


ごあいさつ

NPO法人 コレクティブハウジング社代表理事
理事メンバー一同

この年次報告書でお伝えしたいこと

人と人が関わり 、 育む豊かさを

住まい手自身が築き上げることに

日常の暮らしの豊かさがある、

と考えます。

そして、

このよう な暮らしを実現するし く みと

空間をもつ住まいを

コレクティ ブハウジングとよび、

その実現を推進しています。

わたしたちＣＨＣは

急速な社会環境の変化の中、

物質的豊かさの追求や個人や小さな家族の努力だけでは

安心安全で豊かな人間関係のある生活環境を守ることはできない、と

多くの人々が感じはじめています。

ＣＨＣは、

「共に住む、共に生きる、共に創る」をテーマとする

コレクティブハウジングを推進することにより

相互扶助機能が低下した生活環境を再生し

多様な暮らし方・生き方を受け止められる住環境づくりや、

安心安全なまちづくりを行うことを目的として設立されました。

コレクティブハウジングは、

自立した個人の自由やプライバシーを守りながら

生活の一部を共同化したり、空間や設備を共用化する事により

個人や小さな家族ではできない経済的で合理的な生活と

物理的・精神的に豊かで安らぎと楽しみのある住環境、

居住者自身の主体的取り組みによってつくり育てていく暮らし方です。

ゆるやかな助け合いの中で、一人でも、歳を重ねても

すべての人がいきいきと自分らしい暮らしができる事をめざしています。

わたしたちは、

今の住宅供給では満たされない

多様な居住形態の要望への細かな対応を推進するとともに

コミュニティの抱える多くの問題解決に可能性を持つコレクティブハウジングを

広く啓発普及する活動をはじめ

コレクティブハウジングの実現とその運営を支援していきます。
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この年次報告書の作成にあたっては、ご参加/ご協力いただいている皆さまに2012年度の成果をご報告し、感謝申し上げると同時に、ＣＨＣへの参加
をご検討いただく皆さまにとっても、活動の理念、内容、成果を具体的にわかりやすくお伝えすることを目指しました。お急ぎの方は、2012プロジェクト
一覧（P10）を、お時間のある方はより詳細な報告等もご一読いただけましたら幸いです。　　　　

報告対象期間：2012年度（2012年5月～2013年4月）
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いつもNPO法人コレクティブハウジング社をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

2012年度は、CHCの在り方そのものに向き合い、
「創造的参加の場」へとパラダイム転換していくことを目指し、取り組んだ年でした。

具体的には、組織運営面における3人共同代表制の導入や、新たな事務局運営の体制づくりを行いました。
どちらも、CHCの運営自体を「創造的参加の場」として機能させていくことを目指した取り組みです。具体的な数字にあらわれるものではありま
せんが、会員を含めた多くの人が活動に関わる可能性が生みだされ、共にCHCを担っていく大事な基盤が整いつつあると考えています。

事業面においては、近年構想してきたタウンコレクティブへの取り組みが始まりました。9月に豊島区居住支援協議会のモデル事業へ採択（平
成26年3月まで）されたことをきっかけに、翌年2月にはネットワークセミナー「コレクティブハウジングのこれからを考える～タウンコレクティブ
の可能性～」を開催。全国各地から参加者の方々にお集まりいただき、これからの社会のありようやＣＨＣの可能性を検討する会となりまし
た。同じく2月には、練馬区にてタウンコレクティブへ着手する機会がうまれたことも、非常に大きなできことでした。

2011年より住宅供給公社との連携に挑んでおりました「前橋コレクティブハウス元総社」も、今年の6月にいよいよオープンの運びとなります。
また、これまで支援を続けてまいりました山梨県道志村の「安心して暮らせる村づくりプロジェクト」は今年度でひとつの節目を迎え、これから
は住民のみなさん自身の手で、暮らしをつくり続けていくというステップへと進みます。

このように具体的な暮らしの場づくりに継続的に関わることができたということが、今年度の大きな成果でした。そしてこういった「場」があるこ
とが、居住希望者の方々のニーズに応えるとともに、より多くの方々に認知していただける機会となり、NPOとして継続していくための基盤とな
っていくと考えています。

一方で、やむなく中断に追い込まれた事業もありました。

総合してみると、基礎となるCHCの運営体制の整えに多くの時間を割いた一年であり、新たな事業展開や会員の活動への参加については道半
ばとなった部分も多かった、と言えるかと思います。
しかし、この基礎を元に、次年度には再び発展へ向かっていけるのではないかと考えています。

皆さまからの温かいご支援に、改めて感謝申し上げます。
どうか今後とも引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
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2009年4月現在
団体名  特定非営利活動法人コレクティブハウジング社（略称：ＣＨＣ）
設立年月  2000年11月（2001年2月に東京都よりNPO法人認証）
事務所所在地 〒101-0054　東京都千代田区神田錦町3-21　ちよだプラットフォームスクウェア1175※
連絡先  E-mail： info@chc.or.jp　　TEL： 03-5281-2310/FAX：03-6805-0245
ホームページ http://www.chc.or.jp
役員（2011年度） 代表理事：伊藤直子、宮前眞理子、宮本諭
  理事：大橋徹平、影山知明、狩野三枝、川上英里、高田芙美子(事務局長)、姫野亜紀　
  監事：東登、渡邊喜代美

