地域ビジョン～地域から創る兵庫～ᴾ
地域ビジョン～地域から創る兵庫～ᴾ
地域ビジョンは、歴史、風土、文化などを共有する広域的な圏域ごとに、地域住民が自ら地域の
地域ビジョンは、歴史、風土、文化などを共有する広域的な圏域ごとに、地域住民が自ら地域の
将来像を描き、その実現に向けて主体的に取り組む指針です。
将来像を描き、その実現に向けて主体的に取り組む指針です。
詳細については各県民局で配布している地域ビジョンパンフレットやホームページをご覧ください。
詳細については各県民局で配布している地域ビジョンパンフレットやホームページをご覧ください。

あしたのᴾ
あしたのᴾ
ふるさと但馬ᴾ
ふるさと但馬ᴾ

光と水と緑でつなぐーᴾ
光と水と緑でつなぐーᴾ

ᵐᵏ
ᵐᵏ世紀兵庫長期ビジョンとは？ᴾ
世紀兵庫長期ビジョンとは？ᴾ
県民の夢や希望を集約し、兵庫がめざす社会像とその実現のための指針をまとめた「
県民の夢や希望を集約し、兵庫がめざす社会像とその実現のための指針をまとめた「世紀兵庫長期ビジョ
世紀兵庫長期ビジョ
ン
ン
年への協働戦略」
年への協働戦略」
。
。
ビジョンでは、
ビジョンでは、年のめざすべき兵庫の姿を「創造と共生の舞台・兵庫」とし、県民一人ひとりが主役と
年のめざすべき兵庫の姿を「創造と共生の舞台・兵庫」とし、県民一人ひとりが主役と
なり、
なり、
ビジョン実現に向けた取組を進めるため、
ビジョン実現に向けた取組を進めるため、
４つのめざすべき社会像のもと、
４つのめざすべき社会像のもと、

の将来像を描いています。
の将来像を描いています。


～コウノトリ翔る郷～ᴾ
～コウノトリ翔る郷～ᴾ

元気・西播磨
元気・西播磨
ᴾ ᴾ
但馬
但馬



たんばを楽しむ連携・交流ᴾ
たんばを楽しむ連携・交流ᴾ

みんなで丹波の森ᴾ
みんなで丹波の森ᴾ

丹波
丹波

人の輪と地域の輪が
人の輪と地域の輪が
つながる元気なᴾ
つながる元気なᴾ
中播磨をつくろうᴾ
中播磨をつくろうᴾ

ひょうごの
ひょうごの
ハートランドᴾ
ハートランドᴾ

西播磨
西播磨

神戸
神戸

人々が集い、喜びとᴾ
人々が集い、喜びとᴾ
感動が共有できるᴾ
感動が共有できるᴾ

ᴾᴾ

淡路
淡路

行政の事業量を示す計画ではなく、
行政の事業量を示す計画ではなく、
多様な主体が目標として共有する
多様な主体が目標として共有する
   望ましい社会の姿を示す
望ましい社会の姿を示す

「楽しいまちᴾ
「楽しいまちᴾ
・神戸」ᴾ
・神戸」ᴾ

ᴾᴾ

阪神市民文化ᴾ
阪神市民文化ᴾ
社会の創造ᴾ
社会の創造ᴾ

阪神南北地域ビジョン交流会ᴾ
阪神南北地域ビジョン交流会ᴾ

地域ビジョンの達成度を測るフォローアップ指標や、
地域ビジョンの達成度を測るフォローアップ指標や、
地域ならではの魅力や地域づくり活動の成果を
地域ならではの魅力や地域づくり活動の成果を
表す指標などからなる「地域ビジョン指標」を地域ビジョンごとに設定しています。全県ビジョン指標
表す指標などからなる「地域ビジョン指標」を地域ビジョンごとに設定しています。全県ビジョン指標
と連携しながら今後の取組に反映していきます。
と連携しながら今後の取組に反映していきます。

地域ビジョンᴾ
地域ビジョンᴾ

ᵐᵏ
ᵐᵏ世紀兵庫長期ビジョンの構成ᴾ
世紀兵庫長期ビジョンの構成ᴾ

地域の将来像
地域の将来像


「
「
世紀兵庫長期ビジョン」は、
世紀兵庫長期ビジョン」は、
「地域ビジョン」と「全県ビジョン」からなります。
「地域ビジョン」と「全県ビジョン」からなります。

