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一般 自然・環境

昔に比べると、香芝市の自然の風景が変わってきているように感
じる。国連で採択されたSDGｓ目標について、国や企業も具体的
な目標をもって取り組んでいる中、市のビジョンにおいても、もう
少し具体的に、まちづくりの中に環境問題を盛り込んでほしい。そ
して、香芝市の環境、文化と歴史を活かし、市民の幸せをめざす
ための具体的な施策をお願いしたい。

県の天然記念物であるどんづる峯や古いまちなみなど、趣き
を感じられるものが市内にはたくさんあり、それらの素材を活
かすこと、また”見てもらう”ための保存の取り組みも進めてい
きます。
また、次期「香芝市総合計画」の中ではSDGｓとリンクさせてい
こうと考えているところであり、市民の皆さまにも分かりやす
く伝えていきたいと思っています。
いろんな面で本市の魅力づくり、環境、文化の向上に取り組ん
でいきます。

企画政策課

一般 自然・環境
スポーツ公園は、段階的にオープン。開発困難なら凍結し、自然エ
リアとして残す。

スポーツ公園は現在整備を進めているところです。その中で、
自然エリアも残す計画で考えています。 土木課

一般 自然・環境

総合プール跡地には、道の駅を誘致。 道の駅については、ランニングコストを含めて市財政に過度の
負担とならないよう、候補地や整備手法だけでなく、整備する
目的やその是非も含めて検討しているところです。

都市計画課
土木課

一般 自然・環境
総合公園、スポーツ公園以外にも、各地区にジョギングや散歩が
できる公園を作ってほしい。（まちの中心部ではないと、交通弱
者、高齢者、小学生は利用できない）

既成市街地における公園用地の確保が困難であることから、
ため池を親水公園として整備するなど、公園等の確保につい
て今後も検討していきます。

土木課

一般 自然・環境

各地区に、徒歩で行ける公園を整備してほしい。ため池を利用し
た、今池親水公園、鎌田の新池親水公園のようなもの。

ため池を利用した公園の整備については、各地区の水利組合
とため池の治水及び利水の機能を確保した中で、整備できな
いか協議検討することとしています。

土木課

一般 自然・環境
どんづる峯は、北側165号線からの登山口も整備。 国道165号線からの登山口については、現在整備の計画はあ

りませんが、今後の参考にさせていただきます。 商工振興課

一般 自然・環境

散歩のできる遊歩道、距離表示のあるジョギングコースを整備し
てほしい。

現在、新たに遊歩道を整備する計画はございませんが、スポー
ツ公園などの整備・活用に際して、参考とさせていただきま
す。

土木課

一般
自然・環境
子育て・教育

スポーツ公園にマラソン、ジョギングコースを作ってほしい。地域
おこしにもなるので、県外からも参加者がくるようなマラソン大
会を企画してほしい。

スポーツ公園の整備・活用に際して、参考とさせていただきま
す。
また、すでに毎年マラソン大会を開催しており、市民の皆さま
には多数ご参加いただいていますが、より活発な大会となるよ
う工夫を凝らしていきたいと思います。

土木課
生涯学習課

一般 自然・環境

下田周辺の葛下川沿いに桜並木の遊歩道を設置してほしい。 奈良県が管理する河川敷でありますので、市としては難しいで
すが、ご意見ありましたことを奈良県に伝えさせていただきま
す。

土木課

一般 安全・安心

空き農地などを活用して多目的に使える防災公園を設置できな
いか。

「香芝市緑の基本計画」に基づき整備を検討したいと思いま
す。現在計画を進めている公園（スポーツ公園や総合公園）は、
防災機能を備えた公園としての整備を検討しています。

危機管理室
都市計画課

一般 都市基盤

空き家や空き地を有効に利用すれば、家族2世帯が近くに住める
状況にあるのではないか。民間会社と連携しながら、そういった
住宅政策も考えられるのではないか。

民間では、そういった動きも出てきています。また、市でも所
有者の方に、空き家の有効活用や流通に乗せることについて
声掛けするなど、活動を進めているところです。今後も情報を
集め、進めていきたいと思います。

都市計画課
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一般 都市基盤

調整区域農地の市街化区域への編入、未利用土地等の開発を行
なって、もっと道の駅、商業施設、法人事業所を誘致して、税収、
財源豊かな自治体になってほしい。

市街化調整区域の市街化区域への編入は、県の決定事項であ
り、社会情勢などを考慮して判断されるため、現時点での実現
は難しいと考えております。また、市街化調整区域においては、
一定の要件を満たした建築物については、規制緩和のメニュー
を利用し、企業誘致の取り組みを進めているところです。今後
も、地域の活性化に資する事業を誘致するなど、雇用の創出、
税収の増加を図るための取り組みを進めていきたいと思いま
す。