組織概要

団体概要

※　　　　　　：各会員の集う場

組織体系

メンバーズカフェ

居住会員
ＣＨＣが運営支援するコレクティブ
ハウス等に居住する個人及び団体

サポーターズクラブ
ＣＨＣの目的に賛同し、ＣＨＣの活動に参加する個人

居住希望会員
コレクティブハウスに住むことを希望し、
ＣＨＣと共にコレクティブハウスづくりの

活動に参加する個人

居住希望者の会

正会員
ＣＨＣの運営及び活動を主体的に推進する個人

賛助会員
ＣＨＣの目的に賛同し、

ＣＨＣの活動に賛助する個人および団体

         

正会員 

居住会員

　　個人会員(*1)

　　団体会員(*2) 

サポーターズクラブ 

居住希望会員

合計

会員数推移
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*1：正会員である居住者は、居住会員のカウントには入っていません。

*2：かんかん森居住者は一括して団体会員として登録しています。個人会員には含まれません。

*3：スガモフラットと松陰コモンズの居住者がカウントされています。

*4：2009年度末に松陰コモンズが終了したため、スガモフラットとコレクティブハウス聖蹟の居住者がカウントされています。

*5：コレクティブハウス聖蹟入居に伴い、2008年度の居住希望会員の一部が居住会員に移りました。

*6：スガモフラット、コレクティブハウス聖蹟、コレクティブハウス大泉学園の居住者がカウントされています。

2008年度

21

1

133

72

249

2009年度

28

1

120

234

個人事業主の会

2010年度

27

1

118

58

248

22(*3) 35(*4) 44(*6)

50(*5)

2011年度

27

46

1

117

47

238

暮らす会

役員

第一号プロジェクト実現のステップ
2000.11　 研究グループALCC（Alernative Living ＆ Challenging City、1994～）
　　　　　を母体として団体設立
　2001.02　 NPO法人認証
　　2002.10　 松陰コモンズプロジェクト 開始（2010年3月終了）
　　　2002.12　 豊かなときが流れる～ストックホルムのコレクティブハウジング　出版
　　　　2003.06　 コレクティブハウスかんかん森 オープン

　　　　事業展開模索のステップ
　　　　　　2004.04　 公団住宅におけるコレクティブハウス導入に関する調査受託
   （公団千葉地域支社）
　　　　　　　2004.07　 七彩の街～埼玉県営コレクティブハウジングの提案　委託業務
　　　　　　　　2005.04　 高齢者の多様な住まい方支援調査・検討委託
　　　　　　　　　　　　　－足立区におけるコレクティブハウジング事業推進の意義と課題

　　　　　　コレクティブハウジング仕組み整備のステップ
　　　　　　　　　2005.10     居住希望者オリエンテーション開始
　　　　　　　　 2006.04 　「居住希望者の会」発足
　　　　　　　　2007.02　 コレクティブハウス巣鴨（スガモフラット） オープン

　　　　　　ＣＨＣ社会化のステップ
　　　　　　　 2007.07　  ネットワークセミナー開始
　　　　　　2008.10　  プラットフォームミーティング（会員向け交流の場）開始
　　　　　 2009.04　  コレクティブハウス聖蹟 オープン

　　　 ＣＨＣ　再・はじまりの年
　　　　2009.07　  団地コミュニティ再生支援（横浜市左近山団地）開始
　　　 2009.08　  事業希望者オリエンテーション開始
　　　  2009.09　  中山間地域の暮らしづくり支援（山梨県道志村）開始
　　　　2010.03　 松陰コモンズプロジェクト 終了
　
　　　　ＣＨＣ　ステップの年
　　　　　2010.05　　コレクティブハウジング世界大会参加
　　　　　　2010.07　  コレクティブハウス大泉学園 オープン
　　　　　　　2010.07　　コレクティブ力養成講座（コーディネーター養成）開講
　　　　　　　　2010.09　　SVP東京からの投資開始
   　　ファイナンスモデル研究開始
　　　　　　　　　2011.04　　タウンコレクティブ菊名オープン

　　　　　　　ＣＨＣ　飛躍の年
　　　　　　　　　2011.07　　群馬県住宅供給公社コレクティブハウス　コーディネート開始
　　　 　　　　　　　　　　　  シェアする暮らしのポータルサイト オープン
　　　 　　　　　　　　　　　　東北コミュニティ再生創造支援PJ活動開始
　　　　　　　　　　　　　メンバーズカフェ（会員間情報交流の場）開始
　　　　　　　　2011.10　　コレクティブハウジング全国大会開催
　　　　　　　2012.06　　（仮称）コレクティブハウス沼袋 プロジェクト開始
　　　　　2012.07　　（仮称）コレクティブハウス蔵前 プロジェクト開始
　　　　2012.11　　　タウンコレクティブへの取り組み開始

