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「まつど孤独死予防センター」に行ってきました
としまち研の賛助会員である鎌田一夫さんのご案内で、松戸市の常盤平団地に
ある「まつど孤独死予防センター」に行き、中沢卓実さん、大嶋愛子さんのお二
人から「孤独死」についての話を伺ってきました。
常盤平団地は築６３年（１９５５年建築）で、４８３９戸・１７０棟の大規模ＵＲ賃貸住宅です。
常盤平団地で孤独死の問題に取り組むきっかけは、２００１年春に「3 年が経過している白骨遺体」
が団地内で発見されたことと、翌年４月に５０歳の男性が死後 4 ヶ月くらいで発見されたことです。
これらの事件を機に「孤独死ゼロ作戦」に取り組むことになり、多彩な取り組みを進めておられますが、
「孤独死」の社会的背景としては、以下を指摘されていました。
① 高齢化の進展と一人暮らしの増加
② 都市化に伴う近隣関係の希薄化
③ 核家族の普遍化
▲孤独死予防センターでの
ヒアリングの様子

④ 雇用システムの変化

家族関係が昔とは大きく変わってきましたし、将来的には少子化の影響もあって、高齢で一人暮らし
は十分に予想されます。そして、ご近所付き合いも真剣に考えないと「孤独死」の危険があります。
常盤平団地の「地域の合い言葉」は、次の３つだそうです。
1．あいさつは幸せづくりの第一歩

2．みんなで創る「向こう三軒両隣」 ３．友は宝なり

としまち研としても、教えていただいたことをしっかり肝に銘じて、住まいづくりに取り組もうと決
意を新たにしました。

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。

『家族の絆』 五十嵐 一博
僕は約２５年前、自身の小学校お受験戦争を経験した。その経験の反動か、こどもにお受験はさせた
くなかったが、色々な「しがらみ」から、長女もお受験戦争に巻き込まれた。
イヤイヤこどものお勉強に付き合っている父親であることを見透かされたのか、娘の通う学習塾主催
の保護者面接の模擬試験後に講師からアドバイスを受けた。
「普通の子育て世代の家庭では、こんなにこどもが小さいころから、こどもの将来や人生について、
真剣に家族で話しあうことはそうそうない。お受験に挑む家庭は、お受験を通して自分達の家族と向か
い合い、時にはぶつかり合いながら絆を深めていく、本当に素晴らしい体験ができているんです」
なんだか、説教なのか説得されているのか、非常にモヤモヤした気持ちで聞いていたが、お受験が終
わった今となってみると、たしかに貴重な体験であった。
家族、そして親族も含めて一丸となってお受験を乗り越え、絆は強くなったと思う。
とまぁ、しばらくは戦後の平和な時代を満喫したいところではあるが、数年後には、昨年産まれた次
女の「開戦」が控えている。
※次号の『ひとりごと』は沼野井 諭さんです。お楽しみに。
（１）
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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）
☆第 2７2 回一木会（２０１８．4．5）

☆第 2７3 回一木会（２０１８．5．10）

中島 明 子 先 生に「
“す まい”
に魅せられて」というテーマで、
これまでの研究・教育・まちづ
くり活動などの経験を踏まえ
て、お話をしていただきました。
お話のボリュームに対して時間
が短く、後半が駆け足に。参加
者からは、駆け足だった部分を
もっと詳しく聞きたいとの要望
がありましたので、１０月の一
木会にて、再度お話をしていた
だく予定です、お楽しみに。

杉山理事長の同級生であ
り、古稀になる松本達広氏が、
キリマンジャロ登山に挑戦し、
見事成功したお話でした。大
学ではワンゲル部だったそう
ですが、登山中に高山病にな
らないようにするため、周到
なトレーニングと、念入りな
準備をしてからアフリカに行
き、登ったそうです。ジョー
クも交えつつ、楽しくお話し
ていただきました。

今後の一木会予定
☆6 月（6 月 7 日）
【第 2７4 回一木会】
テーマ：
「都心マンション建替えの課題と再生のヒント」
ゲスト：山村 信二 氏（旭化成不動産レジデンス株式会社
開発営業本部 プロジェクト開発室 室長代理）
☆７月（７月５日）
【第 2７５回一木会】
テーマ：
「
（仮）９２歳が語る、葛飾に残る伝説の紙芝居“小管どん”
“ガラメキ渕”
」
ゲスト： 斉藤昭一 氏（賃貸型コーポラティブハウス「あるじゅ」の大家さん）

