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まちの将来像（キャッチコピー）について 

 

第 4 次総合計画の策定からの 10 年間で、香芝市を取り巻く社会環境も変化し、新たに対応

すべき課題も発生している。 

第 5 次総合計画では、それらの課題を解消しながら、さらに魅力を高め、発展したまちをめざし

ていくために、現行のまちの将来像について、見直しを検討する。 

 

 

◆位置付け 

 

・まちの将来像は、12 年後（第 5 次総合計画の計画目標年度である令和 14 年度）に向

けて、市民・事業者・行政が協働でまちづくりを進め、ともにめざすべき「香芝市の姿」を示した

もの。 

・総合計画基本構想に位置付けられる。（議決事件） 

 

 

◆これまでの変遷 
 

年度 計画名 まちの将来像 

S59 年度～

H7 年度 
１次：香芝町長期総合計画 

自然と調和のとれた町づくり、諸施設の充実をは

かり、より一層未来へ躍進する近代的住宅都市 

H 4 年度～

H13 年度 

２次：香芝市総合計画 

（かしばプラン２００１） 
伝統と新しい文化のいぶきがみなぎる香芝市 

H12年度～

H22 年度 

３次：香芝市総合計画 

（かしば香るみどりの安心プラン） 
伝統と新しい文化のいぶきがみなぎる香芝市 

H23年度～

R2 年度 
４次：香芝市総合計画 笑顔と元気!!住むなら かしば 

R 3 年度～

R14 年度 
５次：香芝市総合計画 ？？？？？？？？？？？？ 

 

※参考：別紙②県内 39 市町村のまちの将来像 
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◆まちの将来像（案） 

これからのビジョンを踏まえ、下記をまちの将来像（案）として提案します。 

 

No. まちの将来像（キャッチコピー）案 意図 

① 笑顔をもっと 元気をずっと やっぱりかしば 
これまでの香芝のスタイルを踏襲しつつ、新しい

まちとして更に発展させていくイメージ。 

② 未来に笑顔をつなぐまち かしば 
「香芝市の未来に、人々の笑顔があふれていた

らいいな」そんな思いを込めて。 

③ くらし 快適 Smile City 

地理的・公共交通の便利さ、自然の保全、産

業・振興を目標とし、暮らす上で快適さを目指

す。その結果、市民の笑顔があふれているイメ

ージ。 

④ 
colorful KASHIBA 

～住む 働く 助け合う、彩り豊かなまち～ 

くらしば・しごとば・めぐりば・そだてばの考えから

発想しました。カラフルかしばのアイコンをつくり、

アイコンバッチを職員がつければチーム感が出て

かっこいいと思います。 

⑤ 住みよい香芝 みんな笑顔の その先へ 

これまで近隣都市のベッドタウンとして成立して

きた香芝市ではあるが、今後、市独自の魅力

を創造し人を呼び込み、子育て・高齢者支援

も怠ることなく、より「住みよい香芝」を目指して

いこう！というメッセージ。 
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◆これからのビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人口推移について 

昨年２月以降、香芝市の人口は減少傾向を示しており、これまでにない推移をたどって

いる。また、平成 30 年に公表された国立社会保障・人口問題研究所による香芝市の人

口推計においても、平成 25 年公表のものから大きく下方修正されている。 

 

【第４次総合計画】 

町の将来像（キャッチコピー）である「笑顔と元気!!住むなら かしば」で表現されている

ように、まさに、定住先・転入先として「香芝市」を多くの方に選んでいただき、人口が増加

し、住宅として発展してきた１０年間 

 

【第５次総合計画】 

従来型のベッドタウンから、「深化」と「進化」でさらに発展した都市をめざし、選ばれるま

ちとして確立していく１２年間 

◎住宅都市の「深化」 

これまでの第４次総合計画のの理念を継承し、住宅都市としての「暮らしやすさ」をさ

らに深める。もっと住みよいまち、高品質都市をめざしていく。 

◎住宅都市からの「進化」 

「住む」だけにとどまらない香芝の魅力を発掘・創造し、もっと多彩なまち、高付加価 

値都市をめざしていく。 
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◆決定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメントを経て、令和２年１２月議会に上程 