これまでの歩み

※2013年6月、新事務所（目白）へ移転

2012年度

26

46

1

52

54

179

理事会

　理事 　監事 松陰コモンズ

コレクティブハウスかんかん森

コレクティブハウス巣鴨

コレクティブハウス聖蹟

コレクティブハウス大泉学園



2011年がはじまってすぐ、群馬県住宅供給公社より「建設予定である元総社多機能公
社賃貸住宅の中にコレクティブハウスをつくりたい」と、問い合わせがありました。

そして2011年夏、基本計画として設計コンペの後、コーディネーターの一般公募がおこ
なわれ、CHCが選定されました。こうして事業への正式な参加が決定しました。

この事業に参加できたことは、それが公的なコレクティブハウスづくりであることに加え、
公的な住宅と民間の住宅との違いに向き合い、解決方法を探っていくという過程におい
ても大きな意味のあるものとなりました。

まず向き合う必要があったのは「空間（計画案）づくり」のちがい。居住希望者の方と設計
者・CHCがともに計画づくりをおこなっていくこれまでの流れとは異なり、すでに設計コ
ンペで選ばれた案があるところからのスタート。

このことが、ひとつ大きな関門となりました。

暮らしの中では、「空間」によって行動が制限されてしまうことも少なくありません。検討
の末、コレクティブハウスとして機能するために必要な空間づくりを目指し設計変更提
案をおこない、実施設計段階で可能な範囲で修正をおこなうこととなりました。

さて、計画の骨格が定まったところで、いよいよコレクティブハウスを知っていただくセミ
ナーのスタートです。少しずつ集まってきた参加希望の方と共に2013年入居を目指して
ワークショップがはじまりました。　

ここで見えてきた2つ目の関門は「しくみづくり」のちがいでした。公募の方法や時期、自
主管理をする居住者組合と公社の関係、他の公社住宅との賃貸契約内容の違い、ペット
や保証人についての考え方、管理費や組合への出資金などなど。そのままでは「公的な

もの」には馴染まないものがいくつもあり、公社の担当者の方にたくさん知恵を絞ってい
ただきました。

そして無事2012年12月に居住希望者の会を設立。この会に参加することが公募の応募
資格となるようしくみを整え、いよいよ公募、そして入居の準備という道筋がみえてきまし
た。

3つ目の関門は「なかまあつめ」のちがい、つまり入居希望者がなかなか増えないことでし
た。都内とは異なり地方都市でのコレクティブハウスの知名度はまだまだ低いのが実情で
す。家賃が周辺の賃貸住宅よりも高かったということも影響し、途中で入居をあきらめる方
も。長いスパンで見ていく必要性を感じました。

違いから生まれた新しい試みもあります。たとえば、コモンルームの家具は公社が大枠の
費用を決めて負担し、実際に使う物は居住希望者が検討し選定するという方法を取り入
れました。

また、今後に活かしていきたい課題も見つかりました。例えば設計については基本設計後
に大きな変更を行ったことでCHCや設計者だけでなく、工事を含め事業自体が大きな負
担を負うこととなりました。このことから、今後は全体の負担軽減のために、特に公募や入
札などのしくみが伴う事業については、基本設計の最初段階から関わりを持つなどコレク
ティブハウスの監修を行なう可能性も考えています。

こうしてついに2013年6月、CHCの関わる初の公的なコレクティブハウス「コレクティブハ
ウス元総社」がオープンの予定となりました。高齢者や保育園児もいて、川があり畑もあり
空も広々とし、美しい榛名山を望むこの新しい住まいが、いろいろな人がつながりをつく
りながら豊かな暮らしを生みだす起点となることを支援したいと思います。

コレクティブハウス元総社ができるまでのみなさんの様子を、少しご紹介します
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「空間（計画案）づくり」に向き合う

「しくみづくり」に向き合う

「なかまあつめ」のちがいに向き合う

建物概要

【名称】　元総社公社賃貸住宅
【概要】　コレクティブハウス（12戸）、デイサービス、
　　　　保育園、サービス付高齢者住宅（60戸）の複
　　　　合施設
【所在地】　群馬県前橋市元総社町
【敷地面積】　6,082㎡
【延べ床面積】　4,486㎡
【規模】　RC造、地上３階建て
 　　
■うち、コレクティブハウスエリア
【延べ床面積】　653㎡(1階）
【住戸数】　12戸
【住戸タイプ】　1DK (24.43㎡×8戸／37.07㎡×1戸)
　　　　　  　２DK(49.80㎡×3戸)
【家賃】　41,000～58,900円
【共用空間】　コモンキッチン、ダイニングリビング、ラ
　　　　　　ンドリー、倉庫、テラス、花壇、菜園

事業概要

【事業主／所有者】　群馬県住宅供給公社
【設計者】（株）石井設計
【コレクティブハウスコーディネーター】
　　　　NPO法人コレクティブハウジング社
【施工者】　小野里工業（株）他

居住者参加のプロセス

2011年９月～　説明会開始
　　　11月～　つくろうWS（全４回）開始
　　　　　　　敷地見学、コモンスペースなど　

2012年1月　　 つくろうWS終了
　　　 4月     　 着工
　　　６月～　豊かな暮らしづくりWS開始
　　　９月　　居住希望者の会準備会設立
　　　11月～　暮らし運営のWS開始

