
有岡小学校区まちづくり協議会 地域ビジョン（概要版） 

～ 歴史のまち 暮らしやすいまち 活気あるまち やさしいまち 有岡 ～ 

 

活動方針・行動計画 

A：健康・福祉 

 

１ 「安心・安全・清潔感あふれるあたたかなまちづくり」を目指し、以下の通り取り組む。 

事業計画 種類 担当 取り組み期間 

世代間の交流事業を推進する  

「子ども・子育て世代・高齢者の交流会」等 
既存の拡充 福祉部 N 中期 

子育て世代を中心に地域での福祉啓発・支援につい

て議論する 
新規 福祉部 N 中期 

市の地域福祉対策の実践  

（障害者、高齢者、子ども対象のサポート活動） 
新規 福祉部 N 中期 

災害時での福祉活動や事前対策の構築  

（啓発講座の実施） 
新規 福祉部 N 中期 

※福祉部 N・・・福祉部ネット会議グループ 

 

２ 誰もが安全安心に心豊かに自分らしく暮らせるまちづくり 

出会い・つながり・つながろう 

有岡小学校区では、これまでにも地域ふれ合いサロンや給食、そして新たに障害を持った方も支える側で活動

に参加するカフェなどを通じて集いの場作りがされています。今後は高齢者だけではなく、地域の世代を超え

た誰もが気軽に集える環境を整えていきたい。また孤立を防ぎ、いつまでも元気に活動できる「人つなぎ」を

考えた地域作りを進めたい。 

ふれあいバスツアー 既存の拡充 福祉部 M 短期～長期 

高齢者実態調査を基に、地域包括支援センター・

社協・市と連携した見守り活動の実施 
既存の拡充 

福祉部 M・包括・

社協・伊丹市 
短期～長期 

多職種連携会議を基盤に専門職の意見を参考に見

守り活動の支援の強化 
既存の拡充 

福祉部 M・包括・社

協・伊丹市・専門職 
短期～長期 

共同利用センターや集会室を利用したふれ合いサ

ロン・給食の実施 
既存の拡充 福祉部 M 短期～長期 

寺や集会室を利用した誰もが気軽に参加できる交

流の場づくり 
既存の拡充 福祉部 M 短期～長期 

百歳体操・健康チェック等健康プログラムの実施 既存の拡充 福祉部 M・包括 短期～長期 

※福祉部Ｍ・・・福祉部民生委員グループ   ※包括・・・地域包括支援センター  ※社協・・・伊丹市社会福祉協議会 

 

３ 地域での社会的弱者の方の見守りは重大な課題です。校区の中に拠点を作り、拠点を中心に地域で見守る

仕組み作りを推進すると共に地域力の向上に努める。 

市と情報交換 既存の拡充 
福祉部 M・包括・

社協・伊丹市 
短期～長期 

支援に向けた情報の把握と共有 既存の拡充 
福祉部 M・包括・

社協・伊丹市 

短期～長期 



活動方針・行動計画 

Ｂ：環境（美化・緑化） ★10 年ビジョンのうち特に前半（2020～2025）に重点的に取組みます 

◆５年後の「ありたい姿」（活動方針） 

 ・清潔できれいな、公園や史跡を大切に、住んでて心地良い、楽しく・安心安全な“まちづくり” 

・思いやりと愛があり、住んでる人々が明るくわくわくし、自慢できる“まちづくり” 

・注目を浴びて（ニュース性）、お年寄りも若い人たちも住み続けたくなる“まちづくり” 

◆2020 年度：現状確認と分析、活動レベルの仕分け、改善施策の立案・審議、活動計画策定 

 2021 年度～2025 年度：具体的な改善取り組み・レビュー・見直し 

 

◆「ありたい姿」の実現に向けた行動計画 

１ 気持ちの良い、清潔できれいなまちづくり 

事業計画 種類 担当 取り組み期間 

地域清掃（一斉取り組みや各自治会ごとの実施と参

加の推進）、側溝・道路清掃の拡充 
既存の拡充 自治会 短期～長期 

ワンルームマンション/アパートの清掃協力拡充 新規 環境部・伊丹市 短期～長期 

ペットの糞尿処理マナー向上 新規 環境部・伊丹市 短期～長期 

 

２ ごみ出しマナー向上、資源の有効化、地域（公園・道路）清掃の活性化 

資源ごみの分別ルールの定着化とマナー向上 既存の拡充 自治会 短期～長期 

ごみの不法投棄対策 既存の拡充 自治会・伊丹市 短期～長期 

街路樹・公園樹木・家庭樹木の清掃とマナー向上 既存の拡充 環境部・自治会 短期～長期 

ごみステーションの改善、清潔化（保全） 新規 自治会 短期～長期 

レジ袋廃止活動の啓蒙、エコバッグ利用促進 新規 環境部・伊丹市 短期 

 

