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第４回住宅団地活性化研究会議事録 

 

 

１ 日 時  平成２６年１月３０日（木）１３：３０～１６：００ 

 

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 課題設定の再整理及び課題への対策方針について 

イ 活性化対策の取組イメージについて 

ウ 意見交換 

⑶ 閉会 

 

５ 議事内容 以下のとおり。 

 

事務局   定刻となりましたのでただ今から第４回住宅団地活性化研究会を始めさせていただきます。 

本日は、スーパーマーケット協会事務局長の古森委員は都合により御欠席されています。 

早速ですが、議事の方に移りたいと思います。 

これからの進行は、間野委員長の方にお願いしたいと思います。   

 

間野委員長 こんにちは。早速次第の２ということで、議事に入らせていただきます。 

      まず課題設定の再整理及び課題への対策方針についてということで、前回出されたものの修正と

いうことになりますが、資料の１「住宅団地活性化の検討に当たっての市の認識」と資料２「住宅

団地活性化に向けた検討課題及び対策について」、これをまとめて事務局から説明していただいて、

議論をすることを考えています。 

      それでは事務局の方から説明をお願いします。   

 

事務局   最初に前回のおさらいも含めた引き続きの話になりますが、前回の研究会で課題の設定の前にも

う少し市としての整理が、どういった方向に向かうのかという、市として整理が必要なのではない

かという御意見をいただきまして、それを受けて資料１を作りました。 

      住宅団地活性化の検討に当たっての前提となるような市の認識ということで資料を１枚用意し

ました。 

 

（資料１について説明） 

     

 資料１の市の認識の下に、検討課題と対策について整理をしたのが資料２です。 

 

（資料２について説明） 

 

      お手元に参考資料１、２を付けさせていただいております。 

      参考資料１は住宅団地居住者等に対するアンケート結果を団地年代・規模別、居住者の年齢別に

分類したものです。参考資料２は、現時点において人口減少していない団地の人口・高齢化率の将
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来推計です。 

 

      （参考資料１、２について説明） 

 

      資料２に対策方針と対策メニューを例示として挙げさせていただきましたが、対策を中心にいろ

いろ御意見をいただければありがたいと思います。 

 

間野委員長 参考資料１－２の１８ページに、７０歳以上の人が、転居先として、分譲マンション、ケアサー

ビス付き高齢者向け住宅の割合が高いというデータがありますが、来週、京橋会館の再開発事業の

竣工式があり、これまでずっと関わっていたので竣工式に出させてもらうことになっています。 

あそこでは、分譲マンション、それからサービス付き高齢者向け住宅の両方ともやるのですが、

上の方の分譲マンションは８割方は高齢者世帯であり、子育て世帯は非常に少ないと聞きました。

まさしくこのアンケートに出てきている結果が、そのまま反映した格好になっているのかなと思っ

ています。 

      サービス付き高齢者向け住宅の方も今から受け付けるので、どうか分かりませんが、最初の内覧

会には、１００人くらい来ていて、ものすごく人気なのではないかと思います。という状況が、一

方で、都心では現れているなというのを、たまたま思いました。 

      というわけで、余計なことを言いましたが、参考資料の説明をしていただきました。 

      特に御意見をいただきたいのは、資料の１、２です。資料１は前回いろいろ意見をいただいたも

のの修正で、こんなものでよかろうという確認ぐらいでいいのかなと思いますが、もちろんこれに

ついても何か、これではもの足りないということがあれば、出していただきたいと思います。 

      特に意見をいただきたいのは資料２ということですので、どなたからでも、どこからでも結構で

すので、御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

      順番にいきましょうか。まず資料１について、大分修正をしていただいたのですが、この研究会

の目的や背景といったものになると思います。 

      これに関して何かありますでしょうか。  

 

金谷委員  資料１にあるＡ団地の今後の人口推計は、トレンドで将来を推計したということですが、これは

減少率が継続すると仮定して推計されたのか、それともいわゆる人口推計のようないろいろなやや

こしい式がここに入っているのか、どういう形で将来の推計をされているのか、それは他の団地も

同じルールだと思うので、推計の考え方を教えてください。 

      それとこのＡ団地というところが、今回検討しようとしている団地の平均像と考えてよいのか、

あるいは、かなり減少が激しいところと思ったらいいのか、もう少し、このＡ団地について、差し

支えない範囲でのプロフィールが分かったら理解しやすいと思います。 

先ほど人口がほとんど減っていない団地の例について説明があり、これとの差が私にはかなり極

端に見えたので、こっちは少なくなる方の極端な例と理解したらいいのか、もしくは平均像と理解

したらいいのか、ちょっと確認のためにお願いします。 

 

事務局   人口の推計方法についてですが、国勢調査の過去のデータを使い、０歳～４歳、５歳～９歳、  

１０歳～１４歳といった５歳階級ごと年齢の人口が、各期でどれほど変化しているか、それをベー

スにして推計しています。コーホート変化率ともいいますが、その率を伸ばしています。 

少し具体的に申しますと、トレンドの取り方は、国勢調査を見て、平成７～１２年、平成１２～

１７年、平成１７～２２年の３期において、人口が３期で連続して増加又は減少している場合は、

直近の平成１７～２２年の変化率を使用し、３期の中で人口の増減がある場合は３期の変化率の平

均を使用しています。 

      Ａ団地のプロフィールですが。 

 



 

 

 3/21 

 

金谷委員  Ａ団地の推計が平均か平均でないかだけ教えていただければと思います。 

      Ａ団地が平均的であると考えているのかどうか。 

 

事務局   基本的には、平均的な形と考えてここに代表として掲載しています。 

      団地が造成されて、人口が増加し、ピークを迎えた後に徐々に減少しています。 

      グラフに高齢化率の上昇がなだらかになっている部分がありますが、その部分までの人口減少は、

子供が２０歳くらいになると巣立っていくことによるもの、それ以降は高齢者の方が減っていくと

いうように、同じ人口減少でも、質に違いがあると考えられます。 

そういった流れが、大体どこの団地でも見られます。 

人口推計の試算方法については、参考資料２の２枚目に記載されていますので、参考にしていた

だければと思います。 

 

間野委員長 資料１、２に関してと、これに関して先ほどの参考資料２というのもこれに関係してきますが、

これも含めて、特にいいですか。 

       

三浦委員  ２点あります。今ここで考えている資料１の住宅団地の目指す方向は、３０年後においても居住

機能として役割を果たし、住み続けることができる住宅団地というのをある程度念頭においている

ということですが、それは基本的には今あるような人口減少、それから世帯が現状の６割くらいに

なった状況の中でも居住機能をしっかり出せるという捉え方でいいのかということが１点です。 

      それと今回は、住宅団地ということで、上の図でいうと、デルタ周辺部について主として考える

わけですが、広島市全体の人口の配置ということを考えたときに、デルタ市街地の方で何らかのコ

ントロールまで言及するのかしないのかという２点についてお聞きします。 

 

事務局   このグラフで言えば、確かに人口は６割減少してしまうのですが、何の対策も講じなければとい

うことで考えていますので、そうならないことを願っていますが、６割になったとしても、６割の

方が住み続けることができる団地を目指すという整理をしたいと思っています。 

      もう１点、デルタ周辺部のことですが、少し話がずれますが、広島市では団地の活性化に合わせ

て、地域拠点の機能強化というのをやっていまして、それはデルタ周辺部にいくつか拠点というの

を設け、そこのサービス機能を高めようとしています。五日市、緑井、高陽、可部といったところ

があります。そういったサービス機能の強化と団地の活性化を併せてやりたいと思っています。 

      今回の我々の研究会で考えていくのは、地区の機能強化ではなくて、あくまで居住機能を中心と

した団地の活性化ということをしっかり考えていきたいと思っています。 

 

三浦委員  二つ目の質問の意図ですが、デルタ市街地においても、都心部等で今新しい高層のマンション等

の建設が進んでいます。今後もそういう方向にいくのであれば、中心部でも人口を増やす、周辺部

でもある程度維持するとなると、両方をうまく整理させないといけないわけです。一方だけ見てい

ると、全体の人口が増えなければ共倒れになるということにもなりかねないので、トータルとして

の人口の貼り付けみたいなことを若干考えた方がいいのかなと思いました。 

 

事務局   私共としては、確かにデルタ市街地の人口増というのはあるのかもしれませんが、２０４０年の

人口推計を見ますと、実は、デルタ市街地も人口減少します。ですから、今マンションができて人

口が増えるという一場面を切って見るとそういうのもあると思うのですが、我々が特に検討課題と

しているのは、３０年後を見たときの、坂道を中心とした郊外住宅団地に住まわれている方の生活、

これをどうするかということを考えていきたいと思っています。 

      デルタ市街地では、どちらかというと買い物弱者とか交通弱者とかとは全く別の観点での整理に

なってくると思いますので、そこまでは広げてはいません。 
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間野委員長 僕自身としての考え方としては、本当は、いわゆる人口配置だとかその辺のことがまず前提にあ

って、その上で各居住地についてどういう対策を打つかという、居住地構造に関するプランみたい

なのがあって、それを受けてみたいな形がいいのでしょうが、この研究会はあくまで郊外住宅団地

の活性化を目的としていますので、その辺りはあまり問わないということで進めざるを得ないので

はないかと思います。 

 

