平成 22 年度に、現在の「第 3 次岸和田市総合計画」の計画
期間が終了するとともに、
「都市計画マスタープラン」も見直
し時期を迎えるため、平成 23 年度スタートの（新）岸和田市
総合計画の策定と岸和田市都市計画マスタープランの見直し
を互いに連携しながら行っています。
両計画の骨子案について、意見公募（パブリックコメント）
を下記の要領で実施しますので、皆さんのご意見をお寄せく
ださい。
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●●（新）岸和田市総合計画骨子案
● 岸和田市都市計画マスタープラン
【テーマ別まちづくり編】骨子案
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●平成 22 年 6 月 1 日（火）から平成 22 年 7 月 1 日（木）
※ご意見は、上記期間内に必着でお願いします。
19 ページの「意見公募提出用紙」に、骨子案に対する
ご意見と、住所、氏名等の必要事項をご記入いただき、
直接ご持参いただくか、又は郵送、ファックス、電子メ
ールで下記まで提出してください。
なお、電話によるご意見の受付はいたしませんので、
あらかじめご了承ください。

このダイジェスト版は、
「
（新）岸和田市総合計画」と
「岸和田市都市計画マスタープラン【テーマ別まちづくり
編】
」の骨子案についての意見公募（パブリックコメント）
を行うに当たって、市民の皆さんに両計画の骨子案をご理
解いただくため、より分かりやすく、より身近なスタイル
に再編集したものです。
詳しい内容につきましては、次の施設などに骨子案（本
編）を備え付けていますので、ご確認ください。
・市役所 広報公聴課 情報公開コーナー
・市役所 企画課
・市役所 都市計画課
・山滝支所
・各市民センター
・市立公民館、青少年会館
・市ホームページ

〒596-8510 岸和田市岸城町 7 番 1 号 岸和田市役所
※ （新）岸和田市総合計画骨子案へのご意見
企画調整部 企画課 総合計画担当
ファックス：423-6749
※ 岸和田市都市計画マスタープラン
【テーマ別まちづくり編】骨子案へのご意見
まちづくり推進部 都市計画課 都市計画担当
ファックス：423-3347
電子メールでご意見をいただく場合は、岸和田市ホーム
ページ「意見聴取制度（パブリックコメント）
」内から
提出していただけます。

岸和田市の将来像や、それを実現するためのまちづくりの基
本的な方向性を明らかにするもので、市のすべての活動の根拠
となる市の最も上位の計画です。
総合計画における岸和田市の将来像の実現に向けて、都市
計画分野を中心とした基本的な方針を示す計画です。
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2005（平成 17）年 8 月 1 日に施行した「岸和田市自治基本条例」は、
岸和田市のまちづくりのルールを定めたもので、
市の憲法として位置付けられています。
岸和田市は、この市の憲法の前文にうたわれている

「市民自治都市の実現」を、
まちづくりにおいて持ち続ける
基本的な考え方として市政運営を行っています。
岸和田市が、
「常に安心して暮らすことができ、

いつまでも住み続けることのできる個性豊かな

市民も事業者も行政も議会も、
みんなが「あくまでも市民が自治の主体者
であって、市政の主権者だ。
」ということを
認識し、
「自分たちの地域は自分たちの手で築いていくんだ。
」
という意思を明確にし、自分たちで考え、行動することによって実現
する、常に安心して暮らすことができ、いつまでも住み続ける
ことのできる個性豊かな持続性のある地域社会のことを
岸和田市では「市民自治都市」
って呼んでいます。

持続性のある地域社会」となるため、
「5 つの将来都市像」と「将来都市像を支える 3 つの仕組み」を、
市民とともに目指すまちの姿として掲げ、
基本理念に基づき、その具体化を図っていきます。
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(新)岸和田市総合計画は、岸和田市の目指すまちの姿
と、それを実現するための長期的な考え方を示す将来構
想、これに基づいて施策の方向性を示す戦略計画、さら
には、具体的な事業を盛り込んだ経営計画の３層で構成
します。

長期的な考え方を示す将来構想は 12 年、施策の方向
性を示す戦略計画は、社会の変化に迅速かつ柔軟・的確
に対応していく必要があることから４年としています。
また、経営計画の期間は３年とし、毎年見直しを行い
ます。

岸和田市の目指すまち
の姿とそれを実現する
ための長期的な考え方
を示します。

目指すまちの姿の実現に向け、みんなで目指す目標です。
将来都市像を実現するための8個の「まちづくり目標」と、
将来都市像の実現を支える２個の「仕組みづくり目標」とが
あります。

基本目標が達成されたとき、
「まちがどんな状態になっているのか？ 市民がどんな生
活を送っているのか？」
といった成果の観点から表現していて、基本目標ごとに複
数個設定されています。

だれもが何を目指すのかを理解しやすくするとともに、
策定後に達成度を測定して進行管理ができるようにするた
め、個別の目標である「目標が達成された姿」を数値化
し、「目指そう値」として設定しています。

