
としまち研会報　第 90 号

お い ら の ま ちお い ら の ま ち
発行　NPO都市住宅とまちづくり研究会　理事会

（１）
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おいらのひとりごと 『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。

『神田歴長し、記憶力怪し』　髙橋 大輔

　この神田で仕事を始めて十一年になる。いっとき八年ほど東京を離れたことがあるが、学生時代も含

めると三十年近くこの界隈をうろうろしていることになる。

　今では週に一度通う黄色い看板の駒中は学生時代のなぜか憧れだったり、混雑振りは相変わらずの「み

ますや」に行ってみたり、研究室の院生といつも飲む場所はとしまち研近くの「味坊」だったり。

　かつての記憶をなぞるように今でもこのまちをうろうろしている。神田の魅力は毎日歩いていても

まったく飽きないまちであるということである。「ダイバーシティ」は多様性という意味で使われるが、

深みにはまると戻れないという意味でこの神田にダイバーシティの称号を勝手に与えたい。

　たまには東京駅まで歩いて帰ろうかと、神田駅方面にうっかり足を延ばしてしまうと、ついスマホの

カメラを向けたくなるようなファサードばかり。気付いてみると以前立ち寄った場所を何度も撮ってい

たりして。

　神田歴も長くなったが、それと同時に自分の記憶も怪しくなってきたということで。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　※次号の『ひとりごと』は浦江 寿人さんです。お楽しみに。

　としまち研は、マンションの大規模修繕や建替えのコンサルタントを行っております。

それらの経験や、最近の「空き家問題」の書籍等からはマンションの空き室問題も深刻に

なりそうな予感がします。

　一人暮らしの高齢者が増加し、身近に相続人となる親族がいないまま、死亡するなどに

より所有者不在となるなど、マンション管理組合としては、管理費の徴収もできず、修繕積

立金も集まらないなど、建物の維持管理にとって深刻な事態が発生する可能性があります。

　熊本地震の後に、被災マンションの再生相談で熊本に行きましたが、そのマンションには地震発生前

から「区分所有者が行方不明」という住戸がありました。高齢の区分所有者だからといって、管理組合

や隣人が「万一の場合の連絡先を教えておいてください。」というのは組合の状況・日常のお付き合い

によっては難しそうです。やはり、第三者の介在が必要になると思われます。

　そこで、万一の場合に備えて、離れて暮らす親族への連絡、財産の一部であり、居住しているマンショ

ンの管理もしくは処分などを安心して任せられ、管理組合にも世間にも迷惑をかけたくない、という方

の依頼を受ける組織を設立し、運営することを考えておりました。昨今、NPO や一般社団法人など、

近年の空き家問題に取り組んでいる組織も増えてきているようですが、これらの組織は、一戸建ての空

き家対応が中心と思われます。

　そこで、前述のようなマンション居住者が安心して将来を託せる組織（官民で組織する第三セクター

が望ましい）をつくり、賛同者に会員になってもらう、それにはどんな組織がよいか、どんなシステム

がよいかなど、集合住宅居住者が 90％ともいわれる千代田区をはじめ、都心部でのマンション再生方

策の基本として取り組みができれば･･･と昨年から妄想しています。　　　（としまち研理事長　杉山 昇）

単身高齢者が安心して暮らせるシステムを！
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一木会ご報告（原則、毎月第一木曜日に行う勉強会・交流会です）

　８月後半の着工から３か月余り経過した大規模修繕工事は、全体がとて

も順調に進んでいます。その一番の要因は、施工業者・管理組合・コンサ

ルタント（としまち研）の３者がそれぞれの役割を互いに理解したうえで

協働し、良好な連携を保っていることにあると思います。

　経験を生かした工程計画を作成し、予測しにくい長雨でも工事が極端に

遅れないようにすることや、居住者の方からのご指摘等にも迅速かつ適切

に対処するなど、施工業者の努力が光るだけでなく、初めての大規模修繕

となる管理組合の方々にも、とても熱心に取り組んでいただいています。

　毎月の３者定例会議には、理事長をはじめ多くの理事が参加し、課題等の解決に向けて活発な議論や

意見交換を行っています。管理組合の方々は工事に対する意識もとても高く、管理組合として全体を見

通す視点と、居住者として細部までこだわる視点を上手く使い分けているのを感じます。

　また、住民参加で工事状況を確認する「みんなで工事監理」イベントは、前日夜から雨が降り続いて

いたので、参加者無しで中止、もしくは足場には入らずに終わるかと思っていました。しかし実際には

キャンセルもなく、事前申し込み通りの人数が参加し、多くの方が高層階の足場に入りました。

　足場には入られなかった方々も、気温が低く冷える階段室で、それぞれ

の施工状況等を熱心に確認していただきました。

　今後、バルコニー側をはじめ工事が終わった箇所が見えてくると、いろ

いろなご意見が寄せられると予想されますが、これまで同様誠意をもって

迅速に対応することが大切です。

　としまち研も、引き続き誠意をもってコンサルタント業務に当たってい

きたいと思います。関係者の皆さま、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（としまち研　石坂 堅志）

