
第 7 次高浜市総合計画に掲げる将来都市像（キャッチフレーズ）について 

 
≪決定までの流れ≫ 

 

高浜市の未来を描く市民会議（第 3 回）5 月 22 日開催                               

ワークショップにて 10 年後の「なりたい高浜市」について考えました。 

（１）みんなが思う理想の高浜市を語りあう。 

（２）理想の高浜市に近づくために必要なことを考える。 

（３）キャッチフレーズのもとになるキーワードを考える。 

→将来都市像（キャッチフレーズ）を作ってみる。 

 

総合計画策定職員チーム会議（第 2 回）6 月 21 日開催                                

市民の皆さんに将来都市像（キャッチフレーズ）を公募するにあたり、参考となる「キーワー

ド」の追加・検討を行った。 

 

キーワードは全９９個（別添資料 1 参照） 

 

将来都市像（キャッチフレーズ）の一般募集（6 月 25 日～7 月 5 日）                     

（１）市ホームページおよび公共施設へのＰＲポスター・チラシを設置 

（２）中学校全生徒にチラシを配布 

 

キャッチフレーズ（案）は全１１７個（別添資料 2 参照） 

 

高浜市の未来を描く市民会議による投票（～７月１０日）                                 

全１１７候補から高浜市の未来を描く市民会議および総合計画策定職員チームメンバー

による投票により１０候補まで絞り込む。 

（１人３票とし、投票を行い、得票数の多い上位１０案を選定する） 

 

中学生・一般市民による投票（７月１４日～１８日）                                      

最終１０候補の将来都市像（キャッチフレーズ）（案）に対して、中学生・一般市民による投

票を行います。※一般投票は 7 月 18 日のみ 

（１）中学３年生によるオンライン投票 

（２）市内に投票箱を設置し、投票いただく（場所：市内ショッピングセンター「Ｔぽーと」） 

 

高浜市の未来を描く市民会議（第４回）７月２４日開催予定                              

中学生及び一般市民の皆さんの投票結果を参考に、市民会議で将来都市像（キャッチフ

レーズ）最終案を決定する。 

 

総合計画審議会（第２回）７月２７日開催予定                                         

      将来都市像（キャッチフレーズ）を決定！ 
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キャッチフレーズを考えるときに参考にしていただく「キーワード」について 

