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私は、妻と二人の子どもたちと同居してい

た私の母（幸子・ゆきこ70歳）を八王子市南

大沢（多摩ニュータウン）の地で1989年2月に

亡くしました。その母が亡くなるという悲し

い出来事から「人間は生きて死ぬ」という当

たり前のことを学びました。当時36歳であっ

た私は、自分もやがて死ぬ、その時は確実に

サラリーマンを60歳で定年退職した後にやっ

てくる。そして、その死は、周囲からみて経

済的な意味のみで考えるなら人としての価値

を失ったときにやってくるという現実です。

果たして自分は「幸せに死ぬ」ことができる

だろうか？この素朴な疑問がその後の私を

NPO活動へと邁進させてきたのです。本稿で

は、NPO活動にまで発展した地域貢献活動の

進化の過程を整理しながら家族再生から国際

交流までを記してみます。

家族コミュニティこそが、人間の幸せの原

点であることを意識してきましたので、あえ

て“0”と表現します。

夫婦は元々は他人ですから別れてしまえば

おしまいです。人が幸せに生きるためには、

夫婦が豊富な会話に支えられた相互理解と信

頼関係を維持し続けることが重要です。親子

は、子どもたちの自立の過程の中で努力しな

ければ会話が断絶する危険があります。現代

社会では、父親は会社、母親は専業主婦、子

どもたちは学校という役割分担が望まれてき

たために家庭のコミュニティが危ないと感じ

ます。かつての農耕民族であった時代には、

地域の見えるところで働く父親に対し「一家

の大黒柱、親父の背中」という言葉が存在し

ましたが、職場が会社となって地域（家族）

から遠く離れてしまう社会では、地域で生活

している母親と子どもたちとは無縁の会社で

“何をしているのか分からない父親”しか見え

てきません。私自身も同様に生きてきました。

しかし、母の死が教えてくれたことは、自

分の死が会社人間を終了して地域に帰ってき

てから後にやってくるという単純なことでし

た。人は、すぐには適応できないので定年退

職までに、少しずつ準備が必要と感じたか

らです。

家族再生・地域再生・多摩ニュータウン
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～一人の人間として、少子・高齢化社会を豊かに生きるために～
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母の死から4年後、1993年に八王子市南大沢