３ 清潔できれいな魅力ある公園づくり・自慢できる史跡整備 

子ども・幼児が安心して利用できる遊具の充実化 既存の拡充 環境部・伊丹市 短期～長期 

有岡城跡など史跡の清掃・美化、景観整備 既存の拡充 環境部・伊丹市 長期 

地域の公園利用ルール整備、有効活用の促進 新規 環境部 長期 

 

４ 地域内の交通アクセス充実 

有岡小道（大手から東有岡）の名勝史跡・景観整備 既存の拡充 環境部 長期 

地域循環コミュニティバス整備（地元企業と連携） 新規 環境部・伊丹市 長期 

市バス・阪急バスの利用促進（バス停・ルート改善） 新規 環境部・伊丹市 長期 

 

５ 治安の強化、空き家対策 

公園・駐輪場などの治安強化 既存の拡充 環境部・伊丹市 短期～長期 

狭い道や路地裏の治安強化・夜間照明の整備 既存の拡充 環境部・伊丹市 短期～長期 

古い空き家のマッピング、有効活用・あり方の検討 新規 環境部・伊丹市 長期 

 



  

活動方針・行動計画 

C：安全・安心（防犯・防災・交通安全） 

 

１ 防災意識を高め、安全なまちづくり 

近年、自然災害が多発しています。日頃より訓練を重ねて、心の準備を整えておくことが重要です。 

事業計画 種類 担当 取り組み期間 

防災訓練の実施 既存の拡充 
安全部・自治会 

消防署 
短期～長期 

災害シミュレーション等による備え 

（マップ作成・危険個所・避難ルート・避難所運営等） 
新規 安全部・自治会 短期～長期 

 

 

２ 防犯意識を高め、安心して暮らせるまちづくり 

ご近所の人たちと気軽に声かけし、お互いの関係を築きながら地域の安全を高めていきましょう。 

防犯パトロールの実施 既存の拡充 安全部・自治会 短期～長期 

防犯上要注意場所の把握 

（暗い道・人気のないところ・空き家等） 
新規 安全部・自治会 短期～長期 

防犯研修や防犯情報の共有 新規 安全部・自治会 短期～長期 

  

 

３ 子どもたちの成長を見守るまちづくり 

地域の宝である子どもたちの安全をどう守っていくかは私たちの大きな関心事です。 

児童の登下校時の見守り活動 既存の拡充 安全部・自治会 短期～長期 

見守り情報の共有 新規 
安全部 

有岡小学校 

短期～長期 

 

 

４ 交通マナー向上と事故防止対策 

市内全域で自転車事故等が多発しております。交通ルールを守って事故のない地域を目指します。 

自転車安全教室の実施 既存の拡充 安全部・伊丹市 短期～長期 

危険個所（事故多発場所等）の把握と対応 

（注意喚起ポスター・標識・ミラー・歩道整備等） 
新規 安全部・伊丹市 短期～長期 

 

  



 

活動方針・行動計画 

D：地域資源・活性化 

 

１ 歴史をテーマにした活動 

有岡小学校区には古墳や有岡城跡、旧街道、酒蔵跡などたくさんの史跡がありまさしく歴史の宝庫。みんなで

歴史を紐解き楽しみながら交流していきます。 

事業計画 種類 担当 取り組み期間 

歴史セミナーの実施 既存の拡充 有岡歴史部 短期～長期 

歴史まちあるきの実施 新規 
有岡歴史部 

イベントサポート部 
短期～長期 

旧大坂道の活性化 新規 大坂道プロジェクト 短期～長期 

 

２ JR 伊丹駅の活用 

伊丹市の玄関窓口 JR 伊丹駅。毎日たくさんの人が行き交います。この場を活用しまちの活性化に繋げます。 

観光物産ギャラリーとのタイアップ 既存の拡充 
CB 部 

有岡歴史部 
短期～長期 

バス・道案内や観光案内活動 新規 
実務グループ 

有岡歴史部 
中期～長期 

※CB 部・・・コミュニティビジネス部 

※実務グループ・・・自治会長会 事務局 

 

３ 工場街の活性化 

JR 東側には工場がたくさんあります。ここからどんなものが誕生するのか気になる人も多く、交流を深めてい

ければと考えています。 

工場の見学 新規 
実務グループ 

イベントサポート部 
中期～長期 

 

４ 自然のあるまち 

駄六川沿い猪名川沿いは自然の宝庫。自然を満喫しながら交流を楽しみます。 

駄六川沿いでのイベント実施 

（桜並木のお花見等） 
新規 

実務グループ 

イベントサポート部 
中期～長期 

 

5 自治会活動の活性化 

各自治会が実施する各種行事や活動を応援しコミュニティの輪を広げます。 

各自治会の行事や活動との連携 既存の拡充 
自治会 

まち協全体 
短期～長期 

 

  



 

活動方針・行動計画 

E：子どもの健全育成 

 