【市民アンケート】 

令和元年 9 月に、16 歳以上の市民の方 2,000

名を対象に実施。下記の設問に回答いただいた。 

（725 人中 452 人が記入） 

問：香芝市の将来像（あるべき姿のキャッチコピ

ー）について、あなたが連想するキーワードを 3

つまで記入してください。 

⇒回答の多かった 20 個のワードを選別 

（別紙①参照） 

【中学生アンケート】 

令和元年 9 月に、4 中学校 3 年生全員を対

象に実施。下記の設問に回答いただいた。

（831 人中 734 人が記入） 

問：香芝市の将来像（あるべき姿のキャッチ

コピー）について、あなたが連想するキー

ワードを 3 つまで記入してください。 

⇒回答の多かった 10 個のワードを選別 

（別紙①参照） 

 

 

【本部会議】 

（１）事前選定 

全 39 案のうちから、各委員 5 つ選考 

※1 番ふさわしいと思うものから順に、1～5 の順

位を付け、点数化する方法 

【検討チーム会議】 ※各所属から１名ずつ、概ね２０代から４０代で入庁５年目以降の職員３８名 

（1）各所属での事前協議 

グループワークに向けて、各所属で事前協議 

（2）1 月 22 日会議 

各所属で協議した案を持ち寄り、グループワークを行い、案を作成。 

 

1 つ以上のワードを素材として取り入れる 

【本部会議】 

（2）2 月 5 日会議 

5 案について協議 

全 39 案を本部会議に提案 

（うち 7 案は検討チーム会議でのイチオシ案） 

点数の多かった 5 案程度（以下、5 案）に絞り込む 

【都市経営市民会議】 

（1）2 月 20 日の協議 

      5 案について協議 

【本部会議】 

（3）3 月以降の会議において協議 

      5 案について再度協議 

【都市経営市民会議】 

（2）8 月末ごろの協議 

      有力候補 1 案の承認 

5 案のブラッシュアップ 

5 案のブラッシュアップ 

最終的に有力候補として 1 案に絞り込む 



◆市民アンケート回答 ◆中学生アンケート回答
順位 キーワード 回答数 順位 キーワード 回答数
1 安心 88 1 笑顔、スマイル 203
2 自然・自然豊か・緑 81 2 元気、パワフル 156
3 笑顔、スマイル、笑 79 3 自然、緑 131
4 安全 64 4 楽しい、enjoy、おもしろい 108
5 子育て・子ども・教育 62 5 明るい 92
6 住みよい・住むなら 49 6 安心 88
7 元気 39 7 安全 78
8 やさしさ、思いやり 38 8 住みよい、快適 68
9 活気、いきいき、地域活性 36 9 優しさ、思いやり、親切 64
10 健康、すこやか 35 10 活気、盛ん、にぎやか 54
11 明るい 27 11 便利 43
12 豊か 24 12 協力・助け合い・人情 42
13 未来 23 13 きれい、beautiful、美しい、清潔 41
14 便利 22 14 健康 38
15 助け合う、共生、交流、連携 22 15 仲良し・仲間、フレンドリー、友情 26
16 幸せ 21 16 豊か 24
17 楽しい 21 17 平和、peace 24
18 きれい、清潔、クリーン 20 18 幸せ、happy、うれしい、喜び 23
19 ゆとり、ゆったり、のんびり、穏やか 20 19 充実 20
20 夢・希望 16 20 かしば 20
21 やすらぎ、静か 16 21 あいさつ 17
22 輝き 11 22 未来、近未来、次世代 17
23 発展、前進、成長 10 23 スポーツ、運動 15
24 充実 9 24 環境 14
25 つながり 8 25 勇気 11
26 高齢者、長生き 8 26 やる気 11
27 かしば 8 27 子育て・子ども・教育 11
28 若さ 6 28 みんな 10
29 歴史 6 29 つなぐ、輪、コミュニケーション 10
30 交通の便 6 30 夢・希望 10
31 環境 5 31 輝き、キラキラ 9
32 空気がおいしい 5 32 交流 8
33 やる気 4 33 発展・成長 7
34 平和 4 34 地域 7
35 健全 4 35 one for all,all for one 7
36 水がきれい 4 36 山、二上山 6
37 みんな 4 37 愛、愛情 6
38 快適 4 38 あたたかい 5
39 二上山 4 39 心 5
40 心 4 40 生き物 5
41 国際 3 41 落ち着く 4
42 頑張る 3 42 努力 4
43 信頼 3 43 町 4
44 あいさつ 3 44 おだやか 4
45 文化 2 45 奈良 3
46 自由 2 46 文化 3
47 コンパクト 2 47 半分田舎、半分都会 3
48 郷土愛 2 48 感謝 3
49 和 2 49 根性 3
50 大阪に近い 2 50 歴史 3
51 創造 2 51 観光 3

