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＊＊　イベント スケジュール　＊＊
平成21年11月15日 (日) 「地域見本市」開催。　三田市にて、シンボルプロジェクトグループ担当
平成22年 ３ 月 ７ 日 (日) 「地域夢会議（阪神北）」開催。　阪神北県民局主催
平成22年 5 月（予定） 「田植え選手権」開催。　三田市にて、らぼ・こどもと・ゴミ環境グループ担当

広報部会から
　地域のみなさま、こんにちは。第５期阪神北地域ビ
ジョン委員会がスタートし、私ども広報部会も新しく編
成しました。これから２年間、楽しく編集し、ビジョン委
員会の活動をみなさまにお知らせしていきます。
　ビジョン委員会で使われている言葉をわかりやすく
改めて、みなさまと交流しやすくするように努めます。
「夢じゃーなる」の内容につきまして、ご意見やご要望を
お寄せ下さい。また、「阪神北地域ビジョン」のホーム
ページも覗いてみてください。

　第１分野

 「多様で個性的なライフスタイルを
育むことができる社会をつくる」

多世代交流“じばヤング”グループ（11名） 
【伊丹市】 内堀　克子 ( 副委員長 )
 ○狩野　勇、津吉　宏江
 西田　和子、濵口　彰 
【宝塚市】 岡　文男 
【川西市】 △九重谷　員子、△多田　文子
【三田市】 歳内　紀子、◎藤村　晴彦
【猪名川町】 藤田　幸夫 
  
 　第２分野

 「自律と協働による温かい
　　　　　　　コミュニティをつくる」 

みんなでランララングループ（６名） 
【伊丹市】 木下　千鶴子、◎京の川　みのり
 前田　富代 
【宝塚市】 ○小椋　重保、△山内　一久
【三田市】 △森　恭之助

 めだかグループ（９名） 
【伊丹市】 ○△有賀　悦子、髙津　冨男
 △髙津　世季子、◎正岡　好郎
 △正岡　妙子
【宝塚市】 坂野　千鶴子、佐藤　裕久
 西山　良孝 (副委員長 )
【三田市】 吉田　みち 

地域活動のしくみづくりグループ（10名）
【宝塚市】 △千秋　良雄、○龍野　憲三
 西田　均
【川西市】 ◎大村　衣子、駒井　澄子
 島田　巌夫、前田　俊彰
【三田市】 ○前田　保和、△松田　康之
【猪名川町】 川西　龍雄

　第３分野

「自然と豊かに調和した安全・
快適な都市環境を創造する」

水グループ（８名）
【伊丹市】 伊藤　忠徳
【宝塚市】 金輪　剛、吉田　あい子
 ◎若月　令子
【川西市】 秋山　英彦、○田村　幹夫
 △團野　隆、△増田　寿男

みどりの「環」グループ（６名）
【宝塚市】 △竹田　勝視、△長岡　堯
 ◎羽栗　清彦、○平井　勝義
【川西市】 岡和田　賢十郎、仲　正義
 
らぼ・こどもと・ゴミ環境グループ（15名） 
【伊丹市】 △浅香　知子、△井上　喜代子
 井上　富蔵
【宝塚市】 ○馬場　清
【川西市】 波多野　昭治
【三田市】 杉浦　靖明、◎谷口　昭広
 原田　修平、山本　義則 
【神戸市】 岩崎　亮太、田中　大地
【尼崎市】 谷口　善一
【西宮市】 山東　章大
【篠山市】 岡本　庚
【長岡京市】鈴木　陵 

こどもと地域の環境会議グループ（６名）
【伊丹市】 ○植松　良夫、○中村　一夫
【宝塚市】 △梅脇　成公、△岸　恭子
 二井　久和
【三田市】 ◎永井　和男

　第４分野

「豊かさとにぎわいを創出する
新たな阪神経済を展開する」

であいたいグループ（20名）
【伊丹市】 △辻野　文三
【宝塚市】 大原　愛、大矢知　俊雄
 河原　圭子、△坂本　一美
 ◎田村　博美、豊買　正道
 中　義昭、平野　浩太郎
 三林　保子
【川西市】 塩見　八郎、十河　紀一郎
 原　尚弘、渡邊　キミ子
【三田市】 小野　正彦、○辰巳　弘継
 内藤　耕治、藤田　裕彦
 山添　卓爾
【猪名川町】 山本　秀和 
  
　シンボルプロジェクト

「活力と潤いの生活空間再発見事業」
"～人が出会えば、地域が動く～"

