
待機児童問題から見える国の政策
～未来に負債を残さないために～
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お、都内では毎年10万戸以上の新規の住宅建
設が行われ、空き家が増え続けているのです。
国は一方で空き家対策の必要性を訴えながら、
もう一方では経済活性化のために住宅を含む
再開発を推進しています。どちらも我々の税
金を投入して相反する政策を行っているので
す。
アメリカでは、大規模な開発を行う場合、

スマートグロースの視点から、その開発に
よって必要となる学校や福祉施設等のインフ
ラ整備や自然環境を勘案し、計画をコント
ロールしていますが、日本の都市政策にはそ
のような考え方はありません。このため、無
秩序な開発政策により、若い世帯の集中する
エリアができ、保育園のニーズに偏りを生じ
ていることが、待機児童問題を永遠に終わら
ないものにしています。
さらに、政府は経済成長の柱に観光振興を

掲げ、2020年の外国人訪日客4000万人という
希望的目標値をもとに、都心上空に航空機を
飛ばし、豪華なハコモノを整備し、空き住戸
を民泊に推進しています。“東京オリンピッ
ク”という甘い言葉による公共事業の推進に
惑わされず、ひとり一人が冷静に未来を考え
る必要があるのではないでしょうか。

阿部 名保子 ＮＰＯ・えん 理事
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毎日のようにテレビで放映される東京都の
待機児童問題、確実に保育園の数は増えてい
るにもかかわらず、一向に待機児童は減って
いないように思われます。この問題の背景に
は何があるのでしょうか。全国的には人口減
少が始まっていますが、都内、特に23区内に
おいては、人口は依然として増加しています。
そのため、就学前児童数も増加傾向にありま
す。そして、都内では出産後も働く女性が増
えていることなどから、保育ニーズが高まっ
ていると思われます。
23区内に就学前児童数が増加した理由は、

タワーマンションなどの大規模な住宅開発が
行われ、その購入者に若い世帯が増えている
からです。なお、都心に大規模マンションの
建築が増えたのは、容積率の規制緩和や低金
利融資などの国の政策によるところが大きい
です。
ところで、平成25年における都内の住宅ス

トック数は約735万戸で、総世帯数の約650万
世帯を大幅に超えており、放置された空き家
の増加が問題視されています。しかし、都内
の空き家の8割超は、一戸建ではなく、長期
間入居者がいない共同住宅です。それでもな

NPO・えんは、まちづくり・女性のキャリア実現・市民活動をサポートします。

NPO・えん ニュースレター “まりーむ”



NPO・えん 自主事業

えんカレッジ2016今秋から開講中！

今年の夏は台風上陸のためひろば活動を休止
した日もありました。そんな日でも、台風が通
りすぎた後や雨、風が落ち着いた時間に地元の
方や子ども達がパルひろば辰巳にやって来て、
友達との時間を過ごしていました。この様子を
見て広場が皆さんの生活の一部として根付いて
いると感じています。
11月10日（木）～12日（土）の3日間「パル

ひろば辰巳交流フェスタ2016」を開催します。
ひろばで活動する皆さんの発表の場、地域の人
に役立つ情報の提供やその他行政との連携を目
的として「ひろばから広がる、健やかで安心な
生活」をテーマに高齢者詐欺の実例を知る講演
会や南京玉すだれなどの大道芸といった楽しい
企画を予定しています。お近くの方は是非お立
ち寄りください。

パルひろば辰巳
交流フェスタスケジュール

日常活動しているサークル見学の他、水彩画、
川柳、手芸、絵習字などの作品展示もあります。
*時間については内容ごとにやや変更がありま
す。フェスタについては10月中旬に発表予定で
す。詳細についてはパルひろば辰巳のホーム
ページをご覧ください。（田谷）
http://palhiroba.hateblo.jp/

