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第５回住宅団地活性化研究会議事録 

 

 

１ 日 時  平成２６年３月２４日（月）１３：３０～１５：４０ 

 

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 総合的な対策の取りまとめイメージについて 

イ 活性化方策の検討について 

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５回住宅団地活性化研究会を開会させていただきます。 

本日は、バス協会の西川委員が御都合により御欠席されています。また、金谷委員が少し遅れて

いらっしゃいますので併せてよろしくお願いします。 

それでは議事に先立ちまして企画調整部長の久保下から一言御挨拶を申し上げます。   

 

久保下部長 失礼します。企画調整部長の久保下でございます。よろしくお願いいたします。 

      今日は年度末の大変お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。      

今日は第５回目ということでございまして、昨年の５月以来、大変熱心なご検討をいただき誠にあ

りがとうございます。昨年の５月に始めてから、この１年近く経つ中で、私どもの中で、人口減少

社会への対応ということが、昨今非常にいろいろな場面でいろいろな行政分野で言われるようにな

ったということを非常に痛感しております。 

      その人口減少社会の対応という中で、一番縮図的に現れているのが、この団地の問題ではないか

と思っておりまして、これをどういうふうに乗り切っていくかということが本当に今からの広島と

いいますか、大げさに言いますと、日本のまさにあり方みたいなものを決めていくのではないかと

いう感じすらいたしております。 

      そういう中で、我々行政は、ある施策をするときに、社会実験という言葉をよく使います。ある

行政施策を実現するために、効果が出るか分からないようなときに、一定期間だけやってみて、効

果があれば本格実施をということをよくやります。 

      この団地の問題というのは、まさに今からこの人口減少社会という、我々がこの未知の世界の中

で、いろいろな施策を、ある意味、社会実験的にいろいろトライしてみなければいけないと。トラ

イした上で、効果があるかないか、そして効果があるためには、もっとどうしたらいいかという改

善を加えていく。そういう取組が求められてくるのではないかと考えております。 

      今日から本格的な活性化策のメニューを検討していくということになります。いろいろな意見を

いただきたいと思います。その中で、行政も積極的にそれを躊躇することなく取り組んでまいりた

いと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 
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事務局   それでは早速ですが、議事に入らせていただきたいと思います。これからの進行は間野委員長に

お願いしたいと思います。間野委員長よろしくお願いします。 

 

間野委員長 こんにちは、皆様ご苦労様です。福島から広島に来るとすごく温度差を感じるのですが、今日は

非常に温かくて、桜がちらほら咲き始めているということで、ずいぶん地域の違いを感じていると

ころです。それでは、具体的な議事に入りたいと思います。 

      今日は大きく分けて二つありまして、一つ目は総合的な対策の取りまとめイメージについて、二

つ目は活性化方策の検討についてということですが、総合的な対策の取りまとめイメージについて

というのは単純にいうと、この研究会のアウトプット、つまり最終的な成果物として何を出すのか、

そのイメージについてです。 

      これまで抽象的に済ませてきた結果、何となくちょっと迷走したところもあったので、ここでア

ウトプット、最終成果物としてどんなものを目指すのかと、この研究会が、広島市に対して何を提

言するのかということの大枠のイメージを事務局の方で示していただいて、それについて共通の認

識を持つ、共有するというのが一つ目です。 

      資料１と資料２がありまして、資料１がその取りまとめのイメージであり、資料２がその中の団

地活性化プランの必要性や構成についてということになっています。 

      二つ目は活性化方策の検討ということで、この一つ目を踏まえて、いくつかこの研究会が、検討

しなければいけない、議論しなければいけないことがあるのですが、それの大きな一つの柱として

活性化のために具体的にどういう対策をしていけばいいのかということの提案をまとめるための

皆さんからの御意見を今日出していただこうということです。 

      今後の研究会のスケジュール等も含めた形で、資料１「住宅団地活性化の総合的な対策の取りま

とめイメージ」という資料を作られておりますので、この資料の説明を事務局の方からお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局  （資料１、２について説明） 

 

