岸和田市まちづくりビジョン
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●

予算って何なん？
2011(平成23)年度～2022(平成34)年度を計画期間とする「岸和田市まちづくりビジョン（第４次
総合計画）」に掲げられた目標の達成に向け、毎年、４月から翌年の３月までの１年度間に入って
くる収入を見積り、どのような事業にどれくらい使う予定なのかを示したものが予算です。

●

どんな予算があるん？
市役所のような地方自治体は、どの収入をどこに使うのか、収入と支出の関係をはっきりさせる
ために、３つの会計（一般会計・特別会計・企業会計）に区分して予算をつくっています。

●

平成28年度の予算は？
平成28年度の歳出（支出）予算は、すべての会計を合わせると、市全体で

1,801.9億円となっ

ています。
病院事業会計
個人所有でない「ため池」な
どの処分金を管理する会計
で、他の会計とは性質が違っ
ています。

下水道事業会計

136.8 億円
(7.6％)

153.4 億円
(8.5％)

上水道事業会計

67.5 億円
(3.7％)

財産区
特別会計

企業会計

12.4 億円
(0.7％)

357.6 億円
(19.8％)

市全体

介護保険事業
特別会計

1,801.9 億円

157.7 億円
(8.8％)

784.7 億円
(43.5％)

(100.0％)

後期高齢者医療
特別会計

22.2 億円
(1.2％)

一般会計

特別会計
659.6 億円
(36.6％)

土地取得事業
特別会計

23.9 億円
(1.3％)
市が行う事業がスムースに進め
られるよう、事業に必要な土地を
あらかじめ購入するための会計
で、主に所有している土地を一般
会計に売った代金でまかなわれ
ます。

自転車競技事業
特別会計

154.2 億円
(8.6％)

国民健康保険事業
特別会計

289.2 億円
(16.0％)

法律に基づいて、体育・社会福祉などの公益の増進や地方財政
の健全化などを目的に実施している競輪事業を行うための会
計で、主に投票券の売上収入でまかなわれています。

1

高齢者や障害者、子どものための福祉事業、ごみの収集、道路や公
園の整備、学校の運営など、私たちの生活全般に関係する基本的な
仕事に使うお金を、主に皆さんが納めた税金でまかなうもので、市

784.7億円

前年度比

659.6億円

前年度比

(773.9億円) ＋1.4％

の仕事の中心となる会計です。

(687.2億円) －4.0％

岸和田市の特別会計
◎ 国民健康保険事業特別会計

289.2億円

◎ 自転車競技事業特別会計

154.2億円

◎ 土地取得事業特別会計

23.9億円

◎ 後期高齢者医療特別会計

22.2億円

◎ 介護保険事業特別会計

157.7億円

◎ 財 産 区 特 別 会 計

12.4億円

加入者の皆さんが支払う保険
料で支えられている国民健康
保険や介護保険、後期高齢者
医療などのように、原則、仕
事に必要なお金を特定の収入
でまかなう会計で、岸和田市
には、現在、６つの特別会計
があります。

(298.0億円)

(189.9億円)

(11.8億円)

(22.7億円)

(152.3億円)

(12.6億円)

357.6億円
民間企業と同じように、仕事
◎ 上 水 道 事 業 会 計

67.5億円

◎ 下 水 道 事 業 会 計

136.8億円

◎ 病

153.4億円

まれる収益でまかなう会計
で、岸和田市には、現在、３
つの企業会計があります。

院

事

業

会

計

(62.7億円)

(140.2億円)

(153.8億円)

1,801.9

億円

(1,817.9億円)
※（

－18.8％

＋103.4％

－2.1％

＋3.5％

－1.7％

前年度比

(356.8億円) ＋0.2％

岸和田市の企業会計
に必要なお金をその仕事で生

－3.0％

＋7.6％

－2.5％

－0.3％

前年度比

－0.9％

）は前年度
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●

市民一人当たりにすると？
平成28年度の市全体の予算(1,801.9億円)を市民一人当たりに換算すると約92.4万円となり、
「岸
和田市まちづくりビジョン」に掲げられた10個の基本目標の達成に向け取り組んでいます。

基

本

目

標

平成28年度当初予算
市民一人当たり
億円

ま

生きがいを創造する

市民一人ひとりが生涯にわたり生きがいを
もち、より充実した人生を過ごせるまちづく
りに

15.4

前年度比

(14.6)

+6.0％

次世代を育てる

家族だけではなく、地域全体で子どもの心
身の健康と安全を守り、将来の岸和田を担
う次世代が健やかに育つまちづくりに

145.4

前年度比

(153.6)

-5.3％

暮らしの安全性・快適性を
高める

将来の暮らしの環境をも見据えた的確な対
策を講じ、岸和田に暮らすみんなが、安全
かつ快適を実感できるまちづくりに

73.2

前年度比

(68.3)

+7.2％

人も街も災害に強くする

不測の事態に備え、日ごろから危機管理意
識をもち、被害を軽減するための予防に備
える災害に強いまちづくりに

6.2

前年度比

健康を育み、地域医療を
充実させる

市民一人ひとりが心身の健康を保持し、万
一、病気やケガをしても安心して医療が受
けられるまちづくりに

131.9

前年度比

(134.6)

-2.0％

海から山までをつなげ、新し
い価値と活力を創出する

海から山までの地域特性をつなげ、住みた
い、訪れたいという、個性豊かで活気のある
まちづくりに

24.8

前年度比

(23.4)

