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本市は、大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置し、大
阪都心から約 20km、関西国際空港から約 10km の距
離にあります。

江戸時代に岡部氏 5 万 3 千石の城下町として栄えた
7.6km、南北約

岸和田は、1912（明治 45）年に岸和田城周辺の 4 町

17.3km の細長い地形で、おおむね臨海部・平地部・

村が合併※し新しい「岸和田町」が誕生しました。そ

丘陵部・山地部に区分されています。丘陵部から山地

の後、紡績業の発展をきっかけとして製鋼、煉瓦製造

部にかけては豊かな自然が残り、岸和田市の特色の一

などの産業の発展とともに市街化が進み、1922（大正

つになっています。

11）
年 11 月 1 日に大阪府内で 3 番目に市制を施行し、

市域の面積は

72.32km2 、東西約

泉南地域の経済、文化、行政の中心的役割を果たすよ
うになりました。当時は、人口約 3 万人、市域面積約
4 km2 のまちでしたが、昭和に入ると市町村の再編※
が行われ、近隣の町村との合併を数回経験し、1950（昭
和 25）年には人口約 10 万人、面積約 68 km2 のまち
へと成長をとげ、現在の岸和田の原型が形づくられま
した。
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4 町村の
町村の合併
1912（M45）年に、岸和田町、岸
和田濱町、岸和田村、沼野村の 4 町村
が合併し、新しい「岸和田町」が誕生
しました。
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市町村の
市町村の再編
いわゆる昭和の大合併といわれる
もので、増大した行政需要に対応でき
る財政基盤を確立するため、全国的に
市町村合併が進められ、市町村数が約
3 分の 1 に減少しました。
岸和田市も、1938（S13）年に土生
郷村と、1940（S15）年に有真香村・
東葛城村と、1942（S17）年に春木町・
山直町・南掃守村と、1948（S23）年17
に山滝村と、それぞれ合併しました。
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市町村の再編が行われ現在の岸和田市の原型が形
づくられて以降も、岸和田市は大阪市を中心核とする

まず、1955（昭和 30）年からの高度成長期には、

大阪都市圏に位置することから、大阪都市圏の社会経

地方圏から大阪都市圏への人口集中と、それに続く

済の発展と密接にかかわりながら着実に人口が増加

1960 年代前半（昭和 30 年代後半）からのドーナツ

し続けてきました。

化現象※などにより、大阪府内の衛星都市では人口が

高度成長期の急増、安定成長期の緩やかな増加、平

急激に増加しました。大阪市から 20～30km 圏に位

成不況時の微増を経験しつつ、近年に至るまで岸和田

置する岸和田市も、1955（昭和 30）年～1970（昭和

市の人口が減少に転じることなく増加し続けてきた

45）年の 15 年間に、人口増加率（国勢調査による前

のは、大都市圏への人口集中や関西国際空港の開港な

回調査比：以下同じ）が 10％を超えるという人口急

どといった時代背景と、それを受け止めるための基盤

増を経験しました。

整備が行われてきたからだといえます。
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ドーナツ化現象
ドーナツ化現象
人口の集中により都市が拡大した
結果、人口が周辺地域に移動するよう
になり、中心部の人口が減って周辺部
の人口が増加する人口移動の現象の
ことで、中心部が空洞化することから
ドーナツになぞらえてこう呼ばれて
います。
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1970 年代（昭和 40 年代後半）に入ってすぐのこ