塚井委員  今のところの議論にも関係しますけども、都心部でも人口は増えないという予測だというのは正

しいと思うのですが、都心部の方が推計が難しいはずです。先ほど言われたコーホート要因法とい

うのはトレンドですから、その間に何があったかということは基本的に問わずに、結果だけを見て

同じようなことが続くだろうという仮定でもって進める話です。ところが、都心に関してはぱっと

見渡してもいろいろな再開発案件があって、大きな規模の入居が見込まれるような開発があります。

これに対して、郊外に関してはあまりそういう要素が考えられないとすると、可能性としては都心

の方は減るかもしれないけどあまり減らない。先ほどまさしく三浦委員が指摘されたように、全体

がゼロサムならまだいいですが、減少トレンドで、しかもそこで取り合いをしていると考えるとど

ちらがより苦しいかということはすぐ分かると。これは別に嫌味を言っているわけではなくて、冷

静に見るとそういうふうにしか見えないわけです。 

ここからは私の考えですが、それを書き込むことができないかもしれませんが、しかしながら、

どんな団地でも全部増えるんですよというような計画を立ててしまうと、それはそれで極端に現実

から離れた話を一生懸命していることになってしまうという感覚はあります。 

ここで提案ですが、そういうこともあって、次の資料２の話になってしまいますが、資料２にイ

ンフラの話が書き込まれています。インフラは、普通は物的なインフラのことを指しますが、生活

していくのに必要なインフラは物的なものだけではないわけです。社会関係資本みたいな言い方を

すればそれはコミュニティもインフラの一つなわけです。 

コミュニティの基礎は人口とどちらかというと支えて動き回ってくださる方のところが重要な

ので、別に高齢者の方がコミュニティに寄与しないというわけではありませんが、何か主体的にい

ろいろなことをしてくださる方というのは、少なくとも外に出て活動していただけるぐらいの方で

ないとなかなか担い手にはなっていただけないはずです。 

そうすると、人口のトップエンドのところの方が多いからといって過剰な期待はできないという

か、やはり真ん中あたりから少し上くらいまでの方が主力になっていくのは、どこでも現実そうだ

と思います。そのあたりの方をいかに上手く引きつけていくかというような考え方にならざるを得

ないわけですし、それがまたしかしこのアンケートを見ているといろいろな要因に真ん中あたりか

ら上の方がそこに住まれているには理由があると。そこがもろに物的なインフラに関係してきて、

便利なのか、便利でないのかは、実は公共交通機関というと物だけではすまなくて、サービスとい

うことになるので、バスがいるとかいないとかという話と関係してくると思います。 

提案といいますのは、資料１と資料２の間の整合性です。資料２のところで１０番（著しい人口

減少への対応）が入ってきているのは、意図があってのことだと思いますので、それは資料１とど

ういうふうに関係するのですかというのを、実は後で聞こうと思っていました。 

インフラの話というのと、活性化とどう関係するのかと言われてもなかなか回答に苦しむところ

であろうかと思いますが、しかしながら、例えば、ものの見方として、そろそろこういう整理もで

きるかなと思うのですが、大規模、中規模、小規模という開発がそもそも地図上でどうなっている

のか、住宅団地は前から地名でずっと示していただいているのですが、商業施設の配置であるとか、

バスまでやるのは大変ですが、いわゆる交通機関との位置関係がどうなっているかとういうことで

見たときに、この広島全体の街の中で、大規模な団地、中規模な団地、小規模な団地、今一応そう

いう括りにしています。 

どこまで意味があるか分かりませんが、それでも団地の開発年代というのは重大な意味があるは

ずで、平均的にはインフラの新しい古いと関係しているはずです。その開発した時点の道路の規格

のままずっときているはずです。そういったものの分布が地図上でどうなっているかというのは少
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なくても最初にお示しになった方が、後の方とのつながりがよくなると思います。 

それによってその対策も変わってきますし、インフラに対する投資、今後の更新の仕方ですね、

ばっと見てみると、例えば、４０年代の団地はやはり歩行環境に対する不満が強いとか、これは感

覚的に分かっていることで、道路の作り方の根本思想が、昭和４０年代から昭和６０年代の間に大

分変わってきていて、既にそういうものが入ってきている団地とそうでない団地は、例えばやり直

すにしても、家をどけてもう一度道路を広くすることは可能かどうかというと、そんなことはなか

なかできません。 

あるいは傾斜の関係ですが、傾斜を心配するというのも、例えば居住継続意向の中にある程度は

出てきていると思います。もちろん健康を心配される方が一番多かったと思いますが、そういった

インフラを更新したところでどうしようもないような話ですねある意味。それは手の打ちにくいと

ころですが、それでもそういうものの分布がどうなっているかといったところを少し、与えられた

条件という意味で、資料１の方に、後の話につながるように整理をしていただいた方が良いのでは

ないかと思いました。 

 

間野委員長 その辺のことをどうするのかというのは、やるとなると大変なことですが、今のところ、その辺

のところの図面というか、マップが全然出てきていない中で、議論をしているので、それはそのと

おりだなという感じはしますが。事務局としてはいかがですか。 

 

事務局   今回、１０番目の課題を加えた心ですが、金谷委員が先ほどおっしゃられましたが、このＡとい

う団地の推計は平均であり、イメージとして出したものです。 

実は、事務的には他の団地もいろいろやってみたところ、やはり人口減少が厳しい団地もありま

すので、そういった団地のことを考えると、「皆さん大丈夫ですよ」ということだけではなくて、

人口減少が深刻な問題になる団地もおそらく出てくるのではないかと思います。 

それが３０年後になるのか、５０年後になるのかは分かりませんが、私共の整理では、３０年後

を見据えたときの課題としましたので、３０年後を考えると、やはりかなり厳しい団地が出てく

るのではないかと思います。 

イメージとしては、今は一定の区域の中に多くの居住者がいらっしゃいますが、それがどんどん

少なくなっていき、歯抜けのようになり、住んでいる方が、ぽつん、ぽつんと団地の中で、離れ

た形で住んでおられるというものです。 

そういった団地も出てくる可能性もあまり否定はできませんし、そうなってくると既存のハード

的なインフラですが、道路なり、上下水道なり、あるいは電気、ガスなど、どこまで検討できる

かというのは別ですが、少なくとも課題としては、整理をしておく必要があるのではないかとい

う意味合いです。具体的にどうこうというのを持っているわけではないのですが、認識はしてお

く必要があるという意味です。 

ただ、主眼は、先ほどの将来推計では３０年後にも現在の６割の方は住んでいらっしゃるので、

３０年後に６割以上の方が住んでいることを目指して、住み続けられていくような団地になるよ

うな施策を考えていきたいと思います。 

      マップについては、第１回の研究会の際に、高齢化率の色分けをした図面を出させてもらったこ

とがありますが、あれは大規模、中規模で分けたわけではありませんので、あの図面を見たからと

いって団地の大中は分かりませんが、あの図面を細工すれば、大中の規模は分かります。 

      いわゆる今広島の大規模といわれている団地は、今日お越しの毘沙門台、美鈴が丘、高陽など、

そんなに多くはありませんので、頭に思い浮かべるぐらいしかないのではと思います。 

 

間野委員長 塚井委員のおっしゃっていたマップというのは、基本的な団地の分布図ということではなくて、

団地と道路ネットワークだとかあるいはそこに関するバスのアクセスがどうかとか、お店とか、そ

ういうのをプロットした図面がほしいということですよね。 
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塚井委員  そうですね。大中小というのもあってもいいと思いますし、それを出したからといって答えはす

ぐには出ないとは思います。そんなに類型化して、ここはこうなんだからと全体で３パターンしか

なければ、この組合せではこうしろ、この組合せはこうしろ、これはこうしろ、終わり、と書けば

いいのですが、そうはいかないはずです。 

参考資料にしかならないのかもしれませんが、少なくとも、個人的には幅員の問題はどうするん

だろうというのが一番頭が痛くて、道路幅員をどうやって表現したらいいのか分かりませんが、そ

れは幹線ではないのかもしれませんし、団地内の道の幅員、その傾斜、この二つが年代によってそ

もそも相当違うんじゃないかと思います。 

広島市内の団地にある知り合いの方の家に行くこともありますが、団地に入ってみて、よく分か

らないところだなとか、ここはよく分かるなとか、ナビゲーションシステムがあればすぐに着くの

ですが、それとは別に、分かりやすいところか、そうでないかというのは格段に差があるように思

われます。 

      個人的には、もしそれが選べるのなら、分かりにくいところは、入りたいかと言われていると、

やはり入りたくないので、そもそもの団地そのものが持っているインフラそのものの力というか、

簡単にいうと立地条件の良さみたいなものですが、それが今後の活性化の方策を考えていくときに

ある程度織り込んでいかざるを得ないという感じがしています。具体的な案がないので、あまりい

いコメントではないのですが。 

 

間野委員長 今日この研究会が終わると、次のステップでは、いわゆる対策メニューであるとか、どうやって

その住民を巻き込んで計画づくりするかというその辺りに入っていくのですが、特に対策メニュー

なんかをきちっと検討しようとするとその辺の話が必要になってくると思いますので、次回からの

展開に向けて、事務局の方で検討してもらえればと思います。 

それで、資料１、２については、最終的なこの研究会のまとめのときに、もう一回戻ってきて、

ここの書き方を最終的にこれでいいのかどうかということをチェックした方がいいと思います。 

少なくとも、今言われた、資料１の一番最後の住宅団地の目指す方向というのと、それから２ペ

ージ目の１０番について、確かに整合が取れていないというか、ちょっとぼかしているところがあ

るので、その辺の書きぶりが、最終的にはちゃんと整理をしないといけないのかなということだと

思います。 

 今の塚井委員の意見で、資料２の方にも入りましたので、資料１、２について御意見いただけれ

ばと思います。 

 

