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まえがき
新狭山ハイツ（以下ハイツ）は、昭和４８年・４９年に建設された民間の分譲団地です。築３０年
を経た頃、管理組合では専有部給水管工事の実施を契機に「建替えせずに築７０年以上住み続ける」
ことを考えるようになりました。いわゆるマンションの長寿命化です。しかし、そのためには「建物
の老い」に加えて「住み手の老い」への対応も重要な課題となります。これからはこれまでの状況と
全く違い、高齢化に伴う人口減少が加速し、放置すればスラム化が進みかねなません。
そうした危機感から、築３６年を経過した平成２２年の９月、築７０年以上住み続けるということ
であれば今がその折り返し地点、ならば、これからのハイツの姿を「新生ハイツ３５年プラン」とし
て描いてはどうだろうと、ＮＰＯ法人グリーンオフィスさやま（以下ＮＰ０じおす）が発案し、自治
会や管理組合から協賛を得て、関係団体の代表、さらには公募住民が集い、これまでのハイツの取り
組みを振り返るとともに、これからの地域課題を掘り起こし、築７０年以上を安心かつ楽しく住み続
けるための道筋を「新生ハイツ３５年プラン」として描く作業を始動させました。そんな矢先、埼玉
県で地域課題解決型協働事業が起案されたことを知り、
「素敵に加齢する団地をめざしてー新生ハイツ
３５年プランづくりとその推進」と題して応募することにしました。幸い、採択され、平成２３年度
から２５年度までの３年間、この事業に取り組みました。
そんな経緯もあって、この報告書では、２２年度の取り組みを「序章

事始め」として紹介するこ

とにしました。Ⅰ章からⅢ章は、２３年度～２５年度にかけて取り組んだ埼玉県地域課題解決型協働
事業について報告しています。応募の際には「新狭山ハイツという特定の地域を対象にした事業だが、
埼玉県はもとより全国各地のマンションやニュータウンが抱える共通の課題である“建物と住み手の
老いへの対応”についてひとつのモデルを提示したい」と表明しました。しかし、４年を経た今、大
きな成果をあげ得たと胸を張れる状況にはなく、地域課題を解決することの難しさを一層実感してい
るというのが正直なところです。
この事業に取り組むにあたっては、地域の人たちとの協働はもとより、多くの専門家や団体のみな
さんとも協働してきました。これまでのご支援並びにご協力に対し、深く感謝を申し上げます。
平成２６年２月
ＮＰＯ法人グリーンオフィスさやま
代表理事 毛塚 宏

3

序章 事始め（２２年度の取り組み）
１．新狭山ハイツのプロフィル
新狭山ハイツは、狭山市南東部の堀兼地区にあり、最寄駅は西武新宿線新狭山駅で、駅からは西武
バスで１０分、徒歩なら２５分のところにあります。団地を含む一帯は、市街化調整区域で、周辺に
は江戸時代後期の新田開発によってできた三富新田に連なる雑木林と畑が織りなすたおやかな里並み
が広がっています。
大成プレハブにより建設、有楽土地により販売された７７０世帯の民間分譲団地で、昭和４８～４
９年に入居。建物はＰＣ工法による中層５階建で、３２棟で構成されています。

南側からみた新狭山ハイツ

２．新生ハイツ３５年プランの検討始動
マンションの長寿命化には「建物の老い」に加えて「住み手の老い」への対応も重要な課題です。
新狭山ハイツでは、少なくとも築７０年以上を繕いながら再生に取り組んでいくことにしています。
しかし、これからの３５年はこれまでの状況と全く違い、高齢化に伴う人口減少が加速し、放置すれ
ばスラム化が進みかねなません。そうした危機感からＮＰＯグリーンオフィスさやま（愛称：ＮＰＯ
じおす）の発案のもと、自治会や管理組合法人、関係団体の代表、さらには公募住民が集い、ワーク
ショップ方式で、築７０年以上を安心かつ楽しく住み続けることのできるこれからのハイツの将来を
「新生ハイツ３５年プラン」として描く作業を、平成２２年９月から始動しました。
平成２２年度は、課題ほりおこしのための情報共有に力点をおき、次のことをテーマに検討会や講
演会を開催しました。
第１回：これまでのハイツの取り組みを紹介
第２回：数字からみるハイツの現状と課題を紹介
第３回：共有財産の保全への取り組みを紹介
第４回：高齢者福祉・子育て関係グループから報告
第５回：新春講演会「団地再生」
（NPO まちづくり助っと
隊代表：大川陸氏）を開催
第６・７回：２３年度の進め方を検討
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３．地域が抱える悩ましい課題

現在、ハイツが抱える悩ましい問題として、少子高齢化に関わる次の点があげられます。
・人口の減少：ピークの約２,５００人から約１,４００人と１,１００人余りも減少。
・世帯数の減少：ピークの７６０世帯から７１０世帯と５０世帯余りが減少、近年、若干増加傾向。
・高齢化の進展：高齢化率３９％（平均年齢５４才）
・子どもの数の減少：小学生はピークの約４５０人から３０人余りと激減
・自治会加入率の減少：自治会加入者は６００世帯（加入率は８４％）。近年、減少傾向。
図３－１ 人口の推移（単位：人）
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資料：住民基本台帳（2014 年 1 月 1 日現在,1973～1977 年は不明）

図３－２ 世帯数の推移（単位：世帯）
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資料：住民基本台帳（2014 年 1 月 1 日現在、1973～1977 年は不明）
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図３－３ 年齢別人口割合（単位：％）
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資料：住民基本台帳（2014 年 1 月 1 日現在）

図３－４ 子供会育成会員数の推移（単位：人） 図３－５ 自治会会員数の推移（単位：世帯）
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資料：子供会育成会資料
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少子高齢化という大きな流れには逆らえませんが、放置すれば、図３－６に示すような悪循環を招
き、スラム化を引き起こしかねません。そうした事態にならないためには、住民の知恵と工夫ででき
る布石を着実に打っていく必要があります。
図３－６ 住み手の老いがもらす課題
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また、住宅の所有状況（平成２４年１２月現在）に関しては、下記のとおりです。
・賃貸率：賃貸として利用されている住戸は５５戸（総住戸の約７％）。
・空家率：空家は４１戸（総住戸の約５％強）
、その他に１店舗の空き店舗あり。過去、団地に隣接し
て開業していたスーパーが撤退（現在、デイサービス施設が立地）。

４．地域の強みと弱み、その対応
検討会の参加者に新狭山ハイツの「強み」と「弱み」を聞いてみました。その結果、
「強み」として
あげられたのは、
「周辺及び団地内の緑の豊かさ」
「自治会をはじめとする諸団体の活動が活発」
「管理
組合のもと管理体制がしっかりしている」などです。一方、「弱み」としてあげられたのは、「交通が
不便」、
「買い物が不便」、
「エレベーターがない」などです。
ここで、「強み」にさらに磨きがかけ、「弱み」を強みに変えることで持続可能なコミュニティづく
りを推進できないかという発想が出てきました。
「強み」の代表的なものは、住民の知恵と労力とお金
で培ってきた「環境資産」、さらには多様な担い手により培われてきた「コミュニティ資産」です。そ
の一端は過去の表彰歴（※）が示しています。これら資産を高齢世代や子育て世代へのきめ細かな支
援、環境のさらなる付加価値化、生きがい雇用の創出などの観点から磨きをかけていけないか。一方、
「弱み」を一言でいえば、郊外立地であるが故の宿命的な状況があるわけですが、この点も「素敵な
ラーバンライフ（郊外の暮らし）が楽しめる団地」として転換できないだろうかということです。
※過去のコミュニティ活動に関する表彰暦
●緑化推進本部：緑の都市賞（建設大臣賞）
、緑化活動推進功労者内閣、総理大臣表彰、埼玉県シラ
コバト賞、狭山市文化功労者表彰など７つの表彰
●わくわく自然園を守り育てる会：さいたま環境賞、狭山市茶の木賞
●生ごみリサイクルを進める会：埼玉県シラコバト賞
●その他団体：まるた小屋建設実行委員会（埼玉県ふるさとづくり賞）
、秩父荒川交流実行委員会（埼
玉県シラコバト賞）、花水木会・あおやぎ文庫・リサイクルの会・寿会・大人の文化サロンまるた
の会（狭山市茶の木賞）
図４－１ 地域の強みと弱み、その対応
弱み＝郊外立地

素敵な郊外の暮らし（自然環境とのふれあい、身
近に楽農など）が楽しめる団地をアピール

強み＝培ってきた豊かな環境資産
コミュニティ資産

２つの資産に磨きをかけつつ、高齢者はもとより
子育て世代にとっても住み心地の良い団地を形成

そんな想いから、２２年度に引き続き開催された第８回検討会で、埼玉県地域課題解決型協働事業
に応募することを決定しました。また、２３年度の幕開け事業として、
“閉塞感漂う地域にどう希望を
つくるのか”をテーマに、講演会「希望のつくり方」を開催しました。講演の骨子は次頁のとおりで
す。
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講演会「希望のつくり方」のあらまし
４月２４日（土）、東京大学社会科学研究所の玄田有史先生による講演会「希望のつくり方」を開催
（自治会・管理組合協賛）。６０名を超える方が参加。先生は「希望学のことが報道されると宗教団
体から一緒にやらないかと」とアプローチがあったと苦笑されながら、また「宇多ヒカルは希望をユ
ーモアではないかと言ったがこれは社会の不条理に対する鋭い指摘が込められているのでは」などと
紹介されつつ、お話は本題に。ユーモア溢れる先生のお話に会場は、しばしば笑いとうなずきで満ち
る。今回の講演の主旨は“閉塞感漂う地域にどう希望をつくるのか”について考えることにありまし
たが、先生のお話から「挫折や失敗も肥やしに」
「希望と誇りは密接に関係」
「物語を紡ぐ・追い求め
ていく」
「希望は伝播する」
、そして「希望は自分たちでつくるもの」と
いったフレーズが印象に残りました。現在、先生は東日本大震災復興構
想会議検討会のメンバーとして、復興に関わっておられるとのこと。当
日も首相官邸で行われた会議を終えて、駆けつけて下さった。感謝申し
上げるとともに、今後のご活躍を期待したいと思います。
（はいつニュー
ス掲載記事再掲：毛塚記）
講師 玄田有史氏
東京大学社会科学研究所教授
昨年１０月に『希望のつくり方』（岩波新書）を出版
東北大震災復興構想会議検討会メンバー
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Ⅰ章 地域課題解決型協働事業（２３年度）の取り組み
１．応募の主旨
埼玉県の補助事業「地域課題解決型協働事業」には、
「素敵に加齢する団地をめざすー新生ハイツ３
５年プラン策定と事業の推進」と題して応募しました。その主旨は、次のとおりです。
・これまで培われてきたストックを活かし、高齢世代はもとより、若い世代にとっても安心して楽し
く住み続けられるコミュニティをいかに維持・発展させていくかが大きな地域課題となっています。
本事業では、そうした地域課題を解決するために、中長期的な観点から今後３５年のコミュニティ
づくりの道標となる「新生ハイツ３５年プラン」を策定することします。なお、発展の布石となる
事業については、フィージビリ・スタディを行い、一部事業については試行、実施する考えです。
また、プラン策定のプロセスにおいては、これまで紡いできた物語の継承、さらには新たなリーダ
ーや担い手の発掘及び育成などにも配慮することとします。
また、この事業により期待できる成果については、次のことをあげています。
・築 70 年以上を安心して楽しく済み続けられるコミュニティ形成の布石を打つことができ、建物及
び環境の付加価値化を図ることができます。その結果、ハイツへの入居者、特に若い世代の入居を
促す素地ができます。また、あわせて、これからのハイツを担う人材の育成や生きがい雇用の場の
確保につなげることもできます。
・
“建物の老いと住み手の老い”への対応は、埼玉県はもとより全国の老朽化するマンションやニュー
タウンに共通する課題であり、大きな社会問題となりつつあります。そうした状況のもとで、本事
業の成果が課題解決のモデルのひとつになり得るのではないかと考えています。

２．協働体制
埼玉県地域課題解決型協働事業は、３つ以上の主体の協働が条件であったことから、以下の主体で
協働し、事業に取り組みました。
・NPO グリーンオフィスさやま（以下 NPO じおす）
：事業全体のコーディネイト
・地域団体（新狭山ハイツ自治会、新狭山ハイツ管理組合法人、ハイツ寿会、ハイツ子供会育成会、
花水木会、福祉の会風見どりなど）や公募住民：検討会への参加、事業の PR
・埼玉大学社会調査研究センター：新狭山ハイツのコミュニティ及び社会的企業の形成に関するア
ンケートの実施
・NPO 法人まちづくり助っと隊：空き室の活用や流動化促進策などへのアドバイス
・㈱ボス建築コンサルタンツ：団地再生に関わる長寿命化や環境の付加価値化などへのアドバイス
また、狭山市自治振興課（協働担当）とは、適宜、情報交換を行いました。
図Ⅰー２－１ 取組（協働）体制
地域団体（自治会、管理組合、その他団体）
連携して事業実施

特定非営利活動法人グリーンオフィスさやま
空き室対策などのアドバイス

アンケートの実施

連携して事業実施

no
埼玉大学社会調査研究センター

NPO まちづくり助っと隊

実施アドバイス

長寿命化のアドバイス

㈱ボス建築コンサルタンツ

9

３．地域課題の確認と課題解決の方向性
基本的には「全体会議」のもと、コミュニティ活性化を検討する「コミュニティ活性化分科会」と、
団地の長寿命化や環境の付加価値化などを検討する「団地再生分科会」の２つの分科会を立ち上げ、
課題の掘りおこし、課題解決の方向を検討しました。
なお、検討の優先度の高い事業については、プロジェクトチームとして「コミュニティ・カフェ検
討会」と「管理事務所改修プラン検討会」を立ち上げ、検討しています。また、各分科会での議論を
深めるため、
「先進地視察」も実施しています。
図Ⅰー３－１ 検討体制
プロジェクトチーム
コミュニティ活性化分科会
全体会議（統括）

コミュニティ・カフェ検討会

先進地視察
団地再生分科会

管理事務所改修プラン検討会

（１）コミュニティ活性化分科会での検討
コミュニティ活性化分科会では、全体会議での意見をふまえ、主な課題を掘り起し、どの課題を優
先して検討するかの目安を得るため、簡便なアンケート調査を実施しました。その結果は、表Ⅰー３
―１に示すように、参加者の半数以上が“優先度が高い”と判断した事業は、以下のとおりです。
第１位：空き店舗を活用したコミュニティ・カフェの開設、防災・地震対策の拡充
第２位：子育て世代のたまり場の拡充
第３位：高齢者のたまり場の拡充
「やや高い」も含め７割以上が“優先度が高い”と判断した事業は、以下のとおりです。
第１位：たすけあい活動の拡充、来客駐車場の確保
第２位：空き店舗を活用したコミュニティ・カフェの開設、防災・地震対策の拡充、見守り体制の
拡充
第３位：高齢者のたまり場の拡充、高齢者の生きがい雇用の拡充、移動支援の推進
第４位：ガーデニングクラブの発足
こうした結果、さらには現状での取組状況などをふまえ、
「コミュニティ・カフェの開設」について
検討するプロジェクトチーム「コミュニティ・カフェ検討会」を発足させることにしました。
また、検討課題のうち、子育て世代や高齢者のたまり場の拡充、たすけあい活動の拡充、高齢者の
生きがい雇用、見守り体制の拡充、移動支援などについては、担い手相互の連携、施設相互の関係性、
さらにはハイツ外の地域との連携などを考慮しつつ、今後検討を継続することとしました。
なお、空き店舗を活用したコミュニティ・カフェの開設やガーデニングクラブの発足は、団地再生
とも関連が深いことから、両分科会が今後連携して検討していくことにしました。
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表Ⅰー３―１ コミュニティ活性化に関する検討課題と検討の優先度（参加者 21 名対象）
検討課題