2013年2月　　  暮らし運営のWS全５回終了
　　　　　　　運営のしくみWS開始
　　　　　　　居住者組合設立準備　
　　　３月～　入居者公募

工事中の建物を見学。

コモンルームのインテリアや家具を皆で検討。

地元の公民館でお試しコモンミール。

広大な現地を見て、皆さん何を想像したかな？ 玄関側からの外観。1階がコレクティブハウスに。

   公的なコレクティブハウス
 　　　元総社にいよいよオープン！　

CHC annual report 2012

PJ.
群馬県
 元総社
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プロジェクトリポート②　

東北コミュニティ再生・創造支援プロジェクト
（宮城県本吉郡南三陸町）

仮称）蔵前PJ　 

2011年にはじまった本プロジェクトは　まちあるきを行いながら、参加メンバーは9名とな
り、いよいよ夏から設計ワークショップを開始しました。
都心の間口の狭いL型の敷地で、高容積率を活用した高層のコレクティブハウスという初の
試みです。高層の場合のコモンスペースのあり方、エレベーターに乗ってしまえばほぼ人と
の出会いが期待できないかもなど、都市型のハウスならではの空間設計や人間関係づくり
の課題に参加者のみなさんは真剣に向き合っていらっしゃいました。
ところが、年末の政権交代を契機に、建築費がみるみる高騰するという状況に。10階建ての
新築コレクティブハウスの建設費は想定外の価格となりました。その結果家賃も高騰するこ
とになり、事業の採算自体が成り立たなくなってしまいました。こうした状況の中で事業主さ
んが事業の中断を決心され、大変残念ですが現在事業はストップしています。今後どのよう
になるかはまだ未定です。

（プロジェクトマネージャー　宮本諭）

   タウンコレクティブへの挑戦　PJ.
東京都
豊島区・練馬区

街中の空き家や、空き店舗などを利用して
コモンハウスをつくり、近隣に住む居住者
がネットワークをつくってつながりを創り
ながらコモンハウスを運営していく、まさに
街中でのコレクティブハウジングを目指し
て、「タウンコレクティブ」事業を開始しまし
た。

その足がかりとなったのが、平成24年9月
に豊島区における空き家問題解消と住宅
困窮者への住まい提供事業として、豊島区
居住支援協議会のモデル事業が採択され
たことでした。
多様な世代、多様な境遇をもった人々が、
誰でも望めば、地域とつながりをもって暮
らせるようにすることを目指すものです。平
成26年3月までの2年間の事業です。

平成25年2月にはネットワークセミナーを
開催。テーマは「コレクティブハウジングの
これからを考える　～タウンコレクティブ
の可能性～」。この回には、全国各地から

約30名の参加があり、関心の高さがわかり
ました。
グループに分かれての意見交換から見え
てきたのは、それぞれがイメージするタウ
ンコレクティブでの暮らしの風景。住む家
の場所によってコモンハウスとの距離の取
り方を変えられたり、同じ家族でも関わり
方を変えられたり。集合住宅としての「コレ
クティブハウス」と街中の「タウンコレクティ
ブ」には別の側面があり、そのことにより多
くの人々が参加できる可能性が生まれるこ
とを共有できました。

空き家や空き店舗など、すでにあるもの活
かしてコミュニティを再生していこうという
のがタウンコレクティブの提案ですが、別
の側面から見るとそれぞれの住まいの地
域において「より快適で安全な生活ができ
る」住環境をつくる第一歩になるという手
応えを感じました。

そして平成25年2月には　練馬区の新江
古田にある一戸建ての空き家がコモンハ
ウスとして浮上。４人の住人とその周辺に
住むCHC会員が参加メンバーとなりタウン
コレクティブがいよいよスタートします。
地域のなかでつながりを再生しようという
新たな取り組みが実際に事業として動き
出すことは、わたしたちにとっても大きな意
味のある一歩です。タウンコレクティブから
生まれる可能性にご期待ください。

   新プロジェクト、進行中！　PJ.
東京都
蔵前・沼袋

仮称）沼袋PJ

4面が道路に囲まれている特徴ある敷地に建つ、工場と倉庫・賃貸住宅として使われてい
た3階建て・築47年の建物を共同住宅として再利用する。
事業検討の結果このようなプランが決まり、いよいよ設計ワークショップがはじまりました。
参加メンバーは大人11人と子ども3人。2013年の入居を目指して意見や希望を出しあい
設計者とやり取りを重ね、13戸の住戸のあるハウスの改修設計案ができあがりました。年
末には工事業者の選定もおこない事業のスケジュールなども固まってきています。
区との話合いでは、地域とのつながりを大事にし、全員が管理運営に参加する暮らし方で
あることもご理解いただくことができました。その結果、管理人室などの設置免除や、最低
住戸面積の算定方法の検討（住戸のみでなく契約面積であるコモンスペースを含む面積
で算定）をしていただけることになり、事業実施の準備は整ってきました。