商工振興課
都市計画課

一般 都市基盤

五位堂駅南側、香芝駅前、香芝インター付近の遊休地を再開発し
てほしい。道の駅を誘致してほしい。

再開発については市の財政状況を考慮し、また住民の皆さま
に意見をいただきながら、今後検討していきたいと考えていま
す。
道の駅については、ランニングコストを含めて市財政に過度の
負担とならないよう、候補地や整備手法だけでなく、整備する
目的やその是非も含めて検討しているところです。

都市計画課
土木課

一般 都市基盤

JR香芝駅を橋上化して、東西から利用できるようにしてほしい。 駅の橋上化については、駅前広場と幹線道路からのアクセス道
路を一体的に整備することが必要となります。　そのため、当
該事業の実施には、多額の資金と長い期間を要することから、
今後、長期的な視点に立って検討していきたいと考えていま
す。

都市計画課

一般 都市基盤
香芝市はとにかく、道が狭い。五位堂や穴虫など、軽自動車の走
行も苦しいことが多いので、道路の整備を進めてほしい。

市街地の狭い道路を広げる事業を実施しており、引き続き地
域のご協力を得ながら進めていきます。

土木課
農政土木管理課

一般 都市基盤
新しいことにお金を使わなくていいので、基本のインフラ整備を
がんばってほしい。

道路等を含めた市の施設については、「香芝市公共施設等総合
管理計画」に基づき、今後の香芝市に適合した整備を行ってい
きます。

管財課
農政土木管理課

一般 健康・福祉

市民アンケート結果「香芝市に住んでいて困ること」で、「病院など
の医療体制」が挙げられていた。この先10年、今の医療のあり方
がどうなっているかも分からない中、自分で自分の健康を維持
し、本来の姿をめざして努力していくために、予防医学の考え方
も取り入れてはどうか。

健康の増進や介護予防は、大事なテーマですので、健康寿命を
延ばす取り組みを今後も力を入れて取り組んでいきたいと考
えています。 保健センター

一般 健康・福祉

市の健康教室に参加して月1回歩きに行ったり、いきいき100歳
体操に参加したりしている。健康のことは、皆さん関心があると
思うので、これからもお願いしたい。

現在、介護予防の観点からいきいき100歳体操を進めており、
参加いただいている自治会も年々増えてきている状況です。
市民の皆さんが自主的に活動に取り組んでいくことが健康増
進になりますので、今後も進めていきます。

保健センター
介護福祉課

一般 健康・福祉

福祉の充実という観点からみて、もう少し介護施設の増設や職員
の増員などがあってもよいのではないかと思う。

介護施設の増設については、本市における施設整備の必要量
を精査し、また市民ニーズを把握したうえで、令和３年度から
の「第８期介護保険事業計画」で施設整備数を設定していく予
定です。
職員の増員については、今後の状況を勘案しつつ適宜判断し
ていきます。

人事課
介護福祉課

一般 子育て・教育

子どもたちの通学路で、車の通行量に対して歩道の整備が悪い
箇所や、車が突っ込んできたら逃げ場がないような状態の箇所が
ある。改善してほしい。

通学路交通安全プログラムに基づき、また毎年、学校、PTA、
警察などと合同で通学路の危険個所の洗い出しなどを行い、
改善を進めているところです。国などにも働きかけながら進め
ていきます。

教育総務課
学校教育課
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一般 子育て・教育

学校での英語教育について、子どもたちが日常的に英語を使うよ
うな環境づくりを行い、日々の積み重ねで自然と身につくように
なるといいなと思う。詰込み教育になりがちだが、子どもたちが
しんどくなってしまわないように、学校教育の充実を考えてほし
い。

令和２年度から、小学校で英語が必須科目になりますので、先
生方としっかり話し合いながら、子どもたちが学べる環境を整
えていきたいと思っています。
英語が必須科目になることで、授業時間が35時間増加し、毎
日6時間授業で進めないといけない計算になりますが、子ども
たちへの負担をなくす、また先生方にもこれまでどおり子ども
たちと向き合う時間を持ってもらうために、2学期を1週間早
くスタートさせるといった対応も行っていきます。

