
活 動 報 告 書2016

一般社団法人まちにわ ひばりが丘

絵の具の数は人の数だけ

思い思いに線を描き、 形ができ、 色を塗る。

線は交わり、 色は重なり新しい形が生まれ、 新しい色が生まれる。

気がつけば誰も見たことのない様な大きな絵。

ひばりが丘の空に描かれていく。
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「防災・防犯」 「緑豊かな環境との共生」 「歴史・文化」 など

について学びながら、新たなライフスタイルを 

楽しめる街にしていくこと。
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住民のコミュニティ形成と地域の活性化を推進し、 

協働で地域の課題解決に取り組む街にしていくこと。2

子どもからご年配の方まで、安心していきいきと 

愛着を持って住み続けられる街にしていくこと。1

いまある魅力を活かしながら、この街をより魅力的な街にしていきたい−。

そんな想いを実現するべく誕生した一般社団法人まちにわ ひばりが丘。

2015年4月より、ここひばりが丘での活動をスタートさせました。

　ひばりテラス118では、地域の方々によるアクティビティが多数開催され、

併設されるカフェ「comma coffee」では、カステラ風パンケーキが

看板メニューとしてが広く周知されました。

また、マンション管理組合やひばりが丘団地自治会との協力もさらに進み、

様々な場面で地域の皆さんと一緒に活動を共にすることができました。

そんな、街に和が広がった2016年度の活動をまとめた

「まちにわ ひばりが丘活動報告書2016年度版」をここに発行いたします。

ぜひお楽しみください。



小さなお子さんのいるご家庭や、ご年配の方の中に

は、遠くまで出かけるのは大変…と感じている方も多

いはず。すぐに歩いていける距離に友人が増えると、

何気ない日常に笑顔が飛び交います。

暮らしを楽しくする

課題を解決できる

悩んだとき身近に相談できる人がいて、また周囲か

らも見守る目があること。そんな人と人とのつながりが

あることで、災害、犯罪、孤独な子育て、人の無縁化

など多くの社会問題の解決につながります。

建物 ・ 施設管理の質を高められる

建物管理の現場にて、議論がしづらいという声をよ

く聞きます。それは建物内に良好な人間関係が築け

ていないから。あるイベントで顔を合わせたり、日頃

から挨拶を交わしたりする仲ならば、より建設的で活

発な議論がしやすくなり、スムーズな合意形成につな

がります。

「街に和」の描き方

「街に和」を描くとは、街に住む人たちがお互いにつながり、
日常をより楽しく、困った時には助け合えるような関係をつくっていくこと。
では、なぜ「街に和」を描くことが大切なのか。
その理由として次の３つを挙げています。

「 街に和」の描き方は住人十色

イベントに参加したり、カフェでコーヒーを飲んだり。
教室を開催してみたり、地域の方を取材したり。

この街に暮らす人の数だけ、色とりどりの関わり方があります。

イベントやサークルを
企画 ・ 主催するまちにわ ひばりが丘の

理事として関わる

まちにわ師として
活動する

イベントや
キャンペーンに

参加する

趣味や学びの
講座の先生として

利用する
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情報に
目を通し

リアクションする
カフェや

コミュニティスペースを
利用する

地域の声を
届ける

活動の趣旨を
理解して
応援する

事務局スタッフ
として関わる

イベントや
広報のお手伝い

をする



手作りのお料理とこだわりコーヒーのお店。今年
度は看板メニューである「カステラ風パンケーキ」
が大ヒットし、遠方からも多くのお客様が訪れる
お店になりました。季節ごとに変わる焼き菓子だ
けでなく、ランチサービスやクリスマスケーキなど
の注文販売もスタート。1年間でのべ18000名以
上の方にご利用いただいています。

１時間から利用可能な大小６つのお部屋。まち
にわ ひばりが丘でのイベントをはじめ、マンシ
ョン理事会やお友達との集まり、季節のパーテ
ィーや、打ち合わせなど多目的に活用されてい
ます。2016年度は約8000名の方にご利用いた
だきました。

コミュニティスペース「HINATA」 カフェ 「COMMA,COFFEE」

人と人をつなぐ
「 ひばりテラス118 」

エリアマネジメントセンター「ひばりテラス118」は、
「街に和」を描くための地域のみなさんのための拠点。
時間貸しのお部屋のほか、カフェや菜園、コピー機やカーシェアなど、
様々な用途を兼ね備える誰でも使える施設です。

アクション
つの
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まちにわ共同菜園

オリックス自動車が
提供するカーシェ
アサービス。買い
物や休日の遠出な
どでご利用いただ
いています。

カーシェア

２時間単位で利用可能
なシェアスペース。お仕
事や勉強など多目的に
ご利用いただけます。使
いたい放題の月額プラ
ンもご用意しています。

2016年度は特に平日の水・木・金曜日に多くご利用い
ただきました。時間帯も、ランチを含めたご利用と、午
後から夕方にかけての習い事などを中心にご利用い
ただいております。