岸和田市の昼夜間人口比率※が 90％前後で推移し

ろは、第 2 次ベビーブーム※による出生増があったも

ていることや、岸和田市に住んでいる就業者の半分

※

のの、その後、オイルショック をきっかけに日本経

近く（48.8％）が市外へ通勤していることなどから、

済が安定成長に入ったため、出生数が減少しはじめ

岸和田が大阪市を中心とする大阪都市圏の住宅都市

ました。さらに、ドーナツ化の波が次第に弱まりは

としての特性をもっていることがうかがえます。

じめるとともに、大規模な人口移動から定住化とい
った社会経済状況の変化が現れました。

市内には、大阪都心部につながる 2 本の鉄道が走
り、7 つの駅があります。また、鉄道のみならず、国

その結果、岸和田市の人口も、1970（昭和 45）年

道 26 号や大阪臨海線、大阪外環状線といった広域一

～1975（昭和 50）年の間は 8.0％程度の人口増があ

般道に加え、阪神高速湾岸線や阪和自動車道（近畿

ったものの、1975（昭和 50）年から 1990（平成 2）

自動車道）などの高速道路などにより、自動車交通

年の 15 年間は人口増加率が 3.0％前後に止まり、緩

の面でも恵まれています。
この生活に便利なまちであることが、住宅地とし

やかな成長となりました。

ての需要をさらに増加させ、住宅開発や土地区画整
1991（平成 3）年のバブル経済崩壊をきっかけに、
大手金融機関の破綻が金融不安 ※ を引き起こすなど

理事業が行われたことで、住宅都市としての性格を
色濃くしました。

日本経済がいまだかつてない長期の不況に突入し、
将来への不安などから結婚や出生が減り、少子高齢

一方、昼間に岸和田市で働いている人の 4 割近く

化に拍車がかかりました。一方、地価の下落などに

（38.5％）が市外からの通勤者で、第 1 次産業から

※

よって大阪市への都心回帰 のきざしがみえはじめ、

第 3 次産業までの様々な分野に幅広く働きに来てい

人口が減少に転じる府内の衛星都市も少なくありま

ます。
このことは、繊維産業都市として出発した岸和田

せんでした。
しかし、岸和田市の人口は、1994（平成 6）年の

市が、社会経済状況の変化に対応しつつ、重工業や

関西国際空港の開港の影響などもあり、1990（平成 2）

商業に加え、農林水産業を含めた多様な産業都市へ

年から 2000（平成 12）年の間は人口増加率 3.0％前

と脱皮してきたことがうかがえます。

後の微増を続けていましたが、2000（平成 12）年か
ら 2005（平成 17）年の間は 0.9％の増加率に止まり、
わずかな増加となっています。
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ベビーブーム
ベビーブームとは、赤ちゃんの出生
数が一時的に急増することをいい、日
本ではこれまで 2 度のベビーブーム
がありました。
■第 1 次ベビーブーム
第 2 次世界大戦の終戦による 1947
（S22）年～1949（S24）年までの 3
年間の出生増のことで、1 年間に 250
万人を超える出生がありました。
日本では、この期間に生まれた世代
を団塊の世代と呼ぶこともあります。
■第 2 次ベビーブーム
第 1 次ベビーブームで生まれた団
塊の世代が出産期を迎えたことによ
る、1971（S46）年～1974（S49）年
までの 4 年間の出生増のことで、1 年
間に 200 万人程度の出生がありまし

た。
日本では、この期間に生まれた世代
を団塊ジュニアと呼ぶこともありま
す。
オイルショック
1970 年代（S40 年代後半～S50 年
代前半）に 2 度あった、石油供給のひ
っ迫及び価格の高騰と、それに伴う経
済の混乱のことをいいます。
2 度のオイルショックは、石油輸入
国にエネルギーの節約と代替エネル
ギーの開発を促しました。
■第 1 次オイルショック
1973（S48）年の第 4 次中東戦争を
きっかけに、アラブ産油国が原油の減
産と大幅な値上げを行い、石油輸入国
に失業・インフレ・貿易収支の悪化な

どの深刻な打撃を与えました。
日本でも、トイレットペーパーの買
占め騒動が起こるなど、国民生活にも
大きく影響しました。
■第 2 次オイルショック
1979（S54）年のイラン革命に伴っ
て産油量が減り、原油価格が高騰しま
したが、第 1 次オイルショックほどの
影響はありませんでした。
金融不安
景気の後退や金融機関の経営悪化
などで、金融市場や金融機関に対する
信用度が低下して、経済の先行きに不
安を感じることです。
金融機関の破綻や不良債権の増加、
19
株価の下落・低迷などを引き起こすこ
とがあります。
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また、岸和田市に住んでいる就業者の 5 割以上

ていて、多様な産業都市として成長してきたことを裏

（51.2％）が市内で働いています。これは、泉南地

付けるとともに、
「職」と「住」が比較的近接したライ

域の平均（45.5％）や政令市（大阪市と堺市）を除

フスタイルをうかがえます。

く大阪府内市町村の平均（44.0％）を大きく上回っ

岸和田市に住んでいる人
（年齢不詳を除く）

200,881人
通勤、通学で
市外に出る岸和田市民

49,760人

18,498人
の流出超過

通勤、通学で
岸和田市に来る人

31,262人

昼間に岸和田市にいる人

182,383人
通学で
市外に出る
岸和田市民

通勤で
市外に出る
岸和田市民

通勤で
岸和田市に
来る人

通学で
岸和田市に
来る人

7,055人

42,705人

28,111人

3,151人

岸和田の
事業所で
働いている人

市外で働いている
岸和田市民

市内で働いている
岸和田市民

72,962人

42,705人 (48.8％)

44,851人 (51.2％)

28,111人 (38.5％)

1,333人 (94.7％)

74人 (5.3％)

12,365人 (61.8％)

7,654人 (38.2％)

30,176人 (60.1％)

19,994人 (39.9％)

977人 (71.5％)

389人 (28.5％)

他市町村からの通勤者

岸和田市民で
働いている人

87,556人

第1次産業
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都心回帰
地価の下落などによって、都心部の
居住人口が回復する現象のことです。
大阪市の人口は、ドーナツ化現象な
どにより 1965（S40）年ごろをピーク
に減少を続けていましたが、2000（
H12)年ごろから再び増加を始めてい
ます。
昼夜間人口比率
昼夜間人口比率
その地域に住んでいる人（夜間人
口）100 人当たりの、昼間にその地域
にいる人（昼間人口）の割合のことで
す。
昼夜間人口比率が 100 を超える場
合は、仕事や学校でその地域にやって
来る人（流入人口）が、仕事や学校で
住んでいる地域以外に出かける人(流
出人口)よりも多く、昼間にその地域

に人が集まってくることを意味しま
す。
逆に、昼夜間人口比率が 100 に満
たない場合は、通勤や通学のためにそ
の地域の外に出かけて行く人が多い
ことを意味します。

1,407人
第2次産業

20,019人
第3次産業

50,170人
分類不能の産業

1,366人

このような成長の過程や風土・環境などから、岸和
田市は特色のある「6 つの地域」に分けることができ、
この 6 つの地域を、それぞれ一つのまちとしてとらえ、
商業・教育・文化などの環境が整い、日常生活が営め
る最も大きなコミュニティ単位である 3 次生活圏※と
して設定しています。これらの地域は、それぞれの地
域の特徴を活かしながら発展をとげてきました。

行政の中心地として古くから発展してきた市街
地で、岸和田城をはじめとした歴史・文化資源の蓄
積もあり、南海岸和田駅を中心に様々な都市機能が
集まり発展してきました。