○
○
「地域ビジョン」
「地域ビジョン」

地域住民が地域の将来像を描き、
地域住民が地域の将来像を描き、
その実現に向けて
その実現に向けて
主体的に取り組む指針
主体的に取り組む指針
○
○
「全県ビジョン」
「全県ビジョン」

全県的な視点から見た基本的課題やめざすべき将
全県的な視点から見た基本的課題やめざすべき将
来像とその実現方向を明らかにしたもの
来像とその実現方向を明らかにしたもの


地域ビジョンᴾ
地域ビジョンᴾ
の点検・評価ᴾ
の点検・評価ᴾ

「つくって終わり」ではなく、みんな
「つくって終わり」ではなく、みんな
でできることに取り組み、
でできることに取り組み、
進み具合を
進み具合を
点検・評価するプロセスを大切にする
点検・評価するプロセスを大切にする


環境立島あわじᴾ
環境立島あわじᴾ
～人と自然の豊かなᴾ
～人と自然の豊かなᴾ
関係をきずく“公園島へ”～
関係をきずく“公園島へ”～

プロセス重視‒
プロセス重視‒

地域の多様な主体が主体的に
地域の多様な主体が主体的に
「参画」し、共に将来に向かって
「参画」し、共に将来に向かって
「協働」する
「協働」する

阪神
阪神

市民が主役となり、ᴾ
市民が主役となり、ᴾ
行政がそれを支えるᴾ
行政がそれを支えるᴾ

水辺・ᴾ
水辺・ᴾ
ものづくりのᴾ
ものづくりのᴾ
まち
まち
で生きる
で生きる

県民自らが地域の「夢」
県民自らが地域の「夢」
「ビジョン」
「ビジョン」
を描き、実現に取り組む
を描き、実現に取り組む

参画と協働‒
参画と協働‒

中播磨
中播磨
東播磨
東播磨

「計画」ではなく「ビジョン」‒
「計画」ではなく「ビジョン」‒



北播磨
北播磨

～つなぐᴾ
～つなぐᴾ
つながるᴾ
つながるᴾ
ᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ 銀の馬車道～
ᴾ 銀の馬車道～
ᴾᴾ

県民主役・地域主導‒
県民主役・地域主導‒

携帯電話用㻌
携帯電話用㻌

創造的市民社会㻌
創造的市民社会㻌
しごと活性社会㻌
しごと活性社会㻌
環境優先社会㻌
環境優先社会㻌
多彩な交流社会㻌
多彩な交流社会㻌

ビジョン実現に向けた取組の推進状況を点検・評価していくため、県民のみなさんの実感に基づく
ビジョン実現に向けた取組の推進状況を点検・評価していくため、県民のみなさんの実感に基づく

全県ビジョン
全県ビジョン 「兵庫のゆたかさ指標」と、統計や県の取組の成果を表した「全県ビジョンフォローアップ指標」
「兵庫のゆたかさ指標」と、統計や県の取組の成果を表した「全県ビジョンフォローアップ指標」
からなる「全県ビジョン指標」を設定しています。
からなる「全県ビジョン指標」を設定しています。
の点検・評価ᴾ
の点検・評価ᴾ県民のみなさんとともにチェックするとともに、今後の取組に反映していきます。
県民のみなさんとともにチェックするとともに、今後の取組に反映していきます。

分析
分析

②全県ビジョンフォローアップ指標
②全県ビジョンフォローアップ指標
 統計データや県の取組を客観的に示す数値目標を、
統計データや県の取組を客観的に示す数値目標を、
約約


項目設定し、
項目設定し、
ビジョンの実現に向けた取組が
ビジョンの実現に向けた取組が
進んでいるかチェックします。
進んでいるかチェックします。




○住民、団体、事業者、行政など様々な主体に
○住民、団体、事業者、行政など様々な主体に
よる取組の成果を総括的に表す指標
よる取組の成果を総括的に表す指標
○ビジョン実現に向け県の取組を表す指標
容容 ○ビジョン実現に向け県の取組を表す指標
内内




○
○
の将来像へのみなさんの評価をもとに、
の将来像へのみなさんの評価をもとに、
・補完
・補完
「ゆたかさ」を数値化
「ゆたかさ」を数値化
内内
○各将来像の「ゆたかさ点数」と、その合計に
○各将来像の「ゆたかさ点数」と、その合計に
容容
よる総合点を算出し、県民の総体的な「ゆた
よる総合点を算出し、県民の総体的な「ゆた
かさ」を把握
かさ」を把握



