ＮＰＯ法人グリーンオフィスさやま・１５年のあゆみ
年 度
2001 年

2002 年

2003 年

主な取り組み
●「（仮称）グリーンオフィス２１検討会」発足
・これまでコミュニティ活動の中核をなしてきた緑化
推進本部からこれからの高齢・少子化社会、循環型
社会、情報化社会等の社会的変化を見据え、ハイツ
の人的パワーを有効に活かし、持続的な発展を図る
ため、関係団体がゆるやかに連携し、コミュニティ
活動を牽引していく新たなネットワーク型組織とし
て「（仮称）グリーンオフィス２１」の発足を提案
・自治会、管理組合、関係団体の参画を得て、ＮＰＯ
法人化に向けての学習会を開催（４回）
・ＮＰＯ設立準備会（１０回）、発起人会、住民説明会
を開催
・ＮＰＯの名称を「グリーンオフィスさやま」と決定
・会員募集（正会員３８名、賛助会員２４名）
●設立総会開催、設立申請
・設立趣旨：新狭山ハイツで長年培わ
れてきたコミュニティ・マネジメン
ト力を活かしつつ、「安心して楽し
く住み続けられる街づくり」をめざ
す公益的な事業に積極的に取り組む
母体として、「特定非営利活動法人
グリーンオフィスさやま」を設立す
る。この法人は、環境に配慮した・
生活者にやさしい・遊び心でふれあ
いを育む・安心して住める４つのコ
ミュニティづくりを目標とする。
・事業概要：環境保全支援、地域活性
化支援、情報化支援、福祉活動支援、
住宅管理支援
・担い手の構成：右図参照
・活動目的：主に埼玉県狭山市及びそ
の周辺地域を対象に、安心かつ楽し
く住み続けられる街の実現に係る事
業を行い、公益に寄与する。
・特定非営利活動の種類：保健、医療又は福祉の増進、
社会教育の推進、まちづくりの推進、文化、芸術又
はスポーツの振興、環境の保全、災害救援、地域安
全、国際協力、子どもの健全育成に係る活動、その
他上記活動を行う団体の運営活動に関する連絡、助
言又は援助の活動
●ＮＰＯグリーンオフィスさやまの登記、発足式開催

備考（執筆、委員、講演、マスコミ紹介、視察等）

＜書籍・マスコミによる紹介＞
・ＳＳＣＣジャーナル学科ぐるーぷ７による「つ
れづれなるままに」で本法人が紹介される

＜法人設立以前からあった担い手＞
・緑化推進本部 1975 年発足
・楽農クラブ 1999 年発足
・生ごみリサイクルを進める会 2000 年発足
・たすけあいの輪 2000 年発足
・わくわく自然園を守り育てる会 2001 年発足

＜委員等の就任＞
・首都圏における自然環境の総点検に関する三富
新田ワーキンググループ会議の委員に就任（毛
塚）
・さやま環境市民ネットワーク設立に参加（毛塚、
土淵、20０7 年度にＮＰＯ法人化、本法人が
会員（正会員４９名、
会員加入）
賛助会員４０名、法人
会員５社、計９４名・
＜講演・講義・報告＞
社）の内、約 60 名が
・狭山市職員特別研修会で「地域から取り組む環
参加し、本法人の発足
境配慮」を講義（毛塚）
を祝う
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・サテライト（21－101）、ＨＰ、電話開設
・狭山市の地域情報誌『サニープレス』で“地域
・「ＮＰＯじおす瓦版」発行（年２回、以後継続）
住民がＮＰＯ法人設立”と紹介
・緑化推進本部が活動日を月２回に増やすことを契機 ＜視察・取材協力＞
に、内１回に有償ボランティアの仕組みを導入
・福生市環境市民会議の視察に対応（毛塚）
・入間川七夕まつりクリーンボランティアに参加（緑
化推進本部、以後継続）

2004 年

・上赤坂の森クリーン活動に主催者の一員として本法
人が協力（以後継続）
＜受賞・表彰＞
・わくわく自然園を守り育てる会「第８回狭山市茶の
木賞」を受賞
●第１回通常総会を開催
＜執筆＞
・堀小２年生の野外授業「ハイツたんけん」、また堀小 ・（財）住宅生産振興財団発行の雑誌『家とまち
の地域子ども教室・ほりっこによる「ビオトープた
なみ Vol23．No1』の特集「コミュニティと管
んけん」に協力（わくわく自然園他、以後継続）
理」で“セルフエイドによるまちづくり３０年
・自治会より「新狭山ハイツ電話帳製作」を受託（印
の歩み”を寄稿（毛塚）
刷工房）
・管理組合から「まるた小屋増改築工事」を受託
（２００５年５月完成、手作り工房）

＜委員等の就任＞
・狭山市環境審議会会長に就任（毛塚、2008 年
度迄）
＜講演・講義・報告＞
まるた小屋増改築工事の棟上げを祝うパーティ
・日本女子大学家政学部の堀越秀子ゼミで本法人
・中古の軽トラを購入（貸し出しも開始）
の取組を紹介（毛塚）
＜受賞・表彰＞
・狭山市社協主催の「ＮＰＯ入門講座」で本法人
・荒れた法面をシバザクラとシランで修景した取組が
の取組を紹介（毛塚）
狭山市の「第２回花いっぱいコンクール（団体の部）」 ・市川市の塩浜ハイタウン第二住宅管理組合で
で最優秀賞を受賞（緑化推進本部）
「緑を介して暮らしを楽しむ」を講演（毛塚）
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・『週刊朝日』の記事
“ふたつの「老い」
と闘うー建物とコミ
ュニティの老朽化に
立ち上がる住民たち
（上）”でハイツが
紹介される（ノンフ
ィクション作家：山
岡淳一郎氏）
（取材協力、毛塚）
＜寄付＞
・新潟中越地震災害に義援金（３万円）、スマトラ島沖
地震災害に義援金（１万円）
2005 年

