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第7期阪神北地域ビジョン委員会スタート!
　4 月 26 日（土）宝塚市アピアホールでの全体会で、第 7 期阪神北地域ビジョン委員 63 名
に委嘱状が交付されました。正副委員長も選出され、2年間にわたる活動がスタートしました。
　ビジョン委員は、９つのグループに分れ、地域の将来像を描いた「阪神市民文化社会
ビジョン」に記載されている下記の４つの行動目標に則した具体的なテーマを設定し、
阪神市民文化社会ビジョンの実現に向けた実践活動を行うことになっています。

<「阪神市民文化社会ビジョン」の 4 つの行動目標（分野）>
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」

　既に、ビジョン委員はグループ活動を開始しています。
　活動グループリストについては３ページを、活動紹介については 4・5 ページをご覧
ください。
　また、ビジョン委員会では、各地で繰り広げられている活動の実例や地域の歴史文化、
産業の魅力をご紹介する「地域見本市」を 10 月 19 日（日）に開催しました。その内容は６ページ
をご覧ください。
　さらに 2 月には、県民の皆さんとビジョン委員が一緒になって地域の夢や将来像を語り
合う「地域夢会議」の開催も予定しています。皆さんのご参加をお待ちしています。

地域資源を次世代へ

　阪神北地域第７期ビジョン委員会が、
４月 26 日開催の第１回全体会を機に活動
をスタートさせました。
　私たちが住んでいる阪神北地域は、自然、
産業、文化が満ち溢れた豊かな資源を有する
地域です。また、それらを支える経験豊かな
人材が多くいる地域でもあります。それら
の資源や人材を後世に残すことが私たちの
使命ではないでしょうか。
　そのような阪神北の魅力を地域の皆さま
と共に発掘・再発見し豊かさを次世代へ
伝えるために行動を起こしませんか。
　阪神市民文化社会ビジョンに掲げられた
４つの行動目標のもと、９つの活動グループ
が地域の魅力発見、再発見を通じ新しい
公の発展に向け活動を広げたいと思います。

委員長

八木下 榮一

第7期ビジョン委員会の
　　　　　　スタートに寄せて

　「阪神北地域ビジョン委員会」は、阪神
地域の将来像を描いた「阪神市民文化社会
ビジョン」の普及啓発やその実現に向け
た実践活動を担っていただくことを目的
に平成 13 年にスタートしました。
　同委員会は、今期で第７期目を数え、こ
れまでの実践活動の成果は、阪神北地域の
魅力アップに着実につながっています。
　今期のビジョン委員の皆様には、今後、
地域づくりの先導役としてさらなるご活躍
を期待しています。
　地域の皆様におかれましても、ビジョン
委員会の活動をご理解いただき、このすば
らしい阪神北地域の“夢”の実現に向け、
積極的なご支援、ご協力をいただきます
ようお願いいたします。

阪神北県民局長

多 木  和 重

委嘱状の交付（H25.4.26）
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活動グループリスト活動グループリスト
グループ名 活動内容 代表からのコメント

多世代交流
“じばヤング”
グループ

阪北
NPOネット
グループ

ふれあいと
夢の「わ」
グループ

輝け次世代
阪神北
グループ

里山・里川を
体験し考える
グループ

であいたい
グループ

　阪神北地域の自然、文化、歴史を掘り起こし、
講演や見学会等の開催や情報発信を積極的に
進めることにより、地域の活性化の提案を
行います。

　研修会や、施設文化財見学会を開催
します。これらにより、多方面の方々
との“であい”を通じ、交流の場づく
りに貢献するものと期待しています。

　「食は絆 おいしく楽しくいきいきと」を
テーマに、４市１町を拠点とし、各地域の「人財」
「食財」「情報財」をコミュニティビジネスに
結びつけることを目指しています。

　豊かさと地域の賑わいを創出する
ために、地域特産品のＰＲなど実験
的コミュニティビジネスも視野に
入れた取り組みを検討・実施して
参ります。

ハッピー
ビジョン
グループ

　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。
当グループでは、地域を大家族のようにするた
め、多世代交流の場としての「昔遊び」を企画
実践し、同時に、若い親世代に交流のツール
としての「昔遊び」を伝承していきたいと考え
ています。

