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総合計画策定のためのタウンミーティング 

【開催報告】 

◆日時・対象校区・参加者数 

①令和２年２月３日（月） 香芝東中学校区 １６人 

②令和２年２月４日（火） 香芝北中学校区 １９人 

③令和２年２月６日（木） 香芝西中学校区 １６人 

④令和２年２月７日（金） 香芝中学校区  １７人 

◆市側の出席者 

吉田市長、鎌田副市長、村中教育長、堀本企画部長 

◆当日の流れ 

初めに、「香芝のこれからを考える 総合計画策定のためのタウンミーティング」と題し、スライド

を用いて第４次香芝市総合計画の成果、現状と課題、第５次に向けてのビジョン等を説明した後、自由

な意見交換を行った。 

 

＜意見交換の概要＞ 

※内容は、要旨としてまとめたものです。 

※当日その場でお聞きできなかったご意見・アイデア等もまとめて記載。 

 

①香芝東中学校区 

分野 ご意見・アイデア等 

安全・安心 

避難所にある災害用備蓄品が少ないように思う。自助公助の観点から、足りない分

は自ら用意するという意識の啓発に努めてはいるが、市のバックアップとして、も

っと備蓄品の充実に努めていただきたい。 

安全・安心 
現状の避難所の数や収容人数は、大規模災害時を想定した場合、十分な体制なのか。

幼稚園や保育所を避難所に指定するなど、もっと増やすべき。 

安全・安心 
防犯カメラ設置について、他の自治体に比べて自治会への補助金が少ないように思

う。市がもっと率先して危険な箇所へ増設してほしい。 

安全・安心 安全・安心の市を目指すため、防犯カメラを重要な場所に増設してほしい。 

安全・安心 
東良福寺地区において、生活道路を通り抜ける車が多く危険であるので、速度制限

をしてほしい。 

都市基盤 近鉄五位堂駅の北側は区画整理されたが、南側の都市計画が進んでいない。 

都市基盤 
無電柱化や地下埋設物の共同溝化など、道路基盤の整備をどんどん進めていってほ

しい。 

都市基盤 
すみれ野地区において、無電柱化はできなかったのか。また無電柱化した場合、電

灯や防犯カメラはどのように設置するのか。 

都市基盤 
近鉄五位堂駅の北側ロータリーについて、車の送り迎えなど混雑時は危険である。

改善できないのか。 

都市基盤 国道１６８号線の２車線化はどうなっているのか。 
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都市基盤 
近鉄五位堂駅の北側から真美ケ丘へ向かう道路の歩道にある植樹を撤去できない

か。交通量が多く混雑時に危険だと思う。 

健康・福祉 生喜病院の送迎バスを近鉄五位堂駅まで行かせるよう市から働きかけてほしい。 

子育て・教育 学校におけるトイレは和式が多く、洋式化をしてほしい。 

産業・文化・連携 
農業用水路の補修について、壊れてからの修繕工事への助成金だけでなく、壊れる

前の保全工事にも助成金を出してほしい。 

産業・文化・連携 

地域のコミュニティづくりのために、自治会で毎年夏祭りを開催しているが、自治

会の規模が小さくなり、高齢者も増えてきており、続けていくことが厳しくなって

きている。大規模なコミュニティ活動に市から補助金を出してほしい。 

行政経営 

指定管理者制度の導入によって、経費削減等のメリットはあるかもしれないが、市

民サービスが低下している部分もある。たとえば、ふたかみ文化センターの会議室

を使用した際に、以前は開始 10 分前に空調をつけることができたが、今はとても

厳しい。 

行政経営 市民目線の行政をどんどん取り入れてほしい。 

 

