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は じ め に

ここに、平成２１年版「摂津市統計要覧」を刊行いたします。

本統計要覧は、市勢の現状及びその推移発展を明らかにするために発行する

もので、本市の人口・産業・社会・教育・福祉などの各分野にわたる基本的な統

計資料を総合的に収録しております。

近年、社会情勢の著しい変化に伴い、統計情報の需要はますます高まってき

ております。

本書の編集にあたっては可能な限り新しい情報を提供できるよう努めていると

ころでありますが、今後、さらに内容の充実を図ってまいりたいと考えております。

本書が市民の皆様や各方面の諸施策、諸事業の企画・立案等の基礎資料と

して、広くご活用いただければ幸いに存じます。

刊行にあたり貴重な資料をご提供いただきました関係各位に厚くお礼申し上

げますとともに、今後とも統計行政の円滑な推進のため、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

平成２２年３月

摂津市長 森 山 一 正



摂津市民憲章

（昭和46年11月1日制定）

わたしたち、淀川のゆたかな流れのほとりに住む摂津

市民は、これまでにきずかれてきた伝統と文化を生かし、

力を合わせて、しあわせのあふれるまちをつくるために、

この市民憲章をさだめます。

1. みんなでつくろう ゆたかで平和な すみよいまちを

2. みんなできずこう きまりをまもる あかるいまちを

3. みんなでそだてよう 花とみどりの きれいなまちを

4. みんなでめざそう老人と子供をいたわるえがおのまちを

5. みんなでのばそう かおりの高い 文化のまちを

市章のいわれ

本市の市章は、大空へはばたく野

鳥 を象徴化したものです。また一面、

摂 津市の「セ」の字を図案化したもの

で もあり、大きく飛躍する市の発展を

表象 しております。また、野鳥は、自

然の緑 を求めるものであり、静かで

平和な環境 のよい本市の未来を象

徴しています。

（昭和４１年１１月１日制定）



摂津市の沿革

摂津市は、淀川右岸のいわゆる三島平野の西南部に位置し、東から高槻市、茨木市、吹田市、大阪市に、南は

淀川に接しています。地形は東西６km、南北に５kmのL字形で、面積は１４．８８ｋ㎡。

「摂津」は、古くは現在の大阪市の大部分、大阪府の淀川以北部、そして兵庫県三田市から神戸市の大半に

わたる広範囲な地域の呼称でしたが、昭和41年市制施行時に市名を全国から公募した結果、この名称となりまし

た。

市域は厚い沖積層におおわれていますが、これはこの地域が淀川水系の沖積作用によって形成された土地で

あることを物語っています。今から約7000~6000年前（縄文時代前期前半）の縄文海進と呼ばれる海面上昇の結

果、市域はほぼ海面下に没しましたが、それが今日のような市域を形づくる用になったのは、淀川・安威川など諸

河川の沖積作用の結果です。しかし、同時にこれらの河川はたびたび氾濫し、流域の人々に洪水との苦難に満

ちた闘いを強いたことも忘れることはできません。

いつから人々の暮らしが営まれ始めたかは、詳らかではありません｡縄文式土器の検出例もありますが、断片的

なものであり、考古学的な推測を許すものではありません。しかし、弥生式土器の遺存状況は、人々の暮らしが存

在した可能性を示しており、古墳時代の遺物は豊富で、特に千里丘地区には遺跡の存在を推定することができま

す。

このころに、人々の生活の場が確立していたことは、間違いありません。律令時代には味経宮の伝承も伝えられ

ています｡平安時代には右馬寮所属の鳥養牧が営まれ、「土佐日記」「大和物語」「狭衣物語」などにも鳥飼の名

が登場します｡

中世には味舌や三宅を中心に権門社寺の荘園が存在し、応仁の乱以後の細川、山名両家の争いから戦国時

代には、本市域も戦乱の舞台となり、やがて織田信長が登場します｡石山合戦、信長の死を経て、豊臣秀吉の支

配となり、太閤検地が行われました｡大阪の役による戦乱を経験した後は、近世の幕藩体制が定着しました。この

結果、味舌地区は概ね大和国芝村藩領（一部は天領と山城国淀藩領）、三宅地区は天領、味舌地区は天領と旗

本仙石氏領、鳥飼地区は摂津国高槻藩領として幕末を迎えました。近世以降は明治4年の廃藩置県・府県改正

の結果、大阪府の管下に入り、同22年の町村制施行時に鳥飼村・味生村・三宅村・味舌村が成立｡昭和25年には

味舌村が町制をしき、同31年9月30日には味舌町・味生村・鳥飼村が合併し、三島町が誕生しました｡そして、同

32年7月・35年4月の2回にわたって旧三宅村の一部を編入、現市域が形成されました。同41年11月1日に市制を

施行、流通機能をもつ北大阪の中核都市として発展を続けています｡
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◆ 付 録 ◆



　　1. 本書は原則として、平成19年または平成20年中の数値を収録しましたが、さらに利用者の便宜を図り

　　　過去4年間の累年比較をしました。

　　2. 資料の種類及び統計表は、本書前年版をはぼ収録し、今回新たに収録したもの、または廃止・変更

　　　したものもあります。

　　3. 資料は官公庁、庁内各部課ならびに民間諸団体などの報告によるもの、または本市が直接調査収集

　　　したものです。

　　4. 資料の出所名は、各表の下部に掲げました。

　　5. 統計表は、原則として摂津市を区域としたものです。

　　6. 統計表中説明を要する箇所は脚注をし、数値の単位については、各表の上部右端に注記しましたが、

　　　一見して明らかなものは省略しました。

　　7. 統計表は，特に注意のない限り、下記のとおりです。

　　　　年度 …… 会計年度（4月～翌年3月）

年  …… 記載期日を現在とする。

　　8. 数字の単位未満は、四捨五入を原則としました。したがって、合計の数字と内訳の合計とは、一致し

　　　ない場合があります。

　　9. 統計表中、符号の用法は次のとおりです。

「 ０ 」 …… 単位未満

「 - 」 …… 該当数字なし

「…」 …… 不　　詳

「 Ｘ」 …… 該当数字の公表をさし控えたもの

「△」 …… 減　　尐

凡 例