+5.7％

豊かな自然を未来につなぐ

市民一人ひとりが自然の重要性を認識し、
その保全に取り組み、豊かな自然があふれ
るまちづくりに

204.0

前年度比

(206.6)

-1.3％

みんながみんなを大事にし、
見守る

心豊かでゆとりある生活を実現できるよう
に、すべての人が互いを尊重し合い、対等
に能力と個性を発揮できるまちづくりに

706.9

前年度比

(680.3)

+3.9％

市民と議会、行政が
それぞれの役割を果たす

市民と行政がお互いに主体的な役割と責
任を自覚し、地域の課題を解決していくこと
ができる仕組みづくりに

6.7

前年度比

適正で、分かりやすい
行財政運営をする

市民と行政の信頼関係を高めるために、無
駄を省き、公平・公正で分かりやすい行政
運営に

ち
づ

円

(8.0) -22.2％

7,924
74,615
37,563
3,201

く
り
目
標

仕
組
み
づ
く
り
目
標

合

計

※平成27年国勢調査人口速報値（19万4,862人）で割っています。
※（
）は前年度
※Ⅱ‐１には議員報酬等を含みます。
※合計には予備費を含みます。
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(8.0) -15.7％

486.9

前年度比

(520.0)

-6.4％

1,801.9

前年度比

(1,817.9)

-0.9％

67,675
12,719
104,685
362,784
3,451
249,855
924,730

用語の解説
岸和田市まちづくりビジョン
岸和田市が行うすべての施策や事業の根拠となる最上
位の計画で、2011(平成23)年度から2022(平成34)年度を
計画期間としています。みんなで目指す将来の岸和田の
姿を「元気あふれる躍動都市 岸和田」とし、それを実
現するための10個のテーマ別基本目標（８個のまちづく
り目標と２個の仕組みづくり目標)を掲げ、「将来構想」
「戦略計画」「経営計画」の３つの計画で構成されてい
ます。

岸和田市まちづくりビジョン
将来構想

長期的な指針

戦略計画

中期的な目標

経営計画

短期的な施策・事業

基本目標Ⅰ－３

暮らしの安全性・快適性を
高める

基本目標Ⅰ－２

基本目標Ⅰ－１

37,563 円

次世代を育てる

生きがいを創造する

(4.1％)

74,615 円

7,924 円

(8.1％)

(0.9％)

基本目標Ⅰ－４

人も街も災害に強くする

3,201 円

基本目標Ⅱ－２

適正で分かりやすい

(0.3％)

行財政運営をする

249,855 円
(27.0％)

基本目標Ⅰ－５

仕組みづくり目標

健康を育み、

253,306 円
(27.4％)

地域医療を充実させる

67,675 円

市全体

(7.3％)

924,730 円

基本目標Ⅰ－６

(100.0％)

海から山までをつなげ、
新しい価値と活力を創出する

基本目標Ⅱ－１

市民と議会、行政が
それぞれの役割を果たす

3,451 円

まちづくり目標

12,719 円

671,424 円
(72.6％)

(1.4％)

(0.4％)

基本目標Ⅰ－７

豊かな自然を未来につなぐ

104,685 円
(11.3％)
基本目標Ⅰ－８

みんながみんなを大事にし、
見守る

362,784 円
(39.2％)
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●

限られた資源を有効に

～選択と集中～

目指すまちの姿を実現するための中期的なシナリオと位置付けられている戦略計画は、市長が
掲げるローカルマニフェストとの連動とともに、何に重点を置くのかといった「選択と集中」を
明らかにする役割を担っています。この「選択と集中」を具現化したものが『最優先目指す成果』
『優先目指す成果』です。社会情勢、市長公約、市民意識調査を総合的に勘案し、第２期戦略計
画（H27年度～H30年度）では、以下のとおり設定しています。これらについては、本市が有する
資源を集中的に配分し、行政評価等とも連動しながら、限られた資源を効率的・効果的に活用し
ます。

◆ 子どもを生み育てやすい環境が整っている
◆ 仕事と子育てが両立できている
◆ 子どもが感受性や社会性を身につけている
◆ 市内の移動がスムースにできている

◆ 安全で快適な教室で児童・生徒が学習活動に取り組んでいる
●

主な取組を紹介
次ページから、平成28年度当初に予定されている主な取組の内容を紹介します。表の見方は以
下のとおりです。

基本目標Ⅰ－１

生きがいを創造する

「達成された姿」ごとに分
類し、該当する事業費の計
（28 年度当初予算額）を記
載しています。

生涯にわたって能力を伸ばすことができている
生涯学習に取り組む市民が増えている
【2億2,561万円】

学級講座等の充実
～学び舎プログラムの実施～
「目指す成果」ごとに細
多様なニーズに対応した講座等の充実やクラブの活動
分類し、該当する事業費
支援、学び舎プロ
グ ラ ム年度当初予算
の実施な
の計（28
どとともに、学習
額）を記載しています。
成果を発揮でき
る環境づくりを
進めます。

【9 億 7,532 万円】

スポーツを楽しむ市民が増えている
【2億9,872万円】

（仮称）スポーツ推進計画の策定
より多くの市民がスポーツに親しみ、全世代の体力が
向上するよう、「（仮称）スポーツ推進計画」の策定に取
り組むとともに、
関係団体と連
携・協働し、スポ
ーツ活動に参加
できる機会や場
を提供していき
ます。

28 年度に予定する取組
2020 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
を、文章と写真等を用
事前キャンプ地誘致
図書館の充実に向け、市民が利用しやすい図書館運営
いて紹介しています。