ALL FOR ONE アートのまち 技・食・住 すみやすいまち 

高浜から世界へ 業（わざ） 元気 

共生・共に生きる 愛着 世代のつながり 

認め合う やさしい ジェネレーション 

共感・共に感じる 安心・安全！ 大家族 

子どもの未来を感じる 夢があふれる 思いやり 

楽しめる環境づくり 自慢 突き抜ける 

未来のタネ ＰＲＯＵＤ ＯＦ 〇〇〇〇〇 ありがとう・ありがとうの町 

多文化のつながり 離れたくない スマイル（微笑み） 

実る ネットワーク いつでも どこでも スポーツ 

人とのつながり クリーン 育む 

サスティナブル きれいなまち 出逢い 

つなぐ・つながる 緑あふれる 幸せ 

絆・きずな 溢れる思いやり 挑戦・チャレンジ 

助け合い しあわせ一杯 好き・大好き 

living  together うれしい おたがいさま 

活気あふれる みんなの心にいつもたかはま 自分のまち 

パワフル Ｈappy  Life 夢 

エナジー ものづくり 笑顔（笑う） 

アイデア かわらないまち ふれあい（ふれあう） 

イノベーション みんな 心 

セーフティ 全員集合！ 希望 

ラブ＆ピース 人が輝くまち 誇り 

少し進化 きらめく 輪・和 

レボリューション 一家団欒 はじめる 

近未来 ゆったり 居心地のいい 

進化しつづける みんな主役 やすらぎ 

先駆け 魅力 青 

多種多様 先駆的 海 

住みよい 楽しい 咲く 

一生住み続ける 認め合い 一歩 

コンパクトシティ 来たい、住みたい 羽ばたく 

受け継ぐ 憧れるまち ふるさと 

第 3 回高浜市総合計画審議会 

令和 3 年 7 月２７日 

別添資料１ 



将来都市像（キャッチフレーズ）案について（１／４） 

1 地域のきずなと多文化共生を大切にする 安心・安全でサスティナブルなまち 

2 大家族でありつづけるため、思いを絆に、アップデート高浜 自然がはぐくみ安心安全で多様な町高浜 

3 未来へつなげる。人がつながる。かわら文化と産業のまち、高浜 

4 サスティナブルシティ タカハマ 

5 皆で創る 小規模ながら進歩を続ける都市高浜 

6 世界から高浜へ。高浜から世界へ。 

7 過去からつながり、未来へつなげる高浜 

8 ゆりかごから墓場まで。そんな高浜 

9 全ての人と共存共生するまち高浜市 

10 伝統と共生の高浜市 

11 グローバルシティＴＡＫＡＨＡＭＡ！ 

12 住んで育てて元気なタカハマ（たかはま） 築こう しあわせの輪 

13 いいじゃん高浜みんなこの指とまれ 昔が有って今が有りそして未来へ続く 

14 アジアのハブタウン高浜 やさしさの行きかう街高浜 

15 歴史と文化 坂のある 土管坂 

16 見守りあい 世代がつながる あいさつ 声かけ 

17 子供から高齢者まで声をかけあう街高浜 

18 世界（アジア）につながる街高浜 誰もがやさしくなれる街 思いあう街 

19 やさしさの循環 思いやり リサイクル 住みたくなる街 心おだやかに過ごせる街 

20 みぢかなまち がいこくじんのともだちがほしいです きんじょのひととはなしたいです 

21 身近で人の心がつながる街たかはま 

22 異文化交流と出会いのある街たかはま 

23 ＩＴ活用日本一をめざすまちたかはま 

24 多様性を認めあえる街高浜 

25 瓦から世界へ～世界とつながる高浜市～ 

26 志〝タカ″く前世代が〝ハマ″るタカハマ 

27 来たい、住みたい デジタル都市 多文化接続町 

28 つなぐ つながる みんなのまち 高浜市 

29 助けあう やさしいまち 高浜市 

30 子供のための都市 

31 多種多様な人々が声をかけあいつなぐつながるたかはま市 

32 みんなでつながりみんなで楽しむたかはま 

33 教えあい 支えあう ネットワーク たかはま 

34 瓦のまちの変わらぬ愛 大家族たかはま 

35 皆で育て、皆と育つ （小さくとも）彩りある甍のまち高浜 

36 世代のつながり生かし進化を続ける町 

37 小さいまちの大きいタカラ「ヒト、幸せ、ミライ」 教育のまち 今日行くまち 今日生くまち 
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将来都市像（キャッチフレーズ）案について（２／４） 