　今までは、子どもたちに昔遊びを
伝承すれば良いと考えてきました
が、その親の代が既に手づくりに
よる昔遊びを経験していない事に
気が付きました。まずは親世代に、
そして、子どもたちに。

　阪神北地域の技芸を持つ方々による音楽
イベントを開催します。コラボレーション
や演出にも可能な限り手を入れ、先駆的な
イベントを地域の方々に提供します。

　２年間のビジョン委員会の任期のう
ち、今年度はクラシックコンサートを
計画しています。また、来年度はジャ
ンルにとらわれない文化イベントを
開催する予定です。

　阪神北地域の NPO 法人やその他の団体同士
のネットワーク形成を目的に活動しています。
「場」づくりをはじめ、人や情報の流通活性
など、NPO 活動の“見える化”（視覚化）を
図ります。

　当該地域にある 4 つの「中間支援
ＮＰＯ法人」に所属するメンバーで
構成するグループです。今年度は
「阪神北 NPO 法人マップ」作成や
研修講座開催により「中間支援力」
を発揮します !

C×A
Production
グループ

・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、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。

　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。

　当グループは、メンバーが今までそれぞれ
に活動してきた 4 つのテーマを、より充実
するため、情報交換をしながら次世代への
夢づくりを進めていきます。

　部員 5 名が次の 4 つのテーマを
もちます。「喫煙防止教育の推進」
「子育て支援」「障がいをもつ人の
社会参加」「安心安全の街づくり」
各自が行う企画に全員参加し活動の
充実とスキルアップを図ります。

　「地域の自然環境や歴史文化を学び、体験し、
保全活動に繋げる観光」と定義されるエコツー
リズム。自然体験、学習・調査、地産地消等の
内容を組み合わせ、さらに深化させることを
目指しています。

　参加者に納得してもらえるツアーを
実施するためには、スタッフの準備が
欠かせません。少々難しい事前学習に
頭を悩ませながらも、メンバー一同
活動を楽しんでいきます。

　環境（空間）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ます。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設けます。
ま た、自 然 環 境 の 保 全 力 が 高 ま る こ と を
訴える機会を設けます。

　豊かで快適な環境創造にチャレンジ
し、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
代を担う子ども達に贈りたい。

らぼ・
環境実践
グループ

行動
目標

第
１
分
野

第
２
分
野

第
３
分
野

第
４
分
野
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グループの活動紹介
多世代交流“じばヤング”グループ
作ってみよう。そして遊ぼう。
★「昔の遊び」による多世代交流の広場づくりをする。
★大学生や子育て中の保護者との「語る会」によって交流をはかる。
　　７月１９日（土）三田地区七ようまつり　　「昔の遊び」コーナー出店　
　１０月１９日（日）地域見本市　猪名川町　「昔の遊び」コーナー出店　
　１１月８日（土）９日（日）大手前大学学園祭　「昔の遊び」コーナー出店　　　

〈今後の予定〉
　１２月初旬　大手前大学「学生と語る会」開催
　子育て中の保護者との「語る会」企画

「自分で作って遊ぶのはたのしいな～」

世界稲刈り選手権

三田市すずかけ台喫煙防止教室

ふれあいと夢の「わ」グループ
楽しく・ふれあい・絆をつなごう
各地域の温かいコミュニティ創りのお手伝いをする活動をしています。
■これまでの提供イベント
　・猪名川町ゆうあいデイサービスセンターに
　　　　　　　　　　　　　個別リクレーションの提供 【毎月１回】
　・アースデイいたみ　ちきゅうの日にエコ手芸の提供 【６月】
　・ふるさと夏祭り（伊丹有岡、宝塚紅葉ヶ丘）に出前屋台提供【７月、８月】
　・シニアカレッジに手芸等指導 【８月】
　・宝塚市光明ディサービスセンターへ個別リクレーションの提供 【毎月１回】
　・宝塚仁川小学校へペットボトルロケット提供 【10月】

