
【概要】

第 ６ 次
四條畷市
総合計画 第６次四條畷市総合計画は、長期のビジョンを掲げ、まちづくり

の発展へと繋いでいくという観点から、次のような計画の

構成及び期間とします。

なお、計画内容に及ぶ社会情勢等の変化があれば、必要に

応じ検討を加え、見直しを行います。

計画の構成及び計画期間

策定にあたっては、中学生アンケート及び市民意識調査を

実施し、その結果をもとに市職員で構成する総合計画策定

委員会で総合計画（草案）を作成し、公募市民が参画する

2050年の夢づくり会議、意見公募手続（パブリック・コメント）

の実施、総合計画審議会での議論を行いながら、住民と行政

が連携して創り出す、協働のまちづくりを形にしました。

計画策定の流れ

基本構想の計画期間は、平成28（2016）年度

から平成62（2050）年度までの35年間とします。

また、基本構想は、長期的な行政運営の指針

としての将来像（夢）と、それを具現化する

ための大きな方向性を示します。

基本構想

基本計画は、基本構想に基づき、第1フェーズを

平成37（2025）年度、第2フェーズを平成47

（2035）年度、第3フェーズを平成62（2050）年度

に分類し、基本施策の方向と体系を示します。

なお、各部門で管理する主な分野別計画につい

ては、基本計画として位置付けるなど、総合

計画と目標を共有しつつ、整合と相互補完

を図り、機能分担します。

基 本 計画

基本計画に定めた施策の効果的な推進と

責任の明確化を行うため、年度ごとの取組み

方針を示す部長マニフェストを策定します。

実施計画（部長マニフェスト）

平成28年度

10年 10年 15年

平成37年度 平成47年度 平成62年度

【第1フェーズ】
目標年度
平成37年度
（2025年度）

【第2フェーズ】
目標年度
平成47年度
（2035年度）

【第3フェーズ】
目標年度
平成62年度
（2050年度）

【市の花 さつき】 【市の木 くすのき】

2050年の夢づくり会議（子ども部会） 2050年の夢づくり会議

中学生アンケートの実施 市民意識調査の実施

総合計画策定委員会で草案の作成

なわてタイムカプセル

2050をつくろう！

●まちの将来像の設定
●分野ごとの夢の設定

意見公募手続
（パブリック・コメント）の実施

総合計画審議会での議論

お互いを知り仲間を作ろう！

市民力で基本計画を磨こう！

市民力で明日からできる

アクションを考えよう！

［テーマ］

［テーマ］

基本構想
●「住民・事業者の取組み」の充実
●市民力で明日からできるアクションの提案

基本計画

〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1-1
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TEL：0743-71-0330（代）
http：//www.city.shijonawate.lg.jp/

四條畷市 政策企画部 企画調整課

Sh i j on awate  C i t y
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 けいかく　　　 こうせい  およ 　　　　けいかくきかん

だい　　 じ      しじょうなわてしそうごうけいかく　　　     ちょうき　　　　　　　　　　   　  かか

だい　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　じ

しじょうなわてし

そうごうけいかく

がいよう

きほんこうそう

きほんこうそう

　 けいかくさくてい　　　 なが

ちゅうがくせい　　　　　　　　　　　　　　　     じっし しみん いしきちょうさ　　　　　      じっし

そうごうけいかくさくていいいんかい　　　　　　  そうあん　　　　さくせい

きほんこうそう

しょうらいぞう　　 せってい

ぶんや　　　　　　　 ゆめ　　 せってい

じゅうみん   じぎょうしゃ　　　  とりく　　　　　   じゅうじつ

しみんりょく　　  あす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていあん

きほんけいかく

いけんこうぼてつづき

そうごうけいかくしんぎかい　　　　　   ぎろん
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おおさかふしじょうなわてしなかのほんまち
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じっし

ゆめ　　　　　　　     かいぎねんねん ゆめ　　　　　　     かいぎ　　　こ　　　　　   ぶかい

たが　　　　　し　　　なかま　　　 つく

しみんりょく　　　きほんけいかく　　　 みが

しみんりょく　　　 あす

かんが

きほんこうそう　　　　  けいかくきかん　　　　    へいせい　　　　　　　　　　    ねんど

きほんこうそう　　　　    ちょうきてき　　　ぎょうせいうんえい　　　ししん

しょうらいぞう　   ゆめ　　　　　　　　　　　　　    ぐげんか

おお　　　　  ほうこうせい　　　しめ

へいせい　　　　　　　　　　ねんど　　　　　　　　　   ねんかん

さくてい　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうがくせい　　　　　　　　　　　 およ　   　　　  しみんいしきちょうさ