鈴川委員  社協です。資料１が今回出たので気が付いたのですが、この研究会は確かに住宅団地のことをす

るのですが、広島市としての認識という点でいうと、デルタ周辺部に対してどうするという認識プ

ラス、例えば、資料２で出ている生活支援の課題というのは、住宅団地の方だけではなく、ここで

いう中山地、島しょ部の方にも同じような課題があると思うので、中山地、島しょ部に対して市と

してどういう認識でいて、どういう応援をしようと思っているのかも、同じように考えて応援をし

ていただきたいなというのが一つ。感想プラスお願いです。 

      資料２のところで、課題解決のための対策のところで「まちづくりプラン」を作成するというの

がありますが、社協の立場から言いますと、各地区社協において、まちづくりプランという名前で

平成１４年からずっと取組を進めていただいていまして、１３８ある地区のうち１００以上のとこ

ろが作っていて、もう２次プラン、３次プランとされているところもあります。 

これはあくまでも、社協のまちづくりプランはいわゆる小学校区エリアで進めていっていただい

ているのに対し、資料にあるまちづくりプランは団地単位になるものだと思いますが、実際には学

区全体が団地のところもあり、学区の中の一町内会、自治会が団地というところもありますので、

地域の人の声として、同じような名前を使われてるととても混乱します。 

平成１６年度前後に社協の方がまちづくりプランを作りましょうねというふうに地区に言った

ときに、行政の方も地域福祉計画を小学校区に作りましょうねというのを下ろしていって、受ける
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地域としては、「同じようなことを二つのところからやれって言ってきてどうするんや」とすごく

怒られた記憶があります。 

団地の方が主体的に自分達のところを考えるという仕組みはどうしても必要かと思いますが、せ

めて名前は混乱しないようにしていただきたいので、名前を再検討していくようにしたいというふ

うに思います。 

      資料３のところでも話が出るかとは思いますが、一応資料２のところでも出ているので、先に言

わせていただきました。 

 

間野委員長 まちづくりプランに関しては後にも出てきますが、プランというのは本当にいろいろなものが作

られているので、このまちづくりプランというのが、他のプランとどう違うのかというのは、明確

化しないといけないと思います。 

 

槇田委員  タクシー協会です。タクシーとは直接関係はないのですが、感じたことを述べさせていただきます。 

資料２の検討課題の中には、高齢者対策だけでなく、若い世代の入居促進等も入っています。そ

れと、高齢者対策のところを見ますと、交通対策とか買い物のための送迎などの交通関係はここに

入っています。 

その前の課題として思ったのですが、アンケートの結果を見ると、新しい住宅団地に入りたい、

住み替えたいという方が結構多く、団地の住み替え先を決める重要なポイントとして、通勤、通学

といった公共交通機関の便利さがあります。これは目的があって移動するための交通だと思います。

その他買い物は、遠くに買い物に行くという意味ではなく近くに買い物に行くところがあるかどう

かだと思います。それから、病院が近いこと、それから子育て環境や学校、図書館なども住み替え

先を決めるポイントの中に入っています。 

      併せて、現在の団地居住者は何が不便かというと、買い物、病院、それから子育て環境などが挙

がっています。 

そうした課題の解決が、ある程度可能なのであれば、そこをやらないとやはり入居促進もできな

いのではないかと思います。それから高齢者対策についても、そこらの対策が何らかの形で取れな

いと継続して住み続けるというのは難しいのではないかと思います。 

       そこの整理として見た場合に、最終的には資料２の１０番のようにこれ以上の対応は難しいとい

うことになれば、１０番の方にいってしまう感じがしないでもないのですが、そうした面がすぐに

交通手段の確保ということではなくて、病院やスーパー、幼稚園、保育園といった住環境のインフ

ラ部分での対策というのは、もうできないですよということで整理してしまうのかどうかなという、

そこらが課題としては大きい部分ではないかと思います。 

 

間野委員長 これは書き方の問題が一つあるのですが、今のことに関しては事務局はどうでしょうか。その辺

のところはここではあまりはっきり出てきていないということだと思いますが。 

 

事務局   今言われたのは、私の理解でいうと、病院や買い物が不便だということで、病院や買い物が近く

にできないということですから、例えば団地の中に病院を誘致するとか、スーパーを誘致するとか、

そういったこともきちんと課題なり、対策なりでやっていかなければいけないのではないか、とい

うことで受け止めたのですが、そういうことでよろしいでしょうか。 

 

槇田委員  そこができればいいのですが、できないということで整理するのかどうかなという感じがしまし

た。 

 

間野委員長 その辺に関しては、先ほどの話と同じことではないかと思います。 

      次回以降、どんな対策ができるのかと、住民から出てきている意見に対してどう対応できるのか

といった話がどこまでこの研究会で提案できるのか。それとの関係ではないかと思います。 
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      資料２の１０番も、その辺りのことを踏まえて、どういう場合に１０番になるのかといった話が

今後議論されなければいけないことになると思いますが、事務局としてはどうですか。 

 

事務局   現時点での私共の認識で言えば、今おっしゃったような新たな施設の誘致というのは選択肢とし

ては当然あってもいいかと思います。それを住んでいる方なりがみんなで力を合わせて誘致に取り

組んでいくというのはあると思います。当然、選択肢として検討していきますが、取組メニューの

ところの括弧で、留意事項として書いていますが、やはりマーケットが成立しないと病院もスーパ

ーも新しい民間ベースでの事業というのはなかなか難しいという前提でいろいろな物事がありま

す。誘致も絶対ないとは言えませんが、新しい立地というのはそれなりの課題があるということを

踏まえて進めていく必要があると思います。 

  

間野委員長 といいますか、その辺のことは後で出てくるということになりますが、資料２の真ん中の課題解

決のための対策のところで、そういう生活環境全体といいますか、交通、病院、医療、福祉、買い

物とかというのが、ばらけて出ていて、かつ、医療とかその辺のところが抜けたりしているので、

それをまとめた生活するために必要な環境、あるいは施設を作っていく必要があるみたいな形の対

策のハコがいるのではないか、少なくともそうしておかないといけないのではないかと、今の御意

見を聞いて思いました。その辺りを少し検討していただければと思います。 

 

塚井委員  参考資料１－１を眺めながら、感想めいたことと質問を申し上げたいと思います。 

      先ほど、規模の話がありましたが、参考資料１－１にはたくさん集計がついていますが、基本的

に前半は団地の内外を含めた環境全ての話をしていて、後半は基本的に住宅に関わることを聞いて

いるという並び方になっています。 

それで、ぱっと見ると、２ページの左下の図は非常に分かりやすい話で、全体的にどうなんです

かということを聞くと、年代の多いほど、大雑把にいうと満足しているという感じの捉え方でいい

と思います。 

では、これがベーシックになっているとして、期待されるのは、それ以外の各項目のところは、

同じような感じで、全ての項目が評価されるのかなという、もし、全部がそうなっていれば、どん

な規模であっても、いつの年代であっても大体同じような評価をしていると言えます。 

ところが、３ページ以降を見ていくと、大体中規模の方が満足している人が少ないとか、もっと

気になるのが、６０年代の中規模という人は交通公共機関を全く評価していないが、全体的には満

足しています。 

次の買い物、病院、診療所、子供会にも満足していなくて、介護や福祉施設にも特に満足してい

ないが、景観に満足していて、教育施設に非常に満足していて、子育て施設はそこそこというよう

な感じになっています。 

要するに一言で言うと、子供さんのことを考えて、しかも少し先の子育ての環境を考えて入居さ

れているということで、その他のことは目をつぶっているというふうに見なすべきなのか。それと

もそもそも公共交通機関には最初から期待していなくて、自分で自動車に乗って動き回ることを前

提にそこに住むということを選ばれていれば、他の評価はどれだけ低くても、自分が思ったとおり、

学校は将来良さそうだし、ちょっといろいろ問題はあるんだけども、町並みはきれいだし、また、

居住環境は、圧倒的に新しい住宅の方が、バリアフリーだし、広いし、町並みもきれいだしという

ような満足度の高い結果になっています。 

大雑把に言って、開発年代によって、そこで子供を育てられる方というのをまず第一のターゲッ

トにして家を作っているという傾向には間違いなく、そのとおりに６０年代以降に開発されたとこ

ろには、子供を育てているような方が入ってきている。しかし、それより上の世代とちょっと違う

かなと見えるのは、公共交通機関に対するニーズと買い物に対する考え方、中規模ですから特にそ

うだと思うのですが、団地内で充足しようという考え方がほとんどなく、これは団地と想定してい

るものの規模が全然違うので当たり前ではあるのですが、非常に大きな面積を持つ団地であればも
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ちろん団地内で充足しないといろいろと問題があるのですが、あまり大きくなければ別に無理に充

