ニュース Vol.４
平成 24 年 2 月発行（西宮市住宅政策グループ）

平成 23 年 4 月に改定された「にしのみや住宅マスタープ

当日のプラグラム

ラン」の目標実現に向けた活動として始まった本ワークショッ
プも、第１回の「理想像」、第２回の「楽しみ方・地域とのま

１．開会

じくり方」、第３回の「各立場から見た課題と対応策」を経て、

２．前回（第３回）の振り返り

一応の締めくくりとなる第４回目のワークショップを表題の
３．空家活用ネットワーク事例紹介

テーマで行いました。

（宝塚市、尾道市、横浜市、東京世田谷区）

当日は、右記のプログラムの通り、前回の振り返りや空家活
用ネットワークの事例紹介によりイメージを膨らませた上で、
グループワーキングを行い、多様な意見を出して頂きました。
ワークショップ後は、市の方からも「今後の支援体制」につ

４．ワークショップの進め方について
５．グループ毎にワークショップ
６．各グループ発表

いての具体的な提案と共に、本ワークショップの成果を、メン
バーから都市局長・健康福祉局長をはじめとした多数の庁内関

７．今後の市の支援体制について

係者に提案・ＰＲする「ワークショップ報告会」の案内もあり、

８．全体意見交換

今後の展開に一層の期待をもって本ワークショップを締めく
９．閉会

くることができました。

第４回ＷＳの概要
・日時：Ｈ24 年１月 16 日(月)

午後 1：30～

・場所：西宮市 職員会館 ３階大ﾎｰﾙ
・参加人数：12 名
（集い場Ｇ：6 名、シェア住居Ｇ：6 名）

・当日の様子

１ ワークショップの進め方（意見出しの視点）
以下のような視点・手順で、住まいの空きスペースを活用しためざすべき集い場やシェア住居を実現
するために「すべきこと（役割分担）」について意見やアイデアを出し合いました。

〈意見出しの視点・手順〉
① 住まいの空きスペースを活用しためざすべき集い場やシェア住居の実現に向けた
「すべきこと（役割分担）」を各分野において考える。
② ①の中で、
「短期的にまずすべきこと」を中心に「中期的にすべきこと」
「長期的に
すべきこと」を整理する。
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２ グループワークの結果
★集い場グループ
■意見出し ：集い場グループでは、以下のような多様な意見・アイデアが出されました。
めざす集い場を
実現するために
すべきこと

要約意見

意見・アイデア
地域団体や民生委員等の協力体制を整えてもらい、地域の情報網から可

能性の有る空きスペースを探してもらう
集い場として
地域の不動産事業者や地域
住まいの空き 団体等に協力頂き、集い場と 社協分区ごとの単位で情報を集めて整理する
地域の不動産屋の事業所枠の中に「集い場枠」を設けてもらい情報収集
スペースを貸
して活用可能な物件情報を
してもらう（借り手側情報も流しマッチング機能の一部を担ってもらう）
収集・整理する
したい・開きた
各所から集まる情報が整理できるよう工夫しながらコーディネート団体
い方の情報収
に情報集約していく
集・整理のた 所有者への空きスペース活用 住宅を相続したが活用できていない方等への「住まいの活用セミナー」
等の開催
めにすべきこと
を促すセミナー等の
啓発・啓蒙活動（情報提供）

賃貸ビル等のオーナーさんへの集い場活用の事例や借り手情報のアナウンス

「宮水学園」を通して各分野か
ら開設希望者を募る
既存の集い場や住み開き等の
魅力的な集い場情報のセミナー
や「宮っ子」等を活用したＰＲ
（情報提供）を進めながら
開設希望者を集める