優 先 度 現状の
（※）
取組
空き店舗を活用したコミュニティ・カ
12（17） 未着手
フェの開設
防災及び地震対策の拡充
12（17） 着 手
子育て世代のたまり場の拡充

11（14） 着

手

高齢者のたまり場の拡充
たすけあい活動の拡充
高齢者の生きがい雇用の拡充
ペット対策の見直し

10（16）
9（19）
9（16）
9（14）

手
手
手
手

着
着
着
着

見守り体制の拡充
来客駐車場の確保
ハイツＨＰの開設

8（17） 未着手
8（19） 未着手
8（12） 未着手

移動支援の推進
ガーデニングクラブの発足

7（16） 未着手
7（15） 未着手

その他
＜高齢者支援＞
・無人の野菜売場・市の開催
・上階～下階への住替えの促進
・銀行や郵便局の窓口開設
＜子育て世代支援＞
・保育支援
・赤ちゃん誕生に補助
＜コミュニティ維持・活性化＞
・イベントや文化的活動の拡充
・学校と地域の連携による塾やコミュ
ニティスクールの開設
＜生きがい雇用の場の拡充＞
・若い女性向け雇用の場の創出
＜花のきれいな団地づくり＞
＜周辺農山林地活用の魅力づくり＞
・農林地活用ビジネスの創出
＜情報発信＞
・ハイツからのメッセージ更新

7（13） 未着手
5（11） 着 手
3（ 5） 未着手

対

応

「コミニティ・カフェ検討会」で検討
自治会長より現状報告
市の協力を得て「防災講座」を開催
たまごルームと懇談
今後検討を継続
今後検討を継続
今後検討を継続
今後検討を継続
自治会長より現状報告
ルールづくりに向けてペット飼育者の主体
的な行動を促進
今後検討を継続
団地再生分科会の協議と関連づけて検討
当面、NPO じおすの HP を活用することで
自治会、管理組合と協議
今後検討を継続
団地再生とも関連づけ、緑化本部の意向を踏
まえながら検討を継続

その他、独居老人の見守りとからめ自治会広
報紙「はいつニュース」を一人暮らしの高齢
者に手渡し
人生の節目にお祝いの進呈

1（12） 未着手
2（10） 未着手

その他、病児の預かり支援

2（12） 着 手
2（11） 未着手

その他、青年部の設置

5（14） 未着手
その他、芝桜の延長、バラ園、桜並木
その他、樹木葬
3（10） 未着手
6（13） 着

手

※カッコ内の数字は優先度が「高い」＋「やや高い」と判断した人数
※着手は既に関係地域団体により取り組まれている事業、未着手はまだ手つかずの事業、もしくは手をつけ
ていても新たな視点からの取り組みが必要な事業
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（２）団地再生分科会での検討
団地再生については、基本的に管理組合の検討領域であり、加えて、現在、中期修繕委員会で長期
修繕計画を見直し中であることを勘案し、その推移を見守ることになりました。ただ、確認の意味で、
下記の示す「団地再生の手法とハイツでの対応」について学習する機会を設けました。

①団地再生の手法とハイツでの対応
都市再生機構の賃貸住宅の場合、近年、多様な再生手法が導入されていますが、民間の団地型マ
ンションの場合、一般的には、図Ⅰー３―２に示すようなアプロ―チをとります。ハイツの場合、建
替か改修かを検討せずに、郊外という立地特性、高齢化の進展（負担力の低下）
、建築形式や施工方法
が同じであることなどを理由に、
「全棟再生（改修）」を選択しています。その契機となったのは、修
繕積立金を充当して実施した専有部給水管更新工事でした。なぜなら、建替をしないのであれば、将
来を見据えて、専有部であっても更新する必要性が高いと判断されたからです。
図Ⅰー３－２ 団地型マンションにおける再生手法
４―４
団地
団地型マ
ンショ
ンの再生方策

建物の再生

全棟再生

全棟再生（改修、一部建替もあり）
全棟再生（一括建替）

棟別再生

棟別再生（改修＋棟別建替）

団地生活の活性化
資料：国交省「団地型マンション再生マニュアル」（平成２１年度）

なお、耐震性については、壁式構造の建物であること（※参照）、地盤が比較的強固であることを根
拠に耐震診断（補強）を検討しないことにしています。
また、建替及び改修判断の項目に対するハイツの対応は、表Ⅰー３―２に示すとおりです。共用部
の今後の改修対応については、先に述べたように、現在、中期修繕委員会が長期修繕計画の見直し作
業中です。そこで、分科会としては、１ラウンド、表Ⅰー３－３に示す課題を確認し、緊急性の高い
「管理事務所改修計画」に照準をあわせ、専門家グループによる「管理事務所改修プラン検討会」を
立ち上げることになりました。
※国土技術政策総合研究所「被災時におけるマンションの被害軽減と復興の円滑化方策に関する研究」
平成 18 年度によれば、
「中層のＲＣ造・壁式構造・ＰＣ工法のものは壁量が多いため、旧耐震基準
のものでも一般的に耐震性は高い。ただし、無理な増改築等をしている場合等は要注意。
」との指摘
あり。
表Ⅰー３－２ 建替及び改修判断の項目に対するハイツの対応
＜共用部＞
評価項目
構造の安全性

評価の観点
耐震性
主要構造部の材料劣化
構造不具合非構造部の材料劣化
防火・避難の安全性
内部延焼に対する防火性
避難経路の移動の容易性や防煙性
躯体及び断熱仕様に規 階高、遮音性、バリアフリー、そ
定される居住性
の他
設備の水準

消防設備、給水設備、排水設備、
ガス管、給湯設備、電気設備
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ハイツでの対応
耐震性は問題なし
構造部の材料劣化には大規模修繕工事の際
に対応
防火・避難対策は特に問題なし
（ソフト面の対応が今後の課題）
階段内等は手摺りを設置済み
屋上部の断熱性向上が課題
サッシの交換は検討せず
ガス管更新、電気容量アップ、ケーブルテ
レビや光ケーブル導入などは済み
※給水の直結方式は不可（市に確認済み）

※設備の一部の更新を中期修繕委員会で検
討中
設置予定なし
周知不足ながら上階から下階への住み替え
を支援
周辺に民間駐車場もあり充足
緑量的には十分だが質的向上が課題
（ガーデニングクラブ等も関連）
道路から階段口への道の改修、外構のバリ
アフリー化などが課題
集会所は改修予定、まるた小屋などもあり
充足（有効利用が今後の課題）
対応は検討せず
ドア更新は中期修繕委員会で検討中

エレベーターの設置状況

駐車スペース
敷地内のオープンスペースや植栽

共用施設
住戸外収納スペース等
その他

＜専有部＞
評価項目
バリアフリー
設備の水準

評価の観点

ハイツでの対応
各戸で対応（NPO で支援を検討）
専有部給水管のみ修繕積立金で全戸更新、
それ以外は一般修繕、あるいは各戸で対応
その余地なし
任意に各戸で光ケーブル利用が可能
各戸で対応（NPO で支援を検討）

給水、排水、ガス、給湯

面積のゆとり
IT 関連設備
専有部分の諸設備

表Ⅰー３―３ 団地再生に関わる検討課題と対応
検討項目
建物の老朽化への対応

検討対象
管理事務所の改修

建物の設備の老朽化対応、その他
居住性向上や省エネ対策など
建物の耐震性

増加する空室や賃貸へ
の対応とその活用

建替を含むリノベーションに関す
る学習
（コミュニティ・カフェの開設）

福祉系のサテライト・ステーショ
ンの誘導

環境の付加価値化
（緑だけでなく花のき
れいな団地づくり

（ガーデニングクラブの発足）

その他、外構や付帯施設の付加価
値化
周辺の農地や山林を活
用した新たな魅力づく
り

資料：前掲参照
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対 応
「管理事務所改修プラン検討会」を設置し、
改修計画を策定
今春、竣工予定
中期修繕委員会の長期修繕計画見直し案が
まとまり次第、今後、意見交換を予定
管理組合では耐震調査は実施しない方針
（よりどころとしては、阪神淡路大震災後
に出された国の関係機関の報告書の中に、
壁式構造の建物に倒壊はなく、新建築基準
法に準じた扱いが可能とあり）
関連の取り組みの先進地視察を実施（日野
市、多摩市）
先進地視察を実施（多摩市や立川市）
空き店舗活用のコミカフェについてはコミ
ュニティ活性化分科会と連携して今後検討
を継続
これまで NPO 助っと隊によって実施され
た調査結果を報告。今後、協議を継続予定。
（NPO 助っと隊が国交省に補助申請だっ
た事業が不採択）
関連の取り組みを先進地視察（深谷市）
小さく産んで大きく育てることを基本に今
後、緑化本部の意向をふまえつつ、コミュ
ニティ活性化分科会と連携して検討
ガーデニングクラブやイベント・文化的活
動の拡充とからめて可能性を検討
現在、近隣の山林を緑化本部はふれあいの
森（2000 ㎡）、遊休農地を楽農クラブが共
同農場（約 100 坪）として活用しているが
具体的な提案はなく、今後検討を継続

４．取り組んだ主な事業
（１）コミュニティ・カフェ開業の検討
当初、
「コミュニティ・カフェ検討会」では、空き店舗を活用したコミュニティ・カフェの開業につ
いて検討しましたが、その後、まずはニーズの把握、ノウハウの蓄積、担い手の確保などに目途をつ
けることの方が先決ではないのかということになり、既にイベントながら経験のある「まるた小屋」
（写
真参照）でのコミュニティ・カフェの試行を先行させることになりました。そのイメージは、図Ⅰー
４―１に示すとおりです。女性たちを中心とするこの試行が実り多いものとなることを期待したいと
思います。また、パンやクッキーづくりなどに関与する若い母親グループ（たまごルーム）とのコラ
ボレーションの成果にも注目したいと思います。
図Ⅰー４－１ コミュニティ・カフェの試行内容

＜試行のポイント＞
・モットー：地域の楽しいたまり場作りを忘れず
に、無理のない運営、活動を目指す。
・開業：３月１５日（木）、１１時～６時
（以後、毎月、第 1・第 3 木曜日に開業）
・場所：まるた小屋（晴れた日はテラスも利用）。
・内容：コーヒー・紅茶、（手作りクッキー付き）、
日本茶（お菓子付き）。価格はいずれも２５０円。
※手作りのパンや旬のとりたて野菜の販売
・担い手：スタッフは一回、４名。はいつニュー
スなどで募集するが、できそうな人を集めてロ
ーテーションを組む。

2010 年に開催された第 1 回手作り作品展の際、
有志により「カフェまるた」が開設された。
今回の試行はこの時の経験が活かされている。
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（２）管理事務所の改修プランづくり
管理事務所内の元管理人室を新たな集会所として改修する計画が浮上したことを契機に、
「管理事務
務所プラン検討会」のもと、管理事務所全体の改修内容について検討しました。その結果は、図Ⅰー
４－２に示すとおりです。
改修計画の大きなポイントは、新たに誕生する集会室には対面型キッチンが設けられ、テーブルや
イスは常設となり、床には西川材が用いられることになっていることです。この集会室から新たなふ
れあいやつどいの機会が誕生することが期待されます。また、この集会室を既存の関連施設とどう有
機的に関連づけながら活用していくか課題です。
図Ⅰー４－２ 管理事務所改修プランの概要
＜改修プランのポイント＞
・対面型キッチン付で西川材を床材に
活用した集会室の整備
・既存集会室と新設集会室のスムース
な動線確保
・既存キッチンの撤去を契機に男子ト
イレ、女子トイレの分離（洋式トイレ）
・自治会室、コピー室の新設
・清掃員詰所・更衣室の改修
・外部用トイレの洋式化
など

ここに新たなつ
どいの場が誕生

竣工直前の新たなつどいの場
対面型オープンキッチン、西川材を活かした床
に女性たちも注目
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（３）埼玉大学との協働によるアンケート調査の実施
埼玉大学社会調査研究センターが実施するアンケート「新狭山ハイツのコミュニティ及び社会的企
業の形成に関するアンケート調査」に協力しました。実施期間：９月６日～３０日、配布数：７０９
戸、回収数：３４５、回収率：４９％でした。調査の内容は下記のとおりです。
＜アンケートの調査項目＞
・基本属性（年齢層、性別、居住年数、家族構成、職業、最終学歴、年収、出身都道府県）
・ハイツへの入居動機とハイツに対する現状評価（入居理由、永住意向、住みやすさ・暮らしやすさ、住
みにくさ・暮らしにくさ
・ハイツ内での近所づきあいの状況（つきあいの程度、つきあっている人数、知人・友人のつきあいの頻
度、住民間の支え合いや助け合いの程度、ハイツの管理事務所やまるた小屋の重要度
・管理組合や自治会等の活動状況（ハイツ内の活動団体の認知度、自治会役員の経験、国や自治体の選挙
への投票参加）
・ハイツ内の社会的企業（コミュニティ・ビジネス）の認識（ハイツ内の組織・団体活動の仕組みの継続
性、ＮＰＯじおすの認知度と継続性）
・ハイツ居住者への信頼感（信頼感の程度、選択の理由）
・ハイツの入居時と現在の比較（住み心地、安全性の印象、活気）
・日常生活上の問題や心配事（問題や心配事の有無、その重要度、永住のために重視する条件）

調査結果の中から、幾つかご紹介しておきます。
図Ⅰー４－３ アンケート結果の概要
質問10 あなたはハイツに入居する際、どう思っていましたか。(1つ選択)
1.はじめからずっと住もうと思っていた。

25.8%

2.はじめからずっと住もうと思っていなかっ…

38.8%

3.いまでも一生住もうと思っていない（わか…

無回答

33.0%
2.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

質問16 あなたは、ハイツでの日常生活において、住民間の支え合いや助け合いが
あると思いますか。(1つ選択)
1.おおいにある

9.3%

2.まあまあある

49.0%

3.どちらともいえない

26.1%

4.あまりない
5.まったくない
無回答
0.0%

10.7%
3.5%
1.4%
10.0%

20.0%
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30.0%

40.0%

50.0%

質問18 あなたは、ハイツ内で活動している組織や団体を知っていますか。次の
イ～タの項目ごとに、「知っている」「知らない」のいずれか該当する番号を1つ
選んで下さい。
1.知っている

2.知らない

無回答
87.0%

イ.緑化推進本部

7.5%
5.5%

76.2%

ロ.わくわく自然園を守り育てる会

17.4% 6.4%

85.2%

ハ.生ごみリサイクルを進める会
44.6%

ニ.楽農クラブ

9.3%
5.5%
44.6%

10.7%

80.9%

ホ.アルミ缶リサイクルの会

12.5%6.7%

へ.子供育成会

87.0%

8.1%
4.9%

ト.あおやぎ文庫

85.8%

9.0%
5.2%

71.9%

チ.まるたの会

21.7% 6.4%

77.7%

リ.秩父荒川交流実行委員会

16.2%6.1%

85.8%

ヌ.寿会

8.7%
5.5%

ル.福祉の会･風見どり

71.6%

21.7% 6.7%

オ.花水木会

69.6%

24.3% 6.1%

45.5%

ワ.たすけあいの輪

44.1%

52.8%

カ.青空サロン

36.5%

29.9%

ヨ.たまごルーム

59.1%
63.2%

タ.NPO法人グリーンオフィスさやま(NPOじ…
0%

20%

10.4%

40%

10.7%
11.0%

28.1%
60%

80%

8.7%
100%

質問17 あなたは、ハイツの管理事務所やまるた小屋などの集会施設をどう考え
ていますか。(1つ選択)
1.とても重要である

41.2%

2.まあ重要である

35.9%

3.どちらともいえない

16.5%

4.あまり重要でない
5.まったく重要でない

3.2%
0.6%

無回答
0.0%

2.6%
10.0%

20.0%
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30.0%

40.0%

50.0%

質問19 あなたは、問18の表中のイ～タの各種の組織や団体の活動が盛んだと感じ
ますか。(1つ選択)

