
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わがまち風景職員選 
 

 

２次募集 
 

 

 

 

 

開 発 指 導 課 

平成 21 年 12 月 1 日～平成 22 年 12 月 14 日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  
№ １ № ２ 

タイトル イチョウ並木 タイトル 花園の憩い 

撮影場所 小田南公園 撮影場所 潮江 3丁目潮江公園バラ園 

推薦 

コメント 

イチョウの黄葉がとても綺麗です。秋を
感じることのできる風景です。 
 

推薦 

コメント 

5 月中旬満開の潮江公園バラ園で
す。バラの量、種類、見事な咲き具合
といずれをとっても、他のバラ園に勝
るとも劣らずの名所です。お勧めポイ
ントは、人出もまばらで、静かに花を
観賞できることです。ちょうど撮影時に
車いすで観賞に来られたふたり、バラ
のトンネルの下での憩いです。 
 
 

 
№ ３ № ４ 

タイトル 町の和菓子屋さん タイトル 真夏の昼下がり 

撮影場所 長洲中通３丁目小田高校南 撮影場所 近松公園 

推薦 

コメント 

まちかどの小さな手づくり和菓子屋さん
です。JR 尼崎北の新しく発展するまちと
は対照的に、長く地域に育まれて、親し
みのある店構えです。・・・もちろん、安く
ておいしい。 
 
 

推薦 

コメント 

暑さに負けるものかと、集まって将棋
大会開催。 
池には、アメンボウが、泳いでいま
す。近松公園の昼下がりのひとときで
す。       



 
№ ５ № ６ 

タイトル 新しく生まれ変わるまち タイトル 輝くココエ！ 

撮影場所 ＪＲ尼崎駅北側 撮影場所 潮江１丁目 

推薦 

コメント 

今尼崎で一番変わり行くＪＲ尼崎駅前北
側！ 
１６年ぶりにやって来た同窓生があまり
の変わり様にビックリ！！ 
 
 
 
 

推薦 

コメント 

ココエの繁盛、ココエが光輝けば、
尼崎も光輝く願いを込めて！ 
 
 
 
 
 

  
№ ７ № ８ 

タイトル 蓬川桜道 タイトル 尼崎エコ（風力発電） 

撮影場所 昭和通９丁目（蓬川西側道路） 撮影場所 西高洲町 

推薦 

コメント 

阪神国道２号線（東向き）入江橋を左
折すると桜満開のトンネルが拡がり、
春を感じ、陽気にさせてくれる桜道で
す。“また、来春をお楽しみ” 
 
 
 
 

推薦 

コメント 

ゆっくりと３枚の羽が回っていて、
なんだか力強さを感じました。撮影
時もいい風を受けて、くるくると羽
が回転していました。もっともっと
エコが進めいいなぁと思いも込め
て写真をパチリ！！ 
なお、風の力で電気（１０KW×２基）
を起こし、電気は、北側歩道の街路
灯等に利用しているそうです。 
 
 



 
№ ９ № １０ 

タイトル 武庫川秋のサイクリング タイトル 武庫川と武庫大橋 

撮影場所 武庫川（西武庫公園付近）堤防 撮影場所 武庫大橋 

推薦 

コメント 

秋のさわやかな空気の中、紅葉を楽し
みながらのサイクリングは最高です。 

推薦 

コメント 

アーチ並んでいるデザインが珍しい。 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ １１ № １２ 

タイトル 武庫川河川敷 タイトル 秋天”吉備彦神社 

撮影場所 武庫川河川敷（阪神武庫川駅北側付近） 撮影場所 金楽寺町 2丁目吉備彦神社 

推薦 

コメント 

散歩やジョギングをする人、釣りをする
人、みんなゆったり楽しんでいます。 

推薦 

コメント 

10 月初め、今年一番の好天の日、秋祭り

の準備が整ったところです。空の青さと、

祭りを迎える華やぎを撮りました。神社の

祭神は奈良時代の学者で政治家の吉備

真備（きびのまきび）です。10 月に恒例

の、小田太鼓会四神社演技があります

が、その四社の一つです。こちらを拠点と

して活動しているのが、「金楽寺吉備彦

会」です。太鼓演技のほか、地域の盆踊り

などに協力し、地域コミュニティ活性に向

け活動されています。 

 

 



 
№ １３ № １４ 

タイトル コスモス（秋） タイトル 菜の花（春） 

撮影場所 西松町 32（東部浄化センター） 撮影場所 西松町 32（東部浄化センター） 

推薦 

コメント 

築地保育所のそばにあり、子ども達は
毎日のように出かけて遊んでいます。い
ろいろな植物や昆虫など、見て触れて、
四季を五感で体験でき、安心して遊べる
ところですよ。 
 
 
 
 

