私は う が好きなので
そうかなー
や
そおうー ？
や
そうかもねー
の
うを
ちゃんと発音する

特別鼎談

そして
知っていた？
うはね
春の健康診断をします
木坂涼「レントゲン」
思潮社「木坂涼詩集」所収

地 域 事 業 連 携の新 方式による拠 点づくり—— p.2

約3 0 0 坪の共 有スペースを有 効 活用

シリーズ特集

｢ゆいま～る｣の
つくり方・暮らし方
その2
つくり方

テーマ 3：地域連携の新たな試み
テーマ 4：グループハウスでの夫婦2人の看取り

前 号 に つ づき、
「『ゆ いま〜る』の
つくり方・暮らし方」の 特 集で す。
ゆいま〜る大曽根で進行中の地域
事 業 連 携によるコミュニ ティづく
り、ゆいま〜る中 沢 のグル ープハ
ウスで の 看 取り体 験を例 に、
「ゆ
いま〜る」事業推進のためのポイ
ントをテーマ別に紹介します。

テーマ 3：地域連携の新たな試み

約300坪の共有スペースを有効活用
地域事業連携の新方式による拠点づくり
昨年 9 月にオープンしたゆいま〜る大曽根を地域プロデューサー養成講座修了生の新井隆夫さんが
友人とともに訪問。NPO 法人わっぱの会が地域で展開するリサイクル事業との連携・事業運営ほか、
「ゆいま〜る」の新たな取り組みの成果を報告します。
執筆●新井隆夫（第２期地域プロデューサー養成講座修了生）
介されていますので、ここではスタッフの皆様
から聞いたゆいま〜る大曽根ならではの取り組
みポイント、今後の抱負、課題などを紹介いた
します。

さまざまな住民が集う地域拠点を目指す
昨年11月24日、群馬県内で建築設計に携わっ
ている者4名（60歳代、女性3名、男性1名）で、
開設間もないゆいま〜る大曽根を見学してきま
した。
同施設は「ゆいま〜るシリーズ」の第10弾と
して名古屋市北区内にある大曽根団地の空き室
をリノベーションし、団地分散型サービス付き
高齢者向け住宅（サ高住）として昨年9月にオー
プン。1階にある約300坪の大型店舗スペースを
活用した共有スペースでは、地域住民への生活
支援サービスのほか、地元事業者との連携によ
る地域事業を意欲的に展開する予定で、障がい
者や周辺住民、子どもから高齢者までさまざま
な人々の交流の場、コミュニティ拠点としての
役割・成果 が 期待 されています。施設概要 は
HP等（http://yui-marl.jp/ozone/）で詳しく紹

従来の「ゆいま〜る」にはなかった試み
ゆいま〜る大曽根では、従来の「ゆいま〜る」
にはなかった取り組み・スタイルを採用してい
ます。これまでは住いとともに食堂、コミュニ
ティスペースなども「ゆいま〜る」側が独自に
運営してきました。ゆいま〜る大曽根では、食
堂、コミュニティスペースのほか、ケアサービ
ス、リサイクル事業なども「外付け」、つまり
地域 のNPO法人 などの 諸団体 が 事業展開 を 担
「ゆいま〜る」と連携を図って運用する
当し、
方式を採っています。具体的には、1階の共有
スペースでNPO法人 わっぱの 会 が 地域事業 を
行います。

約300坪の共有スペースでは、
わっぱの会の事業展開スペ
ースの工事が進行中

愛知県住宅供給公社大曽根住宅団地全景
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既存住民の方々に先
行スタートした資源
回収事業の会員に
なっていただけたこ
とは、問題を先読み
し、粘り強い事前説
明を続けた成果であ
ゆいまーる大曽根フロント前
るといえます。
わっぱの会側も既存住民向けにセミナーを開
催し、ゆいま〜る大曽根のスタッフとともに自
治会の企画に参加するようにしていることも、
良い結果を生んでいます。
「ゆいま〜る大曽根をつくる会」の開催は5 〜
6回程度で、これまでの「ゆいま〜る」事例と
比 べると 回数 は 少 ないですが、昨年5月〜 6月
までに90％近い入居が決定しました。周辺のサ
高住 と 比 べ 月々 の 費用 が 約50％程度（49.95㎡
で家賃6万円代〜。生活サポート費、共益費は
別途）と安く済んでいることも奏功しているよ
うです。
入居者の中には高齢者向け優良賃貸住宅（高
優賃）から転居された方もいます。転居理由と
して、単なる高齢者住宅ではない「ゆいま〜る」
の良さ、見守り以外にも多世代が住み一緒につ
くり運営するコミュニティがある点などが評価
されたようです。
そんな経緯もあって、開設後も既存住民と新
しい住民であるゆいま〜る大曽根の人たちとの
相互交流はさらに活発になっています。

