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回

分科会

都市計画マスタープランに関する議論を
始めました。
都市計画マスタープランでは、
「達成され
た姿」を実現するために、土地利用や基盤

代表者会議の開催

整備分野では、どういう方針で進んでいく

第 15 回に各分科会で議論された「達成

のかを整理します。

された姿」案について、分科会の代表者が

分科会にわかれ、事務局が用意した「ま

集まり、調整を行いました。

ちを構成する要素」の機能（プラス面）と

長時間にわたる議論の結果、代表者会議

課題（マイナス面）について意見を出し合

として一定の結論を得ました。
（達成された

いました。

姿について議論する過程で、基本目標につ
いても調整が行われ、以前の案に修正が加

事務局案（一例）

えられました。
）

◆ 公園
・ 緑は、植物からの蒸散作用等により

第

回

気温を低下させ、ヒートアイランド

分科会

現象を緩和する機能や、騒音・振動

先だって行われた代表者会議の結果を、

の吸収、大気汚染緩和などの機能を

各分科会にわかれ、代表者が報告しました。

持っています。

概ね賛同を得られ、
「達成された姿」の市民

・ 地域のコミュニティ活動の場とし

会議案が決定しました。今後、この案は策

て、スポーツ、健康運動の場として

定委員会等に報告されます。

の機能を持っています。

「達成された姿」の報告に引き続いて、

・ 公園の外周を囲む植栽が、道路から

分科会ごとに、土地利用の方向性について

の視界を遮る場合は、防犯上の課題

の議論が行われました。

があります。
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※ 基本目標、達成された姿の順番については、議論されておらず、重要度等の意味
を持つものではありません。
※ 今後、この案を策定委員会等に報告し、調整・議論を重ねていきます。

基本目標１ （みんなで、）生きがいを創造する
達成された姿（1） 生涯にわたって能力を伸ばすことができている
多くの市民が生涯にわたり、学習や趣味、スポーツなどを通じて、その能力をいきいきと発揮している
状態

達成された姿（2） 誰もが活躍する場が増えている
高齢者や障害者をはじめとするみんなが、労働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

達成された姿（3） 市内で働く人が、労働環境に満足している
市内の職場で働く人々が、安全で快適な環境の下で、快適に働くことができている状態

基本目標２ （みんなで、）歴史と伝統を大切にするとともに、芸術・文化を育む
達成された姿（1） 郷土への愛着心が育まれている
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を持っている状態

達成された姿（2） 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
様々な分野で文化・芸術活動が活発に行われ、多くの市民が芸術や文化に親しみ、心豊かに暮らしてい
る状態

基本目標３ （みんなで、）次世代を育てる
達成された姿（1） 安心して子どもを生み育てている
地域ぐるみの支援や子育て支援施設が地域に整備され、安心して子どもを生み、健やかに育てている状
態

達成された姿（2） 子どもが感受性や社会性を身につけている
子どもたちが家庭や地域、学校などのそれぞれの生活の場で、自然体験やスポーツ活動などの様々な体
験をし、感受性や社会性を身につけている状態

達成された姿（3） 子どもの個性や能力が育まれている
子どもたちが個性や能力に応じた教育を受け、個性と学力がのび、いきいきと活動できている状態

達成された姿（4） 子どもの健康と安全が保たれている
食育や健康管理などを通じて子どもの健康が維持・増進されているとともに、地域が一体となって子ど
もの安全が常に保たれている状態

達成された姿（5） 岸和田の担い手が育っている
次世代が岸和田に愛着と誇りを持ち、産業や文化・健康・福祉・環境などの様々な分野で、将来の岸和
田を担う人材が育っている状態
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基本目標４ （みんなで、）健康を育み、地域医療を充実させる
達成された姿（1） 誰もが、いつでも安心して医療が受けられる
健康に不安を感じたり、病気になったときに、いつでも安心して医療が受けられる状態

