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第１回住宅団地活性化研究会議事録 

 

１ 日 時 

  平成２５年５月２９日（水）１０：００～１２：００ 

 

２ 場 所 

広島市役所本庁舎１４階第７会議室 

 

３ 出席者氏名（敬称略） 

  金谷信子、塚井誠人、間野博、三浦浩之、澤田俊子、林裕、吉村栄夫、今田正志、古森公人、鈴川千賀子、 

竹内賢治、西川雅己、竹上忠義（槇田繁委員の代理出席） 

 

４ 議事次第 

 

１ 開会  

 ２ 企画総務局長あいさつ 

３ 議事 

⑴ 委員長の選任 

⑵ 住宅団地の活性化に向けた検討 

⑶ 住宅団地の現状 

⑷ 住宅団地の現状調査・団地住民等の意識調査 

⑸ 意見交換 

４ 閉会 

 

５ 議事要旨 

⑴ 委員長の選任 

委員の互選により、間野委員が委員長に選任された。（委員長職務代理者に三浦委員を指名） 

 ⑵ 各委員の発言内容等 

下記のとおり 

⑶ 次回の研究会開催 

  住宅団地問題の共通認識を持つことを目的として、７月下旬に住宅団地の現地見学会を行う。 

 （開催日時は事務局が調整のうえ連絡する。） 

 

 

＜各委員の発言内容等＞ 

 

（開会） 

 

     （企画総務局長あいさつ） 

 

     （各委員による自己紹介） 

 

事務局   研究会の設置要綱の４条で、委員長につきましては、委員の互選により、委員長を１名置くとい

うことにしております。委員の皆様の中で、どなたか委員長に立候補されるという方、あるいは委

員長にふさわしい方を推薦されるというような方がどなたかいらっしゃれば、挙手をお願いしたい
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と思います。 

 

林委員   よろしいでしょうか。私は、間野博先生をこの研究会の委員長に推薦申し上げたいというふうに

思っております。 

先生は、高齢化や人口減少の進む住宅団地の活性化について、非常に熱心に取り組んでいらっし

ゃいまして、特に地域と積極的に関わり合いを持ちながら、いろいろな助言と御指導をいただいて

いる先生でございます。したがって、当研究会の委員長にふさわしいのではないかということで、

御推薦を申し上げたいと思います。皆さんの御賛同を頂ければ、幸いでございます。 

 

事務局   只今、間野委員を委員長にという御推薦がありました。皆様、いかがでしょうか。 

 

（各委員拍手） 

 

事務局   間野委員長には、委員長をよろしくお願いしたいと思います。まず、委員長の方から一言御挨拶

を頂ければと思います。 

 

間野委員長 それでは、非常に大役ですけれども、なんとか皆さんの協力のもとに、こなしていきたいと思い

ます。 

この研究会、私自身の認識は、新しい政策を作ることが目的。つまり、団地問題っていうのは、

全国的にも非常に課題になっているもので、かつ、相手が非常に総合的なものです。 

実をいうと個別の課題については、いろんな対策が既に打たれているわけです。しかし、それは

個別に打たれているというところに問題があって、その団地を全体的に活性化する、あるいは持続

するために必要なことが、総合的に考えられているかというと、そうではないわけですね。 

だから、一つは、まだまだ個別の課題に対する対策、政策ですね、どんなものが必要なのかとい

う、新しいメニューというか対策、施策を提案するということと、併せて、それをそれぞれの団地

において、この団地では、どういう施策とどういう施策を組み合わせてやれば、全体として活性化

するのか。そういう総合的な活性化推進体制みたいなものを作っていく必要が、最終的にはあるの

かなあと思っています。 

２カ年間ということでお聞きしておりますので、しっかりと団地の現状と課題を把握することと、

それから今行われているいろんな対策、施策というのが、どんなものがあって、それで足りないも

のは何なのかとか、それから、上手く行ってない施策は何なのか、それはなぜ上手く行ってないの

かとかですね、そのあたりの今行われている施策を吟味をするというか、チェックをするというこ

とをやって、その上で、広島市における団地の総合的な対策として、どんな施策、どんな体制、ど

んなプログラムが必要なのかということを皆さんで一緒に考えて、それを来年末には実行に移せる

という段階にもっていきたいというふうに思っておりますので、御協力をよろしくお願いします。 

 

事務局   ありがとうございました。要綱の中に、「委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する」という規定がございます。委員長の方か

らどなたか代理となる方を指名していただければと思います。 

 

間野委員長 安心して任せられる職務代理者を選びたいと思います。三浦先生にお願いしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