図書館の充実
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を目指すとともに、市民
サービスの向上と業務
の効率化の観点から、民
間活力の導入を進めま
す。

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
事前キャンプ地誘致にも取り組みます。

基本目標Ⅰ－１

生きがいを創造する
生涯にわたって能力を伸ばすことができている
生涯学習に取り組む市民が増えている

【9 億 7,532 万円】

スポーツを楽しむ市民が増えている

【2億2,561万円】

【2億9,872万円】

学び舎プログラムなどの実施

「（仮称）スポーツ推進計画」の策定

多様なニーズに対応した講座等の充実やクラブの活動
支援、学び舎プログラムの実施などとともに、学習成果
を発揮できる
環境づくりを
進めます。

より多くの市民がスポーツに親しみ、全世代の体力が
向上するよう、「（仮称）スポーツ推進計画」の策定に取
り組むとともに、関係団体と連携・協働し、スポーツ活
動に参加でき
る機会や場を
提供していき
ます。

図書館の充実
図書館の充実に向け、市民が利用しやすい図書館運営
を目指すとともに、市民サービスの向上と業務の効率化
の観点から、民間
活力の導入を進め
ます。

2020 年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
事前キャンプ地の誘致
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の
事前キャンプ地誘致に取り組みます。

多くの市民が豊かで創造性のある芸術・文化に親しんでいる
【4億5,099万円】

「文化花咲かそう推進プラン」の推進
多くの市民が豊かな芸術・文化に触れ、多様で自主的な活動が活発に行わ
れるよう、文化施設の機能保持に努めるとともに、「文化花咲かそう推進プ
ラン」に基づき、特に子どもたちが芸
術・文化に触れ、体験できる事業展開を
図ります。
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誰もが活躍する場が増えている

【5 億 4,951 万円】

就労機会が確保され、市内で働く人がいきいきと働いている
【1,656万円】

雇用対策の推進
働く意欲のある人が就労できるよう、関係機関と連携し、幅広い年齢層に対応した就職面接
会の開催に加え、新たに若年層向けの地元企業説明会を実施するほか、就職に有利な資格取得
講座を開催するなど、就労機会の拡大や再就職支援等の雇用対策を推進します。

障害者がいきいきと暮らしている

高齢者がいきいきと暮らしている

【4億6,870万円】

【6,425万円】

障害者の社会参加を促進

高齢者の社会参加を促進

障害者スポーツ大会実行委員
会と連携し、国や府、阪南地区
のスポーツ大会への参加支援や
市主催のスポーツ競技大会を運
営します。また、重度障害者等
のタクシー助成の対象者を重度
先進障害者及び重度（重症）の
難病疾患等の認定者まで拡充
し、障害者の更なる機能維持向上や相互交流、社会参加
の促進を図ります。

高齢者が地域の社会活動に参加し、誰もが活躍できる
社会の実現に向け、様々な支援を実施します。

郷土への愛着心が育まれている

【1,925 万円】

郷土の文化がしっかりと引き継がれている
【1,925万円】

「岸和田城庭園 八陣の庭保存活用計画」の策定
岸和田の歴史や文化が次世代に引き継がれるよう、市内の文化財を保存・活用した施策展開とともに、国指定名勝の
「岸和田城庭園
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八陣の庭」の保存活用計画の策定に取り組むなど、歴史的まちづくりを推進します。

基本目標Ⅰ－２

次世代を育てる
安心して子どもを生み育てている
【最優先】 子どもを生み育てやすい環境が整っている

【106 億 9,553 万円】

【最優先】 仕事と子育てが両立できている
【43億7,815万円】

【63億1,738万円】

妊産婦・乳幼児の健康管理環境の充実

保育所とチビッコホームの待機児童解消

妊産婦が産前・産後を通じて切れ目なく心身のケアに
ついて相談できる専任相談員を配置するほか、支援を必
要とする家庭への訪問
を充実させるなど、妊
産婦や乳幼児の健康管
理が行える環境づくり
を進めます。

仕事と子育てが両立できるよう、「子ども子育て支援
事業計画」に基づき、民間保育所の建替えや分園・小規
模保育事業等の施設整備、チビッコホームの増設など、
待 機児童 の解 消を進め
ます。

こども医療費助成の対象年齢を拡充
子育て家庭の不安や負担の軽減に向け、子ども医療費
の通院助成対象年齢を中学校３年生まで引き上げます。

入院

中学校３年生まで

通院

小学校３年生まで

入院

中学校３年生まで

通院

中学校３年生まで

病児保育の充実
病児保育の更なる充実など、保護者のニーズに対応し
た保育サービスの提供に努めます。

『みんなが住んでみたい、住み続けたい』と思えるまちの実現
に向け、平成 28 年度も、引き続き、子育て世代を中心とした
定住促進を基本に据えながら、本市が持つあらゆる資源とポテ
ンシャルを生かし、
「出産・子育て環境の充実」「教育環境の充実」
「住環境の整備」「シティセールスの推進」
「地方分権の推進」の 5 つを重点テーマとして取り組みます。
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子どもの健康と安全が保たれている
子どもの心身の健康が保たれている

【11 億 2,048 万円】

子どもたちの人権と安全な生活環境が保たれている

【6億7,531万円】

【4億4,517万円】

子どもの安全を確保

中学校給食の開始
健康的な食生活に関する理解を深められるよう、平成
28年度２学期からの
中学校給食の開始に
取り組むとともに、
給食が安心・安全で
円滑に行えるよう、
指導・支援体制を整
えます。