達成された姿（2） 一人ひとりの健康が維持・増進できている
市民一人ひとりが、スポーツをはじめ健康づくりや病気予防に取り組み、健康が維持・増進されている
状態

基本目標５ （みんなで、）豊かな自然を未来につなぐ
達成された姿（1） 心安らぐ場所が身近にある
緑地や公園、親水空間など、自然と触れあい、心が安らぐような場所が身近にあり、のびのびと暮らし
ている状態

達成された姿（2） 自然環境への負荷が減っている
誰もが、ごみや CO2 排出量を抑える取組みをし、自然環境への負荷が減っている状態

達成された姿（3） 多様な動植物が生息している
土地利用を行う時に自然への配慮がなされていると共に、大気汚染や水質汚染の防止対策が図られ、多
様な動植物が生息している状態

達成された姿（4） 自然環境に対する意識が高まっている
ごみの不法投棄、ポイ捨てなどがなく、また美化活動を積極的に行うなど、誰もが自然環境に対する意
識を持って行動している状態

基本目標６ （みんなで、）人も街も災害に強くする
達成された姿（1） 災害に対する予防と備えができている
市民の防災意識が高まっているとともに、万一災害が起きたときに大きな被害にならないような対策が
講じられている状態

達成された姿（2） 災害が起こった時、迅速・的確な対応ができている
地域コミュニティを基盤とした地域防災力が高まっており、災害が起こったときに迅速で的確な災害初
期活動ができるように備えている状態
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基本目標７ （みんなで、）くらしの安全性・快適性を高める
達成された姿（1） 安全な食が生産され、身近に購入できる暮らしができている
生産者・消費者ともに食の安全に関心を持つ人が増え、地域で安全な食品が生産され、地域で購入でき
る場が確保されている状態

達成された姿（2） 衛生的で快適な暮らしができている
衛生的で環境汚染のない、健康的な暮らしができている状態

達成された姿（3） 犯罪が減少し、不安を感じることなく暮らしている
不審者の出没、詐欺など犯罪が減少し、子どもも高齢者も不安を感じることなく暮らしている状態

達成された姿（4） 交通事故が減少し、不安を感じることなく外出している
交通事故などが減少し、子どもも高齢者も不安を感じることなく外出している状態

達成された姿（5） 安心して消費生活を送ることができている
食品など様々な製品・商品・サービスを安心して購入でき、消費に対する相談体制が整い、相談者がそ
の体制に満足している状態

基本目標８ みんながみんなを大事にし、見守る
達成された姿（1） ともに支え合う地域社会になっている
絶えず挨拶が交されているなど、近所の人たちが普段からコミュニケーションをとり、お互いに助け合
う関係ができている状態

達成された姿（2） 誰もが必要な支援を受けることができる
介護や介助、生活保護が必要な人がそれぞれの事情にあった必要な支援を受けることができている状態

達成された姿（3） 高齢者・障害者が安心して活動している
道路や施設などのバリアフリー化が進み、高齢者や障害者が安心して活動している状態

達成された姿（4） 意欲を持って地域活動にかかわっている市民が増えている
共助の意識が高まり、地域の様々な活動に積極的に継続してかかわっている市民が増えている状態

達成された姿（5） 平和の尊さが実感できている
市民一人ひとりが、平和の大切さ・尊さを心から実感している状態

達成された姿（6） 互いの人権を尊重しあっている
すべての市民が、あらゆる社会生活の場において、お互いがお互いを尊重しあっている状態

基本目標９ （みんなで、）海と山をつなげる
達成された姿（1） 自然をつなぐ水と緑のネットワークが機能している
適正に保全・活用されている山・里・田畑・ため池・海などの自然や公園・緑地が、川・水路を中心に
つながり、水と緑のネットワークが形成されている状態

達成された姿（2） 山から海までの地勢を活かした景観や拠点が形成されている
山から海までの地勢が産んだ豊富な地域特性を活かした景観や拠点が形成されている状態

達成された姿（3） 地域間の交流が深まり、海と山が人でつながっている
移動しやすい交通網が整い、人の交流が活発に行われている状態
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基本目標 10 （みんなで、）地域資源を活かし、未来へつながる産業を育てる
達成された姿（1） 市内に働く場所が増えている
市内に事業所を置く民間企業の求人が増え、誰でも就業の機会が提供されている状態