シンボルプロジェクトグループ（11名）
【伊丹市】 内田　勝雄 (委員長 )
【宝塚市】 石井　彰、◎西林　陽子
 ○波田　剛、△三宅　三千男 
【川西市】 △小林　美奈子、○斯波　康晴
 吉岡　行廣
【三田市】 △福田　秀夫
【猪名川町】 諏澤　三沙
【池田市】 浅田　信利

第５期　阪神北ビジョン委員名簿

専門委員 ・ アドバイザー ・ オブザーバー名簿

◎代表　○副代表　△広報部員

【専 門 委 員】
芳田　茂樹　　第１分野担当　大手前大学 現代社会学部 准教授
藤本　真里　　第２分野担当　兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 助教
今井　一郎　　第３分野担当　関西学院大学大学院 総合政策研究科 教授
滋野　英憲　　第４分野担当　甲子園大学現代経営学部 准教授
【アドバイザー】
小西　康生　　神戸山手大学 学長
中瀬　　勲　　兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科 教授
西浦　道雄　　兵庫県国際農業者交流協会 会長
中川　勝子　　三田市いずみ会 会長
住井　一代　　第４期阪神北地域ビジョン委員会 委員長　

【オブザーバー】
小野　信江　　伊丹市 　総合政策部 政策室主幹
坂井　貞之　　宝塚市 　企画経営部 政策室課長
石田　有司　　川西市 　企画財政部 政策推進室 政策課長
北中　耕作　　三田市　 企画財政部 政策室 企画政策課長
土井　　裕　　猪名川町　総務部 企画財政課長　

阪神北地域ビジョン委員会だより
伊丹・宝塚・川西・三田・猪名川　4市1町
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♪誰が生徒か先生か♪
　でも泳ぐ方向はいつも一緒

　９人　　でがんばります宜しく
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地域の世話焼きになって、家族的地域を育てよう！

　 “じばヤング”は、おじいさんとおばあさんにヤングを合体したもので、三世代、四世代
が生活する昔の大家族のように多世代が自然に交流する地域（家族的地域）づくりを
めざしています。じばヤングの活動は大
きく２つあり、一つは、多世代が交流でき
る地域づくりの担い手（地域の世話焼
き）をつくる活動で、もう一つは多世代交
流を体験していただく場の提供です。み
んなで地域の世話焼きになって、家族的
地域を各地に育てましょう。

８月２２日三田のキッピーモール　　◇主催／「自立センター三田」
映画「こんちくしょう」と講演会があり参加しました。

　お話合いの中で自立センターでご活躍の吉田さん（めだかのメンバー）から、介護する側
の悩みで「介護の資格のない私です、何をしてあげれば良いかわかりません」の悩みに対
して「介護される方の要求に応えてあげる、失敗したらまた考えてやればいい、資格より心
だと思います」というアドバイスがありました。

　地域の事情に違いはあっても、どの地域もコミュニ
ティの核は「向こう三軒両隣」です。ここがしっかりと繋
がって「近所力」となり、「地域力」へと膨らんでいき、
「地域力」はコミュニティの活性化へと発展します。
　いざというときのための「災害時要援護者支援制
度」、市町村ごとにその普及が進められています。わた
したちは阪神北地域４市１町での取り組みや先進事例
を見ていき、今風の「向こう三軒両隣」とうまく調和した
住みよい街づくりを目指してまいります。

活動テーマ ： 水資源とその未来
サブテーマ ： 武庫川・猪名川の水資源・環境を探る
①武庫川、猪名川の水系の源流を探る
②各地域の生活水の分布図
③再生利用の現状と未来
④フィールドワークとして、分水
界、湧き水、博物館など
⑤専門講師、その他関係者
の講座を計画していきます。

　9月に水の科学博物館を訪問し、水の不思議を体感しました。
秋には武庫川水系の峡谷を探訪し、自然景観を観察します。

　我々の廻りは比較的自然に恵まれています。街路樹、巨木（保護
樹）、広域公園、里山、遊歩道（緑道等）、河
川・水辺等を中心に地域の風景・景観づくり、
自然と共生するまちづくりの観点から、自らの
目で創造・確認し、個々の資源をつないで、
４市１町の緑の広域特性「みどりの環」として
発信していきたい。

　「安心・安全な空間」をテーマ
にした、子どもたちの育成、地域
活動などの啓発活動、応援活
動、生ゴミの減量・ダンボールコン
ポスト等を通じての活動、地産地
消、より安心・安全な作物づくり、
地域ブランドへの取り組み。
　活動グループとして担うことへ
の第一歩（多くの実践活動家又
は協力者）若い世代の方・子ども
たち等との共同活動、といった思
いを世界田植え選手権開催を通
じ活動してまいります。