パーソナルスペース「KOKAGE」 曜日ごとのスペース稼働状況（2016年度)草の広場

区画貸しではなく、利用者全員で協力して野菜作
りを行うのがまちにわ共同菜園です。2016年度
は5組の方々と1年間野菜作りを行いました。夏
には作った野菜を使ったカレーパーティーを開
催。年間を通じて10種類の野菜を育てました。

ひばりテラス118の前面に広がる芝生の広場。
普段は子どもたちの遊び場ですが、イベント会場
としても利用できます。フラダンス発表会や、ヨガ
のスペース、ご近所の皆さんとの懇親会会場な
ど、様々な形でご利用いただきました。

800

600

400

200

0
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

392

649.5

561

754.5

453
427.5



①利用シーン ②利用スペース ③一言コメント

普段ひばりテラス118をご利用いただいている４名の方に
どのように利用しているかをインタビューしました！
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YOUは何しにひばりテラス118へ？

利用シーン：平日の昼間、休日の昼間
利用スペース：NECCO、TANE

利用シーン：休日の昼間
利用スペース：HAPPA KOEDA 

利用シーン： 平日、日曜日の午前中 
利用スペース：SHINME、TANE&NECCO、KOEDA

ひばりテラスは、大人も子どもも楽しめる場所で
す。お部屋を借りて、子供を自由に遊ばせられ
る ！ ママもお友達とお話ができる ！ 子供のごは
んは持参して、大人は、COMMA COFFEEの
ランチ！ うちは、マンションのお友達、仲良しの
お友達、家族で利用しています。

マンションのパパ達の交流の場として生まれたミ
ニ四駆イベント。ひばりテラス118のコミュニティ
スペースを借り、パパ達の自前レーンを設置して
子ども達とひたすらタイムアタック！30代、40代の
方なら子どもの頃1度は触れたことのあるミニ四
駆を懐かしく感じながら、子ども達と一緒に楽し
んでいます。改造用の部品や工具もあるので、誰
でも好きなようにマシンいじりができます。ミニ四
駆をきっかけにして、子育てや地域の情報を交換
できるので話題も自然に広がり親しくなれました！

『ママのためのアロマ教室』という講座を、ほぼ毎月
開催しています。 平日と週末にお子様連れでもご参
加頂けるレッスンです。小さなお子さんもいらっしゃる
場合には、靴を脱いで利用できるSHINMEやキッズ
スペースのあるTANE&NECCOを利用したり、少人
数の場合も多いのでKOEDAを利用したりと、 色 な々
タイプのお部屋があるので、状況に応じて使い分け
が出来るのも便利なところかなと思います。

by 武藤さん
by 照屋さん

by 飯岡さん

家族やお友達とパパ友と子どもたちと

利用シーン：土曜日
利用スペース：菜園スペース

菜園に参加するきっかけは、子どもが土に触れる機会
を増やしてあげたかったことと、野菜作りを通して食べ
物へのありがたみを感じてほしかったからです。活動
の中では共に野菜を育て、地域のいろいろな世代の
方 と々の関わりを深めることができ、子どものみならず、
親の私たちも年長者の方々から、たくさん学ぶことがあ
りました。畑から世代を超えてつながりが持てたことで、
とても有意義な1年を過ごせたと感じています。

by 小谷さん

野菜づくりでご自身が主催するお教室で



まちにわ防災講座 まちにわリビング グリーンドリンクスひばりが丘 グリーンバードひばりが丘チーム

「災害時に主体的に行動する『よき避難者』に
なる」をコンセプトに、東日本大震災の事例か
ら、「災害時のトイレ」について理解を深めま
した。

夏の縁日

ご要望にお応えして、ひばりテラス118でスイカ
割りと流しそうめんイベントを開催。コンマコー
ヒー特製のかき揚げに舌鼓しながら、草の広場
で涼を楽しみました。

1年目からスタートしたまちにわリビングは、子
育て世代向けのサロンイベントとして定着。日々
の相談事から季節のアクティビティまでざまざま
なテーマで開催しました。

年越しそば

1年と締めくくる年越しそばイベントは今年で
2年目。今年はまちにわ師中心にお蕎麦を提供
しました。恒例の書き収めブースとともに、ワ
ンコインカイロも開催。80名の方にご参加い
ただきました。

毎回テーマごとにゲストトークを交えた交流イベ
ント。「介護」「場のデザイン」「映画」をキーワ
ードに、コミュニティや街のファンづくりについ
て考えました。

新春もちつき大会

コミュニティ担当理事発案の企画として、ひ
ばりが丘フィールズ３棟との合同イベントと
して開催しました。当日はひばりが丘団地自
治会の皆さんにもご参加いただき、笑顔あふ
れる賑やかな会となりました。

NPO法人greenbirdのご協力のもと、ひばりヶ
丘駅からひばりテラス118までをお掃除していま
す。新しいメンバーも加わり、地域イベントへの
出店など活動に広がる１年になりました。
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40
のべ

