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平成２４年１１月１０日（土）～１１日（日）地域見本市「かがやく阪神北！つながり広げささえあおう ♡ 」開催。
川西市にて、シンボルプロジェクトグループ担当。
平成２４年１２月４日（火）武庫川・猪名川を東西に結ぶ北摂里山街道を訪ねるエコバスツアー。水グループ担当。
平成２５年２月２４日（日）　「地域夢会議・さわやかフォーラム」（伊丹市：スワンホール）

【専門委員】

芳田　茂樹　大手前大学  准教授

武田　重昭　兵庫県立人と自然の博物館研究員

今井　一郎　関西学院大学大学院 教授

滋野　英憲　神戸国際大学 教授

【アドバイザー】

中瀬　　勲　兵庫県立人と自然の博物館
　　　　　　　　　副館長兼事業推進部長

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】

中畠　秀信　伊丹市 政策室主幹

番庄　伸雄　宝塚市 政策推進担当課長

飯田　　勧　川西市 政策課長

北中　耕作　三田市 企画政策課長    

曽野　光司　猪名川町 企画財政課長

③助け合いの輪

【伊丹市】　岡本　忠治（代表）

【宝塚市】　千秋　良雄

【三田市】　雑賀　一（副代表）

④水グループ

【宝塚市】　井上　章、塗家　昭彦（副代表）、

　　　　　平井　清文

【川西市】　中本　二郎、西村　茂（代表）

【猪名川町】　後藤　憲明

⑤緑の環境会議

【伊丹市】　河上　仁之

【宝塚市】　岸　恭子（副代表）、田村　興作

【三田市】　住　加代子、寺本　祐子、

　　　　　長岡　佐代美、西上　美江、

　　　　　二口　力（代表）、増田　和彦、

　　　　　増田　和美、吉田　州伸

⑥らぼ・環境実践

【宝塚市】　森下　靖夫

【川西市】　波多野　昭治（副代表）

【三田市】　谷口　昭広（代表）、山本　義則

⑦絆の森プロジェクト

【伊丹市】　大山　智之（副代表）、高見　治

【宝塚市】　井上 健太郎（代表）､今中 光雄、

　　　　　佐藤　裕久、春井　美保子、

　　　　　平野　浩太郎

【川西市】　前田　俊彰、丸橋　保雄

【三田市】　今北　のりよ

【猪名川町】　直井　秀公

⑧シンボルプロジェクト

【宝塚市】　澤　貞次（代表）、

　　　　　庄野　達也（副代表）

【三田市】　白石　知子、福田　秀夫

【池田市】　浅田　信利

　４月にスタートした第６期阪神北地域ビジョン委員会が、具

体的な活動に入り、様々な分野でその実績を上げつつあります。

　この「夢じゃーなる」は、紙面を通じて県民の皆さんに、ビジョ

ン委員会の活動をお伝えするために発行しています。

　ビジョン委員会の各実践活動グループの情報を、このような

形で発信することにより、県民の皆さんと共に、地域ビジョン

の推進に少しでも役立てることができればと思っています。

　広報部会一同、張り切っていますのでよろしくお願いします。

役　　員　委員長：内堀　克子　副委員長：八木下　榮一、白石　知子　企画調整部会副部会長：武田　幸郎、塗家　昭彦、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八木下 (兼務 )、白石 ( 兼務 )

広報部会　部会長：森下　靖夫　副部会長：浅田　信利

　　　　　部会員：行武　為久子、西原　　雄、向井　陽子、岡本　忠治、平井　清文、増田　和彦、春井　美保子

①多世代交流“じばヤング”

【伊丹市】　井上　常子、井上　裕、

　　　　　今井　成幸、内堀　克子

【宝塚市】　楠井　誠

【川西市】　石丸 雄次郎､八木下 榮一、

　　　　　簗瀬　繁子、行武　為久子

【三田市】　武田　幸郎（副代表）、

　　　　　藤村　晴彦（代表）、

　　　　　渡邊　倫子（副代表）

②ふれあいと夢の「わ」

【伊丹市】　有賀 悦子 ( 副代表 )､木村 美恵子､

　　　　　高津　世季子、高津　冨男、

　　　　　正岡　妙子、正岡　好郎 (代表 )

【宝塚市】　加納　茂

【川西市】　向井　陽子

【三田市】　吉田　みち

【猪名川町】　藤田　幸夫

【西宮市】　西原　　雄
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第６期阪神北地域ビジョン委員会スタート！