間野委員長 はい、ありがとうございました。 

      資料２は、前回の研究会において出た御意見（住宅団地で作成するプランと他の各種プランとの

違いについての意見）に基づいて整理をし直したものです。この資料１と資料２については、特に

資料１に関して議論する必要があると思います。いかがでしょうか。 

      僕の方から質問なのですが、少し気になったのが、「取組メニュー」と「活性化方策」、これらの

言葉が似ているようで、別々に使っているので、その辺りの解説をしてほしいと思います。 

それから資料１の右側のスケジュールにある「中間取りまとめ」の意味、中間取りまとめをして

どうするのかとかですね、中間取りまとめというのが何なのかというのがよく分からなかったのと、

それから第１０回で、「素案作成」と書いてありますが、この素案というのは何の素案なのかよく

分からない。さらに言うと、３月に「取りまとめ、公表」と書いてありますが、公表するのは何を

公表するのかという、この辺りは少し言葉が短すぎてよく分からないので、少し補足説明をするこ

とろから入るといいのではないかと思います。 

 

事務局   中間取りまとめとか素案とか、これは大変申し訳ございません。役所言葉でございまして、ちょ

っと使うべきではなかったかと今大変反省をしております。 

      中間取りまとめというのは、市の事業ですので、この事業をやるためには、やはり予算を伴うわ

けです。平成２７年度に、皆さんで御議論していただく内容を何がしかの実際の事業に結びつけて

いくためには予算がいるのですが、平成２７年度の予算の作業をするためには、１０月頃にはどん

なことをしたいのかということをある程度整理しておく必要があります。 

例年１０月から翌年の３月にかけて、広島市の中では予算編成作業というものがありまして、 

１０月頃に整理したものがないとそこから先の予算編成に入れないため、１０月頃に何らかの形に
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なったものが必要になります。そのため、１０月頃にある程度どんなことをしたいのかというのを

ぼやっとしたものをまとめたいという思いをここの中間取りまとめという、非常に分かりにくい言

葉で整理しています。 

      これから御議論いただくいろいろな取組の中身、個々の事業の話も出てくると思いますので、そ

の中で、予算を伴うものについては１０月頃には整理をしたいということです。 

      その後の素案とか公表とか、これもまた役所言葉で非常に申し訳なかったのですが、１０月頃に

整理したものを市役所の中で世間的にオーソライズしていく作業をイメージしています。 

案ができて、その案に予算を付けていったり、市民の皆さんあるいは市議会の皆さんに御理解い

ただきながら成案にしていく。最終的な決定案にしていきます。最終的には３月に市長の了解を取

るということになりますので、その市長の了解を取るまでのそのプロセスを、案だとか、取りまと

めだとかという、ちょっと申し訳ないような言葉で整理をしてみたということです。 

      我々としては、いろいろ御議論をいただいている内容を正式的には、３月の段階にはある程度形

に、報告書という形になるのか、取りまとめ書みたいな形になるのか分かりませんが、何らかの書

き物にしないと市民の皆さんにもお配りできないし、何らかの外に配れるといいますか、公にでき

るようなものにしたいと思っていいます。そういう意味で３月のところに、取りまとめ、公表とい

うのを書いておりまして、目指すところは、そういう書き物、報告書みたいな形でまとめたいとい

うことです。 

      取組メニューと活性化方策の言葉ですが、これは実は私どもの中でもまだきちんと整理ができて

いないところでして、御議論しただく中でその中身にいろいろなレベルがあるのかなとも思ってい

まして、一番小さなものが取組というイメージで、それをもう少しくくったようなのが活性化方策

みたいな言葉なのかなと思っています。 

ただ、ここはまだ私どもでこれということを思っているわけではなくて、紛らわしいのでどちら

かに統一するというのもあると思います。取組という言葉に統一するか、活性化方策という言葉に

統一するかというのもあると思います。これは、整理の仕方なので、これから整理させていただき

たいと思います。 

 

間野委員長 はい、ありがとうございました。 

      従って、取組メニューとか、活性化方策とかあまり気にせずに、こういうことをやらなければい

けないのではないかとか、こういうことをしてもらいたいとか、そういうのをどちらでもかまわな

いので、しかも大小かまわず意見を言っていただけばいいということですね。 

      それから１０月頃にはこの研究会で議論しなければいけないことの大まかな全体は出さないと

いけないと、つまり資料１の左側にこの研究会で検討しないといけないことを三つ挙げられている

わけですが、このうち二つだけが１０月までにできているということでは困ると、１０月ぐらいに

はこの三つの、団地ごとの活性化プランの必要性・内容・作成手順、活性化方策の提案、団地のエ

リア別・タイプ別の活性化の方向性、この三つに関しては大体１０月ぐらいにはこの研究会で議論

が尽くされてきているという状態に持っていかなければいけないと。その後はそれを整理してきち

んとしたものにしていくプロセスだというようなイメージで認識したらいいということのようで

すね。ということですが、いかがでしょうか。 

 

