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第３回住宅団地活性化研究会議事録 

 

 

１ 日 時  平成２５年１１月８日（金）１０：００～１２：０５ 

 

２ 場 所  広島市役所本庁舎１４階第７会議室 

 

３ 出席者  別紙配席表のとおり。 

 

４ 議事次第 

⑴ 開会  

 ⑵ 議事 

ア 意識調査及び現状調査の結果報告について 

イ 住宅団地の活性化に向けた課題について 

ウ 意見交換 

⑶ 閉会 

 

５ 議事内容 以下のとおり 

 

（開会） 

 

     （企画総務局企画調整部長あいさつ） 

 

事務局   今日は竹内委員がご都合により欠席されておりまして、代わりに大森委員が代理で出席いただい

ております。よろしくお願いいたします。 

      １０月５日に開催いたしましたシンポジウムが大変好評でございまして、アンケートの結果を

見ますと、約９割の方から今後もこのようなシンポジウムを引き続き開催してほしいというような

大変ありがたい回答をいただいております。 

このシンポジウムの内容につきましてはお手元の資料の後の方に参考資料１として付けており

ますので、後ほどご覧いただけたらと思います。 

      それでは、早速次第の議事の方に入らせていただきたいと思います。これからの進行は委員長の

方にお願いしたいと思いますので、どうぞ委員長よろしくお願いします。  

 

間野委員長 皆さんおはようございます。 

      第２回に現地調査を行って、今日が３回目ということで、住宅団地がどういうふうになっている

のか、それに対してどういうふうにすればいいのか、研究会の本題に入っていくこととなりました

ので、いろんな側面からご意見をいただきたいと思います。 

      最初の議事は意識調査及び現状調査の結果報告ということで、事務局の方から説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局 （資料１「住宅団地居住者等に対する意識調査結果（概要）」について説明） 

 

事務局   以上が意識調査の結果でございます。引き続き現状調査の方も説明をさせてもらってもいいでし

ょうか。それとも一旦空けましょうか。 

 

間野委員長 皆さんいかがですか今の説明を聞いて。分からないこと、あるいはその読み方、私はそういうふ
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うには読まない、この結果はこういうふうに読むべきだ、みたいなこともあるかなとは思うのです

が、その辺りいかがでしょうか。 

      僕の方から確認なんですけど、年齢構成がバラけているので、皆さん「えっ」と思ったのではな

いかと思いますが、サンプリングの仕方は、確か世帯主に聞いたんじゃなくて、個人を選んだんで

すよね、その辺のサンプリングの仕方をちょっと確認したいと思います。 

 

事務局   サンプリングは委員長のおっしゃるとおり、世帯ではなくて個人単位で、しかも年齢もきちんと

バラけるように、住宅団地の方も住宅団地以外の方もバラけるように送りました。 

      通常のアンケートですとどうしても高齢者の回答が多くて、２０代、３０代の回答は尐ないとい

う傾向がございますので、今回は２０代、３０代の方を尐し多めにピックアップして送っておりま

す。以上でございます。 

 

間野委員長 説明のことをちょっと念頭において見ていただければいいと思います。 

 

吉村委員  すみません。男女別はどうなんでしょうか。 

 

間野委員長 ここには出ていませんが参考資料２に載っています。 

 

事務局   参考資料として意識調査結果の全バージョンを付けておりますので、その中で男性女性が分かり

ます。男性の方が尐なくなっております。 

 

間野委員長 １ページ目に出てきますね。男性が３３．６％、女性が６５．９％、３分の２は女性。これはサ

ンプルの問題ではなくて、女性の方が熱心に回答してくれたという結果だと思います。 

それでは、続けて現状調査の結果を報告してください。 

 

事務局 （資料２「住宅団地カルテ（２４団地〔意識調査実施団地〕）」について説明） 

 

間野委員長 はい、ありがとうございます。それでは、先ほどの意識調査のことそれからカルテのこと両方含

めまして質疑を行いたいと思います。いかがでしょうか。 

 

大森委員  カルテの中の人口のところの世帯数、この数字は何のデータから持ってきていますか。 

 

事務局   世帯数も平成２４年９月時点の住民基本台帳から拾っております。 

 

塚井委員  分析はこれからされるのだとは思うのですが、興味深い結果だというふうに見ております。ただ、

この研究会として、整理の仕方をどうするかの方針が必要だと思います。いっぱいいろんなことが

出てきていてコミュニティの活動のこともありますし、交通の問題もあるし、それから、当初、中

心部も調べてくださいということで委員会の方からお願いした結果、今回、比較ができるような状

態になっておりまして、そういう意味では、先走って結論を申し上げますと、公のところでできる、

やるべきことと、それから住民の方々ご自身に取組をある程度お願いしないと解決しない部分の切

り分けが焦点になると思っています。町内会に公が関与する状況はちょっと想像できませんが、シ

ンポジウムのご意見を見てるとそういうんじゃダメなんだよと、公がきちんと関わらなきゃいけな

いんだよということもおっしゃって、それもそうだと思いますが、しかし、まさか町内会活動を市

が代行するような結論にはならないはずであって、それはサポートするということですね。 

プレーヤーとしては住民の方にお願いする。一方で交通の話なんかになってくると結構多岐に渡

りますし、それから若い世代の方をというような話になると、これは住民の方がどうのこうのとい

うような取組でもありませんので、その辺りは、最終的には区分けをしてくような方向でまとめな

いと、議論が発散するのかなというのが、まず感想として思いました。これが一点。 
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      二点目、マクロな情報の読み方ということで、私の感想ですけども、これやっぱり家に対する考