学校教育課

一般 子育て・教育

総合プールの跡地に、放課後や土曜日、日曜日に使えるような、
子どもたちの遊びの場・教育の場を作ってあげてほしい。夏場、非
常に暑く外で遊べないときに、ちょっとした水場で子どもたちが
遊べるような場があったらいい。土曜日、日曜日に中学生や高校
生が勉強できる場があったらいい。

香芝市総合プールは総合公園内の施設という位置づけから、
用途を変更するにあたっては県との協議も必要となり現時点
では難しいと考えます。将来、総合公園の整備計画を見直す場
合は市民の皆さまの意見を聞きながら検討を進めていきたい
と考えています。 都市計画課

学校教育課
生涯学習課

一般 子育て・教育
生徒用のパソコンが少な過ぎてかわいそう。家にあるいらなく
なったパソコンを回収するなどしてまかなうなどできないか、何
とか考えてほしい。

市立小・中学校において、令和５年度末までに児童・生徒用の
パソコンを一人一台整備できるよう、段階的に整備を進めてい
きます。

教育総務課
学校教育課

一般 子育て・教育

1歳の孫が将来にわたり、いい街と感じて住みたいと思うように
なるためにも、まずは保育所から中学校までの環境の充実（適正
な統廃合も含め）を図ってほしい。

「公立幼稚園及び公立保育所の再編等に関する基本方針」に基
づき適正に統廃合を進めるとともに、施設につきましては、現
在策定中の「香芝市学校施設等長寿命化計画」に基づき環境の
整備に努めます。
今後も、教育環境や保育環境の充実を図っていきます。

教育総務課
学校教育課
こども課

一般 子育て・教育
ランニング雑誌に掲載してもらえるぐらいのハーフマラソンを企
画してPRしてもらいたい。

すでに毎年マラソン大会を開催しており、市民の皆さまには多
数ご参加いただいていますが、より活発な大会となるよう工夫
を凝らしていきたいと思います。

生涯学習課

一般 子育て・教育
モナミホールが休館中だが、今後どうなるのか。耐震化、建て
替え、若しくはこのような大規模な収容施設は必要でないか。

近隣市町との共同建設・運営を柱として、事業を計画していき
ます。 市民協働課

一般 産業・文化・連携

ブランドづくりは、人づくりが大切である。儲かるかどうかという
前に、香芝を愛する人をどう育てるかを検討してほしい。市民も
職員も互いに育て合う中でよい政策をとっていけたらいい。

これまでも、農業関連の皆さまの夢や意気込みから、ブランド
づくりに発展していった事例があります。人がまちを動かす、
人がまちを活性化すると感じていますので、今後も、人づくり
に力を入れていきます。

商工振興課

一般 産業・文化・連携

相撲は、徳勝龍関が優勝したこともあってさらに盛り上がってい
る。私自身、これからも力を入れて応援していきたいと思ってい
るので引き続きお願いしたい。

相撲発祥の地として、桜井市、葛城市とともに、まほろば相撲
連絡協議会を立ち上げ、盛り上げていこうと取り組んでいると
ころです。全国にも発信して、賑わいを創っていきたいと考え
ています。

商工振興課
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一般 産業・文化・連携

古民家のスペース貸出についてインターネットに掲載したところ、
写真撮影のために使いたいという申し込みが多かったことに驚
いた。若い方や都会の方からすると、古民家やその周囲の古いま
ち並みは魅力的なのだと分かった。新しい観光という観点から、
市の財産として残し、大事にしていくといいと思う。

Ｈ３０年度からシティープロモーションの試みを始めたところで
す。本市でも空き家が増えてきていますので、空き家や古い家
屋の有効活用という観点を踏まえ、いろんな展開につながるよ
う検討していきたいと思います。

商工振興課
都市計画課

一般 産業・文化・連携

香芝は、大阪や京都へ行くのに便利であり、自然も豊かなところ
だと思う。都会の人からすると車で30分で来れる場所であり、
キャンプ場やサバイバルゲーム、大型ドッグランなどの施設があ
れば、人が集まってくるのでは。また、観光客にとっても大阪・奈
良観光の際の宿としてちょうどいいところとも言える。新しい発
想で、新しいニーズに対応したものを考えたらどうか。

ご提案いただきありがとうございます。今後の参考にさせてい
ただきます。

企画政策課
商工振興課

一般 産業・文化・連携

駅前をイルミネーションなどライトアップで、賑わい創出してほし
い。

葛城地域の４市１町で毎年、地域活性化を目的としたイベント
を企画しており、その中でライトアップ事業を実施しているほ
か、本市では毎年12月には市民団体の皆さんによる光と音の
祭典『冬彩』も開催しています。
今後もこれに限らず、検討していきたいと思います。

