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ワークショップの目的

・北播磨地域（西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・ 
　多可町）に住む、働く、学ぶ「これからを担う若い世代」 
　の意見を反映させる。

・兵庫県北播磨県民局では、みんなで目指したいと思える 
　地域の30年後の将来像「地域ビジョン」の策定を進行中



参考：「北播磨地域ビジョン2020」

引用：北播磨県民局HP（https://web.pref.hyogo.lg.jp/nhk01/n_harima/vision.html）



ワークショップの流れ

第１回
09.27

北播磨らしさを探る①
北播磨地域の特徴や強み、魅力などから
北播磨にはどのような価値（らしさ）があるのか、
紐解いていきます。

市
木
三

市
西
加第２回 北播磨らしさを探る②

さまざまなデータから地域の実態をとらえ、
北播磨「らしさ」をさらに深めていきます。

10.11

第３回
目指したい北播磨の未来①
将来どのような北播磨になっていたいか、
参加者それぞれの視点で考えを深めます。

市
脇
西

10.25

市
東
加

第４回
目指したい北播磨の未来②
参加者それぞれが描く理想の地域像をかけ合わせ、
目指したい北播磨の未来を明らかしていきます。11.08

市
野
小

第５回
将来像の言語化
これからの北播磨地域にとって
重視されるべきポイントを言語化し、
キーとなる言葉を策定します。

11.29

\ONLINE  OK! /

\ONLINE  OK! /

\ONLINE  OK! /



第１回の振り返り



第１回の振り返り



第２回の振り返り
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私たちが目指したい北播磨の将来像
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北播磨の強み・魅力 
（北播磨らしさ）

社会の変化

こうなったらいいな 
（希望・願望）



第３回　目指したい北播磨未来①

未来をイメージしてみよう

北播磨の将来像をイメージしてみよう②

北播磨の将来像を深める

［今日の内容］



ウォーミングアップ「Good & New」

最近「なるほど！」と感じた 

新しい学び・知ったこと

１人３分ずつ　ペアトーク



セッション１：未来をイメージしよう

30年後って 
どんな世の中になっている？

７分　グループ内で思いつくものをたくさん洗い出す



ワークシート

「30年後ってどんな世の中になっている？」

・
・
・
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セッション２：北播磨の将来像をイメージしてみよう②

こんな未来が想定される中で 
北播磨はどんな地域になっているとい

い？
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■仕事の継承が行われている
・山田錦など誇れるものを引き継いでくれる若手が増える
・若者（デザイナー、農業研究者など）が職人・農家に技術指導している
・産業職人が伝統を守っている（いいものを残す）
・大企業の本社移転、誘致
・若者が地域で自分がやりたい仕事をしている
・地場産業が現代的に生かされる

■移動手段の充実している
・高齢者が交通手段に困っている
・コンパクトシティ
・移動が簡易になる
・障害者が住めるまちづくり。人のつながりと交通アクセスのしやすさ
・東播磨道の整備など道路網が益々整備され、不便さが解消されている
・車のない人も、便利に動ける交通網が整っている

■住民の自主性がある
・民が主動になる地域
・住民が自分たちの地域は自分たちがつくり盛り上げていく地域である
・自治体が民に任すところは任す、そしてその活動を支援する地域である

■若い力が活きている
・若者が地場産業に関わっている
・若者が地場を広めている ■若者が増えている

・若い年代が生活が充実できる地域（スポーツ、自然など）
・働き方の変化で暮らしが充実している
・「地方」のイメージが変化している
・AI 普及、仕事がなくなる
・IT、テレワークの活用でどんな仕事も可能にする
・若い人が生活基盤を作ることができる

■子どもからお年寄りまで地元愛を持っている
・誇りを持って住めるまち
・住んでいるすべての方が郷土愛にあふれている地域
・子どもが地域の文化に誇りを持てる地域である
・地域の特性を活かし３世代交流など盛んな地域
・発想が形になるまちである
・中の人がおもちゃ王国（テーマパーク）に誇りを感じている
・地域の祭りアピール　　　・北播磨の史跡めぐりの道完成
・三木城下町の再興　　　　・三木城完成

■世代間のつながりがある　　　　　　　　　　　　■地域内での交流が生まれている
・地域内の交流が活発になっている
・子育て世代が安心して暮らしている
・子供が地域行事に参加することを楽しみにしている
・地域で集まれる場があって近所の人たちのことをみんなが知っている
・重荷にならない行事がある　　　　　　　　　　　・祭りを楽しんでいる？
・子どもたちが地域でつくれる友達が少ない→幅広い交流増
・高齢者がいきいきしている（居場所がある）　　　・シニアが子育てしている
・高齢者が若い人と楽しく暮らしている（地域の一体感）
・誰もが人と人のつながりが希薄に？
・年配の人が若い人を応援してくれる空気感　　　    ・互いの価値観を認め合える
・子どもたちが楽しんでいる　　　　　　　　　　・子どもたちが遊んでいる
・子どもたちがおもちゃ王国で楽しんでいる　　　・大人が子どもたちとスポーツをしている