足させなくても、先ほども団地間の連携という話がありましたが、その考え方でよいと思います。

というふうにこの表は読むのかなと思って、見させていただきました。 

      質問は、先ほど槇田委員の御質問と関係するのですが、今居住されている方を見越して、その方々

に合わせるという方向にすると、先ほどからずっといずれ高齢化するという話が出ていますが、だ

から今居住されている方たちが言うことを信じて、じゃあ今不満なところをどんどん良くしましょ

うというふうに街を作っていくということが、いいことなのかどうかということを少し慎重に考え

ないといけないと思います。 

      今は、車メインで移動していても、いずれそうならなくなるかもしれないという考え方もありま

すし、しかし、乗り物がどんどん良くなって自動運転になって、何でもかんでも安全に、例えば人

は全てよけてくれるとか、そういう乗り物ができると、今度はそんな頑張って公共交通機関を作ら

なくても大丈夫じゃないかという考え方もあります。 

これは全然分かりませんが、少なくとも自動車というものが２０年、３０年後には、自動車じゃ

なくて、個人ベースの乗り物、今いろいろなものが提案されていますが、今思っているものと合わ

ないかもしれません。今の技術開発からすれば、おそらく１０年経てば乗り物は全然違ったものが

できていると私も思います。 

そういうようなことを織り込んでやってくださいと言っているわけではなくて、しかし、教育施

設なんかは、これからどれだけ将来世の中が変わっても、学校というものが世の中から無くなるわ

けではないでしょうから、となれば、子育て世代が、学校のことを考えて居住を決められるという

この構造だけはしっかりしていると思います。 

できれば、毎日毎日、遠くまで送っていくというような話ではなくて、小学校だったら歩いて行

きましょうというのが、多分これからも基本だと思いますが、それも２０年、３０年ではきっと変

わらないと考えると、そういうところがきちっとしているかどうかが、例えば居住環境としては、

子育て世代を引き付ける上では、一番重要なことだと思います。 

こう判断すれば、では買い物とかという話は、もう少し余裕があるのかなと、それが若い世代の

方々を引き付けるという意味では、考えられそうな話かなと思います。 

      高齢の方はそうはいかなくて、失礼ですが、５０年、１００年先にずっと御存命の方は多分おら

れないわけで、ニーズも多分違います。 

乗り物が進歩するのをのんびり待っている暇はないので、今現在、困っている方にどういう手を

打っていくかという考え方をもっとしなければいけません。そこはこのアンケートをかなり重視し

て見ながら、汲み取って考えていく必要があると思います。 

とにかく、長期になればなるほど見通しが難しくなるし、それから、子育て世代の方々がまた高

齢になったときには、状況が変わると思われますので、その辺を、今年代別に分けていただいてい

るものが、大体において新しい方がいいというふうになっていますが、団地をどういうふうに経営

していったらいいのかということを考える上で、視点が全然違うのだろうというふうに感じていま

す。すいません、いろいろ言いましたけど、これ全部感想です。 

もう一つ、先ほど槇田委員の話にくっつけて言わせていただきますと、今我々が団地のこういう

研究会でやっている以上に、コンビニエンスや宅配といったところが、人がサービスを受けるとこ

ろに移動していって何かをするというのではなく、サービスの方を動かす、そもそも物がやってく

るとか、診療してもらうというのはなかなか難しいかもしれませんが、そういったものが、我々の

議論している横でどんどん入り込んできているわけです。その力も、無視はできないと思います。 

だから、何でも移動させようというふうに考えれば済むかというとそうではなくて、裏側でそう

いうものが入ってきていて人の生活を支えているということも事実だし、特に悪いことではないと

思います。 

何というか、地場の商店からすると非常によろしくないことですが、それはそれとして、じゃあ

誰が担っているかという、今度は民間ベースの話になりますが、それに行政が介入するべきかとい

うのはちょっと私にもわかりませんけれども、ただ、やり方として、いろんなやり方が世の中には
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あります。 

あらゆるやり方を駆使して、今居住されている方が不便なく、できるだけ楽しく生活していただ

けるように設計するという観点からすると、先ほどまさしくおっしゃったように、行政的にできる

のは、交通関係を整理するということしかないと思います。コーディネートできるのはそれしかあ

りません。 

そこにあまりこだわらずに考えた方が、トータルでは面白いことが、持続可能なというか、即効

性のある話にもなるかもしれませんし、特に高齢の方を対象とした政策を考えるという意味では、

現状であるもので工夫すればよい、そんな感じがいたしますので、ぜひそういうような考え方も残

しておいていただければというふうに思います。以上です。 

 

間野委員長 ありがとうございます。質問としては、結局？ 

 

塚井委員  すみません、いろいろ言ってしまいましたけれども、ポイントの置き方として、インフラの年代

ということもありますが、長期的に、市として住民の方の意見を重視するという立場でやった方が

いいところと、あんまりそうでもないように思えるところがあります。 

特にこの先３０年、４０年を考えるときに、それよりもむしろその中の高齢の方の御意見を聞い

たり、あるいは逆に、その中でも特に若い方の御意見を聞いてみたり、だから、少なくとも新しく

世代を引き付けるという意味で言うと、もし高齢の方を集めたいなら話は違いますが、それはそう

いう生き方もあるのかも知れませんが、持続性を考えればいろんな世代の方にずっと住んでいただ

きたいはずで、となれば、若い方を引き付けるためのとか、高齢の方を引き付けるためのとか、少

しラフでもいいので、そういう区分けをしながら戦略を考えていく用意はおありですかということ

を聞くべきでしたね。すいません。 

 

間野委員長 事務局どうぞ。 

 

事務局   一言で言うと、行政としてそこを考えるとまでは考えていません。 

それはやはり、住んでいる方、後の資料に繋がる話ですが、そこは、住んでいる方々が、どうい

う住まい方といいますか、過ごし方といいますか、何に重点を置いた街を作りたいかというのは、

団地によって、まさに言われたように、すべての団地に病院があるわけでもないし、学校があるわ

けでもないし、置かれた状況の中で、何を一番大事にして、どういう生活の仕方をするかというの

は、やはり、一番は住まわれている方が考えられて、それをみんなが、我々も事業者の方々もみん

ながサポートしていくという形が一番いいのかなとは思っております。 

高齢者対策、子供対策、いろんな施策がありますが、行政としては、それぞれのターゲットに絞

った施策はもうやっていますので、我々としては、そういう高齢者もいる、若い方もいる、その中

で高齢化がどんどん進んでいくという団地というものの、非常にぼやっとした答えで申し訳ないの

ですが、ターゲット別にどうこうということではなくて、団地の生活というものの活性化、そうい

ったものを整理したいという思いでございます。 

 

間野委員長 ということは、塚井委員の意見とは反対意見ということですね。 

 

塚井委員  すいません、聞きにくいことを聞いているという自覚はあります。最後はインフラに跳ね返って

くる話なので、インフラははっきり言って、交通はちょっと違うのかもしれませんが、基本的には

住んでいる方がおられる限りは、管路は通しておかなくてはいけないし、道路は整備しておかなく

てはいけません。 

しかし、活性化という話は経営とか戦略とかの話なので、どういう方を念頭において考えるかと

いうのはとても出てくるはずです。 

そして、今おっしゃっていただいたように、そういう変な差別はできないと、そういう立場で行
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政の方がおられるのは、ある意味とても納得できる話なんですが、あえて言えば、そういうふうに

考えてやっていると活性化って難しいのではないかと。 

嫌な言い方をすると、そういうふうに思います。むしろ、行政サイドでできるところが少ないと

いうふうにも言い換えられると思いますが、いくら行政が旗振ったからといって活性化するわけで

はないし、住まわれている方の意思を尊重するということでもあると思います。 

しかし、例えば子どもの数が減ったから小学校は統合しますというふうに、一旦ぽんとやってし

まうと、それはもう学区が遠くなるとあっという間に子供の方が入って来なくなるのは分かってい

て、分かっているんだけれどどうしようもないという話をお互いにすることになると思います。 

どっちが先に一歩踏み出すかという話で、「そんなことはできないですよ」、「ここは絶対学校や

めません」なんて宣言して、「どうぞ入ってきてください」みたいな言い方はなかなかできないの

ですが、基礎的な生活環境というのが入居される方の意思決定を左右しているというのは間違いな

いところで、あまり後ろに引かれると、サポートですサポートですとずっと言われると、結局お互

いに後退し続ける感じになるのではないかと思います。 

活性化と言っている割には、どんどん後ろに下がり続けて、結局下がりながらバランスを取るの

で大きな問題はあんまり起きないのですが、自然に、あるところはあんまりよろしくなくて、ある

とこには人が集まるという形になるのかなと思います。 

ですので、せいぜいできることは、だから私の言うことを聞けというわけじゃないのですが、ど

ういうメニューがありえるのか、少なくとも、少し前に申し上げたように、実はもう、中山間地域

で、もっと人口密度の低い、高齢化率が下手をすると６０、７０パーセントまでいっているような

ところというのは、ある意味とても先進的なという捉え方もできると思います。 

そのような状況に、広島市の郊外団地がなるなんて思ってもいませんが、ただ、そこで打たれて

いる手段だけは参考にできるのではないかと思います。 

というよりもむしろ、そこでされていることよりももっと有利なはずです。人はたくさんおられ

るし、担い手の方もおられる、だから、違う世界の話なのだからそういうのは関係ありませんとい

うふうにはあまり言っていただきたくなくて、それをうまい具合に郊外で適用できればと思います。 

それをというのは巡回して医療を見るとか、買物環境を整えるとか、デマンドはなかなか難しい

みたいですが、とにかく、参考にできる範囲を、団地の話というふうにあまり限定していただかな

くて捉えていただいた方が、高齢者の方に特に有効なのではないかなと思います。 

もう一つの、若い方のことについてはなかなか難しいのですが、ただ、これは興味も関心もおあ

りの方が現状たくさん住んでおられる中で、しっかり議論をしていただく環境を整えるということ

が、大事だと思います。 

今回のこういう推計結果にしても、これから協議をどういうふうにされるのかはわかりませんが、

あまり同じようなまちづくりがたくさんあってもというのも確かに思考できる話でして、そんなこ

とばかり行政の違う部署からいつも言われて、我々は疲れているというようなお話も、ちょっと聞

くこともあります。 

趣旨が違う、研究会や活性化の話が同時並行でくると、そこは少し注意する必要はありますが、

それでも、ご自分たちの生活の環境の話ですし、ご興味を持っていただけるのであれば、できるだ

け今回もかなりの時間と費用を使って集められたこの資料はどういうふうに読まれるかは分かり

ませんが、最後にはアクセスできる形で公開されると思いますので、それをもっとそれぞれの場所

の方にこの現状を見ていただいて、自分たちでビジョンを作っていただく。 

少なくとも、我々が何回かこういう研究会をして、考えていったことの道筋が間違っているかも

しれませんが、でも、それをたどっていただきながら、やはりそういうことになるのかみたいなこ

とを、それぞれの住まわれている方に見ていただくようなやり方しか私も思いつかないのですが、

例えばそういう形で働き掛けながらやるといいと思います。 

このデータはこのデータ、まちづくりはまちづくり、というふうにまた切っていただくとすると、

あまり一生懸命やった意味が出てこないのかなという感じがいたしますが、プロセスも含めて、ま

ちづくりのところに、エッセンスは最後に書いていただいて、だけども、それを今辿ってそれぞれ
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の細かい案に落としていくという作業をそれぞれの地元の方にしていただこうとすれば、きっと丁