え方が相当違ってきているような気がします。 

下手をすると家を持つということがリスクとしか考えられなくなっているというように若い世

代の方は考えている。もろもろの流動性、つまり「かたつむり」というイメージですが、背中に家

をしょい込んだ状態で広島にいるのか、その可能性すらもこの先分からないというふうに若い世代

がお考えの場合は、あえてかたつむり状態になろうとせずに、もうちょっと身軽な状態でおいてお

きたいというようなことの表れかもしれない。そういう層の方がたくさんおられるかどうかまだ分

かりませんが、漠然と住宅を持ってそこでその何かその流動性をちょっと下げるような決断ですね、

将来の流動性を下げるような決断を避けておられるのかなというような印象を持ちました。 

そうすると取れる政策は尐なくなってくるのですが、例えば、郊外に住んでいて戸建で賃貸とい

うパターン、かなり珍しいと思いますが、都心の形態ですね、戸建でなくても賃貸物件が多いのは

都心の形態ですが、とにかく郊外に人をなんとしても呼ぼうと、ただし良好な居住環境をというふ

うに考えると、賃貸というかそういう形態もあるのかなというふうに思います。 

これ実は戦略としては、言葉は悪いですけども中山間地域に人口を増やすということと同じよう

な発想になっていきますが、その辺りというのは、知ることはできるんでしょうかというのが二点

目の質問です。以上です。 

 

間野委員長 一点目は、次の資料３で、これらの資料から何を課題としていくみたいな話に入ってくるご意見

だと思います。 

 

事務局   実態はちょっと分かりませんが、今後、対策を取っていく中で、賃貸に誘導していくための対策

というのはあり得ると思いますので、そういった観点で検討を進めていくということはあると思い

ますが、今現在、委員がおっしゃったような客観的なものというのは今持ち合わせておりません。 

 

塚井委員  はいありがとうございます。 

 

間野委員長 塚井委員に質問なんですけども、２番目の若い人達の考え方はこうではないかというのは、どの

辺から拾ったのでしょうか。アンケートの結果からですか。   

 

塚井委員  単純にアンケートの中で、中心部に居住されている方で、郊外に移り住まれるという方の意向が

極めて低い、という点からです。意外というふうに申し上げましたけども、これは子供さんを持た

れるのであればやはり高い地代を避けて、広い所で安心して住むという方に流れてもよさそうなも

のが、そうでないのはなぜなのかなというふうに考えました。これらの項目の中で上がってなくて

ありそうなものは何かなというふうに考えると、そうなのかなと。 

あるいは、仮説はもちろん他にもいっぱいあります。例えば、一人っ子の方同士が結婚すると、

家が２軒ある可能性があるんですね。そうなると、もう選択の余地もないというか、どちらかに住

むという状況があり得ます。あるいは自分で新しい家を買ってどうのこうのではなくて、援助を受

けて家を建てるので決定権が自分に無いとか。パターンはいろいろと読めるのですが、尐なくとも

住宅に対するとらえ方、それは実は転居のときにも、例えば、ローンを抱え込んでそれをきちんと

まっとうできるかどうかという、そういうライフプランみたいな話になってきますので、他都市に

転居というような、そういう大がかりな見方だけが問題とも言い難いところがあります。ただ、は

っきり言えることは、この住宅が開発された時の見方では、郊外に住宅を、家族が安心して住める

場所を作らなきゃいけない、だからそれを早く整備してということだったはずです。それが今高齢

化しているのだから、同じ発想で、そこに人が入ってきてもらえるのかについて早く手を打てるか

というと、そうでないのかもしれないと感じています。 

 

間野委員長 そうでないかもしれませんね。昔はやっぱり資産として重きをおいていたというか、今のように

地価が下がり気味になってきている中では、ほとんど意味がなくなってきているみたいなことも含
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めて、塚井委員の想定はかなり合っているかなと、その辺のところを前提にして考えないとという

ことですね。 

他に何かありませんか。 

 

林委員   この資料で注目したのは空き家と空き地のところです。先ほどの説明では、（空き家の抽出は）

名札表示がされていないものを拾ったという表現ですね。これはシンポジウムでも申し上げたの

ですが、最近の新しい団地というのは、名札表示をしない、地番の表示も外すというパターンが

あってですね、こういうふうなものがカウントされているとですね、実際には実態に即していな

いので、これは空き家の実態調査をやるべきだというふうに思いましたが、そういう理解でいい

ということですね。これは。 

 

事務局   そうですね。 

 

林委員   はい、分かりました。これと、例えば空き家にどういう状況でなっていくのかということの分析

は、私は必要なんだろうと思います。私が注目したのは、この６５歳以上の高齢化率のカウントの

仕方というのは対象にはならないとは思いますが、多分、お一人暮らしの方がお亡くなりになった

後に、こういうふうな問題が発生しているのだろうと、空き家になる可能性が。 

何とか活性化していくためには、この空き家をどういうふうに再開発するかいうのが非常に大き

なポイントになると思いまして、このデータを参考にしながらですね、我が毘沙門台では、実態調

査をやろうというところまで、役員会で諮っているところなのですが、この辺りのことをもう尐し

掘り下げた対策というんですかね、人口を増やす、子供を増やすという視点で、この空き家対策を

どうするかというのは、団地活性化については非常に大きなポイントになろうかと思いますので、

一緒になってですね、検討してまいりたいというふうに思います。 

 

間野委員長 はい、ありがとうございました。 

 

事務局   次のテーマにもなってきますが、空き家空き地も含めていろいろな課題がある中で、それを地域

の皆さんが。 

空き地空き家になった原因を調べたいのですが、なかなかそこは行政が調べられないところでも

ありますので、まさに言われたように地域の方にその辺を調べていただく、役割分担をしながらや

っていくということにはなろうかと思いますし、後で出てきますが、空き家空き地は我々も重要な

課題の一つだという認識は持っております。 

 

