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鹿ノ台のみなさん、こん
にちは。
未来会議ではこれまで活

発に意見交換を重ね、その
結果を「中期計画（案）骨子」
にまとめ、自治連合会役員
に報告しました。
中期計画（案）骨子では、

鹿ノ台に様々な課題がある
中で、まちの将来像を「み
んなでつくる　住みたくな

るまち　鹿ノ台」とし、こ
れを実現するための基本目
標を次の 5点としました。
1.	 安全・安心・防災のま
ちづくり

2.	 子育てしやすいまちづ
くり

3.	 花と緑豊かな癒しのま
ちづくり

4.	 高齢者にやさしい支え
合いのまちづくり

5.	 交流・賑わい・文化の
香りのあるまちづくり

横断的な検討が必要な
「ICT 技術の活用・普及」
と「鹿ノ台自治会組織の課
題検証と再構築」を加えた
7点について、具体的な施
策を検討していきます。
うち下線の 3点について

は、分科会で課題の深堀り
を進めていきます。

未来まちづくり中期計画（案）骨子を策定しました



未来会議の主な活動
設立総会
「鹿ノ台の中長期的な課
題に取り組むための組織」
として未来会議が正式に発
足しました。
暫定的な役員を決めたほ

か、下記を決定しました。
1.	 全体会を毎月開催
2.	 中期まちづくりビジョ
ンを策定

3.	 事業計画の策定だけで
はなく実施まで担当

4.	 課題の深掘りなどのた
め分科会を設置

第２回・第３回全体会議
構成員より下記のとおり

中期まちづくりビジョンの
課題が提案されました。
1.	 高齢化に伴う認知症や
虚弱者の増加

2.	 空き家問題や商店街の
衰退

3.	 自治会活動の担い手の
不足

4.	 少子化の進行
自治連合会・各自治会・

各委員会などですぐに取り
組める課題と、未来会議で
取り組む中長期的課題とを
どのように切り分けるべき
かを検討しました。
第 4回・第 5回全体会議
中期まちづくりの課題と

対策に関する提案が行われ
ました。
これまでの検討結果を踏

まえて、中期まちづくりビ
ジョン、基本目標などを検
討しました。まちづくりの
理念は、暫定的に「みんな
でつくる　住みたくなるま
ち　鹿ノ台」としました。
子育て世代の転入促進対

策が急務であるとして、「転

入促進対策調査部会」が活
動を開始しました。
第５回からは中尾議員も

傍聴されています。
第 6回全体会議
「鹿ノ台未来まちづくり
中期計画（案）骨子」を策
定しました。
転入促進対策調査部会か

ら転入促進のためのチラシ
やWeb サイト更新案が提
案され、承認されました（下
欄左をご参照ください）。
第 7回全体会議
これまでの取組み結果を

自治連合会役員に報告しま
した。
役員の暫定期間終了に伴

い、会長：須都、副会長：
伊藤・梅本・黒部、事務局長：
鎌田、書記・広報：鈴木、
会計：蔵田を選出しました。

転入促進の取組み
鹿ノ台が今後も活気ある

住み良いまちであり続ける
ためには、子育て世代の転
入が不可欠です。
転入促進を進める前に

「鹿ノ台の強み」を客観的
に知るため、不動産事業者
などにヒアリングを行いま
した。
鹿ノ台の強み（生の声）
1.	 便利なまち
2.	 緑豊かで静かな住環境
3.	 楽しいイベントがある
4.	 生駒市への好印象

転入促進 PR活動
これらの４点に加え、「安

心・安全なまち」、「教育が
しやすいまち」の 6点を重
点項目として PRすること
にし、チラシ（別紙参照）
を作成し、転入候補者に届
くよう不動産営業所や幼保
育園などで配布中です。
鹿ノ台の魅力をアピール

するWebサイ
トも立ち上げて
います。ぜひ、
ご覧ください。

未来会議の協力者募集！
未 来 会 議 の 広 報 活 動 を	

お手伝いしてくださるボラン
ティアを募集しています！
•	 広報のデザイン
•	 写真・イラスト提供
•	 動画撮影・編集　など
「鹿ノ台の未来のためなら協
力できるよ！」という方、下の
QRコードからメールで広報担
当までお申し出ください。

ご意見をお待ちしています
鹿ノ台のまちづく

りへの希望や疑問な
どのご意見をお待ち
しています。



生駒市の施策生駒市鹿ノ台の
情報

お伝えしたいことは
まだまだ、たくさんあります。

ホームページをご覧ください

生駒市鹿ノ台は、
子育てにふさわしい
まちです

子育てするなら、鹿ノ台。

便利なまち

◯最寄り駅から大阪市内（本
町 駅 ） ま で 直 通 37 分！　 
始発駅なので座ってラクラ
ク通勤できます。
◯バス便も充実しています。
深夜の便もあります。
◯スーパーマーケット、商店
街、医療機関（小児科、内科、
歯科・小児歯科）、公民館（市
役所窓口）が揃っています。

緑豊かで静かな
環境に恵まれたまち

◯まち全体がほぼ第 1 種低
層住居専用地域で、とても静
かです。
◯大きな中央公園とスポー
ツ公園があります。遊具のあ
る公園も 11 か所あります。
◯まちの周囲には、丹精込め
て整備された美しい緑地が
広がっています。

楽しいイベントが
あるまち

◯大きな花火があがるお祭
り が あ り ま す（2 日 間 ）。 
こども神輿も人気です。
◯サークル活動も盛んで、　
絵や写真の展示会、コンサー
ト、映画上映会、ハイキング
などのイベントが年中、行わ
れています。

【コロナ禍により現在、一部中止／縮小中】

安心・安全なまち

◯犯罪発生率が低く、治安が
良いまちです。
◯周りを緑地に囲まれてい
るため、子どもが外部に出に
くい構造です。
○高台にあるため、水害の心
配はありません。
◯ボランティアが毎朝、子ど
もたちの通学を見守ってい
ます。

子どもの教育が
しやすいまち

◯小学校と中学校の教育レ
ベルが高いことが自慢です。
保育園と幼稚園もあります。
◯まちの中に図書館があり
ます。子どもの本がたくさん
置いてあります。
◯通える範囲に大手の学習
塾やスイミングスクールが
いくつもあります。

子育てを支援する
生駒市です

◯未就学児に対する支援が
充実しています。遊びも子育
て相談もできる場があり、年
中、様々な育児支援のイベン
トが行われています。
◯家事代行も利用できます。
◯医療機関併設の病児保育
施設が 2 箇所、設置されてい
ます。

2021 年 9 月発行：鹿ノ台未来まちづくり会議（未来会議）
鹿 ノ 台 自 治 連 合 会



鹿ノ台中央公園
春はお花見、 夏はお祭り、 秋は紅葉
緑豊かなみんなの憩いの場です

子ども神輿
子どもたちの元気な掛け声が
お祭りを盛り上げてくれます

通学を見守るボランティア
通学路に立つボランティアの皆さん
子どもたちも安心です

校庭は柔らかな芝生
鹿ノ台小学校の校庭はなんと芝生！
子どもたちにも好評です

鹿ノ台オープンガーデン
まちの中にこんなにキレイなお花畑
季節の花々がいつも咲いています
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