多世代交流ひろば事業

11月にパルひろば辰巳交流フェスタ
2016を開催します。

２０１６年もステップアップ！

女性のキャリア支援を主な目的にしたえんカ
レッジ。今年度は、健康づくりの視点も取り入
れた内容で9月から開講しています。

❃9月15日（木）「中医学＆漢方かっさ体験」
講師：孫 春玲さん（一般社団法人 日本かっ
さ促進会代表理事）
❃ 10月4日（火）＆18日（火）「コーチング体
験ワークショップ」講師：寒川 英里さん（プ
ロフェッショナル・コーアクティブコーチ）
❃ 11月1日（火）「洋服の整理収納」講師：牛
田 まさみさん（整理収納アドバイザー）※申
込受付中
❃ 11月29日（火）12月6日（火）「話し方と健
康ヨガ（仮）」 講師：鈴木 紀子さん（フリ
ーアナウンサー）※申込受付中

11月
午前

10－12時
午後

2－4時

10日
（木）

絵習字サークル
活動の見学

講演会

『詐欺にあわない
ために』

11日
（金）

バレトン一般

参加者募集
大道芸がやって
きた

12日
（土）

オレンジカフェ
ミニ講座、歌のひろ
ば＆ハンドマッサー
ジ体験

オレンジカフェ開催のご案内

パルひろば辰巳交流フェスタにて「オレンジ
カフェ」第２弾を開催します。今や誰でもがな
りえる「認知症」。自分自身や家族のために、
早めに正しい情報をとりいれて備えませんか。
当日は長寿サポートセンター職員によるミニ

講座、歌やゲーム、ハンドケアなどのレクリエ
ーションを予定。専門家への相談もできます。

❃日時：11月12日（土）14時～16時
❃会場：多世代交流ひろば「パルひろば辰巳」
❃参加費：無料
＜第1部＞
ミニ講座『長寿サポートセンターについてもっ
と知ろう！』
＜第2部＞
うたの広場＆ハンドケア
（講師：なごみの会、プラチナ美容塾）
❃主催：特定非営利活動法人ＮＰＯ・えん
❃協力：「暮らしの相談室」

江東区社会福祉協議会登録サロン
生活協同組合パルシステム東京

お申込みは、ＮＰＯ・えんまで。（根本）
Tel: 03-3522-0302



寄 稿

暮らしの相談室との出会いは、市民後見人養
成講座の研修で、辰巳でデイサービスの研修を
実施したことがきっかけでした。そして、今か
ら3年半前に、地域の有志で地域の方々が、気
兼ねなく過ごせてお話しできる居場所づくりを
目指して、暮らしの相談室を立ち上げました。
暮らしの相談室メンバーは、多士多彩な方々

が参加しています。ケアマネジャー、介護福祉
士、市民後見人、元看護師、社会福祉士、行政
書士等がボランティアでグループを作り、自主
的に活動しているものです。
今までの主な活動としては、高齢者の見守り

で冷蔵庫に保管する医療情報救急セットの啓発
活動、熱中症予防や飲料の試飲、終活セミナー
での相談やエンディングノートの作成、シニア
向け片付けセミナーでの相談等、様々な切り口
で活動してきました。また、相談活動も介護や
福祉に限らず、こだわりなく日常のちょっとし
た困りごと等、メンバーの意見や知恵をフル活
用してきました。

認知症カフェでは、認知症事故裁判について
の影響や判決の考え方、また、刑務所での高齢
者介護の実態などについて講演させていただき
ました。今後は、メンバーの専門性を生かした
ものを企画したいと考えています。そして、地
域住民の利点を生かしながら、相談者の話を

共有し、知恵を出し合ったりし、問題解決の糸口
を示すことで、相談者が、一人で抱え込んで疲弊
しないように支援することが、暮らしの相談室の
役割であると思っています。

暮らしの相談室の活動は、まだ至らない点や改
善余地が多々ありますが、今後も、暮らしの相談
室の方針でもあります緩やかな連携を大事にした
、この地域で頼られる存在であり続けたいと考え
ています。毎月第三土曜日に開催していますので
気軽にお立ち寄りください。
最後に、江東区の地域課題として現在考えてい

ることは、江東区は、南北に長く、その地域の成
り立ちや人口構成などに相違があり、一律的な対
策では効果がないのではないかということです。
そのため、地域ごとに情報交換の話合いの場を設
け、キーパーソンの意見交換や連携が、必要不可
欠であると考えます。地域包括を一単位として、
その地域に関係する多様な方々が集い、地域後見
的な考え方を取り入れた地域で支え合う仕組みづ
くりが今後の課題と考えます。