将来構想に掲げた目標
が達成された姿を数値
化した「目指そう値(数
値目標)」と、それを達
成するための公民の役
割分担などを示しま
す。

数値目標の達成に向け、市民と行政が取り組むべき役割分
担の方向性を明示しています。

市民や事業者、市民協議会、 役割分担に基づき、目標に
町会、自治会、市民団体など 向かって事業を展開
の地域社会を構成する多種多
様な主体が、目標に向かって
行動

3

戦略計画に掲げられた
行政の役割に基づき、
短期的な視点から、行
政が行う具体的な事業
を明らかにします。

ライフスタイルや社会が大きく変化する中、こころの豊かさが求められています。市民一人ひとり
が、様々な活動を通じて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を目指しま
す。

自主的な学習活動に取り組んだ
● り、趣味の会やサークル活動に参
加している市民の割合
日常的にスポーツを楽しんでいる
●
市民の割合
●

芸術文化活動を行っている市民の
割合

様々な学習を手軽に行える機会や
場を提供する。

学習会や研修会に積極的に参加す
る。

スポーツを気軽に楽しめる機会と
場を提供する。
日常生活の中で、
芸術や文化に触れ
ることのできる環境づくりを進め
る。

スポーツ大会等に積極的に参加す
る。

だれもが学習やスポーツ、文化活
動などの成果を発揮できる機会や
場を提供する。

岸和田で活躍する芸術文化活動者
を多方面から支援する。

●

生きがいを感じることがある老
年期の市民の割合

高齢者の様々な生きがいづくりの
場を提供する。

●

生きがいを感じることがある障
害者の割合

障害者の自立と社会参加の機会を
充実する。

成果を発表・発揮でき、地域に貢献
できる機会や場に積極的に参加す
る。
高齢者は、
日ごろから社会参加や仕
事を行い、
健康でいきいき生活がで
きるよう心掛ける。
思いやりをもって、
障害者の社会参
加を支援する。

●

健康的で快適な職場環境である
と感じている勤労者の割合

市内事業所の勤労者福祉対策を支
援する。

事業者は、良好な職場環境を確保す
る。

● 文化祭及び市展への出展者数
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近年、全国的に少子化が進んでいます。このことは岸和田市においても同様で、核家族化などが進
む中、家庭における子育ての力の低下が指摘されています。家族だけでなく、地域全体で子どもの心
身の健康と安全を守る取組を進め、将来の岸和田を担う次世代が健やかに育つまちを目指します。

安心して子どもを生み育てられる
●
と感じている市民の割合

子育て家庭の不安や負担を軽減す
る。
仕事と子育てが両立できるよう、支
援を行う。

子どもが心身ともに健全に育つ環
● 境が整っていると感じている市民
の割合

疾病などの早期発見と予防を図り、 家庭内で、規則正しい生活環境をつ
子どもの健康管理に努める。
くる。
子どもが安心して地域で暮らせる
地域の中で子供を育てる。
よう、安全対策に取り組む。

子ども一人ひとりに感受性、社会
● 性が身についていると感じる市民
の割合

子どもたちのために、
様々な体験を
行える機会や場をつくる。
青少年の非行を防止する。

地域住民が子育てのための活動に
積極的に取り組む。
事業者は、子育てにやさしい就業環
境づくりに取り組む。

思いやりや自主性、責任感をはぐく
む家庭をつくる。
地域の子どもに目を向け、あいさつ
を交しながら、見守り、注意を払う。

学校が好き、授業が楽しいと感じ
ている児童・生徒の割合

子ども一人ひとりの教育ニーズに
応じ、きめ細やかな指導を行う。

学校行事に積極的に参画する。

岸和田を担う人材を育てる環境が
● 整っていると感じている市民の割
合

あらゆる分野での人材育成を支援
する。

積極的に知識や技術の習得に努め
る。

●

将来都市像を実現するための8個の「まちづくり目標」と、将来都市像の実現を支える2個の「仕組みづくり
目標」、合わせて10個の「基本目標」があります。この10個の基本目標ごとに、その目標が達成されたとき
に「まちがどんな状態になっているの？ 市民がどんな生活を送っているの？」といった観点から、
いくつかの「目標が達成された姿」を設定しています。
さらに、その「達成された姿」を数値化したものが「目指そう値（数値目標）」で、目指そう値を
向上させるために市民と行政が取り組むべき方向性を公民の役割分担とし、それぞれ例示をしています。
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安全で快適な暮らしを確保し、また維持することは、市民生活を送るためには不可欠な条件です。
市民・事業者・行政が連携し、将来の暮らしの環境をも見据えた行動と的確な対策を講じることによ
って、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を目指します。

●

●

快適な住環境で生活できている
と感じている市民の割合

この１年間で消費者トラブルに
あった市民の割合

食品に対して不安を抱く市民の
割合
安心して水道水を利用している市
●
民の割合
●

環境汚染を監視する。

企業市民とも法令を遵守し、環境汚
染しないよう努める。

建築物の安全性を確保する。

近隣の生活環境に配慮して暮らす。

汚水を適切に処理し、水質汚濁を防
止する。

地域で河川、水路などの清掃活動を
行う。

安全な消費生活を送れるよう、情報
提供や相談体制を充実する。

消費者は、消費生活に必要な情報の
収集に努め、生産者は正しい情報を
提供する。

地域で生産された食材が、地域で消
費できる環境づくりを支援する。

地産地消を心がけ、生産者の顔が見
える商品を提供する。

安全でおいしい水を供給する。

ムダ使いをしないよう節水する。

● 交通事故発生件数

交通マナーやルール、交通安全意識
の高揚を図る。

● 年間刑法犯罪認知件数

市民一人ひとりの防犯意識を高め、 戸締りの徹底など自主防犯意識を
犯罪の防止に取り組む。
高める。
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法令順守と交通マナーを向上させ
る。