名 150
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名 160
のべ
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計4 回 272
のべ

名計14回 76
のべ

名計15回61
のべ

名計 4 回

ウェルカムパーティー

新築分譲マンション・戸建の入居者向けに、マ
ンションごとの交流イベントを開催。2016年度は
ひばりが丘フィールズけやき通りの皆さん向けに
実施。今後入居される街区でも開催していきます。
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和を育む
「コミュニティイベント」の
企画 ・ 運営

季節の行事、交流イベントから、子育てや防災など
様々なテーマでイベントを開催しました。また、新春餅つき大会を始め、
マンション管理組合と連携したイベントも増え、
お住まいの方々といろいろな企画にチャレンジする1年となりました。

アクション
つの
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お住まい 参加世帯割合 のべ
参加者人数

ひばりが丘フィールズ１番街 40.2％ 152
ひばりが丘フィールズ２番街 42.9％ 246
ひばりが丘フィールズけやき通り 65.5％ 301
ひばりが丘パークヒルズ 4％ 161
プラウドシーズンひばりが丘ガーデンテラス 10％ 37
その他の西東京市内 334
その他の東久留米市内 171
その他の地域 180

1582

茨城県笠間市と、コスモスイニシア、慶
応大学 SFC が協働で取り組んでいる

「シェアタウン」という取り組みに協力。
都心と地方都市の課題解決を目的とし、

「まちの資源」を「共有」できるような
取り組みとして、今年度は笠間市への
見学ツアーや、笠間をテーマにしたひ
ばりテラス118でのイベントを開催しま
した。 イベントにご協力いただいた皆さま､そしてご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

参加者内訳
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新しい取り組みをご紹介 活動開始から2年目となる2016年度は、活動の広がりや、新しいチャレンジが生まれた年になりました。

ひばりが丘団地夏祭り

ひばりが丘団地自治会主催の夏祭り
に、まちにわ師チームで「手作りうち
わ」ひばりが丘フィールズ3棟の住民チ
ームで「チューペットの屋台」を出店し
ました。計画、準備、実行を協力し合
って行ない、新たなご近所付き合い、地
元の仲間ができました。自治会や近隣
の企業の方ともお話する事ができ交流
が生まれました。

2016年10月29日(土)、30日(日)の２日
間、「ひばりテラス118」のオープン1周
年記念も兼ね、まちにわ師が中心となり、
地域参加型のイベント「NIWA JAM

（にわジャム） 2016」を行いました。当日
は、ひばりテラス118とその前の公園を
利用し、初めて「ひばりテラス118」を
訪れる方も含め、多くの皆さんにご参加
いただきました。

笠間シェアタウン
コンソーシアム

にわジャム

※まちにわ ひばりが丘のイベントに 1 回以上参加したことのある世帯の割合

※

人



紙面を通じて、いろいろな情報や人に「会える」。人と人がつながったら、「和える」。
そんな想いをこめてコミュニティメディアAERUを4刊お届けしました。季刊紙以外にも、
ブログやメールマガジンを通じて地域やひばりテラス118でのイベント情報などを発信しています。

AERU vol.06

人と街と和をつたえるコミュニティメディア
  「 AERU （アエル）」
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AERU vol.05

AERU vol.08

AERU PERSON
・「地域の人にもお店の人にも
　嬉しい仕組みをつくりたい！」
　pipi 通り商店街フリーマーケット
　「サンデーマーケット」の発起人 星洋子さん。

infomation
・防災ワークショップ「まちにわ防災講座」開催報告
・スタッフ募集のお知らせ

AERU EVENT
・「まちにわ座談会」開催レポート
・「ひばりが丘を住み続けたいと思う街にしたい」
　地域住民と意見交換ワークショップを開催

AERU vol.07
NIWA ジャム 2016 開催レポート
にわシネマ / まちにわ食堂 /Bar,118/ ライブ &
ステージ / ワークショップ / 地域のマルシェ
ハロウィンパレード / 森の探検隊
Topic
・「まちにわ ひばりが丘」が地域・コミュニティの
　取り組みとして 2016 年度グッドデザイン賞を受賞
・「ひばりが丘フィールズ 1 番街・２番街・けや
　き通り」も住宅・住空間部門として 2016 グッド
　デザイン賞を受賞。
・COMMA, COFFEE からのお知らせ

まちにわ師活動日誌＃２
・白井正輝さん

 infomation
・まちにわ師第３期養成講座開催のご案内
・晦日イベント 年越しそばのご案内

AERU EVENT
「まちにわ座談会」開催レポート
「ひばりが丘を住み続けたいと思う街にしたい」
地域住民と意見交換ワークショップを開催

まちにわ活動日誌＃３
・岩穴口康次さん

infomation
・防災ワークショップ「まちにわ防災講座」開催報告
・スタッフ募集のお知らせ

AERU EVENT
・「まちにわ座談会」開催レポート
・「ひばりが丘を住み続けたいと思う街にしたい」
　地域住民と意見交換ワークショップを開催

AERU PEPLE
・「棟を超えた横の関係をつくりたい！」
　ひばりが丘フィールズ 1 番街コミュニティ
　担当理事の北村さん、木暮さん、高木さん。
 infomation
・NIWA ジャム 2016 開催のお知らせ
・ひばりが丘団地自治会主催の夏祭りに
ひばりが丘フィールズ３棟で参加
まちにわ活動日誌＃１
・鈴木雄人さん

