⼤⻄市⻑出⾺表明報告要旨
令和４年第１回役員会︵７⽉

⽇開催︶

りのこれまでのこと︑また︑これからの⾏く末を考えた

いませんでしたが︑市⻑にな てからの⾼松のまちづく

私⾃⾝︑コロナ対策などで来年の選挙まで頭が回 て

様のご理解を得られますならば︑⾼松市⻑の重責を担い︑

選挙に市⺠の審判を仰ぐべく出⾺をして︑市⺠の多く皆

こうい た趣旨で︑私︑⼤⻄秀⼈は︑来春の⾼松市⻑

ぜひとも︑⼤⻄ひでと後援会役員の皆様⽅には︑変わ

誠⼼誠意まちづくりに歩んでいきたいと考えていると

マニフ スト２０１９で四期⽬の政策を掲げさせて

りませぬ︑また最後までの⼒強いご⽀援をいただきます

ときに︑今⼀度⽴候補して集⼤成的なものとして仕上げ

いただきました︒コロナ禍等で⼗分にできなか たこと

よう︑よろしくお願いを申し上げます︒

ころです︒

もありますが︑瀬⼾内創造拠点都市として㏚できるよう

ていきたいとの結論に⾄りました︒

私は︑先の６⽉市議会定例会で来春の⾼松市⻑選挙に

なブランド⼒や知名度も少しずつ向上しておりまして︑

くお礼申し上げます︒

５選⽬をかけて出⾺をする意思表明をいたしました︒そ

歳になりますが︑⾒た⽬も中⾝もまだま

現在進めている第６次の⾼松市総合計画が来年度ま

市にと て⾮常に重要な５年間であると思 ています︒

⽬の最後の年と５期⽬の４年間を含めた５年間は⾼松

さて︑これからの⾼松市ということですが︑今︑四期

それをさらに伸ばしていかなければならないと思い︑決

会を開催していただきました︒

私は今年

だ初々しさが残 ていると⾃負していますし︑もう１期

去る６⽉初旬に新⼈候補が来春の市⻑選挙への出⾺
表明をしたことに対し︑私に現職市⻑として態度表明を

でとな ており︑最後の２年間の仕上げをしなければな

を策定しなければならない⼤事なスタ トの時点にな

らないのと同時に︑２年後から始まる第七次の総合計画
ながら︑間違いのない⾼松市政の運営にがんば ていき

ります︒

年⾜らずの官僚時代の経験も⽣かしていき

たいと思 ています︒

また

元気にがんばりたいと思 ています︒

りにがんばれという温かい励ましの⾔葉も多くいただ
きましたことから︑今回は極めて早い時期での出⾺表明
となりました︒
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早くすべきとの意⾒や︑今⼀度⽴候補し⾼松のまちづく
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断をさせていただきました︒

