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第２章 第２期香芝市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
 

 

１．総合戦略策定の趣旨                                                                  

国では、平成２６年(２０１４年)１１月に「まち・ひと・しごと創生法」を施行し、人口減少に歯止めを

かけるとともに、東京圏への過度の人口集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、

将来にわたって活力ある日本社会を維持していくこととした上で、同年１２月に、国全体の人口の将

来像を示す「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」を策定するとともに、５年間の目標や施策をまとめ

た「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

そして令和元年(２０１９年)１２月、「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、第１期の枠

組を引き続き維持し、地方創生のより一層の充実・強化に取り組む方針を示しました。 地方におい

ても「次期地方版総合戦略」を策定し、地方創生の充実・強化に向け、切れ目なく取り組みを進め

ることを求めています。 

本市においても、平成２８年(２０１６年)３月に「香芝市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し

取り組みを進めてきており、令和２年度（2020 年度）をもって計画期間が終了しますが、国のこうし

た方針を踏まえ、引き続き、総合戦略を策定し、取り組みを進めていきます。 

 

２．総合計画との関係                                                                   

総合戦略の目的である「人口減少克服・地方創生」 は、これからのまちづくりに欠かせない要素

であり、総合計画の推進と不可分であることから、第５次総合計画に示す施策・主な取り組みのうち、

「人口減少克服・地方創生」の実現に資する施策を抽出して示すことをもって、総合計画内に総合

戦略が包含しているものと位置付けます。 

 

３．第２期総合戦略の方向性                                                                   

国は、第２期総合戦略を第１期の総仕上げのステージと捉えており、第１期の成果と課題を踏ま

え、政策体系を見直し、４つの基本目標と２つの横断的な目標のもとに取り組むこととしています。 

本市においても、第２期総合戦略は第１期の方針を踏襲しつつ、国の第２期総合戦略に掲げられ

た基本目標に対応する形で４つの基本目標を設定し、施策を推進します。 
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４つの基本目標 

①稼ぐ地域をつくるとともに、安定した雇用を創出する 

②香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる 

③結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝をつくる 

 

加えて、「多様な人材の活躍を推進する」「新しい時代の流れを力にする」を横断的目標として、

一体的に推進していきます。 

 

４．第２期総合戦略の基本目標                                                                   

（１）稼ぐ地域をつくるとともに、安定した雇用を創出する 

ひとが訪れ、住み続けたいと思えるような地域をつくるために、地域の稼ぐ力を高め、やりがいを

感じることのできる魅力的なしごと・雇用機会を十分に創出し、誰もが安心して働けるようにすること

が重要です。 

このために、市内企業の生産性を全般的に引き上げる必要があり、技術開発や IT 投資、販路開

拓等への支援を推進するとともに、地域の特色・強みを活かした産業の振興や企業の競争力強化

を図り、効果的に域外から稼ぎ、効率的に域内で富を循環させる地域経済構造の構築に取り組み

ます。 

また、さまざまな人々が安心して働けるようにするために、多様化する価値観やライフスタイル・ワ

ークスタイルも踏まえ、誰もがその力を発揮できる就業環境や自分の居場所を見出せる環境づくり

を通じて、しごとの場であり生活の場である地域全体の魅力を高めます。 

 

指標名 市民アンケートによる就労・雇用環境に関する不満の割合 

現状値 13.4％ 

目標値 令和６年度：１２％ ／令和１０年度：１０％／令和１４年度：８％ 
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（２）香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる 

これまで本市では、住宅都市としての強みを活かして取り組んできた定住促進施策を推進してき

ましたが、これらを引き続き展開するだけでなく、将来的な移住にもつながるよう、香芝とのつながり

を築き、香芝への新しいひとの流れをつくることが重要です。 

このために、香芝や香芝の人々と多様な在り方で関わる関係人口の創出・拡大に取り組むととも

に、企業や個人による寄附・投資等により、本市の地方創生の取り組みへの積極的な関与を促す取

り組みを進めます。 

また、若者が香芝に訪れ、住みたいという希望を抱くような魅力ある学びの場、しごとの場をつく

り、若者の将来的な定着を促進します。 

 

指標名 市民アンケートによる市に愛着を感じる人の割合 

現状値 75.6％ 

目標値 令和６年度：７９％ ／令和１０年度：８２％／令和１４年度：８５％ 

 

（３）結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

少子化が進んでいると言われていますが、これには若い世代での未婚率の増加や晩婚化にとも

なう第１子出産年齢の上昇、就業状況の変化にともなう結婚・出産・子育てに対する経済的負担感

や子育てと仕事の両立のしにくさなどの要因が複雑に絡み合っています。 

こうしたことを踏まえ、安心して子どもを産み育てられるよう、結婚の希望をかなえる取り組みの推

進、子育てのサポート体制の充実、男女の働き方改革など、本市の実情に応じた少子化対策の取り

組みを地域や企業等と連携して推進します。 

 