アクション
つの

事務局の高村と田中が、北多摩北部のとれた
てほくほくの情報をお伝えする10分間の情報
番組「ほくほくタイムズ」のパーソナリティ
を約1年間務めました。毎週水曜日の夕方17
時半からの生放送は合計でなんと51回！
1年を通じて70名の方をゲストにお招きして
地域情報を発信しました。

FM西東京のラジオ番組
「ほくほくタイムズのパーソナリティ」

を務めました。
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ひばりが丘団地の住民参加型の再生プロジェクトを、大手デベロッ
パー4社とUR都市機構が連携して持続性のある取り組みとして展開
していることを高く評価され、2016年度グッドデザイン賞を受賞し
ました。専門のスタッフが街に常駐しながら、住民のみなさんを中
心としたまちづくりの取り組みに期待が持たれています。

「ひばりテラス118」および近隣エリアの案内を行いながら、ひばり
が丘団地エリアでのエリアマネジメントの取り組みについて説明す
る「エリアマネジメント ツアー」のサービスをスタートさせました。
参加者はデベロッパーの方々をはじめ、行政の方、研究者の方など、
多方面からご参加いただきました。2016年9月より案内を開始し、7
ヶ月間で合計89名の方にご参加いただきました。

メディア掲載情報

【 FM 西東京　ほくほくタイムズ 】
2016 年 2 月〜 2017 年 3 月 29 日 : ほくほくタイムズパーソナリティとして

Cafe＆Restaurant カフェアンドレストラン 11月号（P.60-62）2016年11月19日 

新建築　2017年2月（P.176-181）2017年2月1日

スーモ新築マンション東京市部・神奈川北西版（P.16）2017年3月28日

日本住宅公団が1959年に造成した大規模団地
の住民参加型の再生プロジェクトを、大手デ
ベロッパー4社と UR 都市機構が連携して、持
続性のある取り組みとして展開していること
を高く評価した。老朽化していたテラスハウ
スをリノベーションして、カフェや集会所の
ある「ひばりテラス118」を開設。そこでの収

益がプロジェクトの持続性を高めている。共
同菜園づくりやカーシェア、各種イベントや
雑誌づくりなどきめ細かな取り組みが行われ
て、今後、こうした取り組みに住民からボラ
ンティアとして募った「まちにわ師」がどれ
だけ主体的に貢献していくか、その仕組みづ
くりに期待したい。

審査員からの評価コメント 書籍1

ラジオ2

2016 年 10 月 6 日 :UR ひと・まち・くらしシンポジウム
講演会3

地域・コミュニティづくりの取り組みとして
2016年度グッドデザイン賞を受賞！！

まちにわ ひばりが丘の取り組みを紹介する
「エリアマネジメントツアー」のサービス開始！

TOP IC S
ト ピ ッ ク
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活動拠点となるひばりテラス118を中心に、「街に和」がさらに広
がった2016年度。その関わり方は様々です。今回は９名の方々に
下記の3つの内容についてお聞きしました。

質問内容
① 地域での活動・仕事内容
② ひばりが丘での印象的なエピソード
③ 読者へのメッセージ

ひばりテラス118利用者 神野奈津子先生

大人と子ども向けに書道教室を行っています。硯で墨をすったり、筆を使ってじっ
くりと文字に向き合うお教室です。また鉛筆での書き方指導も行っています。

年末の書き納めの時にどなたでも書けるスペースを設けたのです
が、通りすがりのお年寄りの方と、小さいお子さんがそれぞれ楽
しく文字を書いていた場面があり、年齢問わず皆楽しめるのが
書道だなと改めて感じて嬉しい気持ちになりました。

これからも「まち」の書道よろず相談所のようにいろいろと
お役にたてれば嬉しいです。

1

2

3

　

　
　     

  街に和を描く人びと

コミュニティ担当理事 小川孝さん

自分たちの住んでいるマンションのコミュニティ活動だけでなく、まちにわさ
んのサポートを受けながら他のマンションのコミュニティ担当理事と共に地
域のひばりが丘団地夏祭りの出店、ハロウィンイベント、マンションのロビ
ーでのクリスマス会も企画し、多くの住人の方にご参加をいただきました。