「宮水学園」の中に「集い場活動グループ」をつくり、参加者を募る
「宮水学園」の授業に「集い場づくり」を取り入れてもらう
集い場のＰＲを行って希望者を集める
住み開きも含めた集い場関係のセミナーを開催するなど、啓発活動を続
けていく
情報提供の場の設置や地域情報誌等へ掲載（連載）させてもらう
地域情報誌「宮っ子」に記事を掲載させてもらって広報する
集い場開設希
安心できる子育て広場として保育士さんの参加を促す
望者情報の収
各世代、各立場の協力者を募 商店会へもアプローチし、集い場をやってみたい方を募る
集・整理のた
り、情報交換会や地域での「集 子育てを終えた方等で自分の地域での生きがいを求めている人等を募る
めにすべきこと い場ワークショップ」を行い、機運
各世代、各立場の協力者を募り、情報交換会を開く（それぞれの立場の
を醸成させながらＰＲ（情報発 代表者（協力者）さんは情報を持っていると思う）
信）し、開設希望者を集める 地域で「集い場ワークショップ」を行い、地域単位で機運を醸成しなが
ら情報を発信する
市に入ってくる情報やストック
市に入ってくる情報やストックしている情報のコーディネート団体への
している情報のコーディネート
伝達は、住宅政策グループや福祉部門で担う
団体への伝達機能の確保

全体コーディ
ネートとして
すべきこと

全体コーディ
ネートを担う
団体像

専門分野につ
いてすべき
サポート

貸し手、借り手相互の相談を受けられる窓口の設置
集い場開設に向けた相談窓口
貸し手、借り手希望者の目的やイメージを明確化した情報整理によるマ
の設置やマッチング機能、
ッチング機能の確保（個人も登録でき、情報が集約整理できる仕組みの確立）
現地調査等のきめ細かな
集い場開設までの支援（現地調査・集い場のテーマ設定・企画支援・必
支援体制の確立
要な専門家派遣の手続き 等）
集い場開設後の継続的な支援と連携
集い場間のネットワークづくり
集い場間のネットワークづくり
や運営等ソフト面の相談対応
集い場運営に関するソフト面の相談対応等
地域住民に集い場を知っても 地域住民の理解を得るための説明会等のサポート
らい、理解を得るための
集い場を知ってもらうための広報・周知
説明会等のサポート
活動のＰＲや運営者の
西宮版の「集い場マーク」を作り、集い場を認定しマークを掲げてもら
意欲向上に寄与する
い、活動のＰＲや各運営者の意欲向上を図る
「認定集い場マーク」の作成
全体コーディネートを担う団体は市内の集い場を良く知り、幅広いネッ
「地域」「借り手」「貸し手」の立 トワークを持ち、広げていける団体が良い
場を理解し、めざすべき集い 全体コーディネート団体は、責任が不明確なボランティアではない、あ
場に導いていけるリーダーが る程度ビジネスベースの仕組みのある法人団体の方が良い
いる幅広いネットワークを持つ 全体コーディネーターは「地域」「借り手」「貸し手」の立場を理解し、地域
コミュニティや地域福祉に寄与できる集い場に導いていける人が良い
ＮＰＯ等の法人団体が理想
既存のＮＰＯに集い場事業部等を設けてもらうのも一つの手段
耐震、防災も含めた改修や賃
貸契約、相続人等が活用する
場合の法的アドバイス等にお
いて、建築家や弁護士、税理
士等のサポートが必要

耐震、防災を含めた改修プランづくりのサポート（建築士会阪神支部 等）
賃貸契約に関する法的アドバイスや相続人等が住まいの空きスペースを
活用する場合の法的なアドバイス（弁護士・税理士 等）
その他、インテリアデザイナーやマンション管理士、不動産事業者、ま
ちづくりコンサルタント 等のサポートも必要
※すべきことの進め方は次ページ上段に表示
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■めざす集い場を実現するために「すべきこと」と「進め方」

住まいの空きｽﾍﾟｰｽ活用の実現、集い場の認知・普及
〈すべきことの進め方〉
〈短期的にまずすべきこと〉

まずは口コミ等で多世
代の有志が集まり、
『集
い場』とはどういった
ものかをＰＲしていく
既存の集い場を市の
ＨＰ等に掲載する

〈中期的にすべきこと〉

地域を中心に「集い場ワークショップ」を
催し、機運を高める（最初は、モデル集い
場で他地域の担い手を集めて行う）
具体の活動を進める中
でｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ団体が組
モデル事業 で成功事例 を 織化されていく
つくり足がかりにする
（最初のうちは行政等によ
る運営のフォローが必要）