第 18 回通常総会が開催されました
去る 5 月 24 日（木）としまち研の第１８回通常総会が開催されました。
牧野理事の開会の辞から始まり、総会成立報告、理事長挨拶が行われ、続いて、来賓
のお二人からご挨拶をいただきました。まず、不燃公社の石毛再開発第２部長から、続
いて、住宅金融支援機構の森山広域金融機関業務部長から、それぞれ
ご挨拶と、としまち研へのエールをいただきました。
会員の増減報告では、昔からの会員の鎌田博介氏が逝去されたこと、
▲首都圏不燃建築公社
数名がご都合でおやめになる一方で、若い方も 3 名入会してくださっ
石毛部長
たことが報告されました。
議長には大瀬さんが選出され、議案審議が始まりました。
平成 29 年度事業報告、収支決算報告。いずれも賛成多数で承認されました。
▲住宅金融支援機構
続いて平成 30 年度事業計画案と収支予算案がそれぞれ報告され、こちらも無事、
森山部長
異議なく承認されました。
次に、ＮＰＯ法改正に伴う「としまち研の定款」変更が提案・承認されました。
全ての議案が承認され、田辺理事による閉会の辞をもって、総会を終了しました。
今年度は、マンション大規模修繕の分野での素晴らしい取り組みが行われたこと、具体的な数件の
コーポラティブハウス事業分野における取り組みの可能性が出て
きたことなどが特筆されるところです。
NPO は、非営利活動法人とはいえ、しっかり事業に取り組んで
人件費や事務所経費を獲得しないと存続の危機となります。「社会
の諸問題を捉え、問題解決の手法や方策を調査・研究し、実践し
ていく組織」としての自覚をし、創意工夫をして「としまち研再生」
をめざす総会となりました。
（としまち研理事長 杉山 昇） ▲第１８回通常総会に参加された皆さま
（２）
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平成 30 年度 ＨＣ財団「住まい活動助成」対象団体に決定しました！
近年、としまち研では築 30 ～ 40 年を超えるマンションの再生に関する相談や検討をお手伝いする
案件が増えています。そのようなマンションでは、建物の老朽化とともに所有者や居住者の高齢化率も
高く、管理組合活動への参加率の低下や役員のなり手不足、コミュニケーションの希薄化による高齢居
住者の孤立化への懸念などの問題がよくあげられます。
超高齢化や単身化が急速に進む現代社会において、特に高齢居住者で親族が不在、あるいは遠方にい
る場合、万一に備えて、緊急時の連絡だけでなく、本人が意志決定できなくなった時のマンションの管
理や、死亡時の処分などを安心して任せられるしくみが必要と考えます。
そこで、ハウジングアンドコミュニティ財団の住まい活動助成に、「高齢単身マンション所有者の資
産管理を支援するシステムの提案」をテーマとした取り組みで応募しましたところ、審査を経て助成対
象団体に決定しました。４月から勉強会を２回開催し、現在、夏から秋にかけてマンションの管理組合
や高齢区分所有者の方へヒアリングを行う準備をしています。
次回の勉強会は 6 月 25 日 ( 月 )18:30 ～です。関心をお持ちの方ならどなたでもご参加いただけま
すので、事務局へご連絡下さい。
（としまち研事務局 関 真弓）

神田珈琲園の建替え計画をお手伝い中です
現在、JR 神田駅付近では、鉄道高架構造物の耐震補強工事が行われています。
神田駅高架下で６０年間営業を続けてこられた喫茶店「神田珈琲園」も、この工事
に伴い、一時的に休業し、店舗の建替えを行うこととなりました。
ご縁があり、現在としまち研では、「わ会」のメンバーを中心として、神田珈琲園
の建替え計画をお手伝いさせていただいております。
調査のため、休業前のお店にお邪魔すると、６０年間の歴史が分かる写真とともに、
壁いっぱいに休業を惜しむメッセージが飾られていました。内容を見てみると、お客
様それぞれに様々な楽しみ、目的があって通われていたことがわかります。
再オープンを楽しみにされている方々の期待に少しでも答えられるよう、これまで
の魅力を継承しつつ、より良い神田珈琲園になるよう取り組んで参りますので、どう
▲神田珈琲園
ぞよろしくお願いいたします。 ※「わ会」は、若手が中心となって活動する、とし
まち研内のグループのひとつです。
（としまち研理事 牧野恭久）

