


本市は、昭和４２年２月の３市合併以来、先人たちの英知とた

ゆまぬ努力により、幾多の困難を乗り越え人口５２万人を擁した、

独自の技術を有する中小企業や大学が多く集まる多様な機能を

有する都市に発展してまいりました。

しかしながら、急速な高齢化や少子化の進展、経済のグロー

バル化や産業構造の変化などわが国の社会・経済状況は大きく

変貌するとともに、地球環境問題の深刻化、子どもたちの教育

環境といった東大阪市として取り組まなければならない課題が

山積しており、これらの課題に対し積極的に取り組む必要があ

ります。

このような状況のもと本市の将来を展望し、今後のまちづく

りはどうあるべきか、地域でのまちづくり懇談会の開催や市

民・各界各層の代表による東大阪市総合計画審議会にお諮りし、

市民の創意と英知を結集して、平成３２年（２０２０年）を目標年次

とする第２次総合計画を策定しました。

今後は、将来都市像である「夢と活力あふれる元気都市・東

大阪」の実現に向けて、市民の皆様とともに本市の個性を活か

した、次代を担う子どもたちが東大阪に生まれ育ったことを誇

りに思うまちづくりをすすめてまいります。

市民の皆様におかれましては、今後ともより一層のご協力をお

願い申し上げます。

最後に、計画の策定に当たり、多くの貴重なご意見やご提言

をいただきました市民の皆様をはじめ、熱心にご議論いただき

ました東大阪市総合計画審議会委員ならびに、市議会議員の皆

様に厚く御礼申し上げます。

平成１５年２月
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