② すべきことの

市内の集い場ツアーの実施

進め方

市営住宅の空き住戸
活用の検討
〈めざす集い場〉

① めざす集い場を実現する

誰もが立ち寄り易く、人とつ
ながりほっこりできる地域
の集い場の実現
ハードの提供

集い場開設に向けた相談窓口の
設置やマッチング機能、現地調査
等きめ細かな支援体制の確立

活動のＰＲや運営者の意欲向上
に寄与する「認定集い場マーク」
の作成

「地域」
「借り手」
「貸し手」の立
場を理解し、めざすべき集い場に
導いていけるリーダーがいる幅
広いネットワークを持つＮＰＯ
等の法人団体が理想（既存や新規）

・「住み開きセミナー」等の開催
・「宮っ子」等を活用した集い場のＰＲ

各世代、各立場の協力者
を募り、情報交換会や地
域での「集い場ワークショ
ップ」を行い、機運を醸
成させながらＰＲ（情報
発信）し、開設希望者を
集める
市に入ってくる情報やス
トックしている情報のコ
ーディネート団体への伝
達機能の確保
（住宅政策Ｇや福祉部局が担う）

専門的な支援

専門分野についてすべきサポート
耐震、防災も含めた改修や賃貸契約、相続人等が活用する場合の法的アドバイス等
において、建築家や弁護士、税理士等のサポートが必要
・その他、インテリアデザイナーやマンション管理士、不動産事業者、まちづくりコンサルタント等のサポートも必要
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情報の吸上げ

全体コーディネートを担う団体像

情報

・所有者さんへの魅力的な集い場活
用の事例や借り手情報のアナウンス

情報

・住宅を相続したが活用できていな
い方等への「住まいの活用ｾﾐﾅｰ」
等の開催

地域住民に集い場を知ってもら
い、理解を得るための説明会等の
サポート

「宮水学園」を通して各
分野から集い場開設者を
募る
既存の集い場や住み開き
等の魅力的な集い場情報
のセミナーや「宮っ子」
等を活用したＰＲ（情報
提供）を進めながら、開
設希望者を集める

集い場間のネットワークづくり
や運営等ソフト面の相談対応

・不動産屋の「集い場枠」の設定
・社協分区ごとの情報収集・整理

所有者への空きスペー
ス活用を促すセミナー
等の啓発・啓蒙活動（情
報提供）

全体コーディネートとしてす
べきこととそれを担う団体像
（新規・既存）

集い場開設希望者情報の
収集・整理のためにすべき
こと

借り手（集い場開設希望者）

情報の吸上げ

貸し手（住まいの空きスペース所有者等）

地域の不動産事業者や
地域団体等に協力頂き、
集い場として活用可能
な物件情報を収集・整理
する

ソフトの提供
マッチング調整

マッチング調整

「集い場として住まいの
空きスペースを貸した
い・開きたい方の情報」
の収集・整理のためにす
べきこと

ためにすべきこと（役割）

★シェア住居グループ
■意見出し ：シェア住居グループでは、以下のような多様な意見・アイデアが出されました。
めざすシェア住居
を実現するために
すべきこと

要約意見

意見・アイデア

供給サイド（所有者等）へ定期借家契約の有効性をアピールする
シェア住居への改装例を示す（３ＤＫの使い方等）（改修費用等も併せて）
社宅等は、住戸と広い共用空間があることが多く、シェア住居へのリノ
ベーションが有効であるといったような情報や事例を示す
貸し手にシェア住居という選択肢があることを知らせていく
大家さんの集まり（ネットワーク）をつくり、貸せない・貸さない理由
を解決しながらシェア住居等としての活用策をアドバイスする。
インターネットを活用したＰＲ・情報発信が重要（ネット活用は不可欠）
インターネットや既存団体の ネットの使えない高齢者へもＰＲする意味でも「老人会」や「婦人会」
情報網等を活用した
「子供会」等、末端の所有者に通じ易い既存団体の情報網を利用し、情
情報伝達・収集
報発信していく
集客力のある既存のイベント等を利用したＰＲ（情報発信）等