●緑化推進本部が発足３０周年記念事業を実施
＜講演・講義・報告＞
※バス回転広場の修景、管理事務所脇のブロック塀 ・埼玉県社会福祉協議会主催の研修会で「ハイツ
を塗り壁ワークショップで修景、９号棟南側花壇
における住民福祉の取り組み」を紹介（毛塚）
を改修、戸口の環境整備を支援）
・新狭山ハイツにおける第２回大規模修繕工事見
学会で「ハイツにおけるセルフエイドによるコ
ミュニティづくり３０年」を講演（毛塚）
＜視察・取材への対応＞
・市から受託して
いる生ごみリサ
イクル事業に関
連し、狭山市の
監査委員会の監
査に対応（土淵、
小菅、毛塚）
バス回転広場をハナミズキやウバメガシの生垣等で修景

・さやま緑と里の会と JA いるまの主催の森の手入れ ・入間市の入間台自治会（環境衛生部）役員が、
ボランティア活動に参加（緑化推進本部、以後継続）
生ごみリサイクル事業をはじめ、まるた小屋
・楽農クラブの共同農場にビニールハウスを設置
やわくわく自然園などを視察（土淵対応）
・堀兼小学校区の地域
子ども教室の一環と
して大型紙芝居「ね
がい池」を上演（お
はなし・てづくり☆
ねっと、以後各地で
上演）

2006 年

・休眠状態だった「たすけあいの輪」をＮＰＯの
もとで活動を再開（「手作り工房」で右記の小修
繕等のサービスを開始）
・講演会「地域力を活かした高齢者及び子育て支
援のあり方」を開催（講師：社協の吉田政子氏）
・市内の管理組合が交流し、学び合う機会を市と
共催で設けることを模索（つつじ野団地管理組
合と連携）するが実現せず（当初の呼びかけ人・７
管理組合の交流は２００７年から開催、以後継続）
・ハイツの西側入口にあるまちかど広場の木製デッキ
を改修（緑化推進本部＆手作り工房）
・生ごみリサイクル事業が補助事業から市の業務委託
事業に変更（生ごみリサイクルを進める会）
・わくわく自然園を改修（わくわく自然園を守り育て
る会、（財）サイサン環境保全基金の助成金を活用）

池の防水改修工事

2007 年

・隣接の民有林を「ふれあいの森」としての管理を開
始（緑化推進本部、2012 年に売却され活動終了）
・オオサワストアの閉店に伴い「対策検討会」を開催
（「たすけあいの輪」から呼び掛け）
・専有部給水管更新工事に伴う宅内の整理や粗大ごみ
出し等を支援（たすけあいの輪）
＜寄付＞
・狭山市みどりの基金に３６２千円を寄付（本法人：
１０万円、その他住民や団体：２６２千円の寄付）
・管理組合から受託し、管理事務所脇のブロック塀を
焼き板塀で修景（手作り工房）

ブロック塀を焼き板塀で修景

「たすけあいの輪」の活動の一環として手作り
工房が小修繕等のサービスを開始

＜委員等の就任＞
・狭山市行財政改革委員会副委員長に就任（毛塚、
2010 年度迄）
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・ノンフィクション作家・
山岡淳一郎著『マンシ
ョン崩壊―あなたの街が
が廃墟になる日』（日経
ＢＰ社発行）で“優等生
コミュニティの挑戦”と
して新狭山ハイツの紹介
あり（取材協力、毛塚）
・朝日新聞の記事「ひとつ
壁の向こうで３ー多様化」
の中で本法人の事が紹介
＜講演・講義・報告＞
・狭山市障害者団体連絡会で「ＮＰＯ法人化につ
いて」を講演（毛塚）
＜視察・取材への対応＞
・財団法人住宅管理協会の視察に対応（毛塚）
・専有部給水管工事に関連し、横浜市のグリーン
ヒル鴨志田西団地、ＮＰＯ匠リニューアル技術
支援協会の視察に対応（管理組合＆毛塚）
・所沢市の環境保全団体の生ごみリサイクル事業
などの視察に対応（土淵、毛塚）
・彩の国観光創造塾塾生のモニターツアー「地域
資源を活かしたラーバンライフ」に対応（毛塚）
＜委員等の就任＞
・ＮＰ０さやま環境市民ネットワークに加入（毛
塚が副代表理事、土淵が理事に就任）
・堀兼地区ふるさと
マップづくり実行
委員会の委員に就
任（作成作業をコ
ディネイト、毛塚）