1つ目は担当理事になって最初の活動の「夏祭りの出店」です。屋台
出店に向けた打合せや、屋台の受付台を作ったりしながらいつの間に
か打ち解けていました。お祭り自体も盛況で、お店の前に長い列がで
きていたのを見たときはすごく嬉しかったです。もうひとつは、ひばりが
丘フィールズ1番街での「クリスマス会」です。お住まいの方から有志
を募ってハンドベルの演奏をやってみたいという要望があり、期待に応
えたいという思いで理事会で報告。理事のみなさんも全員賛成！クリス
マス会当日はとても盛り上がりました。

1

2

理事になって、色 な々方たちと知り合いに
なれたことが自分にとって大きなプラスに
なりました。この街はこれからもっと大きく
なると思います。地域交流のイベントが
もっと増えることを期待します。今後もいち
住人として、親子で様 な々イベントに参加
したいと思います。コミュニテイ担当理事
は1期の方々が地域との交流の道を作っ
て下さり、我 2々期はその道を徐 に々広げ
てきました。3期の理事の方々にはさらに
発展をさせていただければと思います。

3

ひばりテラス118スタッフ編

ひばりテラス118の受付及び事務局業務

オープニングイベントの初日、たくさんの地

域の方 に々ご来場いただいたこと。「素敵

な施設ですね！」「また利用しますね。」な

ど、お声を聴たびに、この施設(ひばりテ

ラス118)で働くことができて嬉しく思います。

たくさんの地域の方 に々利用していただき、

お会い出来るのを日々楽しみにしています。

毎日笑顔でお迎えしたいです。

1

2

3

中島衣里さん
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フロントマネージャー ひばりが丘フィールズ１番　篠田さん
ひばりが丘フィールズ２番街　金内さん
ひばりが丘フィールズけやき通り　林さん

マンションの管理、理事会のサポートなど

理事会の皆さんと協力して行なった七夕飾りつけ会と、エ
ントランスホールでのクリスマスツリー点灯式（金内さん）

1

2

3 ひばりが丘団地エリアは、新しいマンション、
戸建て住宅が建設されて、まったく新しい街
に変貌を遂げつつあります。その中において、

『まちにわ ひばりが丘』の存在が、これら
のハブ的な位置づけとして機能し始めた感
があります。この街をさらに良い街にしていく
ために、これからの活動に対して、大いに
期待したいと思っています。（篠田さん）

クリスマスツリーの点灯式の時の住民有志メンバーによる
ハンドベルの演奏会と、消防訓練後に理事の皆さんと力
を合わせてつくった焼き芋（林さん）

まちにわ師 渡邉篤子さん（まちにわ師２期生）

イベント企画・運営、AERU編集

1番街クリスマスツリー点灯式での、ハンドベルの演奏。小学生から大人の方まで、一緒に練習会と本番を楽しむことができました。

住民の皆様とみんなでやっていく「まちにわひばりが丘」という空気を作っていきたいと思います。

1

2

3

まちにわ師 関根理詞さん（まちにわ師２期生）

地域のみなさんと一緒にゴミ拾いをしながら
交流を図るグリーンバードひばりが丘

1

2

3

NIWAジャムでのイベントづくりに参画できたことと、
笠間シェアタウンイベントで笠間市の視察や連携
企画づくりを通して地域外の方 と々交流できたこと。

greenbirdひばりが丘チームをより盛り上げるために
魅力あるコラボ企画を作って行きたいです！

まちにわ師 藤本正俊さん（まちにわ師２期生）

月に一度、地域の人とまちをランニングしています。

季節ごとに色んなランニングをしていることで
す。春には小金井公園でお花見ラン、夏に
は走った後に落合川に入りながらビール。

昨年度小金井公園のリレーマラソンに出場し
ましたが、今年は他の大会にも挑戦していき
たいです。

1

2

3
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「ひばりテラス」の利用状況と住まい
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「ひばりテラス」の利用状況

「まちにわ」の認知度の推移
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「ひばりテラス」の現状認識・期待
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2015年度に引き続き、エリアマネジメントに関するアンケート調

査を実施しました。2016年度では、ひばりが丘フィールズ1番

街、2番街、けやき通りの３つの新築分譲マンションに加え、ひ

ばりが丘団地自治会の皆さんのご協力のもと、ひばりが丘パー

クヒルズにお住いの方々にも調査票を配布しました。ここでは

その結果の一部をご紹介します。

（なおアンケート結果はひばりテラス118にて閲覧することができます）

アンケート報告
対象

ひばりが丘フィールズ 1 番街 ( 分譲：144 戸 )

ひばりが丘フィールズ 2 番街 ( 分譲：156 戸 )

ひばりが丘フィールズけやき通り( 分譲：119 戸 )

ひばりが丘パークヒルズ (UR 賃貸：1528 戸 )

方法
分譲：各戸に投函、管理組合ポストにて回収

UR 賃貸：郵送にて返送

期間 配布：2016 年 11 月 回収：2016 年 12 月

回収率

一番街：42.3%( 配布数 144・回収数 61)

二番街：21.3%( 配布数 155・回収数 33)

けやき通り：35.1％ ( 配布数 119・回収数 42)