① 平成22年度「世界田植え選手権」開催予定
 　（第一部：子どもたちによる企画、第二部：子どもたちによる実践）
② 県内の環境フェスタ等イベントに参加、実践・啓発活動
③ ダンボールコンポスト等による生ゴミの堆肥化等の出前講座の実施

　私たちは、過去の「こどもと地域の環境会議」の成
果を参照し、地域での子どもたちの環境への関心度
をより一層高めていきたいと考えます。本年11月１日
（日）開催予定の「阪神北・環境フェスタ2009」（｢ひょ
うご森のまつり2009｣と同時開催）にパネル展示等で
参画・協力します。

　８月６日（木）川西市国崎クリーンセンター（午前）/
川西市黒川公民館（午後）にて開催された「教師の
ための環境体験学習会」にグループ員４名が参加
し、講義「里山での環境学習」と活動団体による報告
「里山での活動紹介」を受講。活動の参考としたい。

　「であいたい」グループは第４期までの活動実績を踏まえながら単
なる視察や散策だけに終わらず、少しでも阪神間地域の活性化と交
流促進に寄与することを目指しています。各地域から参加した約20
名が伊丹、宝塚、三田、川西・猪名川の４地域を分担し、実践的な活
動ができるように計画しています。例えば、宝塚探訪ではこれまで多く
取り上げられてきた宝塚南部だけでなく、北
部にも目を向けたいと思っています。
　４市１町は歴史的並びに文化的につな
がっており、豊かな自然地域と周辺都市との
交流を考えています。

1　多世代交流 “じばヤング”グループ

～明るく楽しくみんなで健康づくり～

　私達は、兵庫県阪神北県民局が推進する
阪神北地域ビジョン委員として心ふれあうネットワークづくりに取り組んでおります。
　先ず地域のお祭りなどに参加し、演芸を公演することによりお祭りを地域の人 と々盛り上
げたいと思っております。地元の方々は、カラオケ・踊り・太鼓などの出演で、当方からは歌・踊
り・腹話術・お笑い・三味線など芸人も勢揃いして、楽しいお祭りにできればと思っています。
地域のお祭りや高齢者・障がい者施設へも公演に伺い、明るく楽しく健康的なコミュニティづ
くりの手助けをしていく計画です。
　地域のお祭りや施設でのイベントをご計画中の皆様、どうぞお気軽にお声をかけて頂きま
すようお待ち申し上げます。

水の博物館にて　理科実験

2　みんなでランララングループ

6　みどりの「環」グループ

7　らぼ・こどもと・ゴミ環境グループ

9　であいたいグループ

3　めだかグループ

4　地域活動のしくみづくりグループ 5　水グループ

8　こどもと地域の環境会議グループ

『向こう三軒両隣』⇨『近所力』⇨『地域力』⇨
『コミュニティの活性化』⇨『終の棲家、安心・安全の街』



地域見本市「育もう！ 地域の 夢と未来、 私たちの絆」開催！
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きずな

DIC203

6 7

10　シンボルプロジェクトグループ

　今年も、阪神北地域ビジョン委員会のシンボルプロジェクト、地域見本市「育もう！ 地域の夢と未来、私たちの絆」 ～ WE ♡
阪神北 ～ が開催されます。
　このイベントは、自分たちが生活する地域の良さや、地域の人と人のつながりの大切さの再発見を通じて、地域への愛着を高
め、みんなで地域づくりに取り組んでいくきっかけとすることを目的に、ビジョン委員会のシンボルプロジェクトグループが中心となって
企画し、ビジョン委員会全体で取り組んでいる事業です。
　既に活動されている方も、これまで積極的に地域づくりに参加していなかった方も、「地域見本市」 に足を運んで、自分たちの

生活する地域を元気にするヒントを見つけませんか ！ 
　今年はオープニングにふさわしい、三田市男声アカペラ合
唱団「とこやーず」や三田小唄保存会の歌や踊りを皮切りに、
はばタンをはじめ各地域のマスコットキャラクターや観光大使
が登場 ！ 
　多目的ホールでは、地域づくり活動功労者の表彰式のあ
と、座談会をはじめ、歌や劇、腹話術などの楽しいパフォーマ
ンスが繰り広げられます。
　講座室・調理室・創作室等のサテライト会場では、地域に根
ざして活動する団体や、自然・文化・歴史等の紹介のほか、地
場産品を使った料理教室や昔の遊びを体験するコーナー、
名産品の試飲・試食コーナーがあります ！ 
　楽しくくつろぎながら、地域づくりを考える一日をお過ごしく
ださい。