2009 年に完成した
「堀兼のふるさと
マップ」

2008 年

・
「新狭山ハイツリサイクルの会」の解散に伴いアルミ
缶集団回収事業を本法人のもとで継続
・ハイツの魅力をアピールし、ハイツへの転入を促す
チラシ「ハイツからのメッセージ」を作成し配布
・あおやぎ文庫開設３０周年記念事業「愉快なコンサ
ート」に協力（おはなし・てづくり☆ねっと協力）
・講演会「もしもの時にそなえて」
（講師：ＮＰＯライ
フ・アンド・エンディングセンター代表理事・須齋
美智子氏）を開催
・イオン武蔵狭山店の地域貢献事業「黄色いレシート
キャンペーン」に団体登録（年２回、商品券の贈呈
あり、以後継続）
＜寄付＞
・故丸山嘉秀氏のご遺族より２０万円の寄付あり
・自治会広報誌「はいつニュース」の企画・編集を支
援（編集工房、以後継続、2012 年度からは印刷も）
・自治会より「新狭山ハイツ電話帳」の製作を受託
（印刷工房）

恒例の堀兼小学校区の地域子ども教室「ほ
りっこ」によるビオトープ探検（わくわく
自然園を守り育てる会協力）

共同農場における恒例のあおやぎ文庫主
催 のジ ャガイ モや サツマ イモ の収穫 体
験」
（楽農クラブ協力）

2009 年

・堀兼の上赤坂の森
に指定された「緑
のトラスト保全９
号地」の管理作業
に参加（以後継続）

＜講演・講義・報告＞
・団地再生産業協議会＆ＮＰＯ団地再生研究会主
催の「第４回団地再生シンポジウムーよみがえ
る集合住宅団地」で“ハイツにおけるセルフエ
イドによるコミュニティづくり”を講演（毛塚）
＜視察・取材への対応＞
・彩の国さいたま人づくり広域連合のヒアリング
に対応（毛塚）
・和光市のシーアイハイツ和光管理組合の“緑化
活動を主体とする環境への取組”に関する視察
に対応（毛塚、土淵、大竹）

＜委員等の就任＞
・埼玉県みどり再生県民会議委員に就任（毛塚）
・公益財団法人さいたま緑のトラスト協会理事に
就任（毛塚、以後継続）
・埼玉県グリーン・ツーリズム協議会理事に就任
（毛塚、2012 年度から理事長。以後継続）
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・季刊『住む』
（秋号）の特集「集合住宅に住む」
で“30 年後の郊外団地に育ったもの”と題し
てハイツの取組が紹介（毛塚が取材対応）
・彩の国さいたま人づくり広域連合発行の『平成
１９年度行政課題研究報告書―ニュータウン
からみた埼玉県の未来』で本法人を“活動をつ
なぐ組織”として位置づけ、新狭山ハイツの取
組から学ぶポイントを紹介
・ＮＨＫの番組「ご近所の底力―マンションの老
朽化」（１１月１４日放映）で新狭山ハイツが
“建替えせずに修繕で頑張るマンション”とし
て紹介（自治会、管理組合とともに取材協力）

ＮＨＫの「ご近所の底力」の収録風景
（タレントのルー大柴氏がルポ）

＜視察・取材への対応＞
・入間市の環境まちづくり市民会議の“生ごみリ
サイクル事業”の視察に対応（土淵）
・和光市の桂ハイツ管理組合の“専有部給水管更
新工事”に関する視察に対応（管理組合とも連
携して対応）
＜講演＞
・鳩ヶ谷市コミュニティ推進協議会で「環境問題
から考える地域コミュニティ（ハイツの環境保
全活動）」を講演（毛塚）
・東京家政大学の「コミュニティ・ビジネス講座」
で本法人の取組を紹介（毛塚）
・狭山市富士見公民館の東雲大学で「コミュニテ
ィ・ガーデン」を講演（毛塚）
・埼玉県社会福祉協議会＆埼玉県ボランティア・

・講演会「建物の老いと住
み手の老いへの挑戦」
（講師：ノンフィクショ
ン作家・山岡淳一郎氏）
を開催
ハイツは問題を他人任せず
に、面白がって難問を解決
しょうとしている

・第３回大規模修繕工事に関連し、粗大ごみ出しや宅
内の整理整頓を支援（たすけあいの輪）
＜受賞・表彰＞
・「生ごみリサイクルを進
める会」が埼玉県の「第
４１回シラコバト賞」を
受賞

生ごみリサイクル事業
（市のモデル事業）

2010 年

市民活動センターで「つながりが持つちから・
団地と住民の底力」を講演（毛塚）
・埼玉エコ・リサイクル交流集会で「地域資源を
活かしたまちづくり」を講演（毛塚）
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・さいたまＮＰＯセンター
編集・発行の『あったら
いいなみんなの広場』で
本法人の“面白がり屋が
集まる団地の活動からＮ
ＰＯへ”と題して本法人
の取組が紹介（毛塚が取
材対応）
＜視察・取材への対応＞
・千葉市の西小中台団地の視察に対応、“団地の
長寿命化”をテーマに交流（ＮＰＯまちづくり
助っと隊と協働）
・新潟県佐渡市廃棄物対策課の生ごみリサイクル
事業視察に対応（土淵他）
・さいたま市見沼区の区民会議メンバーの視察に
対応（毛塚、北村、田中対応）

●プロジェクト「新生ハイツ３５年プランづくり」に ＜講演・講義・報告＞
着手
・ハイツにおける大規模修繕工事見学会において
※ワークショップ方式（７回開催）で地域課題の掘
「ハイツにおける建物と住み手の老いへの対
り起こしと課題解決策を探る
応」を報告（毛塚）
※事業の起案
※講演会「団地再生」
（講師：ＮＰ０まちづくり助っ
と隊代表・大川隆氏）を開催
※講演会「希望のつくり方」
（講師：東京大学社会科
学研究所教授・玄田有史氏）を開催