1.非常に盛んであると思う。
2.ある程度は行われていると思う。
3.ほとんど活動は行われていないと思う。
4.わからない。
無回答

48.4%

40.9%
0.3%
7.8%
2.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

質問20-3 あなたが関わっている組織や団体の活動に参加することで、どんなこと
を得ましたか。重要なものを１つ選んでください。
1.達成感、充実感を味わえた。

11.1%

2.知識やノウハウが豊かになった。

12.0%

3.地域･社会に対する貢献ができた。

17.6%

⑤ハイツの社会的企業(コミュニティ･ビジネス)の認識
4.地域のさまざまな人のつながりができた。

43.5%

5.地域への愛着が深まった

5.6%

6.地域･社会の仕組みや問題がわかった。

5.6%

7.その他

0.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

質問23-1 あなたは、このような仕組みを知っていますか。(1つ選択)
1.知っている

52.8%

2.知らない
無回答
0.0%

42.0%
5.2%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

N=182

質問23-2 あなたは、このような仕組みをどう思いますか。(1つ選択)
1.このまま継続していくべきである

56.0%

2.改善を加えて継続していくべきである
無回答

43.4%
0.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

質問24-1 あなたは、「NPOじおす」を知っていますか。(1つ選択)
1.知っている

53.6%

2.知らない
無回答
0.0%

41.2%
5.2%
10.0%

20.0%

30.0%
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40.0%

50.0%

60.0%

質問24-2 あなたは、この組織をどう思いますか。(1つ選択)

1.このまま継続していくべきである

51.9%

2.改善を加えて継続していくべきである

45.4%
2.7%

無回答
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

質問26-1 あなたは、ハイツに住んでいる人に対する信頼についてどう考えてい
ますか。あなたの考え方に近いと思うものを1つ選んでください。
1.ほとんどの人は信頼できる
2.ある程度は信頼できる
3.注意することに越したことはない
4.信頼できない
5.わからない
無回答

14.8%
59.4%
16.5%
1.7%
5.8%
1.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

質問30 現在のハイツに住み心地は、どうですか。(1つ選択)
1.とても住みやすい
2.まあ住みやすい
3.以前住んでいたところと変わらなかった
4.あまり住みやすくない
5.まったく住みやすくない
6.わからない
無回答
0.0%

11.0%
57.7%
3.5%

19.4%
3.2%
2.0%
3.2%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

質問32 現在のハイツの活気は、どうですか。(1つ選択)
1.とても活気がある
2.まあ活気がある
3.以前住んでいたところと変わらなかった
4.あまり活気がない
5.まったく活気がない
6.わからない
無回答
0.0%

6.7%
44.3%
4.9%
29.6%
2.6%
8.1%
3.8%
10.0%
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

質問34 あなたは、現在、問題や心配事がありますか。重要性の高いものを１つ選
んで下さい。
1.健康･身体の状況
2.家族の健康や世話
11.6%
3.乳児時期の子育て
0.6%
4.子や孫のしつけ･教育
1.4%
5.家計･仕事･就職
5.8%
6.家庭内での人間関係
0.9%
7.ハイツの建物や設備の改修
5.8%
8.集合住宅での暮らし方(ゴミ出し、ペット飼…
10.4%
9.その他
1.7%
10.問題や心配事はない
13.0%
無回答
8.7%
0.0%

10.0%

40.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

質問35 あなたが、ハイツに一生住み続けようと考えた場合、どれが重要ですか。
重要性の高いものを１つ選んで下さい。
1.緑が豊かであるなど、自然環境が良いこと
2.隣人などとの関係が円満であること
3.近くに若者や子供が多く居住していること
4.病院等の公共施設が充実していること
5.自治会や管理組合活動が活発であること
6.お祭りやサークル活動が行われていること
7.駅に近いなど、交通の便が良いこと
8.行政サービスが充実していること
9.近くに大型スーパーや商店街があること
10.親や子が近くに住んでいること
11.その他
無回答

34.2%
11.9%
0.6%

12.2%
3.5%
0.0%
9.0%
1.4%
12.2%
5.2%
2.9%
7.0%

0.0%

10.0%

20

20.0%

30.0%

40.0%

（４）先進地視察
①第１回先進地視察
・実施日：１０月２６日（土）
・参加者：２１名
・対象地：①日野市の UR 多摩平の森団地・団地再生事業「たまむすびテラス」
（シェアハウス、菜園
付共同住宅、高齢者専用賃貸住宅）
②多摩市のコミュニティ・カフェ「福祉亭」、諏訪２丁目団地の建替事業
③立川市のコミュニティ・カフェ「サラ」
（案内人：NPO 法人高齢社会の食と職を考える
チヤンプルーの会理事長・紀平容子氏）
、コミュニティ・カフェ「ステラ」

＜多摩平団地・団地再生事業「たまむすびテラス」＞
・所在地：東京都日野市
・概要：ＵＲ都市機構が推進するルネッサンス計画２「住棟ルネッサンス事業」の一環として、築３
５年の空家となっていた既存住棟５棟を民間事業者３社が建物を賃借し、改修、活用した事業。平
成２３年１０月２２日に「まちびらき」をしたばかり。
図Ⅰー４―４ 団地再生事業「たまむすびテラス」の概要
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●団地型シェアハウス「りえんと多摩平」

デッキテラス付住宅

アウトドアダイニング

シェアハウス（複数で住みあう家）

おしゃれな自転車置き場

●菜園付共同住宅「AURA243」

南側の庭が玄関の住宅

コロニーガーデン

22

デッキ付の庭

ファーマーズハウス付貸農園

●高齢者向け賃貸住宅「ゆいま～る多摩平の森」

デッキテラス付住宅

小規模多機能施設を付帯

北側にエレベーター設置

コミュニティ食堂

●視察から学んだこと
・賃貸住宅団地と分譲住宅団地という大きな違いはあるものの、団地再生には多様なコンセプトや手
法があることが理解できた。特に、空き室の福祉系への活用、若い世代への農の魅力の訴求、住環
境の付加価値化の取り組みについては、同じような発想を抱いているハイツにとって自信になりま
した。
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＜コミュニティ・カフェ「福祉亭」＞
・所在地：多摩市永山団地の商店街の一角
・対 象：コミュニティ・カフェ「永山亭」（2002 年開業、2004 年にＮＰＯ法人化）
・運 営：ＮＰＯ法人永山亭
・内 容：食事（日替わり定食が人気）
、囲碁・将棋・麻雀などのサロン活動の場として活用
・備 考：ＮＰＯでは、いきいき事業（都のミニデイ事業補助金で運営、介護予防の活動や季節の催
し、地域包括支援センターのスタッフによる「よろず相談」）
、講座事業（平成 19 年度は公民館の市
民企画講座を活用し、年 5 回開催）
、まめふく・まなふく（平成 17・18 年度多摩市市民提案型まち
づくり事業補助金で実施。平成 19 年度は福祉亭の独自事業として世代間交流の一環として子育て支
援を実施。その他、ミニミニ国際交流など。

コミュニティ・カフェ「永山亭」

店内の様子

●視察から学んだこと
・商店街に空き店舗が多く、その一部がいろいろな NPO で活用されている様子に状況の厳しさを感じ
た。視察したコミカフェ「福祉亭」は、そうした NPO の中でも先駆けとなった事業で、東京都や多
摩市の補助事業を積極的に活用しつつ、小さな空間ながら、飲食サービスだけでなく、たまり場、
子育て支援、国際交流など、多彩な役割を果たしていることが参考になった。

＜コミュニティ・レストラン「サラ」＞
・所在地：立川市若葉のけやき台団地の商店街
・対 象：コミュニティ・レストラン「サラ」他
・運 営：ＮＰＯ法人高齢者の食と職を考えるチャンプ
ルーの会
・内 容：
1998 年、空き店舗を活用し、レストラン開業に向け
て「チャンプルーの会」設立（代表：紀平容子）
1999 年、女性 3 名でレストラン「サラ」開業
2000 年、ＮＰＯ法人高齢者の食と職を考えるチャン
プルーの会を設立（理事長：紀平容子）
2001 年、フリースペース「ひろばサラ」開業
2003 年、介護保険事業「デイサービスサラ」開業
サラがあるけやき台団地の商店街
2008 年、ひろばサラを移転
●レストラン「サラ」誕生の経緯
・働く女性たちのおしゃべり「真夜中会議」から誕生。人はいずれはひとりになるもの、でも、自分
が老いた時、公的サービスはしっかりしているとは限らない。住み慣れた街で安心して健康で暮ら
していくためには、高齢者になって慌てても遅い。今から自分たちで、高齢者でも入りやすい居場
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所のようなレストランをつくろう。
・高齢者ニーズを把握するため食事会を開催。初回は参加者ゼロ（ちょっと不安）、２回目２０人（ち
ょっと自信）、その後５０人に（開業を決意）。５０人を応援団に開業に向けて始動。まず、メニュ
ーづくりを試行錯誤。高齢者は薄味で柔らかいものを好む。肉よりも魚の方が好き。それはどうや
ら固定観念と気づく。元気な方の中には揚げ物やこってりした味を好む人、魚より肉を好む人もい
る。年齢にかかわらずみんな一緒。安全な旬の食材を使い、メインは魚と肉とで選べる野菜たっぷ
りの日替わりメニューを用意。ボリュームも少なめ、多めとそれぞれのニーズにも対応。
・真夜中、会議メンバーに借金を依頼。一口１～１０万円。無利子で５年後に返済が条件。チラシ「夢
に参加しませんか？」を配布。３人から２００万円＋協力者から２７万円、国民金融公庫から３０
０万円の融資＝７２７万円。協力者がその後、宣伝係やスタッフなどとして協力。
・サラ開業後、配食も（安否確認も兼ねる）
、おしゃべ
りの会、パソコン教室やコンサートなどのイベント
を開催、壁面をギャラリーとして貸出もしている。

レストラン「サラ」の店頭

レストラン「サラ」の店内

●ひろばサラ
・立川市からもう一軒出店しないかと打診あり（３
年間市から補助金）。レストランで開催していた
パソコン教室などのイベントを独立。子育て世代
のたまり場や子供たちの居場所として活用するた
め「ひろばサラ」を開業。
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●デイサービスサラ
・周囲に高齢者介護に関わる人が多かったことと、
市から補助金が得られたことから空き店舗を活用
し、
「デイサービスサラ」を開業。

●視察から学んだこと
・ＮＰＯ法人高齢者の食と職を考えるチャンプルーの会は、全国的に先駆けてコミニティ・カフェ事
業に取り組んだ NPO とのこと。そうしたこともあって、モデルもなく、補助制度もない状況のもと
で、開業にあたっては相当苦労されたようだ。その推進役を果たした理事長の紀平さんの話からは、
“食と職”への強いこだわり、トライ＆エラーを繰り返しながらの志を実現する入念なプロセス、
に圧倒された。既に、３軒の空き店舗を活用して事業展開しており、まさにコミュニティ・ビジネ
スのかたちが具現化されているという印象を受けました。

②第２回先進地視察
・実施日：１１月２６日（土）
・参加者：２０名
・対象地：①上尾市の尾山台団地（コミュニティ・カフェ「ふれあい食堂」
、移動支援などの福祉活動
（案内人：尾山台自治会副会長・宮本達三氏）
②深谷市の「ふかや緑の王国」と花のまちづくりの取組（案内人：深谷市ガーデンシティ
ふかや推進室室長・新井昭夫氏）
③本庄市の「本庄蔵の街宮本」
（案内人：戸谷正夫建築設計事務所・戸谷正夫氏）

＜上尾市の尾山台団地＞
・所在地：上尾市の UR の賃貸住宅団地「尾山台団地」
（宇都宮線東大宮下車バス５分、徒歩１５分）
・概 要：入居年：昭和４２年（１７６０戸）～入居開始、世帯数：１７３９世帯、人口：３,２０１
人（2011.9 現在）、高齢化率：３５.１％

おやまだいショッピングセンター

ショッピングセンターに目立つ空き店舗
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表Ⅰー４－１ 自治会が取り組む福祉事業（自治会関係）
たすけあい友の会
（会員：160 名）

随時

ふれあい喫茶
映画会
おしゃべりの会
食事会
歳末食事会
配食サービス
五月会
落語会
福祉相談
親子のつどい
ラジオ体操
みんなのひろば

毎月第 1 水曜
毎月第 3 水曜
週1回
年2回
年1回
週4回
月2回
年1回
週2回
毎月第 3 木曜
毎日
毎日

会員制（利用 300 円、支援 500 円、賛助 100 人）
利用料金：1 時間 300 円、報酬：500 円
家事援助、付き添い、代行、修理、子育て支援、食事会、尾山台商
品券の販売
飲み物、ケーキ、カレーライス
終了後にコーヒータイム、会員 100 円
70 歳以上、定員 60 名、500 円
75 歳以上の単身者、無料
身体が不自由な方を対象（10～15 名）
障害者のリハビリ
落語家 2 名、500 円（お汁粉付）
市社協から委託されたコーディネイターが対応

市が UR から賃貸、自治会に管理委託

●たすけあい友の会の概要

表Ⅰー４－２ たすけあい友の会の活動状況
内 容
買物代行
車買物付添
車通院付添
車以外の付添
部屋掃除
ゴミ捨て
話し相手
その他
計
食事会

・団地自治会が運営
・ボランティア登録者数：３３８名
・ボランティア活動者数：４０７名
・利用者登録者数：１,４７４名
・ボランティア謝金：１枚５００円
（商品券、団地外の商店とも連携）

利用状況
71 人
71 人
154 人
78 人
48 人
18 人
1人
19 人
460 人
304 人

利用時間
85 時間
183 時間
224 時間
145 時間
54 時間
19 時間
3 時間
22 時間
690 時間

●NPO ふれあいねっと設立
＜設立の背景・目的＞
・福祉事業の団地外地域との連携、埼玉県地域支え会いの仕組み推進事業終了後の事業継続（財政的
問題）
、自治体や UR 等と連携した幅広い事業展開などの必要性からＮＰＯ法人を設立（2010 年 10
月）
・主な事業は、団地の空き店舗を活用した「ふれあい食堂」の開店と運営、自治会及び社協支部の福
祉事業の支援など。
●ふれあい食堂
・モットー：食堂で食べるのも配食
・開設：UR からの賃貸、改修費は NPO で負担
・営業時間：11：00～14：00
・収容力：１６名
・メニュー：1 コインで定食を提供、その他メニューも
あり
・運営：時給１００円で主婦１５～２０名が交代で対
応（２～３人／日、週 1 回担当）、調理師 1 名配置
・自治会は提供する定食を市の配食サービスと同様に
補助してほしいと市へ要望。市の配食は１食４５０
円（実際は１，０００円がかかっている）
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ふれあい食堂の内部

ふれあい食堂厨房で開店準備をする女性達

食堂で食べるのも配食という考え方のもと
1 コインでランチを提供

●移動支援
・埼玉県地域支え合い仕組み推進事業（助成金：１
年目２００万円、２年目１５０万円、３年目１０
０万円）を活用して開始。
・ワゴン車による通院・買い物の付き添い（週２回）
、
付き添い料は１時間３００円（運転手と付添人乗
車）
・アンケートの実施により実施を決定。
・対象は「たすけあい友の会」の会員。
移動支援に利用されているワゴン車（リース）

一部の棟ではエレベーターの設置も進む
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●視察から学んだこと
・大規模団地ということもあるが、自治会が中心となって積極的に多様な福祉サービスを提供してい
ることに驚かされた。ハイツではむしろ自治会が余り事業を抱え込まず、新たな担い手を立ち上げ、
事業を委ねる方法をとってきたからです。尾山台自治会がここまで事業展開できたのは、自治会長
在職３０年以上という尾上道雄氏のリーダーシップがあるようだが。ハイツではとても考えられな
い。
・自治会会員以外の近隣住民も対象とする事業（ふれあい食堂など）を NPO 法人を立ち上げて対応す
るという考え方には共感を感じた。ふれあい食堂で提供する定食も配食と位置づけ、市に補助を要
請する考え方は面白い発想と思った。

