対策として、全ての普通教室及び特別教

室への空調の設置を完了するなど、子どもたちの安全な学習環境の確保を進めて

きたほか、学校・家庭・地域・行政が連携したPTCA活動として、小学校の「ラ

ンドセルクラブ」事業の導入と拡大を図ってまいりました。この「ランドセルク

ラブ」事業につきましては、留守家庭児童保育所との一体運営を、令和４年度に

は全ての小学校で実施することとしております。 

２つ目の「健康長寿のまち“大野城”」では、高齢者の方々が、住み慣れた地域

でいつまでも元気に自分らしく生活できる環境を整えるため、「基幹型地域包括支

援センター」を整備するとともに、コミュニティごとに「地区地域包括支援セン

ター」を設け、介護や福祉、健康、医療など様々な面からきめ細やかな支援を行

なうことができる体制を整えてまいりました。また、「健康ポイント」の導入など、

市民の主体的な健康づくりを促す取り組みについても、積極的に進めてきたとこ

ろであります。 

３つ目は「一人ひとりの市民力が輝くまち“大野城”」です。すべての市民が性

別に関わりなく、その個性と能力が尊重される社会を推進していくための指針と

して、「第4次大野城市男女共同参画基本計画」に基づいて、様々な取り組みを実

施してまいりました。また、「大野城市コミュニティ構想 ver.2」に基づき、まち

づくりに関わる様々な主体がそれぞれの役割を理解・共働し、市民と行政のパー

トナーシップを生かした、目指すべきコミュニティ像の実現に向け、取り組みを

進めてきたところです。 

４つ目の「命と暮らしを守り、自然環境を守るまち“大野城”」であります。防

災力・減災力の強化に向け、市民総ぐるみによる防災訓練に取り組むなど、市民
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一人一人の防災力向上に向けた支援を行なってまいりました。また、市内の土砂