ウインズタウン稲毛海岸壱番館第一回大規模修繕工事 - 中間報告

今後の一木会予定

　☆12 月（12 月１４日）【第 268 回一木会】　※第二木曜日開催です。

　　　テーマ：「演目未定」

　　　ゲスト：立川 志らべ 氏 （落語立川流）

　　　◆終了後は忘年会を予定しています。（忘年会のお申込は 12 月 11 日迄、参加費四千円程を予定）

　☆１月（１月１１日）【第 26９回一木会】　※第二木曜日開催です。

　　　テーマ：「仮：マンションの出口戦略の現状と課題」

　　　ゲスト： 大木 祐悟氏 （旭化成不動産レジデンス株式会社 マンション建替え研究所 主任研究員）

▲あいにくの雨天でしたが
皆さまとても熱心でした

▲階段手摺の塗装工程を確認

☆第 2６６回一木会（２０１７．１０．５） ☆第 2６７回一木会（２０１７．１１．２）

　「ファミ・レス社会の終活
～夫を看取った経験から～」
というテーマで、NPO 高齢
期の住まい＆暮らしをつなぐ
会の井上亮子理事長に、少子
高齢化により、従来の家族の
あり方が刻々と変わって来て
いるとのお話と、自らご主人
を看取られた経験を実例と
し、死後事務の大変さと、死
後事務委任契約の重要性をお
話いただきました。

　浦安市から、生まれ故郷の
おいらせ町（氏は同町のふる
さと大使）までの 800km。
この果てしない距離を、ひた
すら歩いて縦断するという偉
業を成し遂げた原田俊美氏に
お話いただきました。余りに
も濃密な体験談で、1 時間程
度に収められる内容ではな
く、駆け足でのお話となりま
したが、とても楽しくお話し
ていただきました。
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おいらのくらし
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『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。