商工振興課

一般 産業・文化・連携

明神山トレイル、ダイヤモンドトレイル、史跡めぐりなどの整備とハ
イキングMAPの作成

平成28年度より王寺町、三郷町、大阪府柏原市と連携し、広域
的な観光の推進を図っており、その中で明神山のトレイルにつ
いては１つのコースとしてMAPを作成しています。またダイヤ
モンドトレイル、史跡めぐりにつきましてもMAPを作成してい
ますので、積極的にPRしていきたいと思います。

商工振興課

一般 産業・文化・連携
狐井城山古墳周辺の道路整備と併せて史跡公園として整備して
ほしい。

令和２年度から狐井稲荷古墳の発掘調査を始め、将来的には
狐井城山古墳の発掘調査も進めていきます。また併せて国史
跡への指定を目指します。

生涯学習課

一般 産業・文化・連携

二上山の夕日の美しさを幼いころ見て育ったのが源信で、『往生
要集』を書き、日本の浄土思想のもとをつくったので、その方面か
らもっと二上山を見直し、深き思想・哲学をもってアピールしたら
いいと思う。

令和元年10月には、源信ゆかりの地を訪ねるウォークイベント
を開催し、二上山の景色がきれいな千股池付近をコースとして
設定し、多くの方に楽しんでいただきました。二上山は万葉集
にもたびたび登場することから、歴史的な視点からも増々PR
していきたいと考えております。
また、二上山博物館では、恵心僧都源信と二上山について研究
を行っており、特別展や出版物などで成果を随時公表していま
す。今後も引き続き研究調査を継続して実施していきます。

商工振興課
生涯学習課

一般 行政経営
市の財政が厳しく、何事にも順番なのは分かるが、お金の使い道
をもう少し丁寧に考え、本当に必要なこと（インフラ整備など）へ
の対応スピードを上げることはできないのか。

できる限り早く対応するように努めます。
企画政策課
財政課

一般 行政経営

地域の特色を残したまま、「香芝市総合計画」を進めてほしい。 地域ごとの特色を活かすことは、住み慣れた暮らしを守るとと
もに、彩りあるまちづくりにもつながると思います。改善すべ
き点は改善し、保存すべき点は保存しながら、地域の皆さまに
とって、「住んでいてよかった」と思っていただけるようなまち
づくりを進めていきます。

企画政策課
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分野 ご意見・アイデア等 市からの説明・回答 担当所属名

タウンミーティング　ご意見・アイデア等一覧

一般 行政経営

ビジョン実現のための「手段」の視点として、民営化だけでなく、
市民との協働を入れて共にまちづくりを。

次期「香芝市総合計画」においては、市が何をするかと合わせ
て、市民一人ひとりができることを示すとともに、コミュニティ
や各種団体、事業者などさまざまな主体との協働を進めてい
きたいと考えています。

企画政策課

一般 行政経営

カッシーくんの他にも、知名度をあげるための新たなゆるキャラ
で、ゆるキャラグランプリに出場して、香芝の知名度をあげてほし
い。

香芝の知名度をあげるべく、シティプロモーション活動を始め
ており、その中でカッシーイラストを刷新して種類を増やした
り、カッシーが東京・大阪でのイベントに登場してのPRなどを
行っているところです。今後も、まちを活性化させていくため
に、カッシーとともにがんばっていきます。

企画政策課

一般 行政経営 今後の10年での人口構成比はどう考えているのか。

本市は他と比較して若い世代が多いという特徴はありますが、
10年ほど前にはすでに高齢者人口（65歳以上）が年少人口
（14歳以下）を上回っており、今後10年間でもさらに「少子高
齢化」が進むと考えられます。このことを踏まえて、事業を計画
していく必要があると考えています。

企画政策課

一般 行政経営
高齢者人口の増大、自然の消失は10年以上前から指摘されてい
るが、具体的対応は。

これまでも少子高齢化対策や自然環境保護の取り組みを進め
てきていますが、次期「香芝市総合計画」にも、危機感をもって
対応策を考え、盛り込んでいきたいと考えています。

企画政策課

一般 行政経営
今日のが5回目？今日の分は市の広報紙に載っていたが、１～
４回目までの分はどんな広報がなされて、どんな内容だったの
か。

日ごろ地域で活動いただいている自治会を対象に、地域ごと
の課題やご意見を聞く場として４回、自治会タウンミーティ
ングを開催しました。さらに、広く皆さまからのご意見・ア
イデアもお聞きしたく、どなたでも参加いただけるタウン
ミーティングを開催しました。

企画政策課
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