林委員   名札がかかっていても不在というのも結構ありますから、やっぱり実態調査をやっていかないと

実情というのがなかなかつかみにくい要素があるのかなというような思いがします。 

 

間野委員長 そうですね、そのとおりですね。空き家とか空き地、なかなか難しいですね。自分もちょっとチ

ャレンジしたことがあるのですが、なかなかこれ実態を把握するのは難しい。 

ただ、それが問題になっていることは確かなので、実態を把握するしないは別にして、今回この

空き地空き家対策をどうするかというのはこの研究会の主要な件の一つなので、議論は尐なくとも

しなければならないと思います。 

他はいかがですか。 

 

澤田委員  美鈴が丘団地の住民です。ちょっと全体像じゃなくてとても個別的なことなのですが、第１回目

の時も申し上げたのですが、美鈴が丘団地のすぐ北、道路を挟んですぐ向かい側が山田団地なんで

すね。今、ちょっと気になったのは、公共交通の利便性なんです。 

美鈴が丘団地は結構路線バスが多いのですが、それはほとんど９９％は山田団地から出てるんで

すね。それで「公共交通の利便性についてどの程度満足してますか」というアンケートの結果は、
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美鈴が丘団地では５７．５％となっています。 

ところが、同じバス、路線にも関わらず、山田団地の方では満足度が７５．６％なんです。これ

はどういうふうに解釈したらいいのでしょうか。むしろ美鈴が丘団地の方は、高校の方から出てい

るバス路線がありまして、便数が尐し多いはずなんです。 

０．１％とか０．２％の差でなく、あまりにも大きい差なので、「えっ」ていう感じを持ってい

ます。 

      

事務局   私の個人的な想像も入りますが、美鈴が丘団地に比べると山田団地は規模が小さい。規模が全く

違いますので、山田団地は比べるとバス停までの距離が皆さん比較的近いのではないかと。美鈴が

丘団地に住まれている方は、バス停に近い方もいらっしゃるし、バス停までかなり離れた方もいら

っしゃるので、今回のアンケートは無作為にとってますので、そういう意味で美鈴が丘団地の方が

パーセンテージが低くなったのかなという推定はできますが、ちょっとそれ以上は今ここでは分か

りません。 

 

間野委員長 いずれにしてもこれは意識調査ですから、その住んでいる家の方がどう思うかというのは多分い

ろんな要素があります。 

 

澤田委員  かなり主観的な判断ですよね。 

      それともう一つなんですけども、地域カルテの方で美鈴が丘ではデイサービスがありますので。  

宣伝の方をよろしくお願いします。 

 

間野委員長 その辺のところを詳しくここの段階では調べられていないんです。例えば、デイサービスは市内

のどこでどうやっているかというデータから取ってきたのではないんですね、今の段階では。 

住宅地図あたりで把握しますから、今後、当然のことながらそういう施設というのはあるわけで

すから、その辺のところが必要になってくると思います。 

他はいかがですか。 

 

三浦委員  現在は１番の意識調査と現状調査の結果報告の議論だと思いますので、課題についてはまた後ほ

どあると思うのですが、今の分析で、全体としては集計がなされていますが、元々エリアを選ぶと

きに規模とそれから開発年度によって分けていましたが、そういったものでの分類とかですね、今

後どういうふうに展開されるのでしょうか。 

 

事務局   まさに委員おっしゃるように、規模と年代で団地を抽出いたしましたので、今後、具体的な団地

ごとの分析に入っていくわけですが、分析した結果で、先ほど申し上げましたように、規模と年代

で六つのカテゴリーに団地が分類できます。その六つのカテゴリーごとに明確な違いが出るか出な

いかというのが一つ。 

まだそこまでできていませんので、そういった分析はこれからその規模別に若干やりまして、仮

に明らかな違いが出るということであれば、それによって対策をどうするかというようなことの違

いも出てこようかと思います。 

ただ、現時点で私共がざっと見ている限りでは、規模別ではいくつか違いが出ていますが、年代

別にはあまりはっきりした違いが出ておりません。むしろ、古くても交通機関に近いところの満足

度が高かったり、古くても学校に近いところの満足度が高かったりということで、むしろ規模より

も施設の有る無し、軌道系に近い遠いことの方が満足度に大きな影響を与えているのではないかと

いうふうには今の段階では推定しておりますけども、今後整理をしてまいります。 

 

三浦委員  今説明にありましたように、最終的な満足度であるとか住替え意向というものがどういう要因に

よって生まれているかを分析していかないと、これだけたくさんのデータをとったので、それがう

まく活きていかない、全体像は把握できたのですが、何がどう影響しているかはその分析が必要だ
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と思いますので是非お願いしたいと思います。 

 

間野委員長 僕もその辺のことはちょっと。今日はようやくアンケートの集計が全体的にまとまったというこ

とでご報告していますが、今のいわゆる、一つ住宅の団地のタイプによってどう違うのかというの

はやらなきゃいけないこと。 

今はもちろんそうですし、それから、今後のメニューを考える上で、例えば、若い人が考えてい

ることというのはどうなのかという、回答者の年代別にどういう反応しているのかみたいなことも

調べると、高齢者が思っていることと、若い人が思っていることは多分かなり違いがあると思いま

す。 

そうすると、どういう対策を打つべきかということも浮かび上がってくるかと思いますので、今

後のクロス集計に関しては尐しそういう対策を念頭においた集計分析というのが必要だと思いま

す。せっかく大量のデータがあるのですから是非やっていただきたいと思います。 

最終的には、その辺を対策に反映させていくということが、対策そのものの必要性を明確にする

ということにもなりますから、是非やっていただきたいと思います。 

他にいかがですか。 

       