52 都会 3
53 We can do it! 3
54 まじめ 3
55 あきらめない、Never give up 3
56 伝統 2
57 行動 2
58 気楽 2
59 川 2
60 カッシー 2
61 買い物 2
62 人気 2
63 挑戦 2
64 最高 2
65 柔軟 2
66 大切 2
67 最新 2
68 あふれる 2

問30　香芝市の将来像（あるべき姿のキャッチコピー）について、あなたが連想するキーワードを３つまで記入してください。キーワードは日本語に限りません。
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◆市民アンケート回答（回答数１票）

1 ワンダーランド 不安のない町 出かけたくなる町に 市民　しみん 帰ってきたくなる街

2 和気あいあい ファイト つくる 芝(自然) 街路樹の充実

3 わかり合う社会 広い 調和 市内に近い香芝 か　かがやきの町

4 分かり合う　解かり合う 飛躍 ちょうどいい町 実践 終の住

5 リラックス 人 ちょうどいいとこ 実現 親子3代安心香芝

6 理解し合う 万葉の香りかしば 挑戦 実感 落ち着いた町

7 利 パワフル チャレンジ 仕事 おしゃれ街香芝

8 ラブ 馬力がある チームワーク 支援 おかえり、かいばへ

9 喜 バランス 地域密着 し　仕事 おおらか

10 寄りそう バラ色 地域コミュニティ さわやか 老いも若いも

11 「ホっと」なまち はつらつ 地域 爽やか おいしい空気

12 良いとこ はつらつ 多様性 坂道 駅近の発展

13 融合(地域、年代他) ばっちり香芝！ 種蒔き 再発見 永住したくなる

14 勇気 八面六臂 体力づくり 最先端 ウォーキングに

15 和らぎ 働くなら香芝市 ダイヤモンドトレール 最高かしば 医療費

16 やわらか 働く ダイナミック 咲 癒し

17 躍動 働きやすい 大企業誘致 娯楽 癒し

18 めざせ 場所　ばしょ 想像 躍進 田舎すぎない

19 明 はじまりの街 選挙 個性 こよ山香芝

20 結 育む 絶対香芝 心豊かに 一歩、成長

21 見守り(子供) ハイレベル 絶対 心豊か 一念発起

22 道が広い ハイスペックベッドタウン 整備 心のふるさと 一意専心

23 満足 ハートフル 誠実 心地良い いたわりの町

24 満足 ハートフリー すもう 心地よい 維持可能

25 まほろば ば　バリヤフリーの町 スマート 肯定 生きる

26 学ぶ ば　バランス スポーツ 高速化。 生き甲斐

27 学び 伸びしろ 全ての市民 こうかいしないまちづくり 生きがい

28 町 ノー(no)カー(car) 全て 牽引 いい町香芝

29 街 農産物 進む 健 いい空気

30 孫と暮らせる町 熱心 清々しい グローバル 安定

31 本気 ぬくもり 推進 暮らしやすい 安定

32 ほのぼの 人間性 素 暮らし 安定

33 ほっとなかしば にぎやか 新らしい 空洞化(なくす) 天月

34 ホッとする 何でも安い 進歩 キラキラ 集まろう

35 ポジティブ 奈良のさきかけ 進化する町 清らか あたりまえ

36 誇りを持って 和み 恕の心 今日より明日 新しさ

37 ほがらか 仲良く ショッピングに 来て、見て、かしば 新しく

38 ほがらか 努力、美 女性ガイキイキ 期待 温かい(ぬくもりなど)

