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としまち研会報

CNCP アワード 2016
ベスト・プラクティス部門で
優秀賞を受賞しました。
としまち研は、「CNCP アワード
2016」へ、「東日本大震災宮城県東
松島市あおい地区における防災集団
移転等の支援活動」で応募したとこ
ろ、ベスト・プラクティス部門の優
秀賞に選定され、表彰状と副賞もい
ただきました。
主 催 団 体 は、NPO 法 人 シ ビ ル
NPO 連 携 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム
（CNCP）で、土木系の技術者の方が
たくさん集まっていました。

２０１６・１１

第 84 号

おいらのまち

第 11 回 もうひとつの住まい方
推進フォーラムに参加しました。
11 月 12 日芝浦工業大学にて開催さ
れた、第 11 回 もうひとつの住まい方
推進フォーラム（主催：もうひとつの住
まい方推進協議会）に参加しました。
セミナーでは、空き家を活用すれば住
まいに困っている人々に、安く住宅を提
供できたり、空き家を「地域の居場所」
に出来るのでは。という主旨のもと、空
き家活用からまちづくりにつながり、地
域の活性を担っている事例を検討しなが
ら、空き家の問題解決策を考えるという
内容でした。そこでは、市民だけでの活
動は長続きしないこと。まず、空き家の
オーナーが主人公であり、それを活用す
る団体が存在し、そして、両者をつなぐ
組織が重要であり、その環境づくりをど
うしていくのかが大切だということでし
た。 （としまち研理事 大須賀 和宏）

おいらのまち

発行

NPO 都市住宅とまちづくり研究会

理事会

大泉学園コーポラティブスクエア報告
昨年、宅地建物を共有されている姉妹・兄弟 4 名の要請を受け、大泉学園駅から徒歩約 10 分の大き
な宅地を 4 分割して 3 区画を売却する企画を建てました。
今年のはじめから 3 区画の取得希望者の募集を開始しました。とてもよい立地なので、引き合いはあ
るのですが、「もう少し宅地面積が大きくならないか？」と応募された方からご相談があり、地権者の
皆さんと協議して、要請を受け入れることになりました。そして、ほぼ同面積の区画と少し小さな区画
を引き続き募集しましたが、その次に現れた取得希望者は更に面積を広くほしいとのことでしたので、
地権者の皆さんと協議して、それを了承。当初計画の全 4 区画から全 3 区画に変更になりましたが、
少し余裕のある戸建住宅 3 棟ができることになりました。
9 月に雨ばかりで大変だった既存建物の解体工事（写真）がやっと終了し、9 月下旬と 10 月下旬に
土地売買契約の締結に至りました。新築される 3 棟の建築工事は 11 月に始まり、来年の 3 月～ 4 月
ころに入居の予定です。
3 棟は宅地の境界線から外壁までを１ｍ離す、境界には塀などは築造しない、などご近所付き合いの
ある開かれた住宅地になる予定です。
としまち研としては、戸建コーポラティブハウスは初めての取り組みですが、今後とも、コーポラティ
ブ方式の考え方を取りこんだ「住まいとまちづくり」の分野
で頑張っていこうと考えています。複雑な権利関係などの整
理も、大槻税理士事務所、大城司法書士事務所、江東総合法
律事務所など、としまち研の会員の皆さんの力を結集して可
能となります。としまち研は、住まいとまちのことが取り組
みの中心課題です。是非、いろいろな情報をお寄せください
ますようお願いします。

編集後記
２面でお伝えした通り、今年度はコーポラティブハウスの入居者同士の交流の場をつくることを目
的に「コーポラティブハウス情報交流会」を開催しました。交流会にご参加いただいた方々の意見を
聞き、いずれのコーポラティブハウスも、少なからずマンション管理において、疑問や悩みを抱えて
いるということが分かりました。としまち研としても、今まで以上に入居後のサポート（定期調査、
防災対策、規約改正、修繕、長期修繕計画の見直し、交流会・勉強会の企画など）に力を入れ、取り
組んでいきたいと思いますので、お困りことがありましたら、いつでも事務局までご相談ください。
今年も残すところ１ヶ月です。本日は都内で 54 年ぶり！の積雪（11 月で）です。
（事務局 岩ヶ谷）
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 33 COMS HOUSE２階
tel 03-5207-6277 fax 03-5294-7326
E-mail info@tmk-web.com ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tmk-web.com/
Facebook https://www.facebook.com/toshimachiken/
皆さまからのご意見、ご感想をお待ちしております。
（４）

