2015 年 3 月 16 日発行

⽂教住宅都市⻄宮にふさわしいすまい活⽤に向けて

すまい活用シンポジウムを開催しました

第８号

平成 27 年 2 月 22 日（日）
、市役所東館
市役所東館大ホールにて「空き家などすまいストックを
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。 空き家を持つ人
人や自宅に空きスペース
がある人、近所の空き家が気になる
になる人等を対象に、計 97 名の方に参加して頂きました
きました。
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プログラム１．「基調講演」
」〈先進事例から考える⻄宮におけるすまい活⽤のヒント〉

山口 健太郎

プログラム２．「提案発表」〈⽂教住宅都市としての学⽣のすまいワークショップから
⽂教住宅都市としての学⽣のすまいワークショップから〉

扇沢 友樹

〜学⽣が考える⻄宮での暮らしとすまい⽅ 4 つのかたち〜

学生のすまいワークショップ参加学生メンバー

プログラム３．「事例紹介」
」〈元旅館をシェアハウスに〉

横山嘉夫

〜学⽣コンペによる甲陽園シェアハウスプロジェクト〜

包 賢

プログラム４．「パネルディスカッション」〈⽂教住宅都市⻄宮にふさわしいすまい活
⽂教住宅都市⻄宮にふさわしいすまい活用 〉 山口 健太郎/扇沢
扇沢 友樹/横山 嘉夫/ 包 賢
〜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
〜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〜

学生のすまいワークショップ参加学生メンバー

プログラム１． 「基調講演」
＜先進事例から考える西宮におけるすまい活用のヒント
先進事例から考える西宮におけるすまい活用のヒント＞
近畿大学准教授 山口健太郎
【7 軒に１軒が空き家】

空き家です。これからは、持ってい
ってい

H20 年住宅土地統計調査によると全国
全国の空き家率は約

る方の所有責任が問われる時代
時代が来

14.1％、7 軒に 1 軒というのは、家を出て
て周りを見渡して

ますので、この選択肢はありえませ
はありえませ

みるとどこかに空き家があるということになります
があるということになります。空き

ん。

家にも色々な種類があり、一番悩ましいのが
ましいのが地方都市とニ

２．維持管理する

山口先生

ュータウンで起こっている空き家です。西宮の駅周辺部で
西宮

家には空気の入れ替えと庭木
庭木の手入れが必要です。また

は空き家が出てもすぐ誰かが買ってくれるのでそれほど
ってくれるのでそれほど

空き家は、防犯上の問題や、空
空き巣、放火などの問題を抱

大きな問題にはなりませんが、10 年後、
、20 年後を見据え

えやすくなります。維持管理にかかる
にかかる費用として、空気の

て、今から考えていく必要があります。
。

入れ替えのため年 4 回ほど訪
訪れる際の交通費や雑草抜き
の外注費（シルバー人材センター
センター等）、固定資産税等が考
えられます。空き家にしているだけでも
にしているだけでも、結構な費用が一
年間のうちにかかってきます。
。
３．除去する
現在の都市は非常に過密になっているので
になっているので、更地にして
空きスペースを作ることも大事
大事です。例えば、貸し農園や
ポケットパークにする方法があります
があります。貸し農園にしてい
ると、雑草抜きの必要もありません
もありません。ポケットパークでは、
買い物帰りのお年寄りの休憩場所
休憩場所や小さな子の遊び場と
しての活用ができます。ただし
ただし、建物を除却すると固定資
産税の減額特例がなくなり税負担
税負担が増えてしまいます。
４．活用する

【空き家所有者の選択肢】

他人に「貸す」ということについて
ということについて考えていきます。

１．放置する

（１）
「住宅」として貸す場合

今テレビなどでよく見る空き家問題は
は、ゴミ屋敷や枯れ

昨今「リノベーション」という
という手法が流行っています。

葉が落ちてくる、崩れかけで近隣に迷惑等
迷惑等の問題を抱える

これはリフォームとは異なり、
、建ったとき以上の価値を見
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【なぜ大牟田は成功したのか】