「第 7 回まちづくり法人 国土交通大臣表彰」審査委員長賞を受賞しました！
としまち研では、東松島市の推薦を受け、同市あおい地区での取り組みを中心として、「第 7 回まち
づくり法人 国土交通大臣表彰」にエントリーを行っていましたが、５月２１日に「審査委員長賞」受賞
のお知らせをいただきました。
ＮＰＯとして、人と人の繋がりを大切にする、住まいを核としたまちづくりへの取り組んできた経験
をもとに、東松島市あおい地区で、3 年間にわたり、被災住民主体のコーポラテイブ方式によるまちづ
くり支援を行ってきましたが、そのプロセスを書籍として出版した経緯などをまとめて応募しました。
審査委員長賞に選定された理由としては、「法人設立以降に培った住民主体のまちづくりの経験を活
かし、宮城県東松島市『あおい地区まちづくり整備協議会』において、住民主体のまちづくりを支援す
るためのワークショップや広報活動を行うことにより、被災地の復興に貢献しており、公益性の高い取
り組みであると評価された」となっています。
（としまち研理事 三浦 史郎）

おいらのくらし

『おいらのくらし』は今号では休載です。次号からの再開をお楽しみに。
（３）
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各部会・委員会の平成３０年度活動計画
●コーポラティブハウス部会
様々な可能性に目を向けながら、共同建替えやコーポラティブハウスの事業化を目指して、粘り強く取り組み
ます。また、コーポラティブハウス同士の情報交流や管理活動の支援を通して、今後としまち研が取り組むコー
ポラティブハウスの特色なども、あらためて考えていきます。
●マンション再生部会
主に、新耐震基準（S56．６．１施行）以前に建設され耐震性が不足しているマンションの再生や、コー
ポラティブハウス等の大規模修繕、管理組合活動の支援に取り組みます。また、部会員やとしまち研会員の修
繕に係る技術力向上のための勉強会や情報交換等も行います。
●人と暮らし部会
今年度も“ひとりでも安心して暮らせる住まいづくり”を基本目標に、シェアハウスの企画・運営、つながりの
家（コミュニティハウス）構想の具体化、高齢区分所有者の資産管理を支援するシステムの検討、住宅確保要配
慮者向けの取り組みの検討などを行います。
●総務広報部会・災害復興まちづくり支援委員会
総務広報部会では、土地活用や共同建替え、マンション再生、空き家活用などの相談窓口となるホームページ
の更新、
としまち研の活動をより広く知ってもらう『おいらのまち』やメルマガの発信などに取り組みます。また、
会員同士で仕事や活動の報告会も企画します。
災害復興まちづくり支援委員会では、昨年発行した「日本一住みやすいまちをめざして」の普及に力を入れる
とともに、復興事例の研究を重ね、首都直下型地震に対する減災・事前復興まちづくりの研究と提案を進めます。

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

６月１８日（月） コーポラティブハウス部会

６月２１日（木）

総務広報部会
災害復興まちづくり支援委員会

６月２７日（水） 人と暮らし部会

６月２０日（水）

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。

編集後記
先日開催された第１８回としまち研通常総会で、事務局竹内はとしまち研に来て 1 年が経ちました。
昨年の通常総会の日が初出勤日でしたが、特に説明もないまま総会に出席し、良く分からないまま名
刺を配っていたのを思い出します。あの時は、もしかしてとんでもないところに来てしまったのでは
と･･･頭によぎりましたが、1 年経った今では、すっかり慣れてしまったように思います。
慣れたことが気の緩みとなって、大ポカをやらかすのが 2 年目の定番ですが、そんなことにならな
いよう、気を引き締め直して業務に当たりたいと思っています。そのためにも、コーポラティブハウ
ス事業やマンション修繕などで、現場に出たいところです！
（としまち研事務局 竹内 房弥）
〒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）

としまち研の現在の会員数
正会員 6１人 賛助会員 3０人
編集発行人 五十嵐 一博
事務局担当 竹内 房弥

