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昆陽里小学校地区は、伊丹市の南西部にあり田んぼや畑が残り、地域の中心に昆陽南公園

があり、緑豊かな環境が残る地域です。 

地域の住民の多くは、今後も長く住み続けたいまちとして認識しています。 

         これからも緑と自然のある町並みを残し、美化・緑化等の環境保全等を進めていくことが

重要です。    

安全安心で住みやすいまちであり続けることで、さらに新たな住民を惹きつけ活気あるま

ちが維持されることにつながります。                   ▼昆陽南公園 

      

     ▲夏祭り▼ 

    

昆陽里小学校地区では、11 の自治会とスポーツクラブ 21 こやの里を中心に各種イベント

を通じた三世代交流の場が多く設けられています。また、高齢者対象の福祉活動にも力を入

れて取り組んでいます。 
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一方、課題としては地域での活動を支える担い手の固定化と減少が課題となっています。  

     住民の活動への参画を進め、「みんなでつくろう安全安心で住みやすい、緑豊かなまち」

に向けて、住民全員参加で取り組んでいきたいと思います。 

 

陽 

昆陽里小学校地区は、伊丹市の南西部に位置する地域です。 

昆陽南４丁目（一部地域）、昆陽南５丁目、寺本１丁目、寺本東１丁目(１番一部地域 

除く)、寺本東２丁目、野間北、山田からなります。          

   人口 9,000 人、世帯数 4,100 世帯が暮らしています。     

 

寺本 1 丁目にある閼伽井(あかい)公園が、国道

171 号昆陽里交差点から東へ５分ほど入った住宅

街にあります。 

そこには、「昆陽寺」を建立した奈良時代の僧、

行基が掘らせた井戸（閼伽井）があります。 

※閼伽とは、仏様に備える水という意味です。                   

 

 ▼閼伽井公園 

                                                                                    
 

▲御頭弓射手場碑 

 

山田には、御頭（おかしら）弓射手場跡碑(享保５年)          

や昔 、野間街道と言われていた道を西に曲がってすぐの 

所 に丸彫地蔵坐像と青面（しょうめん）金剛祭所があり     

歴史のある史跡が残っています。           

          

     

ここの建物内に丸彫地蔵坐像・青面金剛像があります▲ 

昆陽里小学校地区の現況 
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○まちづくりの課題      

まちづくりとして取り組む課題を、まちづくりアンケート、まちあるき、３回の意見交換会での議

論を経て、以下５点に整理しました。 

 ◀意見交換会  

１.今後増加する高齢者への対応            

     

 ●昆陽里小学校地区の高齢化率は、ひとり暮らしの高齢者を含め年々増加傾向にあります。  

     ●近隣住民同士の関係の希薄化に伴い、孤立する高齢者の増加が見込まれます。  

 

２.子どもの見守りや若い世代の地域活動への参加促進   

 

●若い世代の地域活動への関心を高め、地域での見守りや行事等への参加・協力を促す必要があり 

ます。  

●子どもが自由にボール遊びができ、安全でのびのび遊べる空間、居場所づくりが必要です。 

 

３.防災・安全と美観の確保   

 

●災害・安全面では、日頃からの災害への備え等、防災意識の向上が急務となっています。   

●自転車のマナー、公園周辺の路上駐車の問題が生じています。  

●昆陽南公園東側道路では、通行車両のスピードが速いので、危険極まりない状態です。  

●環境面では、ゴミやたばこのポイ捨て、飼い犬のマナーの問題があります。 

 

４.地域活動の体制強化   

 

●地域の役員への負担の集中や担い手の固定化・不足といった課題に直面しています。  
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●様々な課題に取り組み、新たな活動を行うために、地域活動のメンバーを増強する必要があります。 

●地域活動への関心を高め、参加し継続して関わることができる体制づくりが必要です。 

5.地域拠点づくり     

    

   ●地域のみんなが集まり活動ができる場所がないので、拠点づくりが必要です。  

       ●ハナミズキセンターを利用しやすいように、改善する必要があります。 

        

          ◀昆陽南公園 

 

 

 

   

昆陽里小学校地区自治協議会では、自治会や各種団体が連携して住民相互が助け合い、住民が 

主体となって、安全安心な環境づくり、住みやすい地域づくりを目指して取り組んでいきます。  

地区に居住する全住民が構成員となります。  

 

 

 

 

①11 の自治会      ②こやのさと幼稚園ＰＴＡ          ③昆陽里小学校ＰＴＡ  

 ④松崎中学校ＰＴＡ       ⑤スポーツクラブ２１こやの里      ⑥民生委員・児童委員    

⑦少年補導委員         ⑧公園管理委員 

  

 

 

 

①福祉部    地域福祉の推進を図るため、当事者の立場に立ち関係機関と連携・協働しな 

がら活動を行います。             

 

②環境部            地区住民が健康で明るく、住みやすいまちを作るため、よりよい環境づくり 

 