寧にケアしていく必要があるのだろうなと感じます。すいません、長くなりました。 

 

間野委員長 委員長として、この話はわりと大事なことでもあり、かつ後の資料３ですかね、そっちの関係も

あると思いますので、要するに、今の団地の住民の意見にそのまま沿っていくのか、いかないのか

という話も含めて、今後の検討の中でその辺のことはやらないといけないのではないかと思います

が、今は、置いてもらいたいと思います。 

時間が３時前になりましたので、資料の１と２に関してはですね、これでＯＫとっていうわけに

はいかない部分がいくつかあるので、一応これはこれで、とりあえずはこうしておいて、最終的に

取りまとめをする段階で、もう一回戻って、書き方なり、内容をチェックするというようなことに

させてもらいたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

今田委員  先程、社協の方がまちづくりプランを各団地に社協単位で今まで何年かかけて作ってらっしゃる

ということがありました。 

この研究会でやろうとするまちづくりプランと社協がやっているプランとは、どういうふうな関

わりを持っているか分からないので、現実に１００近くあるということですので、各社協の方が作

っておられるプランはどういったものなのか、集めて提示していただいて、それとこの研究会のま

ちづくりプランと合うものがあればそれを活用させてもらい、合うものがなければまた新たなとこ

ろで作らなきゃいけないのかもしれないのですが、ちょっとこれをお願いできないかなと思います。

すいませんが、よろしくお願いします。 

 

間野委員長 プランだけではなくて、市のいろいろなセクション、あるいは市だけではなくて県も含めて、い

ろいろなことが地域に対して行われていると思います。その辺のことを踏まえるということは大事

なことで、新しいことをやるということは古いものもちゃんとチェックするということですから、

今田委員がおっしゃったように、プランに関しても、福祉のまちづくりプランだけでなくて、地域

福祉計画というのも、僕ちょっと噛んでいましたが、その辺もありますので、それはそれで当然踏

まえて考えていかなければいけない。その辺は、事務局の方で整理をしていただきたいと思います。 

 

三浦委員  今の塚井委員のお話とも関係するのですが、資料２において、タイトルが検討課題及び対策と書

かれています。対策という言葉を使われると、やはりイメージとしては、行政側が、住宅団地を活

性化していくために何かをするというイメージにつながりやすいのかなと思いました。 

ただ、実際資料３などを見ますと、今回の主眼は、今それぞれの住宅団地の置かれている状況を、

それぞれの住宅団地の方が自覚をした上で、自らが将来どうするかを考えていき、それに対して必

要に応じて行政はサポートをしますということであれば、ここは対策という言葉ではなくて、例え

ば方策というような形で述べられた方が、スタンスがわかりやすいのかなと思いました。 

資料の中でいろいろなところに対策と書いていますが、こう書かれると、行政がやってくれるよ

うなイメージを持たれるんじゃないかなと思いました。 

 

間野委員長 僕もその通りだと思います。 

 

澤田委員  先ほどから難しい話がいっぱい出ていて、総論的なところも多々あったと思いますが、私どもの

方でも、こういった社協の方でまちづくりを作りましたし、それから、間野先生に来ていただいて、

５、６年前にもアンケートを取ったりしました。 

それで、資料３には、将来ビジョンを作成とありますが、往々にしてこれは、絵にかいた餅にな

りやすいんですよね。それで、参考資料２のところで、三つの団地の高齢化率がゆるやか、人口が

減っていないところの三つに共通するところを見ると、重要なのは交通問題だと思います。 

その団地の中に病院がなくても、交通手段がしっかりしていれば近所のお医者さんに行ける。私
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の団地では、先般のアンケートの中で、交通の利便性に満足しているのが確か５４、５パーセント

だったと思います。ところが隣接している小さな団地の方は、７５パーセントほど満足しています。

じゃあ私どもはどうしてなのかと聞きましたら、事務局の方から、多分バス停が遠いからだろうと。

あ、なるほどなと思いました。たまたま、私はバス停に近いところに住んでいますが、高齢者の一

人として、やはりバス停が遠いとしんどいなと。 

うちの団地は、１０分間に一本は走っていますから、多分広島市内で一番バス路線が発達してい

るところだと思います。ところが、自宅がバス停から離れているところは、非常に不便だと。 

参考資料２に紹介された三つの団地は、複数の交通手段を持っています。これはやはり強いと思

います。だったら、まず交通手段をなんとかしてもらえないだろうか。卵が先か鶏が先かという話

になるかもしれませんが、私どもの方ではそれは今とても悩んでいるところなんです。 

活性化というのは何なんだろうか。じゃあ、交通問題が解決したら活性化になるのか。少なくと

も、流出していく人は減るのではないか。そうすると、そこに残った者でなんとかできるのではな

いか。ということなんですね。たまたまなのですが、うちでは子供会の問題と、防災の問題を抱え

ています。子供会の方は、子供会に入る子供たちがだんだん減っていくと。じゃあそれはなぜか。

パパやママがとても忙しいから。だったら、じいちゃん、ばあちゃんが応援しようじゃないか。と

いうことで、去年はまずラジオ体操のときに、パパやママは出てこなくても、じいちゃん、ばあち

ゃんがやりますよということで、じいちゃん、ばあちゃんが交通整理したりしました。 

子供会は、確かうちの区域では４０人くらい入っているのかな。それなのに、ラジオ体操には毎

朝１００人くらい来たんですね。だから、なんとかそれを組織化しようと動いているところです。 

それから、１２月に防災訓練をしました。毎年いろいろ形を変えて防災訓練していますが、つい

先日、それに関しての反省会を設けました。いろいろな意見が皆さんから出てきて、それを集約す

ると、消防団みたいなものをうちの団地で作ろうかと、まだ皆さんに諮っていないのですが、反省

会に出た人たちの間で、そういう意見が出ています。 

これは、人数がある程度いればできる。話し合いもできる。とすると、そういう問題は卵なのか

鶏なのか。交通問題の利便性が卵なのか鶏なのかというのはよくわかりませんが、専門の先生方に

判断していただくと。団地の中のいろいろな細々したものは住民で解決できますが、交通問題に関

しては住民では解決できないです。 

役所のプッシュとか、何か方策は取れないものだろうか。とすれば、もしそれが可能であれば、

病院を呼んでくる必要もないし、スーパーを呼んでくる必要もありません。全ての問題は交通問題

に起因しているのではないかと。難しいことは分かりませんが、そういうふうに考えていますが、

プッシュできるものでしょうか。 

 

間野委員長 そのことは、次の対策メニューとして何ができるのかという話になってきますので、また次回に

ということでいきたいと思います。 

前半のまちづくり計画の話については、絵にかいた餅にならないようにしないといけないという

ことですが、その辺で資料３のことに言及されていますので、そちらの方に行ってしまいたいと思

います。よろしいですか。予定としてはあと２５分しかありませんが、事務局の方で説明をお願い

します。 

 

事務局   まちづくりプランについては、名前はちょっとまた考えたいと思います。 

私どものやろうとしていることは、福祉計画のように一律に作るというものではなくて、団地に

よって作らないところがあってもいいし、作るところがあってもいいし、その辺はフレキシブルな

ものにしたいと思っています。 

先ほど、対策ではなくて方策という話がありましたが、まさにそのようなことを思っていまして、

行政が取り組むものもあるのかもわかりませんが、民間事業者が取り組むものもあってもいいし、

住民の方が取り組むものがあってもいいと思います。 

先ほどのバスの話も、今回、参考資料２において、ふじランドは人口が減ってない団地として一
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つ取り上げましたが、ふじランドには実はバスも走っていないんです。 

その代り皆さんで乗り合いタクシーを入れられて、乗り合いタクシーが病院の行き来をしている

ような所ですが、それで人口が減ってないんです。 

私どもの認識としては、多分いろいろな要因があって、ふじランドは人口が減っていないし、高

齢化もほとんどとどまっている。いろんな要因があるからこそ、いろんな方策が考えられるのかな

と思っています。 

そうした中で、我々が今後方策を考えていくのに最も大切なものは何かと考えてみた時に、今申

し上げたように、交通も、交通以外もいろいろな対策がありますが、何を選択するかということで

すよね。我々の団地が住みやすくなるために何が最も大事かというのを、何を選択するか。これは

やはり行政が選ぶというのではなくて、住んでいる方が選ばないと前に進まないと思っています。 

例えば、高齢者の方々の暮らしやすさを一番に考えるのか、それとも若い人の入居を一番に考え

るのか、若い人の暮らしやすさを一番に考えるのか、お年寄りの暮らしやすさを一番に考えるのか。 

やらなくてはいけないことがいっぱいある中で、何を一番優先するかということ、これを考える

のは、やはり住んでいる人だと思います。 

これが大変重要ではないかということで、資料２にある検討課題の一番上に、目指すべき将来像

の構築というようなものを、掲げさせていただいています。 

何をするかというのは、どういうふうな団地にしていきたいかということに繋がることではない

かと思います。ただ、資料３の話になりますが、じゃあ住んでいる方にいきなりどういう団地にし

ていきたいですかと聞いても、それは答えが出るようなものではなくて、やはり何らかのプロセス

があって、住民の方々の総意として皆さんがある程度同じ思いを持つ。それと併せて、考えたこと

に少し実現性がないと、どうしても絵にかいた餅に過ぎないようなものになるのかなと思います。 

ある程度皆さんが同意する、実現性を持たせるやり方をどのようにやっていくかを、一つたたき

台がいると思い、イメージを膨らませてもらうために資料３を作っています。 

 