シェア住居として空きスペー
スを活用することのメリット
やシェア住居の選択肢自体
シェア住居として をまず所有者に伝えてから
住まいの空きスペ 徐々に貸し手情報を集める
ースを活用したい 大家さんネットワークづくりと
方の情報の収集・ シェア住居への活用支援

整理のためにす
べきこと

管理運営主体が
めざすべきシェア
住居として管理運
営していくために
すべきこと

標準的な管理ルールをつくる
標準的なシェア住居
シェア住居の特色を明らかにしながらも個人情報等の守秘については
管理の仕組みや体制の確立 厳しく管理する
通常とは異なるシェア住居特有のトラブルへの対処能力が必要
管理負担を軽減すると共に 管理運営人材の育成（第三者も含めて）
地域とつながり、めざすべき ボランティア等、お手伝いくださる第三者の手も必要
シェア住居としていくための 高齢者の人材活用も有効（何か生きがいを求めている高齢者は多い）
協力者（ボランティアやチュ 管理の一部も担えるシェアハウスチューター（橋渡し人・案内人）の育成
ーター）の発掘・育成が必要 （対象：住人、地域の高齢者、学生等（下宿の世話役おばさん的な方））
分譲マンションの柔軟な管
分譲マンションの住戸等を利用するための柔軟な管理規約への改定促進
理規約への改定促進

広く様々な方面の情報収集・整理による空きスペースと管理運営主体の
多様な情報の収集・整理に
マッチング
基づく空きスペースと管理運
口コミネットワーク・連絡網の確立
営主体のマッチングや情報
情報発信チャンネル等の設置（ＨＰ＋窓口は必要）
発信ができる体制づくり
インターネットが活用できるスキルの確保（事務局的人材として）
全体コーディネート
広く様々な団体とつながることができるネットワークの確立
としてすべきこと 様々な団体が集まり、取組
地域の様々な団体が集まるラウンドテーブルのような場づくり
みについて協議・検討してい
小学校区単位の合意形成の場である神戸市の「ふれまち」のようなもの
ける場の設定
が必要
シェア住居の普及イベントや
シェア住居の普及･周知のためのイベントやセミナーを企画・開催する
セミナー等の企画立案

全体コーディネート
を担う団体像

最終的にはＮＰＯ等
による先導が理想

全体のまとめ役・先導役は、最終的には行政でなくＮＰＯが担うのが理
想的（新規や既存団体（ＮＭねっと？））

入居を促すため
にすべきこと

物件情報（ハード面＋ソフト
面）を掲載・募集すると共に
シェア住居の多様な魅力を
具体例を交え、効果的に発
信・ＰＲする

物件情報の掲載・募集と共に「シェア住居」とはどんなものかの情報を
魅力的な一つの住まい方として発信する（互いに助け合える等の魅力）
魅力的な「シェア住居」の具体的な住まい方をＰＲする
クチコミネットワーク・情報発信網を確立する
西宮市や大学ＨＰからリンクできるサイトを作る（シェア住居の情報や
様子をＵＰする）

不動産・建築(改修)、防災、
法律、福祉分野のサポートや
シェア住居の需要やメリットを専
専門分野につい 門的に示すためのサポートと
てすべきサポート これら相談先のネットワーク化

不動産や建築（改修）、法律、災害、福祉などの専門家の連携によるサ
ポートが必要
シェア住居の需要やメリットを専門的に所有者等に示すためのサポー
トが必要
困った時の相談先のネットワーク化が必要（たらい回しにならないように）

個別専門家派遣支援は取組
個別所有者等への専門家支援は、取組みが軌道に乗り始めた後に必要
みが軌道に乗った後に必要
※すべきことの進め方は次ページ上段に表示
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■めざすシェア住居を実現するために「すべきこと」と「進め方」
住まいの空きｽﾍﾟｰｽ活用の実現、シェア住居の認知・普及

