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各種相談活動への取り組み
先日、としまち研の会員であり、秋田で不動産会社をされている「有限会社都
市クリエイティブ」の長坂 博行氏とお話をする機会がありました。
長坂氏は、主にマンションの終活関連でいろいろな相談活動をされています。
舞い込んでくる相談事に対応するのは、不動産コンサルティングマスター・行
政書士である長坂氏自身と、司法書士や行政書士などの専門家グループ。
このような相談活動には信頼が重要ですから、日々相談事が舞い込んでくると
いう長坂氏の評判はとてもよいのではないかと思いますし、積極的に相談を受ける中で、事業に繋がる
案件も多くあるそうです。
そんな折、ふと考えてみれば、としまち研のこれまでの取り組みの多くが、相談活動そのものである
ことに気付きました。例えば、としまち研プロデュースのコーポラティブハウス第１号である COMS
HOUSE も、４人の地権者のお一人から、「デベロッパーに共同建替えの相談をしたが、一部条件が合
わず撤退してしまったので、何か提案して欲しい」とご相談を受けたことからスタートしました。
コーポラティブハウスであったり、マンションの建替えであったり、空き家の活用であったりと、こ
れまでに取り組んできた業務は様々ですが、やはりその多くが「相談」からスタートしています。
これらの相談経験を活かし、事業に繋げていくためには、相談が来るのをただ待っているのではなく、
長坂氏のように積極的な姿勢を意識することが重要かと思います。
今後、私個人としてもとしまち研としても、長坂氏の活動に学び、積極的に頑張りたいと思っています。
この記事をお読みになり、相談したいと思うことがありましたら、是非ご連絡下さい。
（としまち研理事長

おいらのひとりごと

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。

『“共同活動に参画する”“社会の動きに加わる”ことのなんと難しい事か』 風間 圭司
自宅マンション管理組合の役員にくじ引きで当たったこの２年、役員会意思疎通の場「サイボウズ」
に対応できず、心ならずもお荷物となってしまった。
間尺に合わない契約先は、やり慣れない仕事でも資料を揃え、総会で変えてしまう。インターネット
を自由に駆使するパパ・ママたちの企画力や実行力には、全く脱帽だ。
現役を離れて２０年弱。世界の動きに遅れ始めた日本以上に、自分も鈍くなってしまったことを痛感
し、“休まる居場所づくり”を考えるようになった。
２年前、自分の本拠地は歩いて１５分程の所だった。長年のまちづくり活動が実り、区画整理事業の
進展で来年春には建物も完成するが、住めば“都”とはよく言ったもので、妻と２人、今のマンション
にこれからもお世話になりたいと話している。
“終の棲家”と言われるが、年齢に応じた住まい方を求め“地域内で人が移り住む仕組み”のほうが
長寿社会に適しているようだ、と思えてきた。
※次号の『ひとりごと』は吉本 佳子さんです。お楽しみに。
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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２９０回一木会（２０１９．１０．３）

☆第２９１回一木会（２０１９．１１．７）

阿部 俊彦氏（住まい・まち
づくりデザインワークス共同
代表）に、東日本大震災の被
災地、宮城県気仙沼市の中心
市街地の内湾地区での、行政
による防潮堤の計画につい
て、当 初 か ら コ ー デ ィ ネ ー
ター・プランナー・設計者と
して関わってきた立場から、
そのプロセスについて詳しく
お話しをしていただきまし
た。

中国上海に拠点を置く設
計 事 務 所「Studio@（ス タ
ジオアットマーク）」の梅澤
豪太郎氏に、これまでの作
品を見せていただきながら、
Studio @ の取り組みをご紹
介いただきました。
日本の設計事務所の業務
といろいろと違う部分が多
く、驚 く と 共 に、大 変 参 考
になるお話でした。

今後の一木会予定
☆１２月（１２月５日）
【第２９２回一木会】
テーマ：
「満州史跡スタディに参加して ～大連・旅順・哈爾浜･長春・瀋陽・撫順を訪ねて～」
ゲスト：説田 仁子 氏（一級建築士）
☆１月（１月９日）
【第２９３回一木会】
テーマ：
「
（仮）ハウジングファースト試行の 20 年」
ゲスト： 大崎 元 氏（一級建築士 / 有限会社 建築工房匠屋）