事務局 （資料３について説明） 

 

金谷委員  ありがとうございました。プランに関しては鈴川委員が先ほど言われたとおり、大きなものにし

過ぎるといろいろな他のプランとだぶってしまうということを懸念しているのが一つです。 

      それと視点を変えて、先ほどから高齢者を支えていくとかですね、高齢者が暮らしやすい街とい

うことに関して、今日いただいた参考資料の１－２で、年齢別の差はあんまりなかったという御報

告でしたが、私は非常に面白い結果がたくさん出ているなと思ったので、それと高齢者のことに関

してお話をしたいと思います。 

      まず、２ページを見ていただくと、若者である２０代、それから７０代８０代、公共交通にどっ

ちが不満を持っているかというと、２０代の方々の方は不満とやや不満の両方を足して４２％の人

が不満を持っているのに対し、７０代８０代は２３％ということで、公共交通に関しては若者の方

が不満を感じております。 

その横の買い物に関しても同じような傾向で、２０代は３４％の人が買い物の利便性に不満を感

じているのに対して、７０代８０代は２５％です。 

もっとびっくりしたのは、４ページの介護・福祉施設に関しても、若者の方が不満を持っていて

７０代８０代の方が少ないということと、最後に御報告のあった定住意向は高齢者の方が強い、ず

っと住み続けたいと思っているということを合わせて考えると、団地に今お住まいの高齢者という

のは、結構、力があるって言ったらいいのでしょうか、潜在力が非常に高い高齢者の方々が多くて、

同じ環境にあっても結構たくましく生きておられるのかなというのが私のイメージです。 

ということはもしかすると団地にお住まいの高齢者の皆さんというのはサポートされると一方

的に考えるよりは、お互いサポートし合える人たちなのかものしれません。 

もう一つですね、それを表しているのが、地域活動への参加意向ですよね、それも極端に出てお

りましてですね、８ページです。７０代以上のところを見ていただくと、５割以上の方々が参加し
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たい、できれば参加したいであるのに対して、若者の方は３割程度ということで、団地のお年寄り

というのは地域活動にはとても意欲的でいらっしゃいます。皆さんが当てにしている若者は、もし

かすると移住してきてくれても皆さんが期待しているようなマンパワーになり得るのかどうかは

よく分からないし、悪口を言うのではなくて、このデータからそう読み取れます。 

というふうに考えるならば、今後の団地のいろいろなお困りごとを解決する一つの、先ほどラジ

オ体操の話で子育て世代よりお年寄りの方がリーダーシップを取ってやっていらっしゃるという

話がありましたが、まさにその例だと思います。 

リタイア世代から上の高齢者にもいろいろいらっしゃると思うので、お元気な高齢者、あるいは

プレ高齢者に何とかこの問題に関わってもらうような仕組みを考える。今後、私はプランというよ

りはこの研究会は割と限定した課題について話をするんだということに絡めても、それぞれの地域

で大きな絵を描くというよりは、何かやりたいこと一つか二つ決めるプロジェクト型で何かを立ち

上げることを奨励して、成功事例を積み上げてそれが波及すればいいというような感じがします。 

もちろん基礎的なこととしていろいろなニーズ調査とか必要かもしれませんが、あまり何でもか

んでもここに書いてあるような課題が、交通・病院・教育全部地域の人でと言われたら、ちょっと

困りますので、私たちのところで何がしたいというのは、せいぜい二つか三つ、一つでもいいと思

います。 

今見たように今回の調査で団地にお住まいのシニアは結構たくましいぞっていうのも出てきて

いますので、さらに、できれば地域に関わりたいという方々の属性をもうちょっと分析して、地域

の方々にこういうところをプッシュしたら、もしかしたら応援団になりそうな人いるかもしれない

よと、既存の町内会、自治会の方にお声掛けをするのと同時に、新しい人を発掘する可能性のある

データが、この調査からも拾えるかもしれないので、その辺も併せて、具体的な話になるようなも

のになれば、いいんじゃないかなと思いました。 

      それと高齢者に関していうと、最初に委員長言われたとおり、７０、８０歳の今お元気な高齢者

も、でも永久ではなく、１０年、２０年後にはいらっしゃらないかもしれないということももちろ

んあります。ですから、それはそれで私は一つだと思います。 

施設やケアハウスに入られたりすることもある。しかし、１日でも長くこの住み慣れた場所に愛

着を持っておられる方がお元気で暮らせるように。また、ここでの議論が交通とか移動の話になっ

ているのですが、高齢になってこられると、移動というより、家の中で一人で過ごすことが大変で、

ごみ捨てができない、庭の掃除ができない、そういうトラブルがあることがここではあまり考慮さ

れていません。移動というのはお困りごとの一つだと思います。そういうことを考えても、移動だ

けを深く考えてもいけないし、高齢者はサポートされるだけでもない、ということも考えつつ、何

か一つでも前に進めるようなことができたらいいなと思いました。以上です。 

 

林委員   いろいろと意見が出ていますが、基本的には、自分達の街は自分達で守るというのは原則だと思

います。原則ですが、守れない状況もあります。住民が自分達でできないことは行政が担わないと

いけないと思います。 

脅威になることが身近に迫っているという、例えばの話ですが、介護保険の改正ですね、一つの

流れとして。施設の入居が２万人も待機しているというのが先日中国新聞に出ていました。広島市

も要介護施設に５，０００人の待機者がいる。ますます増える。しかも、その要介護３以上でなけ

れば、施設には入れない。それはどうするのといったら、地域で解決できる問題ではない。だから

それは行政がどういうふうな仕組みで事業者を巻き込んでその地域の生活者の安心と安全をやっ

ぱり実現するかという視点で捉えていかないといけないですね。 

例えば、訪問介護も訪問診療もそうですが、自宅で要支援１、２の人も自宅で在宅介護しなさい。

それは若い人は親を介護するといったら負担が多くて大変ですよ。その時はどうするんですか。そ

れは地域で元気な高齢者が、健康で長寿な老人だったらいいわけですよね。寝たきりになったり、

生活上の不安を抱えながら生活するというのは避けなければいけないけれども、そういうふうなこ

との行政が担わなければいけないところと、地域でやらなければいけないところの切り分けをして
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いかないと、問題点の元は解決しないと思います。 

それで、地域の住民がとおっしゃるんですけども、確かにその通りですけれども、やはり一つは

そこに住んでいる人の、人と人とのつながりですよ。だから人間関係がどれだけ紡げているかって

いうことが、その地域の豊かさに繋がっていると思います。 

それで、個人情報があるとか過度の自己主張が多くなってとかいろいろな背景はありますが、住

んでいる人が名前で呼び合えるような環境に、我々努力してきたのかな。というようなことを考え

て、振り返ってみると、そういうふうなエリアのところというのは問題が起きにくいですね。だか

ら、いざ困ったよといったら自然に助ける人がそばにいてくれて、自分たちでできる課題は自分た

ちで解決するという流れになっているんです。 

我々団地の住民がプランを立てなければいけない。その通りだと思います。しかし、その前に安

佐南区ということではなくて、広島市には八つの区がありますが、この団地の問題は、八つの区の

まちづくりにも関わっている問題でもあるはずです。 

したがって、エリアで解決できることはないのか、という視点で単独の団地で解決する。できれ

ば解決したい。だけどそれができないとすれば、隣の団地と連携することで生活上の不便が改善で

きないか、もっとエリアを広げて、もう少し広域で問題を解決しようとしたときに、例えばタクシ

ーの移動の問題もバスの問題も、今は縦の方向で、下の商業施設が集積しているところに降りてい

くという、一方の通行の交通体系を要求するわけですよ。だけど、事業者から見たら採算がとれな

いものに参入しませんよね。とすれば、団地間が横にネットワークを組んで、その移動ルート上で

採算がとれるような工夫なんてできないのかねっていうようなことも、この研究会で討議していか

なくてはいけない問題だと思うんです。 

基本は住民だと。おっしゃる通りです。だけど、それをサポートしていく、住民でできないこと

を担うことが行政の責任だということも忘れないでもらいたい。そこら辺りがうまく機能しないと、

どうもギクシャクギクシャクするという関係がずっと続くんじゃないかなという思いは強くしてい

ます。ちょっと辛口にはなりましたけど。 

 

間野委員長 いやいや、重要な意見だと思います。それで、今の広域でできないのかどうかみたいな話を考え

ようとすると、最初の方に塚井委員から出た意見のような、いわゆる数字で出てくる団地のリスト

というものではなくて、マップが欲しいなという話になってきますね。 

では、竹内委員お願いします。事業者が参画しなきゃいけないって書いてありますから、ぜひそ

の辺りのことを踏まえて。 

 