子どもの安全が常に保たれるよう、学校・家庭・地域
の関係機関や団体
が連携し、登下校
時や地域での子ど
もの安全確保の取
組を推進します。

子どもの個性や能力が育まれている

【23 億 4,986 万円】

等しく教育を受ける機会が保障されている
【9億6,920万円】

公立幼稚園における３歳児教育の開始
幼児教育の充実を図るため、公立幼稚園でのアフタース
クールの継続に加え、新たに公立幼稚園６園での３歳児教
育を開始するとともに、段階的な拡充に向けた体制を整備
します。

教育センターの整備

幼小一貫校の実施
本市の大きな特色である小学校に併設した幼稚園のメ
リットを更に強化・発展させるため、新たな取組として
２学期から天
神山幼稚園を
天神山小学校
に統合し、幼
小一貫校を実
施します。

時代に対応した資質・能力を育む教育を推進するため、
現天神山幼稚園を改修し、科学技術教育センター及び教育
相談室の機能を兼ね備えた教育センターを整備します。

子どもが個性や能力にあった教育を受けている
【2億5,228万円】

特別支援教育の充実
障害の有無にかかわらず、子どもがいきいきと活動できるよう、介助員や特別支援教育支援員の増員とともに、専門
家による相談を実施するなど、特別支援教育の充実を図ります。

【優先】 安全で快適な教室で児童・生徒が学習活動に取り組んでいる
【11億2,839万円】
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学校園へのエアコンの設置に向けた検討

学校施設の改修

学校園で快適に学べるよう、エ
アコンの設置に向け、導入可能性
調査を行い、設置方法を決定しま
す。

引き続き、トイレ等の施設改修を進めるなど、教育環境の
充実に努めます。

岸和田の担い手が育っている
【最優先】 子どもたちが感受性や社会性を身につけている

【3 億 7,372 万円】

子どもたちが夢や目標をもって健全に育っている

【2億2,964万円】

学校内における読書活動の推進
豊かな学びにつながる学校
図書館となるよう、小中学校
への学校図書館コーディネー
ターの配置を継続するととも
に、引き続き学校図書の充実
を図るなど、読書活動を推進
します。

【3,836万円】

子どもたちの健全な育成をサポート
学校内におけるいじめ防止や相談体制の充実など、各
種支援を実施します。また、家庭や地域内においても、
関係団体等とも連携しながら、様々な活動を実施し、子
どもたちが、活動等を通じて、健全かつ着実に育つよう
な環境を整えます。

教育コミュニティづくりの推進
地域の教育力の向上が図られるよう、放課後子ども教
室や学校支援地域本部での活動を通じて、地域の住民の
教育活動への参画を促し、学校と地域が一体となった教
育コミュニティづくりを推進します。また、チビッコホ
ーム（放課後児童クラブ）との連携も推進します。

ＩＣＴ環境を整備
パソコン等の情報機器の入替えと学校間のネットワー
クの構築を行うなど、ICT環境を整備します。

あらゆる分野での人材が育っている
【1億571万円】

産業高等学校における人材の育成
産業高校では、最新のICT機器の整備とともに、高度
情報化社会に対応する専門教育を実施し、情報活用能力
に優れた地域社会に貢献できる人材育成に努めます。ま
た、国際感覚豊かな人材の育成に向け、姉妹校との国際
交流を更に深めるとともに、特別講座を開催して産業教
育の振興に努めます。

外国語活動・外国語教育の充実
小学校の英語教科化に向け、児童の英語への興味関心
を高めるとともに、教員の指導力向上を図るため、外国
語活動補助員と外国語指導助手を小学校に派遣し、児童
が生きた英語に触れる機会を増やします。また、グロー
バル社会を生きる生徒のコミュニケーション能力向上の
ため、中学校に半期づつ、高等学校には 1 年を通じて、
外国語指導助手を派遣し、英語教育の充実を図ります。
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基本目標Ⅰ－3

暮らしの安全性・快適性を高める
健康的で快適な暮らしができている

【66 億 1,283 万円】

生活を脅かす環境要因が改善されている
【1,615万円】

良好な生活環境の改善・維持
大気汚染や、騒音、振動など、市民の生活を脅かす環境問題に
対応するため、行政だけでなく、市民・事業者も一体となって意
識を高め、良好な生活環境の改善・維持に努めます。

衛生的で美しい生活環境が維持されている
【690万円】

地域美化活動を支援

不法投棄の防止

清潔で衛生的なまちで生活できるよう、「きれいなま
ちづくり条例」を公民協働で推進するとともに、河川の
清掃 活動等の
地域 美化活動
を支援しま
す。

不法投棄防止に向け、府や警察等の関係機関、市民、
ボランティア団体と連携し、啓発やパトロールなどの取
組を強化し
ます。

安全でおいしい水が安定的に供給されている

良好な住環境が維持・改善されている

【63億5,038万円】
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【2億3,940万円】

安全で良質な水道水の安定供給

空き家等対策計画の策定

安全で良質な水道水が安定的に供給されるよう、「水
道ビジョン」に基づき、老朽管路等の更新や耐震化に取
り組み、災害に強い水道を推進する
とともに、施設更新に当たっては、
省エネ機器の採用など、環境に配慮
した更新計画を策定します。