　阪神北地域第６期ビジョン委員会が 64人の
メンバーを集結し活動をスタートしました。
　阪神北地域には資源が豊富です。私自身も
阪神地域に住んで70年になります。
　豊富な阪神北地域の資源をそこに住む住民
が主体となって発掘・再発見し豊かさを考え
てみませんか。例えば緑豊かな六甲山・北摂
の山 ・々里山・人々の営み・文化財・伝統文化・
安心安全な環境・経済などなどを。
　第５期ビジョン委員会では10 年を経過した
「阪神市民文化社会ビジョン」を阪神南地域
のビジョン委員会と共同で見直し改訂版を作
りました。その改定されたビジョンを基にし
て私たちビジョン委員が新しい公の発展に向
けて活動を広げたいと思います。

発掘！再発見！地域の資源

委員長

内堀 克子

　阪神地域の将来像（夢）を描いた「阪神市
民文化社会ビジョン」につきましては、平成
13年の策定から10年が経過したため、時代潮
流の変化や今日的な課題に対応するよう、昨
年度に改訂しました。
　この４月に発足した第６期ビジョン委員会
の方々には、改訂した「阪神市民文化社会ビ
ジョン」の実現に向けた実践活動にそれぞれ
取り組んでいただくことになります。地域の
夢の実現に向けた委員の皆様のさらなるご活
躍を期待しております。
　また「地域見本市」や「地域夢会議」など、
地域に開かれた活動も予定しております。地
域の皆様におかれましても、積極的にご協力、
ご参加を賜りますようお願いいたします。

第６期ビジョン委員会の
　　　　　　　　　スタートに寄せて

阪神北県民局長

常松 貞雄

　５月 12 日（土）宝塚市アピアホールにおいて、第６期阪神北地域ビジョン委員会第１回全体会が開
催され、阪神北地域ビジョン委員に委嘱状が交付されました。
　同会では正副委員長が選出され、ビジョン委員会としての２年間にわたる活動がスタートしました。
　今年度は、昨年に改訂された阪神地域ビジョン「阪神市民文化社会ビジョン」実現への取り組みが
スタートする節目の年でもあります。
　地域ビジョンとは、市民の皆さんによって描かれた地域の将来像であり、地域ビジョン委員は、そ
の実現に向けた実践活動を行います。
　「阪神市民文化社会ビジョン」では、以下の４つの行動目標を提示
しております。
①「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」
②「自律と協働による温かいコミュニティをつくる」
③「自然と豊かに調和した安全・快適な都市環境を創造する」
④「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」
　地域ビジョン委員は、行動目標に則したテーマ設定をした各グルー
プに分かれ、実践活動を開始しています。
　なお、各実践活動グループの紹介や、活動内容につきましては、３～５ページをご覧ください。

　また、11 月には、各地で活躍されている地域団体の紹介や、文化・歴史をはじめとする阪神地域の
魅力を発信する「地域見本市」が開催されます。さらに来年２月には、県民の皆さんとビジョン委員
が共に地域の将来像を語り合う「地域夢会議」の開催も予定しています。
　皆様の積極的なご参加をお待ちしています。

委嘱状の交付 (H24.5.12)

活動グループリスト活動グループリスト活動グループリスト
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グループ名 活動内容 代表からのコメント

　核家族、共働き世帯が増加する中、地域
で子どもを見守ることが必要になりまし
た。そのためには、地域が家族のように交
流できるつながりが必要です。私たちは、
地域の世話焼きを自任し、「昔遊び」をツー
ルとした多世代交流の場を企画し、自分た
ちの地域で実践しています。

・出前イベントを行うことにより、地域活動への
お手伝い、イベントに参加・協力していきます。
　　※出前イベント：暗やみの絆、水ロケット、
　　　スリーＡ脳トレゲーム、ウクレレ歌謡、
　　　手作り工作、手芸
・障がいのある方、自立を目指す人と一緒に
活動していきたいと考えています。

　阪神北管内４市１町において、隣近所の
住民とのコミュニケーションが図られ、地
域で助け合いの輪が出来上がっている具体
例を調査し小冊子に取り纏め、情報発信し
ます。各地域は本冊子を参考に、豊かな地
域社会の形成に努め、助け合いの輪を広げ
ていくために役立てていただきます。

　水は、生命にとって無くてはならない大切なもの
です。我々の傍を流れる河川の状態がどうなって
いるかを知る活動を行います。水質検査・生息生
物調査などを行ってマップ作成します。又、北摂
里山街道を東西に訪ねるエコバスツアーを実施しま
す。水環境の状態を多くの人に伝えていきます。

　阪神北地域の「緑」を知り、育み、繋ぐ活
動を推進します。地域により取り組み方も課題
も異なりますが、今在る地域資源を再考し、協
働できる方策を探ります。地域や世代を超えて
活動を共にする機会や場づくりを考えます。