ネットワークセミナーでのタウンコレクティブ談義は満員御礼タウンコレクティブ新江古田のコモンリビングにて

タウンコレクティブのお試しコモンミール風景

ネットワークセミナーでは、タウンコレクティブの暮らしを想像し、
様々なアイデアが飛び出しました。

【沼袋PJ】つくろうワークショップ～コモンをどう作ろうか、皆真剣。【蔵前PJ】10階建ての屋上からの景色を体験。

10階建てのコレクティブハウス。縦動線が考えどころ。

漬け物工場は先代の家主の力作。どう生まれ変わるのか楽しみ。

町のお祭り。寄合所も地元の人もかっこいい！



山梨県道志村は、人口2000人弱のまち。人口
減少社会、少子高齢社会、放置された山林…
道志村は現代社会の課題の宝庫と表現する
人もいます。しかし、その最先端を明るくひた
走るべく、住民の生活課題を住民主体で解決
していく村づくり活動が地道に続けられ、いく
つかのプロジェクトを実現してきました。

お年寄りが近所のお宅の縁側でお茶のみを
する文化も途絶えてしまった中、集落の若手
の呼びかけで始まったお茶飲み会は今では
全集落に広がり、各集落毎で様々な工夫を凝
らした自立的な運営に育っています。

また、村内に鉄道はなく公共交通機関はバス
のみ、ほとんどの村民が自家用車で移動する
中、バスの便数は減り、高齢者や子どもは家族
の送迎に頼っています。もう少し自分の意志で
自由に動けるないものかと2つの活動が行わ
れています。
そのひとつは、「買い物ツアー」。これは「買い
物代行」とは違った良さがあります。村民の活
動メンバーも同行し、おしゃべりしながらご飯
を食べ、ちょっと寄り道してお花見する様子は
さながら「大人の遠足」。一人暮らしで普段は

あまり人と話さない人も身なりを整えてしゃっ
きりとした面持ちで参加し、その楽しみと刺激
はお年寄りをますます元気にします。 
もう一つは、村全体の移動手段の見直し。路線
バスだけでなくデマンドバス導入の検討に加
え、既にボランタリーな送迎活動を始めてい
るメンバーもおり、小回りの聞く移動サービス
の導入を試行錯誤中。
この4年を通し、活動メンバーや役場担当職員
には、目の前の顔の見える関係から考えるこ
と、話し合いによって物事を進めること、小さ
な実践からはじめて改善しながら仕組みにし
て継続していくやり方が根付いたと感じてい
ます。

委託事業は今年度で終了ですが、2013年度
から「地域おこし協力隊」としてIターンやUタ

ーンの若者などが5名村づくりに関わ
り、安心村づくりのメンバーとともに
頼もしい人材が増え、ますます道志村
が暮らしやすい魅力的な村であるよ
うに、今後もつながりを持ち続けたい
と考えています。

   世代を超えて安心して暮らせる村へ　 2012プロジェクト一覧　

コレクティブハウス事業
運営支援

■コレクティブハウス大泉学園
■コレクティブハウス聖蹟
■コレクティブハウス巣鴨
■コレクティブタウン菊名

●知りたい方支援（旧事業主支援）

コレクティブハウジング等の事業を希望する事業主、企画
者など向けのオリエンテーション・個別相談等を行ってい
ます。

【12年度実績】

　9回開催、計27名参加

●ネットワークセミナー
各方面より参加者を募り開催する双方向の
セミナー。CHCの取り組みを様々な切り口
で取り上げ、多角的な情報発信、幅広いネ
ットワークづくりを目的に開催していま
す。

→【12年度実績】1回開催　22名参加

●中山間地域の暮らしづくり支援

（山梨県南都留郡道志村）
人口2000人の村で、村民が協力して自立的・民主的に生
活課題にとりくむような文化としくみづくりを、コレク
ティブなワークショップの方法論に基づき、2009年度か
ら支援しています。

9 10

●見学会
各コレクティブハウスへの見学会を
定期的に開催し、普及啓発を図って
います。

【12年度実績】

CH巣鴨　　4回開催　計15名参加

CH聖蹟　　5回開催　計45名参加

CH大泉学園　5回開催　計23名参加
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●講師派遣
各種セミナー等にＣＨＣ理事やコレク
ティブハウス居住者を講師として派遣
し、活動の紹介等を行っています。

相談対応、オリエンテーションを経て、居住希望者の会を
編成しています。居住希望者主導でコレクティブハウスづ
くりの活動を行っています。

【12年度実績】

説明会（月3回）とハウス訪問（月1回）を定期的に開催

●居住希望者支援 ●ファイナンスモデル研究
コレクティブハウスづくりにおける事業主組成の選択肢づ
くり,家賃低減や賃貸住宅居住を支えるしくみ検討などにつ
いて研究会を毎月1回開催しています。

●シェアする暮らしのポータルサイト

運営支援 普及・啓発

企画・開発

（プロジェクトマネージャー　狩野三枝）

会員活動

●東北コミュニティ再生・創造支援

●個別事業

●暮らす会

暮らしの始まったハウスが快適に運営さ
れていくよう、居住者組合と事業主を支
援します。

新たにコレクティブハウス等をつくる際の支援として、
事業企画・事業コーディネート・設計監修、および居住
者募集・居住者コーディネート等を行っています。
　→プロジェクトリポート（P5～6,8）参照

