パブリックコメント意見募集
※意見提出用紙も添付しています

第５次総合計画基本構想（素案）
【概要版】

河内長野の将来のまちづくりにあなたの声を！
市では新たなまちづくりの指針となる「第５次総合計画」
（平成２８～３７年度）の策定に取り組ん
でいます。このたび「総合計画審議会」
（下記参照）では、市の諮問を受け、基本構想の素案をまと
めましたので、みなさんの意見を募集します。
◆募集内容
「第５次総合計画基本構想（素案）
」について、広く市民の意見を募集します。
◆募集期間
平成２７年４月２０日（月）から平成２７年５月２０日（水）
（郵送の場合、当日消印有効）
◆素案の公表方法
市ホームページへの掲載をはじめ、政策企画課窓口や主な公共施設（情報センター、キックス、
ラブリーホール、各公民館、あやたホール、くすのかホール、三日市情報コーナー、子ども・
子育て総合センター、保健センター、市民総合体育館など）にて閲覧ができます。
◆提出方法
所定の意見提出用紙で政策企画課に提出（窓口、郵送、ファクシミリ、電子メール）
※市ホームページから閲覧し、意見を入力することもできます。
◆ご意見・ご提言の取り扱い
提出いただいたご意見、ご提言を考慮して基本構想案を策定します。
いただいたご意見等につきましては、その概要と、それに対する総合計画審議会の考え方など
について、ホームページで公表します（個人情報は公表しません）。
いただいたご意見等に対する個別対応は行いません。

総合計画審議会とは
条例に基づき設置され、市長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について調査及び審議を行う機関
■委員構成
市議会議員(6 名)、市民(各種団体 15 名、公募市民 9 名）
、学識経験者(10 名）、関係行政機関職員(2 名）
■開催経過：総合計画審議会（全体会）
3 回（H26.9.1＜諮問＞、11.26、H27.3.26）
第１部会（福祉、教育）
4 回（H26.9.28、11.1、12.22、H27.1.31）
第２部会（都市・経済・環境）4 回（H26.9.28、11.6、12.26、H27.2.4）
第３部会（協働・行財政）
4 回（H26.9.27、10.29、12.16、H27.2.6）

問い合わせ先＜河内長野市総合計画審議会事務局＞
河内長野市 総合政策部 政策企画課
〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目１番１号（市役所３階）
電話：0721－53－1111

FAX：0721－55－1435

E‐mail：kikaku@city.kawachinagano.lg.jp

河内長野市第５次総合計画【基本構想の概要】
総合計画とは
総合計画策定の目的
まちづくりを総合的・計画的に進めるための指針として、第５次総合計画を策定します。

総合計画の構成及び期間
「基本構想」
、
「基本計画（地域別計画含む）
」及び「実施計画」により構成します。
・
「基本構想」
：10 年間（平成 28 年度～平成 37 年度）とします。
・
「基本計画（分野別計画、地域別計画）」
：
前期 ５年間（平成 28 年度～平成 32 年度）、後期 ５年間（平成 33 年度～平成 37 年度）
・
「実施計画」
：３年間（１年ごとに見直し）

総合計画策定の視点
１．社会潮流に対応した総合計画

２．経営の視点を重視した実効性のある総合計画

３．市民と共につくる総合計画

４．市民に分かりやすい総合計画

総合計画策定の背景
社会潮流

河内長野市の現況

１．少子・高齢化の進行による 人口の動向
人口減少及び人口構造の ・平成 12 年２月末の 123,617 人をピークに減少傾向にある。
変化
２．安全・安心なまちづくりへ
の要請

・人口減少・高齢化の傾向が続き、計画の最終年度である平
成 37 年度末には 96,742 人と 10 万人を下回ると予測。
土地利用

３．環境保全の重要性の高まり ・大阪都心に近い交通至便な地域でありながら自然豊かな環境に
４．経済情勢や産業構造の変化
５．高度情報化の進展
６．地域のつながりの重要性

恵まれている。
・空き家・空き地や農地及び森林における耕作放棄地や管理放棄
林など、土地利用の質的な変化が生じてきている。

７．地方分権の進展と広域連携 財政の状況
の推進

・歳入では、市税収入が減少傾向にある。
・歳出では、人件費が減少傾向である一方、扶助費が著しく増
加しており、今後社会保障関連経費の増加が見込まれている。

河内長野市の主な課題
１．急速な人口減少と少子・高齢化への対応

２．ぬくもりのある地域社会の構築

３．安全で安心なまちづくり

４．自然環境の保全とより良い環境の創造

５．地域資源の活用と連携による産業の振興

６．質の高い魅力ある都市づくり

７．学びを通した人づくり

８．市民主体の地域づくり

９．協働による新たな公共の構築

10．健全で効率的な行政運営と広域連携の推進
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まちづくりの基本理念及び将来都市像
まちづくりの基本理念
人・自然・歴史・文化など、多様な地域資源を最大限に活用しながら、

基本理念

成熟した都市として、市民の豊かな暮らしの創造をめざします。
１．みんなで一緒に創るまちづくり
２．安全・安心で元気なまちづくり
３．人・自然・歴史・文化との調和と共生のまちづくり