地震・台風などの自然災害と、火災などの不測の事態や人災を含めた災害から、市民の生命と財産
を守っていくためには、市民、事業者及び行政が日ごろから危機管理意識をもち、被害を軽減するた
めの予防の取組と備えをしておくことが必要です。
市民、事業者、行政の連携による災害に強いまちを目指します。

防災に対する市民意識の高揚を図
る。

各家庭で、避難の際の食糧などの準
備をし、また防災について話し合う
など災害への備えを行う。

● 火災発生件数

消防行政を円滑に運営し、職員の活
動能力を最大限発揮できる環境を
つくる。

日ごろから火の取り扱いに注意す
る。

災害の際の緊急避難場所がどこか
●
知っている市民の割合

災害対応に必要な施設、物資を適切
に配置する。

自主防災組織が主体となって、地域
の実情にあった防災訓練を積極的
に行う。

●

災害に対する備えをしている市民
の割合

高齢者の人口が急速に増加し、また、長寿化が進む中で、人々の健康志向が高まっています。その
一方で、食生活や生活環境の変化により生活習慣病を抱えたり、生活の中の様々なストレスから心身
のバランスを崩してしまったりする人が増えています。
市民一人ひとりが心身の健康を保持し、万一、病気やけがをしたときにも安心して医療が受けられ
るまちを目指します。

健康づくりに取り組み、心身とも
● に健康に暮らしていると感じる市
民の割合

●

安心して医療を受けられると感じ
ている市民の割合

● 救命救急率

日ごろから正しい食生活や運動を
心がける。
健康診断を受け、疾病の早期発見に
疾病などの早期発見と予防を図る。
努める。
健康づくり活動を活発にする。

常に必要な医療サービスを提供で
きる体制を整える。
隊員が迅速に現場に到着でき、救命
率が向上できる体制を整える。
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かかりつけ医を持つ。
救急車の利用方法を正しく理解し、
節度をもって利用する。

岸和田市は、大阪湾と和泉山脈に挟まれた、海から山までの地勢を有しています。これら地勢
と歴史が産んだ地域特性をつなげ、かつ活用し、経済活動が盛んで、岸和田に住みたい、訪れた
いという声があふれる、個性豊かで活気のあるまちを目指します。

美しいまちなみが形成されてい
ると感じる市民の割合
鉄道駅を中心とした市街地に活気
●
があると感じている市民の割合
●

●

市内移動がスムーズに行えると
感じている市民の割合

美しい都市景観の形成を推進する。

建築や開発行為を行う際には、地域
の環境を考慮する。

駅の周りを安全で利便性の高い空間
駅周辺施設を積極的に利用する。
にする。

歩行や車で円滑に通行できる環境
違法駐車、駐輪をしない。
を整える。
公共交通機関を利用しやすい環境づ
公共交通機関を積極的に利用する。
くりを進める。

国内・国際交流が進んでいると
感じている市民の割合
１年間の主要観光施設、イベン
●
ト等への入り込み客数

地域や国籍を越えてお互いを理解
するための機会や場をつくる。
観光資源を活用し、
観光情報を発信
する。

岸和田を積極的に紹介し、相互に理
解し交流を深める。
もてなしの心で、観光客と積極的に
交流を図る。

新しい地場産業が育っていると
感じている市民の割合

異業種産業の交流や連携の機会や
場をつくる。

きしわだブランド、名産物を広げ
る。

雇用の機会と場を創出するための
支援を行う。

専門的な知識や技術の習得など、自
ら就業のための努力をする。
事業者は、雇用の場を創出し、地域に
密着した事業所活動を行う。

●

●

● 市内従業者数

企業誘致を進める。

魅力ある商店街が形成されてお
● り、便利に買い物できると感じ
る市民の割合

魅力ある商店街づくりを支援する。
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なるべく市内で買い物をする。

自然は、私たちに光や大気・水などの恩恵を与えてくれる共有財産です。このかけがえのない財産
を守り、未来を担う次世代に引き継ぐことが、私たちに課せられた重大な責務です。
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を目指
します。