パークヒルズ：10.8%( 配布数 1387・回収数 150）

アンケート調査の概要
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コミュニティスペース(261)

パーソナルスペース(250)
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日頃、まちにわ ひばりが丘の運営や活動に関わっている皆さんとともに、
2016年度の活動を振り返る「まちにわ座談会」を開催しました。

アンケート結果から様々な声を読み解き、参加者自身の感覚と重ねて、
よりよい活動にステップアップさせるべく、ワークショップ形式で意見を出し合いました。

「より立ち寄りやすいひばりテラス118へ」、「自然とみんながコミュニケーション取れる場所」
「人を繋げて笑顔をつくる」「楽しい思いが街つくる」など、

次年度に向けてたくさんのキーワードが生まれる会となりました。

座談会
2016年度を振り返り、2017年度につなげる「まちにわ座談会開催」

頼みごとができる人の有無

親しく話をする人の推移

■いない■どちらともいえない■いる
0% 20% 40% 60% 80% 100%

親しく話をする人の有無

■いない■どちらともいえない■いる

マンション・団地(273)
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ひばりが丘外(235)

67 36 170

68 35 126

184 20 31
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頼みごとができる人の推移
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マンション・団地(279)

ひばりが丘(236)

ひばりが丘外(242)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

111 29 139

107 23 106

207 9 26
⃝新しい、またわくわくするようなイベントが
多く、いつも楽しみにしています（30代女
性）
⃝子育て以外の参加しやすいイベントの企画
をお願いします（50代男性）
⃝ 1人でも参加しやすいイベントを希望します

（50代女性）

まちにわのイベントへの
意見・感想

⃝「まちにわリビング」をきっかけに、そこ
で出会った方達と1〜3ヶ月に１回ママと子供
の交流会をしています（30代女性）
⃝子育てに関するイベントで、同じ位の子供
がいる方との交流を通しつながりが生まれた

（30代男性）
⃝カフェスペースでママ友とおしゃべりするこ
とが多いので貴重な場所です（30代女性）

「まちにわ」や「ひばりテラス
118」での交流をきっかけに
生まれた地域のつながりなど

⃝世代をこえての町づくりを希望いたします。
公団のころは、世代をこえての係わりが多
かったように感じます（50代女性）
⃝趣味の講座などが、手軽にできる場所になっ
て欲しい(内容的にも料金的にも）。HPだっ
たりSNS発信が活発だと、より良く知れる？
ワークショップも開催してもらえたら行きます!!
子供と一緒に参加できるお手軽イベントもあっ
たらいいな…（30代女性）
⃝「ひばりが丘」という街をあまり知らない
人でも、気軽に立ち寄れるような場所であっ
てほしいし、その為にも様々な情報を発信し
て欲しいと思います（30代女性）
⃝具体的に何を目的としているのか、わかり
やすく伝えてください。イメージは分かります
が、何がどう変わるのか、変えようとしている
のかわかりません（50代女性）
⃝これだけ多世代が暮らしている街はあまり
ないと思います。長らく住んでいる方々、ま
だ住み始めたばかりの方々が、気兼ねなくつ
き合える街、かなり理想に近い考え方だと思
いますが、そのようになれば喜ばしいことと
考えます（50代男性）

ひばりが丘のまちづくり・
つながりづくり全般に対する
意見・感想・アイデア
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2015(46)1番街マンション内
2016(61)1番街マンション内

16 2 28
19 11 31

2015(53)2番街マンション内
2016(32)2番街マンション内

13 1 39
11 4 17

2015(46)1番街ひばりが丘内
2016(61)1番街ひばりが丘内

19 3 24
24 6 31

2015(53)2番街ひばりが丘内
2016(31)2番街ひばりが丘内

16 2 35
9 5 17

2015(46)1番街マンション内
2016(60)1番街マンション内

9 5 32
12 7 41

2015(52)2番街マンション内
2016(32)2番街マンション内

6 1 45
3 10 19

2015(46)1番街ひばりが丘内
2016(60)1番街ひばりが丘内

12 6 28

16 9 35

2015(52)2番街ひばりが丘内
2016(30)2番街ひばりが丘内

9 2 41

7 5 18
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■全体

■全体 ■寄付金収入を除く

■減価償却費を除く

【2016年度 支出の構成】

【2016年度 収入の構成】
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有形固定資産及び
無形固定資産の

明細区分
資産の種類

期首帳簿

価額

当期

増加額

当期

減少額

当期

償却額

期末

帳簿価額

減価償却

累計額

償却

累計率 (%)

有形固定 資産

建物 62,184,032 0 7,296,703 54,887,329 10,261,829 15.75%
構築物 17,571,784 0 2,337,046 15,234,738 3,367,944 18.10%
工具器具備品 1,616,427 410,000 598,893 1,427,534 939,466 39.69%
計 81,372,243 410,000 0 10,232,642 71,549,601 14,569,239 16.92%