＜書籍・マスコミによる紹介＞
・読売新聞の記事「複合格差―マンション修繕・
合意形成」でハイツが紹介（取材協力、石井。
毛塚）
＜視察・取材への対応＞
●「第１回ハイツ手作り作品展（不思議な国のハイツ）」 ・さいたま市のライオンズマンション東大宮産弐
を開催（以後、隔年開催方式で継続）
番館の大規模修繕工事及びコミュニティづく
りの視察に対応（毛塚、北村、石井対応）
・埼玉大学共生社会教育センター及び埼玉県企画
財政課等のメンバーの“共助社会の構築に係る
社会企業の可能性”に関する視察に対応（毛塚）
・さやま元気大学コミュニティ・ビジネス起業コ
ースの受講生の視察の対応（毛塚）
・府中市の府中日鋼団地の生ごみリサイクルの視
察に対応（土淵）
・埼玉県宮代町役場の“自治会活動の活性化”に
関する視察に対応（毛塚）
・東京理科大学工学部建築学科の井出建教授と学
第 1 回手作り作品展開催
生の“ハイツのコミュニティ活動”に関する視
＜寄付＞
察に対応（毛塚）
・東日本大震災義援金として５万円を寄付
・埼玉大学共生社会教育センターのセンター長・
・ＮＰ０さやま環境市民ネットワークのマイタウンソ
藤林泰氏の“ハイツにおけるコミュニティ形成
ーラー発電所１号機建設事業に３万円を寄付
のプロセス”に関するヒアリングに対応（毛塚）
希望はあたえられるもの
ではなく・自分で（自分
たちで）
・つくり出すもの

2011 年

●プロジェクト「新生ハイツ３５年プランづくりとそ
の推進」に着手（埼玉県の地域課題解決型協働事業
を活用、３カ年事業の初年度）
※コミカフェ開業の検討と試行（まるた小屋）
※管理事務所の元管理人室を対面型オープンキッチ
ン付集会室に改修するプランづくり

元管理人室をオープンキッチン付集会室に改修

2012 年

※埼玉大学共生社会教育研究センターによる「ハイ
ツのコミュニティ形成に関する調査」に協力
※団地再生・コミカフェ・景観等の先進地視察
※東日本大震災を教訓に「身近に防災」をテーマに
講座を開催
※講演会「集合住宅に求められる新たな共同性」
（講
師：政治学者・竹井隆人氏）を開催
＜寄付＞
・釜石市の美しい海と宝来館再生運動に約３万円を寄
付
●プロジェクト「新生ハイツ３５年プランづくりとそ
の推進」（２年度目）
※コミカフェ「ココベリー」の試行継続
※「ガーデニング研
修会」の開催、里
親制度を活かした
「ふれあい花壇」
の拡充

＜委員等の就任＞
・狭山市協働推進委員会委員に就任（毛塚、201
４年度迄）
・狭山元気大学運営委員会委員に就任（毛塚）
・ＮＰ０まちづくり助っと隊主催の「団地再生懇
談会」に参加（毛塚）
・狭山ケーブルテレビ番組審議会の委員に就任
（毛塚、以後継続）
＜講演・講義・報告＞
・日本建築学会関東支部埼玉支所主催の埼玉住ま
い・まちづくり交流展 2011in 志木で「新生ハ
イツ３５年プランづくり」を講演（毛塚）
・ＮＰ０コモンズ主催の地域支え合い活動担い手
養成講座で「協働型コミュニティ・マネジメン
トー新狭山ハイツにおける新たな課題への挑
戦」を講演（毛塚）
・多摩ＣＢネットワーク主催の多摩コミュニティ
ビジネスフォーラム 2012 で「元気な地域の
創造―自治会とＮＰＯの連携によるいきいき
としたコミュニティづくり」を講演（毛塚）
・相模原市の相模原管理組合ネットワークにて
「マンション再生・２つの老いをぶっとばせ」
を講演（毛塚）
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・毎日新聞の記事「くらしナビー管理組合の資質」
でハイツの“井戸端会議の場を活かした生活価
値向上への取組”が紹介される（石井、小菅、
毛塚が取材協力）
＜講演・講義・報告＞
・狭山元気大学の「地域・街活プロデューサー養
成コース」で本法人の取組を中心に講義
・山形県米沢市教育委員会主催の研修会で「自治
会とＮＰ０の連携によるいきいきとしたコミ
ュニティづくり」を講演（毛塚）

14 号棟南側のまち
かどにふれあい花壇
を整備

※赤ちゃんと母親に絵本をプレゼントする「ブック
スタート事業」に着手（おはなし・てづくり☆ね
っと＆あおやぎ文庫と共催、以後継続）

＜視察・取材への対応＞
・千葉県の幕張ベイタウンマネジメント円卓会議
の「ハイツにおけるコミュニティマネジメン
ト」に関する視察に対応（毛塚）
・
（財）いきいき埼玉彩の国いきがい大学より「自
治会の活動」に関する視察に対応（毛塚）
母子に絵本をプレゼントするブックスタート

※チラシ「新狭山ハイツからのメッセージ」の改訂
※きめ細かな住民福祉の体制作りを目指し、講演会
「望まれる共助とは」を開催（講師：狭山市地域
包括支援センター・長谷川末子氏〉
※ＨＰのリニューアル、ハイツに関する蓄積情報
（「はいつニュース」等）のアーカイブス化