のことを直接︑後援会の皆様にお伝えいたしたく︑役員

政各般にわたりご理解ご協⼒を賜 ておりますこと︑厚

活動を⼒強く⽀えていただいていることはもとより︑市

後援会の皆様には︑⽇頃から私の⾼松市⻑としての

26

２０２５年には︑団塊の世代が

歳以上の後期⾼齢

その⼈流や経済効果を⾼松により多く呼び込んでいき︑

るかもしれず︑予断を許さない状況であります︒

このような形で︑ここからの５年間は⾼松にと ては

的な感染防⽌対策とともにワクチンの接種が⼤事にな

⾏︑⼈と⼈との距離の確保︑こまめな換気とい た基本

これに対処していくには︑マスクの着脱︑⼿洗いの励

化︑⼈⼝減少もさらに加速して進むと予想されていると

⼤きな勝負の時期であり︑し かりと第７次の総合計画

盛り上げていきたいと考えています︒

ころで︑それらの状況に対応していくために︑市⺠⼀⼈

ります︒

ナウイルス感染症への対処ですが︑感染拡⼤が著しく増

ります︒

確かであり︑接種率の低い年齢層での感染が増加してお

ワクチン接種により確実に重症化を抑えられるのは

を打ち⽴てていかなければならないと思 ています︒

いくことができる包括的なコミ ニテ や地域社会を
創 ていくことが必要だと思 ています︒
このことは地域共⽣社会という⾔い⽅をしています

る世代の市⺠や各家庭が︑お互いさまの助け合いの仕組

国的に⼀⽇の新規感染者数が過去最多を記録する都道

第六波が収まりかけた６⽉末から第７波が始まり︑全

の⽅︑また４回⽬対象者の⽅は接種の積極的な検討をお

種の機会を設けておりますので︑ぜひとも３回⽬がまだ

の対応していただいていますし︑⾼松市としても集団接

ワクチン接種については︑それぞれの病院で個別接種

みの中で必要なサ ビスを受けられる︑誰もが幸せを感

府県が増えるという厳しい状況にな ています︒⾼松市

⼤しており︑⽌まらない状況にな ております︒

じられるような︑⾼松型地域共⽣社会を構築していかな

願いしたいと思います︒

ければならないと思 ています︒

次の瀬⼾内国際芸術祭も開催されます︒この万国博覧会

れておらず︑医療のひ 迫も⾒られてはいませんが︑今

今のところ︑県内では中等症や重症者はほとんど⾒ら

だきながら︑保健所を中⼼に⾼松市としても精い ぱい

師会や看護協会など関係機関の絶⼤なるご協⼒をいた

こ て︑はや２年半近くにな ております︒この間︑医

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡⼤が起

と瀬⼾内国際芸術祭の相乗効果をも てこの瀬⼾内海

後の変異株のことも考えますと︑いつ爆発的な感染があ

また︑２０２５年には︑⼤阪・関⻄万国博覧会︑また

の地域を盛り上げていきたいと思 ていますし︑そして︑

す︒

でも多くの感染者が確認され︑同様の状況にな ていま

が︑⾼齢者のみならず障がい者や⼦どもも含めたあらゆ

現在の市政の当⾯の最⼤の課題であります︑新型コロ

⼀⼈が⽣きがいや役割を持ち︑助け合いながら暮らして

者になり︑超⾼齢社会が到来するといわれており︑少⼦
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の対応してきたところです︒
これまで︑緊急事態宣⾔や蔓延防⽌等重点措置で都道
府県間の移動の⾃粛︑飲⾷店の営業停⽌︑時間短縮の措
置のほか︑海外との出⼊りでは渡航禁⽌などで︑⽇本で

さて︑私は平成

年５⽉に⾼松市⻑に就任して以来︑

年余りの間︑⾵光明媚で歴史と伝統ある⾼松市の市

⻑として誠⼼誠意その職務にまい進してきました︒

続いてド ムがお⽬⾒えし︑おし れな街の雰囲気が漂

い始めたころでありました︒

このような状況の中で︑これからの⾼松市の新しいま

ちづくりを始めていくことに意欲をも て最初の市⻑

選挙時に公約をマニフ スト２００７で⽰しましたが︑

市⻑就任後には︑マニフ ストのそれぞれの項⽬につい

年９⽉に塩江町と︑また平成

年１⽉に牟礼町︑庵治町︑⾹川町︑⾹南町︑国分寺町と

⾼松市は︑平成

観光客でにぎわ ていた経済も縮⼩してしまい︑特に飲

て︑成果⽬標を設定し︑達成度を逐⼀公表してきたとこ
倍の

万⼈に︑⾯積

万⼈から

合併し︑⼈⼝は

㎢に増えました︒

ろです︒

⾷業や宿泊業などの観光関連産業で⼤きな痛⼿が出て

倍の

年余りが経過し︑現

てきました︒

給付⾦事業などの対策で事業者・⽣活者の⽀援策を講じ

県の様々な経済対策と連携・補完する形で⾼松市独⾃の

また︑総合計画策定の最終段階でありましたし︑都市

るかという︑まちづくりのスタ トの時期でありました︒

に⼀体感をもたせて全体の発展をしていくことができ

過し︑旧⾼松市と合併町との整合性を図りながら︑いか

ただき︑その実現に精い ぱい努⼒をしてきたところで

の項⽬を市⺠の皆様とのお約束として提⽰をさせてい

マニフ スト２０１９では︑６つのまちづくり︑

の時期にさしかか ています︒

在︑４期⽬のマニフ スト２０１９も最終年︑総仕上げ

早いもので初当選︑就任から

コロナの⾏⽅も分からない状況ですが︑感染防⽌対策

計画のマスタ プランの⾒直しも進めるという︑新しい

年は︑合併から１年が経

に万全を期しながら︑⽇常⽣活の⼀⽇でも早い回復と社

す︒

たとえば︑中⼼市街地では︑丸⻲町再開発で⼀番街に

まちづくりが始まる時期に︑私が市⻑に就任したという

ロナの繁栄を考えていきたいと思 ています︒

会経済活動の維持・活性化の両⽴に向けて取り組んでい

私が市⻑に就任した平成

㎢から
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ことであります︒
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き︑ウ ズ・コロナを乗り切 て︑収束後のポスト・コ

そうい た厳しい環境を少しでも緩和するため︑国や

は

はインバウンドはほとんどゼロにな てしまい︑外国⼈
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きました︒
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つかあります︒

ただ︑コロナ禍でどうしてもできなか た項⽬もいく
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コロナにより︑⼈と⼈とが途切れがちになり︑⼈が集
まるイベントができなくなり︑地域社会コミ ニテ が