　活動の原点は「足元から」。身近な巨
樹・巨木・森を見守り、将来は学校や
公園など公共の場所に適合した木々を植
樹して、地域の森・シンボルツリーとし
て末永く見守っていきたいと思います。

　４市１町のゴミ処理（ECO）の分析及び
効果的な対策のらぼ提案・ダンボールコンポ
スト等によるゴミの堆肥化の推進・太陽光等
利用による新しいゴミの処理システムのらぼ
と啓発・環境を通じ、３世代で豊かで快適
な環境（空間）づくり（らぼの推進）。

　「であいたい」活動を継続し、いままでのもの
をデータベース化し、ホームページを作成します。
それを、SNS など ICT を活用して地域全員で拡
散し、地域ツーリズム活性化をはかります。

　市民が積極的に携わっている地域づくりの
実践活動を紹介します。北摂の里山や武庫
川、猪名川に代表される身近な自然と古い歴
史文化を生かした地域づくりを広く発信して、
地域への愛着心を醸成し次世代の担い手を
発掘する、「地域見本市」を企画運営します。

　第6期の “じばヤング” もそれぞれの地
域で世話焼きをしておられ、集合力は
相当なものとなっています。お互いの活
動を支援することで活動の幅を広げたい
と思っています。身近な材料で懐かし
い遊びを手づくりしてもらうことで、多世
代交流のきっかけになればと思います。

　人と人とをつなぎ、心通える居場
所づくり、そんな活動をされている
皆さんと一緒に感動の輪を広げてい
きたいと考えています。
　ひとりひとりを大切にと考え、感
動の「わ」が広がり、ふれあいと夢
の「わ」になりますように。

　まずは、本作業に取り組んでいる３人
（伊丹市・宝塚市・三田市）が住んで
いる地域で実践している施策とその結果
を中心に纏めてみたいと考えています。
　さらに、管内４市１町の他事例にも調
査の輪を広げて、幅広くいろいろ取り組
み事例を調べます。

　武庫川・猪名川の川の流れだけにこだ
わらず、横断的に地域を里山につなぐ探
究を行います。現在の北摂里山博物館
構想に沿ったエコバスツアーを行います。
又、武庫川・猪名川へと流れる河川も含
めて水質マップ等の作成を行います。

　環境を通じ、若い世代、こども達との
共同活動、世界田植え・稲刈り選手権、
第２回・第３回夢フェスタ開催、また各
地域での餅つき開催、阪神間での ECO
クリーン隊活動、コンポストの実演会等、
みなさんも私たちと「らぼ」しませんか。

　であいたいの集大成をメンバー一致
協力して完成させ、皆様のお力をお借
りして、地域経済を活性化と雇用の増
大につなげたいと考えています。

　耀く阪神北のビジョンが地域住民
の絆を深める祭典として受け入れら
れる「地域見本市」になる様な企画、
運営を心がけます。

多世代交流
　“じばヤング”

ふれあいと
　夢の｢わ｣

助け合いの輪

水

緑の環境会議

らぼ・環境実践

絆の森
　プロジェクト

シンボル
　プロジェクト

1

2

3

4

5

6

7

8



4 5

活動グループの紹介活動グループの紹介

　「地域での多世代交流の充実とネットワーク化をめざそう！」
というのが、今年度のグループ活動の目標であり、各地区での交
流と実践の場を企画運営していきます。
　手始めに 7月「三田七ようまつり」に昔遊びのコーナーを出店、
竹ぽっくり・ぶんぶんコマ・万華鏡
etc. 手作りの昔遊びやお手製の尺八
の演奏体験など、子どもたちに気に
入ってもらえたでしょうか？
　近々の交流の場として
①　10 月　関西学院大学留学生の
　　　　　エコツアーと西谷地区との交流
②　11 月　大手前大学・学園祭
③　企画予定　 
　　　　　西宮市キッズパークでのイベントに参加の企画
今後、地域交流の場を託せる人材の発掘にも取り組ん
でいきます。

多世代交流“じばヤング”グループ1
　出前イベントとして考えている「スリーＡ脳トレゲーム」を体験しました。メンバーの
一人が活動している「認知症予防ケアグループきらら」がパレットかわにし10 周年フェ
スタで活動を発表し、グループメンバーも参加しました。
　スリーＡとは、「あかるく、あたまをつかって、あきらめない」の３つの「あ」をあわせ「ス
リーＡ」と言います。参加者が輪になって座り、手や腕をいつもと違う動きをして、
隣の人とスキンシップを取りながら楽しみます。