企3－$
企3－$

４つの社会像
４つの社会像


想定年次
年頃
想定年次ビジョン実現に向けた取組の時期
ビジョン実現に向けた取組の時期 ：
：
年頃




〒
〒神戸市中央区下山手通
神戸市中央区下山手通
 丁目
 丁目

番番
 号
 号
㻽㻾
㻽㻾
コード㻌
コード㻌
電話：－－㈹
電話：－－㈹
ホームページの㻌
ホームページの㻌
)$;：－－
)$;：－－
閲覧はこちらから㻌
閲覧はこちらから㻌
ＥPDLO：YLVLRQ#SUHIK\RJROJMS
ＥPDLO：YLVLRQ#SUHIK\RJROJMS
ホームページ
ホームページ
：KWWSZHESUHIK\RJROJMSNNLQGH[BYLVLRQKWPO
：KWWSZHESUHIK\RJROJMSNNLQGH[BYLVLRQKWPO

共有㻌
共有㻌

展望年次
展望年次将来を考えるため見通しておく時期
将来を考えるため見通しておく時期：
：
年頃
年頃

①兵庫のゆたかさ指標
①兵庫のゆたかさ指標
 県民のみなさんへの意識調査（
県民のみなさんへの意識調査（
人対象）
人対象）
を実施し、
を実施し、
の将来像の実現状況を分析します。
の将来像の実現状況を分析します。

兵庫県企画県民部ビジョン課
兵庫県企画県民部ビジョン課

全県ビジョンᴾ
全県ビジョンᴾ

４つの社会像とめざすべき１２の将来像

年の兵庫の未来像創造と共生の舞台・兵庫

創造的市民社会

環境優先社会

将来像１㻌 人と人のつながりで自立と安心を育む

将来像７㻌 人と自然が共生する地域を創る㻌

世代や地域を越えた多様な縁に支えられながら、誰もが自立して安心した生活を営む兵庫

豊かな自然と共生するライフスタイルにより人と自然の持続可能な関係が再構築される兵庫

・多様な縁の大切さと、結婚や出産、子育ての喜びを実感できる㻌
・地域全体が家族のようにつながり、豊かさや安心を㻌
実感できる“地域まるごと家族“が実現している㻌
・安全安心コミュニティづくりが実現し、孤立を防ぐセーフティネットが構築されている㻌
・誰もが使いやすいモノ、サービスが普及し生活しやすいまちが実現している㻌

・地域間連携により自然環境の保全・再生・創造が進んでいる㻌
・森林・農地のもつ多面的機能が良好に保たれている㻌
・生物多様性が保全･再生･創造され、野生動植物との共生が図られている㻌
・自然の恵みを無駄にしない社会構造となっている㻌

地域の高齢者に安心
と食を届けるＮＰＯ

地域の森林保全活動
に企業が参画

将来像２㻌 兵庫らしい健康で充実した生涯を送れる社会を実現する㻌

将来像８㻌 低炭素で資源を生かす先進地を創る㻌

誰もが個性を生かしたライフスタイルを確立し、社会で自分の役割を果たすことにより幸せを実感できる兵庫
㻌

省エネ・創エネ・資源再利用を推進し､環境負荷の低い社会・経済構造が確立する兵庫

・誰もが適切なアドバイスと多様なサービスのもと健康で暮らすことができる㻌
・感動や潤いをもたらす歴史、文化、芸術、学びが生活に根づいている㻌
・自然や農、食を楽しむ新しいライフスタイルが広がっている㻌
・誰もが年齢、性別、障害の有無、国籍、文化等の違いに㻌
かかわらず、主体的に地域や社会で活躍している㻌

介護をする人同士の
交流の場を提供する
ＮＰＯ

・再生可能なエネルギーの活用により低炭素化が進み、地域での自給力が向上している㻌
・暮らしから産業活動まで環境負荷を低減するしくみが浸透している㻌
・低炭素な都市構造に転換している㻌
・地域で持続的に資源を循環させるしくみが整う㻌

環境対応車の普及と
充電スタンドなど基
盤整備

将来像３㻌 次代を支え挑戦する人を創る㻌

将来像９㻌 災害に強い安全安心な基盤を整える㻌

課題に挑戦する意欲を持ち、地域や社会の持続と発展に貢献しうる人が育つ兵庫

社会基盤整備や地域共助のシステムの充実を通じて、災害や危機に強い安全安心を育む兵庫

・産み、育てやすい環境が整い、子どもたちが生き生き育ち、遊び、学んでいる㻌
・いのちやふるさとの大切さ、生きる力を学ぶ多様な教育が展開されている㻌
・グローバルな共生力・協調性を身につけた人材が世界で活躍している㻌
・兵庫発の次代の人づくりのしくみとネットワークが世界に広がっている㻌