暮らしの相談室に思うこと 星 明憲
暮らしの相談室代表者（行政書士）

暮らしの相談室

毎月第３土曜（原則）、パルひろば辰巳にて
活動しています。介護や福祉にとどまらず、
地域の暮らしの様々な問題をテーマに意見交
換、相談対応を行っています。



■NPO・えん会員状況(2016年10月1日現在)会員数60名[正会員数26名/参助会員34名（内団体２）]

編集だより

NPO・えん第66回理事会報告

「NPO・えん第66回理事会」は2016年9月7日（水) 、役員5名

の出席を得て、NPO・えん事務所において13時05分より開催

されました。「報告事項」として（１）事業報告（２）6/30

まちづくりフォーラム振り返り（３）キャラバンメイト養成

研修（10/4）について（４）地域イベント（10/14）パルシ

ステム東京主催について事務局から提案が行われ、すべて承

認されました。また、協議事項（１）次回理事会及び研修会

日程＆内容（２）次年度の取り組みについて協議し、14時55

分に無事に閉会しました。

＊は、パルシステム東京の受託事業です
ふれあい食事会・ふれあいサロンは、広報集客の部分のみ活動

エヌピーオーえん

5339909

実りの秋。おいしいものや美しい景色など自然の恵みに
感謝する季節となりました。最近「仏教経済学」という
考え方を実践しているコミュニティで学ぶ機会があり、
そこでの「最小資源で最大幸福を得る」という生き方は、
これからの日本にも必要なのではないかと感じました。
どんどん成長・拡大することを目的とした経済政策より、
ひとりひとりが地に足つけて毎日を大切に生きていくこ
とができる社会。小さなNPOの小さなまちづくり活動か
らもいつか発信できるといいなあと思っています。

活動報告
７月 1 万里夢７０号発行

パルひろばイベントカレンダー 発行＊

元気サロン＊

レクリエーション開放＊

7 （ふれあい食事会＊）

12 熱中症予防セミナー＊

14 （ふれあいサロン＊）

16 暮らしの相談室＊

19 手仕事サロン＊

22 辰巳ママのさろん（ウォーキング）＊

26 まごころ食事会＊

28 ＣＷ連絡会定例会

８月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

5 レクリエーション開放＊

8～12　夏季休業

25 （ふれあい食事会＊）

うたの広場＊

30 手仕事サロン＊

９月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

2 元気サロン＊

レクリエーション開放＊

7 第66回理事会

8 うたの広場＊

14 切り絵教室＊

15 （ふれあいサロン＆食事会＊）

えんカレッジ（中医学＆漢方かっさ体験）

17 暮らしの相談室＊

20 手仕事サロン＊

27 まごころ食事会＊

28 ＣＷ連絡会定例会

予定
10月 1 万里夢７１号発行

パルひろばイベントカレンダー 発行＊

4 えんカレッジ（コーチング体験ワークショップ）

7 元気サロン＊

レクリエーション開放＊

12 切り絵教室＊

13 うたの広場＊

18 手仕事サロン＊

えんカレッジ（コーチング体験ワークショップ）

22 暮らしの相談室＊

28 辰巳ママのさろん（ウォーキング）＊

11月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

えんカレッジ（洋服の整理収納）

4 元気サロン＊

10-12　【パルひろば辰巳交流フェスタ】＊

10 講演会「詐欺にあわないために」＊

11 バレトン体験＊

大道芸がやってきた＊

12 オレンジカフェ＊

15 手仕事サロン＊

22 まごころ食事会＊

25 辰巳ママのさろん（ウォーキング）＊

29 えんカレッジ（話し方）

12月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

2 元気サロン＊

レクリエーション開放＊

6 えんカレッジ（話し方）

7 切り絵教室＊

第67回理事会

16 辰巳ママのさろん（ウォーキング）＊

17 暮らしの相談室＊

20 手仕事サロン＊

28-1/4　年末年始休業

NPO・えんの活動