39 ホームタウン 努力 将来、約束 企業を増やし働ける あたたか

40 ホープかしば 努力 将来 感謝 憧れるまちかしば

41 防災 バスの充実 上品なまち　香芝 家庭 愛国心

42 ペットもたのしい となり組との交流 商業施設の整備 家庭 愛

43 フレンドリー 都市部に近い 生涯学習 家族で笑顔 愛

44 ふれあい 独自性ブランド 柔軟 家族が喜ぶ T史

45 古い 都会すぎない 住環境 家族 ｐｏｗｅｒｆｕｌ

46 ブランド 電気自動車 住 第2のふるさと IT活用

47 普通が一番 田園都市かしば 地元愛 革新 AI先進自治体

48 福祉 手を取り合おう 市民の数だけ 学術都市 〇〇に寄り添う

49 フォーエバー 手をつなごう 市民が愛する 帰りたくなるまち 〃便利

50 〃楽しい よかつ●
いつまでも住み続けられ

る。

イノベーション(キインプ

ルーブメント)

共に育つ共に生きるかし

ば

51
子どもも、私も"香芝で育

つ#

各地域にある小学校を

子供達の●後、休日の

すごす場所として整えられ

ないか
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◆中学生アンケート回答（回答数１票）

1 分力 すてき 大阪に続いての県

2 和 すこやか おいしい

3 理解 すごい 海

4 有名 新都市 いやし

5 夕方 心身共に安らぐ いなか

6 やればできる子ＹＤＫ 人口が多い イケメン

7 やばい 人権 生きいき

8 物 所得良い 安定

9 みりょくのある 将来性 合力

10 学び 上手 朝

11 マナー 常識 愛嬌

12 まちをつくる 正直 popular

13 誇れる 障がい者 new

14 ポケモンGO 自由 M

15 他の言語がいっぱい 地味だけど悪くない flower

16 プロフェショナル 自分らしく Do your best

17 普通のくらしを 自分たち custom

18 部活動 静か accept

19 昼 事件

20 人一人一人を大切に しか

21 人々 爽

22 人でいっぱい 作用点

23 人 ごみのふくろ変えなくていい

24 バンビジャス ごみなし

25 パーフェクト こころがける

26 のびのび ここちよい

27 のどか 効率

28 ぬくもり 交通機関が充実

29 なし 高層ビル

30 共 公園多い

31 特にない 健て上げる

32 道徳心 グローバル

33 天国 空気がきれい

34 テーマパーク 金

35 チャレンジ 協調性

36 力 競技

37 近い 気持ちいい

38 団らん 気持ち

39 誰もが がんばる

40 頼れる 感動

41 たくさん 感げき

42 大陸 からかい

43 だいいち が定番

44 創造 学校広いよ！

45 全力 塊

46 設備完璧 家族

47 積極的 関わりの良い

48 整備 音楽

49 全ての人々 俺

50 すばらしい お年寄り
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◆市民アンケート（Webアンケート）