●「第２回ハイツ手作り作品展（不思議な国のハイツ）」
を開催（２日間に延長）

新たにマイハウスギャラリーを開設

2013 年

※作品展に関連づけてハイツ在住の藤
本一美氏作画の「ハイツの鳥瞰図」
（右図参照）を全戸配布
＜寄付＞
・ＮＰ０さやま環境市民ネットワークのマ
イタウンソ―ラー発電所２号機建設に１
万円を寄付
●プロジェクト「新生ハイツ３５年プランづくりとそ ＜委員等の就任＞
の推進」（３年度目）
・市民大学開設準備委員会委員に就任（毛塚）
※コミカフェ「ココベリー」が保健所の営業許可を ・狭山市地域福祉推進会議のもとに設置された
取得し、営業開始
「有償福祉サービス推進部会」及び「多機能型
サロン活動推進部会」に参加（毛塚、中村、以
後継続）
＜講演・講義・報告＞
・板橋区のサンシティで「緑を介して素敵に加齢
するまちづくりー新狭山ハイツにおける４０
年余りの取組から」を講演（毛塚）
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・増永理彦著『マンショ
ン再生―二つの“老い”
への挑戦』で“居住資
源の徹底活用事例”と
コミカフェ「ココベリー」開業
してハイツの紹介あり
※買物支援サービスを試行、本格実施（たすけあい
（毛塚、取材協力）
の輪で対応、移動はＮＰＯなごみテラシマの協力）
この本では「リニュー
アルで済み続ける」の
中で“居住資源の徹底
活用”の先進事例とし
てハイツを紹介

＜視察・取材への対応＞
・埼玉県共助社会づくり課のＨＰでコミカフェ
「ココベリー」が紹介（中村他が取材協力）

買物支援サービス（月２回）に着手

●「ＮＰ０創立１０周年記念のつどい」を開催
※埼玉県地域課題解決型協働事業（２０１１～２０
１３年度）の成果の報告会
※講演会「新しい地域支え合いのカタチ―鶴ヶ島第
二小学校区地域支え合い協議会の取り組みから」
（講師：協議会会長・柴崎光生氏）」の開催
・管理組合より受託し、管理事務所南側に木製デッキ
を新設（手作り工房）

コミカフェ「ココベリー」のスタッフを紹介

2014 年

●プロジェクト「新狭山ハイツにおける既存住宅流通
促進事業」
（国交省の住宅団地型既存住宅流通促進モ
デル事業を活用、団地再生事業協同組合と共同提案、
初年度 ※団地生活デザイン・山本誠氏と協働開始）
※狭山市の沿革、狭山市の住宅ストックの状況
※ハイツの沿革、人口動向、入居状況と住宅流通状
況、生活利便施設の状況、コミュニティの状況と
コミュニティ活動の取組状況、新生ハイツ３５年
プランづくりとその推進事業の概要、共有財産保
全の取組み状況（既存資料からの概要把握）
※居住者及び外部居住オーナーの意識調査（既存資
料からの概要把握）、今後の課題の整理
●「第３回手作り作品展（不思議な国のハイツ）」を開
催（２日間）

＜委員等の就任＞
・ＮＰＯさやま協働ネット代表理事に就任（毛塚、
2016 年 5 月退任）
＜執筆＞
・公益財団法人国際観光施設協会発行の雑誌『観
光施設』の連載「地域から、地域の人々から学
ぶ」に「素敵に加齢するまちづくりをめざして
ー新狭山ハイツ物語」を寄稿（毛塚）

＜講義・講演・報告＞

新たにまちかどギャラリーを設置（インスタレーション）

・「生ごみリサイクルを進める会」が解散
「風の虫」
・
「狭山市要介護高齢者等支援ネットワーク」に協力事
業者として登録
2015 年

●プロジェクト「新狭山ハイツにおける既存住宅流通
促進事業」（２年度目）
※「新生ハイツ３５年プラン」の成果を踏まえつつ、
新たに「新狭山ハイツ・ブランディングプロジェク
ト：ＳＢＰ」に着手（基本的な考え方は下図に示す
とおり。

・さやま市民大学のまちづくり担い手養成講座で
「まちづくり組織とコミュニティマネジメン
トーハイツの取組みから考える」を講義（毛塚）
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・さやま市民大学ジャーナル学科第１期生の冊子
「まるまるＳＡＹＡＭＡ」で小山学長との対談
「豊かな狭山力をつける」に協力（毛塚）
＜視察・取材への対応＞
・坂戸市のＮＰＯ一二三富の会のハイツの環境保
全活動及びまちづくりの視察に対応（毛塚）
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・月刊「ウェンディ」に掲載（山本取材対応）
・ハイツ・ブランディングプロジェクト（略称：
ＳＢＰ）の取り組みが注目され、毎日新聞：
（埼
玉版）。東京新聞（首都圏版）、読売新聞：（首
都圏版）に相次いで掲載（山本、毛塚取材対応）

※ニュースレター「はいつ新発見」を発行
＜講演・講義・報告＞
※ＤＩＹ活動の拠点として既存の工房をリノベーシ ・さやま市民大学・まちづくりコースの「狭山地
ョン、ＤＩＹイベントを開催（以後、継続）
域ふるさと学講座」で“地域ツーリズムへの道”
をテーマに講義（毛塚、講義内容は、さやま市
民大学発行の『語り継ぎたい狭山の魅力（パー
ト１）』に掲載。