吉村委員  すみません、最初にちょっと声をかけさせていただきますが、住宅団地の活性化ということで、

我々が団地に住んでいて一番考えるのは、住宅団地の活性化といのは何だろうかという問題です。 

      団地の活性化を考えていただいた上で、今度は取組をどうしていくのかという具体的なものをや

っていくべきではないかと。 

      資料３ですね、資料の説明はまだですが、１３ぐらいいろいろな検討課題を書いていただいてい

ます。これだけで十分なのかなという気もしますし、これ以外に何があるのかなと。 

この検討課題の１番から順番に検討してですね、将来的に住宅団地が活性化するには何をしたら

いいのか、地域は何を取り組めばいいのか、あるいは行政なり、あるいはいろいろな業者なり、と
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いうものをもう少し具体的に出していただきたいなと思っています。 

      この１３の検討課題のことを、ある程度一つずつ潰していっていただけたらというふうに私は希

望しています。以上です。 

 

間野委員長 潰していただけたらではなくて、皆さんで潰していっていただきたいと、こういうことですので

よろしくお願いします。ほかはいかがでしょうか。 

 

林委員   団地の問題を語るときにいろいろな切り口があると思いますが、住んでいる団地の固有の問題を

どうするのかというのが一つと、それから生活圏の問題ですね、例えば、自分のところの団地では

まかないきれない要素というのはたくさんあると思います。 

      例えば、医療の問題にしても、介護の問題にしても、教育の問題にしても、買い物の問題にして

も、自分の団地だけで解決できないものは何かという洗い出しが絶対に必要だと思います。 

      それともう一つの視点は、今の自治会というふうな、社協であったり、町内会であってもかまい

ませんが、それぞれが機能しているのかということの再点検が必要だろうと思います。 

住んでいる人と、マネジメントする団体との連携がうまく取れているのか。我々もいろいろな役

員会で問題提起をしていますが、いろいろな課題や問題を、それぞれの縦割りの組織がたくさんあ

って、我々の団地では１４ほどありますが、共有ができていないんですよ。課題の共有というのが

全くできていない。 

      これを整理していかなければ問題は解決しないだろうなということを思っていまして、今私ども

のところで取り組んでいるのが、いろいろなものを共有するということを、どういうような共有の

仕方を求めるのか、それから、どういうような共感を得るのか。 

      共有と共感というキーワードで、もう一度、住民にも問わなければいけませんし、社協にも問わ

なければいけませんし、構成している町内会にも問わなければいけない、という課題があります。 

      団地が一律にこういうふうなやり方で活性化できるというのは短絡的すぎて、それぞれの団地は、

成り立ちも違いましょうし、規模も違いますから、そういうふうなものをどれくらいの仕分けをす

るかというのを今後検討する必要があると思います。 

そういうふうな視点で、団地固有の問題をいくら言っても、生活圏を外部に委ねなければいけな

いということがたくさんあるわけですから、そこら辺りをきちっとヒアリングして、それに対する

対応策をいろいろ参加しているメンバーが知恵を出すということが一番大事なのではないかとい

うふうに思います。 

      今、広島市さんがホームページで人口のデータというのを公開されております。しかし、これが

以外に活用されていない。福祉のまちづくりプランというのは、多分６、７年前から社協さんが取

り組んでおられます。いろいろな取組を見させていただきましたが、そのプランを作ることが目的

化していて、それが実際にどういうふうに対応しているのか、検証するという場面がほとんどない

んですね。プランを作りましたということが、できたというふうに錯覚している社協さんなんかが

結構あります。 

      私どもでは、こういった問題は年度の計画を立てるときに、今年度取り組もうと思ったことは何

だったのか、どこまでできているのか、積み残しているのは何なのか、その積み残った原因は何な

のかというふうなことを検証した上で、次年度の計画に反映させるということに取り組んでいるの

ですが、こういうことがきちっと団地ごとにどこまでできているのかなということも把握した上で

策定をするということでないと、先ほどの福祉のまちづくりプランではありませんが、策定したら

できたと錯覚して、現実には全然住民が期待している成果が挙がっていないという繰り返しになっ

たのでは意味がないのだろうという思いをしています。 

 

間野委員長 今の後の方の話は、僕もちょっと思っていまして、プランの作り方だとか、プランの内容だとか

というのは、これまでいっぱい検討してきているのですが、実際にそれを実行していくというとき

には、必ずその進捗状況をチェックする、いわゆる進行管理が付いてこないとダメなので、その辺
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もやはりシステムの中に取り込まないといけないと思います。ありがとうございました。ほかいか