＜ふかや緑の王国＞
・所在地：埼玉県深谷市
・対 象：ふかや緑の王国を含む市民参加の花のまちづくり
・運 営：もともとは県の樹木研究施設だったが、深谷市が無償貸与を受け、
「ふかや緑の王国」
（４．
８ha）として管理
表Ⅰー４ー３ 深谷市の市民参加の花のまちづくり事業の概要
事業名
王国ボランティア

市民ガーデニングボランティア
アダプトプログラム

ふかや学校花はなプラン

深谷オープンガーデン花仲間

事業概要
王国ボランティアは当初６０名でスタート、今は２００名のボラン
ティアが活動（月１０日間作業）
市は通知を出すだけ
市民が市内の花壇や空き地に花を植栽したり、花苗を育成（月７～
１０回作業、登録制で１００名余り、市は材料の提供のみ）
市の土地（都市計画道路の残地などが対象）を提供し、市民が里親
になってデザイン・整備・維持管理
２６団体（７００～８００名）
校内、通学路、通学宮内で子ども・学校・ＰＴＡ・地域が一体とな
ってガーデニングを楽しむ
ふれあい・顔見知りが増え、防犯にも効果
８０戸、４月・５月・１０月の各２日間公開、
毎年４月に市の花フェスタに併せオープンガーデンフェスタを開催
（市はＰＲ面で協力）
オープンガーデンの中には１，０００人が訪れるガーデンもあり

図Ⅰー４－５ ふかや緑の王国の施設構成
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●「ふかや緑の王国」には多くのボランティアが活動
・登録ボランティア、２０９名！(2011 年 8 月現在)
・ホタル呼び戻そう会、炭焼き隊、やきもの、案内板作成人、花咲き人、樹名板作成、野鳥、かわら
版編集員、料理人、野菜づくり人、薬草など

王国内の「深谷サステナブルガーデン」とキッズプログラムの取り組みが、７月８日に発表された特定非利
活動法人キッズデザイン協議会主催の「第５回キッズデザイン賞（フューチャーアクション部門）」を受賞
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市民の手で農村風景を再現「ふかや村」

イベント時に竹を使って照明

子どもに人気のツリークライミング

●視察で学んだこと
・ボランティアを積極的に受け入れ、ふかや緑の王国を整備・管理運営していこうとする行政の姿勢
に共感を抱いた。その背景には、行政と市民との間に信頼感が醸成されているのだろうと推察され
た。また、公園や緑を介して、多彩なテーマ・コミュニティが育まれていることに学ぶべき点が多
くあった。
・今回、時間がなく、市の説明を聞くだけになってしまったオープンガーデン、アダプト制度などに
ついては、あらためて見学の機会を得たいと思った。

＜本庄・宮本蔵の街＞
所在地：埼玉県本庄市宮本
対 象：歴史的建築遺産を活かした街区（１００年前に創業した酒問屋：小森商店の跡地→不動産屋
が買収→３つの蔵は保存・活用＋分譲住宅地（６軒）
内 容：市民グループ「本庄まちＮＥＴ」が整備をコーディネイト
図Ⅰー４－６ 宮本蔵の街の構成
住宅地（６軒、電柱は裏配線）

三の蔵（赤煉瓦ホール）
元酒蔵

二の蔵（カフェ）
元味噌・醤油蔵
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広場

一の蔵（事務所）

一の蔵方向からみた街並み

元酒蔵を活かした赤煉瓦ホール

赤煉瓦を活かした小広場

多目的に利用される赤煉瓦ホール

●二の蔵を活かしたカフェ「cafeNINOKURA」
・営業：月・火・水（11:00～18:00）
、金・土（11:00～21:00） ※木・日曜休業が基本。
・オーナーは深谷シネマ勤務の飯塚さん
・要望に応じて店内設備を貸出している。スクリーン、プロジェクターを備えた「二階催事場」、厨房、
飲食設備のある一階「カフェ」
、または隣のイベントスペース「赤煉瓦ホール」と組み合わせた利用、
例えば、映画上映会、ミニコンサート、展覧会、ワークショップや各種教室など多彩な催しが可能。

元味噌・醤油蔵を活かした cafeNINOKURA

温かみのあるカフェの内部
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●視察から学んだこと
・地域の歴史的遺産を市民主体の発想でまちづくりに活かそうとする取り組みに共感を覚えた。
・ハイツではこの類の遺産はないものの、時間の経過とともに素敵になる“エージング”にはこだわ
りたいと思いました。
・コミカフェのオーナーを深谷シネマの飯塚さんが担っている経緯は不明ながら、単にカフェの運営
を超えた、活動の広がりを予感させてくれました。
・案内人の戸谷氏の話にあった“世間遺産”という言葉が印象に残った。身近なところでの遺産さが
しを心掛けたいと思いました。

（４）その他取り組み
①防災講座の開催
東日本大震災があったこともあり、参加者の防災への関心が高かったことから、
「身近に防災」をテ
ーマに防災講座を開催しました。
・時 期：１１月２７日
・内 容：防災時における自助・共助・公助の対応（講師：狭山市防災課職員）
伝言ダイヤルの使い方（講師：柴田陽一氏）
・参加者：２０名
自治会ではこの講座をひとつの契機に、来年度
防災体制を見直すことになりました。

②講演会の開催
・時 期：２月１９日（日）
・内 容：おまかせ主義的な風潮の打破を意図して、
「集合住宅に求められる新たな共同性とは」をテ
ーマに講演会を開催
講師：竹井隆人氏（1968 年京都生まれ、政治学者、立命館大学講師、専門・集合住宅に関
連する法律、社会、政治）
●主な著書：
「集合住宅と日本人」2007・平凡社、
「集合住宅とデモクラシー」2005・
世界思想社
・参加者：４０名（ハイツ外からも 7 名の参加あり）

集合住宅はその仕組みを
活かし、単なる仲良しのコミ
ュニティではなく、民主的な
プロセスで
自己決定できる「私的政府」
たれ
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③視察や講演
多様な主体の協働による地域課題解決の取り組みが注目され、下記のような事例報告する機会や視
察がありました。
＜講演＞
・１０月、埼玉住まい・まちづくり交流展「未来に挑戦する郊外住宅と町内会・自治会の新たな取り
組み」に関連し、事例発表「新狭山ハイツ新生ハイツ３５年プランづくり」をテーマに（右のチラ
シ参照）
。
・１月、NPO 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。
・3 月、多摩コミュニティビジネスシンポジ
ウム 2012－「元気な地域を創造～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～」（会場：国立市の一橋
大学）でハイツの事例を講演。

志木市での事例発表風景

＜視察＞
・８月、入間市の西武狭山グリーンヒルの視察に対応。
・１１月、埼玉県住宅供給公社の視察に対応。
・１１月、宮代町総務政策課協働推進担当職員と市民グループの地域活性化くらぶの視察に対応。
・１２月、市内のつつじ野団地の自治会・管理組合の視察に対応。
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５．事業収支
県の補助に関わる２３年度の事業収支は、下記のとおりです。本年度はこの他にもＮＰＯじおすの
負担で対応したものがありますが省略します。
表Ⅰー５－１ ２３年度事業収支（補助事業）

＜収入の部＞

（円）

項
目
県補助金
自己資金
事業実施による収入等
その他（融資等）
計

決算額
300,000
75,612
0
0
375,612

摘

要

＜支出の部＞
項
人件費

（円）
目

会議費
消耗品費
謝金
旅費交通費
その他
計

決算額
摘
要
72,000 統括、分科会、検討会、会計等（4 名）、
延 36 回×2,000 円
11,800 集会所使用料
85,972 コピー代、インクジェット、コーヒーメーカーなど
90,000 外部協力者謝金（3 人×10,000 円）
講演者謝金（1 人×60,000 円）
5,140 県内交通費
110,700 視察用バス借上げ（2 回分、95,700 円）
視察先資料代（3 人×5,000 円）
375,612

６．事業の成果及び評価
本年度事業の成果及び評価は、下記のとおりです。
①課題が明確になり、優先して取り組むべき事業に目安がつきました。
②「管理事務所改修プラン」の検討結果は、改修設計に反映され、
「コミュニティ・カフェ」について
は、本格的なコミュニティ・カフェの開設に向け、まるた小屋で３月から月２回試行することにな
りました。
③埼玉大学社会研究センターのアンケート調査により、コミュニティや地域団体の状況などに関する
住民意識や意向を概略把握することができました。
④先進地視察により、今後取り組むことを検討しているコミュニティ・カフェ、移動支援、環境の付
加価値化などに有益な情報が得られました。
⑤多様な主体による協働型の地域課題解決の取り組みが注目され、志木市（１０月）
、狭山市（１月）
、
国立市（３月）などで、事例発表する機会が得られました。
⑥講演会では、住民の主体的な参加・熟議によりコミュニティをマネジメントしていく“私的政府”
としてのコミュニティの形成の必要性を再認識できました。
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Ⅱ章 地域課題解決型協働事業（24 年度の取り組み）
１．事業目的
・高齢世代はもとより、若い世代にとっても安心して楽しく住み続けられるコミュニティを維持・発
展させていくという地域課題の解決に向け、本年度の事業目的は、
「昨年度の成果をふまえ、さらに
課題解決の方策を煮詰めるとともに、一部事業の試行にも取り組みながら、将来の発展につながる
布石を着実に打っていく」ことにあります。

２．協働体制
・地域団体（自治会、管理組合法人、地域団体）、ＮＰ０まちづくり助っと隊、地域包括支援センター
などと協働しつつ、ＮＰ０グリーンオフィスさやまが事業全体をコーディネイトしていく体制をと
りました。
・事業の検討にあたっては、たまり場・つどいの場機能の強化を「コミュニティ・カフェ検討会」で、
住民福祉体制の拡充を「住民福祉検討会」で、環境の付加価値化を「ガーデニングクラブ検討会」
を立ち上げ、検討を行ないました。また、手作り作品展については、
「手作り作品展実行委員会」を
立ち上げ、検討するとともに、事業を実施しました。

３．事業概要
・今年度取り組んだ事業の概要は、図Ⅱー３－１に示すとおりです。
図Ⅱー３－１ 24 年度事業の概要
たまり場・つどい場機能の強化

① コミュニティ・カフェ「ココベリー」の試行継続
② 空き店舗活用策の検討

住民福祉体制の拡充

① 買物（移動）支援の実現可能性の調査
② 空き室対策の検討
③ 住民福祉を考える集いの開催

環境の付加価値化の推進

① 里親制度を活用した花壇の拡充
② ガーデニング研修会の開催

文化的環境の拡充

① 手作り作品展（第 2 回）の拡充
② ブックスタートに着手

情報の受発信機能の強化

① ＮＰ０のホームページの拡充
② 新狭山ハイツからのメッセージの改訂
③ 蓄積情報（文字・映像）のアーカイブス化

生きがい雇用の拡充（上記の事業と絡めて取り組む）
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４．取り組んだ主な事業
（１）たまり場・つどいの場機能の強化
①コミュニティ・カフェ「ココベリー」の試行継続
・３月から「まるた小屋」で試行を始めたコミュニティ・カフェ「ココベリー」は、７月以降、改装
なった管理事務所内の第二集会室に移り、営業を継続しました。若いママさんグループとシニアグ
ループのコラボレーションによりサービス内容の拡充が図られ、月２回の営業は軌道にのり、１日
平均５０名程度の利用者がありました。しかし、開店経費はともかく、集会所使用料及びコピー代
を含めると赤字なのが実態です。いわんやスタッフに何らかの報酬を支払える状況にはありません。
今後、ココベリーをコミュニティ活動の拠点として育んでいくためには、活動の継続性を担保する
支援体制を確保する必要があります。

改装なった集会所に場所を移してコミカフェ「ココベリー」の営業を継続。居心地の良い空間が人気。

図Ⅱー４－１ ２４年度のココベリーの月別利用状況（単位：人）
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②空き店舗活用策の検討
・空き店舗（元公文）の内部を調査し、使い勝手やリフォームの必要性を検討したり、家主に対して
賃料の値引きなどを打診したりしましたが、本格的な検討を行なう環境（※）が整いませんでした。
また、空き店舗のひとつ（肉屋さんの２階）に喫茶＆レストラン「フクロウ」が開業するというこ
ともありました。こうしたことから、まずはココベリーの利用の安定化を優先することにし、空き
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店舗の具体的な活用策の検討は次年度に繰り越すことにしました。
※空き店舗（元公文）の家賃（広告より）：面積：約40㎡、家賃：5.5万円、敷金：2カ月、保証金・
礼金：なし（管理費：57,000円／年、修繕積立金：143千円／年）

（２）住民福祉体制の強化
①買物（移動）支援の実現可能性の調査
●移動支援サービスに関する調査
・移動支援サービスについては、いろんなケースを想定し、調査をしました。その結果は、表Ⅱー４
－１に示すとおりです。送迎バス貸切案も有意と考えられましたが、利用料金や利用ニーズから判
断してボランティア送迎（有償ボランティア）が現実的との結論でした。
表Ⅱー４―１

移動支援サービスの概況

移送手段

移送サービス内容

移送費用など

マイクロレンタカー

10人乗り、運転手なし、12時間利用

送迎バスの貸切
（M社）

20人乗り、週１回（午前・午後の2回、 1回当り15,700円（1人回当たり、
主なスーパーを2時間程度で周回）
800円程度、乗車率を考慮すると＋α
が必要）

送迎バスの貸切
（S社）

20人乗り、週2日（1日3～4回、主な
スーパーを2時間程度で周回）

１回当り13,000～17,000円（1人
回当たり、630～850円程度、乗車
率を考慮すると＋αが必要）

タクシー

申込受付し、タクシー呼び出し（3～4
人程度同乗）

コーディネイトをNPOが担当
（タクシー代＋事務費）

ボランティア送迎

自家用車利用（道路運送法による福祉有
償移送に該当しない範囲を想定）

謝礼はガソリン代程度
事故対応や担い手の確保が課題

21,000円（1人当たり2,100円）

●買物（移動）支援に関するアンケート調査
・寿会、福祉の会・風見どり、花水木会の高齢者を対象に「買物（移動）支援に関するアンケート調
査」を実施しました（配布数：４８８名、回答数：１３５名、回答率３８％）
。その結果は、図Ⅱー
４－２に示すとおりで、買物（移動）支援に関するニーズが高いことがわかりました。しかし、ど
う支援すれば効果的か、あるいは担い手やコスト面で事業の継続性を担保できるかについては、次
年度以降の検討課題としました。
図Ⅱー４－２ 移動支援に関するアンケート調査結果（単位：％）
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●ハイツ内における移動販売及び宅配・配食サービスの状況調査
・その他、買物支援については、ハイツ内における移動
販売車の営業状況や宅配・配食のサービス状況を調査
し、その結果を表Ⅱー４－２に示すようにまとめ、全
戸に情報提供しました。

週 1 回営業する移動販売車（魚屋）
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表Ⅱー４－２

新狭山ハイツにおける移動販売及び宅配・宅食サービスの状況
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②住民福祉の集い＆講演会の開催
・きめ細かな住民福祉体制を考えるきっかけにしたいと、１１月２６日（月）、住民福祉の集い＆講
演会「地域のつながりで豊かな老後ー望まれる共助とは」を開催しました。講演会には堀兼・奥富・
新狭山地域包括支援センターの長谷川末子さんをお招きし「現場から見える地域福祉の実態と課題」
をお話しいただきました。ポイントは下記のとおりです。
＜講演のポイント＞
・介護保険外のサービスが多々あり、お悩みごとがあれば
まず地域包括支援センターにご相談を。
・近年、介護予防を重点して取り組んでいるが利用者が継
続的に関われる状況にないことが悩み。
・地域の情報は民生委員から提供のある「ふれあい台帳」
を参考にしている。ただ、地域にサロンなどのふれあい
の場が少ないと感じている。
・孤立死対策は、まずは挨拶、気軽に相談、身近なところ
で生活状況を点検する方法が基本。