安心安全な作物作りを体験しよう

輝け次世代阪神北グループ
今そして未来へ、次世代は社会の宝物、
青少年の健全育成を進めます。
①喫煙防止教育
　　８月３０日：三田市すずかけ台にて、喫煙防止教室
　１２月 中 旬：三田市まちづくり協働センターにて、喫煙防止パネル展示会
②子育て支援
　１０月２２日：川西市アステ市民プラザにて子ども・子育てを応援する講演会実施
③安心・安全のまちづくり
　１０月  ４日：三田市すずかけ台にて、地域合同自主防災訓練大会参加。
④障がいを持つ人の社会参加
　　２月 中 旬：伊丹市にて、障がい者のアクセサリー作り教室

里山・里川を体験し考えるグループ
エコツーリズムのより深い体験を通して
地域の魅力を知る
阪神北県民局内でエコツアーの対象として、
①里山・里浜での自然体験と保全活動団体との交流、
②河川水質・環境調査の体験、
③昼食を通じた地産地消体験、
④博物館、水処理・廃棄物処理施設、自然エネルギー関連施設の見学、
⑤水辺再生・多自然型川づくり現場の見学、
⑥歴史的景観見学
などを抽出し、これらを組み合わせたツアーを計画しています。

らぼ・環境実践グループ

ハッピービジョングループ
阪神北地域にはおいしいものが
いっぱい
〈活動内容と活動計画〉

①地域見本市に阪神北地域の農産物、加工品を出展・商品紹介（10月19日実施）

②「食は絆」をテーマに地元食材を使った料理研修教室の実施（12月13日予定）

③地産・地消のシンポジウムの開催（３月予定）

　　上記①～③の各活動とも、ハッピービジョングループメンバーの持つスキル、人脈を活用し、わかりやすいテーマ

　　での実践活動を計画しています。

　今年度の企画では、第1回として「里山保全
と自然エネルギーを考える」：北摂里山丸山湿
原と三田太陽光発電所視察、第2回として「川
の自然を知り川を測る」：武庫川上流日出坂洗
堰（多自然型）・桜の園亦楽山荘視察と武庫川
水質・環境調査体験を計画しました。第１回は
雨天中止となりましたが、態勢を整え充実した
エコツアーを実施する予定です。

　5月31日午前10時から三田市東本庄の田んぼの中で、「世界田植え

選手権」を開催しました。当日は、有馬高校の生徒・伊丹市内園児・小学生

たち約80名で田植えをしました。猛暑で大変でしたが、皆さんの応援も

あり、枯れ葉堆肥を使った田んぼでの田植えを無事に終えました。

　また、10月12日と18日の午前9時30分から、世界田植え選手権と同じ

会場で、「世界稲刈り選手権」を開催しました。12日は有馬高校の生徒たちが、18日は伊丹市内の園児・小学生たちが

両日合わせて約90名参加し、枯れ葉堆肥を使った田んぼで育った稲を刈り、この田んぼから収穫した米を使って盛大

に餅つき大会を開催しました。

「C×A Production」グループ、「阪北NPOネット」グループ、
「であいたい」グループについては、次号以降に活動紹介をします。
お楽しみに。
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地域見本市地域見本市
「かがやく阪神北!つながる心とひろがる絆」「かがやく阪神北!つながる心とひろがる絆」

多世代交流“じばヤング”グループ
阪北 NPO ネットグループ
ふれあいと夢の「わ」グループ
輝け次世代阪神北グループ
里山・里川を体験し考えるグループ
らぼ・環境実践グループ
ハッピービジョングループ

自分ハッピーネット 
伊丹市まちづくり基本条例を育てる市民の会
中山台コミュニティ緑化環境対策部 
西谷地区まちづくり協議会 
花かわち倶楽部 
いのちをつなぐ食育の会 
フェニックス共済 

阪
神
北
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
委
員
会

兵庫県川西断酒会 
NPO 法人 禁煙推進の会兵庫さんだ 
ひょうごアドプト 
NPO 法人市民事務局かわにし 
みなみ親父クラブ 
宝塚盲ろう者友の会 
特定非営利活動法人 成年後見センター・川西 
こころ豊かな人づくり 500 人委員会 阪神北 OB 会
こども家庭応援団 ( 川西・猪名川 )
子育て支援グループ「スマイル」
川西市文化財ボランティアガイドの会
NPO 法人 歴史文化財ネットワークさんだ
池田炭加工処
猪名川木喰会