わっぱの会は2年ほど前から、地域で生きる
ことが困難な状況に置かれている人たちに対す
る支援活動を行ってきました。地域の中に入っ
て、障がいのある人、健常者、高齢者、生活困
窮者、シングルマザーなどの人々がともに働き、
交流ができる場をつくっていこうという取り組
みです。
わっぱの会のリサイクル事業は大変興味深い
内容です。家庭から出る資源（きれいにして出
されたゴミは資源として扱う）を会が買い取り、
その対価としてポイント券を発行し、コミュニ
ティスペース内での買い物や施設利用券（パン
屋さん、食堂、物品販売など）として活用して
いただくというものです
ゴミを回収・資源化する同事業は、地域住民
の方も含めすでに150名が会員登録し（昨年12
月現在、団地内の会員約60％、団地外の住民約
、デモンストレーションとして
40％が登録済）
先行スタートしていますが、これも地域に溶け
込む事業展開をアピールする姿勢の表れといえ
ます。資源化したゴミの販売先は海外にまで及
び、安定した収益を確保するための有効な手段
として期待できそうです。
さらに、障がい者の就労継続支援B型施設（雇
用契約を結ばず、作業分に応じて利用者に賃金
を支払う）とのコラボによる収益で、サ高住の
管理費を下げる試みも計画中です。既存住民の
方々の参加を視野に入れた事業構想で、就労で
きる人は要介護の地域住民も対象にしています。
就労により生きがいを感じると同時にある程度
の収入を得ることも可能となり、社会的弱者と
いわれる 人々 のQOL向上 が 図 れます。医療・
介護費の自己負担額が増加する一方、生活費の
先細りが進む時代に、地域住民が一緒になって
生活上の困難を乗り越え明るい未来を切り開い
ていく、大きな試みであるといえます。

居住費は月々の家賃払い方式を採用
入居者 の 居住費支払 いは 一括方式 でなく、
月々の家賃方式となっています。行政側が認め
「ゆ
なかったというのが理由ですが、これも他の
いま〜る」と異なる点です。
居住費支払い方式について、これまで各地の
「ゆいま〜る」を訪問してきた私なりの感想で
すが、一括方式は入居者がそれまでの住居を処
分し、戻る家がないというケースが多いため退
去率が低くなる傾向があり、運営側としては安
定経営が図れます。また、一括前払いのため家
賃変動に左右されず、償却期間以上住んだ場合
にも費用面でのメリットが入居者側にあります
（ただし、事業者が倒産した場合の前払い家賃
の保証は500万円〈業界の一般的補償額〉が上
限）
。一方、家賃方式は月ごとの支払いのため、
一度に多額の入居金を用意する必要がなく入居

早い時期から地元自治会、
住民と懇談を重ねる
当初は、「高齢者団地にさらに高齢者を呼び
込むのか」と既存の居住者から事業計画への懸
念の声が上がったそうです。そのため、計画当
初から開設準備室のスタッフが既存住民との懇
談を重ね、わっぱの会が展開する事業は既存住
民 の 皆 さんにも 利用 していただける、地域 に
とって恩恵のある事業・計画であることを粘り
強く説明したそうです。説明の過程で、多くの
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ドファンディングなど）や介護保険制度頼り一
辺倒にしないことなど、公的制度利用偏重でな
い運営姿勢は本当の意味での地域の人々を支え
る新たな方式になるのではないでしょうか。

しやすいというメ
リットが入居者側に
あります。その反面、
退去しやすく、運営
側は入居者確保によ
り一層注視し続ける
必要があります。
従来の間取りを変更してゆったりした
空間を実現した室内
それぞれの方式に
は運営側と入居者側とで利害が相反する面もあ
るようですが、定期借家権方式を採っているゆ
いま〜る大曽根のような分散型サ高住では、20
年間の定期借家権に対して入居者の寿命が未確
定であるため、一概に双方の損得を論じるのは
むずかしいかもしれません。