達成された姿（2） 身近に利用できる商店街があり、にぎわっている
身近でなじみのある商店街があり、地域のふれあいの場になっている状態

達成された姿（3） 多くの観光客が 1 年中を通じて訪れている
四季を通じて多くの観光客が岸和田を訪れ、市民との交流が深まり、にぎわっている状態

達成された姿（4） 多様な資源を活かしあい、新たな取組をする事業者が増えている
第１次産業を活かした第６次産業が盛んになるなど、多様な資源（人・材料・技術・知恵）を活かし、
産業の分類・分野を越えて連携し、岸和田ブランドなど新しい発想の商品や産業が産み出されている状
態

基本目標 11 市民と行政が、それぞれの責任を果たす
達成された姿（1） 市民と行政がともに学び育ちあう関係が築かれている
市民と行政が、ともに支えあい、学び育ちあう対等な関係が築かれている状態

達成された姿（2） 互いの立場を理解しながら、問題解決に取り組んでいる
市民と市民、市民と行政、行政と行政が、互いの立場を理解しあいながら問題解決に取り組んでいる状
態

達成された姿（3） 市民と行政の情報交換が活発に行われている
適正な情報が丁寧に発信・公開されており、市民と行政が情報交換を活発に行い、お互いのコミュニケ
ーションが十分にとられている状態

基本目標 12 適正で、分かりやすい行財政運営をする
達成された姿（1） 行政の責務が果たされていることを市民が実感できる
市民・地域の想いに対し、自治基本条例を掲げ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
いる状態

達成された姿（2） 明確な目標設定と評価により行政運営が行われている
施設目標と計画立案→施策の実施→評価→施策の見直しというサイクルに基づいて、適正な行政運営が
行われている状態

達成された姿（3） 持続可能な財政運営が行われている
目標に応じた財源配分の中で適切な施策の形成が行われている状態

達成された姿（4） 事務を効果的・効率的に行うための体制が整っている
「官・民」で行うべき役割分担が明確化され、無駄のない効果的・効率的な事務処理を行う体制が整っ
ている状態

達成された姿（5） 市民にとって利用しやすい市役所になっている
申請などがわかりやすく説明されており、丁寧な応対により、誰もが利用しやすい市役所となっている
状態
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次回は、事務局が示した土地利用や基盤
整備を中心とする「まちづくりのテーマ」

の予定

と、先述の「達成された姿」の関連性につ

■ 第 18 回 … 12 月 16 日（水） 18：30〜

いて議論します。

■ 第 19 回 …

1 月 13 日（水） 18：30〜

■ 第 20 回 …

1 月 20 日（水） 18：30〜

年始は変則開催になり、2 週連続の開催
になります。

岸和田の主なデータ比較 〜Part 10〜
このコーナーでは、第 3 次岸和田市総合計画がスタートした平成 13 年ごろと現在の
各種データを比較してシリーズで紹介しています。
第 10 回目の今回は、介護保険に係るデータをご紹介します。
（単位：人）

平成 13 年度（4 月 1 日）

平成 21 年度（4 月 1 日）

総人口

202,840

203,513

第 1 号被保険者

31,576

42,263

65 歳〜74 歳

19,605

24,126

75 歳以上

11,971

18,137

67,252

66,161

平成 12 年度（年度末）

平成 20 年度（年度末）

3,955

8,389

要支援

433

2,269

要介護 1

991

1,917

要介護 2

813

1,393

要介護 3

565

1,237

要介護 4

654

897

要介護 5

499

676

第 2 号被保険者
要介護（要支援）認定者数（総数）

（注）総人口：住民基本台帳人口＋外国人登録人口
第 1 号被保険者：65 歳以上の人

第 2 号被保険者：40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者
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