生活環境の保全を図るとともに、良好な住環境の維持
するため、市内の空き家の状況を把握し、「空き家等対
策計画」の策定に取り組みます。

安全な食が生産され、身近に購入できている

【2 億 8,011 万円】

地域で安全な食が生産され、消費されている
【2億8,011万円】

地産地消の推進
岸和田産農産物の情報を広く発信し、安心で
安全な農業について市民の理解や認識を高め、購
入につながる農業振興を図ります。また、府内有
数の漁獲量を誇る水産業の振興を支援し、地域の
活性化と地場産品の定着化を図るなど、地産地消
を推進します。

不安なく日常生活を送っている
安心して消費生活を送ることができている

【4 億 2,670 万円】

交通事故の不安を感じることなく外出している

【1,303万円】

【3億6,628万円】

消費者意識の向上

春木駅周辺道路の整備

巧妙化する手口による消費者被害を防止し、安心して
日常生活が営めるよう、消費者意識の啓発に努めるとと
もに、相談体制や情報提供を充実します。

春木駅周辺道路の混雑改善に向け、春木１号踏切の拡
幅工事を行うと
ともに、周辺道
路と駅東側道路
の改良工事を進
めます。

犯罪の不安を感じることなく暮らしている
【4,740万円】

防犯対策の推進
「暴力団排除条例」の推進とともに、青色防犯パトロール活動に加え、犯罪情報や防犯対策についての迅速な情報
提供を行います。また、町会・自治会が設置する防犯灯や防犯カメラへの補助を引き続き実施します。
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基本目標Ⅰ－4

人も街も災害に強くする
災害に対する備えと予防ができている

【5 億 4,272 万円】

地震や台風などの災害に対する防災対策が講じられている
【1億2,240万円】

「業務継続計画」の策定

主要建築物の耐震化を推進

災害が発生したとき、適切な対応ができるよう、
「地
域防災計画」に基づき、
「業務継続計画」を策定し、本
来の業務も含め、市が災害発生時に優先的に実施すべき
業務を明らかにします。

「住宅・建築物耐震改修
促進計画」に基づき、耐震化
の積極的な普及啓発に努め、
耐震バンク登録者の拡大を進
めるとともに、耐震診断や耐
震改修工事、耐震シェルター
設置工事、除却工事に対し助
成を実施し、主要建築物の耐
震化を推進します。

浸水被害を防ぐための河川整備
牛滝川等の２級河川については、引き続き積極的に大
阪府へ整備要望を行うとともに、準用河川轟川を整備し
ます。

火事が減っている
【4億2,032万円】

火災予防の推進

消防庁舎や消防車両の整備
防火意識や住宅用火災警報器の
設置率の向上を目指すとともに、
防火対象物への立入検査の強化を
図ります。

消防機能が最大限発揮で
きる環境を整えるために、
消防署岸城分署や消防車両
を整備します。

災害が起こったとき、迅速・的確な対応ができている

【8,111 万円】

災害被害を最小限に抑える危機管理体制が整っている
【8,111万円】

災害時必要物資の計画的な備蓄

消防団・水防団の充実

災害時に必要な重要物資を計画的に備
蓄するとともに、避難所の円滑な運営の
ために必要な物資を順次備えます。

地域防災福祉コミュニティ活動を支援
要支援者への支援等の要となる防災福祉コミュニティへの支援
と育成を行うとともに、地域住民や関係機関と連携し、災害弱者
の救援体制を整えます。加えて、地域の防災リーダーを養成する
市民防災まちづくり学校の継続のほか、地域で行われる訓練や防
災力の向上の取組を積極的に支援します。
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消防団・水防団を中核と
した地域防災力の充実強化
を図り、地域の災害対応力
を高めます。

基本目標Ⅰ－５

健康を育み、地域医療を充実させる
一人ひとりの健康が維持・増進されている

【19 億 3,908 万円】

市民一人ひとりが健康づくりに取り組み、心身の健康が維持されている
【19億3,908万円】

健康ポイント事業の実施

健康寿命の延伸及び健康の保持・増進

医師会や歯科医師会、薬剤師会等の関係機関や各種団
体と連携し、市民一人ひとりの健康の意識が高まるよ
う、健康ポイント事
業を実施します。

各種健康診査
や人間ドックな
どの事業を積極
的に実施しま
す。また、感染
症の予防と症状
の悪化を防ぐた
めの予防接種事
業とともに、本
市においても死
因トップである
がんの早期発
見・早期治療につなげられるよう、各種がん検診を実施
し、健康寿命の延伸や健康の保持・増進を図ります。

誰もが、いつでも、安心して医療が受けられる

【112 億 4,829 万円】

必要な医療が安心して受けられる
【7,189万円】

救急体制の充実
増加する救急需要に対応できるよう、救急隊員の資質と機器の性能向上
に努め、救急体制の充実を図ります。

市民病院が地域の基幹病院としての役割を果たしている
【111億7,640万円】

市民病院の充実
市民病院が地域医療支援病院としての役割を果たせるよう、高度・専門医
療や救急医療を充実させるとと
もに、患者支援など、地域の医
療機関との連携を強化します。
また、医師や看護師、助産師等
の医療スタッフの確保ととも
に、安定的な医療を提供しま
す。
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基本目標Ⅰ－6