　ひとりでに笑いが出てきて、非常に楽
しく、連帯感もでき、コミュニケーションツー
ルとしてもいいなと思いました。
　メンバーの特技を生かして、こどもや
高齢者対象の楽しいイベントを用意して、
ふれあいの輪が広がるよう働きかけてい
きます。

ふれあいと夢の「わ」グループ

　「地域貢献」と「循環」を共通認識し、念頭に置
いて活動しようと11名でスタートしました。
 6 月：専門委員からの指導を受けて、活動の方向性
　　　を決定。メンバーの活動拠点を訪れ、現状や
　　　課題を知ることから始めることになりました。
 8 月：らぼ・環境実践グループ主催の「夢フェスタ」に参加し、壮大な森づく
　　　りについての講演を聞きました。
 9月：伊丹市昆虫館研修。施設の概要説明を受け、館内を見学。
今後の予定は、
10月：丸山湿原と県立宝塚西谷の森公園視察研修 /宝塚市立地域利用施設西
　　　谷会館にて地域交流会に参加協力。
11月：「地域見本市」にパネル展示他にて参加。活動の記録をまとめます。
12月：三田市乙原にて専門委員を囲み半期の活動の振り返りをします。

2
　環境の「らぼ」（研究）を通じ、我々の生活環境が自然と調和
する環境共生型社会となる道を探り、私達の子どもの頃の良い環
境を次世代を担うこども達に贈りたい。
このため、豊かで快適な環境創造にチャ
レンジし、安心安全な作物づくりを体
験する機会を通じ（世界田植え・稲刈

り選手権）
農業の活性
化で食糧自
給率を高め
ること、地域社会の安定化に貢献す
ること、自然環境の保全力が高まる
ことを訴える。（夢フェスタ等開催）
阪神間での枯れ葉回収やコンポスト
の堆肥化の推進を通じ、多世代交流
等、活動しています。

らぼ・環境実践グループ6

　水グループは、6 人
で 2 年間の活動をす
ることになりました。初回の会議で武庫川・猪名川の水系の水質
や生態系など調査を実施することに決まりました。早速、７月
１８日に約１０カ所の橋の上から水を汲み上げて試薬にて水質検
査を行いました。冬季に再び水質検査を行いデータをまとめて水
質マップを作成します。さらに水の環境によって生息する生物が
異なるので生態系の観察も行う予定です。又、１２月４日（火）
に「武庫川・猪名川を東西に結ぶ北摂里山街道を訪ねる」エコバ
スツアーを計画しています。
　このツアーでは、北摂里山街道を走行して日出坂洗いぜき・青
野ダム・人と自然の博物館・武庫川上流浄化センター・一庫ダム
などを訪問します。そこでは、専門講師の講座と訪問施設の担当
者の説明を計画しています。水グループは、「貴重な水資源と環境」
の広報に努力したいと考えます。

水グループ4

助け合いの輪グループ3

緑の環境会議グループ5 　われわれ「絆の森プロジェクトグループ」の最終目的は観光客
の増大と雇用促進です。
　伊丹、宝塚、三田、川西、猪名川の４市１町は歴史的並びに文
化的につながっており、豊かな自然と周辺都市や企業との交流及
び ICT（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ ｱﾝﾄﾞ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ｱﾝﾄﾞ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ）の活用により、
世界からの観光誘致を目標にして、ホームページを作成していま
す。

　データベースは「あるきたい」の
情報を活用し、及び皆様方や地元企
業様からの情報提供を求めています。
　それらをホームページで発信し、
SNS（ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ）などで、地
域の皆様に拡散していただき、世界
に阪神北エリアの良さを広めていき
たいと考えています。

絆の森プロジェクトグループ7

H24.9.5 伊丹市昆虫館研修

○当グループのメンバーは３人（伊丹市・宝塚市・三田市）。
○調査方法は、県事務局より管内４市１町のまちづくり担当課へ「阪神北地
　域ビジョン委員会助け合いの輪グループ活動への協力依頼について」の文
　書を発出して戴き、その後に、メンバーが各市町へ出向き、活動されてい
　る団体に直接ヒアリングを行い別紙要領により調査します。
○調査内容は、区、自治会の部とその他一般の部、それぞれ２件程度ずつ（１
　行政４件）程度を調査します。
○調査日程は、伊丹市：H24.7 ～ 9（第１回＝H24.8.24）
　三田市：H24.10 ～ 12　宝塚市：H25.1 ～ 3　川西市：H25.4 ～ 6　猪名川町：H25.7 ～ 9　取り纏め作業　H25.10 ～ H26.3