表Ⅱー４―３ 新狭山ハイツにおける高齢化の状況
高齢者数及び高齢化率
男

女

合

計

全体（人）

726人

695人

1,421人

65歳以上

251人

272人

523人

高齢化率（％）

34.6％

39.1％

36.8％

65歳以上の方がいる世帯
世帯数
全体（世帯）

男

女

合

計

710世帯

726人

695人

1,421人

65歳以上の単身世帯

120世帯

46人

74人

120人

65歳以上の夫婦世帯

111世帯

111人

111人

222人

その他

137世帯

94人

87人

181人

合計

368世帯

251人

272人

523人

全体に占める割合

51，8％

65歳以上の方が
一人でもいる世帯

要介護認定者数
要支援

人

数

要介護

合

1人

2

1

2

3

4

5

7

11

17

17

8

11

3

計

74

※障害者手帳保持者：身体障害者：54人、知的障害：8人、精神障害：14名
資料：狭山市福祉部福祉課提供資料、2012年8月1日現在

③その他
・狭山市福祉部の要請を受け、市役所のエントランスホールで 10 月 29 日～11 月 6 日迄の間、開
催された「「狭山市地域福祉推進パネル展」に参加しました。展示したパネルは、図Ⅱー４－３に示す
とおりです。パネルでは、多様な主体が協働してたまり場やつどいの場を運営してきている様子を紹介し
ました。

41

図Ⅱー４－３ 狭山市地域福祉推進パネル展での展示内容
狭山市役所で開催（10・29～11・6）の「狭山市地域福祉
推進パネル展」でのプレゼンテーション

42

（３）環境の付加価値化の推進
①里親制度を活用した「ふれあい花壇」拡充
・現在、ハイツ内に9か所の花壇があり、整備は緑化推進本部、維持管理は寿会（花壇お世話隊）に
依頼してきました。しかし、これ以上、今の体制で花壇を増設することは費用面や担い手の面な
どから困難な状況にあります。したがって、
“緑豊かなハイツ”に加えて“四季彩り豊かなハイツ”
をめざすとすれば、新たな仕組みが必要となります。その方法として想定しているのが、特定の場
所の花壇化を特定グループに委ねるいわば「里親制度（アダプト）を活かした花壇」です。実は、
そのモデルとなる花壇づくりが２３号棟東側の花壇で既に始まっています。

緑化本部が整備し管理しているデッキ付花壇

里親制度による花壇増設のモデルのなった花壇

ハイツの共有地に見られる宿根草を活用した住民の手によるミニ花壇作り

・この仕組みを導入することで、花壇の内容もこれまでのような園芸種主体の花壇づくりではなく、
宿根草を主体にガーデニングの手法を取り入れた花壇づくりも可能になります。こうした仕組みに
よる花壇を「ふれあい花壇」と呼んで、“無理なく楽しく関わり続ける”ことをモットーに拡充す
ることを考えています。本年度はその2号地を１４号棟南側角地に整備しました。里親は５～6名に
なる見込みです。

里親制度を活用した「ふれあい花壇」の 2 号地として整備した花壇
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②ガーデニング研修会の開催
・ガーデニングの基本的な考え方や手法を学ぼうと、１１月１０日（土）、自然風景式ガーデナー・グ
ロッセ・リュックさんと園芸療法家のグロッセ・世津子さんを招き研修会を開催しました。
また１４号棟南側の角地において、花壇化のアドバイスを受けました。

グロッセ・リュックさんの講演からガー
デニングのデザイン哲学・手法を学ぶ

グロッセ・リュックさんと世津子さんから現
場で指導を受ける参加者

③長野県小布施町の花のまちづくりを視察
・１１月１７日（土）、小布施町の花のまちづくりを視察。ア・ラ・小布施ガイドセンターで花のまち
づくりに関し、レクチュアを受けた後、街なかのオープンガーデン（公開されている個人の庭）を
中心に案内していただきました。あいにくの季節と天候のため、花数は少なかったものの、ヨーロ
ッパやガーデニング大楽校で学んだ洗練された花による修景、宿根草を主体とした持続可能な花壇
づくり、セミパブリック（半公共）な空間を巧みに活かした花のまちづくりの一端を垣間見ること
ができました。
＜小布施町における花のまちづくりの歩み＞
昭和 55 年
昭和 56 年
平成
平成

平成
ア・ラ小布施「ガイドセンター」の関さん
からレクチュアを受ける

ちづくり”をめざす
元年 ヨーロッパの花のまちづくりを研修する事
業開始
3 年 花のまちづくりの目標（花によって町を装
う、花によって福祉の心を育てる、花を町
の産業に育てる）を掲げる
9 年 花苗供給基地として「おぶせフラワーセン
ター」建設

平成 12 年
平成 14 年
平成 15 年
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住民による花壇づくり開始
町の総合計画で“うるおいのある美しいま

オープンガーデン事業開始
小布施ならではのガーデニングを学ぶ「ガ
ーデニング大楽校」開校
第 3 回全国ガーデニングサミット開催

街なかのオープンガーデン（公開されている個人の庭）

半公共的（セミパブリック）な空間をガーデニングの手法を活かして整備された花壇

（４）文化的環境の向上
①手作り作品展（第 2 回）
・平成２２年に第１回の手作り作品展“不思議な国のハイツ”を開催
しました。この作品展は隔年開催がルールになっており、本年度、
２回目を迎えることになりました。今回は文化的環境の向上という
観点から新たな試みをすることにしました。それは、開催期間を２
日間に延長すること、わが家で作品を展示する「マイハウス・ギャ
ラリー」を開設すること、開催期間中はコミカフェ「ココベリー」
を営業することなどがポイントです。また、ものつくり大学とのコ
ラボレーションも検討しましたが、１０月は学園祭などで忙しいと
のことで実現しませんでした。

メイン会場での展示、作品の鑑賞だけでなく作り手との交流も魅力
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自宅をギャラリーとして開放する「マイハウス・ギャラリー」は新たな発見ありと好評

表Ⅱー４―４ 第２回手作り作品展の概況
会場

メイン会場（第１集会室、ロビー） ココベリー（第２集会室、鳥瞰図展示）
マイハウス・ギャラリー（3 軒）
出展者数
メイン会場（大人 50 名＋子供 23 名＝73 名）
出展数
メイン会場（115 点）＋マイハウスギャラリー（約 110 点）＝225 点
※前回はメイン会場（106 点）
鑑賞者数
メイン会場（延べ 244 名）＋マイハウス・ギャラリー（延べ 210 名）＝延べ 454 名
開催者
主催：ＮＰＯグリーンオフィスさやま、後援：新狭山ハイツ自治会
協力：子ども会育成会
※ハイツ外より延べ 40 名（メイン会場のみ）
※第１回（１日間）の観覧者数（メイン会場：172 名）
※ココベリー利用者（延べ 100 名、内 27 名招待者）、花水木会によるお汁粉の販売（52 名）
※埼玉県ＮＰＯ基金による地域課題解決型協働事業を活用

<関係者から寄せられた主な意見・感想>
・２日間の開催は動員力に影響があるのでは
と心配されたが、天候に恵まれたこともあ
り、鑑賞者も多く、所期の目標は達成され
た。
・新たな作り手の参加もあり今後に期待が持
てた。
・展示スペースに余裕があったのでレイアウ
トや展示物が引き立つ工夫（照明や背景等）
があれば良かった。
・子供たちの作品が少なかったが、子供たち
を対象にワークショップ方式で作品づくり
をし、展示する方法も一案
・マイハウス・ギャラリーは新鮮で新しい発
見があった。ただギャラリーへの誘導に工
夫が欲しかった。
・外部にもっと積極的にＰＲしても良かった。

手作り作品展の交流会で藤本一美さんが自作の
「ハイツ鳥瞰図」
（写真左）について製作の意図と
プロセスを語る。この鳥瞰図はハイツの財産にな
った。同氏の希望もあって全戸に配布させていた
だいた。

②ブックスタートに着手
・ＮＰＯじおすとあおやぎ文庫の共催で、赤ちゃん（１歳半まで）と
保護者に絵本を贈る「ブックスター事業」に着手。ブックスタート
は１９９２年にイギリスで始まった事業で、赤ちゃんに絵本を開く
楽しい体験と一緒に絵本を渡す活動です。赤ちゃんにとって大好き
な人に本を読んでもらう時間は自分が大切にされ愛されていること
を知り、喜びを感じるかけがえのない時間です。
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・１１月２９日（木）、応募があった４組がまるた小屋に集まりました。中村ルミ子さんによる絵本の
読み聞かせ、プレゼントする絵本の紹介と保護者による選本を行いました。参加者の内、２組はハ
イツ育ちのママさんでした。ブックスタートは４組の参加でしたが子育て世代への支援メッセージ
を伝える良い機会となりました。

赤ちゃんとその保護者に絵を贈るブックスタートに着手

（５）情報の受発信機能の強化
①ＮＰ０じおすのＨＰのリニューアル
・情報の受発信機能を強化するため。既存のホームページのコンテンツを拡充しました。
表Ⅱー４－５ ホームページの概要
ホーム

インフォメーション

トピック

最近の主なトピック

法人概要

設立趣旨と経緯、活動目的と分野、事業のあらまし、法人の運営、法人の定款、
法人の事業報告

事業概要

環境保全支援事業、地域活性化支援事業、情報化支援事業、福祉活動支援事業
に関する情報

ハイツの窓

自治会、管理組合情報

コミュニティカフェ 営業案内、活動状況の動画
「ココベリー」
ＮＰＯじおす瓦版

各号ＰＤＦ

②新狭山ハイツからのメッセージの改訂
・入居促進を兼ねて 2007 年に作成した「新狭山ハイツからのメッセージ」を大幅に見直し、改訂版
を作成しました。内容は、巻末の付属資料①をご参照ください。

③ハイツの蓄積情報のアーカイブス化
・新狭山ハイツにおける 40 年余りの歴史を知る情報としては、自治会や管理組合の議案書、自治会
が毎月発行してきた機関紙「はいつニュース」があります。これら情報は合本され保管されていま
す。これら以外にも、自治会や諸団体が節目々々に発行してきた「記念誌」、新狭山ハイツの出来事
を映像で収録・編集し、狭山ケーブルテレビで放映されてきた「自治会の時間」、その他ハイツに関
する著作・記事などが多数あります。これら情報の所在を再確認するとともに、散逸を防止するた
め一部情報についてはＣＤ化を図りました。詳細については、付属資料②の「新狭山ハイツにおけ
る基礎的情報と保管状況」をご参照ください。

④空き室流動化に関する情報提供
・協働主体のメンバーである「団地生活デザイン」代表の山本誠さんがハイツに所有する物件を活用
して始めた参加型のリノベーション（賃貸）やシェアハウスの暮らし方を支援する取り組みを学ぶ
とともに、ホームページや自治会機関紙「はいつニュース」などで情報提供を行ないました。
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びました。また、これまで交流のあった入間市の河野陽子さんから「団地の空き室を何とかしよう
ー百年委員会」のイメージ（狭山元気大学ＣＢ企業コースで2012年秋の発表資料）についてお話
を伺いました。

「団地生活デザイン」代表の山本誠さんの参加型
リノベーションやシェアハウスも視野に入れた取
り組みを空室流動化の新たな試みとして、注目。
情報発信面で協力。

（６）その他講演・視察
●講演
・7 月 27 日、米沢市教育委員会の依頼を受けて、
「自治会とＮＰ０との連携によるいきいきとしたコ
ミュニティづくり」と題し、地域課題解決型協働事業の成果を紹介しつつ講演しました。この講演
は
昨年度多摩市で行った同様のテーマによる講演を聞いた米沢市の方から要請があったものです。

●視察への対応
・１２月１日（土）、千葉市の幕張ベイタウンマネジメント円卓会議メンバー・美浜区職員ＮＰＯ関
係者・千葉大学大学院学生など20数名が来団。「新狭山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。みなさんも協働事業に取り組んでいるとのことでしたが、ハイツと違
いベイタウンはまだ築10数年、高齢化率６％程度の若い街。今の段階から将来の高齢化を見据
えた対応を考えるとのことでした。

千葉市の幕張ベイタウンマネジメント円卓会議
メンバー等の視察に対応するとともに意見交換
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５．事業収支
・本年度の事業収支は、表Ⅱー５－１に示すとおりです。事業費約 87 万円の内、約 69 万円は県の
補助金で賄いました。
表Ⅱー５－１ 24 年度の事業収支
＜収入の部＞
項
目
県補助金
自己資金
計
＜支出の部＞
項
目
人件費

（円）
決算額
693,000
174,178
867,178
決算額
98,000

会議費
消耗品費

48,950
240,798

委託費

160,000

謝金

158,000

旅費交通費
備品費
その他
合

計

3,980
88,200
69,250

摘

要

（円）
摘
要
事業統括 30 回、会計統括 2 回、コミカフェ統括 2 回、住民福祉統
括 6 回、ガーデニングクラブ統括 4 回、手作り作品展統括 5 回、
計 49 回×2,000 円＝98,000 円
集会所使用料：38,750 円、飲物代 2 回分：10,200 円
コピー代（４～2 月分）：62,530 円
インクジェット代：16,077 円、コミ・カフェ消耗品：80,228 円
手作り作品展消耗品：21,912 円、ブックスタート：6,510 円
デジカメ：16,065 円、その他ガーデニング消耗品：37,476 円
HP のリニューアル：50,000 円
空き店舗改修計画作成：50,000 円
メッセージ作成及びアーカイブス化＝60,000 円
手作り作品展サポート作業 8 人：28,000 円
ガーデニング研修講師 1 人：50,000 円・ガーデニング指導講師 2
人：60,000 円、住民福祉講演講師 1 人：20,000 円
県内交通費 2 人：3,980 円
ノートパソコン：88,200 円
先進視察バス借上 1 回：58,250 円、駐車場代 1 回：1,000 円
視察先会場・資料代：10,000 円

867,178

６．事業の成果と評価
・コミュニティ・カフェは、若いママさんグループとシニアグループのコラボレーションが功を奏し、
月２回の開店が軌道にのり、居心地の良いたまり場として住民に支持され、１回当り５０名余りの
利用がありました。
・ガーデニングの手法による里親制度を活用したふれあい花壇の拡充は、基本的な取り組み方針が決
るとともに、活動の場を確保することができました。
・手作り作品展（第 2 回）は、開催期間を２日間に延長するとともに、新たな試みとして自宅をギャ
ラリーとして開放するマイハウス・ギャラリーを開催したことにより、延べ 454 名もの参加を得る
ことができました。ブックスタートはわずか４組の参加でしたが子育て世代への支援メッセージを
伝える良い機会となりました。
・買物（移動）支援への高いニーズは確認できたものの、事業性の観点から実施に踏み切れませんで
した。しかし、関連事業に取り組むＮＰＯや社会福祉法人との連携を模索するなかで、新たな可能
性を探ることができました。
・ＨＰのリニューアル、メッセージの作成、ハイツ基本情報のアーカイブス化によりハイツの魅力を
対外的に積極的に発信することが可能となりました。
・多様な主体による協働型地域課題解決の取り組みが注目され、米沢市での講演や千葉市幕張ベイタ
ウン地区からの視察などがあり、他地域との交流の機会が得られました。
・ＨＰのリニューアル、ハイツからのメッセージの作成、ハイツにおける蓄積情報のアーカイブス化
によりハイツの魅力を対外的に積極的に発信することが可能になりました。
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Ⅲ章 地域課題解決型協働事業（25 年度の取り組み）
１．事業目的
・高齢世代はもとより、若い世代にとっても安心して楽しく住み続けられるコミュニティを維持・発
展させていくという地域課題の解決に向け、将来の発展につながる布石を着実に打っていく。これ
まで取り組んできた試行事業を本格化させるとともに、新たな事業にも取り組む。