● 森林面積
● 農地面積
岸和田は、みどり豊かであると感
じている市民の割合
岸和田市には、多様な動植物が生
● 息していると感じている市民の割
合
●

● 市民一人当たりの都市公園面積

●

省エネやリサイクルなど環境保全
に取り組んでいる市民の割合

森林や農地を保全するための土地
利用規制や誘導を行う。

自然環境に配慮し、土地を活用す
る。

市民の緑化意識の向上と地域緑化
の推進を図る。

自宅や地域で緑化を推進する。

水と緑をつなぐネットワークづく
りを推進します。

動植物との共生を意識した暮らし
や社会活動をする。

市民に親しまれる親水空間や公園
づくりを推進する。

公園などの公共空間をみんなが快
適に利用できるように努める。

資源の有効活用を徹底し、ごみの減
量化を推進する。

環境に配慮したライフスタイルを
確立する。
クリーンエネルギーの導入、省エ
ネ、省資源に努める。

● CO2 削減割合

環境教育を推進する。

岸和田に愛着を持っている市民の
●
割合

郷土の歴史や文化に触れることの
できる環境をつくる。
岸和田市の歴史や文化を保存・活用
する。
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郷土のことを学ぶ機会をより多く
心がける。
郷土の歴史・伝統に関する講座や企
画展に参加する。

生活スタイルが多様化した現代、地域のつながりが希薄になっていると言われています。岸和田
市に暮らす全員が、心豊かでゆとりある生活を実現できるように、文化や生活習慣の違いを理解し、
世代や性別、国籍等にかかわらず、すべての人が互いを個人として尊重しあい、対等に能力と個性
を発揮できるまちを目指します。

●

平和が大切であると感じている
市民の割合

平和の尊さを学べる機会や場をつ
くる。

平和の尊さを学ぶ機会に参加する。

●

男女が平等であると感じる市民
の割合

人権に対する意識を高めるととも
に、人権問題の解決を図るための相
談体制を整える。
男女が平等に社会参画できる環境を
つくる。

●

地域で支え合う体制が整ってい
ると感じる市民の割合

地域の実情にあった的確な福祉施
策を推進する。

地域福祉活動に積極的に参加する。

自分が高齢者や障害者になった
● ときに、安全に移動できると感
じている市民の割合

高齢者や障害者が安心して移動で
きる環境づくりを進める。

地域で高齢者に対して、見守り、声
かけを行う。

地域に差別意識はないと思う市
●
民の割合

支援が必要となったときに、支援
● が受けられ、不安がないと感じて
いる市民の割合
介護や生活支援を必要とする人が
● 安心して暮らしていると思う市民
の割合

１年間に一度以上地域の活動（諸
● 活動やイベントなど）に参加した
市民の割合

市民一人ひとりが人権に対する意
識を高める。
家庭内では夫婦が、家事や育児を助
け合う。

生活に困窮する市民が安定した生
活を送れるよう公的扶助を行う。
利用者の視点に立った良質な介護
介護方法や技術を学習する。
サービスを提供する。

地域活動の充実とコミュニティ活
動への参加を促進する。
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コミュニティ活動、イベントに参
加・参画する。

全国的に地方分権が進められる現状において、岸和田市も、地域の個性を活かした主体的なまち
づくりが求められています。
よりよいまちづくりという共通目標を実現させるために、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を目指します。

この１年間に市役所と何らかの活
● 動（仕事）をしたことがある市民の
割合

広く市政に参加できる機会や情報
● 提供が保障されていると感じてい
る市民の割合
● ○○選挙の投票率

分かりやすい協働の仕組みをつく
る。

市の施策・事業に積極的に協働す
る。

行政活動に参画しやすい環境づく
市の施策・事業に積極的に参画す
りを進めるとともに、市としての一
る。
体感を醸成する。
市民の信頼にこたえる選挙を、適正
投票に行く。
かつ円滑に推進する。

日ごろから広報紙やホームページ
等を積極的に活用し、市の情勢に関
心を持つ。

●

市政情報が適正かつ丁寧に発信さ
れていると感じている市民の割合

個人情報の保護の徹底を図り、市民
との情報共有を推進する。

●

市民の声が市政に反映されていると
感じている市民の割合

より多くの市民との意見交換の機
地域情報を市役所などに提供する。
会を設ける。
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政策の行き詰まりや度重なる不祥事などが、行政に対する国民の不信感を招き、まちづくりを進
めていく上で、大きな障害になっています。市民と行政の信頼関係の向上は喫緊の課題です。
市民の理解と信頼を高めるために、無駄を省き、公平・公正で分かりやすい行財政運営を目指し
ます。

●

市役所の業務が適正に遂行され
ていると感じる市民の割合

新たな行政課題や業務改善に積極
的に取り組む職員を増やす。

市民は、自治基本条例の内容を理解
する。

● 目指そう値の達成率

目標の達成に向けて、計画的な施策
の推進と適正な進行管理に努める。

● 財政力指数

中長期の視野に立ち、効果的・効率
的な財源配分を行う。

● 経常収支比率

自主財源の安定的な確保を図る。

市役所の事務が、効果的・効率
● 的に行われていると感じている
市民の割合

ＩＴを活用し、正確かつ効率的に事 インターネット・パソコンなどの情
務を行う体制を整える。
報通信技術を積極的に利活用する。
合理的な組織編制と適正な人員管
理に努め、行政サービスの効率的な
提供に努める。

●

手続きや相談窓口が利用しやす
いと思う市民の割合

市民が利用しやすい窓口にする。
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市民は、市の財政事情に関心をも
ち、理解する。
市民・事業者は、納期限を守って適
正に納税する。