②香芝北中学校区 

分野 ご意見・アイデア等 

自然・環境 ごみの分別化の強化をしてほしい。 

自然・環境 

スポーツ公園の計画はどうなっているのか。スポーツ公園のような施設ができれ

ば、人が集まり、周りの土地もさらに開発され、学校や企業も参入してきやすくな

るのでは。 

自然・環境 

スポーツ公園は、今の計画内容では、事業費、ランニングコスト、利用者数の想定

など、見積もりがずさんだと感じる。20年前に考えた計画内容が、今の世の中に合

っているとは思えず、市の財政を悪化させるだけではないかと心配する。内容や運

営方法を見直した方がよいと思う。 

自然・環境 
市内での交通の便が悪い。スポーツ公園ができたとしても、そこまで行く手段がな

いようでは人は集まらないので、その点も考えてほしい。 

自然・環境 上下水道の老朽化に対応してほしい。 

安全・安心 
旭ケ丘小学校前から香芝インターに抜ける道の交通量が非常に多い。特に朝と夕方

の通勤・通学時間帯に多く、危険である。改善を検討してほしい。 

安全・安心 
今後、高齢者が増えていくと思うので、高齢者の生活難民をどうするか検討してほ

しい。 

都市基盤 

市民アンケート結果「香芝市に住んでいてよかったこと・困ること」で、「交通機

関の利便性」がどちらにも挙げられており、市の中で２極化が進んでいるように思

う。市全体の安全性確保、利便性向上を考えてほしい。 

都市基盤 
コミュニティバスについて、大きなバスはいらない。もっと小さいバスでよいので、

道の細い村の中まで走らせてほしい。お年寄りが大変困っている。 

都市基盤 
地区内の道路が狭く、コミュニティバスや救急車、消防車入ってくることができな

い。 
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都市基盤 

デマンドタクシーの運用方法を見直すべきだ。通勤代わりに使っている人もいると

いうようなことも聞く。市民の税金で運用しているわけだから、回数や年齢、使用

目的など、一定の制限を設けるべきではないかと思う。 

都市基盤 

国道 168号線の工事はいつ完了するのか。完了すれば、そこに続くその他の道路で

今引き起っている交通問題も解消されるのではないかと思う。東西は中和幹線が走

り利便性が向上したが、南北の道路が発達していないままである。子どもたちの安

全のためにもお願いしたい。 

都市基盤 
香芝北中学校の東側の道路が、途中で途切れている。西名阪自動車道まで続く予定

だったと聞いているがどうなったのか。 

都市基盤 JRを複線化してほしい。 

都市基盤 

今後、10年も経たないうちに空き家の問題が深刻化してくると感じている。若者た

ちは他の土地で就職したきり帰ってこないことが多く、何らかの対策が必要なので

はないか。空き家に野生の動物が住み着くなどしており、怖い思いをしている住民

もいる。 

都市基盤 空き家対策を考えてほしい。 

子育て・教育 

現代の子どもたちは、塾通いや室内でのスマホゲームなどが主流となっており、基

礎体力が落ちてきているように思う。子どもたちの基礎体力を増進させるような取

り組みを行っていくようお願いしたい。 

産業・文化・連携 

旭ケ丘地区は、現在、小学生・中学生が非常に多いが、10 年後、20 年後、働く年

齢となったときには、市内に働く場所がなく、他の土地へ出て行ってしまうだろう。

まちの発展のために、働ける環境づくりを考えてほしい。 

産業・文化・連携 

10年後を考えると、今の小・中学生が中心世代となっているころである。地元で仕

事ができる体制にしないと、地元から出ていく人が多くなってしまうのではない

か。 

行政経営 総合計画と他の計画との整合性は取れているのか。 

行政経営 

計画した事業が数十年たっても完了せず、時代が変わり、その事業が必要となくな

ってしまっていることがよくある。全てにおいて、スピード感を持ってやってほし

い。そして、予算のない中でも、香芝市は今、何を一番にやるべきであるか、メリ

ハリを付けて取り組んでいただけたら、市民にもその意思は伝わるし、協力的にも

なってくるんじゃないかと思う。 

 

③香芝西中学校区 

分野 ご意見・アイデア等 

自然・環境 

将来さらに人口減少が進むと見込まれる状況において、公共下水道事業は莫大な費

用がかかり、継続的に維持管理していかなければならないことを考えると、今後未

整備地域を整備していく必要はないのではないかと考える。地区のほとんどに整備

されている既存の浄化槽で代替できないか。 

自然・環境 住環境整備課の設置。 

安全・安心 豪雨時の籏尾池・分川池・下池の治水対策について、心配している。 
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安全・安心 
大雨時、田尻の原川が氾濫しかけた。市は管轄ではないというが、主体となって対