２．協働体制
・本年度の協働体制は、図Ⅲー２－１に示すとおりです。
図Ⅲー２－１ 25 年度事業の協働体制
地域団体（自治会、管理組合、その他団体）
連携して事業実施
特定非営利活動法人グリーンオフィスさやま
住民福祉のアドバイス・協力

空き室対策のアドバイス

ＮＰＯなごみテラシマ
地元の地域包括支援センター

団地生活デザイン

３．事業概要
・本年度取り組んだ事業の概要は、図Ⅲー３－１に示すとおりです。
図Ⅲ－３－１ 25 年度事業の概要
たまり場・つどい場機能の強化ば

①コミカフェ「ココベリー」の本格稼働
②空き店舗活用策の検討
③ 空き店舗活用策の検討

住民福祉体制の拡充

①移動販売店による「市」開催の検討
②ミニ野菜市の開催
③買物（移動）支援サービスの試行から実施

環境の付加価値化の推進ば

○里親制度を活用したふれあい花壇（2 号地）の管理

文化的環境の向上

○ブックスターの継続（中断、乳幼児育児サークル「た
まごルーム」による本の読み聞かせ等

情報受発信機能の強化

○新狭山ハイツからのメッセージの配布

ＮＰＯ設立 10 周年記念事業の開催

○記念講演会＆活動報告会＋交流会の開催
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生きがい雇用の拡充（上記の事業と絡めて取り組む）

４．取り組んだ主な事業
（１）たまり場・つどいの場の機能強化
①コミカフェ「ココベリー」の本格稼働
・ココベリーの営業が軌道にのってきたことから、保健所の「食品営業許可」を取得すべく保健所に
相談したところ、食器洗浄器及び手洗い器設置の指摘がありました。その後、管理組合で設置を行
ない許可申請し、10 月 18 日付で「食品営業許可証」を取得しました。
・コミカフェ「ココベリー」の利用状況は、図Ⅲー４―１に示
すように順調に推移し、年間 1,161 名の利用がありました。
売上状況は、図Ⅲー４－２に示すとおりで、年間 653 千円
の売上がありました。この他にスタッフが持ち込む手作りパ
ン・クッキー・野菜などの売上が 120 千円あります。また、
仕入・経費は 564 千円になります。スタッフのモチベーシ
ョンを高める意味でスタッフには時間 100 円程度の報酬を
支払っていますが、集会所使用料についてはＮＰ０じおすと
自治会で負担する状況が続いています。

図Ⅲー４ー１ 平成 25 年の月別利用者
（月 2 回営業、1 月と 8 月は 1 回のみの営業、1 回平均 52 人
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図Ⅲー４―２ 25 年の月別売上と仕入・経費（単位：円）
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表Ⅲー４―１ コミカフェ「ココベリー」のサービス内容
コンセプト

ココベリーの
ット

ココは

心のココ、ココベリーで

おしゃべりして

心ベリーナイス＆ホ

営業場所

新狭山ハイツ管理事務所内第二集会室（客室 51.1 ㎡、キッチン 11.5 ㎡、廊下 7.8 ㎡）

営業日

毎月第 1 木曜日、第 3 木曜日（1 月と 8 月は月 1 回）、１０時～１６時

営業体制

スタッフ：約 20 名（シニアと若いママたちのコラボレーション）

メニュー

・カフェごはん（ご飯、おかず 4 品、お味噌汁付） 550 円
※第１木曜日のみ、コーヒー付で 650 円）
・カレーセット（サラダ、飲み物付） ５00 円
・おにぎりセット（お味噌汁、おしんこ付 300 円
・ホットサンド（サラダ付） 250 円
・季節のスープ ２００円（カボチャのポタージュスープなど）
・スイーツセット（季節のスイーツ＆飲物） 300 円
・コーヒー、紅茶（手作りクッキー付） 200 円
（コーヒーは豆から挽いている本格ドリップコーヒー）

販売品

・とれたて野菜、手作りパン、お菓子、手作り品など

その他

・情報コーナー、簡単なネット検索サービスなど
・秋のイベント（名画＆カフェ）、夏のイベント（夏休み宿題おたすけコーナー）
冬のイベント（ストレッチヨガ＆身体にうれしいランチ（参加費：1,500 円）

②空き店舗活用策の検討
・当初、空き店舗（元公文）を活用して「
（仮称）よろず屋」を実験開業することにしていましたが、
空き店舗の借り手（整骨院）が出てきたことからやむなく中止し、県の補助事業からも除外しまし
た。
・しかし、その後、また 1 件の空き店舗（元八百屋）がでてきており、今後とも活用策を模索してい
くことにしています。

空き店舗にカラオケ店開業

空き店舗（元公文）に
元八百屋は現在でも空き店舗

整骨院が開業

状態
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（２）住民福祉体制の強化
①移動販売店による「市」開催の検討
・現在、ハイツには、魚屋、豆腐屋、パン屋（2 軒）
、卵屋の５軒の移動販売店が営業をしています。
検討会の中で、これら移動販売店の協力を得て「市」の開催ができないかとの意見が持ち上がり、
業者に協力の可能性を打診しました。結果は、どの業者も販売ルートが決まっており、顧客もいる
ので、販売日の変更を伴う「市」への参加は難しいとのことでした。既存の移動販売事業者を対象
とせずに、この指止まれ方式で「市」に参加する事業者を新たに公募する案も考えられましたが、
ハイツ及び隣接地域の人口を考えてみると実現性に乏しいと判断せざるを得ませんでした。

②ミニ野菜市の開催
・少しでも、新鮮野菜の購入機会を増やしたいとＮＰＯじおすの下で活動している「楽農クラブ」の
協力を得て、肉屋さんの軒先などで季節限定の「ミニ野菜市」を実施しました。今冬は野菜の高騰
もあって大変好評でした。１１月には八百屋さんが閉店になったこともあり、今後は近隣の農家の
協力も得て、
「ミニ野菜市」の拡充を考えていきたいと考えています。

③買物支援サービスの試行から実施
●買物支援サービスの試行
・９月にＮＰ０なごみテラシマ（※）の協力を得て、
２回（延べ１２人）、買物支援サービスを試行しまし
た。試行後に実施したアンケート調査の結果は表Ⅲー
４－２に示すとおりです。
※ＮＰＯなごみテラシマは、在宅の障害者、高齢者、
その家族への安心サポートを目的に、生活お困り事
と支援事業や移動支援事業に取り組んでいます。
ＮＰＯなごみテラシマの協力を得て
買物支援サービスを試行

表Ⅲー４ー２ 買物（移動）支援サービスの試行におけるアンケート結果（単位：％）
■今回の買物（移動）の試行について
買物時間（１時間）は適当でしたか

適当だった
余ってしまった
足りなかった
どこで買物されましたか
ベルク
マツキヨ
ダイソウ
ユニクロ
ＡＢＣマート
ケイヨーデーツー
料金設定については適当でしか
安いと感じた
（一人で利用すると買物１時間+送迎 適当と感じた
１時間以内＝２，５００円）
高いと感じた
３人同乗について
かえって良かった
料金考えるとやむを得ない
一人で買物したかった
待ち合わせ場所
適当だった
適当でなかった
ベルクの特売日にあわせた実施
メリットがあった
あまり関係なかった
かえって買物しづらかった
■今後のサービスについて
こうしたサービスの必要性
必要だし、自分も利用したい
必要だと思うが、自分は利用しない
必要だとは思はない
サービスの提供頻度
週１回程度
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36.4
36.4
27.3
100.0
0
63.6
0
0
45.5
18.2
18.2
63.6
54.5
18.2
0
90.9
0
54.5
45.5
0
36.4
54.5
9.1
0

月２回程度
月１回程度
サービスの時間帯
午前が良い
午後が良い
いつでも良い
年会費（１，０００円）を払っても利 利便性を考えると年会費の支払いもやむを得ない
用しますか
と思う
年会費を支払っても利用したいと思う人は少ない
と思う
ベルク以外の希望エリア
ベスタグループ
ヤオコーグループ
マルエツとその周辺
さいたまコープ
狭山市駅周辺
その他（角正、サイボクなど）
■宅配の利用
宅配（食材・お弁当）の利用
利用している
利用していない

72.7
9.1
27.3
27.3
18.2
36.4
54.5
18.2
54.5
0
27.3
0
18.2
63.6
36.4

●買物支援サービスの実施
・試行結果をふまえ、少し内容を見直した上で、表Ⅲー４－３に示す内容で１１月からサービスを始
めました。まだ、１回当り３人程度の利用にとどまっていますが、今後はＰＲに努める他、買物先
にバリエーションを持たせ、利用促進を図りたいと考えています。
表Ⅲー４－３ 買物支援サービスの内容
実施日時

毎月第２、第４火曜日
集合：管理事務所前に１３：３０

実施場所

ベスタグループ（ベルク、ケーヨーデーツ
ー、ユニクロ、ダイソー、ＡＢＣマート、
マツキヨが集積するショッピング地区）
※月によっては、セキチュー、ヤオコー、
角正、サイボクなどで実施する予定

実施内容

原則３人乗車（一人は添乗員）
※人数によっては８人乗りも利用
買物時間は１時間～１時間３０分程度
管理事務所前で１５：３０頃に解散
（戸口前での乗降も可能）

利用料金

１人８００円（３人同乗の場合）

予約方法

１週間前までに「たすけあいの輪」の担当
者まで連絡

実施体制

主催：ＮＰ０法人グリーンオフィスさやま
（有償福祉サービスの担い手「たすけあい
の輪」）
協力：ＮＰ０法人なごみテラシマ

④その他事業
・狭山市の「要援護高齢者等支援ネットワーク」に登録（1 月 29 日付）し、要介護高齢者等の発見・
見守り・通報等の活動に協力していくことになりました。
・狭山市からの要請を受け、狭山市地域福祉推進会議の有償福祉サービス推進部会、多機能型サロン
活動推進部会に参加協力していくことになりました。
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（３）環境の付加価値化の推進
○里親制度をいかした「ふれあい花壇」（2 号地）の管理
・昨年度に整備した「ふれあい花壇（第 2 号）」について、里親制度を活用し、宿根草・球根・草花苗
の植え付けを行ないました。この事業を「緑化推進本部」の 1 事業として位置づけ、今後、拡充を
図ることにしています。
※緑化推進本部では日照障害などに配慮した
植栽管理の充実、四季の彩りに配慮した花
木の植栽などに継続的に取り組んでします。

ふれあい花壇（2 号地）の管理を開始

（４）文化的環境の向上
○ブックスタートの継続
・昨年度からあおやぎ文庫と連携して開始した赤
ちゃんとその保護者に絵本をプレゼントするブ
ックスタートは、本年度も継続の予定でしたが
該当者がなく、実施を見送りました。ただ、乳
幼児育児サークル「たまごルーム」が、ココベ
リーの営業日にあわせ、本の貸し出しや読み聞
かせ、手作り遊びなどを行なう機会を提供する
ようになりました。
たまごルームが乳幼児を対象に遊びの場提供

（５）情報の受発信機能の強化
①新狭山ハイツからのメッセージの配布
・空室流動化を意図して昨年度作成した「新狭山
ハイツからのメッセージ」
（チラシ）を不動産業
者に配布する他、管理事務所を通じても配布しま
した。また、ＨＰでも情報発信を行ないました。

②新たな空き室対策のＰＲ
・空き室対策の一環として、「団地生活デザイン」
（代表：山本誠）が取り組むシェアハウスも視
野に入れたリフォーム事業に学ぶとともに、Ｐ
Ｒ面から事業展開を支援しました。
本事業を協働する「団地デザイン」
が取り組むリフォーム学習会
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（６）ＮＰ０発足 10 周年記念事業の開催
・本法人は、平成１３年４月に発足し、昨年４月で設立１０周年を迎えました。これを記念し「ＮＰ
Ｏグリーンオフィスさやま設立記念事業イベント」を開催しました。当日は大雪の影響で、若干、
欠席者が出たもののハイツ内外から５０名ほどの方にご参加いただきました。
・開会にあたって、代表理事の毛塚より、本法人の 10 年の歩みを紹介しました。詳細は付属資料③
をご参照ください。
・第一部では、鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会会長の柴崎光生さんによる「新しい地域支え
合いのカタチ」と題して記念講演をしていただきました。続いて、ＮＰＯじおすからは埼玉県の補
助事業「地域課題解決型協働事業」を活用し、この３年間取り組んできた「新生ハイツ３５年プラ
ンづくりとその推進」について活動報告を行ないました。第二部の交流会では、コミカフェ「ココ
ベリー」の手によるおやつをつまみながら歓談しつつ交流を深めました。特に外部からご参加いた
だいたみなさんとは相互に交流を深め合う良い機会となりました。
・なお、このイベントは、狭山ケーブルテレビに収録・編集していただき、放映されました。

記念講演をする柴崎光生さん

ご講演の内容

＜記念講演の骨子と感想＞
協議会発足のきっかけは、地域の防災拠点（小学校）の運営を“行政任せにせず地域主導”で取り組ん
だことだったとのこと。そうした考えが、その後、小学校区単位で“共に支え合う仕組みづくり”を考
える方向に向かっていきます。現在、防災委員会に加え
て、地域支え合い委員会、子ども委員会、助け合い隊、
交流拠点整備委員会を立ち上げ、地域の自治会、民生委
員、ＮＰ０法人、企業、社協等、なんと３４団体もが連
携し、多彩な活動を展開しています。これが“新しいカ
タチ”なんですね。
お話しからは活動をコーディネイトしている柴崎さんを
はじめとする関係者の柔らかかつしなやかな取り組みを
感じました。また、活動のスケールや内容は大きく異な
るものの“自分たちでできることは自分たちで”という
想いは我々も同じと実感した次第です。
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活動のきっかけとなった防災活動

図Ⅲー４－３ 鶴ヶ島第二小学校区支え合い協議会の主な活動と助け合い隊のしくみ

（７）その他、視察への対応
・９～2 月にかけて、早稲田大学建築学専攻修士 2 年生の野村大さんの論文「築後 30 年以上が経過
した集合住宅団地における住環境の維持の取り組みが居住地の持続性に与える影響に関する研究」
の視察やヒアリングに対応。
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・3 月、日本建築学会の「新しい住環境価値の創造小委員会」のメンバー（芝浦工業大学デザイン工
学部の桑田仁准教授他 11 名）の視察に対応。過去から継続的にコミュニティの価値を高める活動
に取り組んでいる住宅地として新狭山ハイツに関心があるとのことでした。

５．事業収支
・本年度の事業収支は、表Ⅲー5－１に示すとおりです。収入の内、15 万円は県の補助金（補助対象
額：30 万円以内、補助率１／２）です。なお、記念事業の交流会については、補助対象事業とせず
参加費などで賄いました。
表Ⅲー５－１ ２５年度事業の収支決算

＜収入の部＞
項
目
県補助金
自己資金
事業実施によ
る収入等
その他
計
＜支出の部＞
項
目
人件費

（単位：円）
決算額
150,000
155,652
0

要

0
305,652
決算額
62,000

会議費

24,900

消耗品費

66,412

印刷費
手数料

70,000
25,600

謝金
旅費交通費
合
計

摘

40,000
16,740
305,652

（単位：円）
摘
要
事業全体統括：22 回×2,000 円＝44,000 円
住民福祉検討会統括：3 回×2,000 円＝6,000 円
空き店舗活用検討会統括：1 回×2,000 円＝2,000 円
保健所対応：4 回×2,000 円＝8,000 円
会計統括：1 回×2,000 円＝2,000 円
集会所使用料：全体会議 2 回、検討会 4 回、コアメンバー会議 1
回、記念講演会＆活動報告会 2 回＝計 10 回 14,900 円
お茶代：10,000 円
会議資料・掲示等コピー代：26,250 円
花壇材料・肥料代：6,940 円、ココベリー消耗品代：22,940 円
その他消耗品：10,282 円
４年間の活動報告の編集・印刷費
講習会参加費：9,000 円、食品営業許可登録料：16,000 円、
登記簿謄本：600 円
講演会講師謝礼：30,000 円、除雪作業謝礼：10,000 円
旅費交通費：7,140 円、買物支援試行：9,600 円