から八王子市別所へ引越すことにしたときに、

ある決意をしました。自分の老後の対策のた

めにも、せめて自分が居住する団地（せせら

ぎ北団地110世帯）ぐらいの方々とは仲良くし

たいと考えて、分譲団地管理組合の初代理事

を引き受けて活動開始。1年目は管理組合の規

約や年間活動計画等々を整理することに追わ

れました。こうして地域での人間関係を形成

する糸口が見えてきたころ、1995年1月に阪神

淡路大震災が発生しました。この大地震は、

私に“地域は大切だ”ということを強烈に印

象付けました。

1994年5月の管理組合総会で理事を辞任した

私は、団地内にコミュニティ委員会を結成し、

同年の夏休みに“平成たぬき合戦ぽんぽこ

（スタジオジブリ）”の上映会を実施しました。

団地居住者が子育て世代ばかりであったので

“喜んでもらえたらいい”という想いからです。

このことが結果として団地デビューから地域

デビューのきっかけになり、ぽんぽこ活動と

呼ばれる原因にもなったのです。

わが団地では、今でもお父さんたちが主力

になって「ご近所懇親会」と称する「食事会」

が定期的に開催されています。この団地内コ

ミュニティに支えられて、現在10年目の大規

模修繕も順調に進んでいます。

阪神淡路の大震災に刺激された私と仲間た

ちは、せせらぎ北団地を含む6団地で「見附ヶ

丘連絡協議会」を結成して、最初の年である

1995年は2ヶ月に1回の情報交換会を各団地持

ち回りで実施しました。そのころ「都市基盤

整備公団（現UR都市再生機構）」が、「見附ヶ

丘かわら版」を発行（創刊号：1995年4月）し

てコミュニティ活動の支援を開始してくれた

のです。この公団から吹いてきた「求めずし

て得た風」により、私たちの活動は労せずし

て広報誌を持てたことは大変な幸運でした。

情報発信力を得たことで、ぽんぽこ活動は大

発展を開始、1996年8月には第1回見附ヶ丘

フェスティバル（現長池ぽんぽこ祭り）へと

発展したのです。

そのころの私は、まだサラリーマンでした

ので、週5日は一生懸命働き、休日2日の何％

かを地域活動に割り振る日々でした。そんな

中で行われたのが「多摩ニュータウン30周年

記念行事」。地域活動に興味を持った私は、

様々なシンポジウム等の行事に参加しました。

1997年3月に結成された「多摩ニュータウン学

会」との出合いもこんな時です。「多摩ニュー

タウン学会」の第1回研究大会が同年9月に行

われた時に、誘われて「自由に自立した人々

がつくる街」というテーマで見附ヶ丘地域で

の活動も発表させて頂いたのです。そこで得

たすばらしい人間関係に学んだことは、多摩

ニュータウン全体のことを理解して初めて長

池地域＝顔の見える助け合いコミュニティ

（歩ける範囲）の健全な発展を促進できるとい

1．向こう三軒両隣コミュニティ 2．顔の見える助け合いコミュニティ



3 SHIN TOSHI / Vol.60, No.5 / May  2006

うことでした。大きく学んで小さく活動する

ことの大切さです。

一方、私の全く知らないところで、1998年3

月にNPO促進法が成立したのもこの頃です。

そんなこととは別に、私は教えられるままに

情報交換の道具として、インターネット技術

を生かした“ぽんぽこネット”というメーリ

ングリストを1998年4月から利用開始しまし

た。このことが“ぽんぽこ活動”に最初の

ビッグバンを生み出しました。活動の範囲も

量も放物線を描くように急拡大したのです。

その勢いに促されて、1999年4月17日、NPO

フュージョン長池（八王子市）の設立総会を

実施し、同年12月NPO法人として登記して、

サラリーマンを辞した私は、理事長に就任し

たのです。

NPO法人として最初の挑戦は、八王子市長

池公園自然館の管理・運営者になることでし

たが、当時の私は、そこに大きな法律の壁が

あることを知らなかったのです。全く無謀な

挑戦でした。その上、自然館は、1999年11月

に不審火で全焼してしまいました。すでに会

社を退職した私は引き返すことができません

でしたので、多摩ニュータウンの暮らし全般

を支援するNPO法人であることを全面に押し

出すことで活路を見出そうとしました。住宅

管理支援事業・住見隊（すみたい）、住まい作

り支援事業・夢見隊（ゆめみたい）、高度情報

化支援事業・高支隊（こうしたい）等々を矢

継ぎ早に生み出した原因は“火事場の馬鹿力”

であったのです。

これらの活動で有名になったNPOフュー

ジョン長池は、1年遅れて再建された「八王子

市長池公園自然館」の管理・運営を2001年7月

1日から受託しました。本当に、八王子市の大

英断によって救われたのです。

その後、5年が経ち、2006年4月1日から八王子

市長池公園（20ha・自然館を含む）全体を、指

定管理者：フュージョン長池公園（構成団体：

（株）富士植木、（株）プレイス、NPOフュージョ

ン長池の三者連合）として受託しました（詳し

くは、http://www.pompoco.or.jp/nagaike）。

これからは、「自然保全型公園の管理と地域の

コミュニティ形成を融合」させるだけに留ま

ることなく、団塊の世代を中心とする“お父

さんたちの地域デビュー”を促進する事務局

的存在になって進化を続けることが、NPO

フュージョン長池らしい地域の社会資本を生

かした“暮らしの支援事業”であろうと考え

ています。

1つのアイデアとして、社会福祉法人由木か

たくりの会、長池公園、地元酪農家、地元パ

ン屋さんたちと連携して、小麦をかたくりの

子どもたち（知的障害者）が栽培し、小麦を

長池公園水車小屋で粉にして、パン屋さんが

地元の牛乳も混ぜた“牛乳パン“を製造しよ

うという構想を実現させたいと考えています。

この事業活動が生み出す就労機会が、「障害者

の自立支援」、「お父さんたちの地域デビュー」

や「ニートたちの社会進出」の機会を創造す

ることができればいいなと考えています。「顔

の見える助け合いコミュニティ」だからでき

る公園管理から地域貢献の実践活動情報を発

信し続けます。
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こうしたNPOフュージョン長池（八王子市）