災害警戒区域などに指定されている急傾斜地の対策工事についても、計画的に進

めてまいりました。 

さらに、安全で安心な生活環境の確保を図るため、「大野城市空き家等対策計画」

に基づく「空き家実態調査」の実施や「空き家バンク」の開設を行なうなど、空

き家の発生予防や適正管理対策、利活用対策などにも取り組んできたところです。 

５つ目は「快適な都市空間を創造するまち“大野城”」です。西鉄天神大牟田線

の「連続立体交差事業」に関連して、人の賑わいと回遊の創出などを見据えた「高

架下利用基本計画」を策定いたしました。また、道路交通の安全を確保するため、

「路面下空洞調査」や「道路側溝の蓋かけ」などの対策を実施したほか、「水道施

設の再編と耐震化」、「汚水施設などの長寿命化」、さらには集中豪雨に備えた浸水

対策としての「雨水施設の整備」なども、計画的に進めてまいりました。 

６つ目の「ふるさとのにぎわいと魅力があふれるまち“大野城”」では、市役所

を中心とした公共空間である、ここ「シビックゾーン」において、市民の皆様が

集い、新たな交流が生み出されるよう、「すこやか交流プラザ」の改修をはじめ、

公共施設の機能強化と連携に向けた各種整備を進めてまいりました。また、「大野

城市サイン基本計画」を策定し、これから、改修などを進めていく公共サインの

設置方針などについて整理を行なったところです。 

最後に、７つ目の「市民に信頼され自立し創造するまち“大野城”」では、大野

城市の「10年の大計」と位置づけた「第６次大野城市総合計画」を策定し、新た

なステージにおけるまちづくりをスタートさせました。「未来をひらく にぎわい

とやすらぎのコミュニティ都市」という都市将来像のもと、地域と行政がともに

進めてきた「コミュニティによるまちづくり」をさらにステップアップさせると

ともに、市民一人一人が主体的にまちづくりに参加できる環境を整えることで、

将来を見据えた「にぎわい」と「やすらぎ」を実現していくことができるよう、

様々な取り組みを力強く展開しているところです。 

また、大規模な災害など、有事の際に自治体同士が互いに支え合う体制を構築

するため、岩手県奥州市、兵庫県芦屋市、熊本県菊池市と「災害時相互応援協定」

を締結するなど、都市間連携の強化についても取り組んでまいりました。 

以上、４期目の市政運営について概括的に申し上げましたが、「つながるふるさ

と。＊みんなが主役」というテーマを実現するため、地方自治を取り巻く課題に

真摯に向き合いながら、一つ一つの施策を実行してまいりました。 

市民の皆様をはじめ、議員各位のご協力のもと邁進・努力してきた道のりが、

成果となって実を結びつつあることに、力強い手ごたえを感じています。 

３．市政運営の基軸                      

次に、令和３年度の市政運営の基本姿勢について、次の２つの視点から申し述

べさせていただきます。 
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（１）市民の生命と暮らしを守り抜く 

１点目は、「コロナ禍」という人類の歴史的な危機にあって、まずは何よりも重

要となる「市民の生命と暮らしを守り抜く」取り組みについてです。 

「新型コロナウイルス感染症」の収束がなかなか見えない厳しい状況のなか、

市民の皆様には、それぞれの生活の中で、感染拡大防止に向けた最善の努力を払

っていただいているところです。皆様と、その周りの大切な方々の命を守るため

には、お一人お一人の行動が大変重要であり、こうした取り組みに対し深いご理

解と積極的にご協力を賜っておりますことに、心から感謝申し上げます。 

私には、市政の舵取りを担う者として、市民の皆様の生命を守るという大きな

責務があります。そのため本市では、昨年、まだ県内での感染が確認されていな

い時期に「新型コロナウイルス感染症対策本部」を立ち上げ、福岡県と連携しな

がら、感染予防の徹底や支援を必要とされている方々のための対策を打ってまい

りました。今後も、感染拡大状況や社会情勢などを注視しながら、必要な対応に

つきましては迅速に実行していくとともに、万全の危機管理体制の維持にも力を

尽くしてまいります。 

それでは、初めに「新型コロナウイルスワクチン接種」への対応について申し

上げます。厚生労働省が示した日程では、まずは高齢者への優先接種、その後 64

歳以下の方への接種を実施することとなっています。本市では、市民の方々への

接種を円滑に実施できるよう、今月 1 日、長寿社会部内に「ワクチン接種対策室」

を設置しました。また、先月の臨時会で承認頂きました補正予算と新年度の予算

で、市民の皆様が早急かつ確実に接種して頂けるよう予算の計上をさせていただ

きました。 

これからの接種開始に向けて、接種券の送付やコールセンターの開設、ワクチ

ン接種を担うスタッフや会場の確保など、万全の体制を整えてまいります。 

また、筑紫医師会とも十分に連携をし、「新型コロナウイルス感染症検査センタ

ー」への運営補助についても引き続き実施してまいります。 

さらには、感染症の拡大や行動制限などによって、市民の皆様の心や体に及ぶ

影響を軽減するための取り組みも重要です。そのため、市の保健師による相談対

応や、専門医による「心の健康相談」などにも引き続き努めてまいります。また、

高齢者の皆様に対しては、身体的機能や認知機能の低下という、いわゆる「フレ

イル状態」になることを予防するため、介護予防教室の実施や訪問活動による状

況確認を行なうとともに、高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に実施する

取り組みも開始することとしています。 

また、「コロナ禍」においては、経済の落ち込みなどによる中小事業者や市民生

活への直接的な影響を、最小限に抑えていかなければなりません。本市では、緊

急経済対策として「中小企業融資制度」の充実を図っているほか、経済効果が期

待できる「プレミアム付き商品券」も、販売額 3 億円・プレミアム率 20％とし

た、今年度と同規模で実施する予定としております。 
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そして、市の行事など、各事業を実施するにあたっては、「コロナ禍」の中でも

