
夢

写真：第3回全体会

第4会議室 会場

第3会議室 会場

Facebook やってます︕

ホームページ 更新中︕
「兵庫県ホームページ」にて阪神北地域
ビジョン委員会の活動がご覧になれます。

阪神北地域ビジョン委員会の
情報を随時発信中です。

h�ps://web.pref.hyogo.lg.jp/hnk01/hankita_vision.html

阪神北地域ビジョン委員会フェイスブック 検索

（事務局）
〒665-8567 宝塚市旭町2-1-15
阪神北県民局 総務企画室 総務防災課
TEL:0797-83-3119/FAX:0797-86-4379
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県民局からの情報コーナー・・・・・P6

納得 実感 阪神北

全県1位

兵庫県では、「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調査を実施し、
地域ビジョンの満足度・実現度を測る「ものさし」としても活用しています。

2020年度は、以下の項目が全県で1位となりました。

全県1位

81.2％
住んでいる地域に
これからも住み続

けたい

全県1位

全県1位

行動目標2

行動目標3

行動目標1

行動目標4

75.1％
住んでいる地域の子どもは、
伸び伸びと育っていると思う

50.6％
家庭で災害に対する自
主的な備えをしている

64.6％
お住まいの市・町の自然環
境は守られていると思う

13.3％
商売、事業を新たに始め
やすい環境になっている

全県1位

総合項目

全県順位は県下10県民局･
県民センター内の順位です

◆編集後記◆

阪神北地域ビジョン委員会への

お問い合わせはこちらまで！

・・・・・P7兵庫のゆたかさ指標/編集後記

第10期ビジョン委員会は、コロナ禍でグループの発足が年度途中となり
ましたが、その後、感染拡大防止対策を講じながら活動を進めてきました。
そして、3月6日には１年目の活動報告会である第３回全体会を、2つの
会場に分かれオンラインで開催しました。

今後も各グループは知恵をしぼって活動を続けていきます。

　期待に夢膨らませる新年2021年は、残念ながら新
型コロナウイルスの蔓延で開けました。世界中の
人々の健康に大きく影響を与え、かつてのペストや
スペイン風邪の再現かと世界を震撼させました。欧
米諸国などはロックダウンという強硬手段をとる中、
日本は「緊急事態宣言」を行い、国民生活のさまざ
まな活動の自粛で対抗いたしました。
　県民のみなさまの忍耐強い活動は、生産活動・教
育の現場・医療に携わる方々の懸命の活動などあら
ゆる分野で感染防止活動が功を奏し、宣言の早期解
決にこぎつけることができました。
　コロナ禍を克服したのちには、今までの自粛を大
きく飛躍できる雌伏時期と考え、はつらつ・のびの
びとした明るい阪神地区に戻ろうではありませんか。
　こんな中にあって阪神北県民局のビジョン委員も、
感染防止に工夫をしつつ根強い活動を続け、「夢
じゃーなる」でご紹介をいたします。
　広報部員：小野



グループの活動紹介 グループの活動紹介

多様で個性的なライフスタイルを育む地域づくりのために
異世代間のコミュニケーションのきっかけづくりを

目指すグループです

エンジョイ多世代交流グループは、令和２年度の活動として５つのイベントを企画
し準備を進めてきましたが、非常事態宣言で下記４つのイベントを延期し、来年度
の開催を目指すことにしました。ご期待ください。

・子どもいけばなと自然物工作を楽しむ集い
・雑な手洗いだと手に残る雑菌を見える化する実演会
・上手な会議の進め方教室
・巡礼街道の歩き方教室

・大災害時の自宅で出来るクッキング教室（※オンライン開催予定）

阪神北地域の防災・減災へ繋がるよ
うな防災意識を市民へ周知していく
様々な防災活動を行うグループです

2020年12月5日、阪神淡路大震災及び東日
本大震災の写真パネルを展示し、コロナ対
策応援の意味合いを込めたチャリティ出店
として、5団体の福祉事業所に参加いただき
ながら、室﨑益輝教授、室﨑友輔先生に御
登壇を依頼し『防災講演会』を開催しまし
た。