・地震･津波、風水害など自然災害に強い安全安心を支える基盤が整っている㻌
・いのちを守る、｢逃げる｣ことを重視した避難対策がなされている㻌
・大規模事故や感染症などへの危機管理に強い地域となっている㻌
・災害に対する共助･公助の地域防災力が向上している㻌
・一人ひとりが防災についての高い意識を持ち、自助･共助のしくみが整っている㻌

海外留学生や
外国人学校との多彩
な交流プログラム

しごと活性社会

多彩な交流社会

将来像４㻌 未来を拓く産業の力を高める
最先端の科学技術基盤やオンリーワンの技術力を生かし、創造的な企業や人材が集積する兵庫
・兵庫の技術と蓄積を生かした国際的な産学・産産連携が形成されている㻌
・国内外の創造的な人材が集い企業などの立地が進んでいる㻌
・兵庫に根づく多彩なオンリーワン企業が育ち、活躍している㻌
・西日本・東日本が自立しながら補完し合う産業ネットワークの㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 構築に兵庫が大きな役割を果たしている㻌

建築物の耐震技術を
向上させる実物大の
破壊実験

活用が進む大型放射
光施設ＳＰULQJ―８、
Ｘ線自由電子レーザ
ー施設ＳＡＣＬＡ

将来像㻝㻜㻌 地域の交流･持続を支える基盤を整える㻌
多様な主体が地域経営に参画し、地域を取り巻き交流を支える様々な基盤が有効活用されている兵庫
・コミュニティによる主体的・自律的な地域運営が活発になっている㻌
・地域づくりの人材育成や企業と地域との協働の輪が広がっている㻌
・地域団体、ＮＰＯなどによる「新しい公」が地域を支えている㻌
・多彩な交流･物流を支える社会基盤が充実している㻌
・公民連携により多様な手法での地域づくりが進み、より身近な県政となっている㻌

ＮＰＯを設立し、外部
の人材とも協働しなが
ら集落経営のルールづ
くりに取り組む集落

将来像５㻌 地域と共に持続する産業を育む㻌

将来像㻝㻝㻌 個性を生かした地域の自立と地域間連携で元気を生み出す㻌

地域資源を生かした地場産業や農林水産業、新たな生活関連サービス産業が発展する兵庫

集落や都市の潜在力が引き出され、個性豊かな自立した地域が連携･交流し、活力が満ちる兵庫

・地域産業が固有の付加価値により発展し、地域の魅力を高めている㻌
・多彩な地域資源をつなぐツーリズムで地域ににぎわいが生まれている㻌
・高度な経済基盤により農林水産業が再生し、食の自立を支えている㻌
・

・農山漁村では、空き空間が管理・活用され、豊かな個性を生かす村づくりが進められている㻌
・疎住化が進む多自然地域などの地方都市では、まちなかへの生活機能の集約が進んでいる㻌
・都市郊外のニュータウンは世代バランスがとれ、ゆとりとにぎわいのある空間になっている㻌
・瀬戸内臨海部の都市では、多選択・多参画型のまちづくりが進んでいる㻌
・行政界を越えた地域間連携が進み、広域的に地域づくりができるようになっている㻌

地産地消による食の安
全確保と商店街の活性
化に取り組むファーマ
ーズマーケット

将来像６㻌 生きがいにあふれたしごとを創る㻌

将来像㻝㻞㻌 世界との交流を兵庫の未来へ結ぶ㻌

誰もが持ち味を発揮できる多様な働き方が実現する兵庫
・社会的起業などの社会貢献型のしごとが広がっている㻌
・兵庫発の人材がビジネス、貢献などのさまざまな分野で国内外に飛躍している㻌
・誰もが生きがいを持って働ける環境が充実している㻌
・しごとと生活が調和した複線型のライフスタイルが実現している㻌

住民出資で生活関連
サービスを提供する
村のスーパーマーケ
ット

世界の地域と兵庫の地域がつながり、相互に高め合いながら共生・成長する兵庫
事業所内保育所の整
備に取り組む団体

・兵庫がアジアにおける人材育成拠点を形成している㻌
・貢献と交流の広がりにより、世界と兵庫が双方向に結ばれている㻌
・国際市場の一体化・分業化の中で、兵庫の産業の存在感が高まっている㻌
・兵庫の暮らしが世界に開かれ、多文化共生が実現している㻌
・アジアのハブ機能を担う交通・物流ネットワークが充実している㻌