ハヤマビルで「みんなで建物調査」を実施しました
世田谷区代田にあるハヤマビルは、昭和４４年竣工のマンションで、現在
としまち研では、ハヤマビルの再生方針検討に係わる支援業務として、建物
調査診断やアンケートの実施などを行っています。
去る１０月２６日（土）に、支援業務の一環として「みんなで建物調査」
の実施と、事前に実施していた建物調査診断結果と、住民アンケートの結果
報告を行いました。
▲屋上での説明の様子
当日は天候にも恵まれ、みんなで建物調査には１４名の方に、その後の建
物調査診断結果・アンケート結果の報告には１０名の方にご参加をいただきました。ご参加いただきま
した皆様、ありがとうございました。
みんなで建物調査では、屋上の防水や鉄部等の状況説明からスタートし、廊下での配管劣化の状況説
明や、壁の打診体験を経て、外構部を回りながら、外壁や樋などの劣化状況を確認して終了となりまし
た。ご参加いただいた方からの質問や要望も多く、時間ぎりぎりまで充実した内容となりました。
続いて、別会場にて調査診断報告とアンケート結果報告を行う予定となっていたため、時間に限りが
ありましたが、もう少し開始時間を早めて、見て回る時間を延ばした方が良かったかもしれません。課
題に合わせた開催時間を設定出来るよう、今後の改善点としたいと思います。
調査診断結果・アンケート結果報告では、事前に実施していた目視調査や
機械調査等のご報告と、お住まいの皆様から希望や要望を伺うためのアン
ケート結果のご報告を行いました。意見交換でも、現状の課題や今後の方針
について質問が飛び交い、熱い議論が交わされました。
現在ハヤマビルは、耐震補強の検討と修繕の検討の間にあり、様々な課題・
問題が生じています。今後も最大限サポートをしていきたいと思います。
（としまち研事務局 竹内 房弥）
▲廊下での説明の様子
（２）
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西早稲田シェアハウスで懇親会などを開催しました！
としまち研と TMK サポートで運営を行っている「西早稲田シェアハウス」
で恒例となっている、共用部の清掃とミーティング、そして懇親会を１０月２
７日（日）に実施しました。
屋外清掃チームは植栽の剪定作業です。約 3 ヶ月前に剪定を行った植栽です
が、夏を越えてあっという間に生い茂っていました。剪定中に大きなハチが現
▲剪定作業の様子
れるハプニングがありましたが、ケガもなく無事に完了。
室内清掃チームはキッチンやトイレ、お風呂などの水廻りを中心に、共有リビングの床掃除も行いま
した。時間が間に合わずに床清掃は途中までになりましたが、見違えるほどピカピカになっていました。
一息ついた後はミーティング。１０月に新たに入居された留学生の方を交えて、コミュニケーション
や清掃等で何か問題が起きていないか確認をしました。日本語での表現が難しい時には英語で会話をす
るなど、色々な言語が飛び交うのも、西早稲田シェアハウスの魅力と感じました。
ミーティング後には手分けして買い出しを行い、みんなでお鍋を囲んで懇親会。美味しい料理にお酒
も進み、楽しい秋の夜となりました。
（としまち研理事 五十嵐 一博）

神田珈琲園再生プロジェクト

進捗状況のご報告

１１月１０日（日）に、普請部門での助成を受ける「千代田まちづくりサポート」
の中間発表会と、「普請部門の活動現場を巡る見学会」が行われました。
今回は計画敷地の視察ということで、審査員や千代田まちづくりサポートを受
けて活動されている方々が２０名ほど見学に来られ、実際に高架や敷地の状況を
▲視察の様子
見ながら建築計画の説明を行いました。
資材不足によりまだ現場が始動しておらず、建物の位置を示す地縄が張られただけの状態でしたが、
高架躯体と計画建物の離隔の少なさ、高さに制約がある現場での問題点等をお話することができました。
沢山の人が利用する神田駅の高架躯体ですが、普段は隠れているためなかなか内部を見る機会はない
ので、
「この躯体を美しく見せる方法はないか」「この壁面をなにかに利用することはできないか」など、
様々なアイデアをいただきました。
12 月からようやく本格的に現場が動き出しますので、次回の記事ではいよいよ鉄骨躯体が組み上がっ
た現場の状況報告ができると思います。
（としまち研理事 牧野 恭久）