がでしょうか。 

 

槇田委員  タクシー協会です。資料２の御説明がありましたが、「〇〇団地活性化プラン」は、団地ごとに

作られるというイメージですが、これは資料１のどこに位置付けられるのでしょうか。資料１の左

上に団地ごとの活性化プランというのがありますが、ここに位置付けられるのでしょうか。 

団地ごとに作成するプランについて第４回で検討したと、ちょっと私記憶にないのですが、これ

は第４回で済んだという位置付けなのか、また資料１の右側の計画（今後の研究会の進め方）に団

地ごとのプランが入ってくるのかというところも含めて、資料２の位置付けをもう一度御説明いた

だければと思うのですが。 

 

事務局   前回、団地活性化プランということで議論は一部していただきましたが、決定ということではな

くて、これは次の議題になるのですが、活性化方策を具体的に検討していただきたいと思っていま

す。先ほど吉村委員からもありましたが、１３の項目で議論をこれからしていきたいと思っていま

して、そのうちの一つに、この団地活性化プランの作成というものもあります。 

今まで現状なり、課題なりの中から、今まさに、林委員も言われた課題を共有するというところ

が何よりも大事で、その課題を共有するために何をしたらいいのかということで、行政の方でこの

方策を整理する中で、〇〇団地活性化プランを作るということも取組の一つとして挙げていまして、

前回この議論をさせていただいたときに、福祉のまちづくりプランと重複するのではないかという

御議論があったものですから、そのための整理をしたものが資料２です。中身はこれからです。い

ずれにしても取組の一つとして考えていますので、御議論いただいたらと思います。 

 

間野委員長 ということでよろしいでしょうか。ほかはいかがでしょうか。 

      要するに、今日この資料１で、これでいこうとなったからといって、がんじがらめになる必要は

なくて、またフィードバックがあって然るべきだと思います。 

ただ、皆さんがこれから議論をするときに、最終的なアウトプットというのはこういうものをこ

の研究会としてはまとめたいんだということで進めていくことになりますので、それで共通認識を

いただければ、この議題の１は終わるのですが、本当にいいですか。 

 

三浦委員  今回、私達自身が住宅団地の活性化という名前で集まっている委員なので、どうしてもこれが付

いて回るのですが、やはり先ほどもあったように活性化という言葉にはいろいろな含みがあって、

例えば現状よりもよくなる、当然そうなのですが、過去も振り返った中でさらに上昇というイメー

ジがどうしても付いて回ると思います。 

確認ですが、前回の研究会の資料１において住宅団地の目指す方向が示されていましたが、  

「３０年後においても居住機能としての役割を果し住み続けることができる住宅団地を作る」とい

うことがここでいっている活性化であるというふうに認識すれば読み取りやすいのかなと思ったの

ですが、そういう意味でよろしいでしょうか。 

 

事務局   前回資料を出させていただきましたが、人口は確かに３０年後を見据えると団地に関していえば

６割ぐらいに減るだろうと見込まれます。全ての団地がそういうわけではありませんが、一般的に

いうと６割ぐらい減ると。ただ、６割というと半数以上の人は住み続けています。しかも今回のア

ンケートで見ても、住み続けたいと思われている人が圧倒的に多いという実態もありますので、今、

三浦委員が言われたように、住み続けることができる住宅団地を目指すということが活性化である

という整理をしております。 

 

間野委員長 よろしいですか。 
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三浦委員  単純にこの活性化という言葉がどんどん出てくると、どうしても違う意味合いも増えてしまうの

かなという気がしていたので、今の質問で、確認をさせていただいたところです。 

 

間野委員長 単純にいうと、例えばこの資料３で、１３番目に「居住者が著しく減少し、新たな転入の見込み

のない住宅団地についての対策」というのがありますが、これも含めて活性化という言葉で言いく

るめてしまうのかという辺りが、具体的には問題なのかなとちょっと思いました。その辺は事務局

としてはいかがですか。 

 