６．事業の成果と評価
・コミカフェ「ココベリー」は、
“地域のたまり場”としてすっかり定着し、1 回平均 50 名余りの利
用がなされています。また、知名度が向上することでハイツ内外に出前をする機会も増えました。
今後はさらなるサービス内容や企画の充実を図り、収益の増加を図ることにします。
・買物支援サービスは、まだ利用者が少ないものの、月 2 回の実施にメドがつきました。今後は買物
支援サービス自体の PR の促進とサービス内容の充実を図ることにします。
・記念事業は、狭山ケーブルテレビにも取り上げられたことで、広く市民に本法人の取り組みが知ら
れただけでなく、記念講演を通じて「地域支え合いの意義」を知っていただく良い機会となりまし
た。
・４年間（内３年間は地域課題解決型協働事業期間）の取り組み成果を活動報告書としてまとめるこ
とができ、新たな情報発信が可能となりました。
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あとがき
本事業は、目的にあげたように、ビジョンを描くことではなく、将来の発展につながる布石を打つ
ことに大きなねらいがありました。その意味で、本ＮＰＯから、地域課題をほりこし、ハイツの将来
について考えるプラットホームを用意できたことは。大きな意義があったと考えています。
事業面では、次のことが成果としてあげられます。
・新たなたまり場・つどいの場づくりでは、シニアグループと若いママたちのコラボレーションによ
ってコミカフェ「ココベリー」の営業を軌道に乗せることができたこと。
・住民福祉体制の拡充では、いろいろ調査をしてみたものの実現のめどが立たない状況のもとで、買
物支援サービスに加えて、ミニ野菜市に着手できたこと。
・環境の付加価値化の推進では、里親制度を活かしてふれあい花壇の拡充につながる２号地の整備・
運営に着手できたこと。
・文化的環境の向上では、手作り作品展の拡充が図られことやブックスタートに着手できたこと（２
５年度は中断せざるをえませんでしたが）。加えて、乳幼児育児サークル「たまごルーム」が、まる
た小屋で本の貸し出しや本の読み聞かせ、手作り遊びなどを始めたこと。
・情報の受発信機能の強化では、ホームページをリニューアルできたこと、ハイツの蓄積情報を整理
し、アーカイブス化を図ったこと、新狭山ハイツの魅力をアピールするチラシ「新狭山ハイツから
のメッセージ」を改訂し、発信できたこと。
こうした一連の取り組みは、対外的に評価され、自治体や大学などから視察や講演の依頼がいろい
ろありました。自分たちの活動を相対化する意味でとても得難い機会だったと思います。こうしたこ
とで得た人的なネットワークは今後も大事にしていきたいと考えています。
その一方で、余り議論が深められなかったことも少なくありません。例えば、防災対策、空き店舗
や空き室対策などです。これらについては、ＮＰＯとしてできることには制約も多いことから、自治
会や管理組合法人の主導的かつ積極的な対応を期待したいと考えています。
ともあれ、この 3 年間の事業を総括してみると、まえがきでも触れたように、大きな成果が得られ
たと胸を張れる状況にはありません。むしろ課題解決の難しさをあらためて認識させられたというの
が実感です。幸い、ハイツでは緑化活動が契機となり、ヒト・コトのつながりが育まれ、誇りのもて
る「環境資産」、さらには「コミュニティ資産」を培い、「新狭山ハイツ物語」を紡いできました。こ
うした歴史を大事にしつつ、引き続き、
“素敵に加齢するまちづくり”に取り組んでいく所存です。
最後に、この事業に関わっていただいた関係団体や住民のみなさんに厚く御礼申し上げます。また、
協働主体として深く関わっていただいた大学やＮＰＯなど関係のみなさまに感謝申し上げます。
平成 26 年２月
ＮＰＯ法人グリーンオフィスさやま
代表理事 毛塚 宏
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付属資料

付属資料①

新狭山ハイツからのメッセージ

付属資料②

新狭山ハイツの蓄積情報のアーカイブス化

付属資料③

ＮＰＯグリーンオフィスさやま１０年の歩み
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付属資料①：新狭山ハイツからのメッセージ

新狭山ハイツからのメッセージ
ハイツは“素敵に加齢するまち”をモットーにコミュニティづくりをしています
ハイツに住んで、素敵な家族・コミュニティを育ててみませんか

新狭山ハイツのプロフィル
・昭和４８・４９年に建設されたＰＣ構造の
５階建、３２棟、７７０戸から構成されて
います。
・７１７世帯、１，４２９人が住んでいます。
（住民基本台帳：平成 25 年 1 月 1 日現在）
・市街化調整区域内にあり、周辺にはたおや
かな田園風景が広がっています。

空から見た緑豊かなハイツ

新狭山ハイツの魅力
＜緑豊かな住環境が自慢です＞
●四季彩り豊かで、緑や花が絵になる団地です
・ハイツの緑は昭和５０年以降、“緑の倍増”をスローガンに
住民の手で増やし・育んできたものです。この活動で内閣総
理大臣表彰や緑の都市賞（建設大臣賞）など、国・県・市か
ら８つの表彰や受賞を受けています。
・緑を倍増した後も殺風景な街かどを花壇付の美しい広場に改
修したり、花壇を増やしたりするなど、環境改善活動にも積
極的に取り組んできました。
・ハイツの木・花はハナミズキです。この花は花も実も美しくしか
も花が上向きに咲くので中層の建物から眺めやすいことが選ば
れた理由です。
・周辺には美しい雑木林が広がり、カッコーやコジュケイなど
の野鳥の声が聞こえます。団地にも多様な野鳥が飛来します。

ハイツの木・花「ハナミズキ」

●環境にやさしい団地です
・調整池の奥には住民の手で自力建設した、生き物とのふれ
あい・人と人とのふれあいをモットーとしたビオトープ（わ
くわく自然園）があります。園内では、野の花、水鳥、トン
ボや蝶、水棲昆虫などとの出会いが楽しめます。
・集合住宅では全国でも珍しい生ごみのリサイクルに取り組ん
でいます。登録すると６時～２２時の間いつでも生ごみを投
入でき便利です。生ごみは生ごみ処理機で処理され、有機堆
肥（愛称「野肥太（のびた）くん」
）が生成されます。
・古紙・古布は寿会と子供会育成会により、アルミ缶はリサイ
クルの会により集団回収されています。
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環境改善された花壇付まちかど広場

わくわく自然園で生き物とふれあう子供達他
ｃｈ環境改善された花壇付まちかど広場

＜住み心地の良い団地です＞
●安心・安全な団地です
・通学時児童見守り活動、路上駐車パトロールをしています。
・防災倉庫が設置され、自衛防災隊が組織されています。
・広域避難場所は徒歩５分の小学校にあります。
●交通・情報アクセスに便利な団地です
・最寄りの西武新宿線新狭山駅からはバスが運行されている他、循
環バス「茶の花号」が運行。しかし、運行状況が余り良くなく、
関係機関に改善を呼びかけることにしています。
・団地や隣接地に多くの駐車場があり駐車場確保も容易です。
・光ケーブルが導入されており、Ｂフレッツなどインターネッ
トへの接続が便利です。
・アンテナなしで狭山ケーブルテレビを通じて衛星放送など各
種放送が楽しめますし、地上デジタル放送も視聴できます。

通学時の見守り活動

●コミュニティ活動がとても活発な団地です
・自治会と管理組合が核になり、様々な団体が緩やかに連携
しながら活動に取り組み、コミュニティを育んでいます。
・四季折々、関係団体により催しが開催されています。なかで
も自治会主催の夏祭りはハイライトで２日間にわたって開催
されます。単に盆踊りだけでなく、舞台を使った各種催しが
大きな特色で、こうした夏祭りは市内でハイツだけです。
・自治会広報紙として「はいつニュース」が毎月発行され、全
世帯に配布しています。
・秩父の荒川村（現在秩父市）と２０数年にわたり交流をして
います。そば・りんご・桜などを介して交流を育んでいます。
開催月

開催行事

開催主体

4月

新１年生歓迎会
花見の宴
春を楽しむイベント

子供会育成会
自治会・まるたの会・花水木会
NPO（緑化本部）

5月

関係団体懇親会
大人のためのお話会

自治会
あおやぎ文庫

6月

ジャガイモ掘り

NPO（楽農クラブ）

7月

はいつ夏祭り（２日間）

自治会＆関係団体

8月

ビオトープたんけん
ラジオ体操

NPO（わくわく自然園）
子供会育成会

9月

敬老会
さんまパーティ

自治会
まるたの会

手作り作品展（隔年）
サツマイモ掘り
まるた寄席
地区体育祭

NPO（事務局、隔年開催）
ＮＰＯ（楽農クラブ）
まるたの会
自治会

11 月

荒川新そば祭り・りんご
狩り

秩父・荒川交流実行委員会

12 月

クリスマスツリー＆ツリ
ーイルミネーション
クリスマス会
もちつき大会

自治会＆NPO（緑化本部）

1月

新春賀詞交歓会

自治会

3月

弁財天祭り
６年生を送る会

地域の祭りに自治会協賛
子供会育成会

10 月

櫓＋舞台が主役の 2 日間の夏祭り

。
満開の桜を見ながら花見の宴

楽農クラブの農場でサツマイモ堀体験

子供会育成会、あおやぎ文庫
まるたの会＆花水木会
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もう 20 年近く続いている「まるた寄席」

＜子育て世代・高齢者世代にやさしい団地です＞
●のびのび子育てができる団地です
・小学校、中学校、保育園は徒歩５～１０分のところにあり、
幼稚園は送迎バスがあります。
・身近に子どもの遊び場があり、周辺には緑豊かな雑木林が広
がっています。
・団地内に子どもの図書館「あおやぎ文庫」があります。
・子育て中の母親たちが集う「たまごルーム」があります。

●高齢者に住みやすい団地です
・高齢者のふれあいの場として、寿会、青空サロン、福祉の会・
風見どり、花水木会など、いろいろあります。
・高齢者の暮らしを支える「たすけあいの輪（有償生活支援サ
ービス）
」があります。
・近くにディサービス施設「あすなろ」や高齢者がのんびり過
ごせる福祉施設「寿荘」があります。

3 世代が交流する青空サロン

●素敵な郊外の暮らしが楽しめます
・周辺には貸農園がたくさんあります。１区画２０坪単位で年
間利用料１万円程度が相場。安心・安全な野菜を自給したい、
野菜作りを子供たちと楽しみたい、そんな人たちで賑わって
います。郊外ならではのこんな暮らしはいかがですか。

貸農園で楽農にいそしむ人々

＜共有財産の管理がしっかりしています＞
●将来ビジョンをもって共有財産を管理しています
・月１回の理事会、年１回の総会で管理組合はスムースに運営
されています。
・現在の修繕積立金のままで築７０年以上を住み続けるための
長期修繕計画を策定しています。この計画は、専門家で構成
する中期修繕委員会により計画管理されています。
●建替えせずに長寿命化をめざしています

品質にこだわった大規模修繕工事が注目

・長寿命化を具現化するため、平成２３ 年５月に竣工した第
３回大規模修繕工事では施工品質に徹底的にこだわり、保証
期間を大幅に延長することを可能にしました。例えば、シー
リング等の防水工事（５年を１５年）、躯体補修（５～１０
年を１５年）、内外壁塗装（５年を１５年）など。
・平成２０年９月、ハイツがＮＨＫの「ご近所の底力―マンシ
ョンの老朽化への対応」で取り上げられました。建替えか修
繕かに悩むマンションに判断材料を与えることが目的の番組。
ハイツは建替えを急がず、賢く修繕しながら住み続ける団地
として紹介されました。結果は修繕支持が建替え支持を上回
ったので、ハイツの取り組みが大いに参考になったようです。
ＮＨＫの「ご近所の底力」に登場

●耐震性の高い団地です

・ハイツの近くに弥生時代の遺跡が２か所あり、古くから人が住んでいたところですし、団地はゆ
るやかな起伏のある丘陵地を造成したので地盤は良いようです。
・建物は旧建築基準法で建てられていますがＰＣ構造の建物なので耐震性は高いようです。阪神淡
路大震災ではこのタイプの建物は１棟も倒壊しておらず、研究レポート『被災時におけるマンシ
ョンの被害軽減と復興の円滑化方策に関する研究（１８年度）』（国土技術政策総合研究所）に
も「中層のＲＣ造・壁式構造・ＰＣ工法のものは壁量が多いため、旧耐震基準のものでも一般的
に耐震性は高い。」と書かれています。
63

＜団地発ＮＰＯがコミュニティづくりを支援しています＞
●「新生ハイツ３５年プランづくりとその推進」に取り組んでいます
・平成１５年４月、それまで環境に関わる活動していた諸団体がゆるやかに連携し、
“安心して楽し
く住み続けられる街・コミュニティづくりを支援したい”と「ＮＰＯ法人グリーンオフィスさや
ま（愛称：ＮＰＯじおす）を立ち上げました。現在、約１００名余りの会員の支援を得ながら、
１３余りの事業に取り組んでいます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。
・このＮＰＯが平成２３年度から埼玉県の補助事業・地域課題解決型協働事業を活用し、
「新生ハイ
ツ
３５年プランづくりとその推進」に取り組んでいます。新狭山ハイツでは高齢化とそれに伴う人
口減少が進んでいます。この悩ましい状況を少しでも改善し、少なくともこれからの３５年間、
“素
敵に加齢するコミュニティであり続けたい”と企画したものです。特に若い世代の入居を促して
いきたいと考えています。既に幾つかの事業が動き始まっていますのでご紹介します。

●集会所でコミュニティ・カフェ「ココベリー」を運営
・毎月第１と第３木曜日に団地の集会所でコミカフェ「ココ
ベリー」を開店しています。このカフェは若いママさんグ
ループとシニアグループがコラボレーションして運営され
ています。
・お店ではコーヒー、紅茶、お茶などの飲物の他、かぼちゃ
のポタージュスープ、カレーライス（サララダ付き）、ホ
ットサンドもあります。また、とりたての野菜や手作りパ
ン・お菓子なども販売しています、
・居心地の良いカフェですので、情報交換、ふれあい、憩い
の場として、お気軽にご利用ください。また、関わってみ
たいと思われる方はご連絡ください。

居心地の良いコミカフェ「ココベリー」

●ブックスタートに着手
・ＮＰＯじおすとあおやぎ文庫の共催で、赤ちゃん（１歳半
迄）と保護者に絵本を贈る「ブックスタート事業」に着手
しました。
・ブックスタートは１９９２年にイギリスで始まった事業で、
赤ちゃんに絵本を開く楽しい体験と一緒に、絵本を渡す活
動です。赤ちゃんにとって大好きな人に本を読んでもらう
時間は、自分が大切にされ愛されていることを知り、喜び
を感じるかけがえのない時間なのです。
・毎年、該当者を募集しますので、ぜひご利用ください。

ブックスタートで子育て世代を応援

●里親制度によるふれあい花壇の整備に着手
・ハイツの環境をより魅力的なものにするためガーデニング
の手法を用いた「ふれあい花壇」づくりを進めることにし
ています。既に２３号棟東側の花壇でその試みが始まって
います。続いて１４号棟南側角地の花壇で始めます。
・ガーデニングがお好きな方（里親）を公募し、維持管理を
していただくことにしています。ご関心のある方は、ぜひ
ご参加ください。

●作成者・問合せ先
ＮＰＯ法人グリーンオフィスさやま
〒350-1301 狭山市青柳63-31-102(毛塚宅)
電話＆FAX：04-2954-2265
携帯電話：090-3962-3840
Email：momo.kezuka@nifty.com
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ガーデニングの手法による花壇づくり