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。

桜ハウスに入居する為に東神田から引っ越してきて１６年目になります。としまち研さんのご
尽力もあり、神田東松下町は徐々に変貌を遂げてきました。
平成１３年以来、町内にコーポラティブハウスが３棟出来ました。また、町内にある千桜小学
校跡地を千代田区が活用して、区営東松下町住宅９９戸、高齢者住宅（こもれび千桜）３０戸、
民間タワーマンション（アルファグランデ千桜タワー）２７６戸が建設されました。その結果、
町内の人口は、平成１３年の１２７名から、今年は１０２３名と、大幅に増加しました。
これだけ増えると町内のラジオ体操や餅つきイベントへの参加人数も増え、町内が活気づいて
きたことを肌で感じています。また、１６年も経ちますと、引っ越してきた当時の子供たちが成
人し、独立していくわけですが、入居者の入れ替わりもあってか、最近はまた子供たちが増えて
来て、町内の活性化と併せて嬉しく思っています。
私自身も、東松下町々会に温かく迎えていただいて以来、精力的に町会活動に参加し、現在は、
及ばずながら副町会長兼会計部長として、健全な町会運営を目指して活動させていただいており
ます。
（桜ハウス 宮永 澄）
（３）
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M-net が開催するイベントにて

その他のイベントのご案内

事務局の関が講演を行う予定です

◆マンションコミュニティ研究会主催

マンション維持管理支援・専門家ネットワーク
（略称 M-net）が開催するイベントにて、としま
ち研事務局長の関が講演を行います。
講演テーマは「マンション再生の現場から見え
た課題と対策」となっております。
参加費は無料ですので、興味をお持ちの方は、
ふるってご参加下さいますようお願い致します。
日時：2019 年 12 月 21日（土）
14:00 ～ 16:30（受付は 13:30 から）
会場：主婦会館プラザエフ 3 階 主婦連合会会議室
★要事前申込み、お申込・お問合せは以下から★

第１９回フォーラム

「マンションの終わりを想定した
管理組合運営の意味を考える」
終わりの想定がある
定借マンションの住民意識から学ぶ

日

時：2019 年 12 月 4 日（水）
18:30 ～ 21:15
会 場：日比谷コンベンションホール
参加費：1,000 円（資料代 / 当日支払）
★杉山理事長も事例紹介で登場します★

株式会社象地域設計 担当 松木・安達・髙橋
TEL 03-3601-6841 / Mail zo-3@jade.dti.ne.jp

マンションコミュニティ研究会 HP は以下
▷ https://www.mckhug.com

としまち忘年会のご案内

としまち研
各部会・委員会の次回開催予定
コーポラティブハウス部会
人と暮らし部会

１月１６日（木）
１２月 ６日（金）

マンション再生部会

１月２０日（月）

総務広報部会
災害復興まちづくり支援委員会

1 月 1５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。

今年も残すところ後 1 ヶ月となりました。
毎年の恒例となります、としまち研忘年会
についてご案内をさせていただきます。
としまち研会員の皆様は、ふるってご参
加下さいますようお願い致します。
日時：2019 年 12 月１２日（木）
18：３０から開始
会場：藤の家（去年と同じお店です）
神田東松下町 10-2
翔和神田ビル 地下１階
会費：3,500 円（税込）
★飲み放題コースとなります

編集後記
もういくつ寝ると…お正月？１１月も終わり、今年も残すは師走のみとなりました。少し前から続
いた雨の影響か、急激に冷え込むようになりました。皆さま風邪をひかれないよう、ご注意ください。
毎年この時期になると足音が聞こえてくる、年末の魔物ことインフルエンザですが、今年のヤツは
一味違うようです。近年発売されたばかりの抗インフルエンザ薬である「ゾフルーザ」、１錠飲むだ
けでかなり高い効果が得られるという事で、一躍インフルエンザ治療薬のエースとなっていましたが、
どうやらこの薬に耐性を持った薬剤耐性ウィルスが発生し、流行する懸念もあるようで…。
薬に頼りきらず、しっかりと予防を心がけた方が良さそうです。 （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 ６０人 賛助会員 ２７人
編集発行人 五十嵐 一博
事務局担当 竹内 房弥