事務局   今日の段階でそこまで答えを持っているわけではないのですが、やはり活性化というとバラ色の

未来があるかのような、そういうイメージでの御質問なり、御意見だというふうに理解をしていま

すが、人口減少社会は、今子どもの数が少なくなっている人口ピラミッド構造からいうと、人口増

加ということを考えるのはやはり無意味だろうと。 

      人口減少社会でいかに団地の中でコミュニティを、まあある意味この住宅団地の活性化というの

はコミュニティの活性化かもしれませんが、そのコミュニティの問題があったり、住み心地という

か、住みやすさの問題であったり、そういったところを何とかよくしたい、活性化したいという意

味の住宅団地活性化です。 

      先ほどあった１３番目の居住者が著しく減少というのは、私ども１６９の住宅団地を対象として

いますが、中には６割といわず、人口が８割ぐらい減る団地もあるだろうと思います。 

      そういった団地のことも、どこまで対策ができるか、今私どもも具体的なものを持っているわけ

ではありませんが、この活性化の研究会を通して、この１３番目に対して何らかの解答が出れば、

それはそれで一つの方策かなと思いますし、場合によってはここについては結局対策が見出せない

ということになるのかもしれません。 

そこはまだ私どもで具体的なここに対する解答を持っているわけではありませんので、議論の行

く末を見守りたいと思っております。以上です。 

 

間野委員長 ということですが、よろしいですか。 

 

林委員   ここに書かれている言葉の中で、住民が主体であるとか、住民同士が話し合うとか、というよう

な言葉がやたらと出てきているのですが、これは具体的には団地を活性化する上で、どういうイメ

ージをお持ちでこういう言葉が出ているのかお教えいただきたいと思います。 

 

事務局   私どもの思いとしては住んでいる方の思いが一番だということでございます。住んでいる人がど

んな街にしたい、どんな団地にしたい、どういう暮らしをしたいというところがまず一番にあって、

行政はそれを支援するというイメージを持っているものですから、そういう言葉使いをさせていた

だいているということです。 

 

間野委員長 ですから資料２の一番左上の表の中の団地活性化プランというのはどういう特徴があるのかと

いうところの備考に書いてある、ここでしょうね。行政からプランの必要性等を提示するが作成す

るしないは住民に委ねると、つまり、団地の住民の自発性に基づくプランであるということですね。

だから、その辺のことがずっとつきまとっているので、いろいろなところで住民、住民と出てくる

っていうイメージだと思うのですが、よろしいですか。 

 

事務局   住民主体という言葉ですが、先ほど挨拶でも申し上げましたが、今から人口減少社会が訪れる中

で、なかなか行政がやっていくことというのは、何と言いますか限定的にならざるを得ない部分が

あって、あくまでも住民主体でいろいろなことをやっていただきたいという思いが根本にあります。 

ただ、住民主体でやっていくためにどうすればいいかということを、行政がまた考えていかなく

てはいけないという、行政がいらないような施策をするために行政は何をしなくてはいけないかと
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いう非常に難しい施策をやっていかなくてはいけないと思っていまして、その中の一つのプランと

して、今御呈示申し上げている団地ごとの活性化プランというのを考えていくということでござい

まして、そこの部分に一番知恵を使っていきたいというふうには考えております。 

 

林委員   一番難しい問題ですね。住民といっても子育ての世帯もあるでしょうし、高齢者の世帯もあるで

しょうし、そういう階層ごとの意見を集約してプランの中にまとめて反映させるということは並大

抵のことではない。 

どの対象に誰を選ぶべきなのかというところから始まるとですね、すごくパワーのいることだし、

現在の諸施策を立てているものとの整合性をまたとらなくてはいけないという中で、その辺りでの

兼ね合いが非常に難しい問題がここに含まれていると思います。 

 

間野委員長 非常に大事な指摘だと思います。資料２の表の中にある団地活性化プランの作成主体のところに

団地住民と書いてありますが、団地住民って何って、そこですよね。 

それでちょっと思って見ていたのですが、市の現行施策の中で、例えば区がやっている専門家派

遣とかありますよね。住民３人以上で構成する団体が対象と書いてあるんですね。 

じゃあこの団地活性化プランでいう作成主体の住民というのはどういうイメージなのかという

ところが実をいうとあまりはっきりしないままきていますが、これはかなり議論をしなければいけ

ないところだと思います。 

後でその議論はしなくてはいけないことになると思いますが、とりあえず、今日は時間的に、ど

ちらかというと後半に時間を取りたいと思っていますので、この資料１については、今の林委員の

意見もこの取りまとめイメージそのものに関しての異論ではないと思いますので、この取りまとめ

イメージに関する異論が特になければ、次の議題に進みたいのですがよろしいですか。 

 