指標名 ０～４歳人口（１０月１日時点） 

現状値 3,534 人 

目標値 令和６年度：3,5００人 ／令和１０年度：3,５００人／令和１４年度：３，５００人 
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（４）ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝をつくる 

訪れたい、住み続けたいと思えるような香芝をつくるためには、都市機能、日常生活サービス機能

を維持・確保するとともに、地域資源を最大限に活かし、地域に付加価値を持たせることで、魅力的

な地域づくりを進める必要があります。 

このため、医療・福祉・商業等の生活機能、及び地域交通の維持・確保を進めるとともに、既存の

公共施設・不動産等のストックを最大限活用するなど、ストックマネジメントに取り組むことで、質の

高い暮らしのためのまちの機能の充実を図ります。 

また、豊かな自然、観光資源、文化、スポーツなど、本市の特色を最大限に活かし、まちの活性化

と魅力向上を図ります。 

さらに、急速な高齢化にも対応し、人々が地域において安心して暮らすことができるよう、医療・福

祉サービス等の機能を確保し生涯現役の社会づくりを推進するとともに、地域における防災・減災

や地域の交通安全の取り組みを進めます。 

 

指標名 市民アンケートによる定住意向 

現状値 61.2％ 

目標値 令和６年度：６４％ ／令和１０年度：６７％／令和１４年度：７０％ 
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第５次総合計画・第２期総合戦略の対応表【一覧】 

総合戦略の基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

総合計画の政策・施策 

（１） （２） （３） （４） 
稼ぐ地
域をつ
く る と
と も
に 、 安
定した
雇用を
創出す
る 

香芝と
のつな
が り を
築 き 、
香芝へ
の新し
いひと
の流れ
を つ く
る 

結 婚 ・
出 産 ・
子育て
の希望
をかな
える 

ひとが
集 う 、
安心し
て暮ら
す こ と
ができ
る魅力
的な香
芝をつ
くる 

01 

未来を創造する 

子どもたちのために。 

（子育て・教育） 

01 妊娠期から乳幼児期の切れ目ない支援   ●  

02 子育て支援の充実   ●  

03 就学前教育・保育の充実   ●  

04 学校教育の充実   ●  

05 家庭・地域・学校の連携   ●  

02 

健康で自分らしく 

過ごせる毎日のために。 

（健康・福祉） 

06 地域福祉の推進    ● 

07 医療提供体制の充実    ● 

08 健康づくりの推進    ● 

09 高齢者福祉の充実    ● 

10 障がい者福祉の充実   ● ● 

11 生活困窮者支援の充実   ● ● 

03 

誰もが等しく、 

生涯輝き続けるために。 

（人権・協働・文化） 

12 人権・多様性の尊重 ● ● ● ● 

13 地域コミュニティの醸成・活性化    ● 

14 文化芸術の振興・多文化共生  ●  ● 

15 生涯学習とスポーツ活動の充実    ● 

16 歴史文化財の保存と継承・展開  ●  ● 

04 

まちの活力と魅力の 

向上のために。 

（産業・観光） 

17 商工業の振興 ● ●   

18 農業の振興 ● ●  ● 

19 観光の振興 ● ●   

05 

まちと人の 

安全・安心のために。 

（安全・安心） 

20 災害対策の強化    ● 

21 生活安全対策の強化    ● 

22 交通安全対策の強化    ● 

06 

自然と調和した 

快適で便利な 

暮らしのために。 

（自然・環境・都市基盤） 

23 環境問題への取り組み強化    ● 

24 自然環境・景観の保全    ● 

25 
良好な市街地・持続可能な 
公共交通ネットワークの形成  ●  ● 

26 生活基盤・地域拠点の整備・機能の充実  ●  ● 

27 道路整備の充実    ● 

28 上水道の基盤強化    ● 

07 

スマートでスリムな 

行政運営の確立のために。 

（行政経営） 

29 下水道の整備    ● 

30 行財政運営の最適化    ● 

31 歳入の確保と財源の創出  ●   

32 情報とＩＣＴの利活用  ●   

33 行政組織の活性化・組織力の強化     
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第５次総合計画・第２期総合戦略の対応表【詳細】 