としまち研現在の会員数
正会員 ６２人 賛助会員 ３０人
編集発行人 平石郁夫
事務局担当 岩ヶ谷充

おいらのひとりごと

（としまち研理事長

杉山 昇）

『おいらのひとりごと』はとしまち研会員によるリレー形式のエッセイです。

『一木会』としまち研 飛澤玲奈
としまち研を退職して 3 か月が経とうとしています。作業量が増えてきてなかなか早く帰ることがで
きなくなってきた今日この頃。とはいえ、できるだけとしまち研の活動には参加しようと思っています。
さて、これは週末に電車に乗った時の話です。70 歳代くらいと思われる男女のお友達の会話が聞こえ
てしまいました。数日前、男性は貴重品の入ったバッグを電車に乗っている際になくされたとのことで
した。でも、酔っていたのか…、どうやって帰ったのか、どこでどう電車を乗り換えたのか、どこで無
くしたのか、忘れたのか、落としたのか、はたまた取られたのかも覚えていないとのことでした。しか
も初めての体験ではないようで…びっくりして会話に入っていきそうになってしまいました。
今年もあと１か月ちょっと。お酒を飲んで帰りが遅くなることが増える時期です。貴重品はあまり持
ち歩かず、深酒をしないで帰らないといけないですねぇ。
※次号の『ひとりごと』は扇谷和織さんです。お楽しみに。
（１）
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一木会ご報告 （原則、毎週第一木曜日に行う勉強会・交流会です）
☆第 254 回一木会（２０１６．１０．６）

☆第 255 回一木会（２０１６．１１．１０）

株式会社サイエンスクラフ
ト代表取締役の竹本加良子さ
んに「住民による防災まちづ
くり」をテーマでお話しいた
だきました。
防災面の「共助づくり」な
ど に つ い て 品 川 区、府 中 市、
大田区の事例を紹介しなが
ら、住民による防災まちづく
りの興味深く実践的なお話し
でした。

飯田勝啓さんに「激動する
民泊、法改正前にするべきこ
とはこれ！～民泊の実態を知
り、対応策を考える～」とい
うテーマで、いま話題の民泊
の実態と管理組合の対応策に
ついてお話いただきました。
民泊を制限・容認の両者の
対応策を教えていただき、懇
親会ではそれぞれの立場から
の意見が交わされました。

今後の一木会予定
☆12 月（12 月 8 日 :12 月は第二木曜日になります）【第 256 回一木会】
毎年恒例の古今亭駿菊師匠による落語＆忘年会。詳細は後日お知らせします。
☆1 月の一木会（第 257 回）は公開勉強会です！
日 時：１月 12 日（木）18 : 30 ～
場 所：ちよだプラットフォームスクウェア 504-506 階会議室
講 師：保井美樹氏（法政大学現代福祉学部人間社会研究科教授）
テーマ：「（仮題）都市経営とエリアマネジメント」