見学および取材を通じて感じたこと
これまで各地域の「ゆいま〜る」（厚寒部を
除 く ） を 見学 して 実感 したことですが、
（株）
コミュニティネットが展開する事業方式の特徴
として次のようなことが挙げられます。
① スタッフは計画の早い時期から現地に住み、
地域の人たちとともに計画を進める。
② ニーズを的確に捉え、それらを実現したも
のをつくり上げる。ハコをつくってから利用者
を募るのではない。これらは今の縮小社会には
特に大切であり、理にかなっている。莫大な先
行投資をしないで、手間をかけ粘り強く住民と
交渉し要求を捉え、受け入れられるものをつく
り上げる。
（株）コミュニティネットの事業ノウハウは、
長年にわたる全国展開で蓄積された努力の賜物
です。事業計画の推進にあたって行政との交渉
「規
では苦労することもあるでしょう。行政側は
定にない、前例がない」で済まそうとする傾向
があるので、粘り強い交渉力が要求されます。
それをクリアするには全国の事例を示すのが一
番有効な方法だと思います。

日本社会の現況を的確に捉えた事業展開
（株）コミュニティネット広報営業部長の渥美
「ゆいま〜る大曽根は第３段階の
京子さんは、
ゆいま〜る」とおっしゃっています。第１段階
は元気なときから考え入居する高齢者住宅、第
２段階はコスト面のメリットを追求した団地再
生型のサ高住。第３段階は他の運営事業体と連
携し運営する地域全体のコミュニティ拠点とし
てのサ高住です。さらに渥美さんは、「子ども
から 障 がい 者、高齢者 まで 暮 らせるコミュニ
ティ拠点づくりと、私たちが器をつくり、そこ
を地域の資源が主体となって地域経済を回して
いくこと、かつ将来の経済変動に耐えられる事
業構造が、トマトの会で高橋社長が行っている
商品の研究開発と理解しています。それが第４
段階のイメージです」ともおっしゃっています。
そこに一貫して流れているのは、「入居者自
身が自分の意志で選択する。そして常に社会状
況を把握してつくる、多世代参加型のコミュニ
ティを形成しながら、最期まで暮らし続けられ
ることを目指す」です。まさに「100年コミュ
ニティづくり」事業であり、社会情勢を踏まえ
自分たちがどのように人生の完成期に向かって
生きていくかを問い続けていく試みであると思
います。
地域の人たちがともに協力し合って運営して
いくことを大切にし、多世代参加による地域の
人的資源、物的資源をフル活用した、お金に換
算されない地域力こそが大きなエネルギーを生
みます。そこには、多様なアイデアや粘り強い
連携力などたくさんの力がありそうです。
銀行資本に頼らない資金調達（例えばクラウ

ゆいま〜る大曽根の今後の展開
後日、ゆいま〜る大曽根の事業推進者の１人
である（株）コミュニティネット企画開発部長
の西尾弘之さんにお話を伺ったところ、「第１
期の40戸は早々に満室になるでしょう。第２期
の20戸は今年２月〜３月に着工し、夏頃までに
は完成します。わっぱの会の事業も４月にオー
プン予定です。ぜひまた現地にオープン後の様
子を見学に来てください」とのことでした。
＊
PS：今回見学 に 参加 したメンバー ４名 は、 ゆ
いま〜る大曽根事業にスタート時から参加し、
残念ながら完成を見ずして亡くなられた高橋清
美さんとは大学の同窓生です。頑張り屋で明る
い笑顔が素敵だった彼女のご冥福を祈りながら、
特別な思いでゆいま〜る大曽根を見学させてい
ただきました。
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テーマ 4：グループハウスでの夫婦2人の看取り

｢ゆいま〜るで過ごした幸せな日々」
看取りも葬儀もすべて行える喜び
慢性閉塞性肺疾患の持病のある夫と、アルツハイマー型認知症の妻。夫婦 2
人で「グループハウス中沢」に入居し、昨春、ともに旅出たれた鈴木さん夫
妻のハウスでの約 9 カ月間の暮らしを振り返り、改めてグループハウスの役
割、看取りの大切さを皆さんと共有できたらと思います。
執筆●舩原綾（ゆいま〜る中沢スタッフ）

