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（１）（４）

第９５号 おいらのまち   ２０１８・９

としまち研の現在の会員数

正会員 ６２人　賛助会員 ２９人

編集発行人　五十嵐 一博

事務局担当　竹内 房弥

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。

第９５号 おいらのまち   ２０１８・９

　編集後記

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。

 　１０月３０日（火）

　１０月　５日（金）

　１０月　２日（火）

　１０月３１日（水）

『大転換への備え』　黒須 良次

　いつ頃からか、世間で “○○ファースト”と謳うようになった。

　商売の上で、お客様第一というのは、お客様に喜んでもらうことが一番大事、日々それに励みますと

いうことだ。しかし、政治家が、市民・国民が第一と有権者を持ち上げ、何をしようというのか？

　政治における“○○ファースト”とは、政権と民のために、自分達の社会と経済が先、それ以外は後、

それでいいでしょう！という安直な呼びかけか。

　それが行き過ぎると、社会全体が、差別的・競争的な方向に押し流されていく。

　つい最近、自国優先主義が進むと、世界は貿易戦争・通貨安戦争に陥り、経済はデフレからインフレ

に大転換するという賢者の予測を聞いた。

　インフレは、借金大国には都合がいい。しかし、長いデフレ不況下でも何とか平穏だった市民、特に

高齢者の生活事情は激変するだろう。

　僅か１０数年で物価が 2 倍にもなる社会は想像できないが、一人ひとりが経済の大転換に備える必要

があるようだ。　　　　　　　　　　　　　※次号の『ひとりごと』は鎌田 智州さんです。お楽しみに。

　としまち研事務所のある COMS HOUSE は、としまち研設立の年である、

２０００年の秋から取り組み、２００２年５月に完成・入居した、としまち研

のコーポラティブハウス第１号です。

　４名の地権者の皆さんのニーズを伺い、土地の評価の調整をして、基本合意

書を取り交わし、参加者の募集を始めました。

　当時の神田は都心回帰の前であったため、地上げにより「都心の過疎化」が進行し、住人も少なく、

高齢者が目立つ状況でした。私の友人のなかには「神田なんか人の住む所じゃないぞ」と評価する人も

いましたが、今では住人もだいぶ増えて、魅力ある都心の下町になっています。

　当初計画では住宅 12 戸・事務所等 3 区画、地権者の取得住戸・事務所を除いた１０戸を募集したと

ころで、２戸分をつなげて１戸にしたいという応募者もいて、最終的な募集住戸は 9 戸となりました。

　地権者＝東松下町々会員に相談して、町会長さんに募集説明会にきていただき、「地元の町会として

歓迎する」というお話をしていただきました。まさに地権者参加型＋地域コミュニティ再生型のコーポ

ラティブハウスの原型となりました。　

　完成してから 16 年、現在までの間に、それぞれのご家族の事情で入れ替わりもありましたが、今回『お

いらのくらし』にご寄稿いただいた富田さんは、結婚を機に転居し、また戻ってこられたのですが、入

居時はまだ中学生でした。それが今はお母さんになって、COMS HOUSE での暮らしを評価していた

だいている･･･。“コーディネーター冥利に尽きる”とはこのことか、と喜んでいる私でした。

　建替えをお考えの方、もしくはお知り合いの方がおられましたら、是非、としまち研にコーポラティ

ブハウスのご提案をさせてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　（としまち研理事長 杉山 昇）