えれば、古い空き家で
出すという考え方で、内装を取り替えれば
も新しい住み方ができます。また、シェアハウスという
シェアハウスという方

大牟田市が成功したポイントは
したポイントは 2 つあります。1 つはハ

法もあり、これは一軒家を何軒かにわけて
かにわけて貸すという住ま

ード面についてです。約 5 年間
年間で計 40 箇所もの地域交流

い方です。

拠点を小学校区ごとに面的に整備
整備しています。もう１つは

（２）
「住宅以外の用途」として貸す場合
場合

ソフト面です。地域交流拠点で
で活動するためのコンテンツ

福祉施設等に転用する場合です。西宮でも
でも一軒家をデイ

やプログラムなどにも行政が積極的
積極的に関わり、ネットワー

サービスにしている事例があります。宿泊
宿泊もでき、多用

クを短期間で構築しています。
。まず「地域交流拠点」とい

途・多機能な使い方ができるところも増
増えています。ここ

う大きな器を小学校区に設け、
、その器の中に様々な人々が

で空き家を貸す際の手法として「定期借家契約
定期借家契約」を紹介し

集まるような仕組みを作ります
ります。その仕組みの中で、大牟

ます。これは、契約期間を 2 年で合意すれば
すればその期間限定

田市がお膳立てをして、社会福祉法人
会福祉法人が様々な管理を行い、

で貸すことができる契約です。普通借家契約に比べより貸
普通借家契

地域の自治組織と連携しながら
しながら地域でうまく活動してい

しやすくなっています。ただし、借りる側
側の居住継続を妨

くことを目指されています。こういった
こういった仕組みを作れば、

げないことが前提となります。

シェア居住のマネージメントや
のマネージメントや空き家の見守りを地域で

（３）
「まちの居場所」として貸す場合

行っていくことも可能になります
になります。

昨今、まちの中のコミュニティが衰退化
衰退化しつつ地域の居
場所がないと言われています。そこで空き
き家を地域交流拠
点に改修した福岡県大牟田市の事例を紹介
紹介します。例えば、
空き家を社会福祉法人が借りてリフォームし
りてリフォームし、地域の居場
⻄宮市内のつどいの場

所にした事例などがあります。日中は高齢者
高齢者が一杯 100
円でコーヒーを飲みに来ておしゃべりをする
ておしゃべりをする場所として
使われており、子供の塾としても使われています
われています。管理は
全て社会福祉法人が行うため、若い方のボランティアも
のボランティアも集
めやすいとのことです。

【西宮における空き家活用のキーワード】
今の西宮は、うまくまちが新陳代謝
新陳代謝してきています。大
きな家が空き家になっても、すぐに
すぐに借り手がつくため大き
な問題は起きていないといえます
ないといえます。問題なのは空き家より
もコミュニティだと考えています
えています。高齢者の孤独死や子供
の虐待等がまちの中でたくさん
ん問題として出てきていま
⼤牟⽥市にある地域交流拠点

す。コミュニティが希薄で地域
地域の情報が入ってこないため、
困っている人が孤立化していることが
していることが懸念されます。
そこで、これからの西宮では
では空き家をコミュニティの拠
点として活用していくことが必要
必要だと考えています。西宮
の中に地域の居場所はたくさんありますが
はたくさんありますが、個々の活動が
バラバラでネットワーク化されていないのが
されていないのが現状です。ま
た、資金面や活動面で持続するためにもネットワーク
するためにもネットワーク化が
必要です。地域の資源をうまく
をうまく繋ぎ合わせてより価値のあ
るものにしていくことが大切です
です。そのときの１つのキー
ワードが「学生を巻き込む」です
です。西宮市内には実に 9
つの大学があり、たくさんの学生
学生がいます。しかし、学生
は地域住民と関わる場所や地域活動
地域活動に参加していく場所
がありません。せっかくの若い
い力が活用できていません。
これを活かさない手はないと思
思います。さらに、大学を卒
業しても西宮が大好きだから住
住み続けたいと思えるよう
な学生が増えれば、まちの活力
活力が更に上がるのではないか