事業の目的を達成できるよう、感染予防を徹底し、安全に配慮した形で取り組ん

でまいります。 

特に、本市の秋の一大イベント「おおの山城大文字まつり」につきましては、

台風や「コロナ禍」の影響によって、ここ２年は実施することが叶っておりませ

んが、今年は改めて関係者の皆様方への感謝の気持ちを込め、第 39 回という開

催回数にもちなみ、「サンキューまつり」として実施できるよう、準備を進めてま

いりたいと考えています。 

次に、感染症拡大の状況下での災害対策についてであります。ここ数年、特に

出水期における危機事象が頻発している状況であり、昨年も記録的な大雨によっ

て、九州では大規模な河川の氾濫や浸水などが発生し、各地で甚大な被害が生じ

ました。そのため、感染症が拡大する状況下においても、空振りを恐れず万全の

備えを整え、庁内、そして地域における防災体制をさらに高めていくことが必要

となっています。 

具体的な取り組みとして、本市では現在、災害情報などを、防災無線屋外スピ

ーカーを利用して広く伝達していますが、屋内に情報が行き届きにくいという方

への対応として、「戸別受信機」の整備を行なうこととしており、令和４年度から

の運用に向けた準備を進めてまいります。 

また、３年おきに発行し全戸配付を行なっております「ハザードマップ」につ

きましても、来年度、改訂版を発行する予定としております。 

このほかにも、児童虐待防止対策のさらなる推進を図るため、こども部に「子

ども家庭総合支援拠点」としての機能を新たに設置することにしているほか、障

がい福祉の支援として、「福祉タクシー利用券」を長距離移動にも対応できるよう

にする制度への見直し、在宅で医療的ケアなどを行なっておられる家族などの一

時的休養、いわゆる「レスパイト」を支援する訪問看護への助成も行ないます。 

また、市民の皆様の健康維持を目的として、各種検診事業の充実に取り組んで

いますが、乳がんの個別検診につきましては、令和２年度に開始し、見込みを大

きく上回る方が受診されたことから、件数などの規模を充実させて実施すること

といたします。 

このように、感染症拡大などをはじめとする危機から市民の皆様を守り抜くた

め、あらゆる措置を躊躇することなく、そして機を逸することなく講じていく決

意であります。 

（２）ポストコロナ時代における成長を実現する 

 ２点目として、「コロナ禍」という厳しい状況にあっても、これからの大野城市

がさらに飛躍していくための「ポストコロナ時代における成長を実現する」取り

組みが重要となってまいります。 

 大野城市は、昭和 47 年に市制を施行し、この半世紀の間に飛躍的な発展を遂
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げ、今では 10 万市民が日々の暮らしを営む、県下でも中核をなす都市となりま