（各委員拍手） 

 

間野委員長 それでは、議事に入りたいと思います。議事の（２）、住宅団地の活性化に向けた検討について、
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事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   （資料１「住宅団地の活性化に向けた検討について」を説明） 

 

間野委員長 ありがとうございました。今までのところの説明で、何か御質問とか御意見とかありますでしょ

うか。よろしいですか。それでは先に進めていきましょう。 

次は、「住宅団地の現状について」という資料２について、いろいろと調べられた資料がありま

すので、事務局から報告していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局   （資料２「住宅団地の現状について」を説明） 

 

間野委員長 ありがとうございました。この資料について質問とか御意見とかありますでしょうか。 

これは、とりあえず委員の皆さんに広島市の住宅団地の概要というか、それの共通認識を持って

もらうということで用意していただいたものです。これを分析するといった段階のものではありま

せんが、何か質問とかありましたら。 

 

三浦委員  年少人口率の市の平均値はいくらですか。 

 

事務局   年少人口率の市の平均は１４．５％です。 

 

間野委員長 １４．５％ということで、それと比べていただければと思います。それよりも下回る団地が全体

的には多いですね。年少人口率というのは、１５歳未満の人口、子どもの数です。三浦委員、よろ

しいですか。 

 

三浦委員  はい。大丈夫です。 

 

塚井委員  初期の整理ということで、最初、研究会は２年間と伺っていますので、個人的には、このような

理解の仕方をもう少し深めていく必要があるのではないかなと思っています。 

広島市内の団地の動向を見ておりますと、非常におもしろい図ですけども、交通対策を立てる時

に、今回もバスの路線の有無のところまで書いていただいていて、それがなかなか示唆的だなと思

いますが、バスの入らないところという団地の対策にいつも苦慮するわけです。 

そういう意味で、なかなか整理が難しいと思うんですけども、道路の入り方に関する指標や、幅

員に関する指標に関しての整理が継続していただけると、もう少し分かることがあるのかなあとい

うふうに思います。 

それから、駅からの距離というのも別紙４に書いていただいて、これを見ると、これも開発年次

にあまり関わらずですね、放っておいても更新が進むようなところと、そうでないところというふ

うに分かれるような気がします。恐らく、後から路線、何らかの公共交通機関の整備があったかな

どの理由によって、マンション等の開発が入ったものではないかと思われますが、そういう意味で、

交通の条件ですね。駅からの距離ということもあるんですけども、例えばバス路線の有無というこ

ともありますが、これから、もし可能でありましたら、バス停のお話でありますとか、JR、駅と

申しましてもいろいろありますので、軌道系なのかバス系なのかといったようなところも、もし整

理していただけるとありがたいなと思います。 

最後に、この地区というか日本の住宅団地というかニュータウンですね、この種の郊外団地の特

徴は傾斜です。これがいろいろ話をややこしくしていまして、位置関係をどう調べるのかは、なか

なか難しいんですけども、そういった地形的な条件。 

交通の条件には、道路の条件や地形の条件が関わることになりますので、そのあたりを少しずつ



 4/13 

 

整理していただけると。 

冒頭に申しましたように、同じような対策は組めないと思うんですね。場所の条件が多様過ぎて

難しい。そういう意味で、対策を整理する時のヒントになるのかなあというふうに感じております

ので、もし、今の中で取り組めるものがございましたら、ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 

間野委員長 今、塚井委員の方から御意見があったのは、実を言うと次の資料３のところで、少し議論をして

いただこうかと思っていたところです。ちょうどそれをきっかけということで、資料３にいったら

いいかなと思いますが、特に今の別紙４と５に関して特にございますか。どうぞ。 

 

今田委員  団地名なんですけれども、現在通称で使われているものと、開発している時の団地名がありまし

て、資料には、開発している時の団地名で書かれているんじゃないかと思うんですけれども、そう

すると、一般的には分かりにくい部分がありますので、できれば開発したときの団地名称の隣に、

通称の団地名を入れていただくと、分かりやすいかと思うんですが。 

 

間野委員長 その辺り今後はどうしますか。 

 

事務局   今後は、整理した時に入れるようにしたいと思います。 

 

間野委員長 その辺のところは、当然気付いておりまして、別の団地の中でも、これは一つの団地として考え

てみているところもあります。その辺りは、資料を出す、オープンにしていく段階では分かりやす

いように。はい。どうぞ。 

 