海から山までをつなげ、新しい価値と活力を創出する
多彩な地域特性を活かした景観や拠点が形成されている

【6 億 8,287 万円】

拠点の整備が計画的に進んでいる
【6億8,145万円】

春木駅・久米田駅周辺のまちづくりを検討
南海本線春木駅周辺まちづくり基本構想に加え、ＪＲ阪和線久米田駅の
東西アクセス改善基本構想の策定を進めます。

丘陵地区の整備推進
豊かな自然と共生できる住環境の創出に向け、まちの愛称が「ゆめみヶ丘
岸和田」と決定した丘陵地区の整備を推進します。都市エリアでは、引き続き
丘陵土地区画整理組合を積極的に支援し、関係機関とも連携して企業誘致を進
め、順次まち開きをするとともに、住宅地の基盤整備に着手します。また、農整備エリアで
は、基盤整備を推進し、地産地消や担い手の育成、農業特区の導入等を進めるほか、自然活用エリアでは、民間企業と連
携した里山再生を図り、自然環境の保全に努めます。

良好な景観が形成されている
【143万円】

岸和田らしい景観の形成
「岸和田らしさ」が感じられる景観を形成するために、市民、事業者、行政が、総合
的かつ多面的にお互いの立場を理解しながら協力し、優れた景観をつくり、守り、育む
取組を進めます。

人や物が盛んに市内を行き交っている

【13 億 1,779 万円】

【最優先】 市内の移動がスムースにできている
【13億1,779万円】

泉州山手線の整備推進
及び沿道まちづくりの検討
大阪府や関係市町
とも協議しながら、
泉州山手線の整備推
進とあわせ、沿道ま
ちづくりの検討を進
めます。

道路・橋りょう等の維持保全と施設改修
道路や橋りょう等の日常的な維持管理を適切に行うと
ともに、老朽化した施設の計画的な改修を進めます。
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「交通まちづくりアクションプラン」の策定
通勤･通学の利便性が向上する
よう、「地域公共交通の活性化再
生法」に基づく「交通まちづくり
アクションプラン」を策定し、交
通とまちづくりとの一体的な取組を進めます。

JR 阪和線東岸和田駅付近の高架化実現
ＪＲ阪和線東岸
和田駅付近の高架
化については、上
り線の高架本体工
事を推進し、交通渋滞の解消に取り組みます。

１年中を通じて多くの人が岸和田を訪れ、市民と交流している

【2 億 9,594 万円】

地域の中で多文化共生が行われている
【780万円】

国際交流の活性化
文化やスポーツ、学校間の交流を通じて、姉妹・友好都
市との交流を図ります。

市民が観光資源に親しみ、多くの観光客でにぎわっている
【2億8,814万円】

「観光振興計画」の推進と次期計画の策定

インバウンド観光の受入れ環境の醸成

「観光振興計画」に基づき、観光振興協会や商工会議
所等の関係団体と連携し、観
光産業の振興を推進するとと
もに、次期計画の策定に取り
組み、本市観光行政を取り巻
く課題に対応します。

華やいで大阪・南泉州観光キャンペーン推進協議会や
泉州観光プロモーション推進協議会
への参画を継続し、関係自治体や団
体が一体となって泉州地域の知名度
の向上を図るとともに、インバウン
ド観光の受入れ環境を醸成します。

経済活動が活発に行われている

【1 億 8,193 万円】

多様な資源を活かしあい、市内の事業所に活気がある
【1億7,741万円】

市内企業の経営力向上
商工会議所や地域金融機関と連携した継続的な創業支援に加え、創業者への初期投
資や既存企業の販路開拓、新たな人材獲得・人材育成・技術向上のための事業への支
援を行い、市内企業の経営力向上を図ります。

臨海部の活性化に向けた調査・検討
阪南２区全体の早期完成を強く要望し、大阪府と連携して企業誘致を行うと
ともに、臨海地区の既存企業への助成を継続するほか、臨海部の活性化に向
け、木材コンビナートの利活用について調査・検討を進めます。

「ホテル・旅館誘致条例」の制定
本市のにぎわいづくりにつながるよう、ホテル等を積極的に誘致するための
条例制定に取り組みます。

身近に利用できる商業施設があり、にぎわっている
【452万円】
身近になじみのある商店があり、地域のふれあいの場所となるよう、施設維持の支援や協働によるイベントの開催な
どを実施します。
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基本目標Ⅰ－7

豊かな自然を未来につなぐ
海から山までをつなぐ、水と緑のネットワークが機能している

【164 億 2,158 万円】

みどりが保全され、まちの緑化が進んでいる
【1億3,087万円】

農地の適正な保全と活用

森林の適正な保全と活用

遊休農地等の問題が解消されるよう、都市住民と地域
の人たちが交流を楽しめる農業体験などの取組や農空間
を守り育
てる活動
を進めま
す。

森林の有する多面的機能が充分に発揮されるよう、国
や大阪府の支援の下、森林整備を推進するとともに、森
林所有者や大阪府、森林組合と連携し、積極的な間伐と
間伐材利用を進めます。

公共用水域の水質が向上している
【162億5,725万円】

下水道管渠の適正な管理
「下水道管路施設管理計画基本構想」に基づき、計画的な管路維持に取り組むとと
もに、処理場・ポンプ場についても、「管理計画基本構想」を策定し、計画的な管理を
実施します。また、汚水未整備区域の解消、集中豪雨による
被害軽減対策を進めます。

自然環境が保全されている
【3,347万円】

自然環境保全活動の支援
貴重な自然との共生が図られるよう、里山ボランティ
ア育成入門講座を継続するとともに、自然再生活動に参
加する市民ボランティアや事業者のＣＳＲ活動を支援し
ます
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豊かな自然を活用した
情操教育・体験学習の実施
自然資料館と学校園が連携し、生物多様性の保全と理
解につながる取組を進めるなど、豊かな自然を子どもた
ちの情操教育・自然体験の場として活用します。