れんけい　　　  つく　　 だ　　     きょうどう　　　　　　　　　　 　     かたち

いいんかい　　　    そうごうけいかく　　  そうあん　　　　  さくせい　　　　　    こうぼしみん　　　     さんかく

ねん　　  ゆめ　　　　  　　 かいぎ　　　いけんこうぼてつづき

じっし　　　　　　　　　 けっか　　　　　　 　　　　 ししょくいん　　    こうせい　　　　　  そうごうけいかくさくてい

じっし　　　   そうごうけいかくしんぎかい　 　　　　 　ぎろん   　　 おこな　　　　　　　　    じゅうみん   ぎょうせい

きほんけいかく

きほんけいかく　　　　    きほんこうそう　　　 もと　　　　　 だい

きほんけいかく　　　　　　　　　いち　　づ　　    　　　　　　　　　そうごう

けいかく　　　もくひょう　　きょうゆう　　　　　　　　　せいごう　　　    そうごほかん

はか　　　　きのうぶんたん

　　　　　 ねんど　　だい　　　　　　　　　　　へいせい　　　　    　　　　     ねんど

ぶんるい　　　　 　きほんせさく　　　   ほうこう　　  たいけい　　     しめ

かくぶもん　　　   かんり　　　　　おも　　　  ぶんやべつけいかく

へいせい　　　　　　　　　　      ねんど　　　  だい　　　　　　　　　　　　へいせい

じっしけいかく　　 ぶちょう

きほんけいかく　　　　さだ　　　　        せさく　　　　   こうかてき　　　　すいしん

ほうしん　　 しめ　     ぶちょう　　　　　　　　　　　　　　   さくてい

せきにん　　　 めいかくか　　　  おこな　　　　　　　　  ねんど　　　　　　　   とりく

おう　　  けんとう　　 くわ　　　　みなお　　　　 おこな

けいかくないよう　　　およ　　　しゃかいじょうせいとう　　　 へんか　　　　　　　　　　　　 ひつよう

こうせい およ　　　きかん

はってん　　　　    つな　　　　　　　　　　　　　　　　かんてん　　　　　　   つぎ　　　　　　　　     けいかく

【初年度】
平成28年度
（2016年度）

【目標年度】
平成62年度
（2050年度）
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【基本構想】

