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　ビジョンの見直しにおいては、全県・地域とも、時代潮流の把握や地域課題の掘り起こしを県民の生
活や地域団体の活動に即して丹念に行うとともに、様々な機会を通じて聞き取った多くの県民の願い、
夢を集約し、将来像とその実現に向けた取組方向としてとりまとめました。

Ⅳ 21世紀兵庫長期ビジョン見直しの経緯

ヒアリングの様子

高校生による夢提案

大学生による夢提案

長期ビジョン審議会からの答申（手交式）

地域夢会議

グループ討議の様子

■時代潮流を考える調査研究
・長期ビジョン推進委員会の開催（平成19年４月～平成22年３月）
・学識者による時代潮流研究会の開催（平成19年４月～）

■地域づくりに関わる三百人ヒアリングの実施
・ＮＰＯや地域団体、企業などの活動の現場を訪問し、兵庫の未来を先取りする動
きをつかみ、地域の課題群を掘り起こす、地域づくりに関わる三百人ヒアリング
の実施（平成19～22年度）

■フォーラムなどの開催による幅広い県民意見の集約
・兵庫みらいフォーラムの開催など幅広い県民意見の集約（平成21～23年度、延
850人参加）

・県民局圏域の地域団体、実践活動家、ＮＰＯ、市町などの参加による地域での出
前ミニフォーラムの開催（平成22年度）

■さまざまな機会を通じた若い世代からの夢提案募集（平成22年度）
・青年会議所と連携した子ども県議会参加中学生へのアンケート、県内高校生（約1
千人）からの提案募集、「大学コンソーシアムひょうご神戸」と連携した大学生
からの提案募集、青年会議所会員へのアンケート

■長期ビジョン審議会での調査・審議（平成22年７月～23年10月）
■パブリックコメントの実施（平成23年７～８月）
■長期ビジョン審議会から知事に答申を提出（平成23年11月14日）
■県議会での審議（平成23年第311回定例会）・議決（平成23年12月14日）

■各地域ビジョン委員会での検討（平成21年４月～23年12月）
■地域夢会議などの開催
・地域ビジョン委員、同委員ＯＢ、地域の活動団体などを巻き込んだ幅広い主体の
参画により、地域像や取組方向の議論を深め、地域ビジョンの見直しに反映する
ため、「地域夢会議」を開催

　　（21年度）各地域１回開催　延1,571人参加
　　（22年度）各地域２回開催　延2,056人参加
　　（23年度）各地域１回開催　延880人参加
■各県民局圏域の地域団体や市町との意見交換の実施（平成21～23年度）
■パブリックコメントの実施（平成23年７～８月）

全県ビジョン

地域ビジョン

編集
後記

この冊子を作成するにあたり、㈱パソナグループ｢ここから村｣※の研修生の皆さんに
ボランティアでご協力いただきました。
※「ここから村」プロジェクトとは
　　平成23年度の緊急経済・雇用対策として県からの委託を受け、兵庫県淡路島でアート（芸術）と農業を結びつけて、地域活
　　性化を担う人材を育成する㈱パソナグループが実施している事業。

【マンガ部分担当】

中　あゆみ さん

（大阪府出身）

社会像をマンガ4ページに要約
するのは骨が折れました。けれ
ど30年後という遠いけれど近
い未来について考えるきっかけ
ができました。

大屋　奈々 さん

（大阪府出身）

描いていくうちに兵庫県はた
くさんの歴史・文化などの地
域資源があるのだということ
を知ることができてよかった
です。

日和田　麻里 さん

（福島県出身）

普段は自分も考える事のないテーマだったので、
自分や地域の将来を考える上で参考になりました。

【イラスト部分担当】

髙橋　加奈美 さん

（岩手県出身）

各将来像を1枚のイメージに取りまと
める作業は途中で心が折れるほどで
した。でもこれからどのようなこと
を考えて動くか、何を重要視してい
くのかが見えてきた様な気がします。

鈴木　久美 さん

（栃木県出身）

私たちが描いた絵がきっかけ
で、30年後の誰かを笑顔にす
ることができれば、幸せです。

本間　友紀子 さん（東京都出身）

今まで自分の住む地域がどんな将来になる
のか考えてみたことがありませんでしたが、
住んでいる地域がこんな風だったら将来も
楽しいだろうなと感じました。今後も兵庫
で暮らしていきたいなと思います！

マンガ・
　イラストを
描いてくれた
皆さん

あなたも兵庫や地域の未来づくりに参画しませんか
　兵庫県では、地域の将来像であるビ
ジョンの実現に向け、誰でも参加でき
る地域夢会議の開催や地域ビジョン委
員の活動など、さまざまな取組を県民
の皆さんと進めています。
　この冊子を読んで、「地域のビジョ
ンについて詳しく知りたい」、「兵庫
や地域のために何か取組を始めたい」
という方がいらっしゃいましたら、右
記までご連絡ください。

■全県ビジョン
・兵庫県　企画県民部　ビジョン課　　☎078-362-3056　　

■地域ビジョン
・神戸県民局　連携・ビジョン課　
　☎078-361-8618
・阪神南県民局　ビジョン課
　☎06-6481-4558
・阪神北県民局　ビジョン課
　☎0797-83-3119
・東播磨県民局　ビジョン課
　☎079-421-9264
・北播磨県民局　ビジョン課
　☎0795-42-9513　

・中播磨県民局　ビジョン課　
　☎079-281-9053
・西播磨県民局　県民・ビジョン課
　☎0791-58-2115
・但馬県民局　ビジョン課
　☎0796-26-3615
・丹波県民局　ビジョン課
　☎0795-73-3723
・淡路県民局　ビジョン課
　☎0799-26-2014
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