古くから農漁村として開ける一方、紀州街道沿い
は門前町・街道町として栄えるなど、自律性の高い
地域として発展してきました。

津田川流域に位置し、JR 東岸和田駅を中心とし

20

た平地部の都市機能・丘陵部の良好な住宅地と農用

牛滝川と春木川に挟まれ、久米田池・久米田寺を

地・山間部の森林などがバランスよく配置されてい

中心に発展した地域で、豊富な歴史資源と自然環境

ます。

が調和した良好な市街地が形成されています。

春木川の中・上流地域に位置し、主として住宅地

ほぼ牛滝川に沿った形で市街地、農村・田園、森

や農用地として利用されていて、全体として田園風

林がゆるやかに連続している地域で、豊富な遺跡・

景が多く残されており、良好な住環境を形成してい

歴史資源にも恵まれた良好な市街地を形成してい

ます。

ます。
3 次生活圏
岸和田市では、市民のコミュニティ
の単位として、3 段階の生活圏を設定
してまちづくりを進めています。
■1 次生活圏
生活圏の基本単位である小学校区
を 1 次生活圏とし、24 の単位を設定
しています。
■2 次生活圏
原則として、1 次生活圏を 2 つ合わ
せた中学校区に当たる生活圏を 2 次
生活圏とし、11 の単位を設定してい
ます。
■3 次生活圏
2 次生活圏を地域的なまとまりを
考慮して複数個合わせた生活圏を 3
次生活圏とし、6 つの単位を設定して
います。
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岸和田市は、大阪湾と和泉山脈に挟まれ、海から山
に細長いという地理的な特性から、地形的に臨海部
（おおむね海岸線～大阪臨海線沿道）、平地部（おお

地形に沿って帯状に形成された土地利用の特性か

むね大阪臨海線沿道～大阪和泉泉南線沿道）、丘陵部

ら、市域を臨海区域、都市区域、田園区域、山間区域

（おおむね大阪和泉泉南線沿道～阪和自動車道沿道）、

の 4 つの区域に区分することができます。

山地部（おおむね阪和自動車道沿道～和歌山県境）の

主として、臨海区域（臨海部）は工業・流通・港湾

4 つの地形で構成されています。また、標高 858m の

業務地域として、都市区域（平地部と丘陵部の泉州山

和泉葛城山をはじめとする山地部に連なる起伏の多

手線沿道まで）は住宅と商業・工業などの混在地域と

い山々に源を発する牛滝川、春木川、津田川の 3 つの

して、田園区域（丘陵部の泉州山手線沿道から山側）

河川が市域を縦断していて、これらの河川が流れる谷

は住宅と農業地域として、山間区域（山地部）は森林

筋によって 3 つの谷が形づくられています。

地域として利用されています。

このような地理的な特性などから、本市は「4 つの
区域」と「7 つの軸」とで形づくられています。
市域を縦断する河川が形づくっている谷筋に沿っ
て市域内で海と山をつなぐ「牛滝」
・「中央」
・「葛城」
の 3 つの軸と、細長い市町村が連続して存在している
という泉州地域の特性から、4 つの区域で市域を横断
して大阪都心部と関西国際空港や和歌山とを結ぶ「臨
海」
・
「都市」
・
「田園」
・
「山間」の 4 つの軸とがありま
す。

10m
30m

50m

100m

200m

400m
600m
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我が国では、少子・高齢化※が急速に進行していま
す。本市においても、確実に少子・高齢化が進んでい
(人)

ますが、その進行は、これまでのところ国や大阪府と

2,500

人口動態

比べて緩やかとなっています。しかし、2005（平成
17）年の国勢調査では、高齢化率 が 18.8％、年少人

2,000

口比率※が 15.9％と、初めて高齢化率が年少人口比率

1,500

※

を上回り、今後は更に少子・高齢化が進むと予測され

1,000

自然動態

ています。

500

また、日本の総人口が 2004（平成 16）年 12 月の 1

0

億 2,783 万 8 千人をピークに減少局面に入ったことが
2005（平成 17）年の国勢調査によって明らかになり

-500

社会動態

ました。本市においても、これまで一貫して増加を続
けてきた人口が、2002（平成 14）年の 20 万 1,500 人

-1,000
H1

H3

H5

H7

H9

H11 H13 H15 H17 H19 H21

をピークに減少に転じ、人口減少社会※が到来したと
考えられています。
今後は、本格的な人口減少が見込まれる中で、人口
の構成や地域バランスに配慮して急激な少子化に対
応するとともに、高齢社会を真に豊かで実りあるのも
とするまちづくりが求められています。
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40～44歳
35～39歳
30～34歳
30～34歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
20～24歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
10～14歳
10～14歳
５～９歳
0～4歳
0～4歳
０～４歳

少子化
出生率の低下に伴って、将来の人口
が長期的に減少することで、日本の出
生率は、第 2 次世界大戦後継続的に低
下を続け、すでに先進国の中でも低い
水準となっています。
なお近年では、過去の少子化の結果
として、出産年齢女性人口が大幅に減
少していることも少子化の大きな要
因となっています。
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高齢化
人口全体の中で、65 歳以上の高齢
者の占める割合が高まっていく社会
のことで、出生率の低下による少子化
と、死亡率の低下による長寿化が原因23
で起こります。
日本では 1955（S30）年ごろから高