多田銀山史跡保存顕彰会
丸山湿原群保全の会
宝塚むこスケッチ会
武庫川がっこう
渓のサクラを守る会
ひとくらクラブ
NPO 法人 川西再発見
国崎クリーンセンター啓発施設「ゆめほたる」
阪神北 ECO クリーン隊
北摂里山博物館運営協議会
ダリアを楽しむ会
武庫川流域圏ネットワーク
武庫川市民学会
武庫川づくりと流域連携を進める会

出展団体

平成26年10月19日（日）に
猪名川町「能勢電鉄・日生中央駅前 人の広場」で開催

　阪神北地域ビジョン委員会では、地域で活動をする人々の文化祭
である「地域見本市」を阪神北地域の４市１町内で毎年会場を
移しながら開催してきました。
　今年度は、10 月 19 日（日）に猪名川町の「能勢電鉄・日生中央駅前 人の広場」で開催しました。

　今回の地域見本市は、猪名川町観光協会が主催する「いながわ秋山
味覚まつり」や、「スマイルフェスタ」、「こどもお茶会」、「ＨＡＮＫＩＴＡ
こども文化フェスタ」との同時開催でした。
　当日は秋晴れの下、駅前というアクセスの良さと相まって、朝から人々
で溢れ、来場者数は地域見本市としては過去最高の 6,000 名を記録し、
大盛況でした。
　「はばタン」（兵庫県）をはじめ、阪神北地域のマスコットキャラクター

「いなぼう」（猪名川町）、「きんたくん」（川西市）、「たみまる」（伊丹市）、
「キッピー」（三田市）、さらに
は地元商業施設の「サッピー」
が加わり、大人から小さな
子どもまで楽しめるイベント
でした。
　地域見本市では、ビジョン
委員会のグループや地域活動

団体が、パネル展示だけでなく、昔の遊び、手芸・工作のワーク
ショップ、地産物展示、焼きそば販売など、多彩なＰＲ活動を
行いました。
　その結果、日頃の活動内容について阪神北地域の皆様に広く
知っていただくことができ、大変有意義なイベントとなりました。
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佐曽利ダリア園

県立人と自然の博物館

新宮晋 風のミュージアム

松尾湿原

地域魅力発見研修を開催！地域魅力発見研修を開催！
　阪神北地域ビジョン委員会では、管内にある貴重な
地域資源を知るため、10 月２日に「地域魅力発見研修」
を開催し、ビジョン委員等 24 名の参加がありました。
　阪神北県民局及び阪急電車宝塚駅に集合し、バスで
宝塚市北部の西谷地区に向かいました。車窓から秋の
気配が感じられる自然豊かな田園風景を見ながら、最初
の訪問地である「佐曽利ダリア園」に向かいました。
　同園では、佐曽利園芸組合の組合長より、西谷地区
のダリア栽培が 80 年を超える歴史を持つこと、同地
区が全国生産の約３割を占める全国有数のダリア産地
であることなどについて説明を受けました。その後、
多種多様な花が咲き誇るダリア園内を散策し、お気に
入りのダリアの花を撮影したり、記念写真を撮ったり
しました。
　次に、「宝塚市立宝塚自然の家」の敷地内にあり、
宝塚市の天然記念物の指定を受ける「松尾湿原」を
訪れました。同湿原の保全活動と植生調査に取り組んで
いる「宝塚エコネット」のメンバーの方より、湿原を
保全することとなった経緯や湿原周辺の常緑樹の伐採、湿原内の草刈り、落葉の除去等の地道な活動
について説明を受けました。日々の活動が貴重な湿原の保全につながっていることを実感しました。
　「宝塚自然の家」で西谷産のコメ、野菜などの食材を使ったおいしい昼食をとり、休憩後、次の

訪問地に向かいました。
　午後は、三田市の県立有馬富士公園内にある「新宮
晋 風のミュージアム」を訪問しました。公園内には、
世界的彫刻家の新宮晋氏から兵庫県に寄贈された風で
動くユニークな彫刻 13 点が設置され、風を受けると
それぞれの彫刻が異なった生き物のように舞い続ける
と聞いていましたが、あいにく当日は風がほとんどな
かったため、個性豊かに動く光景を見ることができず
残念でした。