大森委員  先ほど来、郊外戸建の賃貸住宅とか空き家をどうするかという問題についてですが、私住宅関係

の人間なんですけども、住宅関係の情報、売買の情報とかが、出ている軒数と、今日いただいた空

き家の軒数にはかなり差があります。ものすごく尐ないです。 

ですから外から団地内に引っ越しされる希望、あるいは団地内とかではなくて、先ほど言いまし

た資産、安い所というイメージだけで選ばれる方もいらっしゃいます。選択肢がそこになければ行

きようがない。 

この資料の一番最初の鏡が丘団地の地図の中に、団地の北西側に造成中というのがありますが、

これはもう完成しました。売り出しが数年前にありましたが、ここには現在新築の住宅がずらっと

建ち並んでいます。かたや鏡が丘の方に、我々の手元に中古あるいは土地の売出しの情報がありま

す。ですから、情報があれば、この売出しのときにこっちにもありますよと言うことが可能だった

かもしれない。値段的差があればこちらに住まわれたかもしれない、という部分も実際には発生し

ているというのをお伝えしたいと思いましてお話ししました。以上です。 

 

間野委員長 こういう意見を出していただくのは非常にありがたいです。不動産情報だとかいうことに踏み込

まないとこの団地活性化の話はダメだと思います。ありがとうございます。ということでそろそろ

次の課題のところに。また質問等は個別にやっていただくとして、時間の関係もありますので、住

宅団地の活性化に向けた課題ということで、２番目の議事に入りたいと思います。 

それでは事務局お願いします。 

 

事務局 （資料３「住宅団地の活性化に向けた課題」について説明） 

 

間野委員長 はい、ありがとうございます。それでは、住宅団地の活性化に向けた課題ということで、アンケ

ート調査、現状調査に基づいてまとめると現状分析が出てくると。それに基づいて考えられたのが

この九つの検討課題ということで説明がありました。 

      先ほどのアンケートと現状分析等の関係も含めて言うと、まず現状分析というのは今日報告され

た調査結果からこれでいいのかということがあると思います。それからそれに基づく検討課題がこ

れでいいのか、他にないのか、あるいはこの九つの中でも、尐し違うんじゃないかというようなこ

とを含めてご意見を出していただきたいと思います。いかがでしょう。 

 

林委員   ２、３質問したいと思いますが、地域コミュニティのところで町内会自治会の弱体化という指摘

がございました。これはどの部分が弱体化しているのか、どの部分が機能しているのかということ

については分析が必要だと思います。 
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例えば、町内会自治会を維持していくためには、運営費の確保という意味で町内会の加入率の問

題というのが一つのポイントかもしれません。町内会自治会が単位で運営していくために、どうい

うふうなことにお困りの問題が生じているのかというふうなことについては、別途調査をする必要

があると思います。 

それで明らかになったら、じゃあどういうふうな支援策が考えられるのかという検討に向かって

いかないと、ただ弱体化しつつあるという大くくりでは問題が解決しないように思います。 

この中で果たしていかないといけないのは、今日も鈴川さんがお見えですが社会福祉協議会の機

能と役割というのが非常に大きなポイントになると思います。これとのからみが、社会福祉協議会

そのものがどういうふうに機能しているのかということも含めて実態調査をしていく必要があろ

うというのが一点です。 

      それと、生活住まいのところですが、空き家空き地が増えているという指摘がございましたが、

例えば、自然の原理で高齢者にとってはより利便性の高い所に住み替えるというのは当然起こりう

る問題だろうと思います。 

そのときに、それじゃ現在あるその建物と土地をどのように活用していくのかというのが例えば

ポイントになろうと思います。広島市がどういうふうな取組になっているかは分かりませんが、一

般的にはマイホームの借上げ制度というのが存在しています。 

これは移住だとか住替えの支援機構が、一般社団法人ですが、ＪＴＩという組織で、５０歳以上

の自宅所有者が、その土地を有効に活用している、貸家にするというふうなことで、非常に活性化

しているとの事例も耳にしますが、ここらあたりのマイホーム借上げ制度だとか、移住、住替えす

るための仕組みというのが広島市としてどのように整備をされているのかというのかは関心のあ

るところでございます。 

 

間野委員長 よろしいですか。事務局、何かお答えありますか。 

 

事務局   町内会の弱体化と書かせてもらったのはやはり町内会の加入率が減っているというところから

こういった記述をさせてもらいましたが、やはり、弱体化して何が問題になっているのかというよ

うなところはきちんと整理をしていかないといけないかなと思います。 

マイホーム借上げ制度は間野先生もお詳しいと思いますが、制度としてはあるのですが、実態と

しては、首都圏に限ったような運用になっています。というのは資産価値がないとこの制度は成り

立たないものですから、資産価値がある程度高い団地であれば成立。逆にいえば資産価値が高い団

地はほっといても住宅流通するというのがあるかも分かりません。 

どういうふうに使っていくかというのは課題ではありますが、そういう制度がありますのは知っ

てはおります。これ以外に広島市は特段制度は持っておりません。 

 