鈴木夫妻と娘の平野利美さん

（COPD） の 持病 があり、2013年 に 在宅酸素療
法（HOT） を 導入 した 後 も、肺炎 や 心不全 に
よる入退院を繰り返していた。一人娘の利美さ
んは自宅のある八王子市と両親の住む江戸川区
を行き来しながら、同居している義両親の介護
もしていた。
2014年に和子さんがアルツハイマー型認知症
と診断され、家事への意欲や夫の病気への理解
が 徐々 に 薄 れ、夫婦2人 の 生活 が 難 しくなる。
2015年12月、利美さんの家に夫妻を呼び寄せ、
在宅介護が始まったが、自宅へ帰りたがる和子
さんと入退院を繰り返す新さん、そして義母の
介護もあり 、同居生活はすぐに限界を迎える。
2016年８月、グループハウスに夫婦で入居し
た。自宅から近く、クリニックも併設している
ことや、和子さんの認知症が進行しても敷地内
の施設を利用できるという安心感が決め手だっ
た。初めての集団生活に不安はあったが、同じ
ような経緯で入居されている方も多く、笑顔と
会話のある暮らしは心地良かった。そして何よ
り、酸素濃縮器も置ける広々としたお風呂に、
利美さんの介助でゆっくりと入ることを夫妻は
喜ばれた。和子さんはよく「娘にお風呂に入れ
てもらえて幸せ」と嬉しそうにスタッフに話し
てくれた。
そんな和子さんに胆嚢癌が見つかったのは、
入居して僅か1カ月のことだった。余命6カ月。
末期だった。以前から胃の不快があり検査はし
ていたが、まさか胆嚢癌とは。新さんも利美さ
んも、突然のことに動揺した。療養型の病院に
移らなければいけない。そう思った利美さんが
ハウスの管理者に相談したとき、返ってきた言
「大丈夫です。最期までここで過
葉に驚いた。
ごせます。緩和 ケアは 様子 を 見 ながら 考 えま
しょう」。ハウスで看取りができることを知ら

4年間で10名の方を看取る
ゆいま〜る中沢は、東京都の多摩ニュータウ
ンの医療・福祉ゾーンに2013年に誕生。サービ
ス付き高齢者向け住宅と住宅型有料老人ホーム
「 グループハウス 中沢」 の ２ つの 棟 からなり、
河北医療財団多摩事業部が運営するクリニック、
訪問看護、訪問診療、グループホーム、小規模
多機能型居宅介護施設を併設している。医療と
介護の充実した連携体制が整っており、安心し
て住み続けられる環境がある。
グループハウス中沢はショートステイを含め
全27室。施設とは違うアットホームな雰囲気と、
「グループハウス」
自分の家にいるような環境が
という名前に反映されている。元気なときから
入居でき、看取りの体制も整っていて、４年間
で10名の方を看取った。
超高齢社会を迎え、病院から在宅へと看取り
の場が変わりつつある今、家族や自らの死につ
いて、どこでどのような死を迎えたらよいのか、

訪問診療医のあいクリニック中沢・
亀谷学院長と利美さん

考える方は多いだろ
う。そこでグループ
ハウス中沢ではどの
ような看取りを行っ
ているのか、一昨年
ご夫婦でハウスに入
居され、昨年逝去さ
れた鈴木新さんと和
子さんの例を、娘の
平野利美さんの協力
のもとご紹介したい。

「すべてが揃っていて救われた」
鈴木さん夫妻がグループハウス中沢に入居さ
れたのは2016年。新さんには慢性閉塞性肺疾患
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師、ケアマネジャー、ハウススタッフが見送り
に立ち合った。夫婦の笑顔のパネルには「ゆい
ま〜るで過ごした幸せな日々」と刻まれていた。

なかった利美さんは、このときとても救われた
と言う。
もう1つ驚いたことがあった。それは葬儀も
行えるということだった。新さんは以前部下の
葬儀に参列した際、今までにない形の式を見て、
「自分もこんな葬儀をやりたい」と葬儀会社を
事前 に 調 べていた。 だがHOTのある 新 さんに
とって、どこで葬儀を行うかは深刻な悩みだっ
た。それが今住んでいる所で看取りも葬儀もす
べて行うことができるなんて。「契約時は目の
前のことで精一杯。死のことを考える余裕など
なかったので、すべてが揃っていて救われた思
いでした」と利美さんは振り返る。