大牟田市のネットワーク構築の仕組み

と思います。
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プログラム２． 「提案発表」

＜文教住宅都市としての学生のすまいワークショップ
＜文教住宅都市としての学生のすまいワークショップから＞
〜学生が考える西宮での暮らし方とすまい方 4 つのかたち〜
このワークショップは９⼤学が⽴地する学⽣の多いまち⻄宮において、
９⼤学が⽴地する学⽣の多いまち⻄宮において、
学⽣の皆さんにとって魅⼒的なすまいづくりを検討することを
⽬的に⾏ったものです。昨年 10 ⽉〜今年の 1 月にかけて計 4 回開催し、
⻄宮市内外の⼤学⽣ 16 名と不動産事業者やＮＰＯの代表など、
専門家６名の計 22 名に参加して頂きました。
学生は興味のあるテーマごとに４つのグループに分かれ、
は興味のあるテーマごとに４つのグループに分かれ、
専⾨家のアドバイスを受けながら、提案のとりまとめを⾏ってもらいました。

１
１

班

３

語学修得などグローバルを意識した
暮らし・住まい方

班

地域の人とつながりのある暮らし・住まい方

「大学生住み込み型まちすまい活性化プロジェクト」

「ＮＯ ＢＯＲＤＥＲな住まいの提案」

空き店舗や空き家があり活性化
活性化が求められている商店街のオ

留学生がまちのなかで交流するための住まい
まい方について考

ーナー、活躍の場を求めている
めている地域の高齢者、行政とのマッチ

えました。大学に縛られず寮を選択できる仕組
仕組みにすれば、各

ングを図るため、学生が橋渡し
し役となり、地域で暮らし、地域

大学は寮の特色を出して大学のＰＲにつながり
につながり、留学生を含む

に関わることで、お互いに支
支え合うことができるようにしま

学生は大学を越えて自由に住まいを選ぶことができます
ぶことができます。さら

す。まず、まち歩きや取材を通
通じて地域と顔なじみの関係を作

に異文化交流のためのイベントを開催し、地域
地域と積極的に関わ

り、次に学生と商店街との共同
共同イベントを開催します。最終的

れるようにします。

には事業計画の作成等を通じて
じて継続的な活動を目指します。

２
２

班

４
４

アートや音楽などの趣味を通して人とつながる
創作・発表の場がある暮らし・住まい方

班

自己実現や夢の実現のために

「あきやどかり」

仲間と出会える暮らし・住
仲間と出会える暮らし・住まい方
「Dreams
Dreams 叶 room」

空き家を活用した大学生の作品展示、

学生が夢の実現に向けて暮
暮らすことができる住まいを提案

交流できる場づくりについて考えました。

します。1 階は交流のため地域
地域にも公開し、リビング的空間（語

発表できる場があると学生の創作意欲が

り合い、体験交流、きっかけとなる
きっかけとなる場）、情報発信の空間、テ

高まり、また同じ趣味の人とつながることもできます
とつながることもできます。

ナント空間として活用します
します。運営主体は夢を実現したい住人

市内の空き家を一日単位で借りて、趣味等
趣味等で集まれる拠点と

である学生、資金源は家賃及び
び夢に投資してくれるＯＢＯＧの

します。学生は無償で借りる代わりに、掃除
掃除など管理の役割を

年会費や大学からの援助、地域
地域で講演を行ったときの講師料等

果たすことで所有者にとってもメリットが生
生まれます。

で運営します。
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プログラム３．「事例紹介」①
＜元旅館をシェアハウスに＞

パネルディスカッションの前に・・・「事例紹介」②
＜若者が住み続けたい都市を作る！＞

〜学生コンペによる甲陽園シェアハウスプロジェクト〜
株式会社ウィル 取締役
包 賢
株式会社横山建築事務所 代表取締役 横山 嘉夫

株式会社めい 代表取締役 扇沢 友樹
【株式会社めいの理念】
「働き方と家族の充実」を理念に、職住
一体型の住まい方についてシェアハウス
等のビジネスモデルを展開しています。仕
事と家族を天秤にかけるのではなく、両方

扇沢氏

を良くしていくことが重要だと思ってい

ます。シェアハウスでは、他人と生活を共にしてお互いの
価値観を理解しようと努めるうちに、自分自身を見つめ直
す時間を持つことができます。その中で、若いうちから仕
事や生き方について考える機会が持て、自分の天職にあり
付くための努力ができる場になると思います。
【プロジェクト開催の経緯】
京都版トキワ荘事業