国際コンテナ戦略港
湾に指定された「阪神
港」

４つの社会像とめざすべき１２の将来像

年の兵庫の未来像創造と共生の舞台・兵庫

創造的市民社会

環境優先社会

将来像１㻌 人と人のつながりで自立と安心を育む

将来像７㻌 人と自然が共生する地域を創る㻌

世代や地域を越えた多様な縁に支えられながら、誰もが自立して安心した生活を営む兵庫

豊かな自然と共生するライフスタイルにより人と自然の持続可能な関係が再構築される兵庫

・多様な縁の大切さと、結婚や出産、子育ての喜びを実感できる㻌
・地域全体が家族のようにつながり、豊かさや安心を㻌
実感できる“地域まるごと家族“が実現している㻌
・安全安心コミュニティづくりが実現し、孤立を防ぐセーフティネットが構築されている㻌
・誰もが使いやすいモノ、サービスが普及し生活しやすいまちが実現している㻌

・地域間連携により自然環境の保全・再生・創造が進んでいる㻌
・森林・農地のもつ多面的機能が良好に保たれている㻌
・生物多様性が保全･再生･創造され、野生動植物との共生が図られている㻌
・自然の恵みを無駄にしない社会構造となっている㻌

地域の高齢者に安心
と食を届けるＮＰＯ

地域の森林保全活動
に企業が参画

将来像２㻌 兵庫らしい健康で充実した生涯を送れる社会を実現する㻌

将来像８㻌 低炭素で資源を生かす先進地を創る㻌

誰もが個性を生かしたライフスタイルを確立し、社会で自分の役割を果たすことにより幸せを実感できる兵庫
㻌

省エネ・創エネ・資源再利用を推進し､環境負荷の低い社会・経済構造が確立する兵庫

・誰もが適切なアドバイスと多様なサービスのもと健康で暮らすことができる㻌
・感動や潤いをもたらす歴史、文化、芸術、学びが生活に根づいている㻌
・自然や農、食を楽しむ新しいライフスタイルが広がっている㻌
・誰もが年齢、性別、障害の有無、国籍、文化等の違いに㻌
かかわらず、主体的に地域や社会で活躍している㻌

介護をする人同士の
交流の場を提供する
ＮＰＯ

・再生可能なエネルギーの活用により低炭素化が進み、地域での自給力が向上している㻌
・暮らしから産業活動まで環境負荷を低減するしくみが浸透している㻌
・低炭素な都市構造に転換している㻌
・地域で持続的に資源を循環させるしくみが整う㻌

環境対応車の普及と
充電スタンドなど基
盤整備

将来像３㻌 次代を支え挑戦する人を創る㻌

将来像９㻌 災害に強い安全安心な基盤を整える㻌

課題に挑戦する意欲を持ち、地域や社会の持続と発展に貢献しうる人が育つ兵庫

社会基盤整備や地域共助のシステムの充実を通じて、災害や危機に強い安全安心を育む兵庫

・産み、育てやすい環境が整い、子どもたちが生き生き育ち、遊び、学んでいる㻌
・いのちやふるさとの大切さ、生きる力を学ぶ多様な教育が展開されている㻌
・グローバルな共生力・協調性を身につけた人材が世界で活躍している㻌
・兵庫発の次代の人づくりのしくみとネットワークが世界に広がっている㻌

・地震･津波、風水害など自然災害に強い安全安心を支える基盤が整っている㻌
・いのちを守る、｢逃げる｣ことを重視した避難対策がなされている㻌
・大規模事故や感染症などへの危機管理に強い地域となっている㻌
・災害に対する共助･公助の地域防災力が向上している㻌
・一人ひとりが防災についての高い意識を持ち、自助･共助のしくみが整っている㻌

海外留学生や
外国人学校との多彩
な交流プログラム

しごと活性社会

多彩な交流社会

将来像４㻌 未来を拓く産業の力を高める
最先端の科学技術基盤やオンリーワンの技術力を生かし、創造的な企業や人材が集積する兵庫
・兵庫の技術と蓄積を生かした国際的な産学・産産連携が形成されている㻌
・国内外の創造的な人材が集い企業などの立地が進んでいる㻌
・兵庫に根づく多彩なオンリーワン企業が育ち、活躍している㻌
・西日本・東日本が自立しながら補完し合う産業ネットワークの㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 構築に兵庫が大きな役割を果たしている㻌