金谷委員  ここに挙げられた団地の開発面積を５ha 以上にされた理由を教えていただきたいのが一つです。 

なぜかというと、確かに高齢化が進んでいるとか、いろいろ条件があると思うんですが、それな

りに人口の集積もあって、高齢化率にしてももっとすごい団地もいろいろあるということを考える

ならば、これより小さい面積のところの方がですね、バスが通らないとか、住宅団地のしんどさっ

ていうのは規模の小さいところにもでてきてる問題もあるのではないかなという気がするんです

ね。 

政策をどこまで広げるかっていう、どこかに線引きっていうのも分かるんですが、基礎データと

して、もう少し小さいところまでの団地をカバーしておく必要はないのかなという、ないという判

断であれば、その状況を教えてください。 

 

事務局   対策の必要がないということは、全く思っていませんが、５ha 以上の団地には開発するときに

計画協議制度というものがございまして、５ha より小さいものは、エリアが特定できないことが

ございます。そのために人口が特定できないきらいがございまして、このたびは人口が整理できる

５ha以上ということで整理をさせていただきました。 

ただ、施策を今後検討していって、それを実行に移すという段階では当然５ha以上でないとい

けないというわけでは決してありません。そこは規模の大小は関係ありませんので、広げていくこ

とについては考えていきたいです。 

 

鈴川委員  ５ha以下の団地はどれくらいの数があるんですか。 

 

事務局   今、私どもの方では把握できておりません。 

 

間野委員長 現在の法律でいうと、開発許可制度の中で把握するしかないんですが、開発許可の基準は５００

㎡以上ですから、５ha との間にはものすごい数の開発が行われているわけで、その間で、どこで
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団地というような基準を決めて拾うかっていうことは、これまた非常に難しい。 

そういう意味で、５ha 以下の団地というものの数を正確に調べようとすると、まずは５００㎡

の開発を団地というのか言わないのかみたいなところから議論が始まるので、まず、数を出すのは

実態的には無理ですね。 

 

金谷委員  すべての実態が見えないにしても、そういう目配りというか、１００パーセント補足はできなか

ったとしても、何らかの形でそこの実態、情報集積していくこともできればと思います。 

 

間野委員長 事務局の回答にありましたように、５ha以上にしか対策を打たないということでは全然なくて、

単にデータ的に５ha 以上のものはちゃんと捉えられるけども、それ以下のものは捉えられないの

で、５ha以上にしたということで考えていただければいいと思います。対策そのものが５ha未満

は打つ必要はないみたいなことは一切考えていないと思います。よろしいでしょうか。 

 

塚井委員  統計上の問題が大きいと理解しておりまして、今の御議論あった点というのは、よく我々もデー

タを扱うときに出てくる限界なので、もちろん本質的にやらなきゃいけないこととデータに限界が

あるってことは全く別の話ですから、データがないからしなくてもよいという議論ではないと思い

ます。しかし、できないものをやろうとすると非常に大変なわけで、そこはまた限界があるのかな

あと思います。 

      話は少しずれますけども、先ほど地区によって特性は違うという議論はありましたが、私は逆に

大きい方が気になっていまして、大きな団地は大き過ぎるんじゃないでしょうか。この地図の中で

も一つ塗られている名称としては同じ団地だと思いますけども、それが全くバラバラの大きさにな

っていますので議論がしにくいのかなと。 

単位をそろえて分析するというのは難しいんですけども、むしろ大きなところを小さく分けて、

規模感を揃えて議論していく方が生産的で、そうやっていくと小さな区画の議論にも繋がっていく

のかなと感じました。 

 

間野委員長 これは吉村委員の自己紹介のときにまさしくそのようなことはでておりましたよね。高陽ニュー

タウンＡＢＣあるけども、それぞれ違う。かつその中でも自治会としてずいぶん考え方が違うとい

うようなご意見がありました。まさしくそういうところがあります。美鈴が丘も３つの古い街区と

１つの新しい街区とはかなり様子は違いますし、抱えているものも違っているところもあります。

そのあたりは具体的に対策を検討したり、データを作っていくときのデータの単位みたいなものに

反映していただければいいと思います。 

実は、既に次の資料の議論に入っていっているんですが、資料２ではとりあえず、市内の団地の

何となくのイメージを全体として共有していただくための資料ということです。 

次の資料３、現状調査・意識調査の方に移っていきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

事務局   （資料３「現状調査・意識調査について」を説明） 

 

間野委員長 はい、ありがとうございます。それでは、これは今日ぜひいろいろチェックして、御議論いただ

きたいところです。とりあえず調査項目ですね。別紙６から８までについて何か御意見をどうぞ。 

 