活動団体等 

 

昆陽里小学校地区自治協議会とは 

専門部 
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を目指します。      

③防犯・防災部    自主的な防犯、防災活動を推進することにより、地域住民の防犯、防災意識 

の高揚を図り、明るい住環境の実現をめざして活動します。 

④子ども部         子どもの健全育成を図るため、スポーツクラブ２１こやの里、PTA 等関係諸

団体との連携を図って活動します。 

 

⑤広報部          地区住民に対し、この協議会の認識と理解を深めるための PR 活動を積極的に

行い、相互の親睦を図ります。  

 

⑥総務部             地域活性化事業の運営の他、各部会等の支援や庶務事務を行います。 

     

  

 

 

みんなでつくろう  

安全安心で住みやすい、緑豊かなまち  
 

昆陽里小学校地区自治協議会が掲げる将来像に向けて、地域住民が集まった意見交換会で７つの 

テーマで行動計画や事業計画を議論しました。これらをまちづくりの方向性として、既存の取り組 

みの継続実施や拡大に加え、新たな事業、活動方針を整理しました。  

 

○7 つのテーマ 

①健康・福祉・高齢者     ②環境・美化・緑化     ③防犯・防災・交通安全   

④地域の活性化・交流     ⑤子どもの健全育成     ⑥地域拠点    ⑦地域の自治活動の強化              

                     

○活動方針 

 

①健康・福祉・高齢者           

１．高齢者の健康促進を促す    ２．孤立をなくす     ３．三世代交流を行う  

 

 

昆陽里小学校地区自治協議会が目指す姿と活動方針 
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       事業計画                 作業内容      担当部会   取扱期間  

地域交流喫茶（サロン）   既存の継続  福祉部  短期〜長期  

１００歳体操・ラジオ体操   既存の継続  福祉部  短期〜長期   

体操実施のＰＲ    既存の拡大  福祉・広報部    短期〜長期  

昆陽南公園に健康器具を設置する   新規  環境・防犯防災部  市へ働きかける  

散歩コースをつくる    新規  環境・防犯防災部  短期〜長期  

サークル活動のＰＲ、参加募集   既存の拡大    福祉・広報部  短期〜長期  

高齢者の見守り、援助者の人員確保   既存の拡大  福祉部  短期〜長期  

気軽に集まれる場所づくり   新規     環境部  長期  

昔の遊び、料理教室を開く   新規   福祉部  短期〜長期  

コミュニティバスの運行   

※市の交通局に必要性を働きかける  

新規      環境部      中期〜長期  

 

 

 

                

②環境・美化・緑化                  昆陽南公園花壇▶ 

１．清掃活動、美化活動の組織を作って展開する    

２．緑化活動の組織を作って展開する    

３．マナー向上に向けた地域の啓発活動を推進する   

 

事業計画  作業内容    担当部会  取扱期間  

ゴミ捨てのルールの周知徹底  

※ゴミ捨ての検討委員会立ち上げ  

既存拡大 環境部  短期〜長期  

資源ごみの持ち帰りの防止  既存拡大  環境部  短期〜長期  

飼い主のフン処理の徹底  

※犬の飼い方講座を開く  

既存拡大         環境部  短期〜長期  

ごみの持ち帰りの啓発、見回り強化 既存拡大 環境部 短期〜長期 

公園及び周辺の清掃   既存拡大  環境部  短期〜長期  

花植え活動のＰＲ、人材募集  既存拡大  環境部   短期〜長期  

花、木に名称看板をつける  

（まずは木から、子どもが作成）      

新規  環境・子ども部  短期  

  

子どもに枯葉や木を使って工作を教える 新規  環境・子ども部  短期〜長期  

 

 



7 

 

 

③防犯・防災・交通安全  

１.  子どもたちの見守り活動を展開する                    

    ２．防犯・防災のパトロールの実施  

３．自転車・車のマナー向上及び交通事故を防ぐ       

４．安全安心な組織をつくる             ▲防災（ＨＵＧ）訓練  

５．地域のつながりを強化する         ▲防災（ＨＵＧ）訓練 

                              

事業計画  作業内容   担当部会  取扱期間  

見守り活動を継続、充実させる 

協力者を増やす  

既存拡大  防犯防災部  短期〜長期  

防犯、防災見守り隊を作る  新規  防犯防災部  短期〜長期  

防災訓練を行う   既存拡大  防犯防災部  短期〜長期  

防災無線の見直し    新規  防犯防災部  短期〜長期  

災害時の備蓄品の見直し  新規  防犯防災部  短期  

昆陽南公園周辺の路上駐車の 

取り締まり 

新規 防犯防災部 短期〜長期 

昆陽南公園東側道路に信号設置  新規  防犯防災部  短期〜長期  

自転車安全走行の啓発        新規  防犯防災・子ども部  短期  

 