〈すべきことの進め方〉
〈短期的にまずすべきこと〉

② すべきことの
進め方

実例をＰＲ

２年程度

全体が分かるとりま
とめる人（担当）を
最低一人つくる

モデル事業で成功事例を
つくり足がかりにする
（行政や大学が支援）

●チーム像：市民、NPO、事業者（不
動産・福祉等）大学、
専門家、行政等

活動を強化継続
する中でｺ ｰ ﾃ ﾞ ｨ
ﾈ ｰ ﾄ 団体が組織
化されていく

●プレ活動内容
・市場調査
・イベントやセミナー等の企画立案・実施
・
「大家さんネットワーク」をつくり、貸せない・貸さ
ない理由を解決しながらシェア住居としての活用策
をアドバイスし、一緒に考えていく。
・管理の一部も担える協力者（ﾁｭｰﾀｰ等）の発掘・育成

専門的な支援

管理運営主体

全体コーディネートとしてす
べきこととそれを担う団体像
（新規・既存）
多様な情報の収集・整理による
空きスペースと管理運営主体
のマッチングや情報発信がで
きる体制づくり
・情報発信チャンネル等の設置（ＨＰ+窓口）

（ＵＲ、民間管理会社、個人）

主体的にシェア住居を管
理運営していくためにす
べきこと

様々な団体が集まり、取組みに
ついて協議・検討していける場
の設定
シェア住居の普及イ
ベントやセミナー等
の企画立案

シェア住居の
管理運営事業
への促し

標準的なシェア住居管理
の仕組みや体制の確立

管理負担を軽減すると共
に地域とつながり、めざ
すべきシェア住居として
管理運営していくための
協力者（ボランティアやチ
ューター）の発掘・育成

全体コーディネートを担う団体像

最終的にはＮＰＯ等市民団体
主体による先導が理想
専門的な支援

分譲ﾏﾝｼｮﾝの柔軟な管理
規約への改定促進

専門的な支援

専門分野についてすべきサポート
【個別の専門家派遣支援の始動時期】

不動産・建築(改修)、防災、法律、福祉分
野のサポートやシェア住居の需要やメリ
ットを専門的に示すためのサポートとこ
れら相談先のネットワーク化

所有者等への個別の専門家派遣支援は、取
組みが軌道に乗った後に必要
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（学生や高齢者等の単身世帯、母子・父子世帯、外国人 等）

・インターネットを活用したＰＲ
や情報発信
・老人会、婦人会、子供会等の情
報網を利用した情報伝達・収集

マッチング
調整

情報交換

インターネットや既存団
体の情報網等を活用した
情報伝達・収集

市や大学ＨＰからリンクできる仕組み
やクチコミネットワーク・情報発信網を
確立し、シェア住居の魅力を発信する

シェア居住対象者

マッチング
調整

情報

情報の吸上げ

貸し手（住まいの空きスペース所有者等）

大家さんネットワークづ
くりとシェア住居への活
用支援（アドバイス等）

物件情報（ハード面＋ソフト
面）を掲載・募集すると共に
シェア住居の多様な魅力を具
体例を交え、効果的に発信・
ＰＲする

ハードの提供

・定期借家契約の有効性のアナウンス
・社宅からのﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝの有効性 等

入居を促すためにすべきこと

入居

シェア住居として空き
スペースを活用するこ
とのメリットやシェア
住居の選択肢自体をま
ず所有者に伝えてから
徐々に貸し手情報を集
める。
・資金計画も併せた改装例等の提示