三浦委員  別紙６についてですが、公表が難しいかもしれないですが、平均区画面積とか、いわゆる売り値

ですね、現状でもし売却するのであれば、どのくらの価格になるのかの情報まで入れるのかどうか。

なぜかというと、おそらく現時点でのニーズが価格に出ていると思うので、出来ればその辺も出し

ていただければと思います。ただ、微妙な情報になってくる気がします。 
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間野委員長 あまりこだわらずに、どんどん意見を出していきましょう。出された御意見の中で、これは無理

というものは、後で整理しなければいけませんが、まずは意見を出していただければいいと思いま

す。 

 

三浦委員  開発時にそこに移り住まわれた方がそのまま居住しているのか、そうではないのか、というとこ

ろは別紙６のデータとして存在するのか、個別のヒアリングでないと分からないのか。 

 

事務局   ヒアリングでないと分かりません。 

 

三浦委員  これはいわゆる第二世代の人が住んでいるかどうかというのがどうかと。 

 

事務局   居住年数を聞きますので、それとの集計でいつ入ってきたかは分かります。 

 

三浦委員  別紙７の方だと、地域活動に関してかなり聞かれていますが、どのような活動があるかそのもの

についての情報は把握されていますか。 

 

事務局   把握できていません。 

 

間野委員長 それは調べる必要があるかどうか考える必要がある。それと照らし合わさないと意味がない。 

 

三浦委員  そこの団地でどういう活動があって、そのうち、たまたま聞いた居住者はどこに関わりがあるの

かということですね。あとは、住まいに関して何らかの住民同士の協定等が存在しているどうかと

いうのも調べてみてはどうでしょう。 

 

間野委員長 建築協定、地区計画。 

 

三浦委員  それから、別紙７の２枚目のところで、転出したいのか、継続して住みたいのかというのを聞か

れているところがありますが、以前、私の方で簡単に調査したときには、「転出したい希望はある

けども、条件が整わないのでいけない」という方もいらしたので、その辺もくみ取った方が良いと

思います。私の調査では経済的な理由によりあきらめている人が多かったですけどね。 

最後のところの別紙８なのですが、住宅団地への住み替えの意向を住宅団地以外の方に聞く際に、

聞かれた方は、どこの団地を想定したらいいんでしょうか。 

単に団地と言われたときに、どこなのか、それぞれの方でイメージするところが異なると思われ、

回答の内容が変わってしまうと考えます。 

 

間野委員長 最初に何か示さなきゃいけないね。典型的な団地っていうのはこういうものですが、こういう団

地に対してあなたはどういうふうに考えるか、最初の提示がいりますね。 

 

三浦委員  単純に聞くと、例えば、今、新規に造られている西風新都に行きたいと言われたら、それで終わ

ってしまう気がします。 

 

事務局   そこは調整します。複数用意した方がいいかも分からないですね。今、完成しつつある新しい団

地と、古くからある団地、それぞれに聞いてもいいかもしれないですね。 

 

間野委員長 ほかにいかがですか。 

 



 7/13 

 

西川委員  別紙６ですが、バス路線の有無というところでですね、バス路線の形態といいましても色々あり

まして、バス会社が自主的に運行しているもの、行政の補助、コミュニティ的に運行しているもの、

場合によっては乗合タクシーもあろうかと思います。そこをまず、類別をするということと、路線

自体がフィーダーなのか、市内あるいは周辺の主なところへ直接乗り入れているのかの整理をして

おくと、議論が行いやすくなるのではないかと思います。 

 

林委員   別紙７に自治会の機能が全然触れられていないんですよ。 

町内会加入率が非常に低いということを常に広島市から問題提起されていますね。これは自治会

の機能と関連している要素が非常に大きいです。なぜ、その自治会・町内会の加入率が低いのかと

いうことを意識調査に含めて、居住満足度と絡めてアンケートを集計してはどうでしょうか。 

 

間野委員長 なるほど、いいですね。 

    

事務局   なぜ自治会に参加しないんですかという感じでしょうか。 

 

林委員   なぜ参加しないというか、自治会機能そのものがですね、硬直化している団地は結構あるように

思います。例えば、なり手がないからいつまでも自治会の会長さんが何年も継続している。そうい

うふうに何十年もやっているような方はですね、変化に対応できないんですよ。ただ、それが住民

にとっては不満っていうことに繋がりかねない要素があるので、自治会の機能が果たせているのか、

ということを含めて。 

 

間野委員長 それは意識調査ということもそうですけども、実態で自治会はどういうふうになっているかとい

うことを知らなきゃといけないと。 

 

林委員   調べなきゃいけないと。 

 

間野委員長 分かりました。ほかにはいかがですか。 

 

