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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「我等の生業」

●ゲストの紹介

　　青芝　フック様

　　米山奨学生 ウアール，ミナ ミネア アレクサンドラ 様

●出席報告

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　　話　　

　　　「笑いと人生」　青芝　フック様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

10/5　八尾市消防本部

　「八尾市消防本部　活動報告とお願い」（仮題）

10/12　越中八尾ＲＣ　栃山 仁一 様

　　　　　　 「八尾の歴史と曳山」

　当日はこのほか福島昌之会長、春田真心・中

尾孝秀・竹島博幸・滝本満也・宮田明裕会員が

来訪されます。

　昨日にかけて、台風14号が大阪を通過しました。皆

様の会社、ご自宅あるいはご実家などで、被害や影響

はございませんでしたでしょうか。

　そして台風一過の昨日と今日は、これまでの残暑と
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は打って変わって涼しくなっております。ようやく秋の

気配か、とも思いますが、気温の変化が大きいので、

風邪などお召しにならぬよう、体調にもご留意くださ

い。

　さて本日の卓話は、八尾市長の大松桂右様にお願

いしております。令和のスタートともに令和元年５月に

就任された大松市長ですが、早いもので任期最終の

４年目を迎えておられます。本日は現在の八尾市の

いろいろな取り組みについて、お話しいただきます。

どうぞ、ご期待ください。

　そしてわれわれロータリアンも、地域のニーズをしっ

かりと調査して、人々の役に立つ奉仕事業を実施して

いくことが重要です。その意味でも本日は、八尾を最

もよく知る人のお話を聞くことができる、とても貴重な機

会です。

　市長の卓話を聞きながら八尾のまちの現状について

さまざまな知識や情報を入手していただき、その上で

ロータリーとしてどのような奉仕ができるのか、いろい

ろとイマジンしていただければ幸いです。

▼17日に地区の国際奉仕・社会奉仕合同委員長

会議が開催され、児林（秀）・富田・松井会員に出

席いただきました。

▼18日に地区の米山レクリエーションが開かれ、奨

学生のミナさんと竹中会員に参加いただきました。

▼23～25日に秋のRYLAセミナーが開催されます。

友田地区委員長が全日参加され、宮川・大橋・井

川・曽家・田中（正）・児林（秀）会員が開講式に参

加されます。

▼先週まで皆様にご協力いただきました青森大雨

災害への義援金ですが、￥31,927を地区へ送金さ

せていただきました。ありがとうございました。

▼新型コロナの大阪モデルが黄信号に変わりまし

たが、例会はこれまで通りハイブリッドで行います。

不安のある方は、リモートでご参加ください。

「八尾市の様々な取り組みについて」

▼八尾市長　大松　桂右　様

　私も八尾東ＲＣのロータリアンで、山本事務局にもい

つもお世話になっております。またクラブでは幹事、会

長も経験させていただきました。本日は卓話の機会を

いただき、ありがとうございます。

　この３年間、市長として皆様の税金をしっかりと還元

することに注力してまいりました。そしてまた持続可能

な自治体運営を実現し、すべての市民に光が当たる

よう心がけてまいりました。

　身を切る改革として、市長の報酬を月額で３割カット

し、退職金はゼロにしました。副市長ほかの特別職も

報酬の一部削減に協力していただき、合わせて１億

円以上の財源を生み出しました。このほか例えばゴミ

収集に関して、15分間の超過勤務も解消し、経費を削

減しました。

　また現在市では、公民連携にも積極的に取り組んで

います。市内企業の強みも活用して、市民サービスを

向上させるのがねらいです。ゼロカーボンなどの取り

組みも、進めています。また水道では、高安にある受

水場に発電機をつけました。民間の協力も得て350軒

程度の電力を生み出すことができています。さらにCO

２も削減できるほか、市としても初期費用なしで、20年

で約6,000万円の収入を得ることもできます。これから

も財源を無駄にせず、市民サービスの向上を図ってま

いります。
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　また、ふるさと納税については、3年前は1億円ほど