第2 章

将来構想

産業は都市の活力の源であり、市民生活の向上や豊

情報通信技術の飛躍的な進歩と情報通信機器の普

かで魅力ある地域づくりに貢献します。我が国の産業

及などによる情報社会が、家庭や仕事など社会生活の

は、経済の地球規模での拡大に伴い空洞化が進んでい

あらゆる場面に大きな影響を及ぼすようになってき

ますが、大阪府内では首都圏への本社機能の移転など

ていて、まちづくりにおける｢情報｣の重要性はますま

も加わり、近年更に地域経済が停滞しています。

す高まってきています。

泉州地域での経済の中心的役割を果たしてきた本市

本市においても、魅力ある地域社会づくりを進めて

においても、事業所の閉鎖や移転、近隣都市での大規

いくためには、地域社会を構成する多種多様な主体が、

模小売店舗の開設などが進んでおり、市内の事業者や

互いにコミュニケーションを活性化させ、理解を深め、

市民の生活に少なからず影響を及ぼしています。超少

情報を共有することが重要であり、双方向という「情

子・高齢、人口減少社会を見据え、豊かで魅力ある岸

報」のもつ特性を十分に活用し、コミュニケーション

和田を維持・発展させていくためには、停滞する地域

を容易にする情報環境づくりを進めて行くことが求

経済の活性化を図る必要があり、これまで以上に産業

められています。

振興への戦略的な取組が重要なテーマとなっていま
す。

全体
70歳以上
(所)

(人)

18,000

90,000

60歳代

16,000

80,000

50歳代

14,000

70,000

40歳代

12,000

60,000

10,000

50,000

8,000

40,000

6,000

30,000

4,000

20,000

2,000

10,000

家にパソコンがあり、インターネットを利用している

0

パソコンは使っているが、インターネットは利用していない

0
S50

S53

S56

S61

H3

H8

H13

30歳代
20歳代
15～19歳

H18

0%

25%

50%

75%

100%

家にパソコンはあるが、パソコンを利用していない
家にパソコンがない
無回答

齢化が進行しはじめましたが、日本の
高齢化の特徴は、諸外国と比べてその
スピードが速いことで、西欧諸国の 3
～5 倍の勢いで高齢化が進んでいま
す。
高齢化率
65 歳以上の人口が総人口に占める
割合のことです。
2005（H17）年の国勢調査では、日
本全体で 20.1%、大阪府全体で 18.5%
となっています。
年少人口比率
年少人口比率
15 歳以下の人口が総人口に占める
24割合のことです。
2005（H17）年の国勢調査では、日
本全体、大阪府全体ともに 13.7%とな

っています。
人口減少社会
少子・高齢化の進行により継続的に
人口が減少を続ける社会のことで、疫
病や戦争、貧困などの外的要因で一時
的に人口が減少する社会とは区別さ
れます。

棒グラフで表したグラフのことです。
通常は、出生数が多く、年齢を重ね
ていくうちにだんだん人口が少なく
なり、三角形のピラミッド状の形にな
ることからこう呼ばれています。
しかし、日本をはじめとした多くの
先進国では、少子化の影響によって三
角形ではなく、壷状の形となっていま
す。

人口動態
一定期間中における人口増減のこ
とで、出生から死亡を差し引いた自然
動態と、転入者数から転出者数を差し
引いた社会動態とで変動します。
人口ピラミッド
人口ピラミッド
ある地域のある時点における年齢
別の人口を、男女別に低年齢から順に
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地球温暖化やオゾン層の破壊などの地球規模で深

1995（平成 7）年 1 月の阪神・淡路大震災は、都市

刻化する環境問題は、21 世紀に人類が取り組むべき課

の脆弱性を浮かび上がらせ、生命の安全確保やコミュ

題となっています。また、自動車公害、廃棄物の増大、

ニティの重要性という視点をもってまちづくりを進

身近な自然の減少など、都市化の進展に伴って生じる

めることが必要不可欠であることを改めて人々に認

環境問題に対する意識もますます高まっています。こ

識させました。また、近年では、身近な場所での犯罪

れらは、右肩上がりの経済成長に裏付けられた量的な

が相次ぐなど、市民生活の安全性が脅かされる問題が

拡大と充足を追及してきた社会が残した負の遺産で

次々と発生し、安心・安全に対する意識が高まってい

※

あり、今後は持続可能な社会 を創造し、次世代に引

ます。
本市においても、安全で安心して暮らせるまちづく

き継いでいくことが重要です。
本市においても、地球環境の保全を視野に置きなが
※

りを進めるために、災害に強い都市基盤の整備に努め

ら、循環型の社会 づくりを進めるとともに、健康で

るとともに、防災や防犯に自主的に取り組むコミュニ

快適な生活環境の保全と、市内に残る貴重な自然環境

ティの振興を図る必要があります。

の保全と回復に取り組んでいく必要があります。

(℃)

1.5

みんなが安心して安全な
生活ができるまち

1.0

みんなが心豊かで、ゆとりをもった
生活ができるまち

0.5

みんなが未来に希望をもった
生活ができるまち

0.0

みんなが交流し、きずなのある
生活ができるまち

-0.5
みんなが活力と潤いのある
生活ができるまち

-1.0
S50 S53 S56 S59 S62 H2

H5

H8 H11 H14 H17 H20

持続可能な
持続可能な社会
これまでの大量生産・大量消費・大
量廃棄型の社会経済活動を見直し、有
限な資源の中で、環境負荷を最小限に
とどめ、資源の循環を図りながら、私
たち人類も含めた地球生態系の生存
を維持する環境と、社会経済活動のバ
ランスがとれた社会のことです。
地球温暖化をはじめ様々な環境問
題が生じている今日、岸和田市におい
ても社会のあり方を見直していくこ
とが重要となっています。
特に、少子高齢・人口減少社会の進
行などにより、社会の活力の低下が懸
念される今日、持続可能性の追求は、
環境分野に限らず、各種の社会制度や
まちづくり全般にわたる大きな課題
です。
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循環型の
循環型の社会
自然界から採取する資源をできる
だけ少なくし、資源を有効に利用して

0

10

20

30

40

50

60

70
(％)

廃棄物の発生を抑制するとともに、排
出された廃棄物はできるだけ資源と
して循環的に利用した結果、最終的に
利用できない廃棄物を適正に処分す
ることを徹底し、環境への負荷を低減
する社会です。