金谷委員  どんな生活をしているかを聞くんであれば、調査回答者とその家族の健康状態を詳しく聞く。健

康ですか、普通ですか、そうじゃないですか、２択か３択かぐらいでいいと思いますけども、健康

面に課題を抱えている、あるいは要介護状態にあるっていうような人達が、そこにどのくらいいる

のかっていうのを、団地の問題を考えるうえでは必要かなと思うので、健康に関するということも

どこか入れてもらいたいと思います。 

生活環境のところで、近所との付き合いっていうのがあるんですけども、高齢者の世帯も調査対

象にするのであれば、近所のみでなく、親族や友人との付き合いの頻度も調査してはどうでしょう

か。 

なぜかというと、いざとなったときにサポートできる繋がりがどれくらいあるかというのも、把

握しておいた方がいいのかなと思うので、付き合いには家族との付き合いの頻度、同居してない友

人を入れてもらえれば、生活者の実態が分かるかなと思います。 

あと、居住満足度を聞く中で、あまり差し障りのないように、今の生活は経済的にうまくいって

ますか、苦しいですかみたいな、そういう状況がある程度分かるようなことが入っていれば。御自

分たちに経済的な豊かさがある地域であれば、その解決方法もまた違うかもしれない。そうじゃな

い人たちが多いところでは、違うことがあるかもしれないという意味で、何らかの形で生活レベル

が分かるような、指標になるような質問があればいいと思います。 

 

鈴川委員  先程、地域活動への参加のところで、それぞれの活動がどういう活動があるかという議論で、例
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えば、今の調査対象になっている地域でどういう活動が実際にあるかは、社協としてある程度調べ

ることは出来ますが、それぞれの団地ごとにそれは全部違うので、そこを特定して調査項目にする

のは、非常に聞き方が難しいと思いましたが。 

 

間野委員長 非常に難しいですね。 

 

鈴川委員  既にどういう活動があるかっていうのは、社協として情報提供はできますが、それぞれの地域と

いうか、団地ごとにすべてやられている活動は異なるので、それを「この調査対象にエリアには、

こういう活動があるからこれに参加しますか、どうですか」という聞き方は非常に難しいのではな

いかと思います。 

それと、調査は、実際どういう方法でやるかところの説明がなかったんですが、郵送、業者委託

とか。 

 

事務局   郵送です。 

 

間野委員長 住民基本台帳から無作為抽出して個人に郵送し、回収というふうに。 

 

鈴川委員  地域活動への参加状況のところを具体的にどう聞くかというところについては。 

 

間野委員長 難しいことはその通りですので、どういった方法があるかというのは、今後、事務局で考えてい

ただきたいと思います。 

 

事務局   私どもで思っていたのは、やはり地域によって全部違うので、例えば、趣味のサークル活動に参

加しているだとか、自治活動に参加しているだとか、防犯の類だとか、そういうジャンルで聞いて

みようかと思っています。 

 

間野委員長 そのあたりは具体的に設問を作る段階で検討していけばよいと思います。 

とりあえず、こういう調査項目が欲しいというものは出していただいて、可能な限り盛り込むと

いうことで御容赦願いたいと思います。 

 

（今田委員が所用により退席） 

 

竹内委員  駐車場の実態についてですが、古い団地は急傾斜で開発していますから、掘り込みの小さなガレ

ージがあると思います。駐車場の形態がいま平面駐車場なのか、掘り込みなのか。また、今後の希

望を聞いてみてはどうでしょうか。例えば、車両台数を増やしたいのか、駐車場を拡張したいか、

拡張したいけどスペースがないからできないのか。 

中古住宅を相続や売却しようとした時に、今の若い方の実態に合わないという部分が、どれだけ

出ているかという部分を調べてみてはどうかと思います。 

 

間野委員長 聞けば聞くほどいろいろ知りたいことは出てきますね。ほかにはいかがでしょう。 

 

塚井委員  別紙７ですけども、先ほど相続の可能性、相続の問題があるというように、御意見がありました

ので、「相続を予定しているかどうか」。現状の同居の方でもそうでなくても、ある程度は必要な項

目かと思います。 

それから、住宅そのものがどういう状態にあるのかというのを個別の項目では質問されようとさ

れていますけども、それを別の方向で調べておいた方がよいのではないかという気がします。 
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補足的な意味で、「これまでに改築をされたかということ」。住宅を保有されてから減築なり改築

なり増築なり何らかの手を入れられたということであれば、その世帯の方に合わせたということに

なるのかなというふうに思います。 

それから、これも過去をたどらないと難しいですが、敷地の分割が起こっているだろうと思いま

す。 

 

