長久手市総合計画愛称総選挙応募作品一覧
№
応募作品
1 人づくり まちづくり 幸せづくり ながくてプラン まちは人であり、そこに暮らす人の幸せであるから

応募作品の説明

2 幸福度アップ プランながくて

長久手で暮らす人の幸福度アップが、市の大きな目標だから

3 もっと まるごと ながくてプラン

もっとよくしたい、もっとつながろう、もっともっと長久手を知ろう。もっとには、幸せを目指す意味。まるごとには、混ざって暮らす、地域のこと、
家族のこと、全体を考え異様という意味

4 夢たま無量！

感無量の変化した形。数えきれない夢の卵が生まれてくる様子。

5 ドリームエッグ

夢ある卵

6 ながたま

長久手プラスたまご

7 Nエッグ

Nは長久手、NEW、NATURAL NEAR・・・など広義に当てはまる。

8 ロングハンズ10

読みは、ロングハンズテン。長久手を、長く久しく手を取り合ってと、読み解き、日常的な英語をあてました。長ーい手で、目標にリーチをかけ
るイメージです。

9 長久手紙

市民みんなで、将来に対して、手紙を書こう、というイメージです。

10 長く久しく手をつなぎ

愛称は短めのものが多いのですが、意図的に長目にしてみました。由緒ある地名、長久手の３文字を盛り込みました。

11 ながくて未来のカタチ計画

総合計画は、近い将来どんなまちにするのかの指針示す計画。それを「長久手のカタチ」と表現しつつ、手づくりな感じと、若々しい感じを表
現してみました。

12 私たちの長久手みちしるべ

私たちがつくる、私たちのまちの計画という当事者意識をやわらかく表現してみました。

13 みんながプラン（みんなの長久手計画） 内容はこれからなので、あえて意味を持たせず仮称のつもりで、語呂だけで考えました。
14 長久手市たつせがある計画

長久手市と言えば「たつせがある課」ですよね。

15 幸せ活力長久手プラン

市民の幸せと、まちのますますの活力を計画的に進めるイメージの愛称です。

16 安心安全幸せ長久手プラン

よりよい安心安全な暮らしと、幸せな毎日が送れるような市民生活をこれから考える計画のイメージです。

17 いいな幸せ長久手プラン

みんながいいなと思えるような、幸せなまちをこれから考えるイメージです。わかりやすく親しみやすいと思います。

18 みちのり

自作の「『道のり』は 長くて(長久手)近し きずな街」から、「みちのり」と名付けました。これからも延々と続く長久手の発展の歴史を、住民の
方々と共に、絆で培っていくのでしょう。

19 長久手はなまるプラン

長久手の総合計画が、住民の皆様のご協力のもと「はなまる」を頂けるようなプランになれますようにとの願いを込めました。

20 長久手あすなろプラン

23 長久手の育て方

娘夫婦が「久保山」に居を構えて2年になりました。このように若い方々が安心して住めるように、そして、今日より明日、明日より明後日がより
良くなりますようにとの願いを込めて名付けました。
未来＋ライトアップからきています。長久手市では冬にイルミネーションをやったり、夏にはlightning bug（ホタル）がいたりと光に縁があるように
思いますが、市民ひとりひとりにスポットライトを当て、時には防犯灯にもなりながら、市としてステップアップできる計画になってほしいと思って
います。
長久手市を舞台に「〇〇やります！」「〇〇やってみたいです！」がたくさんでてくるまちになってほしいし、それを実現できる市になると素敵
だと思ったから。また、総合計画を作っていく過程で、そんな人にたくさん出会えたらうれしいし、様々なチャレンジが載っている総合計画だと
楽しいし、読んでるとポジティブな気持ちになれそうだから。
まちを我が子のように思って育てていこう、という発想。「みんなでまちを育てていこう！」というメッセージの方が、「まちづくりに参加しません
か？」より響くと思ったから。