1. 重要な固定資産の明細附属明細書

科目 金額
( 経常損益の部 )

経常収益
事業収益

正会員収入 765,600
寄付金収入 77,062,500
賛助会員収入 685,000
家賃収入 3,348,000
施設利用収入 1,500,699
広告収入 108,000
イベント収入 1,408,110
共同菜園会費 145,000
その他事業収入 130,710

　　　財務収益
受取利息 432
雑収入 671,286 85,825,337

経常費用
事業費用
管理費用

給与手当 2,524,274
外注費 11,156,400
広告宣伝費 1,570,538
イベント運営費 1,215,459
交際費 49,290
会議費 122,610
旅費交通費 26,284
通信費 122,742
消耗品費 69,492
事務用品費 944,031
水道光熱費 912,153
支払手数料 2,615,969
地代家賃 1,477,440
リース料 185,328
保険料 62,190
租税公課 296,717
減価償却費 10,232,642
雑費 279,255 33,862,814

経常利益 51,962,523
税引き前当期純利益 51,962,523
法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000
当期純利益 51,892,523

( 単位 : 円 )
損益計算書（全体）
( 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 ) ( 単位 : 円 )

科目 金額
( 経常損益の部 )

経常収益
事業収益

正会員収入 0
寄付金収入 0
賛助会員収入 0
家賃収入 3,348,000
施設利用収入 1,500,699
広告収入 108,000
イベント収入 344,220
共同菜園会費 145,000
その他事業収入 130,710

　　　財務収益
受取利息 432
雑収入 671,286 6,248,347

経常費用
事業費用
管理費用

給与手当 2,384,798
外注費 10,407325
広告宣伝費 1,302,941
イベント運営費 33,719
交際費 41,842
会議費 117,105
旅費交通費 24,831
通信費 115,960
消耗品費 49,539
事務用品費 762,244
水道光熱費 861,753
支払手数料 2,083,633
地代家賃 1,395,806
リース料 175,087
保険料 55,919
租税公課 280,322
減価償却費 8,971,099
雑費 200,941 29,264,864

経常損失 2,3016,517
税引き前当期純損失 23,016,517
法人税、住民税及び事業税 70,000 70,000
当期純利益 23,086,517

損益計算書 ( 収益事業 )
( 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 )

科目 金額 科目 金額
( 資産の部 ) ( 負債の部 )

流動資産 111,925,425 流動負債 7,760,258
現金及び預金 110,879,952 未払金 6,652,230
未収収益及び未収入金 279,873 未払法人税等 70,000
未収会費 765,600 預り金 1,228

固定資産 72,288,321 預り敷金 777,600
有形固定資産 71,549,601 前受収益 259,200

建物 65,149,158
構築物 18,602,682 負債合計 7,760,258
工具器具備品 2,367,000 ( 純資産の部 )
減価償却累計額 △ 14,569,239 その他 176,453,488

投資その他の資産 738,720
敷金 738,720

純資産合計 176,453,488
資産合計 184,213,746 負債・純資産合計 184,213,746

( 単位 : 円 )
貸借対照表 
(H29.3.31現在 )

給与手当
11%

外注費
47%

イベント運営費
5%

広告宣伝費
7%

正社員収入
9%

賛助
会員収入

8%

家賃収入
38%

施設利用収入
17%

広告収入
1%

イベント収入
16%

■共同菜園会費
2%

■その他事業収入
1%

雑収入
8%

水道光熱通信費
4%

地代家賃
6%

その他
一般管理費

20%

広告宣伝費
5%

給与手当
7%

外注費
33%

■イベント運営費
4%

広告宣伝費
5%

■水道光熱通信費
3%

■地代家賃
4%

その他
一般管理費

14%

減価償却費
30%

■寄付金収入 90%
■家賃収入 4%
■施設利用料収入 2%
■イベント収入 2%
■その他の収入 
■正社員収入 1%
■賛助会員収入 1%



松岡 康成代表理事

高村 和明事務局長

多くの方に関わっていただきながら、まちにわ師を中心に、ひば
りテラス118オープン１周年記念である「にわジャム2016」を開催
できたことは、私たちにとって大きな財産になりました。このイ
ベントをきっかけにひばりが丘で生まれた「点」を「線」、そして

「面」にしていけるよう、引き続き皆さんとともに歩んで行きたい
と思います。ぜひみなさん自身の濃淡で、街に関わっていただけ
ればと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

活動開始から2年目となる2016年度。ひばりテラス118を中心に、地
域の様々な方々と接点を持つことができました。また、会員の皆様
もまだまだ新生活に慣れぬ中、私たちの事業に参画、ご支援いただ
きました。この場を借りてお礼申し上げます。引き続き、ひばりが
丘地域のハブとなれるよう理事メンバー、スタッフ一同一丸となっ
て頑張って行きます。

