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MACHINONE：Bit
初の交流会

金曜・土曜・日曜 
9:00～14:30(LO14:00)

OPEN

放課後の見守り

2021年度はHAMACO:LIVING向かい側のルネ西宮甲子園や、そ

の南側の戸建てエリアの入居が始まり、浜甲子園団地では第4期の建

替も終わり、まちの風景の変化、新たな活気を感じられた一年でした。

今年度、今まで築いてきたコミュニティの中から、私たちの活動により

深く関わってくださる住民サポーターの方たちを「MACHINONE:Bit(ま

ちのねビット)」と認定する制度を設け、イベントの企画や準備、当日の

運営まで主体的に取り組んでもらったり、やりたいことの実現を一緒に目

指したりと、住民主体の組織に大きく近づけた一年となりました。

2018年の10月にOPENし3周年を迎えました。コロナ禍でも開放

的で安心して利用しやすいと口コミやSNSで知ってくださる方が

大幅に増え、引っ越してこられた住民さんや、浜甲子園エリア外か

らもたくさんの方にご来店いただいています。特にテイクアウトの

需要は高まっており、全てのメニューをテイクアウトしていただけ

ます。お弁当は幅広い年代の方からご予約・ご注文をいただいて

おり「街の中のカフェ」として根付いてきていることをしみじみと

感じています。

西宮市健康ポイント
&脳トレちいさな物語BOX まちのねピクニック

mini

インターン生と新しい
HAMACO：CLASSの利用を模索

はまこー情報局

「どこいこ？保育所/幼稚園」「小学校入学前おしゃべ
り会」を毎年在園中・在学中のママさんをゲストに迎
え、情報交換できる場として人気のイベントです。引
越し前の方もオンラインで参加できるように行い、た
くさんの参加がありました。前回は参加者だった住民
が運営に回ってくれており、毎年継続できる形になっ
てきました。入園前・入学前の不安も解消でき、ご近
所さん同士の交流にも繋がり、はまこー情報局を継
続的に実施する意味を感じています。

月2回行っている清掃活動を周知させるために「まち
ピカ大作戦拡大版」を行いました。地域の方やファミ
リーで約90名の参加があり、想定していた範囲を広
げて清掃しました。終了後、子どもたちは動物ビンゴ
で大盛り上がり。また、参加したらシールがもらえる
参加カードを子どもたちに配布し、楽しんで参加でき
るようになりました。カード作成や景品のお菓子の袋
詰め等事前準備はMACHINONE:Bitを中心にシニ
アの方々に手伝ってもらい、みんなで作り上げたイベ
ントとなりました。

この街の新たなイベントとして開催してきた青空
マーケット。今回はコロナ禍で「今できることを今で
きる形で」住民と模索しながらの開催となりました。
それぞれのブースを住民が主体で企画運営するス
タイルで、まさにご近所さんが一丸となって作り上
げたイベントです。開催規模はmin iでしたが、約
600人の来場があり、満足度の高いイベントになり
ました。

HAMACO：LIVINGが
できたばかりの頃

OSAMPO BASE
オープン！

まちのねピクニック
miniを開催

ウェルカム
パーティー開催

コロナ禍による
オンライン飲み会

まちピカ大作戦
拡大版

武庫川女子大学経営学部の実
習学習として、3人のインターン
生を受け入れ、レンタルスペース
HAMACO:CLASSの新たな活
用方法を考えました。夏休みに
小学生が楽しく学べる場とし
て、理科の実験や、オリジナル
キーホルダー作りなどを企画
し、たくさんの参加申し込みを
いただきました。残念ながら当
日は大雨警報で中止となりまし
たが、小学生の夏休みの居場所
としてニーズがあること、近隣ス
ペースの活用の幅が広がるきっ
かけとなりました。

2021年度からHAMACO:LIVINGは、歩いた分がポ
イントになる西宮市健康ポイント事業のヘルスケア
ステーションになりました。体組成計で体のデータ
をスキャンしたり、ポイントのデータを送信をするこ
とができます。また、武庫川女子大学薬学部大川先
生によるタブレットを使った認知症予防の脳トレも
大人気で、たくさんのシニアがHAMACO:LIVING
を訪れるきっかけとなっています。

HAMACO:LIVINGが開館した当初からある月額
のレンタルBOXがリニューアルオープンしました。
より商品が綺麗に見えるようにライトを設置し、
閉館後もライトの明かりで商品が気になり、後日お
買い物に来てくれる方や、出店希望のお問い合わせ
も増えています。それぞれの作家さんにファンがで
きたり、ハンドメイド作品を通した新たな交流が生
まれています。