24 「夢の卵」計画

歴史ある長久手が未来に向かって大きく羽ばたくイメージを「夢」という言葉にのせてみました。

25 まちの羅針盤づくり

まち〝船〟のコンパスを、市民みんなが観て〝家族のくらし計画〟を考える羅針盤で、自治行政権・財政権・自治立法権を有する完全自治
体を示す

26 皆んなの暮らし10年プラン

未来は〝いま今日〟という日々の積み重ね、10年間の密度の濃いプランで、自治行政権・財政権・自治立法権を有する完全自治体を示す

27 ながくて楽市楽座づくり

長久手の市内の〝豊かな経済づくり〟から〝みんなのくらし計画〟を考えて、自治行政権・財政権・自治立法権を有する完全自治体を示す

28 みどり輝く都市 長久手

長久手は、名古屋の近隣ですがまだ緑に溢れぜひ自然と共存出来る都市作りをしてほしいです。

29 いつも長久手(長くて)永久に

長久手市の総合計画にちなみ、長久手は長い。だじゃれっぽくしておやじギャグみたいに「いつも長久手(長くて)永久に」と名付けました。

30 長久手燦燦飛翔発展VISION

希望の太陽が燦燦と映える希望の大地の豊かな自然・環境を背景として、リニモでにぎわい交流するまち、人が生き生きとつながるまち、文化
をみがき人が輝くまち、みんなの力を結集する自治と協働のまちが力強く飛翔発展勇姿をめざす長久手市の総合計画（VISION)を、誰にでも
一目見てよくわかり広く親しみ愛されるよう表現した。

31 長久手ゆめごっちプラン

卵を育てる「たまごっち」にように、夢を育てていくイメージから「ゆめごっち」を「長久手」につなげ、「プラン」を付けました。

32 あなたも参加のタウン計画

みんなの参加を促すように、「あなたも参加」と呼びかけるようにし、「タウン計画」をつなげました。

33 あなたが描くゆめタウン計画
34 長久手さわやか計画

一人ひとりの参加を促すため、「あなた」という言葉で呼びかけ、あなたが想い描く、夢のあるまちを創っていきたい、そんなイメージから上記と
しました。
長久手は古戦場のイメージが色濃く残る処。其れ故にいろんな話題が付きまとう。でも、世の中は変わった。次々と名古屋の中心部からお洒
落な店がやって来る。そんな「さわやかな」街に生まれ変わるのだ。そんな意味を込めています。

35 長久手みんなの夢プラン

市民みんなの夢を叶えてゆく計画。

36 ながくて短い10年計画

「長久手」をもじって「ながくて」にしました。後は文字通りに、１０年計画は長いと思っても、あっという間であることを表現しました。

37 ながくても楽しい10年計画

「長久手」をもじって「ながくて」にしました。後は文字通りに、１０年計画は長いが、それが、長久手なら、ながくても楽しいことを表現しました。

38 ながくて10年いい街計画

「長久手」をもじって「ながくて」にしました。後は文字通りに、「長久手を、１０年年かけて、いい街にする計画」を表現しました。

39 夢たま無量！計画

感無量の変化した形。数えきれない夢の卵が生まれてくる様子。

40 ながーくあった夢(め)ブロジェクト

長久手市の長と夢をはぐくむことの両方をかけた愛称。

41 飛行船 未来号

未来へ向けて、さあ出発 !! 乗組員はみなさん。みんなで作った航海図を頼りに･･･でも目的地はひとつではなかった !？海賊船に出くわした
り、宝島をみつけたり、乗組員の仲間割れがあったり、回り道してでも、かんばって、めざす未来へたどり着け !!

42 2028長久手未来構想

わかりやすくしてみた

43 さぁこいや

長久手市は北緯３５度１８分に位置します。そこで、さぁこいやと名付けました。今いる場所が県市町単位ではなく地球単位で表しました。大き
な目で見ましょうという提案です。

44 みんなでやろかぁ

これからの長久手をいろんな人の意見や考えを元に、より良い方向へもっていけるようにするため

45 つなぐ少し先の未来へ

市民や行政いろいろな立場や関わりの人がつながりつくっていけるようにするため

46 ながく、手を携えて暮らす街

今日も、明日も、末長く長久手市民が、協力し合い、まちづくりを行なっていく様子を愛称に結びつけました。

47 今までも長久手、これからも長久手

暮らしやすい町、長久手市。これからも、暮らしやすいまちづくりをすべく、総合計画をつくりましょう。

48 ながよしプラン2029

住んでよし、学んでよし、働いてよし・・・ ながくてのながと、よし、そして１０年後の２０２９年をつなげて

49 ナガスマプラン

長久手の「ナガ」に、３つの「スマ」と計画「プラン」を組み合わせ、「ナガスマプラン」と名付けました。一つ目の「スマ」は「住まう」こと、二つ目の
「スマ」は「スマート（粋な）」、三つ目の「スマ」は「スマイル（笑顔）」を意味する。

21 長久手ミライトアップ！プロジェクト
22 長久手やります宣言
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52 ながくてわたしたちのプラン