老朽化により閉鎖された甲陽園老舗旅館「○長（まるち
ょう）
」は阪急甲陽園駅徒歩 2 分にあり、地域の会合や甲

京町家を活用して、安価
なシェアハウスを漫画家
志望者（含む学生）に提
供したり、出張編集部や
マンガ家向け講習会の開
催等を通して、マンガ家
志望者がプロとなってい
くきっかけを提供できる
コミュニティ作りを行っ
ている。

子園球児にも利用される人の集まる旅館でした。駅近でま
とまった面積の土地がある場合、不動産業界ではマンショ
ンの建設を考えるのが基本です。しかし、甲陽園の歴史、
○長の歴史と特徴、そして近隣に大学も多いこと等を鑑み、
学生たちが夢を語り合えるような場、地域の人たちが気軽
に集まれる場にできないかと考え、シェアハウスにリノベ
ーションすることとしました。しかし私たちの世代ではシ
ェアハウスについて理解できないため、住み手となる学生
に企画してもらおうと考え、学生コンペにより設計案を募

【街の余白を最適化する】

り、実際の改修に反映させることとしました。

私自身が好きな言葉の中に天台宗の開祖である最澄の

【学生コンペの審査方法】

「一隅を照らすこれ即ち国家なり」という言葉があります

審査対象者は関西の学生とし、計 88 組の応募がありま

が、これは一人一人それぞれが持てる能力や役割を最大限

した。9 作品が書類審査を通過し、2 次審査では、審査員

発揮して、一隅を照らす運動を実践していき豊かな社会を

の前で直接プレゼンテーションしてもらい、最終選考を行

実現していこうということです。街の余白を最適化して、

いました。地域とのつながりを意識した作品ほど評価が高

住むところをシェアすることでお互いの価値観を高めあ

いものとなりました。最優秀案には高齢者が増える甲陽園

う文化が必要だと考えています。

の現状を分かりやすく、馴染みやすく表現した点が評価さ
れ、関西大学の学生チームによる「借り暮らしのシェアハ
ウス−ゆるくつながる長屋的な暮らし−」が選ばれました。
【提案実現に向けて】

ＲＥＤＩＹ
京都中央卸売市場脇にある元乾物屋のビルをリノ
ベーションした職住一体型クリエイティブセンター。
京都の場づくり集団の基地として工房・シェアハウ
ス・オフィス・カフェ・ショップを併設予定。

コンペでは、自由な提案をするよう要求しておきながら
も実際の設計では、事業実現のための現実的な条件を課し
ています。具体的には、学生たちが提案したコンセプトを
残しつつも、収益ビルとして成功させるために表面利回り
を 9％以上にするという課題に加えて、家賃はいくらにす
るのか、部屋数はこれでいいのか、工事費はどうするのか
等についても検討してもらっています。
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きたいかとい
うよりも「誰」
と働きたいか

石井田氏

辻井氏

という思いが強いです。西宮はすごく住みやすいまちです

プログラム４．「パネルディスカッション」
＜文教住宅都市西宮にふさわしいすまい活用＞

が、まちと大学がつながっていないせいか、西宮にどんな
働き口があるか全然わからないので、西宮にどういう企業、

〜空き家などすまいストックを活かした
まちづくりの可能性〜
山口健太郎、扇沢友樹、横山嘉夫、包賢、
学生のすまいワークショップ参加学生メンバー
（石井田恵、辻井大嗣）