2022（平成 34）年度の将来人口を約 20 万人と想定しま
す。

財源の確保と効率的かつ効果的な財源の配分によ
り、持続可能な財政基盤を築きます。

土地は、まちの限られた資源であり、現在及び将来にわたって、市民の生活、産業、労働その他の諸活動の共通の基盤
となるもので、その利用のあり方は、市の発展や市民の生活と密接に結びついています。このため、社会情勢の変化や本
市の特性を踏まえつつ、まちづくりの基本理念に掲げる「常に安心していつまでも住み続けることができる個性豊かな持
続性のある地域社会」の実現を目指し、計画的な土地利用を進めます。

山地・農地・市街地のバランスは、おおむね現状
を保ち、環境との共生を重視した土地利用を図りま
す。

景観、歴史、文化など地域の資源や個性を大切に
するとともに、コミュニティのまとまりに配慮した
土地利用形成を進めます。

都市活力を再生する計画的な市街地の再編と整備
に努め、産業振興と居住環境が調和した土地利用形
成を進めます。
また、市内東西交通網の形成に努め、道路、鉄
道、港湾など広域的輸送手段との連携により、生
活・社会経済活動を支える都市的機能を備えた土地
利用形成を進めます。

地形、地質、水系などの土地のもつ自然的条件に
留意した土地利用を行い、災害に強いまちづくりを
推進します。

臨海広域連携軸

臨海道路、港湾など広域的な輸送手段を活
かした工業・流通・港湾業務及び供給処理業
務機能を担う地域として整備・充実を図りま
す。

都市広域連携軸

臨
海
区
域

春木川

田園広域連携軸
久米田池

住宅・商業・工業などの用途を計画的に配
置することにより、生活環境に配慮した都市
的機能の充実したまちの形成を図ります。

都
市
区
域

大阪臨海線
牛滝川
津田川

山間広域連携軸

大阪和泉泉南線

田

豊かな自然環境・景観の保全に努めながら、
園
農地が備え持つ機能を積極的に評価し、農業
区
振興機能を担う地域としての形成を図ります。 域

泉州山手線

神於山

国道170号

阪和自動車道

林業環境の整備を図りながら、森林が備え
持つ機能を積極的に評価し、森林資源を活用
した、市民や近隣住民の憩いの場である自然
公園としての整備などを進め、自然環境・景
観の保全を図ります。

山
間
区
域

中央
地域
連携軸
葛城地域連携軸

牛滝地域連携軸

和泉葛城山
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●
自然・産業・伝統・文化特性により、市域を 13 の「まちづくりゾーン」に分け、それぞれのゾーンのもつ地
域特性に応じた土地利用の方向性を示します。

①流通・業務ゾーン
《木材コンビナート地区、鉄工団地、
地蔵浜地区、岸之浦地区》国際流通
機能を活かし、工業・業務の活性化
を図るとともに、岸之浦地区は新た
な業務拠点の形成を進めます。
②交流・集客ゾーン
《港緑地区及び岸之浦地区の一部》
国際文化施設「浪切ホール」を核と
する交流・集客拠点として、ウォー
ターフロント環境を活かしたにぎわ
いと潤いのある空間形成を図ります。
③歴史文化ゾーン
《岸和田城周辺》歴史的遺産の保
全・活用により、国内外の人々をひ
きつける、個性あふれる文化観光の
拠点形成を図ります。
④都市中枢ゾーン
《南海岸和田駅周辺》
「歴史文化ゾー
ン」及び「交流・集客ゾーン」と連
携した中心市街地の一角として、商
業・業務など都市機能の集積を図る
とともに、地域福祉にも対応した快
適な都心居住の環境づくりにも配慮
し、本市の中枢拠点として、にぎわ
いの創出を図ります。

臨海区域

流通・業務ゾーン

交流・集客ゾーン
生活文化ゾーン

都市区域
歴史的風土ゾーン

歴史文化ゾーン

田園区域

都市中枢ゾーン

里の中枢ゾーン

都市交流ゾーン

農業振興ゾーン

風 致 ゾ ー ン
農業振興ゾーン
みどりの 交流ゾーン

里 山 ゾ ー ン

山間区域

森 林 ゾ ー ン

⑤生活文化ゾーン
《南海春木駅・ＪＲ久米田駅を中心
とした周辺一体》大規模公園や医療
施設が集積した市民の健康・レクリエーション拠
点の形成を図ります。

⑩里の中枢ゾーン
《岸和田中央線と国道 170 号の結節点周辺》地
域資源を活かした産業の創出や、ゆとりある住宅
地の形成など、周辺環境と連携・共存したまちづ
くりを進めます。

⑥都市交流ゾーン
《ＪＲ東岸和田駅周辺》商業を中心ににぎわいの
ある都市機能の集積とともに、市民の多様な文化
交流拠点の形成を図ります。

⑪農業振興ゾーン
《市街化調整区域内の農業地区周辺》ため池、水
路、
農道等をはじめとする農業基盤の整備を進め、
都市近郊の立地を活かした収益性の高い農業の推
進に努めるとともに、農地を交流空間として活用
するなど農業の振興を図ります。

