ニュース第４号

西宮市すまいづくり推進課発行 2015 年３月

第４回 『文教住宅都市としての学生のすまいワークショップ』を行い、学生と
専門家より「西宮での学生の暮らし・住まい方」について提案を行ってもらい
ました！
最終回の第 4 回ワークショップでは、学生の提案発表に加え、専門家の方からこれまでの学生とのや
り取りから考えついたアイデアや学生のアイデアを実現させるために必要な施策、学生が市内において地
域とつながりを持って暮らすために必要な施策等について、提案していただきました。
その後、学生と専門家それぞれの提案に対して感じた疑問や感想等について、全員で自由にディスカッ
ションしました。

ワークショップメンバー：NPO 関係者 2 名、学識経験者（近畿大学）1 名、西宮市内不動産事業者 2 名、
シェアハウス企画運営事業者 1 名、大学生（留学生含む）16 名、
ファシリテーター（株式会社地域計画建築研究所）４名

済

済

学生ＷＳ
10 月 4 日

してみたいこと（夢・希望）
を実現するための暮らし方と
住まい方のかたち

済

学生ＷＳ
11 月 15 日

私たちが考える西宮市での暮
らしと住まい方の提案を作成

第４回ワークショップのプログラム

学生ＷＳ
12 月 6 日

専門家×学生ＷＳ
1 月 10 日

1・2 回目で考えたことをさら
に深め、最終回に向けて提案
をまとめる

学生による提案発表と企画の
実現性を高めるための専門家
を中心とした提案まとめ

日時 2015 年 1 月 10 日（土）14 時～17 時
場所 西宮市役所職員会館 3 階大ホール

プログラム①

はじめに

14:00～14:05

プログラム②

発表に向けたまとめ

14:05～15:45

プログラム③

各グループによる提案内容

15:45～16:05

・第 3 回目と本日のワークショップで具体的に考えた企画内容についてグループごとに発表していただきました。

プログラム④

専門家による施策提案内容

16:05～16:35

・専門家の方から、学生が市内において地域とつながりを持って住むために必要な市の施策や、市民・ＮＰＯ・事業者・大学・
学生が主体的にできること、学生のアイデアを実現させるために必要な施策について、提案していただきました。

プログラム⑤

学生×専門家

ディスカッション

15:35～16:55

・各グループの発表や専門家からの提案を受けて感じたことや疑問に思ったこと、意見等について、ワークショップメンバー全
員で自由にディスカッションしました。

プログラム⑥

まとめ

16:55～17:00
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各班による提案内容
語学習得などグローバルを意識した暮らし・住まい方への提案

１
班

問題意識

取り組み

問題意識

各寮が特色を出し、
学生が入居する寮を選択

西宮市
「国際都市」のイメージ希薄
大学
入学希望者
減少の見通
し

地域
異文化交流
の少なさ

目指すところ
西宮市
多文化共生、「国際都市西宮」
大学
入学希望者
増加

ex）英語公用語、地域交流盛ん
寮食あり、門限あり/なし
Wi-Fi無料

留学生
日本人・他国
留学生と交
流困難

地域
異文化交流
語学学習

=“NO BORDER”
Step1 Step2 Step3
寮生―寮生

NB

地域―寮

取り組み Step1

大学所有の
複数寮

留学生
より充実した
留学生活

市内各大学
所有の寮

―イムさんの在籍する大手前大学を例に―
イムさんの

Where

寮
○寮生が、寮で 地域向けのイベントを開催

Who

大手前大の
4寮

市内大学

○寮生は、地域住民に学ぶ

学生

大学

西宮

（イムさん）

学生寮

市役所

異文化
交流
促進

取り組み Step2
○寮ごとに公用語を決める
学生は、寮を選択
韓国留学に

英語勉強した
い！But不安…
A.中・英語
英日

○寮の公用語を活かしたイベントの開催

備えて！

D.英・日語
西宮市と市内大学との
包括連携協定締結(2014.3.26)

B.韓・日語

C.英・仏語

英

中英

来年就活…

TOEIC800
達成するぞ！

韓

“「大学のまち西宮」の特性を活かした豊かな地域社会
の構築に取り組むため、市内大学との連携をより緊密にし
日本語能力検定
1級に合格！次は、
たまちづくりを進めることができるよう・・・（中略）・・・包括連
中・英語！
携協定を締結しました。”
― 西宮市HPより