　私たちのけやきガーデン奥沢は竣工して５年になります。私はこのプロジェクトに参加するま

ではコーポラティブハウスという言葉さえ知らなかったのですが、早い段階からいろんな会合で、

入居を予定しているたくさんの人と知り合うことができました。

　誰にも知られず、お互いの付き合いもないことを利点としてマンションを購入される人も多い

ようですが、廊下で知らない人に出会うのはやはり不安で、同じ建物に住んでいる人とわかれば

その安心感は大きいものがあります。

　私の部屋は上階のバルコニーのおかげで軒が深く、シェードを吊るせるようにもしてもらい、

西日の心配もなくなりました。南側の窓際も程よく陽が差

し込み、冬場も快適です。

　眼下に東急目黒線、少し離れて東横線と大井町線の線路

があり、孫が来ると大喜びしています。その向こうには丹

沢大山・塔の岳・蛭ヶ岳を前景にした富士山も見え、とて

も良い眺めです。　　　　（けやきガーデン奥沢　谷岡 研）

　としまち研の「あおい地区まちづくりの記録」出版委員会が中心となって出

版した「『日本一住みやすいまち』をめざして～東日本大震災からの復興～」が、

新建築家技術者集団（略称：「新建」）の新建大賞を受賞しました。

　11 月 24 日（金）～ 26 日（日）の 3 日間に渡り、大阪にて開催された第

31 回新建全国大会。25 日（土）夜の交流会で、新建賞の発表がありました。

　新建賞は、新建が大会を開く際に公募する建築関係の事業報告などから、優

秀なものを選出して決定される独自の賞です。今回の応募総数は27点、その中から大賞1点、正賞3点、

奨励賞 4 点が選出されました。としまち研が受賞したのは大賞（最優秀賞）！

　としまち研は、社会的な課題である震災復興に長期的に取り組み、その詳細

な記録を出版したことが評価され、大賞を受賞しました。当日は出版委員会の

三浦史郎委員長が出席し、賞状をいただきました。いずれ立派な盾が送られて

くるとのことです。　　　　　　　　　　　　　（としまち研理事長　杉山 昇）

としまち研で研修生を受け入れました

▲谷岡さん宅から見える富士山

としまち研出版の「日本一住みやすいまちをめざして」が新建大賞を受賞

　去る 11 月 8 日（水）、遥々岡山県から 3 名の研修生がやって来ました。研修と聞くと、大学生？そ

れとも高校生？などと考えが頭をよぎるかと思いますが…今回としまち研に来たのは中学 3 年生。

　岡山県立岡山操山中学校からやって来た彼らは、それぞれの考えるまちづくりについて専門家に意見

を聞くことを目的として、「日本のまちづくり」「コンパクトシティと防災」「環境に合う都市開発」と、

異なるテーマと質問で、1 時間半ほど質疑応答を行いました。なかなか難しいテーマですね…！

　研修に来てくれた学生さんたちから、後日メッセ—ジが届きましたので、一部をご紹介いたします。

　人がいなければまちではない、という言葉が印象に残りました。私たちは都市やまちづくりについて

追及する中で、効率的なまちを目指すためには、どうすればよいか考えてきました。しかし、それは「ひと」

の全体的な動きだけを見たものであって、「ひと」のコミュニティは考えることができていませんでした。

教えていただいたことを通して、「ひと」のつながりを大切にしたまちを考えていきたいと感じました。

　研修で得られたことを真摯に受け止め、糧としてくれているようです。応対をした杉山理事長、関事

務局長も一安心していました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（としまち研事務局　竹内 房弥）

▲受賞する三浦委員長

▲選定中の様子



〒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。
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としまち研の現在の会員数

正会員 64 人　賛助会員 31 人

編集発行人　五十嵐 一博

事務局担当　竹内 房弥
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としまち研　

各部会・委員会の次回開催予定

マンション再生部会

人と暮らし部会

総務広報部会

災害復興まちづくり支援委員会

　としまち研会員の方であれば誰でも参加できま

す。また、部会で取り上げて欲しい内容、勉強会

等がありましたら、事務局までお知らせください。

 　１月２２日（月）

　１月２９日（月）

　１月１６日（火）

　１月３１日（水）

編集後記

　11 月に研修をしにきてくれた真面目な生徒さん達を見て、自分が中学生だった頃の不真面目さを

思い出し、妙に恥ずかしくなりました。日々寒さも厳しくなる中、皆さま如何お過ごしでしょうか。

　さて、12 月の一木会では、としまち研恒例の落語を予定しています。今回お話をしていただくのは、

かの落語立川流、立川志らべ氏です。演目は敢えての未定…とのことですので、お楽しみに。

　終了後には忘年会を予定しております。会場は居酒屋ももせ、会費は4,000円程を予定しています。

なお、12 月と翌年 1 月の一木会は、第二木曜日の開催となっておりますので、ご参加いただく方は

ご注意下さい。（12 月 14 日と 1 月１１日の開催です。）　　　　　　（としまち研事務局　竹内 房弥）

ハウジングアンドコミュニティ財団主催

シンポジウムに杉山理事長が登壇

西早稲田シェアハウス

全ての部屋に入居が決まりました！

　１０月３１日（火）、１１月７日（火）、
１１月２０日（月）の３回に渡って開
催された、ハウジングアンドコミュニ
ティ財団（以下 HC 財団）主催の住宅
地持続創生セミナー「地域に住み継ぐ
知恵と仕組みを考える」ですが、３回
目の１１月２０日に、としまち研から
杉山理事長がパネラーとして登壇しま
した。
　当日のテーマは「分譲マンションの
価値向上による地域まちづくりへの展
開」で、杉山理事長は「NPO としての
団地・マンションの再生支援への取り
組み」と称して、としまち研が主に都
心部で行ってきた、コーポラティブ方
式によるマンション再生支援の取り組
みを事例として紹介しました。

　当日は、基調講演
を行った園田眞理子
氏、事例紹介を行っ
た秋元孝夫氏と山本
誠氏、そしてＨＣ財
団理事の松本昭氏と
共に、メインテーマ
や事例紹介の内容を
踏まえてパネルディ

スカッションも行われ、まちづくりにつ
いての討論が交わされました。
　多くの方が参加され、とても良いシン
ポジウムとなりました。

　前号から募集しておりました、西早稲田
シェアハウスの入居者が決定しました！
　としまち研では今後もシェアハウスの提
供を続けていきたいと考えています。「空
き家を貸してみたいけど、管理や手続きが

大変そうだし…」
そんなお悩みをお
持ちの方がいらっ
しゃいましたら、
是非としまち研事
務局までご相談く
ださい。お問い合
わせは以下まで。

▷http://www.tmk-web.com/contact/

コーポラティブハウス部会

☆勉強会を行います

▲西早稲田シェアハウス

▲登壇する杉山理事長