竹内委員  住宅産業協会です。先ほど、金谷先生が若い方にはあまり期待が出来ないなと、地域の協力がち

ょっと希望されていないというような傾向でお話されていたのですが、これは今に限ったことでは

なく、今も昔も若い方というのは根本的にそういう意識は最初持っておられて、やはり、まず空き

地やあるいは空き家対策をして、一軒でも多く若い方に一世帯でも多く入ってきてもらうというこ

とが、やはり一番大切ではないかと思います。 

ここ最近の話ですが、アンケートの方にでも、住宅団地以外の方が手頃な価格で適切な物件が見

つかれば住み替えるというのは、結構なパーセンテージがあります。 

それで、物価もいろいろ下がってまいりまして、広島の方にもパワービルダーがどんどん進出し

ております。つい先日は安芸区の団地の方で、１，２００万円台の新築住宅が出ておりました。こ

れローンを組むと、もう今払っている家賃以下で入れるというぐらいの非常に手頃ですね。 

ただ、そのパワービルダーも私たちもそうですが、土地があるようで、実は流通している土地が

少ないです。団地で見た目は空き地ではありますが、そこに勝手に建てるわけにはいきません。 

そこの何らかの事情で、もう何十年も空き地のままの土地というのはたくさんあると思います。

個人情報の絡みがあると思いますけども、いかに空き地をそういったような、例えば分譲住宅に変

えていくかというところを工夫しなければと我々を含めて思っております。 

      そこで実際に分譲住宅を建てれば、その分譲住宅自体が一度建ってしまえば、それが２年も３年
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も売れずに残っていることは、まず広島ではありません。必ずそこに世帯が入ってきます。 

新しい世帯が入ってきて、その団地の皆様が温かくその方々を迎える。やはり最初の段階では皆

さんおっしゃいます、近所付き合いが煩わしそうと。そういうのは極力やりたくないと言われます

が、今みたいな値段で、ちょっと１，２００万円台というのは極端ですが、要するに１，０００万

円台の建売住宅というのは随分出てきています。 

そういうところですと、要は何だかんだ言いながら、買えるところに入っていくという方は大勢

おられますので、やはり空き地・空き家対策、そこがまず最初ではないかと思います。 

 

間野委員長 ステップ２では、まちづくり計画に事業者等に入ってもらおうということですが、その辺りのこ

とに関してはいかがですか。まちづくりプラン作成のための組織の事業者等というところで、ここ

には住宅産業協会の業界も入っていると思いますが、その辺りの可能性というか、まちづくりプラ

ンへの関与というんですかね、その辺りはどうですか。 

 

竹内委員  もちろん当然関与していくべきものだと思っておりますし、何よりもやはり情報交換というのが

一番大事です。情報交換がされないことによって、今そこにあるものが生かされないっていうこと

がありますので、両者の思いが一つになっていくということが一番の活性化につながるのではない

かと思っております。 

 

今田委員  今の話に関連して、住民によるまちづくりプランの中に、当然地域の商工業者がいるわけです。

商工会っていうものがあります。そういったところの業者も住民である方が多いわけですから、そ

ういった方、商工会等々の方を交えてまちづくり、そうすることによって空き店舗があれば、そこ

をどのように活用するか、ましてそこでは空き店舗の中で賃料が高いために出てこないとかという

ことに関しては、何らかの期限を付けてでも賃料を極端に安くするとかという形で、新しい事業者、

若い事業者に入ってもらうことによって街の活性化というものは出てくると思います。 

      これは、徳島県の山の中でＩＴ産業が入ってきているところが現実にあります。そこは、この空

き店舗にはこの業者を全国で募集して入居させ、その隣はラーメン屋さんだったら、その隣は美容

院だ、その隣は何だという特定の業者だけを募集するという方法で、今、その街は非常に山の中で

すが、過疎化していたのが人口が少しずつ増えてきているということがあるようなので、そういっ

たことも踏まえた上でまちづくりのビジョンというものを住民と業者、商工業者が一緒になってや

れば、私はもっといいものになるのではないかと思っています。 

 

間野委員長 その通りだと思います。特に団地の中に商店街があるようなところでは、まさしく一体的にやら

なくてはいけないですし、買い物の問題はいろいろなところで出てきていますから、ぜひそういう

形でやる必要があると思います。ありがとうございました。ほかにいかがですか。西川委員 

 

西川委員  いろいろと意見が出ましたが、私の方は交通に関する部分に特化して話をさせていただければと

思います。 

      やはり今回の研究会のテーマの中では、団地における交通をどういうようにするかというのが大

きなポイントだろうと認識しています。 

今日の資料をいろいろ見させていただいて、ちょっと気になったのは、昨年の末に交通政策基本

法というものが成立しまして、この夏までに基本計画が策定されるという動きがございますが、そ

の中では、地域の交通に対しては、国、それから地方自治体、関係する事業者、それから利用者、

それぞれが役割分担を明確にしてその地域の交通を守っていこうという、こういう理念が盛り込ま

れています。しかし、この資料３のステップ２のところを見させていただきますと、これはあくま

でも私の個人的な思いなんですが、行政はあくまでも助言しますよ、支援しますよと、そういうふ

うなイメージでずっと表現がなされているわけですが、そうではなくて、むしろこれからは主体的

に、この地域の交通というものに対しては、関わっていただかなければいけないという立場になら
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れているのではないかというふうに思うんです。 

そういったところが、今回の資料等からは読み取れないので、その辺のところをどのようにお考

えなのかなということをお聞かせいただければと思います。 

 

間野委員長 これは質問ですので、事務局で答えてください。 

 

事務局   今の時点での私どもの思いですが、先ほど林委員からもありましたけども、エリアで解決すると。

それはすごく大事なことだと思います。ただ、我々の現在の検討の土台は、一応、一つの団地とい

うことに置いていまして、その団地の住みやすさなりを追及していくのに、一つの団地で難しけれ

ば隣の団地と一緒になるというところまでイメージはあるのですが、ものによっては林委員が言わ

れたようにもうちょっと、あるいは区全体というものもひょっとしたらあるのかも分かりませんし、

小学校区単位でというようなものもあるのかも、行政としては当然あるのですが、ただ、団地固有

の課題と団地でないところにお住まいのところの課題を一緒に議論するのは、なかなかちょっと難

しいかなと思っていまして、私どもしては連携するにしても団地の問題で、課題の一つとして同じ

問題で悩んでいらっしゃる方の解決策をどうするかということで整理をしたいというのが一つあ

ります。その中でエリアが広がって考えていかなくてはいけないものは臨機応変に考えていくとい

うことだと思います。 

交通の問題、特に路線の話は、私どもは団地の問題というよりはもっと大きな行政、市なり区な

りで考えていくような問題であって、国と市とそれから事業者の役割分担でそれぞれ新たな補助制

度も作っていきますというような新聞報道もありましたが、これは大事な話ですけども、ここで議

論したいのはそういうことのもう一歩前に移っていただいて、それはそれで考えるにしても別な形

でもっと身近な話として考えられるものが、金谷先生おっしゃられたようにプロジェクトを１つ絞

って、これをやったら少し良くなるというようなこと、みんなが動くことによって何か良くなると

いうようなものに取り組んでいけたらいいなと思います。 

それがもし路線バスということであれば、それはそれでやっていけばいいと思いますが、ちょっ

とエリアの範囲がちょっと広すぎるのかなということを思わないではないのですが、そんな感じを

持ちました。 

 

間野委員長 事務局の答えはそういうことですが、委員長としてはその辺りのことを最初から決めてしまうの

はおかしいと思います。本当に団地を活性化するために何が必要なのかということは、まさしくこれ

から議論していくわけで、その中で市としてこういうことはできないのか、ということは当然検討さ

れるような形でないと、ダメだと思います。その前提で進めたいと思いますが事務局いいですか。 

 

事務局   もちろんそれは構いません。この団地にとって何が一番大事かというのを、つまり地域の方に考

えてほしいわけですね。地域の方がどうしても我々の団地には他のことよりも何よりもまずは路線

バスを入れたいということに一番力を入れたいということであれば、それはそれで行政は支援する

という形で、その時には住民の方とバス事業者の方と一緒になった組織づくりが必要だと思います。

要するに最初の段階からバス事業者に入ってもらって議論するというような組織づくりがあって、

行政が入ってプランづくりがある。そういう形がいいと思いますが、初めからそういうことだけで

はなくて、もっといろんなものから選んで欲しいという思いを持っているということです。決して

否定するものではありません。 

 

間野委員長 初めからあんまり行政は基本的に自らやりませんということを前提にする必要はないというこ

とが確認できたと思うので、そういうことでいきたいと思います。時間もなくなってきて、吉村委

員、団地のまちづくり計画ということですけども。 

 

吉村委員  それぞれに本当に立派な御意見が出ましたので、私の出る幕はあまりないのですが、私の方で一
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番感じているのは、何が問題なのだろうかなと。今将来的に人口、日本全国でも人口が減っており

ますし、広島市も人口が減っているということなので、では、団地の人口がどれだけ減ったらこれ

が問題なのだというのか。先ほどの現在に比べて将来的に６０％減少というのが、私は今高陽です

が、高陽が２０年もしたら６０％に減るよと。だから非常に問題点があるんですよと言われている

のかどうなのか。 

私もいろんな役をやっておりますので、皆さんに聞いてみるのですが、お年寄りは一つも問題が

ないと、問題提起をしていただけません。ですから、ほとんど満足していると。アンケートを見て

も６０％から７０％の人が満足をしておりますので、あとの２０％とか３０％の方の問題点が出て

こない限りは、なかなか難しいなと思っています。それで、我々は何をどう解決すればいいのかな

というのを問題提起したいと思います。 

先ほどの統計を見ても、若い人が新しい団地には２０％くらいは入ってもいいよと、ところが古

い団地には１０％くらいの人しか入りたくないよという、先ほどの統計もありましたので、やはり、

我々が、何がどうなれば一番問題なんだろうか、その団地の全体の問題と個々の問題とをもう少し

掘り下げないと団地の活性化の解決策が見つからないのではないかと考えました。以上です。 

 