一般社団法人である「まちにわ ひばりが丘」は、正会員によって構成される「総会」と、「理事会」
および実務全般を行う「事務局」によって構成されています。2016年度では、ひばりが丘フィールズ
2番街、ひばりが丘フィールズけやき通りのみなさんに、正会員にご加入いただきました。今後も、新
しい街区の管理組合、管理組合法人の皆様にもご加入いただく予定です。また、理事会は、現在は街
区事業者およびUR都市機構を中心に組織されています。理事・監事については、2020年度からの住
民主体へ移行するべく、準備を進めています。

組織概要

メッセージ

15

個別注記表

【会員の構成】

( 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 )

一般社団法人 まちにわ ひばりが丘

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
　①計算書類及びその附属明細書の作成基準
　一般に公正妥当と認められる企業会計の
　基準に準拠して　作成している。

　②固定資産の減価償却の方法
 (1) 有形固定資産 ( リース資産を除く )
 定率法を採用している。
 ただし、平成 10 年４月１日以降に
 取得した 建物 ( 付属設備を除く )
 については、定額法を採用している。
 なお、主な耐用年数は
 次のとおりである。
 建物  ９年
 構築物  15年
 工具、器具及び備品 ４年〜６年

　③その他計算書類の作成のための基本となる
　　重要な事項
  (1) 消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理は
 税込方式で計上している。

理事を大和ハウス工業、住友不動産、コスモスイニシア、
オリックス不動産の社員が務め、監事をUR都市機構の職員が務めます。

理事会

各街区の管理組合（ひばりが丘フィールズ1番街・2番街・けやき通り）と
デベロッパー各社（大和ハウス工業・住友不動産・コスモスイニシア・オリックス不動産）と

一緒にまちづくりを行います。

総会（正会員）

連携

ひばりが丘団地ほか
近隣の自治会、関係団体

近隣の団体

運営委託

HITOTOWA INC.

事務局
外注費の内訳として主だったものは、事務局業の委託費の
ほか、法務顧問および経理会計・労務処理の委託費となっ
ています。

外注費の内訳を教えてください。Q3

一般社団法人法において定められている形式です。全事業の
うち、収益事業における損益を計算し、税金を納めています。

損益計算書が全体と収益事業に
わかれているのはなぜですか？Q5

再開発事業全体での取り決めとして、エリアマネジメント
を支援する目的で、各街区を開発する事業者から寄付金が
納入されています。 寄付金納入は2016年度で最後となります。

事業収入として寄付金収入が
多いのはなぜですか？Q2

ひばりテラス118は、利用登録をすればどなたでも利用する
ことができます。なお、まちにわ ひばりが丘個人会員およ
び賛助会員の皆さんは、施設利用の特典があります。詳し
くは窓口までお問い合わせください。

ひばりテラス118は、
ひばりが丘団地エリアに住んでいる
住民しか使えないのですが？

Q6

ひばりテラス118にある家具・什器・厨房器具のほか、施設
全体の改修工事部分についても固定資産として計上してい
るためです。

固定資産が多いのはなぜですか？Q4

■個人賛助会員
22人

■法人賛助会員
1人

個人会員
398人

ひばりテラス118の施設運営に関わる費用や各種イベントの
費用、さらに新たな収益事業づくりなどに充てさせていた
だいています。

各住戸からの会費（正会員収入）は
どのように使われているのですか？Q1



4 月 まちにわ共同菜園オープン
 新建築社「新建築 4 月別冊号」に掲載される
6 月 まちにわ師養成講座　第 2 期開講
 AERU05 号発行
 2015 年度活動報告書発行
7 月 ＮＨＫテレビ「報道首都圏」にて、まちにわの取り組みが紹介される
 まちにわ師 2 期生がデビュー
 ひばりが丘団地自治会主催の夏祭りに出店
9 月 「エリアマネジメントツアー」案内開始
 ひばりテラス 118 に展示スペース「まちの GALLERY NIWA」がオープン
 グッドデザイン賞 2016　地域・コミュニティづくり部門で受賞
 AERU06 号発行
10 月 ひばりテラス 118 オープン 1 周年記念イベント「にわジャム 2016」開催。
 マルシェやワークショップ、野外映画などで賑わう。
11 月 まちにわ師養成講座　第３期開講
 AERU07 号発行
12 月 ひばりが丘フィールズ各棟でクリスマス飾りつけ会が開催される。
 住民によるハンドベル音楽隊も結成。
1 月 ひばりが丘フィールズ 3 棟と合同で餅つき大会を開催。
2 月 まちにわ師 3 期生がデビュー
 AERU08 号発行
3 月 「まちにわ防災講座」をひばりが丘自治会と共同で開催
 「まちにわお雛まつり」初開催。

発行元 一般社団法人まちにわ ひばりが丘
企画編集 高村和明　田中宏明　
 浅見美沙　岩穴口康次　白井真純　渡邉篤子
デザイン 財前和歌子
問合せ info ＠ machiniwa-hibari.org
WEB http://machiniwa-hibari.org/
発行日 2017 年 10 月 30 日