■子育てしやすい地域になっている
・女性が子育てとやりたいことを両立している
・共働きでも子育てしやすい地域
・子どもの笑顔であふれるまちである

■生きがい　北播磨を楽しんでいる
・若者が地域で趣味を楽しめる
・女性が楽しめるまち（フォトスポットやおしゃれカフェ等が増えるとか）
・若い世代から中年世代まで幅広い世代がゴルフやテニスなど
　スポーツを楽しんでいる
・みんなが健康に暮らしている
・播磨中央公園、意外と楽しい！時間潰せる
・北播磨は紅葉のスポットでゆったりと過ごせるスポットが多い気がする。
　播州清水寺　法華山一乗寺　伽耶院　西林寺　お寺と公共交通機関の
　アクセスがよくなればピクニック感覚で行けるのではと思った。
・レンタサイクルが増え楽しめる
・シェアサイクルでまちを楽しめる
・休みの日の選択肢が増える
・自然の道が整備されて、運動する人が増えたらなと思った

■地域外からの関わりがある
・外から来た人がゴルファーとして育つアカデミーになっている
・外の人が山田錦のエリアとして注目している
・外の人から日帰り観光地として注目されている
・地域外との交流が活発になっている
・文化芸術活動拠点になっている　　　　　　　・外に人が多く働く昼のまちになっている
・外国人が多く住む国際エリアになっている　　・移住者が自然のゆたかさを満喫できている
・ウィズコロナ改ウィズワールド　北播磨を桃源郷へ
・大阪都構想改北播磨桃源郷へ
・地域の外から関われる入り口がある（祭など）
・何か今とは違ったつながり方が生まれていたらいいなぁ～
・地元から離れるとどうやって祭りに関わったら
・自然を生かした教育（キャンププログラム）が充実して、他の地域から教育を受けにくる

■地域の中での教育が充実している
・子どもが夢を語れる地域である
・子どもが商売を学べる地域である（多可校）
・子ども（３歳まで）が郷土愛の種を持てる暮らしができる地域である
・大人が生き生きと地域に誇りを持って暮らして、
　その姿を子どもに見せられている地域である
・子どもを育てる、教えることができる先生、地域がある
・外から勉強するために転入しにくる人がいる（中学、高校）

2020/10/11　第２回　北播磨の未来を描くワークショップ

グループワーク「こんな北播磨だからこそ目指したい 30年後の地域像とは？」まとめ

■地域の食を楽しめる
・北播磨にいながらにしていろんな地域の食を楽しめる
・安心安全な農産物を食べられる
・農産物のメッカ
・北播磨の農産物がブランド化されている

■多様な学びが受けられる
・大学生が実家から多様な学びを受けられる
・教育にオンラインの活用が進んでいる

■学びを通じた交流がある
・高校生が北播磨から他の地域を知る機会が増えたらいいなと思う
・他の地域の人と交換留学
・兵教大生が「北播磨ええな」と思って北播磨で先生になる

■技術革新で暮らしが充実している
・高齢者が ICTをバンバンに活用している
・買い物、病院など交通の不便さが最先端の技術で解決されていてほしい

■多様な働き方がある
・現役世代が北播磨で本社勤務
・多様な職種、働き方ができたら
・仕事や働きにいく場所の選択肢が増える
・アウトドア系の企業が拠点を構える
・自分の地域にない良さを客観的に見える・考えるきっかけ

■防災への意識が高い
・安定した天候に恵まれ、災害が少ないことに誇りを感じている
・自然と防災への危機感が高まってる
・みんなでたのしみながら防災意識を高める



こんな未来が想定される中で 
北播磨はどんな地域になっているとい

い？

セッション２：北播磨の将来像をイメージしてみよう②



ワークシート 

30年後の私の状況をイメージしてみよう

私：　　歳

「私は何歳？」「身近な人は？」 

「予想される未来の中でどんな過ごし方をしていそう？」

　　：　　歳 　　：　　歳

　　：　　歳 　　：　　歳

【 家族 】

　　：　　歳 　　：　　歳

　　：　　歳 　　：　　歳

【 仲間・知り合いなど】

私や私の身の回りの人の年齢を書き込み、30年後どんな生活をしているかイメージしてみましょう。



こんな未来が想定される中で 
北播磨はどんな地域になっているとい

い？

席替えをしながら10分×３回　グループディスカッション 

模造紙にメモを残しましょう。

セッション２：北播磨の将来像をイメージしてみよう②
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こんな未来が想定される中で 
北播磨はどんな地域になっているとい

い？

セッション２：北播磨の将来像をイメージしてみよう②

私がより大事だと思う北播磨の将来像を書き出す 
「・〇〇〇〇〇〇な地域」 
「・〇〇〇〇〇〇な地域」 
「・〇〇〇〇〇〇な地域」 

（３つ以内）

↓



・「私がより大事だと思う北播磨の 
　将来像」を３つ書き出す 
・グループで共有 
・グループ内で３つにしぼりA4用紙に 
　書き出す

セッション３：北播磨の将来像を深める
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改めて、なぜこの将来像が大事なのか？

セッション３：北播磨の将来像を深める

各グループに参加したメンバー一人ひとりの思いを共有しましょう



改めて、なぜこの将来像が大事なのか？

セッション３：北播磨の将来像を深める

各グループに参加したメンバー一人ひとりの思いを共有しましょう



将来像の実現に大事な要素は？

セッション３：北播磨の将来像を深める

各グループに参加したメンバー一人ひとりの思いを共有しましょう