HAMACO:LIVINGには放課後、宿題をしたり、遊
びにやってくる小学生がたくさんいます。そんな子ど
もたちが、安心して遊べるようにMACHINONE:Bit
さんが見守りに来てくれています。「お名前書いて
ね」「おもちゃ片づけた？忘れ物ない？」とやさしく
声をかけてくれます。Bitさん自身も「子どもたちか
らエネルギーを分けてもらってます」と楽しみなが
ら活動してくれています。

HAMACO：LIVING

カフェ OSAMPO BASE HAMACO：CLASS
人気No.1のCセットは、選べる
トーストと季節の野菜や果物が
たっぷりとれるファーマーズ

サラダのセット。

店内で手づくりしている、体に
やさしいオーガニックグラノー
ラ。ネット販売も行っています。

テイクアウト人気No.1
さっちゃん弁当。

HAMACO:LIVINGに準ずる運営
時間外利用も含め、
10:00～21:00の利用が可能です。

OPEN

浜甲子園団地中央広場に面するセンター街区の一角

に、こぢんまりと構える「HAMACO:CLASS」。

ここに暮らすみんなが学びをテーマとした拠点として

2020年7月1日にオープンし、現在では「KUMON 枝川

町教室」と「維新塾(個人塾)」が開催されています。

定期的・長期的な教室開設やイベント実施で教室会場

をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。

利用時間 / 10:00～17:00
休館日 / 火曜・日曜・祝日
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さっちゃん
みくちゃん

かよちゃん

けーこさん

周辺の団体・企業・武庫川女子大学と
さまざまな連携をおこなっております。

5年前は、まだ新街区の住宅も少なく、スタッフが中心にコミュニティの場を作って

きました。今では新街区が約550世帯となり、地域の課題解決や住民さんがやって

みたいことを主体で活躍してくれることが多くなっています。

浜甲トライあんぐる
NPO法人なごみの「まちのよろず
屋」は日常でのちょっとした困りご
とのお手伝い、住民さん同志が助
け合う仕組みです。高齢化が課題
となっている浜甲子園団地エリア
にも必要な活動であることから、ま
ちのね浜甲子園も連携して取り組
んでいます。浜甲子園団地の一斉
転居の際にはよろず屋を利用する
方も多く、高齢者の転居前後の困
りごとや、転居後のコミュニケー
ション作りに、いかに関われるか新
たな課題が見えました。

安心して暮らせる街づくりを目指し、地域の三福祉法人(社会福祉法人円勝会 
シルバーコースト甲子園・第2シルバーコースト甲子園・社会福祉法人豊中ファミ
リー アリス甲子園・社会福祉法人豊中福祉会 ローズガーデン甲子園)で情報共
有しながら連携しています。今年度
は、福祉車両にステッカーを貼って街
の見守りをする「みまもりタイガー」を
開始しました。甲子園浜小学校で行
われた出発式では、4年生が福祉車
両を見学したり、車いすに乗って車両
に移る体験もできました。世代を超え
て互いに見守りあうことができるよう
な地域作りのために、新たな取り組み
を考えていきます。

まちのよろず屋

まちのねピクニックminiでは、射的ブースの企画から当日の運営を担ってくれました 街の美化活動「まちピカ大作戦 拡大版」の
運営お手伝いをしていただきました

教員免許をお持ちのご近所さん
小学生の宿題を見てくれる新たな形の見守りとして来てくれています

取り組み

INTERVIEW

2021年度は、各所との連携がより具体的な活動に広がり、コロナ禍で

顔を合わせられなかった時間を一気に埋められたように感じました。

それぞれの活動に関わってくれている方たちの熱量も高く、どんな形で

地域貢献ができるのか、一緒に模索しながら活動を行なっています。

新街区やUR、近隣の外部エリアから自身の経験やスキルを活かし、活動し

ているスタッフの紹介です。生活する中で感じた課題や、こんなものがあっ

たらより楽しく住み良い街になるのでは？ということを常に話し合いながら

解決・実現まで行なっています。何か困ったことや不安なことがあったらお

気軽に声をかけてくださいね！

まちのね
浜甲子園
では

キッチンカー
まちのね浜甲子園では年に3回季
刊誌や、イベントチラシを作成・発
行しています。そのデザインを実践
学習として武庫川女子大学生活デ
ザイン学科の学生に依頼していま
す。授業ではやらない紙面作成の
ミーティングや、実
際にイベントに参加
してもらい街の雰囲
気を掴んでもらった
り、多岐に渡って活
躍してくれました。