ハウスでの看取りの成果と課題
ご両親の死から8カ月が過ぎた今、利美さん
は言う。「自分たちの生活を続けたいと願う両
親にとって、ハウスの『見守りのあるくらし』
というコンセプトは合っていました。家にいる
ように自由で、最期まで夫婦一緒に過ごせまし
た。短い時間でしたがここに来れて幸せでした」
スタッフが振り返る4年間の看取りの成果と
して、
・長い時間をかけて築き上げてきた医療と介護
の信頼と連携の体制
「ここで最期まで」と思ってくれたことへの
・
感謝の気持ちを大切にすること
・入居者もスタッフも死を忌み嫌わず受け入れ
る環境があること
そして今後の課題として、
・経験の少ないスタッフの不安をなくす
・グリーフケアの体制を整えていく
等が挙げられる。
「今がいちばん両親を思い出す」という利美さ
んは、現在も時折ハウスに顔を出してくれる。
「なかには思い出すのが辛いからここに来たく
ない人もいると思います。でも私のように、当
時関わった人たちと話がしたい、思い出を忘れ
たくないと思う方もきっといるはず。今後そう
いう方と話す機会があると私はとても嬉しいで
す」

夫の突然の死の1カ月後、旅出った妻
その後も夫婦で訪問診療と訪問看護を利用し
ながら、ハウスでの生活を続けた。入浴も今ま
で通り利美さんが行った。食事の準備や入浴の
後片付けを気にしない、時間に追われない暮ら
し。今まで以上に親子の時間を大切にした。年
が明け、和子さんの体力が落ち、自力で入浴が
できなくなってからは訪問入浴を利用した。緩
和ケアに移行してからは飲み込むことも辛い和
子さんに、すり下ろしたりんごを凍らせて口に
含ませた。和子さんの様子を傍で見守る新さん
は、小さな異変でもすぐにスタッフに知らせて
くれた。自分の呼吸が苦しいときも「僕は平気
だから和子を見てあげて」と何度も言った。
そんな 和子 さんを 気遣 い 続 けた 新 さんが、
2017年3月2日に亡くなった。和子さんの容態が
不安定な時期の新さんの突然の死に、皆言葉を
失くした。悲しみの中で行われた葬儀は、新さ
んの希望通り大好きなハワイの空と
海を感じさせる式だった。遺影の背
景は飛行機と海。参列者を迎える入
口 には「Go For Broke（当 たって
砕けろ）！」と書かれたパネルが置
かれた。まるでハワイへ旅立ったか
のような爽やかな別れだった。
後を追うように、と言うよりも船
の出航に合わせて、と言った方が相
応しいだろう。新さんの四十九日直
前 の4月18日、和子 さんが 亡 くなっ
た。和子さんが不安にならないよう、
新さんが一足先に逝き待っていたん
だと誰もが納得した。どちらの葬儀
にも、訪問診療の亀谷学医師、看護
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【参加者】

高尾真紀子教授
（法政大学大学院政策創造研究科）
近山恵子 副会長
（一般社団法人コミュニティネットワーク協会）
鏑木孝昭 研究室長
（一般社団法人コミュニティネットワーク協会）

特 別
鼎 談

高尾真紀子・法政大学教授と語る
地域づくりに大切なこと

〜地域プロデューサーの役割と課題〜

高尾 まず、住民のみなさんがそれぞれの暮ら
しをしっかりなさっていることに感銘を受けま
した。高齢者が集まって高齢者専用住宅で暮ら
す場合、住宅の運営者に頼った暮らしになる例
を多く見てきましたが、ゆいま〜る那須ではそ
れぞれとてもきちんと暮らしています。自分の
暮らしは自分が決めるという自覚がおありだと
感じました。また、いなかで暮らす理由は、自
然が好きだからとよく言われますが、必ずしも
そうでないと感じました。何人かの人が年金が
思ったより少なかったということを入居理由に
挙げていらしたことが印象的でした。都会かい
なかではなく、どこなら自分が安心できる暮ら
し、満足できる暮らしが経済的に成り立つか、
ということが大事なのだと思います。
近山 今まで多くの大学の先生が見学に来まし
たが、お金の問題を最初にお話しくださった方
はいませんでした。暮らし方、住まい方の話を
するときにお金の話がすっぽり抜けてしまう先
生が多かったように思います。
鏑木 高尾先生は大学に来る前は、金融機関系
のシンクタンクにいらしたので、経験の広い先
生でいらっしゃり、研究室のお付き合いも楽し
いです。おっしゃるように、経済的に見合う安
心な暮らしをつくることが肝要です。ゆいま〜
る那須には都会の「ゆいま〜る」に入りたかっ
たけど経済的な問題で入れず、那須に来た方も