まちづくりの視点

将来都市像【検討中】
案１

人・自然・歴史・文化がつながる 暮らしやすく 育みやすい 活力あるまち 河内長野

案２

人・自然・歴史・文化がつながる 豊かな暮らしを実感できるまち 河内長野

案３

人が輝き、自然・歴史・文化がつながる 活力創造のまち 河内長野

案４

人が輝き、豊かな自然・歴史・文化が息づく ふれあいと創造のまち 河内長野

案５

みんなで創る 深・近・歓のあるまち 河内長野

し ん

き ん

か ん

将来人口と都市空間の基本的な考え方
将来人口
１．定住人口
平成 37 年度末における定住人口の想定を 100,000

人とします。

２．活動人口
協働による活動の場を広げていくとともに「活動の質」を高めることをめざし、地域や各種団
体の活動支援などを推進していきます。

都市空間の基本的な考え方
１．将来の都市空間づくりの方向性
人口減少や少子・高齢化をはじめとする諸課題に対応し、将来の人口規模・構造や都市活動
に適応していくため、「集約連携都市（ネットワーク型コンパクトシティ）」への再構築をめざ
します。

２．本市の特性を活かした集約連携都市づくり
市民の生活が営まれる「生活圏」においては、地域ごとの自立をめざし、地域が持つ資源や
特色を活かしたまちづくりを進めるとともに、市街地の無秩序な拡大を抑制し、行政機能や生
活利便性などの機能を集積した「拠点」の強化を図ります。また、生活圏や拠点などが有機的
に連携し、魅力の向上と機能の補完を図ることで、多様な価値観に対応した、誰もが豊かな生
活を送ることができる、質の高い「暮らし」を創出していきます。

３．都市空間づくりの目標
（１）暮らしやすさを追求する

（２）安全・安心に暮らせる生活環境を確保する

（３）地域の活力を創出する
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将来都市像の実現に向けたまちづくり
政策の体系

＜将来都市像＞

案
人・自然・歴史・文化がつながる
暮らしやすく 育みやすい 活力あるまち 河内長野

１．まちづくりの方向
基本目標１
「安全・安心・支えあい」
の暮らしやすいまち

基本目標２

基本目標３

「育み・学び・思いやり」
の質の高いまち

「潤い・快適・活力」
のにぎわいのまち

基本
政策
１

安心を築く危機管理・
安全対策の推進

基本
政策
4

子どもが健やかに
育つ環境の整備

基本
政策
8

豊かな自然と暮らしが
調和する 環境づくりの推進

基本
政策
2

みんなで共に支えあう
福祉の充実と仕組みづくり

基本
政策
5

ふるさとへの誇りを高め
未来を拓く教育の推進

基本
政策
9

地域経済活力や生活利便性を高める
都市基盤づくりとマネジメント

基本
政策
3

誰もが元気で暮らせる
健康づくりの推進

基本
政策
6

生涯にわたる
多様な学びの推進

基本
政策
10

にぎわいと活力を創造する
地域産業の振興

基本
政策
7

一人ひとりを大切にする
思いやりのあるまちの推進

包括的
政策

都市魅力の創造と効果的な発信

２．まちづくりを支える政策
基本
政策
1

協働による
まちづくり

基本
政策
2

「選択と集中」による
行政運営の推進

基本
政策
3

安定した財政基盤
の確立

計画の推進に向けて
進行管理の仕組み
１．ＰＤＣＡサイクルによる進行管理

２．予算・財政計画との連動

計画推進の体制
１．協働・連携による計画推進の体制

２．庁内における計画推進の体制

３．広域行政への対応
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意見提出用紙

河内長野市第５次総合計画基本構想（素案）に対するご意見・ご提言
◇ 氏名又は団体名（必須）
：
：
◇ 住所又は所在地（必須）
：
hosi )
◇
： 連絡先(電話番号)：
◇ メールアドレス(お持ちの場合)：
◇ さしつかえなければ右欄にもご記入ください。 （

）歳

（ 男 ・ 女 ）

※これらの個人情報は公表しません。
※「氏名又は団体名」及び「住所又は所在地」は必須事項です。ご記入のない場合
は、ご意見・ご提言を公表しない場合があります。

【ご意見・ご提言】
ご意見・ご提言は、１枚につき１項目でお願いします。用紙が足りない場合は、
お手数ですがコピーしていただきますようお願いします。

◎ご意見・ご提言を公表してもよろしいですか。 □公表可

□公表不可

【将来都市像へのアイデア募集】
総合計画審議会では、
「将来の都市像」（本編 P21、概要版 P2）について検討しており、
広く市民の皆様方からアイデアをいただきたいと考えています。つきましては、５つの案
からお気に入りのものを選択いただくか、「まちづくりの基本理念」などを参考に新たな
フレーズをご提案いただきたいと考えております。

〈
〈

募集期間 〉平成２７年４月２０日（月）～平成２７年５月２０日（水）
送 付 先 〉河内長野市総合計画審議会事務局
【郵 送】〒５８６－８５０１
河内長野市原町一丁目１番１号
河内長野市役所（河内長野市 総合政策部政策企画課）
【ＦＡＸ】０７２１－５５－１４３５
【メール】kikaku@city.kawachinagano.lg.jp
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※当日消印有効