間野委員長 ちょっと補足すると、非常に難しい課題があって今はほとんど首都圏だけになって、関西でもか

なり取組はされていますが、関西でもほとんど機能していなくて、それは仕組みとかいろいろとあ

るので、それをちゃんと研究することは必要です。 

それと今林委員がおっしゃったいわゆる住替えをどう促進するかということは非常に重要なテ

ーマでして、これは移住・住みかえ支援機構を使う使わないは別にして、高齢者が移った後に若者

が入ってもらえば一番いいわけですが、そうするためにはどうすればいいかというのは、今回の研

究会の大きなテーマの一つだと思いますので、是非その辺は研究していっていただきたいと思いま

す。 

それから、自治会に関しては、非常に大雑把な現状分析しか出していないということで、実際に

は当然のことながら、課題の三つ目の団地全体の管理方法の構築というところで、いわゆる自治会

がなぜ活性化しないのかということの細かい分析も含めてこれを検討していかなきゃいけないと

いうことになるので、そのときに是非それぞれの個々の自治会の実情を踏まえた議論をしていく必

要があると思います。 
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塚井委員  今まさしくご意見いただいたように、まとめかたですね、あとこの委員会の目指すところという

ところだと思います。現状、時間の制約上細かい分析ができていないのは、これはもうやむを得な

いとしか言いようがない。これからもう尐し精査していく、あるいは場合によっては、それぞれの

コミュニティレベルの問題でもありますので、団地よりももう尐し細かい単位で考えていただいた

方がいいのかもしれませんが、近隣のお住まいの方々がどうなのかということについて、細かくこ

の結果を利用できるように、後に情報提供していくというような取組も必要かなというふうに思い

ます。 

全体としてはやっぱり、これ私としても、この中の団地に実は過去住んでいたことがあって、パ

ラパラとこう地図を見ながら、ああこういうのがと思ってもみます。ただ今は東広島市民でありま

すので、そこに住んでいるわけではありません。 

そうするとやっぱり外からこう引いて見るという感じになるのですが、マクロレベルというか、

引いて大きく見るときと、それから目を近づけてみるときは取組というか考え方を切り替えないと

いけないと感じています。そして、引くときは基本的にコンサバで見るというか、悲観的に見ると

いうような立場になろうかと思います。 

言い方が非常に冷たい書き方がしてあるのですが、そんなことはないぞということはたくさんあ

るはずですし、それぞれ具体の例外はあるかとも思いますが、しかし、引いて見るときはやっぱり

冷たく見ておいた方が後でがっかりしなくてすむというところもちょっとあるのかなという感じ

がします。 

具体的に申し上げますと、最初の整理の仕方は非常に適切かなと思っていまして、私もぱっとど

ういうふうにまとめるのだろうと思って、資料３を見ずにさらさらと書き出したのが、順番はとも

かく、コミュニティと交通と施設と住宅、簡単にいってこの四つを対象に物事を考えていかなけれ

ばいけないと思っています。住替えの話は尐しややこしいので別途考えなきゃいけないのですが、

そうなっていきますと先ほども申したことの繰り返しになりますが、２ページ目の課題に対して、

誰がどうやって取り組むか、そこをくっつけて整理して、それがだんだん肉付けしていくんだろう

なと。 

現状こういう項目分けが出てきて、誰がどうやってというところまでできたら、そこで先ほど申

し上げたことの繰り返しになりますが、例えば、コミュニティの話を共助を全く期待しないという

か、最初から崩壊しているとか決め付けて動くのもちょっとおかしな話なので、それはやはりかな

り期待してやることになるでしょう。 

実はそうは言いながらちょっと逆のことを申しますと、あまり参加したくないという方が現状結

構おられることをどうとらえるか、これは各コミュニティの実情、防災とかで関わらせていただい

ていると、何ていうか負担感の不公平感というか、我々は一生懸命やっているのになんでこの人達

はやらないんだというような、こういうことがまた逆に変なことですが崩壊を招くというか、せっ

かくちょっとやる気になってくださっている方が、こんなことまで押し付けられるんだったらちょ

っと我慢できないというような。 

それはもっともなお話でありまして、そこはちょっともう尐しうまく介入していくといいますか、

第三者的な立場で、それこそ外部の方の役割なのかもしれませんが、そこをうまく解消していかな

いといけないような課題があると思います。 

従って何が言いたいかといいますと、暖かく皆さん協力していただけることも前提にしつつ、そ

うかといって、全員がそれに乗ってくださるというのはありえないので、乗ってくださる方の中で

どうやって不公平感を抑えていくかというようなことがポイントになりそうな感じがします。 

その他の交通の問題、住宅の問題は基本的には市場原理で動いていくところが多いので、これは

極めて冷たく見ておいた方がよいのだろうと。 

ただ例外がいくつかあって、コミュニティの中で、交通が期待できるパターン、例えば、私も送

迎はちょっと着目しているのですが、そういったような活動が、送迎どころか、既にいろんな形の

スペシャルトランスポートといって、短距離の交通をコミュニティがある程度関わって、立案され

て、運用されているところは尐ないと思いますけどもございます。 

というような点に気を配りつつ、ベースとしてはやっぱり市場原理にのっとっていくと、住宅は
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もとより、その資産が関係するところですので、制度を作ってもらわないとしょうがないのかなと

いうところがあります。 

      二点目は、委員の皆さんからのご質疑を伺っていて、分析がどこまでできるかということです。

これはタイムスケジュールとの関係ですが、利便性がらみの話は基本的に解像度の問題で、どこに

住んでいる方がどこに行くのにとか、バス停までどうだというような話になってきます。 

それはちゃんとやればできます。ご存じのように、グーグルのようなものもありますし、地図は

検索すれば出てきますが、出てくるというのと、それからその集めた結果を地図の上に落して施設

の関連性を精細に見るというのはまた別問題で、かなりの手間がかかるはずです。 

従って事務局として、必要性があるというのは、どの案件も必要性があるんだと思うのですが、

できる範囲のことで収めておかないと収拾がつきません。 

例えば、もうちょっと細かく、返してくださった方の町丁目が分かるんであれば、それである程

度線引きをしてバス停からの距離みたいなものもある程度近似的にやるという手もあると思うの

ですが、これは分析能力の問題になってきますので、このスピードというか、この委員会の期限の

お尻までに全部終わるのかというと、難しいかもしれないなというふうに思っています。 

ただ、内心としてはそこまでやらないと利便性がらみのことは、交通がらみのことは出ない。基

本的には出ないはずだと思います。その辺りちょっと検討を。私もただ注文を出すだけの立場で言

えば、ああしろ、こうしろと言えるのですが、まとめるというような方向性まで考えると、ちょっ

と無理を言いすぎると、細かいことをやりすぎて全体を見失うようなことになると面白くないなと

思っているので、その辺りちょっと委員長にお任せして検討をいただければと思います。以上です。 

 