私達は、災害を乗り越える為には、ただ知
識だけを高めれば良いのではない事が大切
だということを忘れず周知していきます。

12月5日 防災講演会の写真

会場の様子

室﨑友輔先生の講演

室﨑益輝教授の講演

受付・チャリティ出店の様子

残るひとつのイベントは、非常事態宣言解除後の3月中の開催を目指していましたが、
来年度に延期しました。

2021年1月～5月までの活動計画をたてまし
たが、コロナウィルス感染拡大防止を考慮
し、できるだけＺＯＯＭを用いて、「あな
たの避難準備グッズ紹介」をするととも
に、「日頃から防災に関して話し合ってみ
たい事」などを話し合う予定です。

コロナ禍ともあり、平常時のように活動を
行うには難もありますが、可能な範囲で状
況に合わせながら推進していく方針です。
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グループの活動紹介 グループの活動紹介

持続可能な社会の実現を兵庫県阪神北地域から
無農薬での野菜栽培は、あらゆる面で持続可能な社会を実現していく事に繋がります。つ

まり国連サミットで採択されたSDGs（2030年までに国連加盟193カ国達成するための目
標）の実現です。SDGsには17の大きな目標があり、そのうち無農薬での野菜栽培はかなり
の部分でそれらを内包していると考えます。更に国連では「小農と農村で働く人びとの権利
に関する国連宣言（以下、小農宣言）」として121カ国が賛成し、小さい農業が見直されて
きています。残念な事に「小農宣言」については日本は棄権しています。小さい農業は無農
薬での野菜や穀物の栽培に最適なスタイルであり、SDGsの実現にも最適なのです。

無農薬での野菜栽培を実現する為には、単純に農薬（除草剤・殺菌剤・殺虫剤など）を撒
かないようにすれば良いというものではありません。畑に生える草の役割、
様々な微生物の作用、野菜に虫が来る仕組みなども理解しなければなりません。そして極力、
動物性堆肥や肥料は使わない、過剰に肥料を与えない、健康な野菜を作る事を目指すと結果
として農薬を使わなくても美味しい野菜を作る事ができます。

阪北ファームでは、一般参加者の募集や阪神北地域の子ども食堂などと提携し
ジャガイモの収穫体験やサツマイモの植え付けや収穫体験、その他の野菜の栽培体験
も行っていきたいと考えています。

第1回エコツアー 第2回エコツアー
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グループの活動紹介

【タイトル】

「2050 年も住みたい阪神地域とは？
～次世代を考える～」

【討議テーマ】
１．阪神地域への定住・移住、教育）
２．教育（保育・教育・リカレント）
３．多様な働き方二拠点居住
４．地域のつながり

4つのテーマについて、参加者
の希望に基づき複数グループに
分かれ、地域の将来像について
意見交換します。

2021年2月開催予定であった未来フォーラム(夢会議)が4月に延期になりました。あなたもご参加ください。

グループ
討議

発表
講評

全県
ビジョン

地域
ビジョン

ビジョンの構成

2022年3月策定予定新地域ビジョン策定に向けて

新しい将来ビジョン
を検討しています

検討委員会 ビジョン出前講座ビジョンを語る会

県民局から
の情報
コーナー

詳 し く は
QRコード
か ら ご 覧
ください。

　「新地域ビジョン」は、県民のみなさんとの意見交換「ビジョンを語る会」や地域団体、地域
のキーパーソンへのヒアリング、未来のアイディアを募るワークショップ「地域デザイン会議」、
高校生への「ビジョン出前講座」など、さまざまな機会でいただいた意見をもとに、有識者等
からなる「検討委員会」で議論を重ね、阪神地域の未来の姿を描いていきます。

グループ討議をした内容の発表と
専門委員などによる講評を予定
しています。

　21世紀初頭の兵庫のめざす将来像を示し、中長
期の県政の指針ともなっている「21世紀兵庫長期
ビジョン」策定から20年、改訂から10年近い時が
経ちました。
世界も日本も大きく変化する中にあって、今後の
兵庫づくりを県民のみなさんと共におおむね30年
後の2050年を展望し考えます。
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ゆる分野で感染防止活動が功を奏し、宣言の早期解
決にこぎつけることができました。
　コロナ禍を克服したのちには、今までの自粛を大
きく飛躍できる雌伏時期と考え、はつらつ・のびの
びとした明るい阪神地区に戻ろうではありませんか。
　こんな中にあって阪神北県民局のビジョン委員も、
感染防止に工夫をしつつ根強い活動を続け、「夢
じゃーなる」でご紹介をいたします。
　広報部員：小野
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