した。これまで計画的に進められてきた社会資本の整備が完成へと近づくなか、

今我々は、変化を続ける社会情勢や「コロナ後」の人々からのメッセージを機敏

に察知し、次の時代の成長戦略について描いていかなければなりません。そのた

め、引き続き感染症の拡大防止を図りながらも、一方で 50 年後、100 年後を見

据えた各種施策を、着実に実行してまいる所存であります。 

 まず、「市制施行 50 周年記念事業」について申し上げます。来年度早々には、

事業の実施方針の策定を行なったのち、市民の代表による実行委員会を組織し、

市民と行政が共に知恵を出しあい、一緒になって事業の企画・立案を進めていく

ことといたします。また、令和 4 年度のメインの事業については、感染症拡大の

状況を注視しながら、「ふるさと大野城」への誇りや愛着がさらに深まっていくよ

うな未来志向の取り組みを計画してまいります。 

 次に、「シティプロモーション推進事業」についてです。昨年 3 月に策定した「大

野城市シティプロモーションビジョン」に基づき、これから市内外に「大野城市

のファン」を増やしていく取り組みを推進することとしておりますが、そのため

のプランニングに着手してまいります。 

 また、「シビックゾーン整備事業」の今後の予定ですが、感染症拡大の影響を勘

案し、一部計画の見直しを行ないつつ、来年度は市庁舎と「大野城まどかぴあ」

との間の「（仮称）中央広場」の整備を開始いたします。 

 さらには、今後の都市計画の方向性を示す「都市計画マスタープラン」ですが、

現在、「第６次大野城市総合計画」との整合を図りながら、令和 3 年度末の改定に

向けた作業を進めているところです。 

次に、「コロナ禍」という非常に厳しい状況においても、昨年の「日本遺産」の

認定は、本市にとって大変喜ばしいニュースとなりました。平成 27 年度に既に

認定されていました「古代日本の『西の都』～東アジアとの交流拠点～」が、今

回「広域型」に拡充され、計 30 件に及ぶ構成遺産のうち、本市では、国の特別

史跡「大野城跡」と「水城跡」をはじめ、「牛頸須恵器窯跡」「牛頸須恵器窯跡出

土ヘラ書き須恵器」「善一田古墳群」「御笠の森」が含まれました。いずれもわが

まちの大切な宝であり、今後もあらゆる機会を活用して PR を行ない、本市に息

づく悠久の歴史を、多くの方々に体感していただける取り組みを進めてまいりま

す。 

また、来館者数が 20 万人を達成した「大野城心のふるさと館」は、今後も幅

広い市民の皆様にお楽しみいただける事業を実施することとしておりますが、特

に、開館３周年を迎える来年度は、国宝や重要文化財の展示を行なう特別展を実

現し、貴重な文化的資料を身近に体感いただける機会を提供してまいります。 

次に、青少年の育成のための施策ですが、若者が気軽に立ち寄ることができ、

安心して過ごせる場として位置づけた「青少年の居場所」、愛称は「ユープレ」と

決定しましたが、今月 1 日、オープンいたしました。「ユープレ」とは“YOUTH 

PLACE”の略です。“YOU”とは、あなた１人でも、あるいは、あなたたち仲間
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同士でも来てほしい、そういう願いが込められています。これから当施設では、

仲間同士の交流や自立に向けたサポートを行なうほか、家族や地域などの周囲か

ら感謝される場、そして、ここで育った人がいつか戻ってきてくれる場となるよ

う、様々な事業に取り組んでまいります。 

 さらに、当施設内には、現在、大野北小学校に設置している、中学生の「通級

指導教室」、これを移設することとしておりますが、「ユープレ」と連携した活動

についても研究を進め、「児童生徒の総合的な支援の充実」の施策にも資する取り

組みを行なってまいりたいと存じます。 

さらに、今年度、国の「GIGA スクール構想」に基づき、児童生徒に対して 1

人 1 台のコンピュータ整備などを進めています。来年度は、整備後の効果的な運

用などについても強力に進めていくこととしており、今後も、小中学校における

子どもたちの学習環境面の改善を、時代の要請に呼応して着実に実施してまいり

ます。 

このほかにも、地域コミュニティ活動などに関する施策として、「コミュニティ

構想」の中間評価の実施や、「総合型地域スポーツクラブ」の運営、さらには御笠

川の「ふるかわ公園」内にこのたび新事務所が誕生した「公益財団法人おおのじ

ょう緑のトラスト協会」へのサポートを行なってまいります。なお、市民の利用

がなされていない「未利用公園」の利用実態調査なども実施する予定であります。 

また、このまちの将来を見据えた施策として、次期「男女共同参画基本計画」

策定のための市民意識調査や、「市民読書活動推進計画」の策定、福岡広域都市計

画道路「日の浦池線」の整備工事などに着手いたします。 

このように、大野城市のまちの魅力を高めながら、未来へと発展していくため

の様々な施策を、積極的に推進してまいります。 

さて、令和 3 年度の予算編成についてですが、歳入におきましては、「コロナ禍」

の影響により市税収入が令和 2 年度予算と比べ９億２千 592 万９千円の減少を

見込んでおります。それらの影響を踏まえ、歳出においては、歳入の減少に対応

し、さらなる事業費の精査を行なっております。 

その一般会計予算総額は、361 億５千 900 万円であり、令和２年度と比べて

１億９千 200 万円の減となりました。 

今後の社会情勢などの動きを慎重かつ適確に見極めながら、何よりも、市民サ

ービスへの影響を最小限に抑えられるよう柔軟に対応するとともに、次世代に負

担や責任を先送りにしないよう、戦略的な財政運営に努めてまいります。 

以上、新年度における主要な施策・事業の概要とともに、市政運営に取り組む

私の所信の一端と、施政の基本方針を申し述べさせていただきました。 
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４．結び ～未来への希望につなぐ～              