間野委員長 はい、ありがとうございます。先ほど住宅と交通は市場原理だというふうにおっしゃいましたが、

それ以外に買い物も市場原理で動きますから、それから医療機関も実はそうなんですね、何でうち

の団地から病院がなくなったんだっていうふうに、行政に注文を付けた人がいらっしゃいましたが、

なんとなく公共施設みたいに思うけど、全くの民間施設なわけで、そういう意味ではかなり民間は

市場原理で動くところが多いわけで、それをどういうふうに解決していくのかというのは、何でも

かんでも役所の方に向かってというふうにはならないというのはそれだけでも分かるのですが、そ

の辺がかなり難しい課題を我々は取り組んでいるなということがよく分かるかなと思います。 

他にいかがですか。 

 

金谷委員  本当に詳細な調査ありがとうございました。私も塚井先生の冷徹な目で見た方がいいというのは、

同じように感じていることで、付け加えさせていただくと、今後２０１０年をピークに広島市の人

口が減っていくということと、それから高齢化も間違いなく進んでいくということで、一つの認識

として現在団地の皆さんがここに住み続けたいと思っている気持ちは多分５年後、１０年後、はさ

らに高まる、空き家は増えるっていう、市場原理とは別のデータが示している将来予測というもの

は冷静にとらえてですね、もちろんここにあるように私の気持ちとしては高齢化された方がそこを

退去なさる、住替えをなさった後に若い世代をというのはもちろん理想ではありますが、それが全

てに当てはまると考えるのはもう今の時点ではあまりにも楽観的な話ではないかということも押

さえた上で。 

仮になんですけども、たくさんある団地の中には、この若者を呼び込むことを戦略とする地域も

もちろんあるでしょうけれども、そうでない、仮にお年寄りの方ばかりの地域であっても、それで

もやっていけるというモデルも考えていいんじゃないか。 

パイが増えない以上、その若者が減っていっているという中で、それを解決策に、あてはまる解

決策にしてしまうというのは、今の時点では楽観的ですね。   

      クロス分析に関しては、私もいろいろとお願いしたいと思っているのは、この団地ごとのカルテ

をざっと手計算で見てても、確かにおっしゃられたとおり、満足度とかですね、規模とか年代で必

ずしも規定されているわけではない。じゃあその満足度は何で影響されているのかなというのを、

ここにある団地の平均値をクロスしてみるだけでもいくつか出てくるのかもしれない。予測される

のはもちろん公共交通とか買物の利便性というものが満足度が高いとその住居に対する満足度が



 10/13 

 

高いということはある程度予測されるのですが。 

一つ、先ほどから話題になったコミュニティですよね。その参加率とか、コミュニティ活動に対

する満足度というものが、その団地にお住まいの方の満足度にもしかして影響してくるかもしれな

い。二つの考え方があって、地域活動が活発だからこの団地に住むことに満足しているという考え

方と、先ほど言われた、活発だからこそ負担が多くてもう引っ越したいのかはよく分かりませんが、

いずれにしてもハードとソフトの面で、団地のその満足度がどういうふうに変わるのかというのは

その全データのクロスでなくても、ここにある二十いくつの団地の平均値でちょっと分類してみる

だけでも、何か見えてくれば、将来の解決つながることがあるのかもしれないと思いました。 

      今回の集計とても女性が多いです。ということは、結果を読む上でかなり女性の意見に引っ張ら

れているということもいろんなことを読んでいく上では十分留意しないと。 

逆にいうならば男性の意見があまり反映されていない可能性があるかもしれないので、その面で

男女別の差を見るところも必要かもしれないのと、先ほど間野委員長が言われたとおり、年代別と

いうのはとても大事で、特に今後住み続けたいかどうかというのが切実になるのは多分７０代と 

８０代で、誰しも住みたくても住めない身体状況になって、この中にもありましたように福祉施設

とかに行かれるというようなことももちろんあるわけですよね。その年代を見るならば、今考えて

おられる７０代以降の方の数がもっと増えるというふうに将来を考えるとすれば、その方の読み方

も必要なのかなと思いました。以上です。 

 

間野委員長 はい、どうもありがとうございました。他に意見はありませんか。 

 