この地方分権を実行に移すために、
1999（H11）年 7 月に交付され、2000
（H12）年 4 月に施行（一部を除く。
）
された、地方自治法をはじめとする
475 件の法律の改正を行った法律の
ことです。

平年差
1971（S46）年～2000（H12）年の
30 年間の平均値（平年値）と、各年
の平均気温との差のことです。
日本の年平均気温は、長期的には
100 年当たり約 1.13℃の割合で上昇
していて、特に、平成に入ったころか
ら高温となる年が頻出しています。

特例市
地方分権一括法で新設され、2000
（H12）年 4 月にスタートした都市制
度で、人口 20 万人以上の市が政令で
指定されて、
「特例市」となります。
「特例市」に指定されると、これま
で都道府県が行っていた事務の一部
を市が直接行えるようになります。
岸和田市は、2002（H14）年 4 月に
特例市の指定を受けました。

地方分権一括法
今までのように、国が全国一律・画
一的な基準を定めて指導するという
体制ではなく、地方が各地の個性を活
かした特色ある地域づくりが主体的
に実行されることを「地方分権」とい
います。

新しい公共
しい公共
2005（H17）年 6 月に岸和田市が策
定した「公民協働の指針」に位置付け
25
られた考え方です。
すべての公共を行政のみが担うの
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バブル崩壊後の経済の低成長や国の三位一体の改革

国と地方の関係が上下から対等へと大きく変わり、自

※

治体には、政策面、財政面をはじめとして、まちづく

少子高齢社会の進展に伴ってセーフティーネット※の

りにおいて自主・自律が求められるようになりました。

ための経費が増加し、今、多くの地方自治体は厳しい

そのような中、岸和田市は、自律の基礎づくりとな

などの影響を受けて歳入の伸びが期待できない一方、

財政状況にあります。

る政策を次々に展開してきました。まず、2002（平成

本市もこれまで、
「財政健全化アクションプラン」※

14）年 4 月に特例市※の指定を受けて自律への一歩を

や「きしわだ行財政再生プラン」※によって緊急措置

踏みだすとともに、2005（平成 17）年 6 月には、
「公

としての歳入確保と歳出抑制に取り組んできました

※

民協働の指針」を策定し、
「新しい公共」 という概念

が、今なお財政構造が赤字体質のままであり、厳しい

を打ち出しました。そして、市の憲法といわれる「岸

状態が続いています。

和田市自治基本条例」を市民と議会、行政の三者が一

まちづくりの安定性・持続性の観点から考えると、

体となってつくり上げ、2005（平成 17）年 8 月に施

財政構造が黒字体質に転換して初めて都市の自律が

行し、市民自治都市の実現に向けた積極的な取組を進

成り立ちます。岸和田らしいまちづくりを推進し、恒

めてきました。この条例の理念を隅々にまで浸透させ、

常的に持続可能な行財政運営を行っていくためには、

真の市民自治都市を実現するまちづくりが求められ

従来の運営手法について抜本的な構造改革を実施し、

ています。

選択と集中による新たな運営手法を確立する必要が
あります。

(百万円)
0.9

40,000

0.8

35,000

0.7

30,000

0.6

25,000

0.5

20,000
H1

H3

H5

H7

H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21

ではなく、市民と行政が互いにまちづ
くりの主体として、共に公共サービス
を担っていくという考え方です。
三位一体の
三位一体の改革
2002（H14）年 6 月の「骨太の方針
2002」に明記された国と地方公共団
体との行財政システムに関する改革
のことです。
「地方にできることは地方に。」と
の方針の下、①国庫補助負担金の廃
止・縮減、②税財源の地方への移譲、
③地方交付税制度の見直し、の 3 つの
改革を一体的に進め、小さな政府と地
方分権を実現しようとする取組です。
セーフティーネット
病気や事故、失業などで困窮した場
合に、憲法第 25 条の「健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利」を保障
26する制度のことです。

(%)

(%)

100.0

60.0

90.0

50.0

80.0

40.0

70.0

30.0

60.0

20.0

50.0

10.0

40.0

0.0
H1

財政健全化アクションプラン
財政健全化アクションプラン
2000（H12）年 9 月の収支見通しに
より、3 年後の 2003（H15）年度に累
積赤字が約 110 億円となり、一般的
に企業の倒産に例えられる財政再建
準用団体に転落する恐れがあること
が明らかになりました。
そこで、財政再建準用団体への転落
を食い止めるため、
「財政健全化アク
ションプラン」を策定し、2001（H13）
～2005（H17）年度までの 5 年間で歳
入確保と歳出抑制に取り組んだ結果、
2005（H17）年度の決算を黒字とする
ことができました。
きしわだ行財政再生
きしわだ行財政再生プラン
行財政再生プラン
2006（H18）年 9 月の収支見通しで、
5 年後の 2011（H23）年度には収支不
足が 120 億円に達し、財政再建準用
団体に転落する恐れがあることが再
び明らかになりました。
そこで、120 億円の収支不足を解消
するため、「きしわだ行財政再生プラ

H3

H5

H7

H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21

ン」を策定し、2007（H19）年～2011
（H23）年までの 5 か年間で、歳入確
保と歳出抑制に取り組んでいます。
財政力指数
地方自治体の財政力の強さを測る
尺度で、行政活動に必要な財源を、ど
れくらい自力で確保できるかを表す
ものです。
この指標が 1 を下回るということ
は、自力で確保できる財源が不足して
いることを意味します。
経常収支比率
税などの毎年度経常的に収入され
る一般財源を、人件費や扶助費及び公
債費などの毎年度経常的に支出する
経費にどれくらい充当しているかを
表すもので、財政構造の弾力性を示す
指標です。
70％～80％が適当であるといわれ
ています。
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計画の目標年次は、2022（平成 34）年度とします。