いつも申し上げておりますが︑時代は今︑⼤きな転換
点にさしかか ています︒

また︑地域公共交通の強化推進では︑公共交通の利⽤

には︑住⺠に最も⾝近で直接的に住⺠福祉に責任を持つ

実への的確な対応が求められています︒我々基礎⾃治体

地⽅都市では急激な⼈⼝減少と超⾼齢社会という現

が控えられたために︑期間内に⽬標達成が難しい項⽬も

主体として︑これらの課題に真正⾯から対応していかな

⼤きなダメ ジを受けました︒

いくつかあります︒

それぞれの地域や市町村は︑⼤きな変化の渦中にある

⾃らの現実を⾒つめ直し︑将来を的確に予測しながら︑

戦略的⾃治体経営を⾏ ていく必要があります︒

⾼松市も例外ではなく︑し かりとした戦略をも て

まちづくりをしていかなければなりません︒

ただし︑⾼松市では︑私が市⻑に就任してすぐに策定

イルス感染症のパンデミ クが発⽣し︑以降︑保健所を

た事態が発⽣し︑世界の安全保障の脅威とな ている

ただ︑ロシアのウクライナ侵攻という想像もできなか

まちづくりを拡散型から集約型へ舵を切り︑コミ ニテ

活⼒を維持し︑市⺠の幸せや豊かさを求めていけるのか︑

減少と少⼦・超⾼齢社会を想定し︑その中でいかに町の

した都市計画マスタ プラン等の中で︑これからの⼈⼝

持つ中核市である⾼松市の業務は︑保健所を中⼼にコロ

ことはもとより︑⾷料不⾜︑原油⾼︑エネルギ 資源の

の再⽣を図るなど︑その進むべき⽅向性を明確にして

ければなりません︒

ナ関連業務が著しく増⼤し︑⼈員や予算をそこに相当部

枯渇など世界経済を揺るがせるような厳しい事態が⽣

４期⽬が始ま て１年たたないうちに新型コロナウ

分振り向けなければならず︑その他の業務︑サ ビスを

じようとしています︒それらも地⽅都市に暮らす我々の

⼿を打 てきているところです︒

縮⼩せざるを得ない状況になりました︒

グロ カルという⾔葉があります︒世界規模グロ バ

退の兆しを⾒せていた⾼松のシンボルともいえる屋島

したコンパクトなまちづくりを推進し︑観光地として衰

また︑⼀貫して中⼼地市街地と郊外の⽥園地域が調和

０２５年の前後の時期に焦点を当てながら︑可能性を秘

ルに物事をとらえて︑地域の実情ロ カルに合わせて⾏

を再⽣すべく道路などのインフラをリニ

⽣活に直結する問題でもあります︒

めた創造拠点都市である⾼松市をコロナ禍の影響から

動すべきとい た造語ですが︑まさに今グロ カルな⾏

上に交流拠点施設を建設するなどして︑その魅⼒の向上

そのようなダメ ジを取り返し︑先ほど申し上げた２

いち早く⽴ち直らせることが︑私の⼀番の責任であると

動が求められています︒

アルし︑⼭

考えています︒

私は︑
﹁瀬⼾内創造拠点都市・⾼松 更なる進化﹂を

責任と節度︑他者に対する理解と思いやりが⾏き届いた

正当に報われる⼀⽅︑法秩序が尊重され︑⾃ら守るべき

れる社会であります︒各⼈の想像⼒が⽣かされ︑勤労が

折しも︑サンポ ト⾼松において︑新しい駅ビル︑新

４期のマニフ ストに掲げましたが︑それを⽬指して︑

社会であります︒私はこのように⽂化の重視と⼈間性の

が問われているのだと思います︒

県⽴体育館︑徳島⽂理⼤学⾼松駅前キ ンパス︑外資系

次の段階にも新しいビジ ンを掲げ︑前進してまいりた

を図 ているところです︒

⾼級ホテルなどの開発整備が︑これから本格的に始まろ

充実︑デジタル⽥園都市構想の推進等を通じて︑公正で

回復をあらゆる施策の基本に据え︑家庭や地域の基盤の

最後に︑私の最も尊敬する政治家であり︑その理念に

品格ある⾼松型地域共⽣社会の建設に⼒をいたす決意で

いと存じます︒

また︑商店街再⽣の全国的なモデルとな ている丸⻲

共感し︑しばしばその⾔葉を借⽤し使わせてもら てい

うとしているところです︒

町再開発事業も熟成の段階に⼊ ていると聞いていま

あります︒

可能な資源の制約等が厳しい状況にならざるを得ませ

服し︑理解と信頼を培いつつ︑家庭や地域︑国家や地球

我々が今⽬指しておる新しい社会は︑不信と対⽴を克

申し上げます︒

どうか︑皆様⽅最後までご⽀援のほどよろしくお願い

以上︑私の決意表明とさせていただきます︒

ます︑故⼤平正芳元総理⼤⾂の最初の施政⽅針演説を引
年前の演説です

す︒

⽤させていただきます︒この演説は

が︑ま たく古さを感じさせず︑むしろこれからの地域

⾼松市中央卸売市場の⼀部移転再整備や道の駅・温浴
施設・医療施設を併せ持つ塩江町の交流福祉の拠点整備

社会︑⾃治体運営の指針とするべき︑みずみずしさを感
じています︒
⾔葉をいくつか⾼松のまちづくりに置き換えて︑決意表

ん︒いかにその中で︑社会経済を持続可能性の維持をし

社会の全てのレベルにわた て︑真の⽣き甲斐が追及さ

明に代えさせていただきます︒

ながら︑より明るい未来を⽬指すことができるか︑それ

⼈⼝減少時代には︑財政的制約︑マンパワ 等︑投⼊

けでも︑やるべきことが⼭積しております︒

このように今動いている官⺠あげてのハ ド事業だ

を進めることにな ています︒
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