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 ①人口減少と少子高齢化の進行 

 

 生駒市の人口は 2015 年をピークに減少傾向にあ
り、2045 年頃までは老年人口比率が増加していく見
込みです。(出典：「生駒市人口ビジョン」) 

※議員定数は、市制施行以来、変わらず 24 人です。 
高齢者福祉施策としてフレイル予防や、公共交通の

整備、バリアフリー化の推進等による活動機会の保障
が重要です。（出典：「生駒市地域公共交通計画」） 

また、高齢の夫婦のみの世帯、高齢の単独世帯が増
えており、今後、都市の空洞化が進み、空き家流通、
利活用の必要性が高まります。(出典：「生駒市空家等
対策計画」) 

 

 女性の就業率は年々上がり、結婚や出
産を機に退職する女性は減っているた
め、M 字カーブの窪み(35〜39 歳)は小さ
くなっています。2020 年の国勢調査によ
る奈良県の女性就業率は 35〜39 歳で
73.7％と更に増加しています。（出典：
「第 2 期生駒市まち・ひと・しごと創生
総合戦略」、「令和２年国勢調査 就業状
態等基本集計結果」） 

少子化対策として女性が働きやすい
環境の充実や経済的負担の軽減のため
の施策が求められます。 

③地方財政の深刻化と公共施設の老朽化 

 

 高齢化に伴い、一般会計か
ら介護保険給付費等に対す
る繰出しや、後期高齢者医療
費の療養給付費が増えてい
ます。また、共働き世帯やひ
とり親就労世帯の増加に伴
い、私立保育所の保育実施負
担金も増えます。 (出典：「生
駒市令和 4 年度予算案の概
要」） 

２．市の現状と課題・行政需要 

第 6 次生駒市総合計画が掲げる社会環境の変化と主要課題 
（丸囲み数字のついている項目は資料をご参照ください。） 

社会環境の変化 5 年間の主要課題 

人口減少と少子高齢化の進行…① 若年層の人口減少への対応 

老年人口の増加への対応 

交通ネットワークと生活基盤の整備 

安全・安心への意識の高まり 
大規模災害への備えと防犯・安全対策 

地球環境問題の深刻化 

 都市活力の基盤となる土地利用の推進 

社会経済構造の変化 地域経済循環の活性化とライフスタイルの変
化への対応 ライフスタイルや価値観の多様化…② 

高度情報化社会の進展  

地方財政の深刻化と公共施設の老朽化…③ 公共施設等の適正管理 

財政の深刻化 

 

 1970 年代の急速な人口流入に伴い建設
された小中学校等の公共施設やインフラの
適切な補修と更新が必要になっており、そ
のための財源確保と平準化が課題です。併
せて、維持管理コストを低減するため、施
設の統廃合や機能の複合化を図ることが必
要ですが、公共施設に関しては丁寧に市⺠
合意を得ながら進めることが求められま
す。(出典：生駒市都市計画マスタープラン 
R3 年 6 月策定) 

②ライフスタイルや価値観の多様化 

 

２ ３ 

空き家の分布図 