建築物の耐震技術を
向上させる実物大の
破壊実験

活用が進む大型放射
光施設ＳＰULQJ―８、
Ｘ線自由電子レーザ
ー施設ＳＡＣＬＡ

将来像㻝㻜㻌 地域の交流･持続を支える基盤を整える㻌
多様な主体が地域経営に参画し、地域を取り巻き交流を支える様々な基盤が有効活用されている兵庫
・コミュニティによる主体的・自律的な地域運営が活発になっている㻌
・地域づくりの人材育成や企業と地域との協働の輪が広がっている㻌
・地域団体、ＮＰＯなどによる「新しい公」が地域を支えている㻌
・多彩な交流･物流を支える社会基盤が充実している㻌
・公民連携により多様な手法での地域づくりが進み、より身近な県政となっている㻌

ＮＰＯを設立し、外部
の人材とも協働しなが
ら集落経営のルールづ
くりに取り組む集落

将来像５㻌 地域と共に持続する産業を育む㻌

将来像㻝㻝㻌 個性を生かした地域の自立と地域間連携で元気を生み出す㻌

地域資源を生かした地場産業や農林水産業、新たな生活関連サービス産業が発展する兵庫

集落や都市の潜在力が引き出され、個性豊かな自立した地域が連携･交流し、活力が満ちる兵庫

・地域産業が固有の付加価値により発展し、地域の魅力を高めている㻌
・多彩な地域資源をつなぐツーリズムで地域ににぎわいが生まれている㻌
・高度な経済基盤により農林水産業が再生し、食の自立を支えている㻌
・

・農山漁村では、空き空間が管理・活用され、豊かな個性を生かす村づくりが進められている㻌
・疎住化が進む多自然地域などの地方都市では、まちなかへの生活機能の集約が進んでいる㻌
・都市郊外のニュータウンは世代バランスがとれ、ゆとりとにぎわいのある空間になっている㻌
・瀬戸内臨海部の都市では、多選択・多参画型のまちづくりが進んでいる㻌
・行政界を越えた地域間連携が進み、広域的に地域づくりができるようになっている㻌

地産地消による食の安
全確保と商店街の活性
化に取り組むファーマ
ーズマーケット

将来像６㻌 生きがいにあふれたしごとを創る㻌

将来像㻝㻞㻌 世界との交流を兵庫の未来へ結ぶ㻌

誰もが持ち味を発揮できる多様な働き方が実現する兵庫
・社会的起業などの社会貢献型のしごとが広がっている㻌
・兵庫発の人材がビジネス、貢献などのさまざまな分野で国内外に飛躍している㻌
・誰もが生きがいを持って働ける環境が充実している㻌
・しごとと生活が調和した複線型のライフスタイルが実現している㻌

住民出資で生活関連
サービスを提供する
村のスーパーマーケ
ット

世界の地域と兵庫の地域がつながり、相互に高め合いながら共生・成長する兵庫
事業所内保育所の整
備に取り組む団体

・兵庫がアジアにおける人材育成拠点を形成している㻌
・貢献と交流の広がりにより、世界と兵庫が双方向に結ばれている㻌
・国際市場の一体化・分業化の中で、兵庫の産業の存在感が高まっている㻌
・兵庫の暮らしが世界に開かれ、多文化共生が実現している㻌
・アジアのハブ機能を担う交通・物流ネットワークが充実している㻌

国際コンテナ戦略港
湾に指定された「阪神
港」

地域ビジョン～地域から創る兵庫～ᴾ
地域ビジョン～地域から創る兵庫～ᴾ
地域ビジョンは、歴史、風土、文化などを共有する広域的な圏域ごとに、地域住民が自ら地域の
地域ビジョンは、歴史、風土、文化などを共有する広域的な圏域ごとに、地域住民が自ら地域の
将来像を描き、その実現に向けて主体的に取り組む指針です。
将来像を描き、その実現に向けて主体的に取り組む指針です。
詳細については各県民局で配布している地域ビジョンパンフレットやホームページをご覧ください。
詳細については各県民局で配布している地域ビジョンパンフレットやホームページをご覧ください。

あしたのᴾ
あしたのᴾ
ふるさと但馬ᴾ
ふるさと但馬ᴾ

光と水と緑でつなぐーᴾ
光と水と緑でつなぐーᴾ

ᵐᵏ
ᵐᵏ世紀兵庫長期ビジョンとは？ᴾ
世紀兵庫長期ビジョンとは？ᴾ
県民の夢や希望を集約し、兵庫がめざす社会像とその実現のための指針をまとめた「
県民の夢や希望を集約し、兵庫がめざす社会像とその実現のための指針をまとめた「世紀兵庫長期ビジョ
世紀兵庫長期ビジョ
ン
ン
年への協働戦略」
年への協働戦略」
。
。
ビジョンでは、
ビジョンでは、年のめざすべき兵庫の姿を「創造と共生の舞台・兵庫」とし、県民一人ひとりが主役と
年のめざすべき兵庫の姿を「創造と共生の舞台・兵庫」とし、県民一人ひとりが主役と
なり、
なり、
ビジョン実現に向けた取組を進めるため、
ビジョン実現に向けた取組を進めるため、
４つのめざすべき社会像のもと、
４つのめざすべき社会像のもと、