今田委員  不動産業界の方に身を置いておる者として一つ情報として出ていることは、先ほどから若い世代

と高齢世代の住替えをしなきゃいけないということころに、先ほどちょっと委員長が言われました

資産価値がなくなっているというものが表れていると思うのですが、今、中古住宅の建物は２０年

から２５年したらゼロという査定をほとんどの場合されますが、それを良好な手入れをしているこ

とによって価値を認めようではないかという動きがあります。これは国土交通省が特に昨年から推

奨している中古住宅の流通活性化事業というのでやっていまして、金融機関にもその要請を我々が

しているところで、それについては金融機関の方も考えてくれているところです。 

特に中古住宅に関しては、若い世代に買いたいという希望があったとしても品質とか安全性とか

っていうものに対して不安感があると。 

今の新築住宅というのは１０年間の瑕疵保証が付いております。今年から中古住宅に関しまして

も瑕疵保証の保険を付けようということで、瑕疵保険が付くようになりました。 

もちろんそれには費用がかかりますが、そういった形で中古住宅の価値を高めていくことによっ

て、先ほどお話しのありました、かたつむりで重い負担を抱えながらというのも、買い替えること

ができる。 

例えば１００万円であったものが０円になるのか５０万円になるのかによって、高齢者の方もそ

れが５０万円で売れれば、残り５０万円を足せば新しいものが買える。そうすると５０万円の価値

のものを若い世代が買ってくれればいいわけですから、そういった価格というものも解消できてく

るという形の動きが今現在あります。 

      それからこれは行政の方へのお願いですが、団地の方に若い方が来られたとしても、子供を預け

る場所が縮小されてきている。保育園の数も縮小してきている。というところがありましてこれも

やっぱり拡充をしていかないと、どうしても夫婦２人で働いている世帯が多いので、そういったと

ころを尐し減尐ではなくて、拡充する方向で考えていっていただきたいというふうに思っています。 

      それから先ほどアンケートの中で、女性の意見が多いということがありましたが、私共が住宅と

かそういったものを販売するとき、リフォームもそうですが、中心となるのはほとんど女性なんで

す。決定権は女性にあるということなので、それを考えますと、この女性の意見が多く出ていると

いうのは、私は歓迎すべきことではないかという気がいたします。以上でございます。 

 

間野委員長 はい、ありがとうございます。非常に貴重なご意見でした。最初のいわゆる中古住宅の見直しと
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いうのは、これは非常に大事なことで、つまり、何をおっしゃっているかということを考えると、

やっぱり国自身が今かなり中古住宅に関して、国交省の特に住宅サイドは今ものすごく力を入れて

いて、新しい制度を考えていることというのはいっぱいあります。 

それから、団地そのものについても今国交省がかなり力を入れようというふうな動きがあります。

それから、買い物弱者に関しては経産省がいろいろなことを考えています。そういう国の動きです

ね、国が今どういう動きをしているのか、どういう施策をしようとしているのかということも、我々

の研究会で対策を考えていく必要があろうと思います。 

      それから行政の、先ほどの保育園の話も非常に大事で、今、どっちかというと小学校なんかは児

童が尐なくなったらもうやめるんだと統廃合するんだみたいな話がすすっとなっちゃうもので。 

でも小学校なんていうのは地域の拠点なわけで、これを児童が尐なくなったからといって統廃合

するなんていうことは極力避けなければいけないという、そういう観点っていうんですかね、つま

り教育の観点だけでなくて、その教育施設が地域にどういう位置付け、どういう役割を持っている

のかということを含めて総合的に判断をしていくという方向がこれから必要になるのかなと思い

ますので、その辺のこともこの研究会では検討していかなければいけないなと思っています。 

 

鈴川委員  社会福祉協議会です。実は今年１３８ある地区社協の皆さんに現況調査というのをやりまして、

その中でも地域の課題として、今回、市の方でまとめておられる生活支援の課題というのは皆出て

きています。 

この調査の結果では住民の今後の団地に対する危機意識がまだ低いのではないかというのがあ

りましたが、実際に地域で、社協、町内会という地域のリーダーとして活躍されている方たちはと

ても高い危機意識をお持ちで、常にこの生活支援の問題についても本当に早め早めにこう取り組ん

でいらっしゃるので、今回の調査の中にも出てきたのですが、こういう生活支援の課題に対して今

回この研究会でいろいろ取組がされることにすごく期待をしていますというような調査の回答も

ありました。 

そういう点で、まとめにあるように住民の方たちが本当に主体的に取り組んでいる活動と行政の

支援と民間事業者の支援を一緒にやっていって尐しでも住みやすい地域ができていけばというと

ころに、市の方もそれからこの研究会の方も向いていくということで、社協の活動を進めていく上

でも、非常に心強いものを感じております。 

      例えば、移動手段の確保のところで、今広島市の方で乗合タクシーの運営の方にご協力いただい

ているのですが、今また新しく複数の地域で乗合タクシーの問題で、尐しでも移動手段の確保をし

て便利になっていきたいという地域も生まれてきていますので、是非、市の方でも支援し続けてい

ただきたいし、事業者さんの協力も非常に必要かなと思っています。 

一つ一つのこの課題、今日出されている検討課題案で全てが足りているかどうかっていうのはま

だまだ分かりませんが、尐なくとも今社会福祉協議会の中で出されている課題については、ある程

度盛り込まれているかなと思いました。 

 

 

間野委員長 ありがとうございました。時間があと５分しかなくてですね。次第によると括弧３に意見交換と

いうのがあって、次回にもう尐し意見交換しようかなというのがあったのですが、今、意見をいろ

いろ出していただいていることというのは、意図していた意見交換に割と近いというか、要するに

今後どうしたらいいかということについてご意見を出してもらおうかと思っていました。 

本格的にはもちろん次回、その辺のことをしっかりとやりたいと思いますので、今日は、今の話

の続きをやればいいと思います。 

他にご意見いかがですか。 

 

三浦委員  ２番の住宅団地の活性化に向けた課題ですが、これをもう一度、私としては再整理をしていただ

きたいなと思います。 

      まず根本的に住宅団地の活性化という言葉自体が何を示すのか、今の議論の中でも複数のことが
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あるのかなと思いました。時間軸で二つの段階で、現状住まわれている方の暮らしをより充実させ