長久手の「ナガ」に、３つの「スマ」と概観計画「レビュー」を組み合わせ、「ナガスマレビュー」と名付けました。一つ目の「スマ」は「住まう」こと、
二つ目の「スマ」は「スマート（粋な）」、三つ目の「スマ」は「スマイル（笑顔）」を意味する。
実を結ぶ果樹は、その土がよくなければ、根を張らず、育ちません。ミライノキは、みんなの創造(イマジネーション)が肥やしとなり、将来、いろ
いろな果樹が実ります。みんなが創造して、どんな果実がよいか考えるとミライノキは芽を出します。
街づくりは行政が行うものと思われがちです。しかし、街は住む人、働く人、その場にいる人のためのものであり、その人たちが心地よいもので
なければなりません。その思いを込めました。

53 ながくてカエルプラン

長久手を良い方向へ変え、多くの人が帰りたく（住みたく）なる街を作る計画がこんな街にしたいと思えるものになると思います。

54 ながくてみえるプラン

長久手が魅力的（魅える）、未来がある（未える）街であることを描く（見える）計画を、という思いを込めました。

55 フリー な+が+く+て

みんなが自由な発想を。

56 天髙く、はばたけ、長久手市

子どもから大人まで住みやすい町

57 創造 緑の都プロジェクト

ゴロのよさ・長久手＝緑・以前プロジェクトＸはテレビでやっていたので年輩の方でも受け入れ易い

58 コーディネート長久手10

長久手の市・人間・環境をコーディネートする10年

59 はばたき道しるべ

向う10年間まちづくりに取り組む総合計画

60 未来指針

向う10年間まちづくりに取り組む総合計画

61 １０年総計

向う10年間まちづくりに取り組む総合計画

62 あすながプラン

明日（あす）の長久手市（なが）を考える計画との意味。

50 ナガスマレビュー
51 未来の樹(ミライノキ)

63 テンドリームプラン

１０年先（Ten→テン）の長久手市の「夢」（Dream→ドリーム）を実現するための計画との意味。

未来から現代へやって来たメッセンジャー「ミライ」は自分たちの住む世界が危機的状況にあるという。でも、そのメッセージの内容も、対する
私たちの台詞やストーリーなどは何もありません。なぜなら、この物語を考えるのは、私たちだから！未来の暮らしは、どうなってしまったの
か！？果たして「ミライ」は元の世界に戻ることができるのか！？
ハイブリッドとは「異種混合」を意味し、①「旧住民」と「新住民」、②「歴史・文化」と「福祉」、③「若年者」と「高齢者」、以上３つの組合せを意識
ＮＨＡＰ（長久手・ハイブリッド・アドバンスド・プラン）
した長久手市の先進的（アドバンスド）な総合計画（プラン）を目指しています
近年、劇場を中心に地域の文化的なつながりを文化的コモンズと現わしています。地域の共同体の誰もが参加出来る入会地のような、いわゆ
る共同利用地のことをコモン（公共）の複数形「コモンズ」と表わします。あらゆる人々、団体が網の目のようにつながり、計画を遂行していく「長
長久手コモンズ
久手人」の共有書として称しました。
熱く語り合う様とネットワーク、次代、時代を掛け合わせた造語をひらがなにしました。時代時代でまちづくりの熱量が移り変わっていく様をみ
ねっとうじだい
んなで考える。
みんなでつくった みんなの総合計画 市民主体で作成した総合計画であることを分かりやすく表現することにより、事業を実施する際に、全ての人が納得して携わることができるた
め。
長久手市では、市民一人ひとりが、地域の中で役割を持ち、居場所があることを常に念頭において、まちづくりを進めていくことをみんなが意
一人ひとりに役割と居場所があるまちづくり計画
識できるようにするため。

64 未来物語
65
66
67
68
69

70 そうけいさん、あんたのおかげで、元気です 長久手市に係わる全ての人が、いつまでの健康で幸せを感じて生活できるように、まちづくりを進めていくため。
71 長久手ＤＩＹプラン

Do It Yourself、市民自身による手作りの計画。

72 みなぷら

長久手市のみんなで考えるまちづくりプラン の豪快な略。

73 みん・なが２０２８

みんなで参加する「みん」とながくての「なが」を組み合わせて、平成４０年度を西暦で２０２８と表した。

74 ながくて夢プラン２０２８

覚えやすさとシンプルさを重視。

75 ながくてミンナーデ・プラン２０２８

皆が参加するという思いを込め「みんなで」の語感を変えて単語化した。このような語感はクーテシガーナにも近いのでは。

76 破竹のゴールド・プラン

現在の躍進の上に（破竹）10年先を見据えた全国トップ級（金）のプラン

77 未来のかたち長久手

長久手の10年後の未来を作る計画ということなので

78 ながくて10年プラン

判りやすく、簡潔に

79 夢まち☆づくり

これから地球も周期的に寒冷化に向かい、また他の市まちは既に老齢化していて下降の一途である。しかし、長久手は、他に比べ時間的に
アドバンテージがあり、市民一丸となって努力すれば、夢のあるまちを目指せる。