取り組み Step3
○市内の他大学への拡大
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２
班

「あきやどかり ～地域を巡り大きくなる～」
地域の空き家を一日借りし、空き家の管理を手伝う代わりに
趣味の展示や交流できる場づくりの拠点として利用する提案

空き家を活用した拠点をつくる目的
○多くの人に趣味や大学で製作した課題等を見てもらう場を設け、周りの反応が得られるようにすることで、
大学生のやる気を高め、スキルアップにつなげる
○同じ趣味の人とつながれる場をつくる

提案内容

空き家を活用するメリット

提案のポイント

○家であるため、くつろいで過ごしやすい
○西宮市の知らない場所に訪れるきっかけとなる

○大学生は空き家を貸してもらうかわりに、掃除など空
き家の管理を手伝う

運営方法

①学生が自治会の協力
を得て空き家を探す

②空き家の管理（掃除など）
を手伝い空き家を借りる

③空き家を活用した展示等
に参加する学生を集める

拠点でしたいこと

④市の広報誌等を利用し
て地域の人に宣伝する

実現するために必要な連携・役割

○ディスカッションや教室
○展示＋交流会
○関心事の発表

★地域の空き家を活用することで
広がる可能性
複数の異なるイベントを、
地域に点在している空き
家を活用して同時に開催
することができる
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地域の人とつながりがある暮らし・住まい方への提案

３
班

大学生が空き家や空き店舗に住み込み、地域とつながりを作りながら、
イベントや常設のカフェなどの運営を行う提案

１

事業対象と課題

４

○大学生が 地域（商店
街）・来訪者・行政の 橋
渡し役になる。
○共同イベントを立ち上げ
て、両者のニーズを結び
つけて実現をめざす。

ステップ１ 顔なじみの関係づくり

商店街
大学生
来訪者

取組み内容

あいさつ回りと住み込み
行政

○あいさつ回りをして、地域代表者の方に受け入れ
ていただきます。
○総会の場などでプロジェクトをプレゼンします。

商店街・行政
○空き店舗、空き家を使って商店街
を活性化したい
○若い力を貸してほしい
○「文教住宅都市」を施策化して魅
力ＵＰしたい

２

○大学生が空き店舗や空き家に住み込みます。

大学生
○できるだけ安く下宿したい

まち取材とニュースの発行 －おしえてください地域のこと－

○シェアハウスに住んでみたい
○大学～バイト先だけでなく、学生
生活を楽しみたい

○学生がまちの取材をして、顔を覚えてもらいます。
○ニュースを発行して、地域のいいとこ探しに貢献
します。

○西宮を知りたい、楽しみたい

提案のポイント
ステップ２ 共同イベントで実績づくり

その１ 大学生が空き店舗や空き家に住み込む

商店街（地域）と大学生のニーズをつなぐイベントを開催

○家賃を免除してもらい、空き店舗や空き家に大学生
が住み込む。
○商店街（夙川、甲子園口、門戸厄神など）に提案し
て、学生のアイデアや若さを活かしていただく。

○一緒にイベントに取り組んで実績を重ねます。
○例えば 「大学生が教える大人のスマホ教室」

「大人が教える大学生の料理教室、農業体験」

その２ ニーズを結びつけて実現をめざす

「大学生が地域行事に参加（餅つき、お祭り、運
動会） 」 など

○大学生・商店街・行政のニーズを結びつける。

常設の場づくり・組織づくりの準備

その３ 段階的に継続的な活動にする
○３つのステップで人のつながりや集いの場を創る。
継続的な活動にする。

３

取組み内容

○活動継続をめざして「事業計画」「運営組織づ
くり」「常設の場確保」の準備をします。

―３つのステップ―

ステップ１ 顔なじみの関係づくり

ステップ３ 常設の場づくり・組織づくり

○あいさつ回りをして、受け入れていただきます。
○大学生が空き店舗や空き家に住み込みます。

活動拠点として常設の場を整備

○空き店舗や空き家を活用した、学生シェアハウスや
常設型のカフェを開設します。例えば

ステップ２ 共同イベントで実績づくり

「食・農カフェ 朝は大学生の朝食、昼は高齢者の会食、夜は地域
の居酒屋に」

○大学生・商店街が一緒にイベントを開きます。
○実績を活かして 拠点・組織・資金 を考えます。

「旅カフェ

大学生が高齢者と付き添って旅に」

「見守りカフェ 独居高齢者と大学生が互いに見守り」

など

活動を継続的なものにする運営組織づくり

ステップ３ 常設の場づくり・組織づくり

○事業計画をつくり、運営費確保や運営組織づく
りによって活動を継続的なものにします。

○事業計画をつくる、運営体制を整える、常設型のカ
フェを開催するなど、継続的な活動をめざします。
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４