だったのが、今では10億円ぐらいにまで伸びています。

　八尾市の一般会計は、約1,150億円です。これに特

別会計と企業会計を合わせて合計で2,270億円ほど

の規模になります。市の借金としての市債は、私の就

任前には434億円ほどあったのが、現在は312億円に

まで減少しています。市の借金は、少しずつ減ってい

るところです。

　一方で市の貯金としましては、基金を90億円積み上

げることができました。新型コロナ対応などにも充当し

ていますが、ようやく貯金も増やせるようになってきまし

た。4年前まで行っていた基金の取り崩しも、私が就任

して以降はゼロです。

　新型コロナ対策の支援としましては、八尾RC様から

もご協力をいただき、ありがとうございます。市としても、

国や府の対策で光が当たらないところに、一番身近な

自治体として取り組んでいます。

　学校でも不安を解消できるよう、無償のPCR検査な

ども導入しています。以前に国から10万円が支給され

ましたが、これから生まれてくる子どもたちにも支援が

必要と考え、市独自で支給しています。応援金の制度

を作り、来年３月まで10万円を支給します。

　また直近では、市民１人につき5,000円の支給を進

めています。地域振興券の発行なども考えられたので

すが経費がかさむ上、使える店も限られます。クオ

カードなども検討し悩んだのですが、現金が公平では

ないかとの結論に至りました。個人的には消費税の減

税が一番だと思うのですが、この支援策については現

在、市民の皆さんに書類を郵送中です。

　現金で支給しているのは、全国でも八尾ぐらいだと

思います。国からも「大丈夫か？」と言われましたが、

市のお金も使って、国のお金は高齢者と子どもにあて

させていただきました。

　また水道料金についても、基本料金を４ヶ月間減免

させていただいております。

　現在は新型コロナ対策が最優先ですが、経済の活

性化も重要です。市長就任時に掲げた公約は、９割

ほどできている状況です。

　子どもに光を当てようと３年間、力を入れてきました。

小学校の給食費を無償化しました。学年によりますが、

月月4,500円程度を無償にしました。また２歳児の保

育料も無償化しています。３歳児までは国で無料化し

ていますが、八尾市では２歳児も無償にしました。

　災害時の避難所にもなる小中学校の体育館には、

エアコンを設置しました。このほかいじめの問題につ

いては、教育委員会だけでは対応に限界があると考

え、市役所に専門の課をつくりました。また条例も制定

しました。さらに子育て相談の窓口を一元化する「ほっ

ぷ」を来月にオープンします。

　中学校ではこれまでお弁当持参が中心でしたが、来

年９月からは全員給食を実施します。将来的には無

償化もめざしたいと考えています。

　八尾市ではまた、市民の健康づくりにも力を入れて

います。万博を2025年に控え、保健所にセンターを設

置し、取り組みを強化しています。フレイル予防など、

市内の企業ともコラボして、データも活用しながら推進

しているところです。

　災害時などに重要な役割を担う自衛隊については、

市も積極的に協力していこうと自衛官の募集などで協

力体制を築いています。市ではまた、自衛隊のOB組

織とも協定を結びました。危機管理で協力していくこと

で、駐屯地のある自治体として、これも地域の資源とし

て活用できると考えています。

　そして八尾空港の西側にある３万坪の土地ですが、

これまで半世紀動かなかったのが、ようやく動き始めま

した。民間とも連携しながら、この先10年以内には、あ

る程度の姿が見えてくると思います。

　市営住宅についても統合・再編して再開発を進めて

います。

　これからも税金をしっかり還元できるよう、取り組んで

まいります。また市民の皆さんに還元できるような提案

があれば、ぜひお声掛けください。



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 谷口　善紀　　副委員長 ▼ 菅野　茂人
委　  員 ▼ 居相・原田・田中（貴）・児林（健）

▼八尾市長・大松桂右様　本日の卓話よろしく

お願い致します。

▼吉本会長　加藤会員、台北東RCへのメッセー

ジビデオ作成、ありがとうございました。

▼長竹副会長　大松市長、卓話宜しくお願い致

します。

▼稲田幹事　大松市長、よろしくお願い致します。

例会後、野球部のミーティングを行います。メン

バーの皆様、参加お願いします。

▼池尻会員　大松市長、お忙しいところお越し

いただき有難うご座います。よろしく御願いしま

す。

▼山本（勝）会員　昨日、今日と良い事が続きま

す。大変うれしく思います。

▼井川会員　大松市長、ようこそおいで下さいま

した。ありがとうございます。

▼飯田会員　ご夫人誕生日。例会欠席お詫び。

▼松井会員　役所を八尾市民の役に立つ所に

して下さいね。

▼新宮会員　大松市長様、本日卓話宜しくお願

いします。

▼山陰会員　写真有難う。例会欠席お詫び。

▼澁谷会員　ご夫人誕生日。

▼野村会員　長竹さん、先日はお付き合いいた

だきまして、ありがとうございました。

▼児林（秀）会員　大松市長、本日、卓話楽しみ

にしています。先日大阪東ロータリークラブ、メー

クアップお疲れ様でした。山部さん、本日ごゆっ

くりして下さい。入会期待しております。

▼西村会員　大松市長、ようこそお越し下さいま

した。卓話楽しみです。とてもよいことがありまし

た。

▼小谷会員　先日松岡会員に淀屋橋でばったり

会いました。例会にも顔出しますとの伝言でした。

在籍内祝い。

▼相馬会員　大松市長、本日はお越しいただき

ありがとうございます。

▼友田会員　ライラセミナーよろしくお願いしま

す。写真ありがとう。

▼曽家会員　大松市長、卓話楽しみにしてます。

▼平尾会員　コロナ療養中、戸田さんの本を読

みました。新入りさんはぜひ読んで下さい。

▼佐々木会員　本日の卓話大変楽しみにしてお

ります。

▼鍋島会員　大松市長、本日よろしくお願いしま

す。例会欠席お詫び。

▼福村会員　ウズベキスタンへの出張の為、例

会欠席お詫び申し上げます。又、先日開催され

た米山奨学レクリエーションにつきましては、竹

中会員に代理で出席いただき、誠にありがとうご

ざいました。

▼原田会員　良い事がありますように！

▼浦上会員　本日、親睦飲み会、お世話になり

ます。

▼加藤会員　田中直前会長、先週はありがとうご

ざいました。大阪東ロータリークラブさんへ行っ

てきました。駐車場代金が出て良かったです。

▼北山会員　先日は妻にお心遣い頂き、ありが

とうございました。これで１ヶ月はキゲンが良さそ

うです。

■ 出席報告

月日

9/7

9/14

9/21

会員数

62

62

62

出席

40

42

40

うち出席規定
適用免除者

9

9

7

メーク
アップ

1

出席率

74.07％

77.78％

76.92％

確定
出席率

75.93％
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