１ 子どもたちの居場所づくり 

「子どもたちがのびのびと遊べる場所が少ない」まちづくりアンケートや意見交換会でこのようなご意見をた

くさんいただきました。子どもたちや子育て世代のみなさまが安心して集まり過ごせる場作りに、当事者にも

参画いただきながら取り組んでいきます。 

事業計画 種類 担当 取り組み期間 

共同利用施設などを利用した子どもたちの居場所づ

くり 
新規 

子ども部 

まち協全体 
中期～長期 

有岡小学校やありおか幼稚園を活用した子どもたち

の居場所づくり 
新規 

有小・あり幼 

まち協全体 
短期～長期 

 

 

２ 世代を超えて交流しよう！ 

地域にはたくさんの世代の方が暮らしています。小さい頃から世代を超えて交流する経験を重ねていくことは

子どもたちにとってとても大切なこと。多世代交流の輪を広げていきます。 

有岡小学校での児童と高齢者の交流活動 既存の拡充 
老人部 

有岡小学校 
短期～長期 

ありおか幼稚園での幼児と高齢者の交流活動 既存の拡充 
ありおか幼稚園 

まち協全体 
短期～長期 

 

 

３ 子どもの地域活動への参画支援 

新しいマンションが増え続ける有岡小学校区。自治会に加入していない子どもたちも多く、なかなか地域活動

に参加する機会がありません。子どもたちや子育て世代のみなさまが参加しやすい活動を模索していきます。 

伊丹市との協働事業 既存の拡充 
子ども部 

CB 部 
短期～長期 

ありっこまちづくり委員会を作り、交流事業を企画

実施する 
新規 

子ども部 

まち協全体 
短期～長期 

※CB 部・・・コミュニティビジネス部 

  



活動方針・行動計画 

活動拠点 

 

１ 誰もが利用しやすいまちづくり活動の拠点を目指して 

有岡小学校区にはまちづくり活動の拠点として利用されている 3 つの共同利用施設がありますが、それぞれが

築後ほぼ 40 年以上経過し、建物の老朽化、設備の劣化が目立ってきています。 

伊丹市の共同利用施設に対する取り組みの方向性〔●単独施設の建替えや機能向上を図ることはできない ●

旧耐震施設等（借地含む）については集約化できない限りは修繕による管理しかできない＝大規模修繕不可〕

も踏まえながら、集約化も視野に入れて有岡の未来を見据えた方向性を出していきます。 

事業計画 種類 担当 取り組み期間 

拠点プロジェクトチームを立上げ、調査、話し合いを

経て方向性を出す 
新規 まち協全体 短期 

 

 

２ 活動拠点の運営方法を考える 

活動拠点が多くの人に使いやすくなるよう、気楽に集える場となるよう、まちづくり活動の拠点として最大限

生かせるような仕組み仕掛けを考えていきます。 

拠点に人が常駐する窓口を設け情報を受けたり発

信したりする 
新規 

拠点プロジェク

トチーム 
長期 

拠点までの送迎をするコミュニティバスを運行さ

せる 
新規 

拠点プロジェク

トチーム 
長期 

 

 

  



活動方針・行動計画 

地域自治の強化 

 

１ 情報発信・広報の強化 

まちづくりアンケート・意見交換会を通じて「活動内容の情報発信が少ない」「どんなことをしているのかよく

わからない」という意見が多く出されました。口コミ、回覧その他いろんな媒体を駆使して情報発信・広報の

強化に努め、たくさんの方に身近な活動と感じていただけるように取り組みます。 

事業計画 種類 担当 取り組み期間 

情報発信強化① 

広報誌・チラシ全戸配布 自治会回覧 
既存の拡充 

実務グループ 

まち協全体 
短期～長期 

情報発信強化② 

伊丹市 HP へのリンク 
既存の拡充 

実務グループ 

伊丹市 
短期～長期 

情報発信強化③ 

掲示板増設の検討 
新規 

実務グループ 

まち協全体 
短期～長期 

情報発信強化④ 

マンション住民へのアピールを考える 
新規 

マンションコミ

ュニティ部 
短期～長期 

情報やり取り力の強化 

いろんなグループのネットワークに参加 
新規 

実務グループ 

まち協全体 
短期～長期 

※実務グループ・・・自治会長会 事務局 

 

２ まちづくり活動インフラ整備 

「有岡のまちで何か活動を始めたい」という気持ちが芽生えた時、また災害などでお互いに助け合って困難を

乗り越えないと行けない時などに、まちづくり活動のインフラ（人 物 場所 ネットワーク 財源・・・）

が整っていればよりスムーズな活動につなげることができます。多くの人が気軽にまちづくり活動に参加する

ことができるようその基盤を整えていきます。 

イベント開催や交流事業を通じてまちづくり活動

への参加者（担い手）を増やす 
既存の拡充 

イベントサポート部 

まち協全体 
短期～長期 

若い世代の意見が活動に反映されるような仕組み

を考える（U65 会議など） 
既存の拡充 まち協全体 短期～長期 

自主財源の確保について考える 

（コミュニティビジネス 社会的起業など） 
既存の拡充 CB 部 短期～長期 

長期的な運営資金の確保の必要を検討し、目的別の

積立金制度を導入する 
新規 会計 短期～長期 

※CB 部・・・コミュニティビジネス部 

 

 