の将来像を描いています。
の将来像を描いています。


～コウノトリ翔る郷～ᴾ
～コウノトリ翔る郷～ᴾ

元気・西播磨
元気・西播磨
ᴾ ᴾ
但馬
但馬



たんばを楽しむ連携・交流ᴾ
たんばを楽しむ連携・交流ᴾ

みんなで丹波の森ᴾ
みんなで丹波の森ᴾ

丹波
丹波

人の輪と地域の輪が
人の輪と地域の輪が
つながる元気なᴾ
つながる元気なᴾ
中播磨をつくろうᴾ
中播磨をつくろうᴾ

ひょうごの
ひょうごの
ハートランドᴾ
ハートランドᴾ

西播磨
西播磨

神戸
神戸

人々が集い、喜びとᴾ
人々が集い、喜びとᴾ
感動が共有できるᴾ
感動が共有できるᴾ

ᴾᴾ

淡路
淡路

行政の事業量を示す計画ではなく、
行政の事業量を示す計画ではなく、
多様な主体が目標として共有する
多様な主体が目標として共有する
   望ましい社会の姿を示す
望ましい社会の姿を示す

「楽しいまちᴾ
「楽しいまちᴾ
・神戸」ᴾ
・神戸」ᴾ

ᴾᴾ

阪神市民文化ᴾ
阪神市民文化ᴾ
社会の創造ᴾ
社会の創造ᴾ

阪神南北地域ビジョン交流会ᴾ
阪神南北地域ビジョン交流会ᴾ

地域ビジョンの達成度を測るフォローアップ指標や、
地域ビジョンの達成度を測るフォローアップ指標や、
地域ならではの魅力や地域づくり活動の成果を
地域ならではの魅力や地域づくり活動の成果を
表す指標などからなる「地域ビジョン指標」を地域ビジョンごとに設定しています。全県ビジョン指標
表す指標などからなる「地域ビジョン指標」を地域ビジョンごとに設定しています。全県ビジョン指標
と連携しながら今後の取組に反映していきます。
と連携しながら今後の取組に反映していきます。

地域ビジョンᴾ
地域ビジョンᴾ

ᵐᵏ
ᵐᵏ世紀兵庫長期ビジョンの構成ᴾ
世紀兵庫長期ビジョンの構成ᴾ

地域の将来像
地域の将来像


「
「
世紀兵庫長期ビジョン」は、
世紀兵庫長期ビジョン」は、
「地域ビジョン」と「全県ビジョン」からなります。
「地域ビジョン」と「全県ビジョン」からなります。

○
○
「地域ビジョン」
「地域ビジョン」

地域住民が地域の将来像を描き、
地域住民が地域の将来像を描き、
その実現に向けて
その実現に向けて
主体的に取り組む指針
主体的に取り組む指針
○
○
「全県ビジョン」
「全県ビジョン」

全県的な視点から見た基本的課題やめざすべき将
全県的な視点から見た基本的課題やめざすべき将
来像とその実現方向を明らかにしたもの
来像とその実現方向を明らかにしたもの


地域ビジョンᴾ
地域ビジョンᴾ
の点検・評価ᴾ
の点検・評価ᴾ

「つくって終わり」ではなく、みんな
「つくって終わり」ではなく、みんな
でできることに取り組み、
でできることに取り組み、
進み具合を
進み具合を
点検・評価するプロセスを大切にする
点検・評価するプロセスを大切にする