　９月に入ってから急激に涼しくなり、日中は過ごしやすくなりましたが、朝晩は寒さすら感じるよ

うになりました。季節の変わり目です、皆さま風邪を引かないようにお気を付け下さい。

　月初めには北海道で震度７の地震が発生し、大きな被害が出ました。短期間で復旧したようですが、

広範囲で停電が発生するなど、もし真冬の北海道だったらと考えると、ゾッとする思いです。

　東日本大震災で被害を受けた東北各県から、すぐに物資や人員が提供されたという話に思わずため

息が出る一方で、報道のために駆け付けたとはいえ、報道陣が被災地の炊き出しで食事を要求した（と

言われている）話に、真偽はともかく別のため息が出る昨今です。　  （としまち研事務局　竹内 房弥）

千代田まちづくりサポート

「はじめて交流会」に参加しました

コーポラティブハウスの効能

コーポラティブハウス部会

看板建築『海老原商店』にて個展開催予定

としまち研が保存活用

に協力中の看板建築

『海 老 原 商 店』に て、

画家の長井朋子さんの

個展が開催予定です。

入場料は無料となって

おりますので、興味を

お持ちの方は是非お出

かけ下さい。

10/19 ～ 11/18 の期間中

金・土・日の１３時～ 20 時に開催

★入場料は無料です★

長井朋子さんのホームページはこちら

http://tomokonagai.com/

　としまち研で事務局業務を受託している NPO

コーポラティブハウス全国推進協議会にて、下記

により、第102回研究学習会を開催します。

　としまち研の理事でもある大木祐悟さんに、

「四谷コーポラス」のお話をしていただきます。

　コープ協の会員以外でも参加できますので、興

味をお持ちの方は是非ご参加ください。

記

日時：10月3日（水）18:30～20:00

会場：としまち研会議室

参加費：1,000円

講師：大木 祐悟 氏

 テーマ：「四谷コーポラス-日本初の民間分譲マン　　

　　　　　　　ション誕生から建替えに至るまで」

　8 月 22 日（水）夜、六番町のカフェ・

アマルフィーの地下１階にて開催された「は

じめて交流会」に、「神田珈琲園」の再生プ

ロジェクトチームで参加しました。

　代表兼オーナーの八戸さんより、参加者

の皆さんへ再生にかける熱い想いが語られ

ました。神田珈琲園の再生に乞うご期待！

第 102 回  コープ協研究学習会にて

としまち研理事の大木祐悟さんが講師をします
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第９５号 おいらのまち    ２０１8・９ 第９５号 おいらのまち   ２０１８・９

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。

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）

　６月から実施してきた勉強会「長期修繕計画の作り方」ですが、９月３日

に開催した第３回勉強会をもって、無事に終了しました。勉強会に参加して

いただいた皆さま、ありがとうございました。

　第１回は「長期修繕計画とは」として、第２回は「長期修繕計画の項目設

定のしかた」として、それぞれ勉強をしてきました。

　最終回となる第３回では、「簡易診断とは」として、建物の簡易診断の概要と、

どのような項目に基いて診断を行うのかを勉強しました。

　建物の簡易診断は、長期修繕計画にとっても、大規模修繕工事にとっても、入口と言えるものです。

　長期修繕計画で集めたデータだけでは判断が難しい、建物の最新の劣化状況を把握することで、長期

修繕計画自体を修正したり、大規模修繕工事の必要性を判断することが出来るため、どちらにとっても

非常に重要なステップになります。また、前号の記事で「知ろうとする姿勢が重要」と書きましたが、

簡易診断はまさにうってつけと言えます。専門家でなくとも、目視調査しか出来ないとしても、劣化を

意識して建物を見て回るということは非常に有効です。管理組合の新人理事さんにもおすすめです！

　３回に渡って実施した勉強会の最後のまとめとして、配布されたチェックリスト

を元に、自分の住む建物の簡易診断を実践してみよう！という宿題が出されました。

　１１月のマンション再生部会では、その結果を持ち寄って意見交換等を行う予定

になっていますので、参加していただいた皆さまには、ぜひ実践していただき、意

見交換にもご参加いただければと思います。

　マンション再生部会では、今後も勉強会の実施を検討しています、何か勉強した

いテーマがあれば、としまち研までご連絡下さい。　（としまち研事務局 竹内 房弥）

マンション再生部会主催勉強会「長期修繕計画の作り方」 を開催しました

今後の一木会予定

　☆１０月（１０月４日）【第 2７８回一木会】

　　　テーマ：「住まいに魅せられて PART2 - 住宅政策から居住政策に至る真の道」

　　　ゲスト：中島 明子 氏（NPO すみださわやかネット理事長

　　　　　　　　　　　　   和洋女子大学名誉教授・和洋女子大学総合研究機構特別研究員）

　☆１１月（１１月１日）【第 2７９回一木会】

　　　テーマ：「東松島市あおい地区のその後（仮）」

　　　ゲスト： 三浦 史郎 氏（としまち研理事・災害復興まちづくり支援委員長）

NPO コープ協「コーポラティブハウス管理組合ネットワーク」設立に向けて

☆第２７６回一木会（２０１８．８．２） ☆第 2７７回一木会（２０１８．９．６）

　「照明をこよなく愛する 53
歳男子」と自称される雨宮 卓
さん（studio lights 代表）に、
ＬＥＤ照明やこれからの時代
の有機ＥＬ照明など、照明の
歴史や展望についてお話いた
だきました。雨宮さんは、照
明学会、照明工業会、設計事
務所・ゼネコン設計部、美術
系大学などでも照明セミナー
をされるなど照明を中心に幅
広い活動をされています。