⑦風致ゾーン
《焼ノ山・中島池風致地区周辺》情趣豊かな景観
を保全しながら、良好な住環境の形成を誘導しま
す。

⑫里山ゾーン
《神於山や丘陵部の果樹園周辺》自然と人の生活
が深くかかわりあい形成された里山環境の保
全・活用を図ります。

⑧歴史的風土ゾーン
《久米田池・摩湯山古墳周辺》歴史的遺産の保全・
活用を図ります。
⑨みどりの交流ゾーン
《蜻蛉池公園や泉州山手線沿線》広域的な公園拠
点とともに、泉州山手線の延伸に応じて、沿道周
辺を広域連携軸が担うべき都市機能や地域資源を
活かした都市と農業が融合するゾーンとして長期
的に整備・形成を図ります。

⑬森林ゾーン
《阪和自動車道以南の森林地域》水源涵養など森
林のもつ多様な機能や景観を保全するとともに、
自然環境を活かした交流空間としての活用を図
ります。
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都市計画マスタープラン【テーマ別まちづくり編】
『新岸和田市総合計画』に示す「土地利用の方向性（P13〜14）
」を踏まえ、都市計画の根幹的な方針を示
します。

(1) 臨海区域
魅力的な住環境の維持・形成を図ります。
地区計画等の活用を通して、良好な住環境や周辺
と調和のとれたまちなみづくりを目指します。

1）工業・流通業務を主体とする地区の方針
工業・流通機能を集約することにより、効率的な
稼動環境の形成を図ります。また産業構造の変化を
見据えつつ、産業振興施策との一体的な施策展開の
もと、工業・流通機能の維持・増進を図ります。

3）農業連携を主体とする地区の方針
丘陵部の農地を主体とする地区では、農業振興
施策との一体的な施策展開のもと、農地の保全・
活用に努めるとともに、周辺の住環境との調和を
図ります。

2）商業・業務を主体とする地区の方針
文化交流や産業・観光振興施策との一体的な施策
展開のもと、海辺の立地環境と地域の歴史・文化資
源等を活かした広域的な商業・業務地の形成を図り
ます。

(2) 都市区域
1）商業・業務を主体とする地区の方針
産業・観光振興施策との一体的な施策展開のもと、
地域の歴史・文化資源等を活かした広域的な商業・
集客・交流機能の集積を図ります。
鉄道駅周辺や幹線道路沿道については、日常生活
の利便性を高める商業・サービス業機能の集積を図
ります。
2）住宅を主体とする地区の方針
住宅まちづくり施策との一体的な施策展開のもと、
高齢者世帯や子育て世帯などの家族形態や、駅近居
住や郊外居住などの居住スタイルに応じた多様で、

(3) 田園区域
1）農業振興を主体とする地区の方針
農業振興の施策との一体的な施策展開のもと農
地の保全・活用を図ります。地域の資源を活用す
る地域拠点を計画的に形成するとともに、市街化
調整区域においては無秩序な市街地拡大を抑制し
つつ、地域の特性に応じた生活環境の更新と周辺
地域と調和した開発行為の誘導を図ります。
(4) 山間区域
1）自然を主体とする地区の方針
山地部に広がる樹林地、河川沿いの集落地で構
成される山間区域では、無秩序な市街地拡大を抑
制しつつ、関係施策との一体的な施策展開のもと
自然環境の保全・活用を図ります。

経済活動、地域間の連携を支え、人のつながりなど多様な都市活動を支える機能を担う「都市計画交通施
設」の配置に係る方針を示します。
を形成するため、幹線道路と鉄道の立体交差化のた
（1） 都市計画道路
めの適正な手法を検討し必要に応じて都市計画に
自動車交通の円滑化と歩行者の安全性確保、災害
定めます。
時の緊急輸送道路の確保、バス交通サービスの拡充
などに対応するため、既存ストックを活用しつつ、
道路機能に応じた幅員構成を検討し、道路網の形成
を推進します。

（2） 都市計画都市高速鉄道
安全、円滑で環境負荷の少ない交通ネットワーク

（3） 都市計画駐車場
駐車施設の附置に関する条例等の規制・誘導手法
を適正に運用するとともに、駅周辺地区での交通状
況を把握し、自動車駐車場・自転車駐車場の整備に
取り組み、必要に応じて都市計画に定めます。

憩いと潤いある市街地の形成、みどりの保全や災害発生時の避難場所の確保、スポーツ・レクリエー
ション需要への対応、動植物の生息環境の確保といった機能を担う「都市計画公園」の配置に係る方針
を示します。

（1） 都市計画公園
都市計画の地域制緑地制度（風致地区、生産緑地、
地区計画等）や、都市計画以外の各種公園・緑地制
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度の活用を図りつつ、公園の持つ多様な機能を踏ま
えながら配置します。

『新岸和田市総合計画』を実現していくため、都市計画分野を中心とする 5 つのまちづくりのテーマに
着目し、それらの施策の方針を「テーマ別まちづくり方針」として示します。それぞれのまちづくりテー
マに対して、土地利用、交通、産業、環境等さまざまな分野による一体的な施策展開が必要であり、さら
に市民・事業者・行政の関わりが重要となります。