ＤＩＹの拠点として既存の工房をリノベーション

※ハイツのシェアハウスに住み、ハイツや狭山市の
魅力を発信する「はいつ特命大使」
（3 名）の任命
（以後 3 年間継続）
・
「Ｕ３５さやまツアーづくりセミナー」
（３５歳
以下の若い世代によるツアーづくり）に毛塚が
埼玉県グリーン・ツーリズム推進協議会理事長
として協力）

はいつ特命大使を任命（第 1 号）

※里の魅力をみんなで体感（旬菜を収穫・調理・賞
味）する「おたがいさま里食堂」開催（以後継続）
堀兼の名産・里芋の収穫体験

・第 11 回団地再生シンポジウム「集合住宅団地
の再生におけるストック型住宅市場の実現へ
の道筋」に参加（団地再生事業協同組合からハ
イツの取り組みを紹介）
・さやま市民大学の「まちのガーデナー養成学科」
で“花のまちづくりの先進事例”をテーマに講
義（毛塚）。
・ＮＰＯさやま環境市民ネットワーク主催の「環
境にやさしいライフスタイル講座―みんなで
考える狭山の活性化ー豊かな緑（川と里）を狭
里の魅力を体感するおたがいさま里食堂
山のブランドに」で講義（毛塚が同法人の副代
※空き室リノベーションを支援（以後継続）
表理事として講座をコディネイト）。
※部屋を点検するインスペクション事業を実施（団
・さやま市民大学の
「まちのガーデナー養成講座」
地再生事業協同組合担当）
で“花のまちづくりと担い手組織”をテーマに
・中古の軽トラを買い替え
講義（毛塚）
＜受賞・表彰＞
・団地再生事業協同組合主催の「団地カレー：感
・狭山ケーブルテレビ
度の高い人たちは、今なぜ団地に移り住むの
主催の「まるごと狭
か？」に参加（山本が講師として参加、毛塚は
山ＣＭコンテスト」
一般参加）
に応募し入賞（ＨＡ
＜視察・取材への対応＞
ＰＰＹ実行委員会）
・立教大学社会学部の高木恒一教授と元埼玉大学
の藤林泰教授にハイツの取組を紹介（毛塚）
ハイツの魅力アピ
・ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチ」
（戸村氏他）
ールする動画「ＨＡ
の“団地型マンションの管理運営”に関するヒ
ＰＰＹ」
アリングに対応（毛塚）

2016 年

●プロジェクト「ＳＢＰ関連事業」を継続実施
＜委員等の就任＞
※はいつ特命大使、工房イベント、おたがいさま里 ・狭山市協働推進委員に就任（中村）
食堂の継続
＜講義・講演・報告＞
・さやま市民大学のまちのガーデナー養成講座で
「花のまちづくりの先進事例から学ぶ」、ふる
さとの生活文化伝承講座で「ふるさとの生活文
化を活かしたまちづくり」、地域福祉とケアの
あり方を学講座で「ハイツにおける福祉活動の
取組」を講義（毛塚）
・千葉大学での日本建築学会住まい・まちづくり
支援建築会議のセミナー「団地型マンションの
建て替えの方法と価値―マンション地域の将
来」にコメンテイターとして参加（毛塚対応）
。
・ＮＰＯさやま環境市民ネットワーク主催の「環
境にやさしいライフスタイル講座―緑の魅力
ハイツで遊ぶＤＡＹ（女性のための工作教室）
で地域・コミュニティを元気に」で「緑の魅力
・わくわく自然園を守り
のいかし方・つくり方」を話題提供（毛塚）
「お
育てる会がパンフレッ
たがいさま里食堂」について事例報告（山本）
ト「わくわく自然園案
・彩の国さいたま人づくり広域連合主催の「ニュ
内」を発行、園内の
ータウンサ ミット ー共に 考えるニ ュータ ウ
「生き物情報案内板」
ン・埼玉の未来」でハイツの取組を紹介（毛塚）
。
を設置
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・兵庫県発行の『兵庫県ニュータウン再生ガイド
ライン』でＮＰＯじおすの取り組みが掲載（毛
塚が資料提供）
・ＮＨＫの番組「クローズアップ現代＋―団地再
●「第４回ハイツ手作り作品展―不思議な国のハイ
生に向けた合意形成」（８月３日放映）の中で
ツ）
」を開催（２日間）
新狭山ハイツが紹介される（毛塚が取材対応）

新たな試みとして巨大ピタゴラ装置を
ふれあい広場に制作

（

多様な語らいの場が合意形成に貢献

・公益財団法人あしたの日本を創る協会発行の自
治会町内会情報誌『まちむら』（ＮＯ137）で
・自治会機関誌『はいつニュース（月刊）』の 500 号
立教大学社会学部の高木恒一教授の論文“郊外
記念事業として連載してきた「ハイツの野鳥たち（新
の変容と可能性”の中でハイツの取り組みを紹
井邦芳著）」を別冊として発行（編集工房）
介（毛塚が取材対応）
＜視察・取材協力＞
・日大文理学部教授：諏訪徹氏の“ハイツにおけ
る地域福祉の取組経緯”取材に対応（毛塚）。
・埼玉県社協及び狭山市社協の“新狭山ハイツに
おける地域福祉の取組”に関する視察に対応
（毛塚、中村、コミカフェ・ココベリーも視察）
・彩の国さいたま人づくり広域連合の共同研究
「超高齢化社会の包括的タウンマネジメント
ー埼玉の近未来を設計する」の研究メンバー
（主査：東京芸術大学美術学部建築学科准教
はいつニュース 500 号の
授・藤村龍至氏他）の本法人の取組に関する視
別冊として」
「ハイツの野
察に対応（毛塚）
鳥たち」の発行
・国土交通省関東地方整備局、埼玉県都市整備部、
狭山市建設部他の“ハイツのマンション管理手
＜寄付＞
法とコミュニティづくりの取組み”に関する視
・熊本地震の義援金として３万円を寄付
察に対応（毛塚、山本）