環境立島あわじᴾ
環境立島あわじᴾ
～人と自然の豊かなᴾ
～人と自然の豊かなᴾ
関係をきずく“公園島へ”～
関係をきずく“公園島へ”～

プロセス重視‒
プロセス重視‒

地域の多様な主体が主体的に
地域の多様な主体が主体的に
「参画」し、共に将来に向かって
「参画」し、共に将来に向かって
「協働」する
「協働」する

阪神
阪神

市民が主役となり、ᴾ
市民が主役となり、ᴾ
行政がそれを支えるᴾ
行政がそれを支えるᴾ

水辺・ᴾ
水辺・ᴾ
ものづくりのᴾ
ものづくりのᴾ
まち
まち
で生きる
で生きる

県民自らが地域の「夢」
県民自らが地域の「夢」
「ビジョン」
「ビジョン」
を描き、実現に取り組む
を描き、実現に取り組む

参画と協働‒
参画と協働‒

中播磨
中播磨
東播磨
東播磨

「計画」ではなく「ビジョン」‒
「計画」ではなく「ビジョン」‒



北播磨
北播磨

～つなぐᴾ
～つなぐᴾ
つながるᴾ
つながるᴾ
ᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ 銀の馬車道～
ᴾ 銀の馬車道～
ᴾᴾ

県民主役・地域主導‒
県民主役・地域主導‒

携帯電話用㻌
携帯電話用㻌

創造的市民社会㻌
創造的市民社会㻌
しごと活性社会㻌
しごと活性社会㻌
環境優先社会㻌
環境優先社会㻌
多彩な交流社会㻌
多彩な交流社会㻌

ビジョン実現に向けた取組の推進状況を点検・評価していくため、県民のみなさんの実感に基づく
ビジョン実現に向けた取組の推進状況を点検・評価していくため、県民のみなさんの実感に基づく

全県ビジョン
全県ビジョン 「兵庫のゆたかさ指標」と、統計や県の取組の成果を表した「全県ビジョンフォローアップ指標」
「兵庫のゆたかさ指標」と、統計や県の取組の成果を表した「全県ビジョンフォローアップ指標」
からなる「全県ビジョン指標」を設定しています。
からなる「全県ビジョン指標」を設定しています。
の点検・評価ᴾ
の点検・評価ᴾ県民のみなさんとともにチェックするとともに、今後の取組に反映していきます。
県民のみなさんとともにチェックするとともに、今後の取組に反映していきます。

分析
分析

②全県ビジョンフォローアップ指標
②全県ビジョンフォローアップ指標
 統計データや県の取組を客観的に示す数値目標を、
統計データや県の取組を客観的に示す数値目標を、
約約


項目設定し、
項目設定し、
ビジョンの実現に向けた取組が
ビジョンの実現に向けた取組が
進んでいるかチェックします。
進んでいるかチェックします。




○住民、団体、事業者、行政など様々な主体に
○住民、団体、事業者、行政など様々な主体に
よる取組の成果を総括的に表す指標
よる取組の成果を総括的に表す指標
○ビジョン実現に向け県の取組を表す指標
容容 ○ビジョン実現に向け県の取組を表す指標
内内




○
○
の将来像へのみなさんの評価をもとに、
の将来像へのみなさんの評価をもとに、
・補完
・補完
「ゆたかさ」を数値化
「ゆたかさ」を数値化
内内
○各将来像の「ゆたかさ点数」と、その合計に
○各将来像の「ゆたかさ点数」と、その合計に
容容
よる総合点を算出し、県民の総体的な「ゆた
よる総合点を算出し、県民の総体的な「ゆた
かさ」を把握
かさ」を把握



企3－$
企3－$

４つの社会像
４つの社会像


想定年次
年頃
想定年次ビジョン実現に向けた取組の時期
ビジョン実現に向けた取組の時期 ：
：
年頃




〒
〒神戸市中央区下山手通
神戸市中央区下山手通
 丁目
 丁目

番番
 号
 号
㻽㻾
㻽㻾
コード㻌
コード㻌
電話：－－㈹
電話：－－㈹
ホームページの㻌
ホームページの㻌
)$;：－－
)$;：－－
閲覧はこちらから㻌
閲覧はこちらから㻌
ＥPDLO：YLVLRQ#SUHIK\RJROJMS
ＥPDLO：YLVLRQ#SUHIK\RJROJMS
ホームページ
ホームページ
：KWWSZHESUHIK\RJROJMSNNLQGH[BYLVLRQKWPO
：KWWSZHESUHIK\RJROJMSNNLQGH[BYLVLRQKWPO

共有㻌
共有㻌

展望年次
展望年次将来を考えるため見通しておく時期
将来を考えるため見通しておく時期：
：
年頃
年頃

①兵庫のゆたかさ指標
①兵庫のゆたかさ指標
 県民のみなさんへの意識調査（
県民のみなさんへの意識調査（
人対象）
人対象）
を実施し、
を実施し、
の将来像の実現状況を分析します。
の将来像の実現状況を分析します。

兵庫県企画県民部ビジョン課
兵庫県企画県民部ビジョン課

全県ビジョンᴾ
全県ビジョンᴾ