一般社団法人コミュニティネットワーク協会
（CN協会）はさまざまな形で大学との連携をし
ています。研究室でも2016年の末頃から大学連
携を進めています。法政大学大学院政策創造研
究 科（http://chiikizukuri.gr.jp/） の 高 尾 真 紀 子 ゼ
ミとの連携です。高尾ゼミは少子高齢化の進む
地域社会の課題として、介護、医療、福祉と経
済社会の関係などについて学ぶ社会人対象のゼ
ミです。CN協会の研究室長である鏑木の知人
がこのゼミで学んでいること、高尾教授が大学
着任前の研究員時代に（株）コミュニティネッ
トの高橋英與社長と会って生活科学運営の事業
にとても関心を持ったことが連携につながって
います。昨年1月と7月、鏑木がゼミ生に2回の
プレゼンを行い、9月9日から10日にゆいま〜る
那須でゼミ合宿を実施しました。その成果は11
月18日に開催された法政大学大学院まちづく
り・都市政策セミナーで発表されました（http://
chiikizukuri.gr.jp/blog/2017/11/21/1746/）
。連携し
て1年が経過したことを機会に、近山恵子副会
長と鏑木が高尾教授の研究室におじゃまし、こ
の1年の連携を振り返る鼎談をしました。

暮らしの設計にはお金は大事
鏑木 月並みな質問から始めましょう。ゆいま
〜る那須を訪問しての感想をまずはお聞かせく
ださい。
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た方も多いです。地域で本当にがんばっている
人はクタクタで、連携するヒマがないというの
が実態だと感じます。「つなぎましょう」と言っ
たからつながるわけではありません。
近山 CN協会の定義する地域プロデューサー
は、お金の問題も含め地域と「まるごと」付き
合って課題解決に向かう人であり、そこが連携
を推進するコーディネーターとは違うところで
す。
鏑木 あちこちで地域のための人材を育てる試
みをしていますが、うわっつらをなぞっている
だけに見えます。知恵も必要ですが、本当に必
要なのは立ち向かう姿勢であったり、価値観を
変えることであったりします。しかし、これを
講座で身につけるのは難しいと感じます。
高尾 そう思います。今の若い人は人との関係
をそつなくこなすことに長けていますよね。昔
に戻るわけにはいかないでしょうが、近山さん
のような方と一緒に地域に入って仕事をすると
いうようなやり方でないと、難しいかもしれま
せん。
近山 地域づくりをするときは、地域に住み込
んでガッチリ地域と向き合うことが必須です。
私たちはずっとそうしてきました。そのことに
よって人は育ちます。
鏑木 CN協会に関わって8年になりますが、地
域に住み込んだ人が育つのを見てきました。や
はり実践でしか人は育たないのでしょうか？
近山 自分の例で恐縮ですが、私の師匠は週1
回若い人が集まって話し合う会を長年やってく
ださいました。そのことで正直に腹を割って話
す大切さを学びました。師匠の年金で買い物を
し、私たちが交代でつくり、夕食をともにする
ことから始まります。毎週集うことで安心して
自分を開ける場所となり、自分史も書きました。
書くと触れられたくないことがわかる。そこを
突っ込まれるとふるえるのですね。ふるえる場
面に何度も遭遇しましたが、そこを乗り越える
と変われる。互いの心
に橋がかかることで変
わっていけるのです。
鏑木 そこまでやるの
はすぐにはできないか
もしれませんが、一緒
に食べるのは大事です
ね。一緒に食べて時間
をともにすると、それ 近山恵子 CN協会副会長

高尾真紀子教授
法政大学大学院政策創造研究科
教授（地域社会プログラム担当）
。
東京大学文学部社会心理学科卒
業後、長銀総合研究所にて、産
業調査、経済調査に従事。1999
年、価値総合研究所に移り、官
公庁の受託調査、企業コンサル
ティングを手掛ける。2015年4月よ
り現職。早稲田大学大学院公共
経営研究科専門職学位課程修了。

いらっしゃると聞いています。
近山 お金は大事です。どうも日本ではお金の
話をするのはよくないことだという風潮がある
と感じます。そのことがよりよい暮らしを設計
する際にブレーキになっているようです。私は
入居を考えている人には初対面でお金の話をす
るようにしてきました。それが大事であり、近
道です。でも、お金の話をすることへの抵抗は
強いですね。
高尾 美しい理念も暮らしもお金が回らないと
維持できません。今、ケアの世界は地域包括ケ
アという考えで、行政がお金を出して地域を支
えるだけでなく、地域が地域の人を支えるとい
う仕組みに移行しようとしていますが、なかな
かうまくいっていません。実際うまく回ってい
るのは病院がトップで動いているところです。
病院なら、必要なものを「引っ張ってくる」力
があります。
鏑木 地域包括ケアの推進では、CN協会が立
ち上げに深く関与し、ゆいま〜る高島平も参加
している 板 橋 コミュニティスペース 連 絡 会
（http://itabashi-cs.com/）のように、地域の住
民が立ち上げたものが大きな役割を担っている
例もありますが、まだまだ少数です。病院の心
ある医師に頼っている実態は確かにありますね。
他に感じられたことはありますか？