コレクティブハウスの居住者、元居住者同士の交流会。
情報を交換しあい、各々のハウスで培った知恵や工夫を集め、
それぞれのハウス運営に活用できることを目指しています。

PJ.
山梨県
 道志村

道志村に向かう車中から。

この山の恵みを、わたしたちもたくさんいただきました！
　→プロジェクトリポート（P9）参照

事業モデル開発

まち中にコモンハウスを共同で持ち、地域とつながりながら
暮らすことでコレクティブハウジングを実現する「タウンコレ
クティブ」のモデルを開発しています。

→プロジェクトリポート（p7）参照

東日本大震災を契機にはじまったプロジェクト。住民1人ひと
りが孤立することなくともに助け合い、地域のことは地域で
決める、自由で新しいまちづくりへ向かうことを目指し、仮設
住宅のコミュニティづくりを支援しています。

●タウンコレクティブ事業

世界中の「シェアする暮らし」を取材し、WEBサイトで紹介し
ています。ここからより多くの人が「シェアする暮らし」に出会
い、参加・実践していくことを目指しています。
サイトURL　http://share-living.jp/

神地地区の「お茶飲み会」の新年会。楽しい歌声が響きます。 月一「買い物ツアー」。おしゃれして、しゃっきりお出かけ。

活動メンバーの交流ランチ。 3つのPJの活動メンバーが集まり、熱い村づくり議論。



初めてＣＨＣの見学ツアーで都内のコレクティブを訪れたとき、一番印象に残ったの
は、学校帰りの年の離れた数人の子どもがリビングで遊んでいる姿でした。その様子
を見ているうちに、なぜだか涙が溢れて止まらなくなったのを覚えています。
教育社会学者の山村賢明は、親と子のタテ関係で担われる子どもの社会化と、兄弟姉
妹といったヨコ関係で担われる子どもの社会化を区別しました。どの社会でも、子ど
もは親や周りの大人たちから多くを学ぶ以上に、年の近い子ども同士の関係からも多
くを学んで大人になります。自分の意見が通るとは限らないこと、対等に分け合い助
け合うこと、年長者が年少者を気遣うこと。一人っ子が増え、親戚や近隣の子ども同士
のつながりが希薄化してしまった現代の家庭環境では、こうした経験は得難いもので
す。
遠からず私たちがこの世を去る頃、コレクティブで育った子供たちはどんな大人にな
っているでしょうか。ひとつ屋根の下で、同じ釜の飯を食べて育ったコレクティブの兄
弟姉妹たちは、どんな関係を築いているでしょうか。最近は妙に涙もろくて困るのです
が、ＣＨＣが紡ぐ現在と未来を応援しています。

サスティナブルな街づくり　　

ぼんやりとした夕暮れを背に仲間5人で荒砥川へ向かった。
辺りは暮れ一つ二つ小さな光が飛び回る。その数がだんだん増え、いつの間
にか僕らは、その光をパンツ一丁で追いかけていた。
此処には季節による遊び方がある。夏はもちろん水遊び「太平洋・日本海・イ
ンド洋」年齢に応じて挑戦する場所の名前が付いていた。冬は、寒風に晒さ
れ橋の欄干で「ベーゴマ」を刷る。そんな少年時代は遙か昔であるが、自然が
くれた原体験が一生の宝物だと今でも思っている。
これから始まる元総社シアターの「ドラマ」を次世代の子ども達に伝えたい。
ここに住むゴンじいちゃんやツルばあさんにその一端に触れてほしい。そん
な元総社の事始めはC HC宮前＆狩野理事との出会いから始まった。
今年は琉球アサガオのカーテンが出来、安納芋が採れた。秋蕎麦も蒔いた。
５年をかけホタルが飛び交うおらが里を造りたい。東京と群馬を結びつつ。

群馬県ではじめて建設された公的なコレクティブハウスについて、入居前の居
住希望者によるワークショップから参加させていただきました。
「コレクティブハウス」という言葉を聞くのもはじめての状態からのスタートでし
たが、CHCの宮前さん・狩野さんに様々にアドバイスをいただきながら、建設中
のハウスへのアイデア出しや共有スペースの利用方法の検討、インテリア選び
など、他の居住希望の皆さんと一緒に、時に大変ながら楽しい経験をさせてい
ただきました。ありがとうございました。
ハウスが建設された土地は群馬県の前橋市元総社にあり、東には水鳥が遊ぶ
染谷川が流れ、西には関越自動車道が通りICも近く、北には赤城山や榛名山、
水上の谷川岳を中心とした三国連峰が四季折々の豊かな眺望をみせてくれて
います。
ハウスの南側にある広 と々した共有の畑スペースでは野菜づくりや果樹栽培に
も挑戦できる予定です。
群馬の豊かな自然と吹き渡る風に包まれたコレクティブハウスに、CHCの皆さ
んはじめ、ぜひ沢山の方々に遊びに来ていただければと願っています。