武庫川女子大学 デザインインターン生
月2回HAMACO : L IV ING前に
キッチンカー を出店しています。周
辺に飲食店が少ないことから、楽
しみにしてくださる住民さんも増
え、並んでいる間にご近所さん同
士の交流にも繋がっていて、賑やか
な様子が印象的でした。そんな様
子から「この場所で出店したい」と
いうキッチンカーも増え、新たな街
のスペース活用・街の魅力度向上
になっています。

コロナ禍のため中止になっていたまちピクが2年ぶりに開催！たくさ
んのパパが久々に集結しみんなで雑談や近況報告も交えつつ色々な
案を出し合い、準備&作戦会議を重ね本番を迎える事ができました。 
当日どのブースも大盛況で色んなところから、たくさんの人たちの『笑
い声』や『笑顔』を見る事ができ、
ブース運営をさせてもらった方と
してもとても嬉しく、楽しい時
間を過ごす事ができました。 
これからも地域の子ども・大
人が楽しめるイベントに微力
ながら協力出来れば良いなと
思います。

子どもたちの声でいっぱいのHAMACO：LIVINGに行くと、
私たちもパワーがもらえます。１歳の娘にたくさん声をかけて
くれて、一緒に遊んでくれたり、抱っこをしてくれたりする子も
います。関わりが減っている今、この場所の温かさをより強く

感じます。宿題やお家の勉強を友達
と一緒に取り組める場所にも
なっていて、わからないところ
があれば周りの大人に聞ける
環境もいいですね。これからも
子どもたちの1つの居場所とし
てあり続けてほしいです。

この街に引っ越してきて、子どもと、私
自身の繋がりを作りたく、まちピカに参
加してきました。下の子を妊娠中から娘
と参加しており、今では下の子も走り
回って一緒にゴミ拾いをするようになり
ました。拡大版では、すごくたくさんの子
どもたちが参加してくれて、楽しかった
です。みんなで楽しみながら、まちがキ
レイになる活動の輪が広がるといい
なぁと思いました。

葛西 桂子さん / 甲子園在住 中木 康智さん / ファインシティ甲子園在住
黒田 佑紀さん / 明日区在住 澤 朝子さん / ファインシティ西宮甲子園在住

知人の紹介でここに来て、とても良い取り組みだと知り、スタッフ
さんからMACHINONE:Bitのささえびとになってほしいと声をか
けてもらったのがきっかけでした。小学生の多い放課後の時間に
見守りで来ているのですが、だんだんとここでの活動の仕方が分
かってきて、とてもやりがいを感じています。 1人で家で過ごす

より、見守りや仕事を振られるのが嬉しくて楽しく過ごし
ています。 特に「ありがとう」
と言ってもらえることや、
子どもたちに「明日も
いる？」と覚えてくれ
てもらっていること
が嬉しいですね。

放課後の見守りに来てくれています

まいちゃん
私はまちのね浜甲
子 園エリア在 住ス
タッフです。活動をし
ていく上で、人脈も広が
り頼れる仲間もでき、過ご
しやすい毎日を送ってい
ます。今後は住民みん
なで自慢できる街にし
ていきたいと思って
います。

私がまちのね浜甲子園
のスタッフとして来たとき
はまだマンション1棟・戸建
街区3戸でした。開発が進み、
たくさんの住民さんと知り合
い、こんなことをしたい！こん
な街になってほしい！という
熱意ある住民さんと多く知
り合うことができて、この
街への愛着がより一層強
くなった一年でした。

OSAMPO BASE
スタッフとして街の
みなさんとかかわる
ことができ、楽しく実り
ある時間を過ごせていま
す。OSAMPO BASE
がみなさんの気軽に一
息つける居心地良い
場所となれればと
思います。

街も住民さん達も変化
成長していく姿を目の
当たりにして、まちのね
浜甲子園として住み良
い街づくりの一端にス
タッフとして関われるこ
とに充実を感じていま
す。個人的には健康で元
気に参加していきたい
と願っています。

立ち寄ってくださる方
がそれぞれの楽しみ方
をされていて、そんな皆
さんとお話するのがとて
も楽しい一年でした。ま
た、「今の状況でなにが
できる？」をたくさんみん
なで考えました。その考
えた時間は何より大
切なものです。
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ご近所付き合いが希薄しつつある現代ですが、だからこそ時