(万人)
20.5

1922（大正 11）年に市制を施行して以降、着実に
増加を続けてきた岸和田市の人口は現在、減少局面に
入っているものと考えられています。

201,000

このままの状態が続けば、今後も緩やかに人口が減

200,104

200,000
20.0

少し続けると予測されていますが、計画期間中に展開
する子育て環境の充実、安心・安全度の向上、住環境
の充実などの各種施策の実施効果や、市街地開発事業

194,818

19.5

などにおいて想定される人口を見込み、2022（平成
34）年度の将来人口を約 20 万人と想定します。

19.0
H7

H12

H17

12.9%

15.5%

18.8%

H34

年齢構成においては、少子高齢化の傾向が加速度的
に進行すると予測しています。
こうしたことから、2022（平成 34）年における老

100%

65歳以上

年（65 歳以上）人口比率を 26.1％、生産年齢（15 歳

26.1%
75%

～64 歳）人口比率を 60.4％、年少（0 歳～14 歳）人
口比率を 13.5％と想定します。
70.4%

68.1%

65.3%

15～64歳

50%
60.4%
25%

16.7%

16.3%

15.9%

H7

H12

H17

0～14歳

13.5%
0%

26

H34
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土地は、まちの限られた資源であり、現在及び将来

ちづくりの基本理念に掲げる「常に安心していつま

にわたって、市民の生活、産業、労働その他の諸活動

でも住み続けることができる個性豊かな持続性のあ

の共通の基盤となるもので、その利用のあり方は、市

る地域社会」の実現を目指し、計画的な土地利用を

の発展や市民の生活と密接に結びついています。この

進めます。

ため、社会情勢の変化や本市の特性を踏まえつつ、ま

近年は、農林業の衰退や産業構造の転換を受け、都

大きく変化する中、今後、
懸念される環境負荷の増大、

市区域の農地や工場跡地において中高層住宅や戸建住

都市施設の維持管理等の行政コストの増大、地域コミ

宅などの建設が進みました。しかし、本格的な人口減

ュニティの衰退などの課題を受け、拡大・量的から集

少社会の到来と急速な少子高齢化の進展、地球温暖化

約・質的都市構造への対応が求められています。

をはじめとする環境への対応、また食の安全の問題な
どを受けて農業が見直されつつあるなど、社会情勢が

28

このような社会背景や本市の特性を踏まえ、次の基
本方針に基づき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。

第 1 節の「3 岸和田の構造からみた特性」
（21 ペー
ジ参照）を踏まえ、区域別の土地利用方針とまちの骨
格となる軸を設定します。

1) 臨海区域
（おおむね海岸線
おおむね海岸線～
海岸線～大阪臨海線沿道）
大阪臨海線沿道）
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。
また、港緑地区周辺は、都市区域と連携した商業・
集客・交流・文化の拠点形成を図ります。
2) 都市区域
（おおむね大阪臨海線沿道
おおむね大阪臨海線沿道～
大阪臨海線沿道～泉州山手線沿道）
泉州山手線沿道）
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。
各鉄道駅周辺及び幹線道路沿道は、商業・流通・
業務機能を担う地域としての形成を図ります。
住宅地域は、街並みや歴史・自然資源など地域特
性と調和した景観形成を図るなど、良好な住環境の
保全・形成を図ります。
また、市街化調整区域内の農地は、農地が備えも
つ機能を積極的に評価し、その保全・活用を促進す
るとともに、泉州山手線の延伸に応じて、その沿道
周辺を、都市区域と田園区域が融合する土地利用を
誘導します。
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3) 田園区域
（おおむね泉州山手線沿道
おおむね泉州山手線沿道～
泉州山手線沿道～阪和自動車道沿道）
阪和自動車道沿道）
豊かな自然環境・景観の保全に努めながら、農地
が備えもつ機能を積極的に評価し、農業振興機能を
担う地域としての形成を図ります。
幹線道路の結節点に位置する丘陵地区は、地域資
源を活かした産業創出など、自然環境と連携・共存
した土地利用を図ります。
4) 山間区域
（おおむね阪和自動車道沿道
おおむね阪和自動車道沿道～
阪和自動車道沿道～和歌山県境）
和歌山県境）

帯状に形成された 4 つの区域を結び、人、物、情報
が流れ、様々な交流と活動の活性化を図るために市域
内を結ぶ「地域連携軸」と、大阪都心部と関西国際空
港や和歌山とを結ぶ「広域連携軸」を設定します。
地域連携軸により海と山をつなぎ、地形や水系に沿
って形成された自然・文化を有機的につなぐとともに、
地域連携軸と格子状をなす広域連携軸により市域内
及び市域を越えた交流・活動の発展を目指します。
1) 地域連携軸
軸の機能

林業環境の整備を図りながら、森林が備えもつ機
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。

将来構想

海と山を
つなぎ、
市域内の
交流・活
動の発展
に寄与す
る軸

[葛城地域連携軸]
葛城の谷沿いに
市域を結ぶ
[中央地域連携軸]
市の中央部で
市域を結ぶ
[牛滝地域連携軸]
牛滝の谷沿いに
市域を結ぶ

2) 広域連携
広域連携軸
連携軸
軸の機能
[臨海広域連携軸]
臨海区域で
市内外を結ぶ
臨海区域
と都市区
域の発展
に寄与す
る軸

主な路線名
府道岸和田港塔原線
[都）岸和田土生郷修斉線]
津田川水系
府道春木岸和田線
[都）岸和田中央線]
春木川水系
府道岸和田牛滝山貝塚線
牛滝川水系

主な路線名
阪神高速 4 号湾岸線
府道大阪臨海線
府道堺阪南線
南海線（鉄道）

[都市広域連携軸]
都市区域で
市内外を結ぶ

国道 26 号
ＪＲ阪和線（鉄道）
府道大阪和泉泉南線
[都）大阪岸和田南海線]
[都）泉州山手線]