行政は支援すべき部
分への助成を検討
する

互いに助け合え地域と交流しながら
楽しめる魅力あるシェア住居の実現

ためにすべきこと（役割）

｢シェア住居として住ま
いの空きスペースを活用
したい方の情報｣の収集･
整理のためにすべきこと

他団体との連携の中
で明確な役割分担
をつくる

〈めざすシェア住居〉

① めざすシェア住居を実現する

〈長期的に
すべきこと〉

取組みの継続・進化

色々なジャンルの人達とプ
ロ ジ ェ ク ト チー ム を 立 上
げ、シェア住居の普及・啓
蒙のプレ活動から始める

〈中期的にすべきこと〉

３ ワークショップの様子（集い場グループ、シェア住居グループ）
集い場Ｇ

「宮水学園」等を通
して未来の集い場開
設者や取組みの協力
者を募ろう！

社協分区毎等、地域の不動産事
業者や地域団体に貸し手情報
（物件情報）の収集に協力して
もらえるようお願いしよう！

活動のＰＲや集い場運
営者の意欲向上のため
にも魅力的な「認定集い
場マーク」を作ろう！

短期的には、モデル事業で成功事
例をつくり、徐々に地域を中心と
した「集い場ＷＳ」等を催し、機
運を高め、普及につなげよう！

貸し手情報を集めるためには、ま
ず所有者にシェア住居という選
択肢があることやメリットを伝え
ていくことが大事！
コーディネート団体は、
多様な情報の収集・整
理・発信ができる体制を
つくることが第一だね。

シェア
住居Ｇ

色々なジャンルの人達とプロジ
ェクトチームを立上げて、プレ活
動的に進め、まず、モデル事業で
成功例を一つでもつくることが
初期の目標になるね。

管理の一部も担えて、地域とつ
ながりながら、様々な案内や橋
渡し、調整ができるチューター
の発掘・育成も大事！

４ 各グループの発表（集い場グループ、シェア住居グループ）
グループワーキングの後は、出た意見やアイデアを互いに共有し合うため、各グループで要点の発
表を行いました。
集い場グループの方では、貸し手情報の収集において、不動産事業者に「集い場枠」を設けてもら
う、空家等を有効活用できていない方へのセミナーを行うといった意見が出され、借り手情報の収集
においても「宮水学園」を通して集い場開設希望者を募る等、多数の意見が出されました。また、最
も頭を悩ませた全体コーディネートとしてすべきことについては、最初から仕組みありきでなく具体
の成功事例をつくることが最も重要だという意見にまとまりました。モデル事業として一つでも市民
が頑張って成功事例をつくれば、市にも本格的なバックアップを考えてもらえるだろうし、そうなっ
てくれば、中長期的には、各地域を中心にお茶会的な感覚で「集い場ワークショップ」等を開いて、
地域のニーズを聞きながら情報を吸上げ、マッチング事例を増やしていくことができる。そういった
支援・啓発活動の中心的な役割を担う団体は、
新規に立上げても良いし、既存のＮＰＯに集い
場事業部をつくってもらっても良い。その形は、
モデル事業を進める中で、徐々に組織化されて
くるもので、市においてもいずれは担当窓口を
つくって、官民協働による集い場づくりの先進
モデルとして全国に発信していければ良いとい
ったことが発表されました。

・集い場グループ発表の様子
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シェア住居グループの方では、貸し手情報の
収集において、まず所有者にシェア住居とはど
ういったもので、どういったメリットがあるの
かということを具体例も交えながら伝え、シェ
ア住居という選択肢を持ってもらうことが重要
であるとの意見が出されました。また、未来の
入居者に対してもどういった暮らしができるの
かといった情報や具体的なイメージをホームペ
ージやクチコミネットワーク等を活用しながら
・シェア住居グループ発表の様子

広報し、伝えていくことが大事という意見が出

されました。そういったシェア住居の普及に向けた活動を全体コーディネートとしてどう進めていく
べきかについては、このワークショップメンバーのような多様な立場の方々が集まり、めざすべきシ
ェア住居を実現していくためのプロジェクトチームを立上げ、市場調査や大家さんネットワークづく
り、啓発イベント等をプレ活動的にでも行っていき、取組みをＰＲしていくことが提案されました。
また、具体的な成功事例も出てこないと盛り上がって進んでいかないことから、プレ活動と同時並行
でモデル事業を進めていくことも提案されました。中長期的には、成功事例を足がかりに、管理の一
部も担える橋渡し人・案内人（チューター）等の人材発掘・育成や広報ＰＲ活動を強化・継続してい
く中で、最初のプロジェクトチームが徐々に組織立ったコーディネート集団になるよう進め、魅力あ
るシェア住居の普及につなげていこうといったことが発表されました。