ＣＨＣへのメッセージ　
ＣＨＣを支えてくださっているみなさまから、メッセージをいただきました。

メディアでの紹介

ご支援・ご協力いただいた団体

 

 ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京   　　｢ファイナンスモデル研究」｢シェアする暮らしのポータルサイト」
     　　｢事務局パワーアップ」

              ―事業推進への伴走【資金支援と人的支援】

 独立行政法人福祉医療機構  　　平成24年度　独立行政法人福祉医療機構　社会福祉振興助成事業
     　　事業名：持続可能なコミュニティづくり支援【助成金】

 中央共同募金会    　　赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート基金」助成事業
     　　活動名：孤立防止と日常生活を取り戻すための手仕事コミュニティ構築【助成金】

新
聞

雑
誌

（順不同、敬称略）
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日付 媒体 タイトル　

講師派遣
講座・講演名

内容

コレクティブハウス元総社

居住希望者　戸丸幸子さん 

岡田太郎こと、
群馬県住宅供給公社部長
岡田孝義さん

サポーターズクラブ会員

日本大学文理学部　准教授

久保田裕之さん

T

V

 列島再生「新たな国土づくり」／“「住み方」の転換”の中で
「コレクティブハウス聖蹟」が紹介されました。

群馬県内初コレクティブハウスであり、公社が貸主であるとして、
「前橋コレクティブハウス元総社」が紹介されました。

「つながりあってすむ」すまいとして、「コレクティブハウ
ス聖蹟」が取り上げられ、雑誌の表紙を飾っています。

2012.5.18   　　毎日新聞　群馬版

2013.3.25　　　読売新聞

2012.8.1　　　　多摩ら・び　No.75

2012.7.28 社団法人福岡県建築士会       

2012.9.29 URリンケージ  
　   
2012.10.24 国土交通省　住生活月間    多様な暮らし方
   
2012.10.29 神奈川県都市整備課    邸園（歴史的建造物）保全活用推進員養成講座
   
2012.11.10 東京都中小企業振興公社　　　  
   
2013.2.15 豊島区 　     豊島区文化推進シンポジュウム 

2013.2.22 たまプラ大学　　　　　　　　　　　　　   つながりを創りながら暮らす 

2013.3.8  道志森林再生協議会    木材活用コミュニティビジネスセミナー 
   
2013.4.11 豊島区不動産女性部会セミナー   新しい住まいづくり
        タウンコレクティブについての勉強会　

日付 依頼元

団体名

講座「つながりを創りながら暮らす～仕組みをもった住まい
方コレクティブハウジング～」のレポート

2013.4.1　　　　たまプラ大学

小谷部育子と住総研コレクティブハウジング研究委員会によ
るコレクティブハウジングのすべて。

2012.6　　　　『第3の住まい』
　　　　　　　（エクスナレッジ）

2013.2 　『くさる家に住む。』
　　　　　　　（六曜社）  

人と人、人と自然が共生する10の暮らし方の1つとして、コレ
クティブハウス聖蹟が取り上げられました。

書
籍



ＣＨＣに関連するイ
ベント情報やニュー
スをいち早く受け取
れます

対象となるセミナー
等の参加費が会員割
引となります

ＣＨＣが行う活動にメ
ンバーとして参加いた
だけます

会計報告　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収支計算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   2012年5月1日～2013年4月30日
科目 　　　 　                 　　　　　   [税込]（単位：円）

収入の部

1.会費収入       　 

2.事業収入(*1)        

　【事業モデル開発】 ①ファイナンスモデル研究

  ②シェアする暮らしのポータルサイト

  ③住コミュニティ創再生支援     

  　　　　　中山間地域の暮らしづくり支援（道志村）

  　　　　　東北コミュニティ再生・創造支援

  　　　　　遠隔地支援

  　　　　　豊島区       

　【普及啓発】 ①講師派遣       

  ②ネットワークセミナー      

  ③見学会       

　  ④コレクティブ力養成講座

　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤出版

  ⑥寄付スキーム

　【企画開発・運営】 ①居住希望者支援

  ②知りたい方支援  　 

  ③個別事業

  　　　　　前橋CH元総社

　 　　 　　　　　（仮）CH沼袋

  　　　　　（仮）CH蔵前

　【運営支援】 既存居住者及びハウス支援　巣鴨   

  既存居住者及びハウス支援　聖蹟

  既存居住者及びハウス支援　大泉 

　  既存居住者及びハウス支援　菊名 　　　　　　　　　　　　 

　【会員活動】 暮らす会／会員活性化／ディベート部         

3.寄付金収入                

4.その他収入 雑収入（還付金など）       

  受取利息収入         

  書籍・ＤＶＤ          

  その他（原稿料、印税）

経常収入合計（A）       

　

支出の部

1.事業費(*2)           