◆基本目標（１） 稼ぐ地域をつくるとともに、安定した雇用を創出する                                    

総合計画における施策 主な取り組み 実施する主な事業 該当 
ページ 

12 人権・多様性の尊重 ② 男女共同参画によるまちづくりの推進 男女共同参画推進事業 60 

17 商工業の振興 
① 企業の活性化 企業支援事業 72 

② 創業の促進 創業促進事業 72 

18 農業の振興 ① 
農業体制の整備および 
市内農作物の魅力創造 

地産地消推進事業 75 

19 観光の振興 
① 観光情報の発信 観光イベント実施事業 77 

② 観光資源の魅力向上 観光資源魅力向上事業 77 

 

◆基本目標（２） 香芝とのつながりを築き、香芝への新しいひとの流れをつくる                           

総合計画における施策 主な取り組み 実施する主な事業 該当 
ページ 

12 人権・多様性の尊重 ② 男女共同参画によるまちづくりの推進 男女共同参画推進事業 60 

14 文化芸術の振興・多文化共生 
① 文化の発信・創造・交流の支援 

文化施設管理・運営事業、 
地域交流センター管理・運営事業 

65 

② 多文化理解と国際交流の推進 文化・国際交流活動事業 65 

16 歴史文化財の保存と継承・展開 
① 二上山博物館機能の充実 博物館活性化事業 70 

② 文化財の保護・啓発 文化財保護啓発事業 70 

17 商工業の振興 
① 企業の活性化 企業支援事業 72 

② 創業の促進 創業促進事業 72 

18 農業の振興 ① 
農業体制の整備および 
市内農作物の魅力創造 

地産地消推進事業 75 

19 観光の振興 
① 観光情報の発信 観光イベント実施事業 77 

② 観光資源の魅力向上 観光資源魅力向上事業 77 

25 
良好な市街地・持続可能な 
公共交通ネットワークの形成 

① 良好な市街地の形成 空家等対策関係事業 91 

26 
生活基盤・地域拠点の 
整備・機能の充実 

① 公園整備の推進 
香芝市スポーツ公園整備事業、 
香芝総合公園整備事業 

93 

③ 地域拠点としての駅周辺整備 駅周辺整備事業 93 

31 歳入の確保と財源の創出 ③ 自主財源の確保 ふるさと寄附金事業 105 

32 情報とＩＣＴの利活用 ① 市政情報の提供と広報力の強化 広報及び報道機関連携事業 107 

 

◆基本目標（３） 結婚・出産・子育ての希望をかなえる                                                 

総合計画における施策 主な取り組み 実施する主な事業 該当 
ページ 

01 
妊娠期から乳幼児期の 
切れ目ない支援 

① 妊産婦の健康づくりの推進 妊娠出産包括支援事業 29 

② 乳幼児の健康づくりの推進 
乳幼児健診事業、乳幼児相談及び
教室事業、こんにちは赤ちゃん事
業 

29 

02 子育て支援の充実 
① 子育て家庭への支援 

地域子育て支援拠点事業、ひとり
親家庭相談・支援事業 

31 

② 児童虐待防止の推進 家庭児童相談・支援事業 31 



 

118 

総合計画における施策 主な取り組み 実施する主な事業 該当 
ページ 

03 就学前教育・保育の充実 
① 就学前教育・保育の推進  

保育所・幼稚園・認定こども園運
営事業、特別保育等補助事業 

34 

② 就学前教育・保育環境の整備 
幼稚園・保育所・認定こども園施
設整備事業 

34 

04 学校教育の充実 
① 学びの推進・支援 

学力向上推進事業、教育相談支援
事業 

37 

② 安心して学べる教育環境の整備 
小学校施設維持管理事業、中学校
施設維持管理事業 

38 

05 家庭・地域・学校の連携 
① 地域ぐるみの子ども支援 

学校・地域パートナーシップ事
業、学童保育運営事業、学童保育
所施設維持管理事業 

40 

② 青少年の健やかな育成 
青少年体験交流事業、青少年健全
育成事業 

41 

10 障がい者福祉の充実 ① 
障がい者が地域で安心して暮らせる 
仕組みづくり 

地域生活支援事業 55 

11 生活困窮者支援の充実 ① 
生活困窮者への相談支援・就労支援の 
充実 

自立支援促進事業 58 

12 人権・多様性の尊重 ② 男女共同参画によるまちづくりの推進 男女共同参画推進事業 60 

 

