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　新年明けましておめでとうございます。市民の
皆様にはお健やかに新春を迎えられたことと心よ
りお喜び申し上げます。
　さて、昨年は千里ニュータウンがまちびらき50
周年を迎え、多彩な記念行事が行われ、大きな注
目を集めました。日本の住宅都市をリードしてき
た千里のまちが、今後とも先駆者としての歴史を
重ねていけるよう、関係機関や地域の皆様のお力
をお借りしながら、さらなる魅力向上に努めてま
いります。
　万博南側のエリアでは、ガンバ大阪の新スタジ
アム建設に向けた取組も進められています。今
シーズンのチームの奮起に期待し、早期のJ1復帰
とスタジアム実現にむけ、熱い応援を続けていき
たいと思います。大阪府のエキスポランド跡地再
開発事業についても、事業者が選定され準備が進
んでいます。にぎわい再生に期待するところです。
　また、国立循環器病研究センターの操車場跡地
への移転誘致にむけた努力も懸命に続けていま
す。世界をリードする先進的研究機関にふさわし
い場所であり、今年こそ、移転決定の朗報をお伝
えできるよう、全力を挙げてまいります。今後、
操車場跡地をはじめ、江坂周辺など市西部・南部
への企業の立地促進にも取り組み、地元経済の活
性化を図ります。
　吹田は、「住む」「働く」「楽しむ」の 3拍子が揃う
まちです。安心して暮らすことができ、企業等の
経済活動も活発、そして、文化・スポーツ、交流
など潤いをもたらしてくれる機会にも恵まれてい
ます。今後、こうした魅力をさらに輝かせ、より
多くの人・物・金・情報が集まる元気なまちを創っ
ていきたいと考えています。
　結びに、市民の皆様のご健勝、ご多幸を心より
お祈り申し上げ、新春のご挨拶といたします。

変わりゆく議会
市民とともに歩む議会

住む・働く・楽しむ
魅力あふれる元気なまち

吹田市議会議長　竹内忍一 吹田市長　井上哲也

　新年あけましておめでとうございます。
　市民の皆様方には、すがすがしい新年をお迎えの
ことと心からお喜び申し上げます。
　就任以来、本市議会におきましては、定例会にと
どまらず、全員協議会や臨時会、百条委員会の設置
など、変則的に会議が開催されました。その中で適
切な議会運営を求められることも多くありました
が、公平中立かつ円滑に会議を進め、十分な議論が
尽くされるよう努めてまいりました。
　さらに振り返りますと、昨年３月からは、本会議
のインターネット放映が開始され、本会議での議論
の様子をライブでも録画でもご覧いただけるように
なりました。また、本会議での質疑応答については、
議員が一問一答方式か一括質問一括答弁方式を選択
できるようになり、市民の皆様にとって議論がより
分かりやすくなったのではないかと思われます。今
後も、市民の皆様に対して分かりやすい議会、開か
れた議会を考えながら、併せて議会として長年検討
を重ねてきた課題の解決に取り組んでまいります。
　現在、本市におきましては、国立循環器病研究セ
ンターのJR岸辺駅北側への誘致、万博公園周辺の
再整備、千里ニュータウンのリニューアル、（仮称）
JR南吹田駅の新設等、今後の吹田の発展に大きく
関わる課題が山積しています。さらに、教育や防災、
社会保障といった市民福祉の向上も含めまして、柔
軟かつ的確な行政運営が必要とされております。
　私ども市議会といたしましても、本市の発展、市
民の皆様の願いをかなえるまちづくりの推進に、全
力を挙げて取り組んでまいります。皆様方のご理
解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。
　結びに、本年が皆様にとりまして、幸多き一年と
なりますことを心から祈念申し上げまして、年頭の
ごあいさつといたします。
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