間野委員長 敷地の再分割ですね。 

 

塚井委員  ええ。現象としてはそれがあって。敷地面積っていう項目がひょっとしたらないんですかね。 

駐車場の問題とちょっと関係していまして、庭のない住宅に住んでおられる方が結構増えてきて

いるなと。庭がなくて、敷地を全部使って、駐車場を作って、建物を造ってという形で居住されて、

直接に問題はまだ起きてないと思いますけども、住宅団地の理念からすると、ちょっと逆行してい

るというか、良い居住環境だったはずのところが、こうゆうことにつながるかなと考えます。 

 

三浦委員  今、塚井委員が言われた部分をもう少し詰めておいて欲しいのは、自分がもし、そういった地域

に移り住もうと考えると、エリアというものの魅力と家の魅力の両方が必要になってきます。 

それで、その辺りの絡みで項目の追加をお願いしたいです。買い手としての自分を考えたとき、

家としての魅力をどう表現し、意向を聞くことは考えていただきたいと思います。 

それと、収入の状況や就業されている場所や形態、子どもの通学先とか、そういった情報もない

と、ちょっと見えてこないところもあるかなと。 

結局は、現在の収入と通勤とを考えると、例えば今住んでいるところから替わるのを考えないの

か、あるいは本来だったら替わりたいけど無理なのかというところも見えるかなと思います。収入

を聞くっていうのはなかなか難しいと思うのですが。 

 

吉村委員  調査の中で、対象年齢が全然入っていないんですが、対象年齢をどうされるのかと。それと、実

際に地域に関わるいろんな活躍をしている方を調査対象にしてもですね、全然、満足度が違うと思

うんですよね。だから、そういう地域に関わっているかどうか、その辺を合わせた調査が必要なん

じゃないかなと思います。 

 

間野委員長 対象年齢については事務局の方からお答えをお願いします。 

 

事務局   ２０代から７０代まで、男女別に無作為で抽出していこうと考えておりますが、どうしても若い

方の回収率が低いという、この手の調査の傾向がありますので、若い方にちょっと加重を置いて調

査をしてみたいと思います。 

先ほどの町内会活動に参加されている、されていないというのは、全く無作為で選びますので、い

ろんな方が入ってきて平均値がとれるというように考えています。 

      地域活動のところは設問を作っておりますので、そこのところで、されている方については、き

っちりお聞きするということになっております。 

 

吉村委員  以前、我々のところでも交通調査というのをやりました。この時に、調査を我々もいろいろお願

いしたんですけど、みんな車を持っていたりして、困ってない方ばかりを調査したような状態にな

って、結果が最初から分かっている調査になってしまいました。 

やはり、地域に関わっている人は車を持っていて既に動き回っていますので、ほとんど困ってい

ません。ですから、調査の中にそういう地域との関わりとか役を持っていますかとか、地域活動の

参加の立場も少し詳しく聞いておいて欲しいと思います。 
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林委員   高齢者の一人暮らしの方が感じている漠然とした生活不安というのは非常に大きな問題です。そ

こで、どういうふうな面に生活不安を感じているのか、これは地域の中でサポートできる部分と、

制度を活用する部分に整理しなくてはいけませんが、そういった潜在的な不安を感じている要素と

いうものは、ぜひともつかんでおいていただけると手が打ちやすくならないかと思います。 

 

間野委員長 生活不安というのは、必ずしも高齢者だけではなくて、他の子育て世代にもありますから、そう

いう意味では、困っているという視点とはちょっと違う視点ですね。これはちょっと加味できれば

と思います。 

 

金谷委員  最後の住宅団地外居住者に対する調査なんですが、デルタ市域の市民に限定せずに、今住んでい

るところについての満足度を前半で聞かれて、将来というか近いうちに住み替えをするならば、ど

ういうことがポイントになるか、オプションの一つとして住宅団地がどうかっていう聞き方はどう

でしょうか。 

都心にいても都心のもっと便利な所に行きたい人もあるでしょうし、若い人であるなら、もっと

田舎の方に行きたいっていう人が増えているという話もあるので、選択肢の一つとして住宅団地を

入れて、相対的な中で聞かれた方が。ここだけにフォーカスすると、他の選択肢が消えてしまって、

回答が偏るのかなというふうに思います。 

 

間野委員長 時間があまりなくなってきたので、別紙９、１０のところに移りたいと思います。 

 