応してほしい。 

安全・安心 
池や川の洪水基準等、雨量計を設置することで把握に努め、よりきめ細かい地域別

の警報・災害情報、避難勧告を行ってほしい。 

安全・安心 市独自で雨量計の設置はできないか。 

安全・安心 
自分の地域で最も安全な場所がどこか分かるように、より明解なハザードマップを

作成してほしい。 

安全・安心 ハザードマップの作成は早急に願う。 

安全・安心 避難所に関して、国と違って、市には柔軟性な対応をとてもらいたい。 

都市基盤 コミュニティバスの空白地域の解消。高齢者の移動手段の確保。 

都市基盤 
近鉄二上山駅の駅前が狭く、踏切も近いため、危険である。駅前広場を拡張してほ

しい。 

都市基盤 
穴虫田尻線（香芝市街路整備プログラムで設定）の都市計画道路を完成させ、地域

を活性化してほしい。 

都市基盤 
穴虫田尻線（香芝市街路整備プログラムで設定）の都市計画道路は以前の計画が変

更され、住宅地に食い込む形になった。従来の計画に戻してほしい。 

都市基盤 国道 165号の拡幅を早期に進めていってほしい。 

都市基盤 竹田川流域の開発については、有意義なものにしてほしい。 

都市基盤 局部的にでも生活道路の拡幅を進めてほしい。 

都市基盤 生活道路はスポット的にでも優先順位をつけて改善を急いでほしい。 

健康・福祉 

地域福祉の増進、強化が必要だと考える。社会福祉協議会だけでなく、行政もより

一層関わりをもって実施していってほしい。社会福祉課に地域福祉係を置いてほし

い。また、地域福祉推進を条例化してほしい。 

健康・福祉 
総合計画に地域福祉の項目を設置し、3 年毎の進捗管理で点検する等、把握に努め

るべき。福祉へ補助金を支出し、社会福祉協議会で実施していくべき。 

健康・福祉 福祉面は自治会も社会福祉協議会と協力して取り組みたい。 

産業・文化・連携 今後の市の発展のためには、企業誘致を推進していくべき。 

産業・文化・連携 

どんづる峯等、観光資源のブラッシュアップ。香芝市でのミニジオパーク構想を提

案する。 

＊ジオパーク…地球科学的な価値をもつ遺産を保全し、教育やツーリズムに活用し

ながら、持続可能な開発を進める地域認定プログラム。 

行政経営 

2030年問題に取り組んでほしい。 

＊2030 年問題…高齢者の増加・貧困、労働力の低下、過疎地域の拡大など、2030

年に起こりうる社会問題の総称。 

行政経営 近隣自治体との比較など、明確な指標をもって、市の魅力を伝えるべき。 

行政経営 生活に直結する指標を他市比較で示してほしい。 

行政経営 
市の PR については、相撲などよりも趣味・文化サークルの活動、人数などを紹介

すれば、身近に感じられ、アピールにつながると思う。 
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④香芝中学校区 

分野 ご意見・アイデア等 

安全・安心 
新型肺炎等の感染症対策について、感染拡大の予防策及び診療体制は。また、第 4

次総合計画には掲載されていないのできちんと位置づけてほしい。 

都市基盤 
水路や川について、開発で田が減少すると水量が増えるため、洪水の不安がある。

県が管理しているところも含めて整備してほしい。 

都市基盤 
ＪＲ香芝駅の駅舎を改築してほしい。また、近鉄下田駅とＪＲ香芝駅は近くにあり、

連絡駅として使えるのに利用客が少ない。駅前整備を進めて集客力を高めるべき。 

都市基盤 市の南側地域の道路整備を進めてほしい。 

子育て・教育 
子どもの遊び場所について、公園は球技禁止なので一部でも球技可能にしてほし

い。 

子育て・教育 ０歳児からではなく、妊娠期から支援をしてほしい。 

健康・福祉 
高齢者の介護ニーズは増加しており、ニーズに応えられる様々なサービスを提供し

てもらいたい。 

産業・文化・連携 農地が減少している現状で、地域の素材（食品）をどう守るのかに課題がある。 

産業・文化・連携 
相撲発祥、観光スポット等、香芝をもっとＰＲしてほしい。名所を紹介する動画な

ど、他の市町村を見習って取り組んでもらいたい。 

産業・文化・連携 

現在、自治会が実施している事業等について、現状どおりでは今後も継続すること

が難しい。内容の改善や自治会負担軽減のためのコストについて市からも補助して

もらいたい。 

産業・文化・連携 文化・スポーツ施設の改善に注力してほしい。 

行政経営 
区画整理などが終了し、人口増加も落ち着いてきた。これまでどおりでは立ちゆか

ないことを受け止め、政策・方針から見直す必要がある。 

行政経営 
総合計画について、重点化するところを決めてメリハリをつけてほしい。また、ビ

ジョンをでは様々な施策を掲げているが、どう実現していくのかが重要。 

行政経営 
若者が進学や就職で出て行くことが多く、高齢化や人口減少につながっているので

は。人口が増加している他市の取り組みを見習うべき。 

行政経営 財務指標の改善について、数値目標を持って取り組んでほしい。 

行政経営 
自治会として市役所と接する機会が多いが、一部職員についてはもっとレベルアッ

プしてほしいと感じている。人材育成に力を入れてほしい。 

行政経営 
幼稚園教諭は子どもための重要な仕事であり、負担も大きいと感じている。モチベ

ーション向上のため、環境や待遇を改善してほしい。 

行政経営 
種々の要望に対して、スピード感を持って対応してほしい。すぐに解決できない場

合も、時間がかかることや進捗を報告してほしい。 
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