業種があるのか、知るきっかけが欲しいです。

石井田：私は、卒業した後は企業や公務員など一般的な
お勤めで実家から通勤という形を考えています。
【人と人との繋ぎ方】

山口：今の若い世代は何か繋がっていくことで自分を発
見したいと思っているのではないかと感じます。しかし、

【どんな住まい方が良いのか？】

まちの中には繋がる場所があまりないように感じます。今

山口：今までは、家族をつくってマイホームを建てるこ

回の○長のプロジェクトや扇沢さんのシェアハウスとい

とが一つの幸せだという価値観で頑張ってやってきたわ

うのは、「人と人とを繋げる」ということが一つの大きな

けですが、今その副産物として空き家が生まれています。

ポイントで、単にまちだけを作れば良いのではなく、そこ

また、最近の学生は今までの価値観で良しとされてきた企

にコーディネーターがいて、イベントを企画することも大

業で働くことや核家族をつくってマイホームを買うこと

事だと考えています。人と人とを繋ぎ合わせるには、どの

が果たして幸せなのか疑問に感じています。今の学生が望

ようなプログラムが必要ですか？

む多様な働き方の実現には多様な住まい方が必要ですが、

横山：実はソフトの部分に一番悩ん

今後どんな住まい方が良いのか、についてお教えください。

でいます。学生コンペでの提案の中

横山：私達の世代は、良い家に住んで良いクルマを買っ

で一番点数を得たのは、地元の団塊

て、毎日おいしいものを食べるという生活に憧れて、夜も

世代と若い人が接点を持つという切

寝ないで働いてきた世代です。子供の頃、長屋で共同便所

り口のある作品でした。私自身も学

という家でしたので、早くここから抜け出したいと考えて

生と一緒に仕事をしていると非常に

いました。最近の若者とは考えていることが違うのだな、

活力を得られます。ソフト面での切り口を大事にしたいと

としみじみ感じています。最近よく住宅として提案するの

考えています。

が、未婚女性もしくはシングルマザーの方に対して、寂し

扇沢：入居者の募集方法という観点から説明します。私

く住んでいるおじいちゃん、おばあちゃんとの多世代所帯

の会社の HP はわざと分かりにくくしています。というの

です。おじいちゃんは建物ストックがあるので、そこに住

も入居者の価値観が共有化された人が一緒に住めるよう

むのは良いことだと思います。

に、うちの会社の理念などを全て見ている人のみ内見にく

包：10~15 年前の建売住宅は、4LDK、

るようにしているからです。そのため、一緒に住んだら良

100 ㎡が決まり文句でしたが、最近で

い仲間になります。

は価値観が多様化してきています。ま

山口：意外に多世代って価値観が合わないのではないか

た、住宅を購入する人も最近では単身

と思います。これまでされてきたシェアハウスの中で多世

女性の割合が非常に増えてきていま
す。空き家をどう活用していくのかと

横山氏

代をうまく繋ぎ合わせた事例や戦略等あればご紹介願い

包氏

ます。

いう課題に対しては、法律の問題を行政と調整しつつ多様

扇沢：現時点で多世代を繋ぎ合わせるというスキームは

化する社会に合ったものを作りたいと考えています。

ありませんが、運営の時の手間等の費用やどう収益化して

扇沢：大きくは働き方だと思います。昔、北九州の八幡

皆をハッピーな状態にできるかといったシステムの問題

というまちには旧新日鉄の事務所があり、栄えていました

をカバーできれば、うまく機能できると思います。

が、事務所が東京に移った途端急に人がいなくなり半分が

山口：高齢者が空いている部屋を安い家賃で学生に貸す

空き家になったそうです。IT の進歩によって今まであっ

代わりに学生が高齢者の生活をサポートしていく事例が

た色々な働き方がなくなってきているので、これからの働

あります。高齢者と若者の生活と性格のマッチングが大変

き方を考えることはこれからの住居を考えることに直結

で、プロのコーディネーターが仲介しています。マネージ

していると思います。

ャーに求められる資質は何だと思いますか。

辻井：今の多様化の流れの中でも、最近の大学生は大企

扇沢：江戸時代に「家守」という職業があり、地主から

業志望の学生が多いように感じます。私は、「どこ」で働

一定区画を預かって家賃徴収や客付け等、今でいう管理業
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者のようなことをしていて、全国各地で約 200 世帯を一

ればうまく機能すると感じました。

人の家守が見ていたそうです。この家守はかなりのおせっ

石井田：西宮市は「歴史があるまち」だというイメージ

かいで、結婚の仲人役をする等、住んでいる人の人生に深

を持っていますが、大学の授業がなければ歴史についても

く関わる仕事もしていました。今の管理はオーナーと借主

知ることができなかったので、「西宮のまちの魅力」を、

が会わないことも多いですが、オーナー自身がもっと入居

大学の授業等を通じて発信していくことも重要だと思い

者の人生に興味を持って世話焼きな人が増えれば良いと

ます。また、私自身、実家から通学可能であってもシェア

思います。そういったマインドを持ったオーナーが良いマ

ハウスに入りたいという思いがあります。住宅には日常性

ネージャーだと思います。

を求める人が多いと思いますが、私は非日常というものを

【西宮のすまい活用に向けて】

求めていて、シェアハウスはそういう非日常を提供してい

山口：最後に西宮のすまい活用に向けて、西宮はこんな

ると思うからです。

風になっていけば良い等、西宮の良いところをお話いただ
ければと思います。

横山：南側に海、北側に山があり日当たりの良い土地が
多いという地形の価値観や、神戸大阪で働いて西宮に住む
というのは一番の憧れだと思うので、これらの価値観は大
事にすべきだと思います。ただ、条例が厳しく自由に建築
できないところは課題だと考えています。