の発展過程で、多摩ニュータウン全体で活動

して欲しいという動きも同時並行で出てきた

結果、2003年1月27日に、NPOフュージョン

（多摩市）を設立しました。

マンション管理・再生セミナーを多摩市と

共催したり、国土交通省関東地方整備局の後

援を頂いて実施しました。夢見隊1号も2004年

6月に“ヴィレッジ浄瑠璃14団地（コーポラ

ティブ団地）”として完成しました。

さらに、多摩市が多摩NPOセンター（中間

支援センター）の管理・運営を公募したのを機

会に応募したところ、受託（2005年4月1日～）

に成功して今日に至っています。2005年度は、

「みんなでつくる多摩NPOセンター」を標榜し

て、多くのセンターに来られる方々の声を聞き

ながら共々に成長できるように運営して参りま

した（詳しくは、http://www.tama-npo.org/）。

多摩NPOセンターは、知識と人材のターミナ

ルとして極めて重要な役割を果たし始めて

います。

こうした中で、国土交通省住宅局とハウジ

ングアンドコミュニティ財団の支援を頂いて

「暮らしと住まい相談センター」を2006年4月2

日にスタートさせました。これは、2003年度

に、都市公団より“都市再生プロジェクト事

業”として受託した調査で提案した事業です。

多摩ニュータウンには、今の住居のままです

と暮らし続けられない人々が大量に住んでお

られます。UR都市再生機構と東京都住宅供給

公社が開発した団地は、5階建てで階段のみで

す。年を取って病気になって体力を失うとエ

レベーターのない住居には住み続けることが

出来ません。

友人の体験談を紹介しましょう。彼は数年

前に軽い心筋梗塞を患いました。当初の医師

の判断は、カテーテルで血管にパイプを装填

すれば退院できるというものでした。しかし、

友人の住居が5階で毎日階段を上り下りする必

要があると聞いてから医師の判断が一変した

のです。手術の内容は変化して、腕の血管を

心臓に移植する大手術になったそうです。そ

の後、毎日のご主人の生活を心配された奥様

が、エレベーター付の都営住宅を申し込み続

けて、昨年引越しをされました。わずか数百

メートルの転居で友人関係もそのままです。

本人も家族も医師もホッとして「これで元気

に暮らし続けることができる」と喜ばれたそ

うです。

このエピソードは、私たちNPOフュージョ

ンの仲間たちの「住み替え支援事業が必要だ」

との想いを強くさせたのです。しかし、「人・

物・金・情報」の全てが不足しているNPO法

人ではどうしようもありませんでした。その

時、我々にエンジェルが現れました。国土交

通省住宅局とハウジングアンドコミュニティ

財団が、我々の自主事業を支援してくださる

ことが実現したのです。この「暮らしと住ま

い」相談事業から見えてくるものは何でしょ

うか？毎日、毎日、生活者の生の声を聞かせ

ていただいて懸命に相談活動（学習）を実践

すれば、1年後には何が求められているかを明

確にご報告できると確信しています（詳しく

は、http://npo-fusion.jp/ks）に掲載します）。

3．生活圏コミュニティ
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NPOフュージョン長池（八王子市）の「顔