◆基本目標（４） ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な香芝をつくる                          

総合計画における施策 主な取り組み 実施する主な事業 該当 
ページ 

06 地域福祉の推進 
① 総合的な福祉サービスの提供 総合福祉センター管理運営事業 43 

② 地域で支え合う仕組みづくり   地域福祉推進事業 43 

07 医療提供体制の充実 
① 地域医療体制の充実 夜間休日応急体制充実事業 46 

② 感染症対策の推進 予防接種事業、感染拡大対策事業 46 

08 健康づくりの推進 

① 健康的な生活習慣の推進 
がん検診事業、健康づくりに関す
る教育事業、医療費適正化事業 

49 

② 心の健康づくりの推進 
精神保健事業、子ども・若者相談
支援事業 

50 

③ 望ましい食生活の定着推進 食育推進事業 50 

09 高齢者福祉の充実 

① 
自立支援・介護予防・重度化防止の 
推進 

介護予防・日常生活支援総合事業 52 

② 日常生活を支援する体制の整備 
高齢者のための支援体制整備事
業、介護予防支援事業、生きがい
対策事業 

52 

10 障がい者福祉の充実 ① 
障がい者が地域で安心して暮らせる 
仕組みづくり 

地域生活支援事業 55 

11 生活困窮者支援の充実 ① 
生活困窮者への相談支援・就労支援
の充実 

自立支援促進事業 58 

12 人権・多様性の尊重 ② 
男女共同参画によるまちづくりの 
推進 

男女共同参画推進事業 60 

13 
地域コミュニティの 
醸成・活性化 

① 自治会活動の支援 自治会活動支援事業 63 

② 市民公益活動団体の支援 市民公益活動団体支援事業 63 

14 文化芸術の振興・多文化共生 
① 文化の発信・創造・交流の支援 

文化施設管理・運営事業、地域交
流センター管理・運営事業 

65 

② 多文化理解と国際交流の推進 文化・国際交流活動事業 65 

15 生涯学習とスポーツ活動の充実 

① 生涯学習機会の充実 生涯学習機会提供事業 67 

② スポーツ活動の充実 スポーツ活動支援事業 67 

③ 図書館機能の充実  資料情報提供事業、読書普及活動
事業 

68 
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16 歴史文化財の保存と継承・展開 
① 二上山博物館機能の充実 博物館活性化事業 70 

② 文化財の保護・啓発 文化財保護啓発事業 70 

18 農業の振興 ① 
農業体制の整備および 
市内農作物の魅力創造 

農産物鳥獣被害防止事業、地産地
消推進事業 

75 

20 災害対策の強化 

① 災害時緊急体制の確立 
地域防災対策計画関連事業、防災
用品等備蓄事業 

79 

② 防災・減災対策の強化 
住宅耐震化啓発支援事業、浸水対
策事業、大和川流域総合治水対策
事業 

79 

③ 消防団体制の充実 消防団活性化事業 80 

④ 自主防災力の向上 防災意識啓発事業 80 

21 生活安全対策の強化 
① 防犯意識の向上 防犯意識啓発事業 82 

② 消費者保護の推進 消費生活安全事業 82 

22 交通安全対策の強化 
① 交通安全対策の推進 

交通安全対策啓発事業、自転車等
駐輪場管理事業、放置自転車対策
推進事業 

84 

② 交通安全施設の整備 交通安全施設整備事業 84 

23 環境問題への取り組み強化 ② 環境保全対策の推進 
生活環境保全事業、不法投棄防止
啓発事業 

87 

24 自然環境・景観の保全 ① 美しい自然環境・景観の保全 
街路美化推進事業、都市公園維持
管理補修事業、河川維持管理事業 

89 

25 
良好な市街地・持続可能な 
公共交通ネットワークの形成 

① 良好な市街地の形成 空家等対策関係事業 91 

② 持続可能な地域公共交通の確立 地域公共交通事業 91 

26 
生活基盤・地域拠点の 
整備・機能の充実 

① 公園整備の推進 
香芝市スポーツ公園整備事業、街
区公園・親水緑地整備事業、香芝
総合公園整備事業 

93 

② バリアフリー化の推進 
バリアフリー推進事業、歩道等バ
リアフリー化事業、既存道路バリ
アフリー化事業 

93 

③ 地域拠点としての駅周辺整備 駅周辺整備事業 93 

27 道路整備の充実 

① 幹線道路の整備 主要幹線道路整備事業 96 

② 生活道路等の安全性の確保 
道路維持管理補修事業、橋梁点検
及び長寿命化修繕事業、道路新設
改良事業 

96 

28 上水道の基盤強化 
① 安心、安全、安定した水道の供給 水道施設更新事業 98 

② 健全な水道事業の運営 水道事業の経営健全化事業 98 

29 下水道の整備 

① 下水道の整備・更新 公共下水道管渠整改築事業 100 

② 水洗化の促進 水洗化促進事業 100 

③ 持続的な下水道機能の確保 下水道維持管理事業 100 

30 行財政運営の最適化 ③ 公有財産の維持管理及び活用 公有財産維持管理事業 103 

 

 