る、それが元々住み続けたいという方をそのまま住み続けていただくという状況を作るという面で

の活性化ということでのくくりがありますし、課題もあるのかなと思います。 

ただそれだけではなくて、次の世代をどうするかということの発想も必要ですし、例えば今住ん

でいる方の中でもかなりの数の方が転居したいと思われているわけです。その転居したいという人

を私達は減らそうとするのかしないのか。そこはどうとらえるのかということですね。転居したい

人が減っていけば当然空き家となるところも尐なくなるだろうと思います。その辺をどうするのか

ということと、現状としてはデルタ地域からの住替える人が予想以上に尐ないわけですが、この場

合に今とりあえず住み替えたいというある程度の層がいるということが前提としてその人達の支

援をするという視点で見るのか、あるいは住み替えたい人そのものを増やすのか、そういったとこ

ろでも課題としては整理をしないといけないかなと思います。 

そういったことをやりつつも、一点では今まだ人口が安定化した中では、全ての団地が全てハッ

ピーになるのは難しいのかなと思う段階で、その辺りまでどう踏み込むのかということも私達は考

えないといけないのか、そこは置いとくのかということについても検討することかなと思いました。 

あとはこの研究会そのものが担うことではないと思うのですが、場合によっては広島へ移住した

い人達が周りの地域から、あるいは海外から増えれば団地の問題もある程度解決できる可能性もな

いことはないと思うんですね、トータルでいうと。そういった意味では大きく人口を増やしていく、

これは福岡なんかもまだまだ人口を増やす方向で戦略を立てていますが、そういったところまで団

地という視点から提言をするのかどうか、その辺りも考えていただければと思います。 

      一律にこう課題としてあるのではなくて、それぞれの目指すべきものと課題というふうにあると

思いますので、ターゲットが何であって、そのターゲットが何を課題としているのかというのを、

一度時間軸を含めて整理をしていただければ意識も同じ方向に向けることができるのかなと思い

ましたので、考えてみていただければと思います。   

 

間野委員長 はいありがとうございました。これ一枚でばかっとこう出てきてしまっているので、その辺りの

ことが抜けているといえば抜けているのですが、今委員がおっしゃったような整理のことを踏まえ

て、どういった課題があるのかみたいな話にしておかないと方向を間違えてしまうよということだ

と思います。ありがとうございました。他に何か。 

 

西川委員  バス協会でございます。いろいろ課題があるのですが、交通に関してちょっとお話をさせていた

だきたいと思います。 

アンケート結果にもありますようにやはり移動手段の問題というのが非常に大きな懸案になっ

ています。高齢化を迎える中でどういうふうに移動手段を確保すべきかということが大きな課題だ

ろうと思っているのですが、やはりこういう団地に限らず交通が非常に弱いところについては、地

域の交通をどのように守るかというのは本当に多くの議論がなされてきたというふうに理解して

います。 

しかしながら、結果としてその地域にうまく交通が根付いていかないという話、これも多くあり

ます。先ほどちょっと話がありました乗合タクシーなんかもいろんな地域で試行されていますが、

結果としてうまくいかないと。 

こういう現実がある中でこの研究会の中でその地域の交通をどのように確保していくのかとい

う議論、これについて先ほど先生の方からもお話がありましたが、誰が何をしていくのかというと

ころ、今回交通政策基本法が閣議決定されて、今後法制化されるであろうという流れがある中で、

行政の役割、それから交通事業者の役割、そして住民の役割というのが求められてくるのだろうと

いうふうに思います。 

その中で行政の役割として、先ほど申しましたように、ただこういう場で研究しました、地域の

住民のそういう利用促進に向けての努力、そして交通事業者の努力によってなんとか維持しましょ

うというその枠組みの中で、本当にこういう大きなテーマで議論していく中で地域の交通というも

のが確保できる方策が見出せるかというと、私はそれは難しいと思います。 
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ですからやはり今まで以上に行政サイドの方が踏み込んで、地域の交通をどのように守っていく

んだと、ここのところをしっかりと、この研究会の中で方向性を示していただければ非常にありが

たいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

間野委員長 はい、ありがとうございます。そういうことも含めて、この研究会は、広島市が設置した研究会

ですので、広島市として団地活性化に何ができるかということを明確にするというのが目的なわけ

ですから、その中には今おっしゃったようなことも当然検討課題には入ってくるかと思います。 

今日出していただいた各意見というのは、今度この研究会がどのような検討をして、どのような

課題に取り組んでいくかということについて、とりあえずアンケート調査、現状調査を踏まえて出

したというもので、まだ完璧なものになっていないというか、今日の議論をしましても明らかなわ

けで、もう尐しこの辺りは押さえた上で、労をいただく必要があるかと思います。 

      今日の議論はこれで終わりにしまして、また他にご意見ありましたら後で事務局の方に伝えてい

ただければと思いますが、次回研究会に向けて、事務局の方から話をしていただこうと思います。 

 

事務局   次回の第４回ですが、今後日程調整をさせていただきますが、私共としては１月下旬頃どうかな

というふうに思っておりまして、１月下旬の頃までを目途に日程調整をさせていただきたいと。 

      今日いただいた意見を踏まえまして、次回からは対応の部分にも若干入りながら議論をしていた

だいたらありがたいなというふうに思っております。以上でございます。 

 

久保下部長 今日は大変ありがとうございました。まだ課題の整理等々ですね、非常に総花的な感じがされた

のではないかと思いますので、今日、いただいた意見の中で、マクロレベルの話とミクロレベルの

話という話とか、あるいは現状をどうするのかという話と将来的にどうするのかという話、そうい

ったところの整理というのがやはりちょっと大切なのかなというふうに非常に感じました。そうい

う中でこの研究会でどういったご議論をいただくかということをまた委員長等ともご相談してや

っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。今日は大変ありがとうございました。 

 

間野委員長 それでは、第３回研究会をこれにて終了したいと思います。皆様ありがとうございました。 

 

各委員   ありがとうございました。 

 

 

 

 