  ④地域の活性化・交流  

   ▼もちつき大会           １．多世代が参加できるイベントの実施 

  ２．季節にあったイベントを実施          

３．地域の歴史を学び、歴史財産を守る    

４．情報発信を行い、地域交流活動を展開する   

５．コミュニティビジネスを始める 

 

   ▼案山子コンテスト 
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事業計画  作業内容   担当部会  取扱期間  

子ども、高齢者の教室を開催 

（絵画、ヨガ、カラオケ等）  

新規    福祉・子ども部  短期〜長期  

校庭で三世代交流イベント実施  既存  全体  短期〜長期  

歴史を学べるコース作成  新規  全体  短期  

専門家を招き、歴史の勉強会を開催   新規  全体  短期  

昆陽南公園でフリーマーケット開催  

（ルール決め等、検討後実施）  

新規  全体  短期〜長期  

  

お花見開催  新規  全体  短期〜長期  

高齢者も働ける場をつくる  新規  全体  中期〜長期  

地域の物産づくり  新規  全体  短期〜長期  

情報発信 掲示板  継続  広報部  短期〜長期  

ホームページ開設   新規  広報部  短期〜長期  

                            

      
  ▲収穫祭                   ▲代掻き 

 

⑤子どもの健全育成  

     １．親子３世代交流のイベントを実施する

２．見守り活動を強化する  

３．遊び場の確保と子どもの居場所づくり    

４．協力者と参加者を増やし、協力者の負担軽減を図る         ▲３世代交流ゴーゴービンゴ 

                                                          三世代交流ゴーゴービンゴ▶   

                   

       事業計画            作業内容     担当部会 取扱期間  

イベントの開催  既存  子ども・総務部  短期〜長期  

見守り活動協力者のタスキ、腕章を 

子どもに作成してもらう  

新規  子ども・防犯防災部  短期  

協力者の募集  既存拡大  子ども・広報・総務 短期〜長期  
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部  

子どもたちが交流できる場所をつくる  新規  子ども部  短期〜長期  

子ども会組織の編成  新規  子ども部  短期  

小学校の夏プールの開放を増やす  既存拡大  子ども部  短期  

運動場開放  新規  子ども部  短期〜長期  

あいさつ運動の実施  既存拡大  子ども部  短期  

昆陽里小寺小屋をひらく  

※自治協が主体として活動すべき事か検討  

新規  子ども・総務部  短期〜長期  

 

⑥地域拠点 

１．ハナミズキセンターの活用方法を考える  

２．新たな拠点づくり    

    

事業計画  作業内容  担当部会  取扱期間  

ハナミズキセンターの活用方法を検討  新規  全体  長期  

新たな拠点づくり  新規  全体  長期  

 

⑦地域の自治活動の強化                                

   １．地域自治活動に気軽に関われるしくみづくり     ２．地域活動の担い手確保             

３．地域活動の情報発信強化            ４．自治会加入促進  

 

事業計画  作業内容     担当部会  取扱期間  

自治会加入案内メリット検討  既存拡大  広報・総務部  短期〜長期  

人材の育成と確保  既存拡大  全体  短期〜長期  

活動の連携(各関係団体と)  既存拡大  全体  短期〜長期  

情報の発信(LINE・SNS)           

（掲示板）  

新規 

既存拡大  

広報部 短期〜長期  

             

 

    

この整理した地域ビジョンは、昆陽里小学校地区内の全世帯に配布又は掲示して周知を図るとともに、

取り上げた事業計画については関係組織において更に検討を行い、実施に向けた取り組みを展開する予

定です。  

地域ビジョンができても関係者がその実現に向けて、前向きに取り組んでいかなければ、この地域 

(まち)は、よくなりません。  

今後の展望 
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これまでの活動は一部の住民、それぞれの団体が個々に行い一体感がない状況でした。 

今回の取り組みで各関係者がまとまり、より一層地域が発展し安全安心で住みやすい、緑豊かなまち

を作り上げていきましょう。 

 

  

 

     

昆陽里小学校地区地域ビジョン策定にあたり、令和元年５月１８日の総会において地域ビジョン作成に

向けて規約の改定を提案し、承認を得たことから昆陽里小学校地区内の全世帯に対して８月からアンケー

ト用紙を配布し、９月１６日にアンケートを回収し集計を実施しました。  

このアンケートの集計結果を基に第１回目の意見交換会を１０月２６日にハナミズキセンターで開催し

ました。  

11 月 10 日に４コースに分かれてまちあるきを行いました。日頃、歩いたことのない場所を歩き新たな

発見もありました。 さらに、12 月 14 日の第２回目の意見交換会、令和２年１月 25 日の第３回目の意見

交換会を開催し、意見の集約をし、テーマを含めた意見を整理して地域ビジョンとして整理・作成するこ

とができました。                                           ▼意見交換会 

                          

▲まちあるき 

 

 

地域ビジョン策定の経過 
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