包：西宮は地価も高く非常に人気があるまちですが、梅
田や三宮に比べると知名度が低いと思うので、知名度を上

【質疑応答〜まとめ】

げる仕掛けを行政側で考えていただきたいです。また、わ

Ｑ：地域から色々な企画を考えて出発しても縦割り行政

れわれとしては建物を建てていきたいので行政と協力し

が弊害になって広く展開できず、なかなか繋がっていない

ていきたいと思います。

ように感じます。そこをどのように繋げていけば良いので

扇沢：「まち」というのは、若者などの「人の力」とオー

しょうか。

ナーさんの「マインド」だと思っています。 都市政策で、

山口：これは行政に危機感がないからです。横の課にま

あるエリアを変えようと思っても 5~10 年かかってしまい

でおせっかいをする危機感がないわけです。西宮は恵まれ

ます。半年〜1 年の間考えて 2 年目から緩やかに不動産を

ているという話をしましたが、ここ 20〜30 年を振り返っ

運用できるようなケースがたくさん出てくると、まちのイ

てみると今の西宮は過去のブランドを食いつぶしていま

ンパクトにも繋がると思います。

す。実際に大きな酒屋さんの跡地にマンションを建設した

辻井：皆さん「若者とご年配の方々」という視点を持っ

り、大きな邸宅を小さな戸建住宅にしたりと、大きな区画

ていますが、僕たちがいきなり 20〜30 も年上の方とお話

で整備され、かつ周囲の環境も良好であったところを切り

するのはかなりハードルが高いと感じています。今大阪で

売りしていっています。だからこそ、今後は空き家をうま

お世話になっている社会人の方々が集まる凄く大きなコ

く活用して、もう一度西宮ブランドを作る必要があると考

ミュニティがありますが、いつも 20〜30 代前半の方々と

えています。そのためには、民間・行政・学生を含めて横

お話することが多く、何か知りたいときに、これらの年齢

断的に考えていくことが重要で、横の連携が生まれてはじ

の方々がそのことに詳しい 40〜50 代の方々を紹介してく

めて新しい 21 世紀型の西宮ブランドができると思います。

れます。このような下と上の世代を繋ぐ 30 代前半くらい

私も新しい西宮ブランド作りに何かお手伝いができれば

の層をターゲットにコミュニティづくりを展開していけ

と思います。

シンポジウム講師及びパネリスト（プロフィール）
山口

健太郎（Yamaguchi

Kentaro）

包

賢（Tsutsumi

Ken）

広島大学卒、京都大学大学院修士課程、博士後期課程修了。近畿大学准教授。
博士（工学）、一級建築士。専門分野は建築計画、居住福祉計画。

株式会社ウィル取締役 新築事業グループマネージャー部長。「シェアハウス学
生アイデアコンペティション」を主催、企画を手がける。宅地建物取引主任者。

横山 嘉夫（Yokoyama Yoshio）

扇沢 友樹（Ougisawa Tomoki）

株式会社横山建築事務所代表取締役。一級建築士、インテリアプランナー。日本
建築家協会、兵庫県建築士会、兵庫県建築士事務所協会所属。「シェアハウス学
生アイデアコンペティション」審査委員。

株式会社めい代表取締役。京都で若者に必要な環境づくりを不動産企画の手
法をつかって実践中。京都市の事業「京都版トキワ荘事業」の運営にも参画。

⽂教住宅都市としての学⽣のすまいワークショップ参加学⽣メンバー
関西学院大学・武庫川女子大学・神戸女学院大学・大手前大学・近畿大学・奈良女子大学

お問合せ先
⻄宮市

都市局

都市計画部

ＴＥＬ：0798‑35‑3778

すまいづくり推進課

ＦＡＸ：0798‑34‑6638
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e‑mail:vo̲sumaizukuri@nishi.or.jp