塚井委員  平均よりも危険なところを知りたいということで、ニーズの調査をかけられるのはよく分かるん

ですが、結果の読み方が難しくなるので、そうでないところも調べるべきではないかと思います。 

平均よりも高いところで出てくる平均というのは、平均よりも高い平均が出てきますから、それ

を基準にして、それより危険なところの対策を打とうとする。それでいいのでしょうかということ

です。 

団地外の方に聞かれるのは、非常に結構なことだと思いますが、団地の中でも比較的放置してお

いても大丈夫な場所というのも、比較の対象として、やはり少し考えておかれた方がいいのではな

いかと思います。 

無作為に今の危険なところだけに焦点を当てるのではなくて、調査項目はよほど変な項目でない

限り同じもので結構だと思いますけども、現状で大きな問題はない、あるいは比較的若年の方が住

まわれている、そういうようなところも少し加えて、後で比較をしていくということをすると見え

てくることがあるかなと感じました。 

 

間野委員長 先ほどの調査項目は後でいろいろ精査して、どう組み込めるかっていうのを考えられると思いま

すが、この資料にある団地の選び方に関しては、ある程度、この場で統一した結論を出しておいた

方がいいと思っています。今の塚井委員の意見は、かなり根本的に選び方を変えるという話ですか

ら、十分に議論をしておきたいと思います。 

 

西川委員  別紙１０のところの調査対象の○が入っているところっていうのは、バスの便があるところ、な

いところ混在しているという理解でいいですか。 

 

事務局   混在しています。 

 

西川委員  少し気になったのは、例えば今５０代の方がですね、今はマイカーを運転できます、だから今の

ままで十分です。あるいは、バスがあるから今のままでいいですと。しかしながら、自分が運転で

きなくなったときに、今の環境の中で住み続けられますかと言ったときに、バスがなくなったら住
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めませんよとか、いろいろ将来予測の部分を今回の調査の中に盛り込んでおく必要はないんでしょ

うか。 

 

間野委員長 対象団地の選び方として、何を考慮しないといけないかということで言えば、あまり年とったと

ころだけでなくて、若い団地にも将来の不安みたいなことを聞くべきだということでよろしいでし

ょうか。 

 

西川委員  団地を選定して調査するに当たっては、どこまで掘り下げるか別としても、ただ単に高齢化率が

高いところだけをやるっていうことでなくてもいいんじゃないかと思います。 

 

林委員   高齢化率の問題なんですが、６５歳以上で高齢化率というのがひとくくりにしてありますが、こ

れはある程度分解する必要があるんじゃないかと思います。 

平均寿命もすごく延びている、健康寿命も延びている時に、６５歳以上が高齢化率よっていうひ

とくくりの提案でいいのかなあという気がします。したがって、これは１０歳ピッチがいいのか、

５歳ピッチで例えば構成比がここに加わっていると、このデータを地域に持ち帰ったときに活用が

しやすくなるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

間野委員長 おっしゃることは確かによく分かります。そういうことを反映した対策を考えていかなくてはい

けないってことは確かなんですが、ここでその辺のデータを踏まえて対象団地を選ぶってことにな

ると、かなりの作業になってしまうので、できれば、あまりその辺のことを掘り下げない中で対象

団地は選びたいなと。 

 

林委員   それでいいと思います。データの利用方法を提案していくというのも一つの方法だと思います。 

 

間野委員長 それは、先ほど議論していた現況調査、別紙６で、まさしくそういうことが必要になってくると

思います。先ほどの最初の資料にもありましたように、６５歳以上の年齢だけでなくて、６０歳以

上の年齢だとどれくらいのパーセントかっていうのが出ていました。それを更に詳細にやっていこ

うっていうのが、この別紙６ですから、そちらの方で利用することができると思います。 

 

三浦委員  先ほど年少人口率を質問しましたが、データを見た時に、かなり古いところでも年少人口率が市

の平均よりも高いところがあるんですね。それは、ある程度、若い世代の人が入ってるんだろうと

思われますので、やはりそれは対象として入れるべきではないかと思います。 

すなわち、先ほど塚井委員も言われたように、単一の条件の中で選ぶのではなくて、条件によっ

て、それぞれの特性がある程度基礎情報で見えるところで比較できるように対象団地を選んでいく

という考え方が必要だと思います。年少人口率は、古いところでも20％ある団地もあるので。 

 

間野委員長 塚井委員の御意見も、三浦委員の御意見も、要は問題がある団地だけではなくて、問題がない団

地は、なぜ問題がないのかみたいなことを比較検討できるような形の対象団地選定がいいのではな

いか、ということで御意見は共通していると思います。 

 