鈴川委員  市の捉える活性化のイメージは何ですかという質問が出て、お答えがあったのですが、多分私達

委員みんながそれぞれ抱いているイメージが違うのだと思います。それぞれ立場も違いますので。 

そこのすり合わせをそういえばここの中でしてきていないなというのがあって、それで今こうい

う議論になっているかなという気はします。ただそれを人口問題というのが前の回くらいから出て

きて、人口全体が減少する中で住宅団地だけ賑わっても、じゃあ他の地域はどうなるのかというの

がすごく気になるところなので、一つはやはり委員皆さんの活性化とは何ぞやというところのイメ

ージを出し合っておかないといけないなということ、プラス、そうなんだけれども、それをやって

いると前に進まないので、具体的な議論をしながらまたそのすり合わせをしていくというやり方も

あるかなということです。 

 

間野委員長 その通りだと思います。先ほど来の活性化に関するやり取りを聞いていても、多分皆さん納得し

たわけではないだろうなという感じがしますし、かといってじゃあ活性化とは何ぞやという抽象議

論をするのも、確かにここまで来て後戻りするかなという気がするので、次の議題の活性化方策の

検討についての議論の中でも、それが活性化なの？という意見もどんどん出てくれば、その中でだ

んだんと固まっていくのかなという気もするので、そちらの方法にしたいと思います。 

 

三浦委員  そういった中だと、資料２の中でタイトルが「活性化」という言葉を残している。これも、それ

ぞれで考えていくというくらいでよろしいんですかね。 

 

間野委員長 僕はそう思いますが、事務局はどうですか。要するに、団地をどうしていくのかということ全般

に関して、この研究会は結局考えないといけないということだから、そうすると、活性化だけでは

ないなあというのは、僕も思っていますが、その辺は事務局いかがですか。 

 

事務局   活性化という言葉にこだわっているということではないのですが、団地によってやることも違う
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し、地域によっても違う。つまり、活性化の中身というのは、委員の皆さんによってもひょっとし

たら違うのかもしれませんし、住まれている団地の方々の置かれている状況によって、活性化とい

うのは人によって皆違うかもわかりません。 

だから、そこまで行政が、団地の活性化とはかくかくしかじかでというふうな定義付けまでする

ことにはあまり意味がないのかなあと。今の議論を聞きながら、ちょっとそういうふうに思いまし

た。活性化の言葉をここで変えるのは簡単ですが、皆さんの言われていることはそういう言葉のこ

とではなくて、そこから先の「じゃあ何をするの」というところがやっぱり大事なのかなあと思っ

て、そこをしっかり議論していただく中で、いい言葉なりが見つかればと、聞きながら思いました。 

 

間野委員長 はい、ということで、とりあえずこだわらずにいきましょうということでいいと思います。よろ

しいですか。それでは、次の二つ目の「活性化方策の検討について」というところに移りたいと思

うのですが、いいですか。この活性化方策の検討については資料３がありまして、先ほどもちらっ

と出てきましたが、それ以外にもなんかいろいろと付属資料がいろいろあるので、その辺も含めて、

まずは事務局の方から説明をしていただきたいと思います。 

 

事務局 （資料３、参考資料１、参考資料２について説明） 

 

間野委員長 ここからは、先ほどの議論の中でも少しありましたが、具体的に何をすればいいのか、どうすれ

ばいいのかということを、きっちりやるとなるとこの課題に関してはどうだろうとか次にこの課題

についてはどうだろう、第二の課題はという話になると、なかなか難しいので、全般的に意見をい

ただこうかと思います。 

以前、ケーススタディみたいなことをやらないとなかなか実感といいますか、団地の抱えている

実態とそれから課題みたいなことがわかないというようなことがありました。その議論に入るにあ

たって、ここにお三方、団地の方から来られている委員がいらっしゃいますので、それぞれの委員

から自分の団地というのはどんな団地で、どういう特徴があって、今どうなっていて、その中で課

題としてどんなことが起こっているかを少し披露していただきたいと思います。 

皆さんのお手元に、以前作成した団地のカルテのうち、高陽ニュータウン、美鈴が丘団地、毘沙

門台団地のものを配付しています。２枚目には図面もあってどんな施設があるのかも入っていまし

て、３枚目が住宅の満足度、生活環境の満足度がどうなっているかを、一応、事務局側が把握して

いるそれぞれの団地についての状況をお示ししております。 

この資料そのもののことも含めてそれぞれの委員の方から団地の紹介をしていただいて、それを

全体の議論のきっかけにしたいと思っているのですが、まずは、高陽ニュータウンの吉村委員の方

から、これまでも結構いろいろな場面で御報告いただいているのですが、高陽ニュータウンのＡ１

住区・Ａ２住区について御説明とそれから今思っていることなんかを報告していただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