田園区域
と山間区
域の発展
に寄与す
る軸

30

[田園広域連携軸]
田園区域で
市内外を結ぶ
[山間広域連携軸]
山間区域で
市内外を結ぶ

[都）泉州山手線]
国道 170 号
阪和自動車道

29

「①

土地利用の基本方針」及び「②

区域別の土

地利用方針と軸の設定」を踏まえ、本市の自然・産業・
伝統・文化特性により、市域を 13 の「まちづくりゾ

木材コンビナート地区、鉄工団地、地蔵浜地区（阪

ーン」に分け、それぞれのゾーンのもつ地域特性に応

南 1 区）、岸之浦地区（阪南 2 区）などを流通・業務

じたまちづくりの方向性を示します。

ゾーンとして位置付けます。国際流通機能を活かし、

この「まちづくりゾーン」は、土地利用を行おうと
するときの指針となるもので、市域における公共・民

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。

間施設の機能の集中と分担を行い、地域特性を活かし
た個性豊かな持続性のあるまちづくりを目指します。

港緑地区及び岸之浦地区（阪南 2 区）の一部を交
流・集客ゾーンと位置付け、文化交流施設「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。

岸和田城周辺を歴史文化ゾーンとして位置付け、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。

南海岸和田駅周辺を都市中枢ゾーンとして位置付
けます。
「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、地域福祉を考慮した
快適なまちなか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。

泉州山手線の
泉州山手線の延伸
泉州山手線は、根幹的な都市施設
で、このような施設は国・府・市連携
の下、事業を進めます。
泉州山手線については、社会経済情
勢を踏まえながら、関係機関と連携
し、長期的に取り組みます。
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南海春木駅・ＪＲ久米田駅を中心とした周辺一帯を

将来構想

広域連携軸と地域連携軸の結節点に位置する丘陵

生活文化ゾーンとして位置付け、大規模公園や医療施

地区周辺は、里の中枢ゾーンと位置付けます。地域資

設が集積した市民の健康・レクリエーション拠点の形

源を活かした産業の創出やゆとりある住宅地の形成

成を図ります。

など、周辺環境と連携・共存したまちづくりを進めま
す。

ＪＲ東岸和田駅周辺を都市交流ゾーンとして位置
付け、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。

市街化調整区域内の農業地区周辺は、農業振興ゾ
ーンと位置付け、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

焼ノ山・中島池風致地区周辺を風致ゾーンとして位
置付け、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。

久米田池・摩湯山古墳周辺を歴史的風土ゾーンと位
置付け、歴史的遺産の保全・活用を図ります。

蜻蛉池公園や泉州山手線沿線をみどりの交流ゾー

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。

神於山や丘陵部の果樹園周辺を里山ゾーンと位置
付け、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。

阪和自動車道以南の森林地域を森林ゾーンと位置

ンと位置付けます。広域的な公園拠点とともに、泉州

付け、水源涵養など森林の持つ多様な機能や景観を

山手線の延伸※に応じて、沿道周辺を広域連携軸が担

保全するとともに、自然環境を活かした交流空間と

うべき都市機能や地域資源を活かした都市と農業が

しての活用を図ります。

融合するゾーンとして長期的に整備・形成を図ります。
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我が国の財政は、バブル期を頂点として税収の落ち
込みが続き、国・地方ともに厳しい財政状況下にあり
ます。
本市においても、少子高齢化や長引く景気の停滞、
地方財政制度改革などの影響を受け、歳入の根幹とな
る市税収入が平成 9 年度をピークとして減少を続ける
一方、歳出においては、介護や医療、社会保障などの
経費が増加し、厳しい財政運営を強いられています。
この厳しい傾向は今後も続くと予測されますが、社会
の成熟化に伴って今後ますます複雑・多様化する市民
ニーズに、特例市として的確かつ迅速に対応し、岸和
田市を自律・発展させていくためには、市民サービス
の向上と健全で持続可能な財政運営を両立しなけれ
ばなりません。
「市長及び他の執行機関は、総合計画に基づく政策
目標を達成するため、財政計画に基づき、健全で持続
可能な財政運営を行わなければならない。」という自
治基本条例の規定にのっとり、健全で持続可能な財政
基盤の確立と、計画的・効率的な財政運営を目指しま
す。
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● 経済変動や社会情勢の変化に十分対応し、安

将来構想

● 社会経済情勢の動向把握に努め、中長期的な

定的で持続性のある行政運営を推進するため、

見通しに立ち、市民ニーズの把握と事業の優

財政構造の弾力性の確保に努めます。

先順位等を勘案した事業の選択を行います。

● 課税客体の適正な把握と徴収率の向上を図り、
市税収入の確保に努めるとともに、行政・普
通財産の適切な運用・処理の推進を図ります。
● 受益と負担の公平性の観点から、既存の事業
も含めて使用料・手数料等の定期的な見直し
を行います。
● 自主的・自律的な行政運営を行うため、地方
財政制度改革については、権限の移譲に見合
った税財源の移譲を、国や府に対して強く要

● 財源においては、市債と基金の計画的な活用
を図ります。
● 中・長期的な財政計画を策定し、計画期間内
の財政収支を明確にします。
● 行政評価を活用し、コスト意識に徹した事務
の簡素化・効率化を図るなど、予算編成シス
テムの改革を推進します。
● 財政の状況や今後の見通しなど、財政状況の
公開に努め、説明責任を果たします。