　【事業モデル開発】 ①ファイナンスモデル研究

  ②シェアする暮らしのポータルサイト

  ③住コミュニティ創再生支援     

  　　　　　中山間地域の暮らしづくり支援（道志村）

  　　　　　東北コミュニティ再生・創造支援

  　　　　　遠隔地支援

  　　　　　豊島区       

　【普及啓発】 ①講師派遣       

  ②ネットワークセミナー      

  ③見学会       

　  ④コレクティブ力養成講座

　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤出版

  ⑥寄付スキーム

　【企画開発・運営】 ①居住希望者支援

  ②知りたい方支援  　 

  ③個別事業

  　　　　　前橋CH元総社

　 　　 　　　　　（仮）CH沼袋

  　　　　　（仮）CH蔵前

　【運営支援】 既存居住者及びハウス支援　巣鴨   

  既存居住者及びハウス支援　聖蹟

  既存居住者及びハウス支援　大泉 

　  既存居住者及びハウス支援　菊名 　　　　　　　　　　　　 

　【会員活動】 暮らす会／会員活性化／ディベート部         

2．管理費  支払報酬      

  賃借料         

  諸経費         

経常支出合計（B）         

経常収支差額（A)-(B)

その他資金収入の部　

　　　　　　　　　　　　　　 計（C）          

その他資金支出の部　

                計（D）  

当期収支差額(A)-(B)+(C)-(D)

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

正味財産増加の部　

                                計（E)

正味財産減少の部　

                                計（F)

当期正味財産増加額（E)-(F)

前期繰越正味財産額（G) 

次期正味財産合計(E)-(F)+(G)

　　　　　　 

                 貸借対照表 
                  2012年4月30日現在

 　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

Ⅰ資産の部　　　       　　　　　　　　    

科目        　　 金額

流動資産 計       

  　現金       

  　小口現金

　　普通預金

　　未収金      

  　その他流動資産  

固定資産 計  

  　什器備品  

  　出資金  

  　保証金

資産合計    

Ⅱ負債・正味財産の部 

科目                     　　　 金額

流動負債 計  

　短期借入金       

　預り金

　仮受金  

固定負債 計　　　　

  長期借入金 

負債合計 

   

Ⅲ正味財産の部 

科目        金額 

正味財産  

(うち当期正味財産増加額) 

負債・正味財産の部合計   

会費収入
8.4%

寄付金収入
0.7%

その他収入
0.7%

事業収入
89.6%

収入内訳
会員を募集しています　

　ＣＨＣで一緒に活動したい方は･･･     サポーターズクラブ

CHCの活動に共感し、これを支援し、ともにつくるメンバー向けの会員制度です。
年会費　１口　3,000円（学生の方は、1口1,000円）
お一人様何口でも申し受け致します。
ＣＨＣ年度毎の更新となります。

サポーターズクラブのメンバーになると・・・

お申込み方法
ホームページ内「サポーターズクラブ」ページよりお申込みください
（URL：http://www.chc.or.jp/join/supporters.html）

　コレクティブハウスへ住んでみたい方は･･･    居住希望会員
コレクティブハウスに住みたい、つくりたい、仲間になる人に会いたいといった、
コレクティブハウジングの暮らしを実際に自分の住まいとしたい方向けの会員制度
です。
年会費　１口　3,000円（学生の方は、1口1,000円）
何口でも申し受け致します。
ＣＨＣ年度毎の更新となります。

居住希望会員になると・・・

お申込み方法
ホームページ内「住んでみたい」⇒「入会案内」ページよりお申込みください
（URL：http://www.chc.or.jp/orientation/kyojyu.html）

　お問合せ先
NPO法人コレクティブハウジング社　事務局
E-mail：info@chc.or.jp
TEL：03-5906-5340　FAX：03-5906-5341

CHC annual report 2012

915,000

16,651,516

0

62,650

557,364

 4,668,970

0

0

379,733

 24,340

 212,738

0

0

0

297,000

455,00

1,088,850

3,444,000

 2,887,500

796,984

1,624,647

 561,240

0

0

 12,745

 87

1,028

26,412

0

17,606,788

8,012,002

36,760

522,488

158,265

3,082,888

0

8,060

131,958

47,612

135,616

0

0

0

135,610

59,330

247,668

3,133,031

226,048

19,500

27,518

39,650

0

0

8,585,625

365,000

1,113,825

18,076,452

△469,664

2,231,169

2,786,805

△1,025,300

2,883,089

1,857,789

1,761,505

2,239,060

△477,555

2,246,258

1,768,703
　　*1　事業収入のうち31％は助成金によるものです 

　　*2　事業にかかる人件費は、

　　　　 各事業費の中に含まれています

3,374,073

346,806

28,645

1,482,338

1,476,696

39,588

217,660

17,660

150,000

50,000

3,591,733

1,563,030

1,000,000

131,689

2,250

260,000

260,000

1,823,030

1,768,703

△477,555

1,768,703

1413

支出内訳

事業
（事業モデル開発）

4.3％

事業

（普及・啓発）

39.7％

事業
（企画開発・運営）

4.6%事業
（運営支援）

0.6%

支払報酬
（事業以外）

35.9%

諸経費
10.4%

賃借料
4.4%

会員活動
0.1%

関連する情報をいち
早く受け取り、入居
にかかる初期段階の
支援を受けられます

コレクティブハウス
に住みたいと考える
仲間と出会えます

対象となるセミナー
等の参加費が会員割
引となります