自己実現や夢の実現のために仲間と出会える暮らし・住まい方への提案

「Dreams 叶 Room」

班

自己実現や夢の実現のために、1 階に情報発信やスキルアップの場として
活用出来るスペースを備えたシェアハウスの提案
リアルな体験が情報として集まって熱意をもって語り合える場所
きっかけとなる場所・人を育てる場所・松下村塾的な場所

１Ｆのスペースはこんな場所！

２Ｆ

ハイツ形式
居住スペース
（8～12 人）

情報発信（居住者の夢の発表）
○定期的にプレゼンの場を設ける
○今期の支援ドリームを決定
○夢を叶えるための材料（情報・人材）を決めて予算決定・住民で調達
○演劇や作品展示などの場としても活用

１Ｆ

情報収集（夢を支援する）
○夢を実現している人と話をする。
（トークライブイベント・夢に対するアドバイス）
○OB・OG や地域の有名人との交流の場（大学や居住者のネットワークなどから発掘）
○居住者等のお気に入り本（関心テーマ）がある本棚（建築・海外など）

スキルアップ（就職に向けて）

・夢を実現するための
語り合い・体験交
流・きっかけとなる
場（リビング的空間）
・地域にも公開された
情報発信の場（夢プ
レゼン・展示・ライ
ブなど）
・テナントスペース

○ワークショップやセミナー情報など、就活・院試に向けた情報交換・職業体験ができる場
○他学部の人の考えに触れる場。同じ学科の人と競う場。

夢をかなえるイメージ
A

みんなでＢの夢を応援

地域の課題に取り組む

B

地

カフェ

地域の中で居住

Aの
人脈

例えば、
カフェの自主運営
→仕入れから販売まで。
数年後には出ていく
であろう社会の一端
に触れる。

Bの夢

Ｃの
得意技

得意技

Ｄの
情報

C

■空アパートの活用
→低価格な入手と、
社会問題への解決策

見つけてきた・持ち込
まれた「まちの課題」

提案

若い力

支援

祭

地域との信頼関係
地域との交流
地域からの支援

D
夢のスピンアウト
（独立・就職など）

物件調達のイメージ
■不動産業者と協力
→スムーズな物件探し

農業

域

資金調達・運営のイメージ
大学
￥援助

住民
￥家賃

会報等の購読
￥資金提供
（年会費）
人材供給

集まる場

情報発信

１Ｆスペース
￥講演参加料・
販売代金など

5

社会人
＝
支援者

地域

運営・維持管理は住民であ
る学生が主体。
リビング、テナントスペー
スなどの利用については
ルールを定めて運営する。
・運営に関して
→ 運営委員会
・家賃の管理
→ 財務管理担当
・構内の清掃
→ 住人（当番制）

専門家による施策提案内容
専門家の方に、WS 学生メンバーからの提案や、学生がしてみたいこと（夢・希望）を実現するための暮らし
方・住まい方を実現するための施策提案を以下の 3 つの視点からまとめていただきました。
・学生メンバーの提案を実現するために必要な仕組み
・市民・NPO・事業者・大学・学生が主体的にできること
・提案を実現するために必要な市の施策

学生メンバーの提案を実現するために必要な仕組み
ポイント１
学生のすまいに関連するベンチャービジネスを育成する仕組み
・市営住宅や特優賃、その他空き家対策の一環として、学生たちがチャレンジできる場を
提供する。
・
「コミュニティスペース付き学生アパート」の運営など、すまいづくりのベンチャービ
ジネスに支援を行う。
・
「学生にとって必要な暮らし方・働き方は何か」を考える若い事業者や学生を育てるた
め、
「住居及び店舗の企画・運営」をテーマとした 20 代起業家の発掘育成事業を行う。

ポイント２
すまいに関連する学生の活動が継続する協力体制・活動資金の仕組みをつくる
・大学・NPO・企業・行政による学生の活動を支え
る体制づくりを進める。
・地域住民の安心感を獲得するため、一定の公共性を
持つ学生の企画を行政が認定し PR する。

市民・NPO・事業者・大学・学生が主体的にできること
ポイント１
学生、地域、事業者、大学、行政による「プロジェクト会議」など、学生が地域・企業・行政とつながる場をつくる
・学生、地域、事業者、大学のニーズと強みをマッチングできる場をつくり、事業を実施する。
（例：学生アカ
ペラサークルが地域イベントに出演）