の見える助け合いコミュニティ」への貢献と

NPOフュージョン（多摩市）の「生活圏コ

ミュニティ」への貢献。この両輪が回転し始

めたことで見えてきた実践活動を背景にした

情報を、多摩ニュータウンの近隣都市、主に

行政の方々から求められて発信するようにな

りました。おおよそ南多摩圏（人口約300万人）

でしょう。そのことで、私たちは「多摩

ニュータウンも近隣都市の中に存在している」

ことを改めて認識し始めています。例えば、

団地の大規模修繕を考えたときに必要な中堅

の工務店が多摩ニュータウンには育っていな

いのですが、多摩ニュータウン周辺の各市に

は存在しています。もう一つ、定年退職した

仕事人間が再就職を希望するときにも、多摩

ニュータウンでの職探しは困難です。しかし、

京王八王子駅の側には「サイバーシルクロー

ド八王子（詳しくは、http://www.cyber-

silkroad.jp/）」があって、八王子市と周辺各市

に存在している元気なITベンチャー企業を紹

介したり支援している組織もあります。こう

した組織に、まずはボランティアとして関与

することから初めて再就職を果たすことも出

来るのです。会社しか知らないお父さんたち

が、いきなり地域デビューを果たそうとして

失敗して、引きこもりになることを心配して

います。南多摩圏という地域に再度職業人デ

ビューをして、徐々に、多摩ニュータウンや

助け合いコミュニティへボランティアとして

デビューすることをお勧めしています。

昨年（2005年）は、大学関係者、企業、行

政、研究者等の取材・講演会の依頼、マスコ

ミからの取材で、なんと150回におよぶ取材、

講演会等を経験しました。このことから学ん

だことは、「情報発信なくして情報受信なし」

ということです。情報にも鮮度が必要と考え

て「常に今悩んでいること、今理解したこと」

を懸命に情報発信してきました。このことで

得たことは、他の人の中にある「時代を駆け

る最先端の情報」と同時に、その「情報を提

供してくださる人材」を得ることに成功して

きました。もう一つ、世間は鏡でなんと150回

の鏡に照らし出された世間の評価を見せても

らいました。自分たちの活動は、志の点では

高く評価して頂いているものの、活動に関し

ては「多摩ニュータウンでやっている良い活

動（特殊性）」を脱しきれていないということ

でした。しかし、4月2日にスタートさせた

「暮らしと住まい相談センター」の事業の話は、

多摩ニュータウンだけの活動ではないという

反応です。すでに、千里ニュータウンから問

い合わせがあって情報交換も開始されていま

す。きっと他のニュータウンから全国の都市

部と呼ばれる地域で求められる活動になるの

でしょう。その兆しとして、先日弘前大学の

先生と学生さんが来られて「弘前市にも必要」

と云って帰られました。

単に、多摩ニュータウン地域に育った特殊

な活動で終わることなく、全国の方々との具

体的な実践を伴う活動に貢献したいと考えて

いますし、全国の同じ志を持つ方々から多く

4．近隣都市交流コミュニティ 5．全国情報交換コミュニティ
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を学びたいと考えています。全国に学んで、

多摩ニュータウンで活動したいです。都市再

生に貢献できるかも知れません。

2006年3月に、びっくりすることが起きまし

た。国連アジア太平洋経済社会委員会

（UNESCAP）」から招聘状が届いたのです。

「アジア太平洋地域の多世代社会における高齢

者の理解、支援、及び保護に関する市民社会

の能力の強化」をテーマに協議する円卓会議

へ参加して欲しいとの内容でした。3月9、10、

11日に、清泉女子大学（品川区）で開催され

た会議に出席。私にもプレゼンテーションの

機会が与えらました。どのようなプレゼン

テーションをしたら喜んでもらえるか思い悩

んだ私は、NPOフュージョンの西山副理事長

に相談したところ、「自然館職員である川端さ

ん（75歳）の嬉しそうな顔写真」を1枚持って

いくことをアドバイスしてもらいました。私

は、この「満面の笑顔」が東アジアの多くの

人々の顔であればいい、民族が違い、文化・

歴史・風土・宗教の全てが違っても「人は人

として、みんな幸せに平和な日々を送りたい

と望んでいる」とプレゼンテーションしまし

た。この好機に学んだことは、「地球的規模に

学んで、多摩ニュータウンで活動する」こと

の重要性でした。そして、自分たちが「地域

みんなで協力して幸せに生きよう」と活動し

ていることが、国連が提唱する「ソーシャルイ

ンクルージョン」に一致すると言うことです。

スウェーデンの会社に勤務することで学ん

だ「実践的人間主義」が、多様な価値観を

もった多摩ニュータウン居住者に受け入れら

れ、国際社会でも喜んで頂ける日がきたのか

も知れません。

（とみなが　かずお）

6．東アジア多民族相互理解
コミュニティ