80 Nコンパス ２０２８
81 役割と居場所のガイドブック
82 わずらわしさ満載プラン
83 共に育むコネクトプラン

市民と行政などが、役割意識を持ち共に成長（育む）する必要がある本市において、様々な絆（コネクト）を大事にするまちづくりを進める。

84 太く。長久手

太く長い総合計画でみんなが興味をもつように名づけました。

85 長くてくてく
86 手前みそプラン
87 好きだで長久手どえりゃあ計画

愛称は「長久手」と「てくてく」を足し合わせ、市民の皆様が長い時間をかけて自らの足で一歩一歩歩み続ける様子を表現したものです。当該
総合計画は長久手未来まちづくりビジョンの第一歩目として位置付けられているので、愛称はその全体テーマとしても掲げられている「気長に
手をかけ、みんなで未来を拓く」を表すと共に、市民の皆様誰もが総合計画づくりに参加できる気軽さを大切にしました。
自分たちのまちをもっと知って自慢しよう、そんな思いを表現したものです。当該総合計画は長久手未来まちづくりビジョン実現のための三段
階のうち第一段階の計画として位置付けられているので、長久手をもっともっと愛することが、まず第一歩ではないかと考えました。馴染みのあ
る言葉で、市民の皆様に親しみをもって参加していただきたいと思いました。
名古屋弁の愛らしい響きに愛称を載せた。

88 リビングタウン計画 ～暮らしを楽しむ～ 本市は名古屋市のベットタウンとよく言われたりしている。寝るだけの街ではなく、市民が生活、暮らしを楽しむ街になることを目指す。
89 ｆプラン

「えふぷらん」と読みます。「ｆ」は未来(フュ―チャー）、家族（ファミリー）を意味する英語のそれぞれ頭文字にあたります。未来愛あふれるイ
メージを持ってもらえます。

90 くにづくり

色々な字があてられますが、郷里と書いてくにと読ませる意味合いのくにづくりです。

91 マイ長久手

住む人がみな自分のものとしてつくりあげる計画をイメージさせます。

シルバー人材を活用して所有者に希望を募り所有者の経済的負担を軽減するため「市負担」を主にして里山を保全し住みよい長久手市とし
てはどうか・・・
都市型市街では市発展の礎に小市街地では住宅地そこには日常生活が不自由なく暮らせる商店、病院等が必要。なお、徒歩で可能な距離
都市型市街地と小市街地での日常生活の充実
にあれば満たされるものとなると思います。自動車免許証返納事態にも対処が可能になる。
子どもたちを対象に将来長久手市に必要とする大人づくりを10年かけて行う。地元の歴史であったり学校では教えてもらえない実用的な知識
長久手大人塾
やお金儲けなど。また地域のボランティア活動にも積極的に参加できるような仕組みを作り、大人との交流を図る。
長久手市民一人一人が輝ける場の提供や、自分の身のまわりに色々な技術を持った人がいることをそれぞれが知ることで、人のつながりが生
ヒーロー生産工場
まれます。自分のことを発信できる環境とそれを知ることができる環境づくりを考える。
人口が増える長久手市において、地元出身者の住人は少なく感じます。より自分の住んでいる町を好きになるためには、子どもの頃のうれし
ＫＯＤＯＭＯかがやくプロジェクト
いたのしい体験が必要です。そんな子どもたちが未来に希望を持てるような計画を考えて行きたいという思いから名付けました。

92 雑木林を放置せず里山を保全
93
94
95
96

97 長くて(長久手)永久に、長久手市

長いことを理由に「長くて(長久手)永久に、長久手市」と名付けました。

98 長久手ジャンプラン

みんなの力で卵の殻を破りすばらしい未来に飛び立つ（ジャンプアップ）計画ということでジャンプとプランを合わせて愛称としました
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99 長久手エッグプラン

卵の状態からみんなの未来を描く計画から愛称としました

100 長久手未来ハートプラン

長久手のすばらしい未来をみんなの心でつくっていく計画から

101 モリコロドリームカンパニー
102 モリコロドリームプラン

長久手といえば、やっぱりモリコロパークが思いつきます。
モリコロをはじめ、長久手市民の皆さんで夢を叶えるための会社を起こしてみました。
長久手といえば、やっぱりモリコロパークが思いつきます。
モリコロをはじめ、長久手市民の皆さんで夢を叶える計画を実現させましょう。