●ハイツ自治会・管理組合法人に関する問合せ先
〒350-1301 狭山市青柳６３ 管理事務所内
電話：04-2954-1858
ＮＰＯやハイツの情報はホームページをご覧ください
http://www.go-sayama.net

付属資料②：新狭山ハイツの蓄積情報のアーカイブス化
＜新狭山ハイツの基礎的情報と保管状況

※網掛け部分の情報をＣＤに収録＞

内容（発行年、発行人）
新 狭 山 ハ イ ツ 自 治 月刊はいつニュース
会
（昭和 49 年 9 月～、自治会）

新狭山ハイツ長期緑化計画
（昭和 49 年 10 月、自治会）
自治会総会資料（昭和 48 年～、自治会）
※昭和 53 年～「住み良いハイツをめざして」
自治会 10 周年記念誌
（昭和 59 年 3 月、自治会）
まるた小屋建設奮戦記
（平成 2 年 10 月、まるた小屋建設委員会）
自治会 20 周年記念誌「新狭山ハイツ物語」
（平成 6 年 3 月、自治会）
新狭山ハイツの歴史をひもとく（昭和 48 年 4 月
～平成 6 年 3 月）
（はいつニュースで連載した歴代の自治会長（１
～10 代）へのヒアリングをもとにした「新狭山ハ
イツの歴史をひもとく」（平成 18 年 5 月）
素敵に加齢するまち・新狭山ハイツ
（平成 9 年 2 月、毛塚宏）
自治会 25 周年記念号（はいつニュース）
（平成 11 年３月、自治会）
狭山ケーブルテレビ「自治会の時間」
（平成 1３年 4 月～、自治会）

自治会規定集（平成 14 年 8 月、自治会）

保管状況
通巻合本保管（自治会）
CD 化（大月）
※平成 20 年度から編集をＮＰ
Ｏじおす担当
現物保管（自治会、毛塚）
CD 化（大月）
通巻合本保管（自治会）
原本保管（自治会）
CD 化（大月）
現物保管（自治会、毛塚）
CD 化（大月）
現物保管（自治会、毛塚）
CD 化（大月）
はいつニュースに連載された
ものを抜粋しまとめたもの
※城他、当時の広報部担当
CD 化（大月）
現物保管（自治会、毛塚）
CD 化（大月）
現物保管（自治会、毛塚）
※上記はいつニュースの合本
及び CD に含む
ＤＶＤ保管
※礒撮影（平成 13 年 4 月～平
成 20 年 3 月、平成 22 年
10 月～現在）
※森山撮影（平成 20 年 4 月～
平成 22 年 9 月）
現物保管（自治会）
CD 化（大月）

新狭山ハイツ航空写真（平成 17 年 5 月、自治会）
自治会規定集（平成 17 年 3 月、自治会）
現物保管（自治会）
CD 化（大月）
自治会行事のビデオ
ＤＶＤ保管（森山）
※森山記録
新 狭 山 ハ イ ツ 管 理 新狭山ハイツ共有物管理事務報告書
現物保管（管理組合）
組合法人
（昭和 48 年～58 年、有楽土地㈱）
管理組合通常総会議案書
現物保管（管理組合
（昭和 59 年～）
管理組合だより（はいつニュースに掲載）
現物保管（自治会）
※上記はいつニュースの合本
及びＣＤに含む
新狭山ハイツ中・長期ビジョン―21 世紀に向けて 現物保管（自治会）
の飛躍をめざして（昭和 63 年 4 月、管理組合） CD 化（大月）
新狭山ハイツマスタープラン
現物保管（自治会）
（平成元年 3 月、管理組合）
CD 化（大月）
新狭山ハイツ管理組合データーブック（昭和 58 現物保管（管理組合）
年～平成 4 年度）
新狭山ハイツ団地管理組合法人管理規約・規則集 現物保管
（平成 17 年 6 月、管理組合）
緑化推進本部
緑化白書
現物保管（緑化本部、毛塚）
（昭和 52 年 5 月、緑化推進本部）
美しい環境づくり計画
現物保管（緑化本部、自治会、
（昭和 57 年 3 月、緑化推進本部）
毛塚）CD 化（大月）
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緑化推進本部 10 周年記念誌―わがハイツ緑のガ
イド（昭和 60 年 7 月、緑化推進本部）
緑化通信（月刊）
（平成 24 年 4 月～、緑化推進本部）
緑化推進本部活動報告書（昭和 59 年～）

現物保管（緑化本部、毛塚）
CD 化（大月）
現物保管（緑化本部）
※野中担当
上記管理組合通常総会議案書
に掲載
※それ以前は自治会総会資料
に掲載
あおやぎ文庫
あおやぎ文庫創立 5 周年記念文集
現物保管（あおやぎ文庫、自治
（昭和 57 年６月、あおやぎ文庫）
会）
※CD 化（大月）
あおやぎ文庫創立 15 周年記念文集
現物保管（あおやぎ文庫、自治
（平成 4 年 11 月、あおやぎ文庫）
会）
※CD 化（大月）
あおやぎ文庫活動報告書（昭和 52 年度～）
自治会総会資料に掲載
わ く わ く 自 然 園 を ビオトープ（わくわく自然園）造成事業報告
現物保管（わくわく自然園を守
守り育てる会
（平成 14 年 3 月、ビオトープ事業実行委員会） り育てる会）
※毛塚担当
わくわく通信（月刊、わくわく自然園を守り育て 現物保管
る会）
※平成１４年～20 年度
※中村担当
※平成 21 年度及び 22 年度にわくわく通信集発 ※野中担当
行
※城担当
※平成 23 年度以降
わくわく自然園を守り育てる会活動報告書（平成 自治会総会資料に掲載
14 年度～）
秩 父 荒 川 交 流 実 行 荒川村との交流・20 年のあゆみ
現物保管（毛塚、小菅）
委員会
（平成 19 年 5 月、秩父荒川交流実行委員会）
※毛塚担当、CD 化（大月）
秩父荒川交流実行委員会活動報告書（昭和 61 年 自治会総会資料に掲載
度～）
寿会
寿会 35 年のあゆみ記念誌
現物保管（寿会）
（平成 22 年 11 月、寿会）
※礒他担当、CD 化（大月）
寿会活動報告書（昭和 53 年度～）
自治会総会資料に掲載
子供会育成会
子ども会育成会活動報告書（昭和 53 年度～
自治会総会資料に掲載
福祉の会風見どり
福祉の会風見どり活動報告書（平成 17 年度～） 自治会総会資料に掲載
生ごみリサイクル
を進める会
NPO グリーンオフ
ィスさやま

大人の文化サロ
ン・まるたの会

生ごみリサイクルを進める会活動報告書（平成 13
年度～）
NPO じおす瓦版（年 2 回）
（平成 15 年 8 月～）
総会議案書（平成 1５年度～）
埼玉県への事業報告書（平成 1５年度～）
まるたの会の活動記録
（平成 3 年～）
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現物保管（土淵）
※土淵担当
現物保管（毛塚）
※毛塚担当
現物保管（毛塚）
※毛塚担当
現物保管（小暮）
※小暮担当、CD 化（大月）

付属資料③：ＮＰＯグリーンオフィスさやま 10 年の歩み
ＮＰＯじおすが法人として登記されたのは２００３年の４月のことです。昨年の４月で満１０年を迎えま
した。ここで１０年の歩みを紹介しておくことにします。詳細は次頁をご参照ください。
＜ＮＰＯじおす設立のねらい＞
コミュニティ活動の中核をなしてきた緑化本部からＮＰＯ設立に向けた検討を関係者に働きかけ、学習会を
経て、そのイメージを固めていきました。最終的には、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・コミュニティづくり”をめざし、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」を設立することになり
ました。
＜ＮＰＯのもとで多様な担い手が連携し活動＞
ＮＰＯじおす発足時は、従来からあった「緑化本部」「わくわく自然園を守り育てる会」「生ごみリサイク
ル進める会」
「楽農クラブ」
「手作り工房」が中心でしたが、新たに「おはなし・てづくり・ねっと」
「印刷工
房（後に編集工房に改称）」
「情報工房」
「映像工房」が加わりました。その後、休眠状態だった「たすけあい
の輪」をＮＰＯのもとで再開したり、
「リサイクル（アルミ缶）の会」を引き継いだりしました。そして、最
近になって、コミカフェ「ココベリー」が加わり、図―１に示す現在の体制になりました。
＜高まる活動への関心、広がる対外的な活動＞
ハイツが取り組んできたコミュニティ活動は対外的に高い評価を受けてきました、加えて団地発ＮＰＯが
珍しいこともあり、外部から環境保全、地域・コミュニティの活性化、地域福祉に関わる事例紹介、講演依
頼、マスコミの取材、委員就任などの機会が増えました。また、団地外の活動に参加協力する機会も増えま
した。こうしたことはハイツのＰＲになるだけでなく、外部とのネットワークを広げたり、取り組みを相対
化する良い機会になっています。
＜将来の地域課題に向き合う事業に着手＞
ハイツでは早くから、建替えせずに修繕しながら築 70 年以上を住み続けることを決めています。しかし、
“建物の老い”に対しては長期修繕計画などでフォローされていましたが、“住み手の老い”への対応につい
ては具体的な対策がありませんでした。そこでＮＰＯじおすから「新生ハイツ 35 年プラン」を検討してみま
せんかと提案し、これまでのハイツの取り組みを振り返るとともに、これからの地域課題を掘り起こす作業を
始めました。そんな矢先に、埼玉県で地域課題解決型協働事業が起案されたことを知り、応募し採択されまし
た。その後、住民福祉の充実、環境の付加価値化、文化的環境の向上、情報発信の強化などをテーマに、今後
の対策を検討しつつ、一部対策については試行・実施もしてきました。

年
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度

主な取り組み
2001 年
2002 年
2003 年
2004 年

2005 年

2006 年

2007 年

2008 年

2009 年

2010 年
2011 年

2012 年

2013 年

備

考

・ＮＰＯに関する学習会（12～3 月、4 回）
・ＮＰＯ設立準備会（7 月、発起人会）、住民説明会（9
月）、設立総会（11 月）、設立申請（11 月）
・法人登記（4 月）、発足式（5 月）
・さやま環境市民ネットワーク設立に参加
・サテライト、ＨＰ、電話開設
・わくわく自然園を守り育てる会「第 8 回狭山市茶
・ＮＰＯじおす瓦版発行
の木賞」を受賞
・第 1 回通常総会を開催
・新潟中越地震、スマトラ島沖地震に義援金（4 万円）
・堀兼小学校の地域子ども教室への協力を開始
・緑化本部・第 2 回花いっぱいコンクール（団体の
・自治会の「新狭山ハイツ電話帳」の製作を支援
部）で最優秀賞表彰
・中古の軽トラを購入
・雑誌「家とまちなみ Vol23．No1」に“セルフエイ
ドによるまちづくり 30 年の歩み”を寄稿（毛塚）
・緑化本部が発足 30 周年記念事業を実施（バス回転 ・埼玉県社会福祉協議会主催の研修会「小地域にお
広場修景、塗り壁ワークショップ、9 号棟南側花壇
ける福祉ネットワークづくり」でハイツの取り組
改修、戸口整備支援）
みを紹介
・休眠状態の「たすけあいの輪」をＮＰＯのもとで再 ・市内の管理組合が交流し学び合う機会を市と共催
開
で設けることを模索（つつじ野団地管理組合と連
・講演会「明日の高齢者福祉・少子社会を考える」
携）
（講師：吉田政子氏）
・生ごみリサイクル事業が補助事業から市の業務委託 ・狭山市みどりの基金に 3 万円を寄付
事業に変更（生ごみリサイクルを進める会）
・山岡淳一郎著「マンションが廃墟になる日」
（日経
・わくわく自然園を改修（わくわく自然園を守り育て
ＢＰ社発行）で“優等生コミュニティの挑戦”と
る会、財団法人サイサン環境保全基金の助成金 40
してハイツの紹介あり
万円を活用）
・隣接の民有林を「ふれあいの森」としての管理（緑
化本部）
・アルミ缶集団回収を開始（リサイクルの会）
・ＮＰ０さやま環境市民ネットワークに加入（毛
・ハイツの魅力をアピールし、ハイツへの転入を促す
塚、・土淵が理事に就任）
「新狭山ハイツからのメッセージ」を作成
・堀兼ふるさとマップづくりに参加協力（毛塚）
・講演会「もしもの時にそなえて」
（講師：須齋美智子 ・故丸山嘉秀氏のご遺族より 20 万円の寄付あり
氏）を開催
・自治会広報誌「はいつニュース」の企画・編集・印 ・埼玉県みどり再生県民会議委員に就任（毛塚）
刷を支援
・さいたま緑のトラスト協会理事に就任（毛塚）
・自治会の「新狭山ハイツ電話帳」の製作を支援
・埼玉県グリーン・ツーリズム協議会理事に就任（毛
塚）
・第３回大規模修繕工事着手に関連し、たすけあいの ・生ごみリサイクルを進める会・第 41 回シラコバト
輪で粗大ごみ出しや宅内の整理整頓を支援
賞受賞
・講演会「建物の老いと住み手の老いへの挑戦」
（講師：
山崎淳一郎氏）を開催
・第 1 回ハイツ手作り作品展を開催
・東日本大震災義援金として 5 万円
・新生ハイツ 35 年プラン検討会（7 回）を開催
・ＮＰ０さやま環境市民ネットワークのマイタウン
ソーラー発電所 1 号機建設事業に 3 万円を寄付
・「新生ハイツ 35 年プランづくりとその推進」が埼玉 ・狭山市協働事業ガイドライン策定市民検討会委員
県地域課題解決型協働事業に採択（3 年間の初年度）
に就任（毛塚）
・埼玉大学共生社会教育研究センターによる「ハイツ ・狭山元気大学運営委員会委員に就任（毛塚）
のコミュニティ形成に関する調査」に協力
・NPO まちづくり助っと隊主催の「団地再生懇談会」
・講演会「希望のつくり方」
（講師：玄田有史氏）を開
に参加（毛塚）
催
・日本建築学会関東支部埼玉支所主催の埼玉住ま
・講演会「集合住宅に求められる新たな共同性とは」
い・まちづくり交流展 2011in 志木で「新生ハイツ
（講師：竹井隆人氏）を開催
35 年プランづくり」を講演（毛塚）
・「新生ハイツ 35 年プランづくりとその推進」が埼玉 ・狭山市の「地域福祉推進パネル展」に参加
県地域課題解決型協働事業（2 年度目）
・多摩 CB ネットワーク主催の多摩コミュニティビ
・改正ＮＰＯ法の施行を受け、理事の代表権の制限を
ジネスフォーラム 2012 で「元気な地域の創造―自
法人登記
治会とＮＰＯの連携によるいきいきとしたコミュ
・第 2 回ハイツ手作り作品展を開催
ニティづくり」を講演（毛塚）
・里親制度を活かしたふれあい花壇の整備
・ＮＰ０さやま環境市民ネットワークのマイタウン
・ブックスタートを開始
ソーラー発電所 2 号機建設事業に 1 万円を寄付
・コミカフェ「ココベリー」の試行を開始
・ＨＰのリニューアル、ハイツ情報のアーカイブス化
・第 10 回通常総会を開催
・
（仮称）市民大学開設準備委員会委員に就任（毛塚）
・「新生ハイツ 35 年プランづくりとその推進」が埼玉 ・NPO さやま協働ネット理事に就任（毛塚）
県地域課題解決型協働事業（3 年度目）
・狭山市地域福祉推進会議のもとに設置された「有
・コミカフェ「ココベリー」保健所の営業許可を取得
償福祉サービス推進部会」及び「多機能型サロン
・買物支援サービスを開始
活動推進部会」に参加（毛塚、中村）
・NPO 創立 10 周年記念のつどい（埼玉県地域課題解 ・増永理彦著「マンション再生―二つの“老い”へ
決型協働事業報告会＆講演会）の開催（2 月に予定）
の挑戦」で“居住資源の徹底活用事例”としてハ
イツの紹介あり
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