望します。
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私たちのまち岸和田は、先人たちの英知と努力によ

岸和田の多様な産業や豊かな歴史と文化を継承しな

り、泉南地域の経済・文化・行政の中心的都市として

がら、新たな時代を切り拓いていくためには、だんじ

着実な成長を続け、多様性をもった調和型都市へと発

り祭に象徴されるこの「躍動感」こそが、今、岸和田

展してきました。

に求められているものです。

また、21 世紀を迎え、少子高齢化の進行、人口減少
社会の到来、地域経済の停滞、情報技術の急速な発達、

そこで、様々な人が出会い交流し、そこに子どもた

地球環境問題の顕在化、安心・安全の確保、分権型社

ちの笑顔、若者たちや働く人のエネルギー、高齢者や

会の進展など、社会経済状況は大きく変化しています。

障害者の生きがいなどがあふれ、人もまちも元気で、

私たちは、これらの直面する課題に果敢に挑戦し、

躍動感のあるまちを目指し、「元気あふれる躍動都市

魅力ある岸和田を次の世代へ確実に引き継ぐ使命と責

岸和田」を将来像とします。

務があります。
今やその名を全国に馳せ、岸和田の代名詞ともなっ
ている「だんじり祭」は、時代や社会が変化する中に

また、将来像の実現に向けて、8 個のキーワード※を
設定します。

あっても約 300 年もの間、親から子へ、子から孫へと
連綿と受け継がれ、祭には、主人公である市民はもち
ろんのこと、岸和田という地域社会全体が躍動感に満
ちあふれます。

キーワード
問題などを解くカギとなるもので、
方向性が共通なものをグループ化し、
その方向性をキーワードとして表現
しています。
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将来構想

岸和田市は、豊かな自然と歴史・文化的資源に恵まれ、人、物、情報が行き交う、にぎわいのあ
る都市です。これからも、これらの貴重な財産を活かし、将来にわたって持続可能な都市となるよ
う発展させていくことが求められています。次代を担う子どもたちをはじめ、本市に住み、働き、
集い、学び、遊ぶすべての人々が、未来に夢や希望がもてるまちを目指します。

市民生活の安心・安全は、まちづくりの重要な要素です。阪神・淡路大震災以降、災害に対する
市民意識が更に高まっています。また、情報化が進む今日では、事件や事故に関する情報も容易に
入手できるようになっていることから、事件・事故に対する市民意識も高まっています。岸和田市
に暮らす人々の意識に対応できる体制づくりと、更なる意識向上を進め、みんなが安心して暮らせ、
安全に活動できるまちを目指します。

人々の暮らしに活力と潤いを与えるためには、それを支える経済活動が不可欠です。昨今の厳し
い経済状況においても、岸和田が有する豊かな地域資源を活かし、安定した雇用が確保され、高齢
者や障害者を含むすべての労働者が安心して働くことができ、市民の暮らしと地域の活力を支える
新たな産業経済が育成されているまちを目指します。

量的な拡大と充足を追及してきた社会から、質的な満足を求める社会へと時代は大きく変化し、
心の豊かさやゆとりが求められています。心身の健康はもちろんのこと、学ぶことや創ることの喜
び、スポーツでの爽快感や充実感、自然や美しいものに触れたときの感動などは、人々の心にゆと
りと潤いをもたらします。すべての市民が一人の人間として尊重され、支えあい、助けあう中で、
心の豊かさやゆとりを実感できるまちを目指します。

人々は様々な交流をすることで、癒され、喜び、自分自身を発見します。高齢化や核家族化が進
む中で、高齢者の孤立が社会問題になるなど、人々の関係が希薄になりつつあります。また、交通
機関の発達や情報化が進展することにより、地域や国境のボーダレス化が進んでいます。人と人と
のつながりを大切にし、国籍や世代を越えた交流、地域での交流、岸和田を訪れる人々との交流な
ど、多様な交流ができるまちを目指します。

岸和田市と国・府の関係は対等なものに変化し、自律したまちづくりが求められています。市民
が市政に積極的に参画し、市民と行政がともに想い、ともに歩むことによって、地方分権社会にふ
さわしい個性豊かな自律したまちを、地域全体で創りあげていく仕組みをつくります。

行政は、地域社会を構成する重要な一つの主体であり、自律した岸和田らしいまちづくりを進め
るためには、健全で持続可能な行財政運営が不可欠です。「選択と集中」による新たな運営手法を
確立し、公平・公正でムダのない、分かりやすい行政運営の仕組みをつくります。

地域の力を集結するためには、みんながコミュニケーションを活発にし、お互いを理解しあい、
地域社会づくりのための情報や知識を、個人情報の管理に配慮しつつ創造・共有することが大切で
す。人と人、組織と組織のネットワーク化を図り、積極的な情報交換を促進させるため、日進月歩
するインターネットなどのＩＴ技術を活用することはもちろんのこと、ネットワーク社会を成り立
たせていくための様々な“情報交流の場”をつくります。
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将来構想
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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。

多くの市民が生涯にわたり、学習や趣味、スポーツ、芸術・文化活動などを通じて、
その能力をいきいきと発揮している状態です。

高齢者や障害者をはじめとするみんなが、労働・ボランティア活動などの様々な場面
で社会活動に参加し、生きがいをもって生活できている状態です。

郷土の歴史・伝統、四季折々の生活文化に親しむとともに、それらが発掘・保存・発
信され、しっかりと引き継がれていくことによって、市民が岸和田に誇りと愛着心をも
っている状態です。
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