103 長くて嬉しいロードマップ

長久手の地名にかけて、総合計画が市やそこに住む人々にとって嬉しいことが長く続くプランとなるよう願いを込めた愛称です。（１案目応募）

104 ウフプロジェ

フランス語で卵計画、現在はまだ計画が卵の状態であるが、これから協議を経て雛から成鳥へと進歩することを目指す。

105 センシブルプラン

英語で気の利いた計画を意味する言葉。色々なアイデアを持ち寄りベストな計画案を立てていくことを期待することから。

106 サージュプロジェクト

フランス語で賢い意味と英語の計画の意味の言葉を繋いだ造語。賢い計画

107 グローアップビジョン-2027

より一層,発展し”輝く長久手市” 今後の10年構想

108 ミライハカナウ計画

願い、行動すれば、必ず未来が開ける・・・との信念で計画を達成して下さい。

109 ふかふかプロジェクト

112 ハッピーたまご計画

「長久手を優しく温かみのあるふかふかした町にしたい」という思いと「みんなの想いやアイデアで総合計画の卵を孵化（ふか）させたい」という
両方の意味が込められています。
「未来への夢が一杯詰まった町づくりをみんなのアイデアで！」というコンセプトです。「みんなのアイデア」というのはいわば「玉手箱」のような
ものでどんなものが出てくるかわからない。そこに新たな可能性や意外性も含めた、豊かで充実した長久手の町づくりへの夢が詰まっていると
思う。そういった意味合いからこう名付けました。
まちづくりは、まだ構想の段階なのでいわば「たまご」の状態である。 そして長久手に関わるみんなの手でこれからのまちづくりを実践していく
ので、どんなまちになっていくのか気持ちが「ワクワク」する。「たまご」をみんなの手で温めて「ワクワク」しながら孵化させていく物語なのでこう
名付けました。
これから生まれてくる具体的な成果への大きな期待を象徴する名前としました。また、カタカナ、ひらがな、漢字のバランスをとり、見た目にも印
象に残る愛称としています。

113 ぼくらの夢プラン

長久手市民が主体となってつくりあげる夢の計画であることをアピールします。

114 長久手ミライ計画

長久手市民が主体者となって10年後の未来をデザインする夢プランであることを訴えます

115 とっておき夢プラン

長久手市民から中心となって作り上げ、実現へと導いていく、とっておきの夢プランであることをアピールします。

110 ゆめいろ玉手箱プロジェクト
111 ワクワクたまご物語

116 未来を見つめる創る
117 未来の風をあなたと共に
118 あなたが住むからより良くしたい

長久手市には、若い世帯が多く住み、そして、新しい住宅もたくさんあり、生き生きした街であることは事実で御座います。さすがに日本一若
い街であることを実感します。それでも、未来のまちづくりについては、特に高齢者にやさしい取り組みを行っていくものと思っております。その
思いなどから、今回の愛称を考えたので御座います。
私が住む名古屋市から比べたら、言うまでもなく、長久手市は、若い世帯が多く住み、そして、新しい住宅もたくさんあり、生き生きした街であ
ることは事実で御座います。さすがに日本一若い街であることを実感します。それだから、日本一新しい考え方が出来る街だとの思いから、今
回の愛称を考えたので御座います。
私が住む名古屋市から比べたら、言うまでもなく、長久手市は、若い世帯が多く住み、そして、新しい住宅もたくさんあり、生き生きした街であ
ることは事実で御座います。さすがに日本一若い街であることを実感します。それだから、日本一新しい考え方が出来る街だとの思いから、今
回の愛称を考えたので御座います。

119 これっと

これから生まれる計画に、言葉のパレットを取り出し、私たちみんなで思い描く長久手市の未来像に由来します。

120 ながくてのたね～Nagakute C's～

長久手市は、その住みよい都市基盤を整備してきました。日本でも有数の豊かなまちです。農業で例えるなら、十分、土地をたがやしてきました。次は、その
土地に、長久手の将来の生み出すタネを植える時期です。サブタイトルのC'sは、Citizen's Communication and Collaboration for Communityの４つのCからつ
けたものです。C's (Seeds)＝長久手の将来をつくるたねの意味を込めました。総合計画を略して、「タネ本」でも良いと思います。

121 長くって意義深い歴史の長久手計画

長い歴史に彩られた地域の遺産を引き継いで未来志向の計画になることを願いつつ、歴史風土・伝統を大切さにも支えられたものになること
で、むしろ地域の特徴的な計画になると考えます。そして、長くってと長久手の掛け合いのユーモラスさも。