心安らぐ場所が身近にある

【1 億 8,563 万円】

公園を快適に利用している
【1億8,563万円】

公園の適正な管理と利活用を推進
将来にわたり市民がみどりを実感し、心安らぐ場所と
して良好なみどりが確保できるよう、「みどりの基本計
画」の見直しを行います。また、市民が、より一層安全で
快適に利用できるよう、公園施設の維持修繕に努めるとと
もに、各種のスポ
ーツやイベントな
ど、多彩な利活用
を推進します。

地球環境への負荷が減っている
ごみの減量化・資源化が進んでいる

【37 億 9,197 万円】

地球環境に配慮して行動している

【37億8,797万円】

【400万円】

ごみの減量化・資源化と適切な処理の実施

地球温暖化対策の推進

環境への配慮を最優先した循環型社会が形成されるよ
う、市民や事業者と協働し、ごみの減量化・資源化とと
もに、ごみの分別と収集のあり方を常に検証しながら、
適切な処理と処分に努めます。

市域内における、温室効果ガスの削減に向け、新エネ
ルギーの普及・促進を図ります。
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基本目標Ⅰ－8

みんながみんなを大事にし、見守る
平和の尊さが実感できている

【786 万円】

非核平和への市民の意識が高まっている
【786万円】

平和意識の高揚
市民とともに、平和を愛し、核兵器のない世
界の実現に向け、非核平和資料展をはじめ、被
爆地・ヒロシマへの平和バスや巡回平和パネル
展等を実施します。

互いの人権を尊重しあっている
あらゆる差別がなく、すべての人が互いの人権を尊重しあっている

【2,640 万円】

男女共同参画が実感できている

【1,388万円】

【1,251万円】

人権擁護意識の啓発

「男女共同参画推進計画」の推進

年齢や性別、国籍、障害等による差別がなく、誰もが
その人らしく暮らせるよう、「人権尊重のまちづくり条
例」に基づいた意識啓発を
更に推進し、人権の擁護に
努めます。

男女がそれぞれの能力を十分に理解し、あらゆる場面
で協力しあえるよ
う、市民や事業者、
教育関係者と連携し、
「男女共同参画推進
計画」を推進しま
す。

ＤＶ防止の啓発と被害者支援
「ＤＶ対策基本計画」に基づき、ＤＶ防止の啓発と被
害者への支援に努めます。
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ともに支えあう地域社会になっている

【361 億 6,410 万円】

お互いに助けあう地域の関係ができている
【18億1,784万円】

「地域福祉計画」の推進と次期計画の策定

新福祉総合センターを整備

「第３次地域福祉計画」
テーマである、一人ひとり
を大切に、孤立をなくすつ
ながりづくりを進めるた
め、地域や関係機関と連携
し、高齢者の見守り活動の
推進とともに、時代に即し
た地域福祉施策の再構築や
新たな課題などについて検
討を進め、次期経過の策定
に向けて取り組みます。

地域の福祉の総合的な拠点である新福祉総合センター
の建設工事を進めます。

三世代が同居・近居できる住環境づくりを支援
子育てや介護など、家族がお互いに支え合って暮らせる住環境づく
りを進めるため、三世代同居近居住宅支援事業の対象者を拡大し、実
施します。

斎場建替えに向けた調査・検討

市営墓地のあり方を検討

老朽化した斎場
の施設機能の保持
に努めるととも
に、建替えに備え
た調査・検討を進
めます。

流木墓苑内の老朽化し
たトイレや駐車場等の再
整備を計画的に進めるほ
か、引き続き市営墓地の
あり方について検討しま
す。

相互扶助の精神に基づき、医療保険制度が適正に運営されている
【343億4,625万円】

国民健康保険等を安定的に運営
誰もが安心して医療を受けることができる医療保険制度を実現するため、国民健
康保険や高齢者を対象とする制度の安定的な運営に努めます。
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高齢者・障害者が安心して活動している

【2,208 万円】

ユニバーサルデザイン化が進んでいる
【2,208万円】

住宅改造助成の対象者を拡大
住宅のユニバーサルデザイン化を支援するため、安心して日常生活を送るための住宅
改造に対する助成を身体障害者手帳３級所持者まで拡大します。

誰もが必要な支援を受けることができている

【344 億 7,248 万円】

必要な介護サービスの支援を受けられる
【179億1,372万円】

適切な介護サービスを提供
介護保険制度を安定的に運営し、質・量ともに適切な介護サービスの
確保を進め、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で、安心して暮らし続
けられる生活環境づくりを推進します。

高齢者が必要な支援を受け、安心して日常生活を送っている
【5億4,534万円】

地域包括ケアシステムの推進
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、
介護予防事業を充実させ、地域包括ケアシステムを推進します。

障害者が必要な支援を受け、安心して日常生活を送っている
【38億4,122万円】

ニーズに対応した総合的な支援等の供給
障害によって生じる経済的な負担を軽減するための支援を実施するとともに、ニーズに対応した障害福祉サービス等
を適正に供給し、障害者が地域社会で安心して暮らせるよう努めます。

生活困窮者などが必要な支援を受けている
【121億7,219万円】
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就労支援による自立の促進