代にあった街のコミュニティをみんなで作っています。まちのね

浜甲子園は浜甲子園団地エリアの再開発に伴い、民間開発事

業者とUR都市機構の官民連携パートナーシップによって設立

された、エリアマネジメント組織です。開発事業者と新街区住民、

管理組合が会員となり、住民同志がゆるく繋がり困った時に

助け合える関係性作り、地域の課題解決、エリアの価値向上の

ためにさまざまな取り組みを行なっています。

THEMA

AREAMAP

子育て 防災減災健康
浜甲子園エリアは、高齢化率が高いエリアでもあり
ます。長い間、この街に愛着を持って住まわれてい
る方々が今後も健康でいられるよう、ノルディック
ウォーキング講座や脳トレが行われ、また西宮市健
康ポイント事業のヘルスケアステーションとして
日々たくさんのシニアがHAMACO：LIVINGに立ち
寄ってくれています。何気ない日常会話が、暮らしで
困っていることを知るヒントにもなり、街全体で見
守っていける関係性ができつつあります。

浜甲子園エリアも2018年に大型台風の被害を受
け、ライフラインの一部が止まりました。そんな時に
当時住民が主体で作ったグループLINEで近隣の
情報を交換することができました。現在は「防災防
犯情報」LINEオープンチャットが開設されています
のでぜひご参加ください。まちのねピクニックmini
では、防災クイズブースを設け、子どもから大人まで
たくさんの方が参加されました。いざという時の助
け合いができる街作りに住民1人1人が意識を持て
るよう、情報発信や情報共有の場を設けています。

新街区ではファミリー世帯が多く、遠方から引っ越
されて来られる世帯も少なくありません。そんな中
で孤独にならない子育てとして、住民が主体で企画
している子育ておしゃべり会や、産前産後のおしゃ
べり会・小学校入学前のおしゃべり会など、気軽に
参加できて情報交換できる場をたくさん設けていま
す。おもちゃや絵本は全て住民による寄贈で誰でも
使ってもらえる場となっています。

HAMACO：CLASS

HAMACO：LIVING

OSAMPO BASE

UR賃貸

分譲マンション

整備敷地（住居以外）

分譲戸建て

公園

商業施設

UR管理敷地

N

Ⅴ期

Ⅲ期

Ⅰ期

Ⅳ期
UR賃貸
（建替前）

浜甲子園
なぎさ街

ファイン
シティ
甲子園

浜甲子園
なぎさ街 浜甲子園

なぎさ街

浜甲子園
さくら街

浜甲子園
さくら街

浜甲子園
なぎさ街

分譲マンション
計画

浜甲団地公園 浜甲団地公園 浜甲団地公園

ルネ西宮甲子園

ジオガーデン
西宮浜甲子園 来育区

明日区 明日区

UR賃貸
（建替前）

UR管理敷地 商業施設

学校グラウンド

2021年度会計報告
貸借対照表 2022年3月31日現在（単位：円）

自2021年4月1日　至2022年3月31日（単位：円）損益計算書（全体）

32,594,397
29,217,804

51,518
147,430
3,177,593

52

1,909,834
1,789,054
1,508,436
194,760
85,858
120,780
120,780

34,504,231

696,874
417,953
167,000
29,921
82,000

696,874

33,807,357

33,807,357
34,504,231

金　額 科　目 金　額科　目
（ 資 産 の 部 ）

流動資産
現金及び預金

貯蔵品
前払費用
未収入金

未収法人税等

固定資産
有形固定資産

建物付属設備
機械装置

工具器具備品
投資その他の資産

敷金

（負債の部）
流動負債

未払金
前受金

源泉預り金
未払法人税等

（純資産の部）
利益剰余金

その他利益剰余金

負債合計

純資産合計
負債・純資産合計資産合計

3,207,000
782,088
3,188,769
852,500
37,400

0
48,300
46,420
3,000

360
93,000

949,199
128,824
25,305

4,456,209
24,600
2,500
21,614
300,251
953,160
450,862
567,852
5,980

153,035
31,634
69,152
215,043

12,830,400
176,566
1,547,150
156,816
225,561
4,710

0

82,000

8,258,837

23,296,423
△15,037,586

0
△15,037,586

82,000
△15,119,586

金　額科　目

経常収益

経常費用

経常外費用

（ 経 常 損 益 の 部 ）

（ 経 常 外 損 益 の 部 ）

会費収入
LIVING売上
OSAMPO売上
CLASS売上
イベント売上
菜園売上
まちピク売上
視察売上
その他売上

受取利息
雑収入

仕入
原価消耗品費
原価通信費
給料手当
雑給
採用教育費
法定福利費
イベント費用
地代家賃
事務用品費
水道光熱費
旅費交通費
支払手数料
租税公課
保険料
通信費
業務委託費
広告宣伝費
支払報酬
リース料
減価償却費
会議費

経常損失

雑損失
税引き前当期純損失
法人税、住民税及び事業税
当期純損失

Ⅱ期
特別養護老人
ホーム

ファインシティ
西宮甲子園

事業収益

財務収益
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