ポイント２
NPO・事業者・大学が連携し、まちの中に「学生の止まり木」をつくる
・大学との往復だけでなく、まちの中に学生が滞在できる居場所「止まり木」
をつくる。
・学生が勉強している姿や大学で制作した作品などを見てもらい、地域の
人々が学生を応援したくなる土壌を築く。
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ポイント３
大学は市内にサテライトラボをつくる（大学からまちにでる）
・大学は市内にサテライトラボを設けるほか、大学の近くにある喫茶店
でゼミ活動を行うなど、大学内だけにとどまらず、積極的に地域を活
用して講義やゼミ活動を行い、まちと大学の距離を縮める。

提案を実現するために必要な市の施策
ポイント１
学生のまち・西宮のイメージを積極的に PR する
・西宮市内に 9 大学が立地していることを認識していない人も多いことから、西宮市が学生のまちであること
を積極的に PR し、学生と市民や企業が連携しやすい雰囲気づくりを進める。

ポイント２
既存の組織との連携･協力によるすまいの管理
・西宮市大学交流協議会などの既存の組織と市が連携・協力することにより、学
生寮や下宿などの共同管理を行うほか、シェア居住など学生の新しい住まい方
にも取り組む。
・学生が社会的問題を課外実習として取り組む場を設けるなど、地域と関わる場
づくりを推進する。

ポイント３
市内のすまいの課題をオープンソース化するなど、学生が課外実習として取り組むことが出来る場を設ける
・大学の授業で市の職員が西宮市の特色やすまいの課題について語る「西宮学」の講義を行い、地域のことを
知ってもらう場を設ける。

ポイント４
学生向け賃貸マンションや空き家に交流スペースを設ける際に、助成金の交付やアドバイザーの派遣を行う
・学生向け賃貸マンションオーナーや空き家の持ち主等に、交流スペースを設けるよう指導し、地域住民と学
生が交流できる場を地域に点在させる。交流スペースの設置に向けては、助成金やアドバイザーの派遣など
を行う。

ポイント５
地域の空き家や市営住宅等を学生向けの住宅として提供し、地域活動に参加してもらう仕組みをつくる
・地域の空き家や市営住宅・特優賃等を学生向け
の住宅として提供し、比較的安価で利用できる
代わりに、そこに住む大学生が継続的に地域活
動・自治会活動に参加してもらう仕組みをつく
る。
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～すまい活用シンポジウム～ 空き家などすまいストックを活用したまちづくりの可能性
シンポジウムの場で学生自ら各班の提案内容について発表を行いました！
平成 27 年 2 月 22 日（日）
、西宮市役所東館大ホールで「空き家などすまいストックを活用したまちづくり
の可能性」をテーマに、すまい活用シンポジウムを開催しました。
ワークショップ学生メンバーの皆さんより、これまでまとめてきた提案内容について発表を行ってもらいまし
た。
会場からの質問では、学生の皆さんの提案内容に関心を持ってくれた方から意見が寄せられ、アンケートにお
いても、
「学生の提案実現に向けた動きに期待する」といった意見も多く、参加者の関心の高さが伺えました。
提案内容が実現できれば、大学生がこれまで以上に地域や社会との接点を持ち、元気に活動できるまちとなるこ
とが期待されます。
そのため、これらの提案にとどまらず、今後、1 つでも実現するようにサポートしていきたいと思います。

提案発表の様子

提案発表の様子

パネルディスカッションの様子

ワークショップの提案を受けて来年度から市が実施を検討すること
1 空き家活用モデル事業の検討
学生のすまいワークショップの提案実現に向けた動きを支援するため、平成 26 年度に市が実施した「空
き家情報資料作成業務」から活用可能な空き家の抽出を行い、学生や市民との協働による多世代シェア居住
などのモデル事業の実施を検討します。

2 大学との連携プロジェクトの実施
学生が空き家活用の企画提案書を作成し、空き家所有者へ直接提案するなどといった活動を予定している大学
の実践講義「西宮市まちづくり連携プロジェクト」と連携を図り、空き家活用の実現に向けた取組を支援します。

3 空き家等活用助成制度の検討
空き家やすまいの空きスペースを地域のまちづくりの活動拠点等に活用する際に利用できる活用助成制
度を検討します。

4 すまいづくりワークショップの学生視点の導入
平成 27 年度以降のすまいづくりワークショップにおいて、学生の視点を導入するため、学生にも参加し
て頂きます。

5 宮っ子のいえアドバイザー派遣の拡充
空き家や空きスペースの活用の際に建築やまちづくりの専門家を派遣する「宮っ子のいえアドバイザー派
遣」の対象を拡大し、予算的にも拡充します。

6 学生の地域居住支援につながる仕組みの検討
学生の地域居住を目的とした空き家等の既存住宅ストックの活用を図る仕組みを検討します。
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