本市は、山から海までの地形と生活文化が生んだ豊富な地域特性のもと、さまざまな産業と交流の場が
あります。この豊富な資源を活かし、多彩な魅力と活力を備えたまちづくりを進めます。

(1) 都市型産業の振興と交流のための
拠点づくり

(4) 交流と連携を高める交通網づくり
さまざまな交流や連携を高め、また新たな取り
組みや産業を育成していく上で、基礎となる交通
網の強化を図ります。
1）広域的交通網づくり
2）交流と回遊性を促進する交通網づくり

国を越えて、また市内外から人や物、情報
が集まり・行き交うことによって生まれるに
ぎわいや活力を持続・発展させていくために、
産業振興や観光振興施策との一体的な施策
展開のもと、産業と交流の振興に向けた拠点
の形成やこれを支える都市基盤の整備を推
進します。
1）工業拠点の形成
2）都市拠点の形成
3）地域拠点の形成
4）生活拠点の形成

漁 港

★
★

(2) 農林漁業の振興とふれあい環境づくり
都市近郊の立地を活かし、地産地消などの
消費者ニーズにあった農業・漁業の場として、
また交流の場として、農林漁業環境の保全と
活用を図ります。
1）優良農地の保全と活用
2）樹林地の保全と活用
3）漁業資源の保全と活用

(3) 地域資源を活かした
観光と交流の環境づくり
国を越えて、また市内外から多くの人が訪
れ、また市民が地域資源に愛着を持って親し
み交流することで地域経済への波及効果を
もたらすことが期待されます。
そのため、観光振興施策との一体的な施策
展開のもと、本市の自然や歴史、文化・スポ
ーツなどの地域資源の活用による観光と交
流の環境づくりを進めます。
1）歴史・伝統資源の保全と活用
2）自然・スポーツ・文化資源の活用

農 地・ 果 樹園

樹 林 地
都市型産業拠点
工業拠点
都市拠点
地域拠点
生活拠点
農林漁業資源
農地・果樹園
樹林地
漁港
その他主な地域資源
歴史・伝統
自然
スポーツ
★ 文化
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広域連携軸
道路
港湾
地域連携軸
道路
河川

将来にわたって快適な生活環境を維持・形成するため、環境負荷の低減に配慮した暮らしへの転換が求
められています。山から海までの地形が生んだ豊かなみどりと水は、私たちの五感に触れ安らぎを与えて
くれるとともに、CO2 の吸収や生態系保全といった多様な機能があり、生活空間にとって、また地球環境
にとって貴重な資源です。
環境への負荷が少ないまちづくりに向けた取り組
みを進め、この貴重な資源を未来へつなぎ、将来に
わたって住み続けたいと思うまちづくりを進めます。

(1) 将来にわたって快適な生活環境の確保
環境負荷の低減に配慮した都市基盤整備や施設づ
くりを目指します。
1）公共交通と連携したまちづくり
2）快適で環境負荷の低減に配慮した
市街地の整備・更新
3）快適な生活環境の維持
(2) 山から海につながる水とみどりの保全と形成
環境施策、農林漁業振興の施策との一体的な施策展
開のもと、和泉山脈、神於山やその周辺に広がる果樹
園、牛滝川・春木川・津田川水系などを維持・保全す
るとともに、河川を軸にみどりをつなぎ、水とみどり
と調和した快適で魅力ある空間形成を目指します。
1）樹林地・農地の保全・活用
2）水環境の保全
3）水とみどりのネットワークの形成
4）多様な動植物の生息環境の維持

拠点となるみどり
地域制緑地
河川
春木川緑道

景観とは、視覚できる要素のみならず、生活から生み出される文化・歴史が醸しだす雰囲気などを含め
たものです。このため、景観形成をまちの表情づくりと捉え、個性豊かな、住み続けたいと思うまちづく
りを進めます。

(1)地域特性に応じた景観形成
土地利用特性に対応して層状に景観のまとまりが
展開しています。これらの景観のまとまりによる地域
の特性や個性に応じた景観形成を図ります。
1）臨海景観区
2）旧市街・歴史景観区
3）沿道型市街地景観区 4）新市街地住宅景観区
5）里の景観区
6）自然緑地景観区

旧市街・歴史景観区

臨海景観区

沿道 型市 街地 景観 区
新市街地住宅景観区

(2)魅力的な景観形成
景観施策と連携しながら軸や核となる空間を設定
し、特性を活かした空間づくりや周辺のまちなみと調
和した公共施設の整備など、本市の個性や魅力を創出
する景観形成を図ります。
1）景観軸の設定
2）景観核の設定

里の景観区

自然緑地景観区
景観軸

(3)景観のまちづくりを支える仕組みの充実
景観のまちづくりを支える多様な人材・団体の育成
や、地域の特性や個性である自然、歴史・文化資源の
保全・活用に取り組む市民活動を支援します。
1）市民の景観まちづくり活動の支援
2）景観要素の保全と活用の仕組みづくり