122 ナガクテ3M1Sプロジェクト

長久手の（Ｍ：未来の Ｍ：皆んなでつくる Ｍ：まちづくり Ｓ：参加しよう）

123 みんなのビジョン長久手プラン2028

長久手市民全員が今後１０年の長期計画の実践に参画して行こうという姿をイメージしてネーミングしました。

長久手市が、もっと活動的になり、安心して、ずっと永住できるまちを作り上げるために、＠（アット）長久手の市民みんなが、計画の実践に参
画して行こうという姿をイメージしてネーミングしました。
長久手市が、もっと活動的になり、安心して永住できるまちを作り上げるために、市民みんなが計画の実践に参画して行こうという機運の盛り
みんなで、ずっと、もっと☆長久手プラン 上げを☆マークに込めてネーミングしました。

124 もっと、ほっと、ずっと＠長久手プラン
125

126 「だったらいいネ」束ねたみんなの思い 市長の中学校卒業式式辞に基づき、市民が１０年後「〇〇になったらいい」と考える思いを積み上げ総合計画にまとめ上げたいので
127 それぞれの総合計画

10年間に新しく市民になる方、市外に転出する方、新しく生まれる子ども、みんながそれぞれ持っているよりよい未来を応援する計画

128 作り続ける総合計画

みんながいつも計画し続けることを、みんなで応援しあう関係性をつくる総合計画

129 ひとりひとりが主役の総合計画

市役所が行う事業だけでなく、市民ひとりひとりが行うことを、みんなで応援しあう総合計画

130 長久手みちしるべ

大きく時代が変化していくだろう10年間。大きな混乱と戸惑いは免れない。そんな中、長久手の進む方向を照らしてほしい。何度もそこに還
る、そんなものになってほしい。

131 N-Voice

長久手に住むみんなの声を未来へ届けられるようなものにしたい

132 N-未来（夢）

長久手のみんなが未来を語り、夢がつまったものにしたい

133 ながくてパーフェクトプラン

市民と行政が一体となって完璧な計画を作り、まちづくりの指針となるように。はじめよければおわりよし。おわりよければすべてよし。みんなが
納得する計画ができれば、よいまちづくりが出来るはず、、、！

134 ながくて まちのたねあかし

計画終了年度に、自分たちが描いた将来像のとおりになった「まち」のつくり方のたねあかしとなるように・・・

135

『住民』と『行政』のハーモニー・創ろまい輝く長久手

136

みんなで創ろまい輝く長久手（impossible参加すればI'm possible）

長久手市は住みよさランキングで上位にランクされているものの、はたして、全市民が実感しているか疑問である。『絵に描いたもち』にならな
いよう、住民参加の”まちづくり”で実感を共有できる計画が作成されねばならない。
長久手市は住みよさランキングで上位にランクされているものの、はたして、全市民が実感しているか疑問である。『絵に描いたもち』にならな
いよう、住民参加の”まちづくり”で実感を共有できる計画が作成されねばならない。

137 長久手絆プラン

住民プロジェクト「絆」より

138 長久手夢プラン

市民の夢を現実にするため

139 長久手スマイルプラン

総合計画が実現することにより市民に笑顔（スマイル）をもたらすため。

140 長久手ゆめたまご、

総合計画、という堅苦しい名前ではなく、親しまれる愛称を。。。と考え、「これからの長久手」のたね・たまごのようなものなのかな、と思いつき
ました。

141 長久手のタネ、長久手たねまき計画

「これからの長久手」のたねとして。長久手たねまき計画も派生ですが、別の意味（文字通りの“種蒔き”）だと思われるかも…。

142 長久手ひと・まち・みらい計画

長久手未来まちづくりビジョンのキーワードから。（でも、どっかで聞いたこことある感じですね）

143 躍進プラン 長久手
144 翔（はばた）く長久手プロジェクト

当市は住民の平均年齢も若く、目覚ましい勢いで発展し文化の中心となれる大きな希望を持って進んでいる。長久手市の将来計画に相応し
い愛称を簡潔に表現してみました。
当市の居住環境の総合評価は、全国屈指の良さと評価されています。一方、課題も多いことも事実です。将来性豊かな長久手市が大きな希
望を持って、鳥が翼を広げて羽ばたく姿を想像できる愛称にしました。

145 長久手１０年物語

長久手人物語からパクりました。

146 長～く手づくりプラン

古くから、まちづくりはひとづくりと言われ、それは100年の大計と言われています。まさに、長久手市は「市民の手によるまちづくり・人づくり」が盛んなまちです。そうしたまちづくり
を50年100年の長きに渡り続けていって欲しいなという願いを込めました。また、読み方をそのままに漢字を置き換えると「長久手づくりプラン」となります。「長久手を作る」そのま
んまの意味になります。簡にして意を突いて、そして少々の洒落を帯びた、皆さんに親しまれる呼び名ではないでしょうか。
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147 ながくてDREAMプラン