2017 年

●プロジェクト「空き部屋バンクと空き部屋モデルル ＜講義・講演・報告＞
ームによる団地の魅力アップ事業」
（一般財団法人ハ ・ＮＰＯ法人匠リニューアル技術支援協議会＆練
ウジングアンドコミュニティ財団の平成 29 年度住
馬区勤労者福祉会館共催の「マンションライフ
まいとコミュニティづくり活動助成）
基礎セミナー」で“マンションの管理運営を考
※空き部屋をリノベーション（内覧会＆空き部屋相
える”をテーマに講義（毛塚）
談会に活用、シェアスペースに入居）
・所沢市の行政政策研究会の勉強会で「ハイツに
おけるコミュニティ・マネジメント」について
紹介（毛塚）
リノベーションプラン
・埼玉県マンション居住支援ネットワーク＆川口
市主催の「マンション管理基礎セミナー」で、
「長寿命化にこだわった大規模修繕工事の取
り組み方―新狭山ハイツの取り組み」をテーマ
に講演（毛塚）
・埼玉県グリーン・ツーリズム推進協議会主催
の「グリーン・ツーリズム実践研修会」（埼玉
県からの委託事業）で“グリーン・ツーリズム
についての総論と各論（計 3 回）”を講義（毛
塚が同協議会の理事長として対応）
・一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財
団主催の「地域に住み継ぐ－住宅地・マンショ
ン・団地創生セミナー」で“ハイツにおける提
案型リノベーションによる団地魅力アップ”を
テーマに報告（山本）
・ＮＰＯ法人さやま環境市民ネットワーク主催の
「環境にやさしいライフスタイル講座」で“環
境魅力で交流人口の拡大を”をテーマに話題提
供（毛塚）
・さやま市民大学の「まちのガーデナー養成講座」
で“まちづくりの意義と担い手組織―花のまち
づくりの先進事例から学ぶ”を講義（毛塚）
・所沢市の椿峰ニュータウンで開催のシンポジウ
空き部屋のリノベーション
リノベーション作業と完成後
ム「椿峰ニュータウンの将来像を考えるー超高
齢化・老朽化に抵抗するまちづくり」の第 2 部
※ハイツの魅力を紹介するパンフレット「ようこそ
のパネルディスカッション「ニュータウン活性
新狭山ハイツへ（改訂版）」を発行（下図は一部）
化の新しい担い手像」で“シェアハウスの運営
ついて”を報告（山本）
・狭山市＆狭山市社会福祉協議会主催の地域福祉
活動推進研究会の集い「まちの価値を高めるた
めに」で“新狭山ハイツにおける素敵に加齢す
るまちづくり”を講演（毛塚）

＜書籍・マスコミによる紹介＞
・㈱ビル経営研究所発行の『週刊ビル経営』
（1018 号）で“快適な住環境を格安で入手―
入居希望者が増加・団地シェアハウス”と題し
てハイツの取組みを紹介（山本が取材対応）
・日刊現代発行の夕刊紙『日刊ゲンダイ』で「団
地再生注目の星―新狭山ハイツ復活の仕掛け
人を直撃”と題した記事掲載（ネットでも掲載）
（毛塚、山本が取材対応）

●プロジェクト「ＳＢＰ関連事業」を継続実施
・㈱不動産経済研究所発行の『マンションタイム
（新たな担い手として「チームＳＢＰ」が発足）
ズ 390 号』で“新狭山ハイツにおける大規模
※はいつ特命大使、工房イベント、おたがいさま里
修繕工事の取り組み”についての記事掲載（毛
食堂（新たに調理人の旬菜料理を楽しむごちそう
塚が取材対応）
さま里食堂も開始）
・さやま市民大学より市制 60 周年記念事業・さ
※自治会よりジャンボクリスマスツリーに代わる やま市民大学特別講座「さやま生活文化伝承講
「クリスマスイルミネーションの製作」を受託（Ｓ
座」の成果として『“記憶を記録に”聴き書き
ＢＰ関連事業として実施、以後継続）
調査報告書』を刊行（毛塚、2014 年度から実
行委員長として事業をコーディネイト）

子ども達のアイディアを活かしたイルミネーション
リノベーション作業と完成後
・広瀬公民館主催の環境講座「まつぼっくりのツリー
づくり＆おはなし会」に協力（おはなし・てづくり
☆ねっと）
・「階段昇降機の説明会＆実
演会」を開催（ナブテス
＜視察・取材協力＞
コ㈱の協力）
・首都大学東京の市古准教授及び非常勤講師・古
里実氏と大学院生の“住民の高齢化、建物の老
朽化が進むという課題（オールドニュータウン
問題）に対して、コミュニティ・マネジメント
の仕組みや建物の長寿命化、団地の新たな魅力
づくりなどの取組”の視察に対応（毛塚、金子）
・所沢市の椿峰ニュータウンの１２管理組合の視
察に対応（毛塚）
＜受賞・表彰＞
・所沢市民大学
24 期地方自治グループの視察に
・公益財団法人あしたの日本を創る協会の「平成２９
対応（毛塚）
年度あしたのまち・くらしづくり活動賞（振興奨
・ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチの視察（服部
励賞）」を受賞
芩生理事長他）の“ハイツにおける団地再生の
取組み”に関する視察に対応（山本、毛塚）
・ＮＰＯ法人ちば地域再生リサーチ（服部芩生理
事長他）の“ハイツにおけるリノベーション物
件”に関する視察に対応（山本）
・横浜市青葉区のすすき野住宅団地の管理組合
（小柴氏他）の視察に対応（毛塚、山本）
・建築学会関東支部住宅問題専門研究委員会（古
＜寄付＞
里氏他）の“団地再生”に関する視察に対応（毛
・ＮＰ０さやま環境市民ネットワークのマイタウンソ
塚、山本）
ーラー発電所３号機の建設に１万円を寄付