吉村委員  団地を選ぶ議論ではなくて申し訳ないんですが、私たちの団地での意識調査の結果、現時点では

かなり満足度が高いんですね、だから、１０年後、２０年後をどうするんですかということを今聞

いているところです。今から対策していかないと間に合わないという思いがありますので、１０年

後、２０年後という調査意識も入れていただきたいなと思います。 

 

間野委員長 そういう意見が多数派を占めているような気がしますので、もし他の委員に御異存がなければ、
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少し選び方の方針を変えるということでいったらどうかと思いますが、よろしいですか。事務局よ

ろしいですか。 

 

事務局   はい。 

 

間野委員長 まず、ここでは昭和５０年代に開発完了という団地しか対象にしていませんから、まずこれを拡

大しないといけないっていうことと、いわゆる問題団地と思われるところだけではなくて、いわゆ

る健全な団地というところも対象にするということで。 

今手に入っているデータで言うと、年齢構成ですかね、このあたりである程度選べるかなと思い

ますが、そのあたりを基準にして団地を選ぶと。もっとも、調査の技術的な問題として、町丁目と

一致しているかというのは、これはこれで後々重要になってくるので、なるべく前提にしてやって

いくという方向で、事務局の方でもう一回見直していただくということにしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 

吉村委員  団地を選ぶとなると、今から時間もないと思いますので、市が選んでいる内容にいろいろ出た意

見を少し加味していただいて、１回目はこのままでいいと思います。２回目、３回目をやるかどう

かの問題ですが、その辺も合わせて教えて欲しいと思います。 

 

間野委員長 ２回、３回と同じような形で全市的にやるというのは、たぶん非常に難しいと思います。かつ、

今出てきた意見に基づいて、対象団地をもう一回選定し直すのにかかる時間というのは、そんなに

かかりません。これだけ意見が出てきておることですから、この際修正した方がいいと思います。 

ただ、２か月に１回の次の研究会まで待つというのは難しいので、とりあえず私の方に一任して

いただいて、事務局が出された修正案をチェックをして、結果を皆さんにお知らせするというかた

ちでよろしいでしょうか。 

 

各委員   はい。 

 

塚井委員  この種の調査をするときに、もう一点だけ気を付けるべきことがあると思います。 

真ん中辺の年代の人があまり答えないので、回収したときに年齢構成比率が非常にずれてくると

いうことと、住宅の区分でいう賃貸の方はあまり興味がないので答えないので、戸建と集合の両方

とも調査ということであれば、集合の方は回答が取れないですよと申し上げたい。 

その辺りはうまく調査を設計されて、できれば、回収されてきたものができるだけ実態に近いよ

うになるように、傾斜の付け方を少し工夫いただければなと思います。 

 

間野委員長 それは考慮しようと思っていまして、要するに高齢者よりは、いわゆる中堅層の方の抽出率を上

げようと思っています。持ち家か借家かに関しては、私自身は借家の回収率が少なくても、たぶん

郊外住宅団地の問題は、特に、広島という地域における郊外住宅団地の問題は、いわゆる持ち家、

戸建持ち家の問題が基本ですから、賃貸住宅居住者の人に調査があたって、その人からの回収が悪

くても、まあそれはいいかなあというふうに思っています。 

 

時間が来てしまいました。今日、とりあえず一通り御意見をお聞きしましたけども、特にこの現

況調査、資料の３の調査対象団地については、最初に言いましたようなかたちでやりますけども、

別紙６からですね、現況調査、それから意識調査、それから団地外居住者の意識調査に関しては、

さらに御意見があれば、まだ当分の間は大丈夫ですので、意見を事務局の方にお寄せいただければ

と思います。 
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それで、次回のことなんですけれども、この意識調査、それから現状調査をなるべく早く始める

わけですが、ただ、それがまとまって出てくるまでには、かなり時間があります。 

そこで提案なんですが、見学会をやったらどうかと。これは全部回るわけにはいかないので、ど

こか選んでということになるんですが、その見学をしたところの自治会長さんとかにいろいろ話を

聞いて、いわゆる団地問題の現状を現場で共通認識を持つというようなことを一回やったらどうか

と思います。今日はいわゆるデータ的なかたちで概要を皆さんに共通認識を持っていただこうとい

うことだったんですが、やはり、現場は全然また違いますので、それをやったらどうかと思ってい

るんですが、いかがでしょうか。  

 

（各委員賛成） 

 

間野委員長 それでは、次回の研究会は現地見学会ということで、これはまた具体的にいつどのようなかたち

でやるか、事務局の方で調整をしていただきたいと思います。それでは、事務局の方にお返ししま

す。 

 

事務局   （閉会） 

 

 