阪神北地域の魅力をパネル展示等でご紹介します。
1. 阪神北地域の自然・文化・歴史等の魅力を紹介
2. 地域活動団体の活動紹介
3. 各地物産品の展示

「ふるさと阪神北を語る～郷土の偉人、白洲、幸民、九鬼…」多目的ホール

座談会内容

11月15日(日) 10:30～16:30

三田市まちづくり協働センター
　　　　　　　　　　　キッピーモール6F

日時

場所 第一部

第二部
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阪神北４市１町のマスコットキャラクターや観光大使、はばタンも集合！

多目的メインホール （10:45～12:15）
三田市男声アカペラ合唱団「とこやーず」
地域づくり活動功労者の表彰式

多目的メインホール （12:30～16:30）
三田小唄保存会、４市１町のマスコットキャラクター・観光大使登場
座談会「ふるさと阪神北を語る～郷土の偉人、白洲、幸民、九鬼…」
歌、演劇、パフォーマンスほか

サテライト会場 （10:30～16:30）
昔の遊び (竹細工、折紙 )コーナー、笑いヨガ・車いす体験コーナー、
ダリア染め・親子料理教室、名産品の試飲・試食コーナー、パネル展示ほか

はばタン（兵庫県） 宝塚市観光大使サファイヤ（宝塚市） キッピー（三田市）

たみまる（伊丹市）

試飲・
試食コ

ーナーも
あります！

出演者
　・ 「魅力ある北摂物語」（阪神北県民局発行）編集委員　髙田　義久氏
　　郷土史研究家
　・ ＮＰＯ法人「歴史文化財ネットワークさんだ」理事長　堺　久仁子氏
　　歴史ガイド、学習支援、情報発信等の実践活動を展開
　・ ＮＰＯ法人「場とつながりの研究センター」理事長　佐藤　等史氏
　　中間支援・まちづくり団体として、市民活動を支援
聞き手 ： シンボルプロジェクトグループ代表　西林　陽子

　香り高い文化の漂う阪神北地域。その地域が産み出した郷土の偉人たち。
彼らの功績や心のふるさとであるこの地域の歴史や文化を語ります。
　そして、地域の魅力をもっと知りたい、多くの人に伝えたいという気持ちから展
開されている地域づくり活動の現状を紹介します。
　さらに、多種多様の地域づくり活動が展開される中で見えてきた、この地域の
抱える問題点や課題を探っていきます。
　この座談会では、この地域が進むべき方向やあり方のヒントといったものを検
討できればと思っています。

きんたくん（川西市） いなぼう（猪名川町）　

九鬼家、白洲家菩提寺・清涼山 心月院

川本幸民顕彰碑
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　　　　 阪神北県民局　総務室地域企画課

TEL 0797-83-3117 　 FAＸ 0797-86-4379

HP http:/web.pref.hyogo.jp/area/n_hanshin/vision.html

＊＊　イベント スケジュール　＊＊
平成21年11月15日 (日) 「地域見本市」開催。　三田市にて、シンボルプロジェクトグループ担当
平成22年 ３ 月 ７ 日 (日) 「地域夢会議（阪神北）」開催。　阪神北県民局主催
平成22年 5 月（予定） 「田植え選手権」開催。　三田市にて、らぼ・こどもと・ゴミ環境グループ担当

広報部会から
　地域のみなさま、こんにちは。第５期阪神北地域ビ
ジョン委員会がスタートし、私ども広報部会も新しく編
成しました。これから２年間、楽しく編集し、ビジョン委
員会の活動をみなさまにお知らせしていきます。
　ビジョン委員会で使われている言葉をわかりやすく
改めて、みなさまと交流しやすくするように努めます。
「夢じゃーなる」の内容につきまして、ご意見やご要望を
お寄せ下さい。また、「阪神北地域ビジョン」のホーム
ページも覗いてみてください。

　第１分野

 「多様で個性的なライフスタイルを
育むことができる社会をつくる」

多世代交流“じばヤング”グループ（11名） 
【伊丹市】 内堀　克子 ( 副委員長 )
 ○狩野　勇、津吉　宏江
 西田　和子、濵口　彰 
【宝塚市】 岡　文男 
【川西市】 △九重谷　員子、△多田　文子
【三田市】 歳内　紀子、◎藤村　晴彦
【猪名川町】 藤田　幸夫 
  
 　第２分野

 「自律と協働による温かい
　　　　　　　コミュニティをつくる」 

みんなでランララングループ（６名） 
【伊丹市】 木下　千鶴子、◎京の川　みのり
 前田　富代 
【宝塚市】 ○小椋　重保、△山内　一久
【三田市】 △森　恭之助