38 安全・安心の町づくり 

39 高浜ドリーム～夢（一人一人のそれぞれの思いや夢）を語り合えるみんな（老若男女、国籍をこえて）がしあわせなまち 

40 人にも地球にも優しい高浜市 安心なまち 安心な衣食住でずっと住み続けたいまち 

41 責任ある市民みんなでまちのために、広めよう協働の輪 

42 市民活動で大きな花を咲かせましょう、協働のまち高浜 

43 みんなで取り組む自治のまちづくり高浜市 

44 まちづくり活動で、みんなの顔が見える、心もつながる 

45 参加して、初めて解るまちの良さ 

46 ここに住みたいまち、みんなで創った高浜市 

47 ここに住みたいまち、一人ひとりのまちづくり参加から 

48 協働は市民エネルギーの巨大バッテリー 

49 まちの姿も活動の姿もスマートだよ高浜市 

50 守らねばならない人と文化がある、みんなのまち高浜市 

51 子どもたちにも伝えたい「高浜の住民力」 

52 他市からも憧れる住みたい街  ゴミのない花いっぱいの美しい町 

53 オニあげ↑タカハマン！ 

54 大家族で助け合い発展するまち高浜 大家族でつながって未来をつなぐまち高浜 

55 鬼も馬もあなたもわたしも受け継ぐ高浜魂 

56 ワールドワイドへ走れ集まれ高浜の者達 

57 移り住んで良かった来て良かったまち高浜 

58 たのしかったぜー 高浜市  

59 明るいまち、楽しいまち、住みよいまち、みんなでつくろう わたしたちの高浜 

60 たくましく、家族と ともに、はげましあうよ、まちはひとつだ、しあわせたかはまファミリー 

61 「た」くましく 「か」ぞくと共に 「は」げましあうよ 「ま」ちはひとつだ、しあわせファミリー 

62 子供、大人、老人 手を取りながら元気で明るいフクシの町高浜 

63 子どもが元気 美しい町高浜 

64 髪の色いろいろ子供が元気高浜 

65 緑いっぱい美しい町高浜 

66 いらかの街並美しい高浜 

67 ゆとりある く（暮）らしある 明るくすごす高浜 

68 いなかであり、とかいである ゆとりある高浜 

69 みながつながる世界へつなげる ハッピースマイルタカハマ 

70 世界へ自慢 高浜魂 

71 楽しい町 住みやすい町 みんな友達たかはま 

72 声タカらかに 住めばハマるまち高浜 

73 さいごはー？よかったっぜーー！！！ 

74 きらきら「た」のしく うきうき「か」わるもかわらないも わくわく「は」ずむよ ほんわか「ま」ごころ 



将来都市像（キャッチフレーズ）案について（３／４） 

75 空と水のきれいな高浜 

76 育てよう未来の宝幸せな街高浜 

77 強い高浜育てよう 元気１００％ 

78 キラリ輝く人の輪 心の輪 未来都市高浜 

79 皆が知る 安心 子育て 高浜市 

80 （不易流行）ｏｒ（温故知新） 「かわら」ない町たかはま 

81 若い力で盛りたてる教育 スポーツ 夢ある高浜 

82 田舎なり元気な夢ある高浜 

83 「た」のしく か？ 「は」っぴー ま？ 

84 なにもない。 それが…ＴＡＫＡＨＡＭＡ 

85 クリエイティブな中規模都市 

86 丁寧に過ごせるまち たかはま 

87 突き抜けて 育てあうまち たかはま 

88 丁寧に育てあい 過ごせるまち たかはま 

89 しなやかに永遠に続くまち たかはま 

90 あなたのハートをつかんではなさないまち高浜市 

91 みんなが主役 高浜らしいみんなのための町を作ろう 

92 人と人が国籍を超えて交わる町高浜 

93 未来のため 広い空 美しい町を守り 発展へ 高浜市 

94 「みんなちがってみんないい！こんなに住みやすい 大家族たかはま」 

95 「学びあう 認めあう」手と手をつなぐ 大家族高浜 

96 みんな集まれ  ワールドワイド高浜 

97 人と人 輪広げる 高浜魂 

98 しあわせを感じられる町タカハマ！ 

99 誰でもがしあわせと感じる町タカハマ！ 

100 人・ヒト・ひと 人と地域がかがやく熱いまち高浜 

101 ひと・ヒト・Hito 人が輝き未来を拓くまち高浜 

102 ひと・ヒト・人 市民で築くオンリーワンの TaKaHaMa 

103 We are スーパーヒーロー 目指せ NO1 応援する街 TAKAHAMA 

104 「高」めあい 「は」げ「ま」「し」あい みんないきいき たかはまし 

105 I（自分だけ）よりも愛（地元みんなで）をはぐくむ たかはまし 

106 絆つないで笑顔いっぱいあふれる高浜へ 

107 思いやりで紡ぐたすけあいの環高浜 

108 タのしくカかわるハばたくマち 

109 いっしょにつくろう！！！わたしの一歩みんなの一歩このまちの一歩 

110 かえるまち、かわらないまち、たかはま 

111 この広い地球で偶然出会い、この長い長い時の中で偶然同じ時を共に過ごすたかはま市民は大切な仲間達  



将来都市像（キャッチフレーズ）案について（４／４） 

112 みんなで住もう 来たい 住みたい 憧れるふるさと 大家族たかはま 

113 みんなのため まちのため 地球のために かわらずに かわりつづけるまち 高浜 

114 幸せな 人と想いを つなぐまち たかはま 

115 「つなぐ つながる 共生のまち たかはま」 

116 （みんな）笑顔で Happy Ｌife!育もう豊かな心、人との絆 the 高浜 

117 ココチイイまち No.1  あったか大家族タカハマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



将来都市像（キャッチフレーズ）案の第 1 次投票結果 

 フレーズ 票数 

28 つなぐ つながる みんなのまち 高浜市 9 

3 未来へつなげる。人がつながる。かわら文化と産業のまち、高浜 7 

115 つなぐ つながる 共生のまち たかはま 6 

29 助けあう やさしいまち 高浜市 5 

4 サスティナブルシティ タカハマ 4 

55 鬼も馬もあなたもわたしも受け継ぐ高浜魂 4 

61 「た」くましく 「か」ぞくと共に 「は」げましあうよ 「ま」ちはひとつだ、しあわせファミリー 4 

78 キラリ輝く人の輪 心の輪 未来都市高浜 4 

91 みんなが主役 高浜らしいみんなのための町を作ろう 4 

114 幸せな 人と想いを つなぐまち たかはま 4 

◎投票期間 ： ～7 月 10 日 

◎対    象 ：高浜市の未来を描く市民会議 及び 職員策定チームメンバー 

 

 

 

将来都市像（キャッチフレーズ）案の第２次投票結果 

 フレーズ 票数 割合 順位 

1 つなぐ つながる みんなのまち 高浜市 47 12% ３位 

2 未来へつなげる。人がつながる。かわら文化と産業のまち、高浜 39 10% ４位 

3 つなぐ つながる 共生のまち たかはま 19 5% １０位 

4 助けあう やさしいまち 高浜市 39 10% ４位 

5 みんなが主役 高浜らしいみんなのためのまちを創ろう 39 10% ４位 

6 幸せな 人と想いを つなぐまち たかはま 64 16% 1 位 

7 
「た」くましく 「か」ぞくと共に 「は」げましあうよ 「ま」ちはひとつだ、

「し」あわせファミリー 
33 8% ９位 

8 サスティナブルシティ タカハマ 36 9% ８位 

9 鬼も馬もあなたもわたしも受け継ぐ高浜魂 50 12% ２位 

10 キラリ輝く人の輪 心の輪 未来都市高浜 39 10% ４位 

【中学３年生対象オンライン投票：5 日間】 

◆実施期間：令和 3 年 7 月 14 日（水）～7 月 18 日（日） 

◆投票者数：291 名 

 

【一般投票 1 日間】 

◆実施期間：令和 3 年 7 月 18 日（日）10 時～１８時 

◆投票者数：114 名 
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これまでのワークショップや投票の結果を踏まえ、キャッチフレーズの最終案については、7 月 24

日開催の高浜市の未来を描く市民会議で検討・決定しますので、結果については当日、資料を配

布させていただきます。 

 

 

 

 