◆対象：限定しない（15歳以下、市内在住者以外も回答可）

◆実施方法：インターネット（e古都なら）によるアンケート　※市ホームページに掲載し、広報かしばお知らせ版・市Facebookで周知。

◆実施期間：令和元年11月5日（火）～12月5日（木）

キーワード（１） キーワード（２） キーワード（３）

1 子育てママに嬉しい 元気いっぱい 笑顔たくさん 子育てママに嬉しい町が良い

2 「か」がやく街と 「し」あわせな未来に 「ば」とんを繋ごう

3 友情 愛情

4 あたたかさ やすらぎ さわやか

5 ゆりかごから墓場までいつ

でもかしば

子育て世代、お年寄り世代以外の世代にも暮らしやすい市にしてほ

しいです

6 サステナブル パワフル かしば愛 持続可能な施策を展開してほしい

7 快活な街 安全な街 良好な地域ネットワーク 商店街といった栄えて活気のある主要部が思い当たらない。図書館

や公民館といった市民が集まる箱物に広陵町や高田市と比べて魅力

的なものが少ない。

8 ワクワク チャレンジ 羽ばたく 子どもの考える力を養う教育をもっと取り入れてほしい。

9 くらし 日常 安心して生活できるまちに

10 交通事故の無い安心な街

（現状は危なっかしい為）

あいさつが響く街（現状は

挨拶できない子が多い）

地域の声が届く街 香芝は交通量が多い割に歩道が異様に少なく、道路の路側帯も狭く

歩行者や自転車には危険なので改善してほしい。

11 先進 革新 多様性 子育て世帯が多いと思いますが他市町村に比べて政策が少なくても

集まってくると過信されているような気もします。子育て世帯は敏

感です。将来にわたってこの市に住んで良かったと思えるような、

子どもたちの幸せを尊重した政策を希望します。

12 つながり 市民がつながり、支えあえるまちづくりをしてもらいたい

13 可能性 ハートフル 安心 街全体で取り組む子育て

14 学ぶ楽しさ実感!!　かしばっ

ておもしろい！

公立の小中学校教員の質の確保と増員を求めます。

15 安心 人に優しく 新しい故郷 香芝市民は、大阪出身で、仕事や学校も大阪などへ通う方が多いよ

うに思います。あまりここが故郷という意識が薄いように思いま

す。香芝で生まれた子供たちが自分の町を誇れる、大好きな故郷と

思える町になればいいですね。

16 香芝の「失われた８年」を

取り戻す！

再び、「住むならかし

ば」！

本当の本当の意味で、社会的に弱い立場の人たちにやさしい街に

なってほしい。通勤に便利だから、ではなく、教育と福祉が充実し

た街になることで、香芝に住みたいと思う人が増えるようになって

いかなければならない

17 将来像　「C3　健幸都市

かしば」

C3（キュービック）＝

Citizen（市民）+Company

（企業）+City（まち）

３Cが健康、健全で幸せを実

感できるまちづくり

ペットを市民として登録し、寄付を募り、ドッグラン等の市民と

ペットの憩いの場をつくる

18 自然と共に成長する街  かし

ば！

みどり を 大事に思う そん

な街 香芝

自然 みどり 経済力 奈良代

表 住むなら香芝

人口が増えてきたので、あとは、経済力！大型ショッピングセン

ター等。映画館も無いんじゃあダメじゃないかなぁ！

19 発展 子供 助け合い

20 新緑の輝き 緑とふたかみ

21 チャレンジアタック香芝 観光・歴史・香芝 碧空・二上・歴史 観光協会を創り歴史と観光都市を目指してください

22 Be joyful all way どんなことにも感謝する 進取気鋭

問１．香芝市の将来像（あるべき姿のキャッチコピー）について、あなたが連想する

キーワードを３つまで記入してください。

No. 問２．香芝市におけるまちづくり等について、ご意見があれば自由

にお書きください。
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23 磨き 輝く スマイル(住まい＋笑顔にか

けて)