間野委員長 その通りで、方策メニューを考えているときに、その辺の場面というのをちゃんと見据えてやる

必要があるのかなと思います。 

 

鈴川委員  その辺で同じような思いだなと思ったのですが、この研究会での議論が何かもどかしく今感じ出

して、その方策とか取組メニューを考えるのに、やはり具体的な団地をいくつか掲げて、できるだ

けマスコミとかシャットアウトした上で、例えばこの中でこの団地には、今までのカルテとかいろ

いろな調査のデータからでも読み取れる部分で、この団地だったらどういう課題があって、どうい

う対策や方策が考えられてどういうメニューが実現性があるのかとか、事業者から見たらどうなの

かとか、そういうところをもうちょっと具体的な実際の団地をイメージしながらやっていかないと、

大きい団地のことも小さい団地のこともいろいろなことを総花的に考えていても何か現実味がな

いなと段々思い出したので、御検討をお願いしたいと思います。 

 

間野委員長 次の段階では少し何かその辺の検討の仕方を考えなければということだと思います。同感です。

他はいかがですか。 

 

鈴川委員  先ほどの資料３のステップ１の①、②、③の部分は、交通問題の乗合タクシーの導入の場合には、

こういう地域がまず課題を出して、事業者を交えてやっていらっしゃるじゃないですか。そういう

前例はあるなと思いました。 

 

間野委員長 その通りです。個別の対策というのは実をいうといろいろやられているわけで、その辺のことの

整理とそれからじゃあ、整理した上で今回考えているまちづくりプランはどんなものになるのか、

本当に必要なものなのかどうなのかも含めて検討する必要があると思います。 

 

塚井委員  私がずっと時間を使って申し訳ないのですが、次に向って考えていただきたいことを二つほど申

し上げます。 

      一つは、先ほどからずっと金谷委員や他の委員からも出ていますが、構造的に若い人が担い手に

なりにくい、まあ当然なんですよね、時間がないということなので。だけども、その対策がずっと

打てなくてきているのですが、対策を打たないとしょうがないだろうと。 

少なくとも具体的に参画してもらえなくても、例えば課題は何があるということくらいは頭出し

をしていただかないと、先ほど言っていただいた子供会の活動、非常に象徴的だと思うのですが、

ラジオ体操はやればそういうニーズがあるのですが、おそらくやりませんかというふうに聞いてみ

ないとやりますと、きっと言わないんですよね。 
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困っていませんかと聞いても別にラジオ体操に行かないこと自体が特に大きな問題が発生して

いるとは思えないのですが、ただ行ってみるといいものなので、やってみましょうかという話にな

るわけで、それは火が最初にどっちからつくのかという話だと思うのですが、やはりこういう話が

地元の方の目に見える意見だけを聞いて、それに従ってまちづくりをすればＯＫかというとそうで

もないということの典型例だと思うんですよね。そういう例がどれだけありそうか。特にそれが若

い世代の方々にとって言われてみれば実は面白そうだなと言えるような街の魅力になるようなも

のが、何があるのかというのを、どうやって頭出しすればいいのか分かりませんが、それを考えて

いただかないと難しいのではないかということ。これが１番目。 

      ２番目には、これも先ほど澤田委員からありましたが、実はこの手の話は今日もちらちら出てき

ていますけど、防災の話が結局地区全体としては興味関心が、たまたま時事的にここ数年高いとい

うのもありますが、これは世代に関係なく非常に大変な問題ということがあると思います。 

それで消防団、水防団、こういうところのメンバーの方が結構町内会の方にも参加されていると

いう、ダブっているというパターンがかなりあるやに聞いています。という意味で、活性化と防災

は直接関係ないのですが、実際人を集めてみるとそういう人がたくさん含まれているということが

一つ。それからネットワークの基盤が、そういう水防団だったり消防団だったりするパターンもこ

れも現実に結構あるということ。そういう意味で、そのトピックスはこの研究会のメインのもので

はないとしても、実際ものを実行段階に移す上では考えざるを得ないだろうという感じがしていま

す。最終のアウトプットに出すという意味ではなくて、話のとっかかりとして、メニューの中にそ

ういうのもあってもいいのではないかと。 

今、防災とかそういう切り口はどこにも出てこないのですが、むしろ実態としてはそういう形に

ならざるを得ないのではないかなと。そういうところの考え方の整理をどうするのですかというの

が２番目です。 

 それから２ダッシュですが、これが最後いろいろな御意見を伺っていてそうかなと思ったのです

が、そう考えると区割りが団地にならないのではないかという感じがものすごくしています。 

団地単位で物事を考えるということが本当に実効性のある話につながるのかどうかが怪しくな

ってくる。担い手の方もそれから住民の方も決して団地の周りが空白になっているわけではなくて

その周りも住宅が広がっているし、小学校区は当然それとは関係なく、団地できれいに切れている

こともあればそうでないこともあって、それはある程度仕方がないんだよと先ほど言っていただき

ましたけども、ある程度どころか、それはかなり仕方がないと思わざるを得ない。特定の団地で校

区が切れているところは何箇所かあると思いますが、そんなにうまくできていないと思うんですね。

そこはもう少し柔軟に考えていただけませんかという、最後の話はお願いですね。以上です。 

 

間野委員長 そうですね。事務局が今の段階で答えられる話ではなさそうですが。 

 

事務局   地域コミュニティそのものの議論、それはとても大事だと思います。もちろん団地の活性化とコ

ミュニティは切っても離せないのですが、コミュニティというのは、まさに言われたように小学校

区を単位にしていろんな物事が、消防団に然りそうなんですけど、小学校区の議論にしてしまうと、

それも大事なんだけど団地の話の焦点がぼけてしまうし、ちょっとこれは検討させてください。 

 

間野委員長 これはまちづくりプランの単位みたいな話だと思います。拡大していくといくらでも拡大してい

ってしまって市域全体で考えなきゃいけないみたいな話に極端になるということですね。 

ただ、団地そのものが５ヘクタールから１００何十ヘクタールまでものすごい幅がありますから、

そういう中で、団地単位でまちづくりプランを作るということにあまりガシガシと拘るわけにはい

かないっていうことははっきりしているかなと思いますので、その辺りは、今日はそういう話が資

料としては提案されていないので、その辺りのことを具体的に検討していかなくてはいけないと思

いますので、次回以降その辺りを議論していきたいと思います。他はいかがですか。 
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三浦委員  全体の話の中で思ったことがありますので最後に意見として言わせていただきます。 

      今回、資料１のところで、住宅団地の位置付けをされました。その中で、極めて重要な位置付け

ということで書かれています。 

今私たちは議論として反対に住宅団地が問題を抱えていますからどうにかしないといけません

ねというスタンスでやっているのですが、重要な役割を果たすということであれば、そういう見方

ではなくて、どれだけ魅力的であるかというスタンスで見る方がいいのではないかなと。 

      例えば何年も経っても若い世代も入っているし、人口も減っていない団地もある。それはこうい

う魅力があるんだと。それは外的要因も交通等含めてありますけども、団地そのものが自ら更新を

かけている、お互いに考えながらやっているところもあると思うんですね。そういったどのような

魅力を作っているかということの情報を集めて、それがまだできていないところに対しては、こう

いうふうな手順でやると魅力が生み出されるのではないかというふうにした方がスタンス的には

いいのではないかと思いました。 

 

間野委員長 これも次から方策メニューということを考えていきますけども、非常に重要な視点だと思います。 

 

金谷委員  一言、最後に言い訳させてください。私は、若者を排除するつもりは全くなくて、若者が参加す

るまちづくりはとても大事だと思っていて、何からスタートするかというときに元気な中高年にま

ず旗を振ってもらって若者も巻き込んでいくことがテクニックとしてそうじゃないかということ

で、若者に参加してもらいたいという気持ちは皆さんと同じか、それ以上だということを付け加え

させていただきたいと思います。 

また、このプランがどうなるかなんですが、最初に３０年計画というお話がありましたが、団地

の子供たちの意見を聞いたり、団地の子供たちが自分の住む地域がどういう状態なのかとか、どう

してできてきたのかということを学んだりするような、子供が関わる場面がどこかにあったらいい

のではないかと思います。 

彼らがそこで育って、もしかしたらずっとそこで住み続けたい、３０年後の壮年世代の可能性も

あるわけなので、何らかそういう要素があったらいいのではないかと思いました。以上です。 

 

間野委員長 プランを作っていくプロセスの中で子供たちの参画ということですね。これはぜひ必要だと思い

ます。 

      今回はそういう意味では結論的にはどうこうっていう話はなくて、次のステップで検討するべき

課題が御意見としていろいろ出されたという感じがいたします。 

      今後のスケジュールを含めて事務局にお返ししたいと思います。 

 

事務局   本日は長時間に渡り御議論ありがとうございました。次回の研究会に向けていろいろと整理を頑

張っていきたいと思います。次回の研究会でございますが、３月２４日の月曜日に第５回目の研究

会を予定させていただければと思います。年度末ということで大変お忙しいところ恐縮なのですが、

よろしくお願いいたします。 

 

間野委員長 何をやるかっていうのはこれから考えるんですかね。 

 

事務局   今回いろいろと御議論いただいた内容を踏まえまして、方策をお示しするような形を取りたいと

思います。 

 

間野委員長 というわけで、今日いろいろ出てきた方策に関する御意見がいろいろありましたので、その辺り

をちゃんと整理して事務局案という形で出していただけるとありがたいと思います。 

      ではこれで第４回の住宅団地活性化研究会を終わりたいと思います。どうもありがとうございま

した。 