　最後に、「県立人と自然の博物館」を訪れ、同博物館の研究員であり、阪神北地域ビジョン委員会
の専門委員でもある上田萌子先生に、博物館の歴史や概要、先生の専門分野についての講演を拝聴し、
館内展示の案内もしていただきました。江戸時代の「摂津名所図会」や「西国名所図会」のほか、
江戸時代から明治時代にかけ撮影された貴重な写真類
を観賞し、武庫川の風景など当時の様子を垣間見る
ことができ、参加者一同感銘を受けました。
　今回の研修会では、宝塚市、三田市にある貴重な
自然・文化など、４箇所の地域資源を訪れることが
でき、阪神北地域の新たな魅力発見の機会となり、また、
第７期ビジョン委員最初の研修として、相互に交流する
いい機会となりました。
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　第７期ビジョン委員会活動の目標が決まり、広報
部会もスタートしました。
　県民の皆様に「夢じゃーなる」の紙面を通して、
輝く阪神北地域のビジョン委員会活動の様子を
お知らせします。
　ビジョン委員が全体で取り組む行事や各グループ
の工夫された活動を分かりやすく、読みやすく紹介
していきます。
　どうぞよろしくお願いします。

第７期　阪神北地域ビジョン委員名簿

専門委員・アドバイザー・オブザーバー名簿

①多世代交流“じばヤング”
【伊丹市】 内堀　克子

【川西市】 八木下 榮一

【三田市】 藤村　晴彦（代表）

 渡邊　倫子（副代表）

 武田　幸郎

②Ｃ×Ａ Production
【宝塚市】 坂本　海優（代表）

 坂本　新子

【神戸市北区】 新　日出夫（副代表）　

③阪北ＮＰＯネット
【伊丹市】 東端　由加（副代表）

 仲野　博正

【宝塚市】 中山　光子、松尾　伸二

【川西市】 三井 ハルコ（代表）

 大島　一晃、小柳　敎子

【三田市】 山本　梨香、松野　玲子

【専門委員】
芳田　茂樹　大手前大学 准教授

上田　萌子　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 館長

　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 顧問

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】
池田　昌寛　伊丹市 政策室主幹

番庄　伸雄　宝塚市 政策推進課長

飯田　　勧　川西市 経営改革課長

井上　浩行　三田市 企画広報課長

曽野　光司　猪名川町 企画財政課長

役　　員 委員長：八木下 榮一　　副委員長：武田　幸郎、塗家　昭彦

広報部会 部会長：内堀　克子　　 副部会長：沢野　明美、小牧　六輔

 部会員：坂本　海優、山本　梨香、木原 久寿夫、正岡　妙子

 　　　　木村 恵美子、吉田　幸子、山本　義則、宝代地 まり子

④ふれあいと夢の「わ」
【伊丹市】 正岡　好郎（代表）

 有賀　悦子（副代表）

 正岡　妙子、木村 美恵子

【宝塚市】木原 久寿夫

【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　靜雄

⑤輝け次世代阪神北
【伊丹市】 小牧　六輔

【宝塚市】 細川　知子

【川西市】 正林 由美恵（副代表）

 藪内　玲子

【三田市】 大月　勝（代表）

⑥里山・里川を体験し考える
【伊丹市】 前田　良治（副代表）

【宝塚市】 古武家 善成（代表）

 吉田　幸子、井上　章

 塗家　昭彦

【猪名川町】 後藤　憲明

⑦らぼ・環境実践
【川西市】 波多野 昭治（副代表）

【三田市】 谷口　昭広（代表）

  山本　義則、二口　力

⑧であいたい
【伊丹市】 髙見　治

【宝塚市】 森下　靖夫（代表）

  澤　貞次、宮崎　美穂

【川西市】 前田　俊彰（代表代行）

【三田市】 今北　のりよ（副代表）

【猪名川町】 直井　秀公

【西宮市】 沢野　明美　

【池田市】 浅田　信利（副代表）

⑨ハッピービジョン
【伊丹市】 加藤　彰久（代表）

 大山　智之

【宝塚市】 平野 浩太郎、松田　正像

 宮脇　英明、山田　忠生

【三田市】 森下　正子（副代表）

 宝代地 まり子

【伊丹市】大森　保、百合　正徳

【川西市】岡村　紘

【三田市】仲田 かづみ

【猪名川町】川野　彰