吉村委員  それでは高陽ニュータウンについて御説明します。ここにはＡ１・Ａ２住区となっておりますが、

実際には、高陽ニュータウンにはＡ１・Ａ２区、それからＢ住区とＣ住区とがあります。 

以前、高陽ニュータウンの中で広島大学の先生方がいろんな調査をされた結果では、Ａ１・Ａ２

については病院も近い、学校も近い、それからスーパーも近いということでＢ住区、Ｃ住区との温

度差が相当ありました。 

ＢとＣの方については、満足度は半分くらいの違いが出てきております。同じ高陽ニュータウン

の中でもＡ１・Ａ２とＢ・Ｃとでは考え方が違ってきております。 

実質、ＢとＣにはスーパーも何もないため、買い物難民的になっております。Ａ２にスーパーが

ありますが、ここから無料バスを出してもらっています。 

高陽地区の中にハイライフという団地があります。ハイライフの皆さんと我々とでいろいろ議論

をしたところ、ハイライフからスーパーに行くには県道を渡らないといけないということで、お年
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寄りが非常に困っているということでした。 

そこで、ハイライフに何とかスーパーの無料バスを回していただけないかということで、そのハ

イライフの住民が高陽ニュータウンにあるスーパーにお願いをしたのですが、いくらお願いしても

なかなか聞いてもらえないという状況でした。 

 

間野委員長 ハイライフというのはＡ１住区でもＡ２住区でもないんですよね。２枚目の図面の中には入って

いないんですね。これの道路を挟んで南側になるんですかね。 

 

吉村委員  そのため、私の方がリーダーになりまして高陽ニュータウンＡ１、Ａ２、Ｂ、Ｃの全部の団地の

会長が集まって、スーパーにお願いに行った結果、ハイライフに無料バスをとりあえず週に１回ほ

ど出してあげましょうということになった事例がありました。 

私の方も頼みに行った以上はサクラでもいいから何回でも乗れと、乗らなかったら我々も協力し

ないよということで話をした結果、何十人も乗ってくれるようになり、その後便を増やしてあげま

しょうということで、毎日１便から２便ほど増やしていただきました。 

以前は１日も出ていなかった。我々がお願いに行って初めて１日出てくれました。それが今は毎

週ずっと出てくれているというような状況です。 

Ａ１・Ａ２は、今ここにもいろいろ出ておりますが、バスも非常に便利がいいし、スーパーも近

いということで、困っていないという面があります。 

ただ、坂が多いということ、私どもが一番団地の中で困っているのは、先ほどの資料の中にもあ

りましたが、やはりリーダーをどう育てるか、本当にリーダーが本気になってその団地の中で取り

組んでいけば大抵のことが解決できていくのではないかというのが私の考えです。以上です。 

 

間野委員長 ありがとうございました。高齢化の進捗状況みたいなところはどうですか。 

 

吉村委員  造成された時期が若干違いますので、やはり高齢化なんかもＡ１・Ａ２・Ｂ・Ｃで若干違います。

ですが、高齢化率はどこも３０％近い数字になっています。 

 

間野委員長 その辺での課題というのは何か出てきているのでしょうか。 

 

吉村委員  やはり坂が多いということで買い物に非常に不便していると。Ａ１・Ａ２はスーパーに近いです

から何とかなっていますが、Ｂ、Ｃに関しては本当に困っているという状況です。 

 

間野委員長 ありがとうございました。基本的にＡ１・Ａ２に関してはそんなに大きな問題は起こっていない

が、同じ高陽ニュータウンでもＢ、Ｃとなると、いろいろな問題が出てきているということだと思

います。皆さん何か質問はありませんか。フジグランがあるところですから、場所はいいですよね。 

 

今田委員  私も高陽に住んでいますので、多少見ているのですが、ショッピングセンターはまだいいのです

が、今言われたようにＢ・Ｃにあったスーパーは全部なくなり、そこにあった商店街もほとんどが

閉まってきている。それで真亀四丁目にある商店街も非常に苦戦していますね。 

問題点は他の団地に比べると少ないと思うのですが、その近隣の人にとっては不便にはなってき

ていると思います。大型ショッピングセンターに行ける方ばかりではないので、やっぱり近くで物

を買いたいという方は多数いらっしゃると思います。そういう方にとってはとても不便にはなって

きていると思います。 

 