　早稲田大学法科大学院教授
にして、としまち研で事務局
業務の委託を受けている一般
社団法人日本マンション学会
の会長もされている鎌野邦樹
先生に、「マンションの高齢
者の見守りは誰の仕事か」と
いうテーマで、奥の深いお話
をしていただきました。とし
まち研の今後の取り組みにも
関わるお話でしたので、参考
にさせていただきます。

　としまち研で事務局業務を受託している NPO コーポラティブハウス全

国推進協議会（略称：コープ協）では、一昨年度より、築 30 年以上のコー

ポラティブハウス管理組合意見交換会を開催しています。

　これまで計８回の会合のうち、４回は現地見学を兼ねて各コーポラティ

ブハウスの経緯や管理活動などについてお話を伺い、「建物の高経年化＋入

居者の高齢化」という２大共通課題に対して、様々な工夫や取り組みなど

の情報交流を重ねてきました。

　この交流をひろげ、相互支援によりコーポラティブハウスが将来にわたって良好に持続していくこと

を目的として、「コーポラティブハウス管理組合ネットワーク」（略称：コープ管理ネット）を 10 月下

旬に立ち上げることになり、準備を進めております。

　現在、東京・千葉・埼玉・神奈川にある概ね築 20 年以上のコーポラティブハウスに参加を呼びかけ

ております。管理組合以外でも、活動に協力していただける個人の方も参加できます。関心をお持ちの

管理組合・個人の方はぜひお問い合わせください。　　　　　（としまち研 コープ協事務局担当 関 真弓）

「高齢単身マンション所有者の資産管理支援システム研究会」について

　ハウジングアンドコミュニティ財団の助成を受け、４月から取り組んでいる研究会ですが、台風で急

遽延期となった第５回研究会は、１０月１６日（火）１８：３０から開催することになりました。

　としまち研にはマンション再生部会があり、長期修繕計画・大規模修繕工事・マンション建替え・管

理規約改正などに関するコンサルタント業務として、幅広い取り組みを行っています。

　世間では「マンションサバイバル時代」という特集が組まれている雑誌が売り出されています。先日、

都心の書店で買おうとしたら「売切れ」とのこと。関心の高い分野になっていることが窺えます。

　この研究会は、家族関係が変わってきている現代において、高齢単身マンション所有者に焦点を合わ

せて支援しよう、そしてマンションのスラム化を防ごうというテーマのもとに取り組んでいます。

　しかし、管理組合・管理会社・高齢区分所有者などへのヒアリング、即ち、研究会における検討内容

の裏付けとなる部分へのアプローチが弱い傾向がありますので、本紙をお読みいただいている皆さまの

ご支援をお願いするものであります。ご協力いただけるという方がいらっしゃいましたら、としまち研

事務局までご連絡下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（としまち研理事長 杉山 昇）

　今年の 2 月に「COMS HOUSE」へ引っ越してきました。結婚

を機に転居していましたが、COMS HOUSE へ戻って来ました。

　我が家は、夫と 1 歳 3 ヶ月の長男、私の三人家族です。

　小さい頃から育った COMS HOUSE を離れ、他の集合住宅に住

んで改めて感じたことは、知らない人だらけの地域行事に参加する

ことのハードルの高さでした。また、近隣や上下左右の部屋に、　　

どのような人が住んでいるのかわからないことへの不安もありました。

　家庭を持ってみて一番に感じることは、地域の方々の温かい「見守りの目」があることです。

人と人との交流やつながりがあることで、防犯面でも安心して生活をすることができます。

　都心にありながら、町会活動やお祭りなど気軽に声をかけていただき、地域住民の行事やコミュ

ニティに参加できる環境は、両親から引き継いだ財産として感謝しています。

　今後は、皆様に育てていただいた感謝の思いをお返しするつもりで、地域行事に協力させてい

ただこうと思っています。よろしくお願いいたします。（COMS HOUSE 富田 雅之・一樹・秀明）

宿題

▲入居時の懇親会の様子

▲第３回勉強会の様子

▲現地見学の様子