きほんけいかく

【基本計画】



・公園と緑の保全　・道路の充実　・生活環境の保持

・環境負荷の低減　・水環境の整備
◆美しい自然と調和し、環境と共生するまちをめざします

◆生活環境を保全し、暮らしの豊かさにつなげます

第❶の夢 自然の中で心地よく暮らせるまち

5

確かな未来を築く行財政運営に

向けた体制づくり

3

地域が、潤い、安らぎ、生きがいに

包まれる環境づくり

4

学び、文化、スポーツから

働きかける夢づくり

2

賑わいと魅力を創造し、

まちを元気にする活力づくり

1

自然環境の保全を図り、快適な

暮らしを実現する基盤づくり

❶人権尊重のまちづくり

❷住民と行政が協働で取り組むまちづくり

❸安心、安全を重視したまちづくり

❹地域性を活かした自立的なまちづくり

【基本理念】 【分　　野】 【目　　標】

教育、福祉施策の充実や産業の活性化など、

総合的な取組みを推進することにより、「住ん

でみたい、住み続けたいまちづくり」を実現し、

人口増をめざしつつ住民の定住化を図ります。

自然と歴史をいつくしみ

やすらぎ ぬくもり にぎわいをそだてよう

みんなの夢をつくるまち 四條畷

～すべては住みよいまちづくりのために～

【まちの将来像】（2050年の夢）

（1）快適で便利な住みよい都市の創造

（2）安らぎと潤いのある市街地の形成

（3）災害に強い安全な地域の実現

（4）魅力と活力のあるまちの創造

【土地利用の基本方針】

【将来人口】

総合計画の全体構成

・協働と参画の推進　・地域経済を支える産業の活性化

・観光の振興　・公共交通の充実と安全対策

・計画的な都市整備

◆住民参画を促進し、協働のまちづくりを進めます

◆地域経済を支える産業の活性化を図ります

◆快適で便利な生活、都市基盤を整備します

第❷の夢 あいさつが飛び交うまち

・人権尊重の社会形成　・防災、減災 消防、救急の推進と充実

・市民生活に及ぶ防犯と多様な危機への対策　・地域福祉の

 醸成と自立支援の充実　・子育て、子育ち支援の充実

・高齢者福祉の充実　・障がい者福祉の推進　・健康づくりの

 推進と国民健康保険の適正運用

◆平和で人権が尊重される社会の形成に努めます

◆安心、安全な暮らしと環境を確保します

◆健康、福祉の地域社会づくりに努めます

第❸の夢 毎日が笑顔あふれるまち

・教育の充実　・青少年の健全育成　・生涯学習の推進

・生涯スポーツの振興　・歴史、文化の保存と継承

・国際、文化交流の醸成

◆学校、家庭、地域が連携して、子どもたちの“学び”を
支援します

◆生涯にわたり学ぶことができ、スポーツに親しめる
まちをめざします

◆地域の伝統と歴史を継承し、新たな文化を創出します

第❹の夢 １人ひとりの夢が実現するまち

・効率的、効果的な行政運営

第❺の夢 みんなの思いがつながるまち

しぜん　　　なか　　  ここち　　　　   くだい　　　　　  　　  ゆめ

こうえん　   みどり　    ほぜん

そうごうけいかく ぜんたいこうせい

　   きほんりねん　　　しょうらいぞう

せ
さ
く

   かんきょうふか　　   ていげん みずかんきょう　    せいび

どうろ　　じゅうじつ せいかつかんきょう　　  ほじ うつく　　　　しぜん　　ちょうわ　　  かんきょう　きょうせい

せいかつかんきょう        ほぜん　　　　 く 　　　　　     ゆた

じゅうみんさんかく 　  そくしん　　   きょうどう　　　　　　　　　　　　     すす

   ちいきけいざい　　  ささ　　　  さんぎょう　     かっせいか 　　 はか

かいてき　　   べんり　　 せいかつ　　    としきばん　　　　せいび

へいわ　　 じんけん　   そんちょう 　　　　　 しゃかい　　けいせい　　つと

あんしん　あんぜん　　   く　　　　　   かんきょう　　 かくほ

けんこう　   ふくし　　　  ちいきしゃかい　　　　　　　　 つと

けんぜん　 ざいせいうんえい　  こうりつてき       こうかてき　 ぎょうせいうんえい　  すす

たし　　　　  みらい　　   きず　  ぎょうざいせいうんえい

かいてき　　  べんり　　　 す　　　　　　　 とし　　　そうぞう

しょうらいぞう

きほんりねん ぶんや もくひょう

ゆめ

きょういく　     ふくしせさく　　　    じゅうじつ　　さんぎょう　        かっせい

しぜん　　 れきし

ゆめ しじょうなわて

す

そうごうてき　       とりく　　　　　すいしん　　　　　　　　　　　　　　　　  す

  　　　　　　　  す　　   つづ　　　　　　　　　　　　　　　　　　    じつげん

じんこうぞう　　　　　　　　　　　  じゅうみん　   ていじゅうか　　  はか

     とちりよう　　　　　きほんほうしん

しょうらいじんこう

じんけんそんちょう

じゅうみん　 ぎょうせい      きょうどう　　  と　　　く

あんしん　 あんぜん　　  じゅうし

ちいきせい　　　　い　　　　　　 じりつてき

やす　　　　　 うるお　　　　　　　     しがいち　　　 けいせい

さいがい　　つよ　　あんぜん　　  ちいき　　   じつげん

みりょく　   かつりょく　　　　　　　　　　　 そうぞう

む　　　　 たいせい

 ちいき　　　うるお　　  やす　　　　　 い

つつ  　　　　　かんきょう

まな　　　 ぶんか

はたら　　　　　　　 ゆめ

にぎ 　　　　　   みりょく　　 そうぞう

げんき　　　　　　かつりょく

しぜんかんきょう　　   ほぜん　      はか　　    かいてき

 く　　　　　　 じつげん  　　　　 きばん

じゅうみん　　　　　　　　　　　　　    ひら　　　　　　  しせい　　  すいしん

じゅうみん　　　　　   てきおう 　　しつ　　たか　ぎょうせい　　　　　　　   じつげん

【
施
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とび　　 かだい　　　　　  　　  ゆめ

きょうどう　　さんかく　　すいしん

せ
さ
く

こうきょうこうつう　 じゅうじつ　    あんぜんたいさくかんこう　　 しんこう

けいかくてき　　　  としせいび

ちいきけいざい　　 ささ　　　  さんぎょう 　 かっせいか

【
施
策
】

まいにち　　  えがおだい　　　　　  　　  ゆめ

じんけんそんちょう　　しゃかいけいせい

せ
さ
く

しみんせいかつ　　 およ　　ぼうはん　　 たよう　　　  きき　　　　     たいさく

じょうせい　　 じりつしえん　　　じゅうじつ こそだ　　　　 こそだ    　    しえん　　じゅうじつ

こうれいしゃふくし　　   じゅうじつ

すいしん　　　こくみんけんこうほけん　　　てきせいうんよう

しょう　　　しゃ   ふくし            すいしん けんこう

ちいきふくし

ぼうさい　 げんさい　しょうぼう  きゅうきゅう　  すいしん        じゅうじつ

【
施
策
】

【基本理念と将来像】
きほんほうこう せさく

【まちづくりの基本方向と施策】

がっこう　   かてい　　ちいき　　    れんけい　　　　    こ　　　　　　　　　　　 まな

しょうがい　　　　　　　 まな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した

 ちいき　　 でんとう　　 れきし　　  けいしょう　　 あら                ぶんか　　 そうしゅつ

しえん

り　　　　　　　　ゆめ　　じつげんだい　　　　　  　　  ゆめ

きょういく　じゅうじつ

しょうがい　　　　　　　　　しんこう れきし　　ぶんか　　　  ほぞん　　けいしょう

こくさい　   ぶんかこうりゅう　 じょうせい

せいしょうねん　　けんぜんいくせい しょうがいがくしゅう　 すいしん

せ
さ
く

【
施
策
】

おもだい　　　　　  　　  ゆめ

こうりつてき　　 こうかてき　　 ぎょうせいうんえい

せ
さ
く

【
施
策
】

◆健全な財政運営と効率的、効果的な行政運営を進めます

◆住民にわかりやすく、開かれた市政を推進します

◆住民ニーズに適応し、質の高い行政サービスを実現します
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