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第 2回

昨年度、200名以上参加

コミュニティ・サポートセンター神戸（CS神戸）
Tel.078-841-0310　FAX.078-841-0312　 ibasho@cskobe.com

【主　　催】 認定NPO法人コミュニティ・サポートセンター神戸（CS神戸）
団財労勤きいきい戸神）財公（、団財興振アィテンラボびしもとプーコ）財公（、べうこプーコ合組同協活生 】催　　共【

 NPO法人しゃらく、認定NPO法人しみん基金・KOBE 
【協　　力】 ネスレ日本㈱、（一財）神戸すまいまちづくり公社
【後　　援】 神戸市、神戸市社会福祉協議会

【会場までのアクセス】
神戸市営地下鉄、JR、阪急、阪神
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チラシ裏面をご参照の上、FAX・メール・電話にてお申し込みください。  申し込み〆切 8月8日㈫

「これからさん」も「やってるさん」も
うれしいこと、困ったことを共有してみたら
いいアイディアが生まれるかも？！
第2回居場所サミットでは
「居場所」にピンときた人どうしがつながるだけでなく
グループワークを通じて
居場所の創設や運営のヒントが得られます。

2 0 1 7 年8 27㈰
午後

神戸市勤労会館７階大ホール
神戸市中央区雲井通5丁目1-2

2 0 0 名（先着順）
参加費 500円（当日受付でお支払い下さい）

対象者：主に神戸市内で地域の居場所を
　　　　運営されている方、関心のある方

今年度の『居場所データ集vol.2』は原則データ公開とします
冊子有料配布、当日申込（別途500円）

定 員

会 場

基調講演

プログラム

日 時

自身の介護経験から｢介護しつつ自分の人
生を大切にしたい。介護される側の人生も大
切にしたい。｣と呼びかけ、多様な住民参加型の助
け合いや、異業種ネットワークを、多くの賛同者と協働しながら創
りだしている。「地域の茶の間」は平成16年度から新潟県長期総
合計画に位置づけられ全県展開。また、新潟市との協働事業では、
赤ちゃんからお年寄りまでが集い、役に立てる居場所として「地域
包括ケア推進モデルハウス」が市内8箇所に整備された。新潟県
弁護士会人権賞、国際ソロプチミスト女性栄誉賞をはじめ、多数
の賞を受賞。支え合いの仕組みづくりアドバイザーとして活動中。

新潟市内・県内に自主的に広がった「居場所」設立の波。先駆者
でもある河田氏による、創設から運営に至るまでを思いとともに
お話頂く。新潟市の行政サポートについても紹介。

 講 師　河田珪子（かわた・けいこ）
　　　「地域の茶の間」創設者

「人と人とのつながりから広がる安心社会」
~地域の茶の間(居場所)の実践から～
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 開場
 情報コーナー（ ）

 第一部 基調講演 河田珪子氏
 第二部 グループワーク

 

 終了
（区別にわかれてディスカッション）

居場所に役立つ！

みみよりプログラム
実行委員会・協力団体ブース

休憩時間があまりありませんので、
基調講演が始まる前にぜひご覧ください。

サミット
神戸in

多機能多世代

居場所
あつまる
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はじめに 

 

昨年度の第 1 回に引き続き、 『第 2 回居場所サミット in 神戸』を 2017年 8 月 27日に開催しま

した。神戸市内を中心に 79 団体 203 名の皆さんが参加され、昨年同様、関心の高さがうかがえる

サミットとなりました。 

第１部では新潟市より「地域の茶の間」の創設者である河田珪子さんと市職員の方をお迎えし、

市内・県内に自主的に 200 カ所以上に広がった新潟の先進事例と行政のバックアップについてお

聞きしました。第２部では居場所運営上の課題となっている「ヒト」「運営」「場とお金」のテーマに分

かれ、解決のアイデアを出し合いました。出された内容については、昨年度実施したワークショップ

「居場所運営におけるコツ＆べからず」の結果とあわせて巻末に掲載しています。  

また、同時に、神戸市内の居場所情報を集めたところ、316 ヶ所の居場所情報が寄せられ、『居

場所データ集 vol. ２ 』 としてここに集約するに至りました （CS 神戸のホームページ 

http://www.cskobe.com/ibasho/から無料でダウンロードもできます）。 

 自宅開放型、空き家や店舗の活用型、公共施設の利用型など、場所や活動内容も様々ですが、

「皆がつながりあって心地よく暮らせるコミュニティ」に向けてそれぞれが創意工夫を凝らしながら運

営しています。少子高齢化・無縁化がすすむ地域社会において、今後ますます「誰もが気軽に立

ち寄れ、自分を活かしながら過ごせる居場所」の必要性は高まってきます。ぜひこのデータ集をご

活用いただき、居場所づくりの輪をさらに広め、つながっていくことで「暮らし続けられるまち」にした

いと願っています。 

 

【主催】 認定 NPO法人コミュニティ・サポートセンター神戸（CS神戸） 

【共催】 （公財）神戸いきいき勤労財団、生活協同組合コープこうべ、 

（公財）コープともしびボランティア振興財団、NPO法人しゃらく、 

認定 NPO法人しみん基金・KOBE 

【協力】 ネスレ日本（株）、（一財）神戸すまいまちづくり公社 

【後援】 神戸市、神戸市社会福祉協議会 

 

※居場所サミット 開催の記録 

 

 

  

 開催日・場所 参加者数 プログラム 

第１回 2016年 8月 7日（日） 

神戸市勤労会館大ホール 

62団体 222名 ＜第１部＞ 

・居場所実践者 10名によるパネルトーク 

＜第 2部＞ 

・居場所マッピングのワークショップ 

・「運営のコツ＆べからず」アイデア出し 

第 2回 2017年 8月 27日（日） 

神戸市勤労会館大ホール 

79団体 203名 ＜第１部＞ 

・基調講演 河田珪子さん 

 「人と人のつながりから広がる安心社会」 

＜第２部＞ 

・課題解決のためのワークショップ 

※「居場所に役立つみみよりプログラム」およ

び協力団体によるブース展示を同時開催 

 

http://www.cskobe.com/ibasho/
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１．神戸市内居場所データ集計結果 

 昨年度サミットでのデータをもとに、新たに居場所情報を追記・更新し、「BigMapデータ

集 vol.2」を作成いたしました。神戸市内（全 9区）で 316ヶ所集められました。第 2回居

場所サミットには、県内および県外からも多数のご参加者がおられましたが、今回は神戸市

のみの居場所データをまとめ、データ集を作成いたしました。 

※本紙および下記はサミットへ参加申込された方々からいただいた情報と団体登録をされた方々の情報のみ

で作成しております。 

 

【居場所データ集計結果】 
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A：民間団体が運営 41 20 18 6 12 8 10 18 12 145 

B：地域福祉センターなど 

ふれあいのまちづくり協議

会等が運営 

16 12 15 17 34 17 19 25 16 171 

合計 57 32 33 23 46 25 29 43 28 316 

【神戸市地図】 