H24.8 伊丹市における調査風景

波豆川の西田橋採水作業
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地域見本市「かがやく阪神北！つながり広げささえあおう♡」開催！地域見本市「かがやく阪神北！つながり広げささえあおう♡」開催！
シンボルプロジェクトグループ8

開催日開催日開催日 11月10日（土）～11日（日）11月10日（土）～11日（日）

会　場会　場会　場 １階 ぴぃぷぅ広場　
展示関係：11月10日・11日　10:00～17:00

６階 アステホール
ステージ：11月11日のみ　13:00～15:00

１階 ぴぃぷぅ広場　
展示関係：11月10日・11日　10:00～17:00

６階 アステホール
ステージ：11月11日のみ　13:00～15:00

場　所場　所場　所 アステ川西アステ川西 ※阪急電車・能勢電鉄「川西能勢口」駅下車
※ＪＲ「川西池田」駅下車

是
非
、
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
！

是
非
、
足
を
お
運
び
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だ
さ
い
！

入場
無料

　今年も、地域見本市「輝く阪神北！つながり広げささえあおう ♡」が開催されます。
　この催しは、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、みんなでまちづくりに取り組んでいくきっかけづくりとすることを目的とした、地域の
文化祭のような事業です。阪神北地域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ます。
　今年は、阪急電鉄「川西能勢口」駅前の商業施設「アステ川西」を会場に開催。
１階の「ぴぃぷぅ広場」では、地域に根ざして活動する団体や、自然・文化・
歴史等の紹介のパネル展示やワークショップ、さらに阪神北地域４市１町の
名産品の販売コーナーが展開されます。６階の「アステホール」では、ミニ
コンサートや朗読劇、歴史セミナーや演芸のパフォーマンスが催されます。
　既に活動されている方も、これまで積極的にまちづくりに参加していなかっ
た人も、自分たちの生活するまちを元気にするヒントをみつけませんか？
　多くの皆様のご来場をお待ちしております。

１F：ぴぃぷぅ広場：11月10日・11日 10:00 ～17:00

1. 地域活動団体の活動紹介
2. 阪神北地域の自然・文化・歴史等の魅力を紹介
3. 阪神北地域物産品の販売

阪神北地域の魅力をパネル展示等で紹介します！
6F: アステホール：11月11日のみ 13:00 ～15:00

素敵なステージ発表で阪神北の魅力を感じてください！

出展予定団体 ステージ出演予定団体

※６～７頁の写真は昨年度の模様です

阪
神
北
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
委
員
会

伊丹市立池尻小学校６年生

猪名川木喰会

NPO法人 SNOW ANGEL

・ミニセミナー
　「25分で巡る摂津名所図会
　　　『屏風岩』の旅」

・演芸：ウクレレ歌謡 阪神北地域ビジョン委員会
ふれあいと夢の「わ」グループ

・歌のミニコンサート
　　「ふるさと（嵐）、いのちの歌、琥珀色の地球　他」 
・朗読劇
　「海をかえして！」　他 

演　目 出　演　団　体　シンボルプロジェクトグループ  川西 多田 おりがみの会  けやき坂小学校区コミュニティ推進協議会 ひとくらクラブ
　多世代交流 “じばヤング” グループ 川西市ボランティア連絡協議会 ひょうごアドプト☆チャリティ・フェスタ実行委員会  ＮＰＯ法人川西再発見
　ふれあいと夢の「わ」グループ NPO法人　兵庫県断酒会  宝塚ハーブを楽しむ会  渓のサクラを守る会
　助け合いの輪グループ  特定非営利活動法人　禁煙推進の会兵庫さんだ 自分ハッピーネット  国崎クリーンセンター啓発施設　ゆめほたる
　水グループ   いのちをつなぐ食育の会  猪名川木喰会   丸山湿原群保全の会
　緑の環境会議グループ  ダリアを楽しむ会   池田炭加工処   フェニックス共済
　らぼ・環境実践グループ  中山台コミュニティ 緑化環境対策部  多田銀山史跡保存顕彰会  伊丹市【名産品】  
　絆の森プロジェクトグループ 多田東小学校区コミュニティ推進協議会 ＮＰＯ法人 歴史文化財ネットワークさんだ 宝塚市【名産品】 
N PO法人市民事務局かわにし コミュニティひばり環境部会 阪神北ＥＣＯクリーン隊  川西市【名産品】  
子育て支援グループ（スマイル） 西谷地区まちづくり協議会（文化・研修部会） 北摂里山博物館運営協議会  三田市【名産品】  
宝塚盲ろう者友の会  有岡小学校区まちづくり協議会 武庫川流域圏ネットワーク  猪名川町【名産品】