長久手市とその市民の夢を長きに渡り実現する計画という意味を込めた愛称です。

148 10年航海の羅針盤（orコンパス）

進む方向や行程を表す計画なので

149 いきいき長久手まちみらいプラン

元気で魅力のある長久手市のまちづくりをみんなで進める計画です。

150 ふれあい長久手みらいふるプラン

市民がふれあい、長久手市の未来を創造する素晴らしい町づくり計画です。

151 長久手みんなのまちづくりプラン

市民みんなが参画して長久手市のすばらしい町を創造していく計画です。

152 ながくてモチベーション(プラン)

154 ながくてソリューション(プラン)

・語感の良さを意識しました・長久手をこんな街にしたい！といったみんなの想いが詰め込まれた計画であって欲しいとの気持ちで付けまし
た。これから始まる全ての新しい取り組みの原点となって欲しいです。
・語感の良さを意識しました・インキュベーションは「卵を温める・孵化する」と言う意味です。新しい取り組みをこれから始める長久手において、
みんなの想いを大切に温め、実現するための計画であって欲しいです。
・語感の良さを意識しました
・みんなのお困りごとを解決するよりどころとなる計画であって欲しいとの想いから付けました。

155 「～の種広場」でまちづくり

各種の施策を市民参加で進めるためのいろいろな種をまき、育てる広場をまちづくりのフィールドとしたいので

156 ながくて未来図

長久手市の今後１０年にわたるいろいろな想いを計画としてまとめ、みんながいろいろな課題を克服しながら、住みよい、安心安全で、子育
て、福祉の充実した町を作り上げていく様子をイメージしました。

157 ‐NEW長久手‐青雲の総合プラン

新しい長久手づくり 燃える志の長期展望計画

158 ながたまプラン

チラシのイラストから「ながくてたまご計画」をあたためていくことをイメージし、さらに愛称らしく「なが」と「たま」をとって親しみやすく名づけまし
た。

159 ながくてつくるん

長久手で新しい計画をみんなで作ることを目的に「ながくて」を新たに計画していくんだという思いを表現してみました。

160 たまごからナガクテ

みんなであたためた「たまご」から新しい長久手の誕生をイメージして名づけました。

幸 作戦
161 愛・ながくて○

どこのプロジェクトか。愛知県の長久手であることを訴えた上で、人々の幸せを追求しているんだということを強調している。

162 愛・ながくて アタック幸

（あたっくさち）どこのプロジェクトか。愛知県の長久手であることを訴えた上で、人々の幸せを追求しているんだということを強調している。

163 愛・ながくて さらに・・計画

どこのプロジェクトか。愛知県の長久手であることを訴えた上で、いろいろな分野で、より深く、より多く、さらに・・追求していくということを意味し
ている。
たまごをあたため、孵化を待つのではなく、たまごを割り、新しく、独創的な料理を作っていける料理人（エッグパフォーマー）を作り出していく
計画。
郷土愛から生まれるものは本物だと思うので、まず長久手を入れました。そこに「手つなぐ」というつながり合い、支え合いを重ねました。また
「長～く」には、１０年間という長期間のプロジェクトの意味も込めました。
「そうごうてんぷろじぇくと」と読む。１０年計画を実行するには［そう！そう！」という市民の賛同の声が何よりの道標。その時、みんなで心を合わ
せ「ＧＯ！」と進め、みんなで温めた卵がしっかりと成長します。

153 ながくてインキュベーション(プラン)

164 エッグパフォーマー計画
165 長～く手つなぐプロジェクト
166 そう！ＧＯ！１０プロジェクト
167

《長寿命社会、長～く元気に暮らせるながくてを、我ら市民でつくる、自分たちの人生の舞台計画》といったようなイメージです。 読んでみると「長くて（長久
長～くて、イキイキぐらしのわがまちプラン☆２０１９～ 手）、生き生き暮らしの我がまち街プラン」と、見た目より堅実に聞こえ、口に出す際にさほど照れくさくないというのがセールスポイントです。愛称自体の長さ
も、なが～くなってしまいましたが、自由に縮めて呼んでもらうことで身近になって、ようやく、真の愛称になれるのです、と、こじつけておきましょう。（笑）

169 GO!GO! NAGAKU10(ten)

長久手市が進むべき方向性を定めた「道しるべ」であり、その道のりは長く、人によっては通る道も異なるかもしれないけど、市民、事業者、行
政が同じ目標に向かって取組むべきことを定める計画としたいから。
Go!GO!の意図は未来に向けて積極的に進む意味です。NAGAKU10はNAGAKUTEと数字の10(ten)をもじったもの。総合計画が10年である
ことも考慮しました。