地域に入り込むことの大切さ
高尾 ゼミ生も強く感じて、研究発表の結論に
もなっていますが、とりまとめ人材の大切さで
す。地域プロデューサーを養成されているのは
すごいことだと思います。地域でのとりまとめ
機能の必要性はかなり前から言われています。
が、その実態はさびしいです。省庁ごとにコー
ディネーターの 育成 や 認定 があり、今 やコー
ディネーターだらけです。連携も大事とのこと
で会議もしていますが、会議だらけです。しか
も、どの会議も出てくるのは同じような地域の
メンバーです。町内会長さん、すでに引退され
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ぞれの内側から何かが出てくることが多いです
よね。でも、地域に入るか、少人数の信頼でき
る会合だけだとなると、広がりが少な過ぎるか
もしれません。

必要 があります。
「ゆ
いま〜る」という仕組
みはフランチャイズ方
式ができるように準備
が進んでいますが、よ
り広く地域づくりのや
り方を理解しやすい形
に整理して広めること
ができるといいと思っ 鏑木孝昭 CN協会研究室長
ています。大学ではそれができるでしょうか？
高尾 研究して理解の一助になるものをつくる
ことはできると思います。ただ、研究はどうし
ても抽象化の方向にいくので、本当に伝わるも
のをつくるのは難しいのではないかと感じます
ね。
鏑木 わかります。わかりますが、今後とも伝
わるものをつくるという目標を共有しながらお
付き合いをいただければ嬉しいです。先生、最
後に何かございますか？
高尾 本論と少しはずれるかもしれませんが、
日本社会は平等平等と言い過ぎているという気
がしています。残念ながら世の中は平等にはで
きていないことを前提に考えるべきで、だから
こそ、エリートはその力を社会に還元するのが
当然、という風潮になってほしいと思います。
大学院まで来られることは恵まれているのです
から、学生にはそこで学んだことを社会に返し
ていって欲しいと思っています。恵まれない人
がたくさんいることをイマジネーションできな
ければいけないと思います。
鏑木 イマジメーションがまた出ましたね。今
日はここまでにしましょう。また1年後に議論
しましょう。本日はありがとうございました。

妄想する力を身につける
鏑木 他に何か大事なことはありますでしょう
か？
近山 自分の例に引き付けて言うと、読む力、
書く力、しゃべる力が必要ですね。私は幸い成
長する機会を多くいただきましたが、これらの
力がないとその機会を活かすことはできなかっ
たと思います。また、たくさん失敗することが
大事ですね。
鏑木 小さな失敗を積み重ねられる環境をつく
ることは重要ですね。高橋社長から何回もその
大事さを聞きました。
高尾 あと、イマジネーションする力ですね。
情報やデータを見て「妄想」する力が必要と思
います。
那須で廃校となっ
近山 妄想、大事です。現在、
た小学校を活用しての地域づくりプロジェクト
を 進 めています（https://www.facebook.com/
AsahishoPj/）。既存概念 にとらわれないため
との理由で、不定期ですが「妄想クラブ」を開
催しています。そのあけっぴろげでいい加減な
話し合いが次につながります。

今の学生たちに望むこと
鏑木 結局、育成には近道はないということで
すね。地域プロデューサー養成講座は道に人を
招く役割と割り切ったほうがいいかもしれませ
んね。
高尾 いろいろな講座があり、講座を受けたら
資格が取れるものがありますが、実態はその資
格を持って地域に入っても、派遣扱いや臨時職
員で決して高い謝礼をもらっていません。これ
らの資格や講座が優秀な人を安く使う仕組みに
なっているのではないかと危惧しています。
近山 地域プロデューサー養成講座も、CN協
会からは独立して、専門の団体をつくって「地
方創生アドバーザー」資格を付与していくよう
な動きをするべき時期かもしれません。そうし
ないと社会的な力にはならない。
鏑木 そのような資格にしていくためには、も
う 少 し C N 協会や（株）コミュニ ティネットが
やっていることを社会に伝えられるものにする