2018 年

●第 15 回通常総会を開催
※定款を変更（ＮＰＯ法改正に伴う貸借対照表の公
告の件、ＨＰに掲載を明記）
※個人情報保護法改訂に伴い本法人の方針を作成
●プロジェクト「ＳＢＰ関連事業」を継続実施
※工房イベント、おたがいさま里食堂＆ごちそうさ
ま里食堂）、クリスマスイルミネーションの製作
※空き部屋モデルルームの運営（内覧会＆空き部屋
相談会の開催、シェアスペースの活用（入居中）
●「第５回ハイツ手作り作品展―不思議な国のハイツ
（２日間）」を開催（今年度よりチームＳＢＰの事業
として開催）
※集会所における「メイン会場」以外に、ふれあい
広場や公園等を使った「まちかどギャラリー」や

＜講演・講義・報告＞
・西東京市の東京雑学大学で「集住の楽しさと課
題―コミュニティ・マネジメントの観点から」
を講義（毛塚）
・コミュニティハウジング財団の「第１回住まい
活動助成事業研究交流会」で平成２９年度助成
事業成果を報告（山本）
・埼玉建築士会入間第二支部入間部会主催の講演
会「高齢化・老朽化が進むマンション！どうし
ますか」で“素敵に加齢する新狭山ハイツの取
り組み”を講演（毛塚）
・ＮＰＯ匠リニュアル技術支援協会主催のマンシ
ョン管理セミナー「知識を得て賢くお金を残し
ましょう」でハイツにおける寿命化にこだわっ

モデルルームを活用した「マイハウスギャラ―」
を開設

た大規模修繕工事及び屋上防水工事について
報告（毛塚、新狭山ハイツ管理組合法人後援）

メイン会場での展示

まちかどギャラリーでの展示
イン会場での展示

マイハウスギャラリー
での展示

・マンション・地域・ネクスト研究室主催のセミ
ナーで「長寿命化にこだわった大規模修繕工事
の取り組み」に関する講演（毛塚）
・広瀬公民館で出前環境講座「環境にやさしいま
ちづくりと市民の役割―主として緑に着目し
て考えてみましょう」を講義（毛塚）
・さやま市民大学「ガーデナー養成講座」で“緑
豊かなまちづくりを考える”を講義（毛塚）
＜書籍・マスコミによる紹介＞
・テレビ朝日の番組「大改造！劇的・ビフォーア
フター」
（９月２３日、
“番組初の団地リフォー
ム”と題して放映）でハイツに住む若い芸人家
族の空き部屋を活かしたリノベーションの取
り組みが紹介（山本他、番組製作に協力）

●プロジェクト「築 80 年を住み継ぐためのハイツな
らではの住みこなし事業」に着手
※幕開け事業としてＮＰＯ創立 15 周年記念事業の ・朝日新聞（埼玉版）の「平成とは ニュータウ
一環として下記の「記念講演会」を開催
ン下 絆を育んだ“新たな故郷”に」と題した
※ワールドカフェ「築 80 年を住み継ぐための住こ
記事で“ハイツの築 80 年をめざした取組み”
なしを考える会議」を開催
が紹介（毛塚が取材協力）
・クレオンハウス発行の育児雑誌『クーヨン』
（第
●ＮＰＯ創立 15 周年記念事業を実施
24
巻第
2
号）
」に“子どもの居場所・つくるひ
※記念講演会「町を住みこなす）－超高齢化社会の
と３５”と題して「狭山おたがいさま里食堂」
居場所づくり」を開催
が掲載（山本が取材協力）
（講師：東京大学大学
・大正大学出版会の隔月刊誌『地域』に「
おた
院工学系研究科建築学
がいさま里食堂」が掲載（山本が取材協力
教授・大月敏雄氏）
＜視察・取材協力＞
※報告会「ＮＰＯグリー
・コミュニティハウジング財団の「地域・住まい
ンオフィスさやま 15
持続創生研究委員会」（座長：大月敏雄他）の
年の歩み」を開催
“財団助成事業の成果”に関する視察（山本、
※「ＮＰＯ法人グリーン
毛塚対応）
オフィスさやま 15 年
・野沢正光建築工房代表：野沢正光氏他の“郊外
の歩み」を作成
における住宅地再生”に関する視察（毛塚、金
＜寄付＞
子対応）
・西日本豪雨災害及び北海道胆振東部地震の義援金と ・公益財団法人マンション管理センター総合研究
して各３万円を寄付
所のヒアリング（毛塚対応）
・ＮＰ０さやま環境市民ネットワークのマイタウンソ ・本庄市ボランティアグループ連絡会研修会のコ
ーラー発電所４号機の建設に１万円を寄付
コベリー等の視察（毛塚、中村対応）