170 未来都市 長久手

明るい勢いのある街を目指して

171 未来シティー長久手

明るい勢いのある街を目指して

172 希望都市長久手10

明るい勢いのある街を目指して

173 育て！ながくて ぐんぐん計画

育て！は街も子どもも緑も全てのものに対して。成長していくことを表現。

174 笑動計画

笑顔につながる街づくり・衝（笑）動にかられるような魅力ある計画・衝（笑）動にかられる人をつくる・衝（笑）動にかられた人を全力で応援

175 いいすたーとえっぐ10

イースターエッグみたいな名前にしてみました。長久手の10年後、輝く未来に向けて、いいスタートができるよう、命名させていただきました。

176 十年十色～クーテの夢たまご～

十年かけて、市民を含めたさまざまな人のさまざまな想い、希望が実現する計画になってほしいということ、また、その夢の計画に、市民に親しみのある広報ナ
ビゲーターのクーテシガーナにも参加してもらえたら、一層みんなに興味を持ってもらえるのではないかと思い、クーテの名前を入れました。

177 エガクオン長久手

「描く」と「久遠」をかけた愛称で、長久手市の未来をみんなで描く長期的計画を表現しました。

178 カエデザイン

長久手市の木「カエデ」と「デザイン」をかけた愛称で、長久手市が大きく成長していく未来をデザインする計画を表現しました。

179 サツキプラン

長久手市の花「サツキ」と「プラン」の意味を込めた愛称で、長久手市の明るい未来をデザインする計画を表現しました。

180 NSP～ながくて進化プラン～

NSPとは、ながくて進化プランの略です。また、いい意味でもっと長久手が進化していける総合計画になれば、という想いも込めています。

181 みなプラン

みんなでつくって、ながくてをよりよくするプランの「み」と「な」と「プラン」をとりました。「みな」は「皆」という漢字にもなるから、よりたくさんの人で
総合計画をつくろうという意志が市民などに伝わると思います。

182 なブ作りプラン

なブというのは「ながくてブランド」のことです。総合計画で、長久手らしさ、長久手の良さを出してほしいです。

168 ながくてのみちしるべ（ながみち）

「なが」（「長」生きな高齢者）にも良く、「こ」（子）にも良い、そんな誰にとっても良いまちであるとともに、「なが」くてで仲良しこよし、みんな仲良
く交流できるようなまちを目指す計画になったらいいなという願いを込めました。
「わ」には、我・輪・和・笑・Ｗｏｗという意味が込められています。まちづくりを我が事と捉え、みんなでつながり輪になり、平和な長久手を目指
わがまちながくて
し、笑顔で、若いパワーを活かして、Ｗｏｗとみんなが驚くような計画にしたいです。
たくさんの個性ある市民たちがいろどるまち！みどりあふれるまち！そんなまちにしたい！そのための総合計画。「総」と「計」を取って、親しみ
ながくて いろどり みどり そうけいさん を込めて、そうけいさん。

183 ながよしこよし物語
184
185

186 ぷるんとマイナス10歳肌

10年後も若くて健康でいられる秘訣が書かれた計画

187 みんなの役割手帖

よりよいまちにしていくため、行政だけでなく、市民一人ひとりにも「役割」があるんだということを知ってもらうとともに、手帖のようにいつも手元
において、まちの未来へのスケジュールを確認したり、様々な心覚えを記入したりできる計画としたい、という想いを込めました。

188 赤の他人村脱却計画

計画づくりを通して、人と人のつながりをたくさん作り、声をかけあえるまちにしたい。

189

進め！ワクワク船「ながくて丸」～未来クルーの挑戦～

先が見えない未来（目指す姿）に向かって進む、ひとつの船（まち）に乗った未来クルー（市民・議会・行政）たちは、それぞれの役割を果たし
ながら、力を合わせて、船を進めていきます！

190

私がつなぐ長久手2050～ここに住むあなたのために～ 九州の父親を長久手市の地域で見守っていただき、恩返しのつもりで、ここ長久手に住む方々のためにこの計画を成功させたい。

191 KANARE RiVer nagakute

長久手市を東から西へ流れ市の中心を通っている。川は生命の起源である（世界４大文明）。香流川の整理と活用の方法で計画は「まちづく
り」は変わって行く。

192 両雄応援古紀の街を

小牧長久手の戦いの秀吉と家康の名は余りにも有名。仲良く引分けているのが良い。市の歴史遺産としての利用も含め。

193 長く楽しく輝くプラン

長久手の「く」を我が街としての意識を強調。そして、目で見て口に出して読んでリズム感を大切にした。
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