高尾ゼミは今年2月にゆいま〜る中沢を見学
し、さらに研究を深めます。先生はゼミ生の指
導だけでなく、ご自身も3月刊行予定の法政大
学地域研究センターの紀要、
「地域イノベーショ
ンVOL.10」へ論文を掲載されます。その要旨で
も、
「地方移住に注目するのではなく、介護や
医療が必要になった際に必要な地域包括ケアの
拠点を地域と連携して整備することが、高齢期
の住まいの選択肢を増やし地域まちづくりにも
つながる可能性がある」と書いてくださってい
ます。地域プロデューサーにも深い関心を寄せ
てくださっています。今後の連携がとても楽し
みです。
（鏑木）
9

来てね!! イベント情報（申し込みは：0120-352-350）
高齢者住宅情報センター東京からのお知らせ
～新終活学校 高齢期は自立のとき～
自分らしい暮らしの実現って？ 親しい人に囲まれて、楽しく、自分らし
く、自由な暮らしがしたい。老いが進んでも手厚いサービスが受けられ
る、看取りや身辺整理も託すことができる、安心した暮らしがしたい…。
もし100歳まで生きるとしたら、高齢期は自立のとき。
「自分らしい暮らし」
を実現する準備を今から始めましょう。
■連続セミナー
「よくわかる高齢者住宅の種類としくみ」
●日程：2月14日（水）
「高齢者住宅の入居にかかる費用は？『生活設計』
をしてみましょう」
●日程：3月8日（木）
「高齢者住宅を決めるまで～契約に必要な基本情報～」
●日程：4月17日（火）
＊いずれも
く

す

み

●講師：久須美則子
（高齢者住宅情報センター東京センター長）

「千葉県旭市で生涯活躍のまちをつくる会」
●日時：2月2日（金）18：00〜20：00
「第8回 佐久市で生涯活躍のまちをつくる会」
●日時：2月3日（土）14：00〜15：30
「山梨県都留市で生涯活躍のまち・つるをつくる会」
●日時：2月20日（火）13：30〜15：00／
3月20日（火）13：30〜15：00／4月20日（金）13：30〜15：00
＊いずれも
●場所：生涯活躍のまち推進協議会 移住促進センター
（有楽町電気ビル南館5階）
■体験ツアー
「冬の雫石移住体験・交流ツアー」
●日程：2月10日（土）〜11日（日）

■「ゆいま～る那須２」をつくる会
ゆいま〜る那須の暮らしと4月18日開設予定の那須まちづくり広場（ゆ
いま〜る那須から車で5分の旧朝日小学校跡地利用）の現状をお話

●時間：13：30〜15：00

します。 4月7日は那須まちづくり広場の見学もできます。ゆいま〜る

●場所：高齢者住宅情報センター東京

那須での体験利用もかねていかがですか。

●定員：15名

東京開催

●参加費：500円

●日時：3月14日（水）13：30〜15：00
●場所：高齢者住宅情報センター東京

高齢者住宅情報センター大阪からのお知らせ
■基礎セミナー
「元気なうちに決める高齢者住宅の基礎知識」

那須開催
●日時：4月7日（土）10：30〜12：00
●場所：ゆいま〜る那須食堂

介護が必要になったら住み替える」という意見は多いですが、その
状態で現実的に1人で荷物整理、契約、引っ越しなどはできません。
元気で体力があるうちに自分で住み替える知識を身につけましょう。
●日時：2月23日（金）14：00〜15：30
●講師：藤原真悟(高齢者住宅情報センター相談員）
●定員：15名

編集だより
身体全体がちぢこまるような寒さ。膨らみかけていた梅の蕾が固くな
る。近くの農家からふきのとうがでてきたよ、取りにおいでと声がか
かる。 土の中は春の準備に余念がない。 春よ来い！ 早く来い！
とつぶやいてみる。立春もまじかです。（近山恵子）

●参加費：500円
●会場：高齢者住宅情報センター大阪事務所（北阪急ビル7階）
※要予約

移住促進センターからのお知らせ
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〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1

■生涯活躍のまちをつくる会

有楽町電気ビル南館5階

「岡山県奈義町で生涯活躍のまちをつくる会」

TEL 03-6256-0570 FAX 03-6256-0572

●日時：2月17日（土）13：30〜15：00
「雫石町七ッ森ヴィレッジをつくる会」
●日時：2月2日（金）14：00〜15：30
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