コーポラティブハウス情報交流会【大規模修繕編③】開催
11 月 19 日（土）第３回コーポラティブハウス情報交流会を開催しま
した。最終回となる今回は「将来の大規模修繕工事に向けて～長期修繕計
画の考え方とチェックポイント～」というテーマで、成田さん（としまち
研会員・㈱ N プランニング代表）よりマンションの長期修繕計画の目的
や考え方、見直しを行う際のチェック項目、大規模修繕工事の前後で行っ
ておくと良いこと等について解説していただきました。また、としまち研
の関さんからは、住民主体で行う建物の不具合箇所のチェックと題し、
「こ
はす」で作成した写真入り長期修繕計画書の紹介や「羽根木ガーデンテラス」で実施した「みんなで一
年点検」の様子が紹介されました。
今年度の情報交流会は大規模修繕がテーマということで、当初、どのくらい関心をもっていただける
か不安はありましたが、ふたをあけてみると、建物の築年数は関係なく、様々な年代のコーポラティブ
ハウス入居者の方々にお集まりいただくことができました。
参加者からは「まだまだ先の話かと思っていたが、話を聞いてそろそろ検討を始めなければいけない
と感じた」
「管理会社任せになっていた。家に帰って総会資料に目を通してみたい」などと、交流会をきっ
かけに修繕に向けて少しずつ準備を始めていこうとする声や、「入居時か
ら人の入れ替わりがあったので、今回の、修繕工事をきっかけに住民間の
交流を深めたい」というようなコーポラティブハウスらしい声も寄せられ
ました。
としまち研としても、これから大規模修繕工事を迎えるコーポラティブ
ハウスの力になれるよう、体制を強化していきますので、お困りのことが
ありましたら、ご相談ください。
（としまち研事務局 岩ヶ谷 充）
（２）
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共同建替え部会「勉強会」を開催しました。
共同建替え部会主催の勉強会を 9 月 27 日に開催しました。今回は、一般財団法人首都圏不燃建築公
社事業開発部の塚原成利氏を講師にお招きし、「日本初、区本庁舎と民間マンションのコラボ としま
エコミューゼタウン」と題してお話しいただきました。
としまエコミューゼタウンは豊島区庁舎を分譲マンションと合築とすることや、庁舎跡地の地代前払
い方式による定期借地により区の財政負担がなく新庁舎を建設した、まさに日本初の画期的なプロジェ
クトです。約１時間の勉強会でしたのでプロジェクトのすべてをお聞きすることはできませんでしたが、
こうした事業スキームを立案し、地権者さんをはじめ豊島区長の理解のもと事業を完遂された不燃公社
さんの大きな力をあらためて感じた勉強会でした。
建物は緑のベールをまとった樹木のような外観をはじめ、建物名称にもある
ように、さまざまなエコ（エコボイド／エコミューゼ／エコヴェール）を計画
されており、豊島区の新たなシンボルになっています。事業スキームや建築計
画においても様々な工夫が取り入れられた事業なので、日本国内はもとより海
外からの視察も多くあるようです。
（としまち研副理事長 坂口 耕司）

看板建築『海老原商店』の保存活用に千代田まちサポ普請部門の助成決定！
神田須田町二丁目の柳原通り沿いに築 88 年の看板建築『海老原商店』があります。当地区は戦災を
免れた看板建築が多く立ち並んでいましたが、現在では数軒が点在するのみです。
『海老原商店』は明治 22 年に古着屋として創業、以降、時代に合わせて商売を替えながら所有者の
ご家族に住み継がれてきた建物です。現在、所有者の方は高齢のため近くに移り
住み、孫の海老原義也さんが保存活用を任されて耐震補強や老朽化部分の補修が
行われています。その改修にとしまち研会員の日高保さん（きらくなたてものや
代表）が伝統構法で取り組んでいると聞いて見学に伺ったことを機に、千代田ま
ちづくりサポートで今年度創設された「普請部門」（まちの居場所・会処づくり、
千代田遺産の活用）への応募に参加しました。海老原さんを代表に「海老原商店
を活かす会」を立ち上げ、7 月の一次審査会、11 月の二次審査会を経て、満場
一致で助成決定！改修工事は来年１月末竣工予定で、活用計画の具体化に取り組
んでいます。
（としまち研事務局 関 真弓）

おいらのくらし

『おいらのくらし』はコーポラティブハウス入居者によるリレーエッセイです。

こんにちは。北区上十条三丁目にある「J コートハウス」の片平浩二です。
Ｊコートハウスは平成 18 年 2 月に総勢 24 名で建設組合を設立し、平成 19 年 8 月に竣工し
ました。私は組合設立時からイベント部長を拝命し、BBQ や花見、そして毎年の防火訓練時の
懇親会を開催してきました。最近は、近所からの苦情もあり BBQ の開催が出来ず、残念な思い
をしているところですが、年に一度の懇親会には多くの方に参加いただき、交流を深めています。
今期は大規模修繕に向けた検討を進めていますが、この機会を活かして、居住者間、そして地
域でのコミュニティーを再構築したいと考えております。
Ｊコートハウスの近くには、テレビ番組でも良く紹介される全天候
型アーケードの「十条銀座」があります。さる 10 月、東京都は十条
駅を立体交差化する計画を発表しましたが、従前から駅前の再開発や
道路整備の計画もあり、十条地区は大きく変わろうとしていますので、
少しでも街づくりに貢献できればと考えています。みなさんも一度、
十条に遊びに来てください。
（J コートハウス 片平 浩二）
（３）