 めだかグループ（９名） 
【伊丹市】 ○△有賀　悦子、髙津　冨男
 △髙津　世季子、◎正岡　好郎
 △正岡　妙子
【宝塚市】 坂野　千鶴子、佐藤　裕久
 西山　良孝 (副委員長 )
【三田市】 吉田　みち 

地域活動のしくみづくりグループ（10名）
【宝塚市】 △千秋　良雄、○龍野　憲三
 西田　均
【川西市】 ◎大村　衣子、駒井　澄子
 島田　巌夫、前田　俊彰
【三田市】 ○前田　保和、△松田　康之
【猪名川町】 川西　龍雄

　第３分野

「自然と豊かに調和した安全・
快適な都市環境を創造する」

水グループ（８名）
【伊丹市】 伊藤　忠徳
【宝塚市】 金輪　剛、吉田　あい子
 ◎若月　令子
【川西市】 秋山　英彦、○田村　幹夫
 △團野　隆、△増田　寿男

みどりの「環」グループ（６名）
【宝塚市】 △竹田　勝視、△長岡　堯
 ◎羽栗　清彦、○平井　勝義
【川西市】 岡和田　賢十郎、仲　正義
 
らぼ・こどもと・ゴミ環境グループ（15名） 
【伊丹市】 △浅香　知子、△井上　喜代子
 井上　富蔵
【宝塚市】 ○馬場　清
【川西市】 波多野　昭治
【三田市】 杉浦　靖明、◎谷口　昭広
 原田　修平、山本　義則 
【神戸市】 岩崎　亮太、田中　大地
【尼崎市】 谷口　善一
【西宮市】 山東　章大
【篠山市】 岡本　庚
【長岡京市】鈴木　陵 

こどもと地域の環境会議グループ（６名）
【伊丹市】 ○植松　良夫、○中村　一夫
【宝塚市】 △梅脇　成公、△岸　恭子
 二井　久和
【三田市】 ◎永井　和男

　第４分野

「豊かさとにぎわいを創出する
新たな阪神経済を展開する」

であいたいグループ（20名）
【伊丹市】 △辻野　文三
【宝塚市】 大原　愛、大矢知　俊雄
 河原　圭子、△坂本　一美
 ◎田村　博美、豊買　正道
 中　義昭、平野　浩太郎
 三林　保子
【川西市】 塩見　八郎、十河　紀一郎
 原　尚弘、渡邊　キミ子
【三田市】 小野　正彦、○辰巳　弘継
 内藤　耕治、藤田　裕彦
 山添　卓爾
【猪名川町】 山本　秀和 
  
　シンボルプロジェクト

「活力と潤いの生活空間再発見事業」
"～人が出会えば、地域が動く～"

シンボルプロジェクトグループ（11名）
【伊丹市】 内田　勝雄 (委員長 )
【宝塚市】 石井　彰、◎西林　陽子
 ○波田　剛、△三宅　三千男 
【川西市】 △小林　美奈子、○斯波　康晴
 吉岡　行廣
【三田市】 △福田　秀夫
【猪名川町】 諏澤　三沙
【池田市】 浅田　信利

第５期　阪神北ビジョン委員名簿

専門委員 ・ アドバイザー ・ オブザーバー名簿

◎代表　○副代表　△広報部員

【専 門 委 員】
芳田　茂樹　　第１分野担当　大手前大学 現代社会学部 准教授
藤本　真里　　第２分野担当　兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 助教
今井　一郎　　第３分野担当　関西学院大学大学院 総合政策研究科 教授
滋野　英憲　　第４分野担当　甲子園大学現代経営学部 准教授
【アドバイザー】
小西　康生　　神戸山手大学 学長
中瀬　　勲　　兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科 教授
西浦　道雄　　兵庫県国際農業者交流協会 会長
中川　勝子　　三田市いずみ会 会長
住井　一代　　第４期阪神北地域ビジョン委員会 委員長　

【オブザーバー】
小野　信江　　伊丹市 　総合政策部 政策室主幹
坂井　貞之　　宝塚市 　企画経営部 政策室課長
石田　有司　　川西市 　企画財政部 政策推進室 政策課長
北中　耕作　　三田市　 企画財政部 政策室 企画政策課長
土井　　裕　　猪名川町　総務部 企画財政課長　

阪神北地域ビジョン委員会だより
伊丹・宝塚・川西・三田・猪名川　4市1町

   第５
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三田市

宝塚市 川西市
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Vol.

題字 ： 早野　邑水
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