推薦 

コメント 

築地保育所のそばにあり、子ども達
は毎日のように出かけて遊んでいま
す。いろいろな植物や昆虫など、見て
触れて、四季を五感で体験でき、安心
して遊べるところですよ。 
 
 
 

  
№ １５ № １６ 

タイトル 初島大神宮と入道雲 タイトル 人と産業の共生 

撮影場所 築地 3丁目 撮影場所 扇町 

推薦 

コメント 

築地保育所の隣の公園は総合遊具や
鬼ごっこなどできる広いスペースもあり、
全身を使って遊べる楽しい公園です。 
初島大神宮も歴史があり、由緒ある神
社ですよ。 
 
 

推薦 

コメント 

世界最大級の工場を背に、サッカーを
している姿。まさに人と産業の共生。
明るい未来を予感します。 
 
 
 
 
 
 



№ １７ № １８ 

タイトル ２１世紀の森 苗木保育所 タイトル 休日の昼下がり 

撮影場所 扇町 撮影場所 中掘運河 

推薦 

コメント 

「森と水と人が共生する環境創造のま
ち」をめざす尼崎 21 世紀の森の未来を
担う子供たち（苗木たち）が、ここ尼崎臨
海部で元気に育っています。 
 
 
 
 

推薦 

コメント 

休日の昼下がりに、ぶらり歩くと、幸
せを感じる。こんないい街に住んでい
るのだなあーと。 
 
 
 
 
 

  
№ １９ № ２０ 

タイトル 旧西富松村の旧家と用水路 タイトル 旧家に挟まれた椎堂の路地 

撮影場所 武庫之荘東１丁目 撮影場所 尼崎市椎堂１丁目 

推薦 

コメント 

阪急武庫之荘駅から徒歩５分圏内であ
りながら、武庫之荘東（旧冨松村）に
は、江戸時代以来の農村風景を今なお
見ることができます。 
 
 

推薦 

コメント 

農村の街並みを今でも残す椎堂地
区。旧家に挟まれた狭い路地を歩く
と、まるでタイムスリップしたかのよう
です。 



  

№ ２１ № ２２ 

タイトル 「九ノ橋」 タイトル Escape to Victory 

撮影場所 尼崎市東園田町４丁目 撮影場所 尼崎市役所地下駐車場 

推薦 

コメント 

１９３６（昭和１１）年の阪急園田駅開業
時に開発された園田住宅地には、「一ノ
橋」から「十一ノ橋」までの数え橋が現
存しています。 
 
 

推薦 

コメント 

村野藤吾の幾何学的デザインの北側
バルコニーと曲線の擁壁に切り取ら
れた空。小さな空だが青空だと気分
爽快だ。 
 
 

№ ２３ № ２４ 

タイトル 猛暑の年の変 タイトル ふりかけ？ 

所属・氏名 開発指導課 所属・氏名 都市計画課 

撮影場所 変な気候が続いている橘公園にて 撮影場所 武庫川河川敷（左岸） 

推薦 

コメント 

猛暑の夏に負けずに咲いていた夾竹
桃。あっという間に紅葉となった木々に
まだ夏を主張しているのか。 
 
 
 

推薦 

コメント 

阪急武庫之荘駅から、武庫川の河川
敷まで、歩いてコスモスを見に行きま
した。高い所から、見下ろすとまた違
った風景で、まるで「花のじゅうたんを
敷き詰めた」様です。３５分並んで待っ
た甲斐がありました。 



№ ２５ № ２６ 

タイトル そうだ。近松のまちあまがさき、行こう。 タイトル 阪神尼崎の新名所「七福神めぐり」 

撮影場所 JR 尼崎駅北「梅川像」 撮影場所 中央４番街商店街「七福神アーケー

ド」 

推薦 

コメント 

「近松のまち・あまがさき」をお出迎えす
る近松作品「冥土の飛脚」のヒロイン「梅
川」。笑顔で近松の里に散策される方を
お見送りする姿が印象に残りました。 

推薦 

コメント 

中央三和出屋敷商店街と尼崎寺町を
つなぐ「尼崎寺町の七福神」。市内在
住漫画家「尼子騒兵衛先生」によって
描かれた「チョイ悪オヤジ風」の神さ
ま。商店街で販売する色紙に七つの
寺社に置かれたスタンプを押し巡る
「七福神巡り」はいかがでしょう。 

№ ２７ № ２８ 

タイトル チャリティ大相撲尼崎場所 タイトル F1 ﾚｰｻｰ「小林可夢偉さん」もみくちゃ

撮影場所 ベイコム体育館 撮影場所 三和本通商店街 

推薦 

コメント 

平成 22年 10月 23日に行われたチャリ
ティ大相撲尼崎場所。市民や市内事業
者から成る実行委員会の方々による誘
致活動や念密な企画が花開いた「取
組」です。 