市民の皆様をはじめ、関係各方面から力強いご支援と温かいご厚情を賜り、市

政の舵取りを任せていただいてから、時は流れ、早くも４期目最後の年となりま

した。就任当時は、地方分権や三位一体の改革、そして市町村合併が中央主導型

で進められる中で、いかにして自分たちのふるさとを守り、次の世代に引き継い

でいくかが自治体に問われておりました。その後、わが国は人口減少時代という

新たな局面に移行しました。少子高齢化の進行や東京への人口の一極集中、さら

には「消滅可能性都市」とも表現された地方の疲弊が、国家の重大な危機と位置

づけられ、地方の活力を生み出す「地方創生」の取り組みが進められていくこと

となったわけであります。 

また、この 16 年の間には、今般の感染症拡大をはじめ、大地震、台風、豪雨

など、私たちの生活が脅かされるような数々の危機事象も相次ぎました。人知を

超越する多くの困難の最中にあって、私たちは長いトンネルの中を、ひたすらに

歩み続けているのではないかと感じることもあります。 

長崎大学・熱帯医学研究所の山本太郎教授。医師として、約 25 年にわたりア

フリカやアジア、中南米など、50 を超える国々で感染症対策や研究に取り組まれ

ている方ですが、その専門的見地から、人類の歴史と感染症に関する数多くの著

作を著わしておられます。山本教授のご指摘にもありますが、人類と感染症との

関係は、約１万年前といわれる農耕定住社会の出現によって始まり、その後人類

は、幾度となく感染症の大流行と、社会が一変する経験を繰り返してきました。

特に、14 世紀から 15 世紀にかけてのヨーロッパにおけるペストの大流行は、「中

世」という旧来の社会の終焉とともに、「近代」の幕開け、そして国民国家の形成

にもつながっていくこととなりました。 

このような歴史と、現在の「コロナ禍」の状況を考察するなかで、氏は、「次の

社会を考えることが、未来への希望につながる」と述べておられます。今、私た

ちは、未知の感染症拡大という難しい状況下にあります。しかし、こうしたなか

でも一人一人が進むべき将来の方向を見据え、その先に続く社会を思い描くこと

が、そのトンネルの出口に輝く「希望」という光を見出していくことにもつなが

っていくということではないでしょうか。 

大野城市の市制施行からこれまでの 50 年は、大規模な区画整理と、それに伴

うインフラ整備や住宅開発などが相俟って、飛躍的な成長を続けてきた道のりで

ありました。そして、100 年へと続くこれからの 50 年は、まちづくりの新たな

「芯」になるものを完成させるためのステージであり、その新たなる「芯」の構

築は、「コロナ後」の「ニューノーマル」、すなわち私たちの「新たな社会」への

備えになると考えています。 

社会全体のデジタル化、少子高齢化、人口の減少、財政の硬直化、共働の新し

い形など、地方自治体として手を打つべき様々な課題が、まさに、今ここにあり

ます。また、社会資本の老朽化が進む中で、将来にわたって整備・充実をどのよ
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うに図っていくかという点も、これからの懸案事項であることも忘れてはなりま

せん。しかしながら、私たちはどのような状況下にあっても、先人から培ってき

た「市民力」、そして、高い生産性により住民生活の向上を実現しようとする「職

員力」、これにより、脚下の様々な課題に対して、果敢に立ち向かっていかなけれ

ばならないのであります。 

新型コロナウイルスの感染拡大によって、中止や延期を余儀なくされた大切な

時間を、私たちは再び前に進めなければなりません。パンデミックで失われつつ

ある日常を、再びとり戻さなければなりません。私も「アフターコロナ」、「ポス

トコロナ」の時代に向け、全集中にて、「日々が任期」の覚悟をもって時間の針を

進める努力を続けます。どうか市民の皆様方、そして議員各位におかれましては、

市政運営全般にわたり、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、ここに改め

てお願い申し上げ、私の新年度に臨むにあたっての施政方針とさせていただきま

す。 

 ご清聴、ありがとうございました。 

 大野城市長 井 本 宗 司