カガヤキ＋＋(ますます) スマイルかしば ・・・高付加価値都市を

目指すという意味で、輝きをプラスするという意味を＋＋ に込め

ました。＋というマークには、kashiba＋の＋や輝きを示す絵文字

を＋＋で表現しました。(星マークのようなもの)  スマイルには、

住まい(香芝市の特徴の1つ)＋笑顔(第4次のキャッチを一部継承)を

掛けました。

24 彩り Colorful High-Value

25 人 物 自然 特になし

26 人に優しく 環境に優しく

27 すんでよし はたらいてよし おとずれてよし 工場地帯を作って税収を多くすべき

28 ライフデザイン 育み（はぐくみ） 生きる ベッドタウンを超え、生活＆仕事＆育児それら全てを安心して得ら

れる街を目指して欲しい。

5/5



No. 団体名 基本理念（まちの将来像）

1 奈良市 市民がはぐくむ世界の古都奈良～豊かな自然と活力あふれるまち～

2
※奈良市

（策定中）
「わたし」からはじめる「わたしたち」のまち　奈良

3 大和高田市 元気な高田　誇れる高田

4 大和郡山市 あふれる夢と希望と誇り　暮らしてみたくなる　元気城下町

5 天理市
大和青垣に囲まれた歴史と文化かおる共生都市・天理

～創り、つながり、笑顔広がる、多様な連携で共に支え合うまち～

6 橿原市 歴史・文化と人がつくる交流都市

7 桜井市
観光・産業創造都市

～人と人とのつながりから、新たな歴史がはじまるまち～

8 御所市 自然と笑顔があふれる　誇れるまち

9 五條市 豊かな自然と歴史が織りなす　なごみとロマンとふれあいの創造都市

10 生駒市 自分らしく輝けるステージ・生駒

11 香芝市 笑顔と元気!!住むなら かしば

12 葛城市 歴史を重ね、未来を育む　時代を超えて　愛される住みよい共存の都市　葛城

13 宇陀市
みんなが生きがいをもって暮らせる魅力ある健幸なまち　宇陀市

～輝く歴史と文化の息づくまち～

14 山添村 住んでいてよかった　これからも住みつづけたい　山添村へ

15 平群町 緑豊かで心豊かな　子どもの歓声がきこえるまち

16 三郷町 輝きと安らぎのあるまちづくり

17 斑鳩町 ともに生き、ともに育むまち　歴史と文化がくらしの中に息づく”新斑鳩の里”

18 安堵町 小さくてもキラリ光る交流のまち　あんど～安堵A・N・Dプラン～

19 川西町 安心すくすく豊かな心を育む”かわにし”

20 三宅町 慈愛の風薫り、未来に光射すきらめきのまち　みやけ

県内他市町村の将来都市像
※令和元年5月発行 奈良県市町村要覧より抜粋

やまとこおりやま

まち
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No. 団体名 基本理念（まちの将来像）

県内他市町村の将来都市像
※令和元年5月発行 奈良県市町村要覧より抜粋

21 田原本町 子どもから高齢者まで　誰もがいきいきとした　暮らしを楽しむまち　たわらもと

22 曽爾村 この村で住み続けたいと思える人権豊かな村づくり

23 御杖村 心やすらぐ住よしの郷　御杖

24 高取町 日本一の山城と薬のまち「高取」

25 明日香村
古都の風格を育み、住む喜びと新たな魅力を創造する

－明日香を「感じ」「知り」「守り」「育てる」むらづくり－

26 上牧町 ほほ笑みあふれる和のまちづくり

27 王寺町 ～豊かな自然のなか、みんなでつくる心つながるまち～

28 広陵町 みなさんと共に「いい町」づくり！元気な広陵

29 河合町 輝きと潤いをみんなで築く水辺の里づくり

30 吉野町 いのちが輝き笑顔あふれる吉野町

31 大淀町 安全で住み良い、活力あるまちづくり

32 下市町 まじめで元気、みんなで創ろう新しい下市

33 黒滝村 未来につなぐ新しい村づくり～住民参加で活力ある村に～

34 天川村 天の国・木の国・川の国

35 野迫川村 安全・安心に暮らすことができる村、野迫川村

36 十津川村 心身再生の郷

37 下北山村 きなりの郷のものがたり／元気・本気の人気村

38 上北山村 大自然の力みなぎる癒しの郷上北山村

39 川上村 水源地の村づくり

40 東吉野村 夢と希望のもてる村づくり　安全安心に暮らせる村づくり　環境にやさしい村づくり
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