推薦 

コメント 

尼崎出身の F1 ﾚｰｻｰ小林可夢偉さん
が、日本グランプリを前に地元に凱旋
された風景です。小さいころの思い出
は、と聞くと「商店街をチャリでレース
した、なんてね。」と温かく見守る商店
街が印象に残りました。 
 



№ ２９ № ３０ 

タイトル 毎月第一土曜日朝８時から。 タイトル 動物愛護センターで 

撮影場所 尼崎地方卸売市場 撮影場所 兵庫県動物愛護センター 

推薦 

コメント 

普段は一般の方が入れない「地方卸売
市場」。毎月第一土曜日の８時～１１時
は「市場開放フェア」が開かれ、誰でも
「仕入れ体験」ができるんです。JR 尼崎
駅からきれいに整備された道を歩いて１
０分ほどで着きますよ。 
 
 
 

推薦 

コメント 

尼崎の新名所として定着した武庫川
コスモス畑。その北にある「動物愛護
センター」の写真です。滑り台・ベンチ
に「動物」が散りばめられ、建物には
動物に関する展示施設もあります。詳
しくは「あまかん（尼崎で観光）」ホー
ムページで。 

№ ３１ № ３２ 

タイトル 尼バーガー登場 タイトル お相撲さんとの出会い（尼崎一家ツア

ー） 

撮影場所 尼崎地方卸売市場 撮影場所 中央商店街 

推薦 

コメント 

「メイドインアマガサキ」認証の食材を使
った尼バーガー。さまざまな催しに「限
定○○食」として登場します。行列がで
きて完売なことも多々。２月１３日（日）
三和商店街の「尼崎横丁」でも登場予
定とか。 

推薦 

コメント 

チャリティ大相撲尼崎場所の前夜に
行われた「商店街キャラクター：尼崎
一家」の飲み歩きツアー」。魅力あふ
れる夜の街が一層輝いた風景です。 



№ ３３ № ３４ 

タイトル 杭瀬が園田学園女子大学の学びの場

に 

タイトル 上坂部西公園の紅葉を歩く 

撮影場所 杭瀬商店街 撮影場所 上坂部西公園 

推薦 

コメント 

園田学園女子大学の大江教授ゼミの学
生さんにより「杭瀬の街おこし」をテーマ
とするフィールドワークの様子です。杭
瀬商店街の方とともに、地域活性化を
研究する活動で、その成果が楽しみで
すね。 

推薦 

コメント 

四季折々の花や木々を楽しめる都市
緑化公園。四季の移り変わりを体感
できる市民憩いの場所ですね。この
日は、卸売市場と近松の里を散策す
るまち歩きイベントで紅葉を楽しみま
した。 

 
 

№ ３５ № ３６ 

タイトル 鉄塔と北堀であい橋のオブジェ タイトル お宮参り 

撮影場所 道意町、中浜町、大浜町、元浜町の境 

 

撮影場所 富松神社 

推薦 

コメント 

尼崎市南部の工場群の中の鉄塔と、北
堀であい橋のオブジェの 2 つの大き
な建造物が水面に反射しとてもきれ
いでした。 

推薦 

コメント 

地域の氏神、富松神社は、秋になると
見事な紅葉で色づきます。 
 



 

№ ３７ № ３８ 

タイトル 街中の大工事① タイトル 街中の大工事② 

撮影場所 潮江１丁目 撮影場所 長洲西通１丁目 

推薦 

コメント 

ＪＲ尼崎駅の西側にあった開かずの踏
切を廃止して、線路の下をくぐる道路を
つくっている工事現場です。（線路北側
から撮影）技術屋なら一見の価値ありで
す。 

推薦 

コメント 

ＪＲ尼崎駅の西側にあった開かずの
踏切を廃止して、線路の下をくぐる道
路をつくっている工事現場です。（線
路南側から撮影）技術屋なら一見の
価値ありです。 

№ ３９ № ４０ 

タイトル 園田カーニバルに大阪プロレス タイトル JTB に尼崎の観光案内所！？ 

撮影場所 聖トマス大学 撮影場所 JTB 尼崎支店 

推薦 

コメント 

地域の方を中心に園田カーニバルへの
誘致により実現した大阪プロレス興行。
照りつける日差しと猛暑の中、手に汗握
る闘いが繰り広げられました。お約束？
の場外乱闘を見守る人たちの笑顔が素
敵です。園田東小学校の夏祭りにも来
ていただきました。 

推薦 

コメント 

尼崎で観光？尼崎を紹介するパンフ
レット約１００種類を備え、尼崎のまち
歩きやお土産物、お食事処などをご
案内します。 

 

応募作品 ４０点  （掲載の順番は、受付順です） 


