
公社で8年ぶりとなった建て替え団地「OPH長瀬さくらテラス」（東大
阪市）が、今年の春に完成。長期にわたるプロジェクトを支えた整備推進
課の高橋さんと事業推進課の大井さんに熱い思いを語ってもらいました。

新たな建替事業を支えた想いとコロナ禍における挑戦
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8年ぶりの新築住宅誕生！

事業の初期から一貫して担当

緊急事態宣言下での追い込み

新しい生活様式にも
対応した設備

希薄になりがちな
近隣関係を大切に

貴重な経験を次に生かす

　「実は、この仕事は以前も担当したこ
とがあったんです」と話すのは、主に入
居者の皆さんの相談窓口として対応を
重ねてきた高橋さん。整備推進課は高橋
さんの古巣であり、10年ぶりの再任で
した。同じ業務を担当した経歴があり、
安心して取りかかることができたもの
の「10年もたつといろいろ変わります
ね…（汗）状況や仕組みに慣れる必要が
ありました」。と振り返ります。
　建て替え説明会から、完成までの4年
間に周りの担当者が次々と入れ替わる
中、変わらずに関わり続けることができ
た高橋さん。「毎日のように現地へ足を
運び、少しずつ会話を交わすことで、一
人、二人と顔を覚え、話しかけてもらえ
ることも多くなりましたね」と、顔がほ
ころびます。

　昨年（2020年）4月の異動で、事業推
進課の配属となった大井さん。着工まで
3カ月のOPH長瀬さくらテラスの設計
図を完成させることが最初のミッショ
ンでした。「ちょうど1回目の緊急事態
宣言が発令されたころ、この設計を担当
することになりました。毎日顔を合わせ
ての打ち合わせができなかったり、社に
長時間いられなかったり、さまざまな制
約がある中でのスタートでした。私自
身、建て替えの設計を担当することが初
めてで、手探りの部分も多かったのです
が、同じような内容で先行して進められ
ていたOPH石橋テラス（池田市）と共に
検討を重ね、当初の予定通りに進められ
て本当に良かったです」。各担当者とは
グループLINEなども駆使して情報を共
有しました。

　団地の設備を決めたのは、新型コロナ
ウイルス対応の商品が少しずつ出始め
たころでした。設計終盤にコロナ禍に
なったのですが、急きょ“withコロナ”
に適応した間取りや設備導入を検討し
ました。人やモノとの接触をなるべく減
らすことが感染予防対策になるという
ことで、非接触キーを採用しました。そ
のキーはエントランスのインターホン
設備や宅配ボックス、エレベーターで使
用することができ、事例が少ない中で導
入を決めましたが、その後、感染症の広
がりを目の当たりにし、あの時の選択は
間違っていなかったと確信できたそう
です。他にも、宅配業者と接触せずに荷
物が受け取れる宅配ボックスの設置や
リモートワークも視野に入れた無料で

　通常は、新築の完成が近づくと、モデ
ルルームを設け、自由に見学してもらえ
る内覧会を実施します。今後、暮らして
いく家なので思い思いに見てもらえる
よう、開放するのですが、今回は事情が
違っていました。「密を避けるため、時
間を区切って案内し、動線にも気を配り
ました」。そんな時でも、信頼関係があ
るからこそ、皆さんが協力的で「自分で
は皆さんの相談に乗っているつもりで
も、助けられていたのは私の方だったの
かもしれない」と感じるようになったそ
うです。築60年を超える団地に子ども
のころからずっと暮らしてきた人もい
て、いつしか以前の団地や地域の話を
聞くことが楽しみになっていた高橋さ
ん。団地が完成し、入居が完了すると、
ひとまず任務は終わりますが、このとき
に生まれた信頼関係はきっと入居者の
皆さんの心には残り、団地で暮らす安心
感へとつながっていることでしょう。

利用できるWi-Fiの設置と、公社初の設
備も整います。
　設計のほかに、外壁やエントランスの
内装なども担当した大井さん。「これだ
け大きい建物の色を決めることは随分
ドキドキしましたね。ですが、地域の雰
囲気や町並みにしっくりとなじむよう、
調和を考えて選択しました。エントラン
スは、疲れて帰宅しても温かく迎え入れ
てくれるような、そんな雰囲気を大切
にしました。高級感があって、分譲マン
ションみたい！と入居者の皆さんに喜
んでいただけて本当にうれしいです」。

　最近は、隣に住む人の顔さえ知らない
ことも少なくないといわれていますが、
大井さんは「この土地で長年培ってきた
お隣同士の絆をこれからも大切にして
ほしい」と切に願います。特に、この団
地に暮らす人たちのつながりの強さを
感じ、共有スペースの充実にこだわりま
した。集会所はもちろん、植栽やベンチ
など集える空間の演出にも力を入れま

　わずか数カ月ほど前には予想もできな
かったことが次々と起こり、生活の変化
を強いられる中で生まれたOPH長瀬さく
らテラス。今は公社初の設備を多く備え
ていますが、これがスタンダードになる
日は近いかもしれません。既に次の案件
に取りかかる大井さんは、「リモートワー
クにも対応した間取りなど新しいことを
取り入れていきたいです」と意欲を見せ
てくれました。入居者の皆さんのうれし
い顔が見られることが最高のやりがいと、
最高の笑顔で締めくくってくれました。

した。また、団地の南側にある、シンボ
ルである大きな桜の木も生かし、将来的
には公園として整備される予定です。

　そんな関係を築くことは、決してたや
すいことではない。高橋さんがコツコツ
と重ねてきたコミュニケーションのた
まものです。「大勢の人が集まる説明会
での質問は完成時期の確認などにとど
まりますが、個別相談になると内容は本
当に千差万別です。資金繰りのことや低
層階への入居希望、さらには離婚問題に
まで話が及ぶことも…」。たとえ、団地
とは直接関係がなさそうな相談を受け
ても、高橋さんはとことん話に付き合い、
細かいことでも聞き漏らさないように
注意していたそう。そんな、真

しんし
摯な姿勢

が、皆さんのハートをつかんだに違いあ
りません。「まるで、カウンセラーになっ
たような気持ちでしたね。最初は、身
構えていたような人でもコミュニケー
ションを重ねるごとに打ち解けて、さま
ざまな相談を持ち掛けてくれるように
なり、私のことを信頼してくれているの
だなと、うれしい気持ちでいっぱいにな
りました」。

悩みにそっと寄り添う

コロナ禍ならではの苦労も
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