景観軸
景観軸（歴史）
景観軸（水とみどり）
景観核
景観核
景観核（歴史）
景観核（水とみどり）

17

市民が安心して住み、社会・経済活動が行えるよう、地震や火災、風水害などの災害に強いまちづくり
を進めます。

(1)防災性の向上
災害発生時には被害が最小限に抑えられ、災害
発生直後の避難が円滑に行えるまちを目指し、道
路や公園の整備や建物の不燃化・耐震化を促進し
ます。

● 都市基盤の適正な配置と防災性の向上
燃えにくい、壊れにくい、避難路・避難
地・避難所が確実に確保されるなど、災害
に強いまちづくりを進めます。

1）火災・震災に強いまちづくり
2）風水害・土砂災害に強いまちづくり

● 自然への配慮
自然の持つ多様な機能に配慮し、地層、
地盤、水脈、風向等土地のもつ自然条件を
把握したうえで、土地利用を慎重に行いま
す。

(2)防災機能の充実
地域防災計画及び関係機関と連携しながら、災
害が発生した際に、応急・復旧活動を迅速かつ的
確に行うための施設管理や整備を図ります。
1）防災機能の充実
2）緊急時の情報共有体制の充実

● 自助・共助・公助の連携
災害の被害を最小限に抑えるために、自
助・共助・公助それぞれが災害対応力を高
め、そして連携することにより、災害に強
いまちづくりを進めます。

(3)防災を支える地域コミュニティの形成や
防災まちづくり意識の高揚
関係施策との一体的な施策展開のもと、地域で
の救助活動、復旧活動や円滑で効率的な復興まち
づくりが進められるように、防災を支える地域コ
ミュニティの形成を推進するとともに、防災まち
づくり意識を高める取り組みを進めます。
1）防災を支える地域コミュニティの形成
2）防災まちづくり意識の高揚

市民がまちに愛着を持って住み続けるために、誰もが社会活動や地域活動に参加し、多彩に活躍できる
まちづくりを進めます。

(1)誰もが活動しやすいまちづくり

(2)地域で集うまちづくり

日常生活をおくるうえで誰もが安全に活動し
やすいまちを目指し、公共交通と連携したまちづ
くりを進めます。
また、公共施設をはじめ不特定多数の人が利用
する施設については、誰もが利用しやすい施設づ
くりを進めるとともに、市民に最も身近な空間で
ある住宅においても、高齢者や障害者の活動しや
すさに配慮した住宅の供給を促進します。
1）鉄道輸送サービスの充実
2）バス輸送サービスの充実
3）公共交通と連携したまちづくり
4）安心して暮らせるまちづくり
5）誰もが利用しやすい施設の整備
6）ユニバーサルデザインに配慮した住宅の供給

複雑化・多様化する社会において、生活の場で
ある地域とのつながりが希薄になりつつありま
す。そこで生涯学習などの施策と連携し、地域で
集うまちづくりを目指します。
既存建築物や地域の公園等を活用し、世代を越
えて交流できる場を形成するとともに、子どもた
ちが郷土に愛着を感じるよう、地域の持つ多様な
自然や歴史・文化などにふれあいながら成長する
環境づくりを目指します。
1）既存施設の有効活用
2）地域の公園・散策路の充実
3）子どもたちが自然や歴史、スポーツや文化
にふれあえる場の充実

18

※ 用紙が足りない場合は、別紙を追加してご記入ください。

ご住所
お名前
次のいずれの立場でご意見を提出されますか？該当するものに○を付け、必要事項をご記入ください。
1

岸和田市民

2

市内在勤・在学者

3

本市に事務所又は
事業所を有する者

4
5

本市に納税義務を
有
す
る
者
本件意見公募の事例に
利害関係を有する者

名 称
所在地
名 称
事務所又は事業所
所在地
どのような納税義務を有していらっしゃいますか？
勤務先及び通学先

どのような利害関係を有していらっしゃいますか？

※ いただいたご意見は「岸和田市意見聴取の手続に関する条例」第９条第２項の規定により、市ホームページ
と骨子案を備え付けた施設（表紙参照）で公開しますが、個人情報は「岸和田市個人情報保護条例」第８条の
規定により保護されます。
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意見公募（パブリックコメント）を行うに当たって、骨子案についての説明会を下記の日程で開催します。
開 催 日

時

平成 22 年 6 月 12 日（土）

平成 22 年 6 月 13 日（日）

間

場

所

10：00〜12：00

青年の家（小松里町 1199-3）

14：00〜16：00

常盤青少年会館（下松町 3 丁目 5-24）

18：30〜20：30

東岸和田市民センター（土生町 1441-1）

10：00〜12：00

山直市民センター（三田町 715-1）

14：00〜16：00

福祉総合センター（野田町 1 丁目 5-5）

18：30〜20：30

春木市民センター（春木若松町 21-1）

※ 駐車場に限りがありますので、お車での来場はご遠慮ください。

2010（平成 22）年 6 月
岸和田市役所
〒596‑
8510 岸和田市岸城町 7‑
1

企画調整部 企画課 総合計画担当
電
話：072-423-9553
ファックス：072-423-6749
まちづくり推進部 都市計画課 都市計画担当
電
話：072-423-9629
ファックス：072-423-3347
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