貧困の連鎖を防止するための学習支援

生活保護受給者と生活困窮者への支援の強化に努める
とともに、庁内のハローワークの常設窓口を活用し、よ
り一層の就労支援を行い、自立を促進します。

貧困の連鎖を防止する
ため、生活保護世帯と生
活困窮世帯の高校進学を
控えた子どもへの学習支
援を行います。

基本目標Ⅱ－1

市民と議会、行政がそれぞれの役割を果たす
意欲をもって地域活動にかかわっている市民が増えている

【１億 8,142 万円】

公共を担う市民や事業者が増え、地域の活動が活発に行われている
【1億8,142万円】

地域コミュニティ活動への支援
本市まちづくり活動の中心となる地区市民協議会や地域コミュニテ
ィの基礎である町会。自治会の活動を支援するとともに、町会等が設
置する施設整備への助成を行います。

市民活動団体への支援
ボランティア団体やＮＰＯの活動がより活性化するよう、市民活動
サポートセンターの開設に向け、その運営の準備を進めます。

三者が、互いの立場を理解しながら問題解決に取り組んでいる

【１億 4,657 万円】

お互いが、ともに学び育ちあう関係が築かれている
【6,470万円】

自治基本条例の普及・啓発
市の憲法といわれる「自治基本条例」の趣旨普及をより一層進めるため、マンガ等を用いて、若い
年齢層への周知に取り組みます。

お互いの情報交換が活発に行われている
【8,186万円】

市政情報提供の充実
必要な情報を丁寧に発信し、コミュニケーションが充
分にとれるよう、広報きしわだの更なる内容充実と魅力
ある紙面づくりを目指すとともに、ホームページやフェ
イスブックの活用等を通して、本市の魅力を市内外へ積
極的に発信します。

情報セキュリティの徹底
「情報セキュリティポリシー」に基づい
た対策を実施し、個人情報を含む行政情報
の安全を確保するとともに、内部監査や職
員研修を実施し、情報資産を管理する各部
門の体制の強化と職員個人の意識の高揚に努めます。

積極的なシティセールスを展開
「行ってみたいまち」から「住
んでみたいまち」への進化を目指
し、本市の資源・魅力を発掘し、価
値を高めながら、岸和田への愛着や
誇りを育むため、「シティセールス
プラン」に基づき、岸和田らしさの
良さを全国に積極的・戦略的にアピ
ールし、イメージアップを図るとと
もに、交流人口と定住人口の更なる増加を目指します。
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基本目標Ⅱ－２

適正で、分かりやすい行財政運営をする
行政の責務が果たされていることを市民が実感できている

【1 億 6,612 万円】

新たな行政課題や業務改善に取り組む職員が増えている
【1億2,942万円】

職員の能力開発、意識改革の推進
研修等の実施により、職員の能力開発と意識改革によ
る組織の活性化を図るとともに、能力や実績を考慮した
適材適所の人事管理を推進します。

明確な目標設定と評価により行政運営が行われている
【3,670万円】

地方創生の推進

中核市移行を目指した調査・検討

「岸和田市総合戦略」に盛り込んだ取組を円滑かつ着
実に推進するとともに、その取組内容を十分に精査し、
必要に応じて計画の見直しを図ります。

地方分権の流れをしっかりと受け止め、責任あるかじ
取りができるよう、企画調整部に中核市推進室を設置
し、財政的な影響にも留意しながら、平成30年４月１日
の中核市移行を目指します。

持続可能な財政運営が行われている

【274 億 4,043 万円】

自主財源が安定的に確保されている
【158億893万円】

岸和田競輪場の再整備

ふるさと寄附の充実

公営競技事業を健全に運営するため、再整
備に向けた基本構想・計画の策定を行い、民
間活力の導入可能性についても検討します。

税外収入の確
保に向け、ふる
さと寄附のお礼
産品の充実やＰ
Ｒをより強化
し、寄附額の増
加と岸和田の魅
力発信に取り組
みます。

計画的に財政運営が行われている
【116億3,151万円】

持続可能な財政運営の確保
限られた財源を選択と集中の観点から効果的な施策に集中的に投入することや、効果を厳しく見極め事業を見直すこ
とにより、中長期の財政運営の安定を確保しうる持続可能な財政基盤を確立します。

23

事務を効果的・効率的に行うための体制が整っている

【207 億 6,497 万円】

効率的かつ円滑に業務が実施されている
【192億4,376万円】

社会保障・税番号制度の適正・円滑な運営
いつもお世話になっております。

社会保障・税番号制度については、通知カードの発行やマイナンバーカードの交付等の
事務を円滑に実施するほか、情報連携の開始をスムースに進め、個人番号を活用し、効率
性と市民サービスの向上に努めます。

資産が適正に管理・運用され、有効に活用されている
【15億2,121万円】

公共施設の適正な維持と配置
市有財産の管理が適正に行われ、有効に利活用されるよ
う、「公共施設最適化計画」に基づき、個別施設ごとの実施計
画を策定し、施設の維持と配置の適正化に取り組みます。

市庁舎の建替えに向けた取組の実施
老朽化とともに耐震化にも問題がある市庁舎については、
庁舎建設基金を創設し、建設に向けた検討を進めます。

インフラの適正な維持管理
安全で快適な暮らしを支えるインフラの適正な維持管理と
着実な整備を図るため、「公共施設等総合管理計画」に基づ
き、持続可能なマネジメントサイクルシステムを推進します。

市民にとって利用しやすい市役所になっている

【3 億 1,573 万円】

必要な行政サービスをいつでも手軽に受けられる
【3億1,573万円】

コンビニエンスストアでの証明等の交付
市民が、必要な行政サービスを様々な手段によって手軽に利用できるよう、コンビニ
エンスストアを活用した住民票や印鑑証明等の交付に向けた取組を進めます。
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平成28年4月
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岸和田市企画調整部企画課