５ 今後の市の支援体制について
各グループ発表の後は、西宮市から、次年度以降も市民の皆さんと一緒に取組みを推進するため、
本ワークショップで頂いたご意見を基に以下の３つの支援策が提案されました。これらの支援策は、
西宮市単独で進めるものではなく、皆さんと協議・連携しながらそのあり方を検討し、官民協働によ
る住まいの空きスペース活用の足がかりとなるものにしていきたいとの説明がありました。
〈平成 24 年度の市の支援策（案）〉

①住まいの空きスペースバンク制度の立上げの検討
借りたい人、貸したい人の情報を住宅政策グループで集約し、条件が合えば両者を引き合わせるお手伝
いをする。
（平成 25 年度以降、徐々にコーディネート団体へ活動を引き継いでいく）

②住まいの空きスペース活用モデルの検討
実際の住まいの空きスペースを活用した集い場等の立上げを支援することを通じて、必要な支援・制度
を検討する。

③専門家派遣制度（住まいづくりアドバイザー制度）の検討
住まいの空きスペースを活用する際に専門家を派遣できる制度を検討する。

★支援策についてのご意見
・住まいの空きスペースバンク制度や専門家派遣制度の内容については、すぐ始められる協議・検
討に加え、具体的なモデル事業を進める中で出てくる実際の課題も整理しながら反映していく必
要があるとのご意見が出されました。
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６ 全体意見交換（今後の展開や全４回のワークショップを通した感想等）
本日の「今後の展開に向けての推進の仕組みや役割分担」を考えるワークショップを終え、両グル
ープの発表がありましたが、成功事例をつくることが大事でそのためのモデル事業をまず進めて行こ
うという意見や、そういった具体の活動を進める中で徐々に全体をコーディネートする団体が組織化
されていくといった意見等、大きな流れについて意見一致が見られました。また、貸し手情報や借り
手情報の収集・整理についても、まずこちらからＰＲしていくことが必要といった点で同様の意見が
出されました。
本ワークショップの取組みについては、
「にしのみ
や住宅マスタープラン」の目標実現に向けた官民協
働の取組みの第一歩として非常に有意義であったと
いう意見があり、今後は、このワークショップメン
バーのネットワークを基に行政･市民･事業者が話し
合いながら、一緒になって取組みを進めていくこと
が確認されました。
また、西宮市の庁内関係部署へ向けて「ワークシ
ョップ報告会」を下記の要領で行い、本ワークショ
ップの成果を提案・ＰＲすることとなりました。
住宅政策グループからも、今回できた皆さんとの
ネットワークの継続は元より、庁内においても当グ
ループが市役所の集い場となるぐらいに、関係部署
との連携強化を図っていきたいといった意気込みも
聞かれるなど、今後の展開に一層の期待をもって全
・全体意見交換の様子

４回のワークショップは締めくくりとなりました。

７ 本ワークショップ成果報告会のご案内（ＷＳメンバーの方は是非ご参加ください）

住まいの空きスペース活用ワークショップ報告会
★日

時：

平成 24 年２月１３日（月）

★場

所：

西宮市 職員会館３階大ホール

午前 10：00～
（市民会館(アミティホール)の東隣り）

★庁内参加予定者：都市局長、健康福祉局長、子育て担当理事、子ども部長、福祉部長、福祉総括室長、
社会福祉協議会常務理事、社会福祉協議会事務局長、高齢福祉グループ長、障害福祉グループ長、
子育て企画グループ長、社会福祉協議会地域福祉課長、景観まちづくりグループ長

他

〈お問い合せ先〉
西 宮 市 役 所 都 市 局 都 市 計 画 部 住 宅 政 策 グループ
TEL： 0798-35-3778

FAX： 0798-34-6638
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E-mail： jyusei@nishi.or.jp