吉村委員  そのとおりだと思います。確か近隣センターは全部シャッター通りのようになっています。ただ

近くに大きなスーパーが出来ましたので、それでシャッター通りになっていることも確かです。 
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間野委員長 そういえば、この２枚目のこの図面をよく見るとですね、今の真亀四丁目の近隣センターのとこ

ろで空き家の印が確かに多いですね。赤マルがこれがお店をまだやっているところで、その並びに

空き家が３つぐらいありますから、この辺がその実態の現れということですかね。それとこの図面

を見てちょっと思ったのは、空き家が結構ありますね。住宅地の中の空き家。これは何か事情か何

かあるんですかね。 

 

吉村委員  これも以前、広島大学の方と一緒に全部調べました。それで、本当に空き家になっているものと、

そうでなくてまだ帰ってくるよということで空き家にしておいてあるものと二通りあると思って

います。 

Ａ１、Ａ２のところは販売すれば値段次第では簡単に売れるという状況にはなっています。ただ、

我々のところは住宅供給公社が作った団地なので敷地が広いんですね。それで、これを全部今の若

い人に買ってくれとなるとなかなか金額的に厳しい。それで敷地を半分にして売れば、かなりいい

状況で売れていっております。だからちょっと平米的には広いので若い人にはこの御時世では難し

いのかなと考えています。 

 

間野委員長 広いというのはだいたい平均するとどれくらいですか。 

 

吉村委員  ７４、５坪くらいです。 

 

間野委員長 というような状況らしいですがよろしいですか。では、また質問があったら議論の中でというこ

とで次は毘沙門台団地をお願いします。 

 

林委員   毘沙門台の概要を御説明します。毘沙門台は現在人口が約７，０００名、それから世帯数は   

２，７５０近くになっております。団地総体的には、まだまだ空き地もあって、新規転入、新築さ

れて入られる方が微増しているという現象と、それから空き家が多くなっているという問題と二つ

問題を抱えております。 

高齢化率は全体では２８％を超えるくらいですが、造成年度によって３３．４％、３３．８％の

地区が二つあります。基本的には、いろいろなところに街の困ったことをお願いする前に基本的に

は自立できることは自分達でやろうと、がんばろうと。 

それでどうしてもといったところは行政の出番だという位置付けでまちづくりに取り組んでお

りまして、一番問題だったのは、私は事務局長を仰せつかったのが昨年の６月でございます、入っ

てみてびっくりしたのは、組織は非常に立派なのですが中身がない。形骸化した運営になっていた

ので、これはいかんということで取り組んだのが、社協の運営は社協の会長がやるものではなくて

事務局の立場がより重要だという認識をしておりまして、早速、町内会の副会長に各町内会から３

名、事務局に入っていただきました。 

その結果、町内会ごとに抱えている問題だとか取り組んでいることも見える形になりましたし、

それから社協として支援をしていく必要があるものは何かということが見える形に様変わりして

きたということが１点です。 

これをみるだけでも、やはり自治会だとか社協だとかという組織がございますが、本当に組織と

して機能しているのかということを、この団地活性化の中で見直していく必要があるのだろうと思

っております。先ほども申し上げましたが、いろいろな課題だとか目標だとかということを、たく

さん次から次に出すわけですが、組織の中でその問題を認識することにもバラつきがあるし、共有

もなかなか出来ていなかったということです。 

したがって、まずは団地の活性化についてもいえることですが、団地ごとの課題の整理というも

のをまずもう一度やるべきだろうと。悪いばかりではなくていいところもたくさんある。いいとこ

ろは何なのか、悪いところは何なのかという強さ弱さ、それからこのままいくと大変なことになる

よと脅威になりそうなことは何か、というふうなことを、役員会で話すようにしております。 
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特に大切にしていることは、変化ということです。人口の構成が、５年前にプランを策定したも

のは５歳高齢化が進んでおりますし、それに伴って起こる問題は常に変化しております。 

それで、我々が注意しておかないといけないと戒めているのは、困った困ったという顕在化した

問題をどうするかという前に、今後、自分の団地は５年先にはどんな姿になりそうだ、あるいは  

１０年先にはこんな年齢構成の団地になりそうだということから、今手を付けなければいけないの

は何なのかということを常に役員会で話すわけです。 

特にデータを活用させてもらって非常にみんなに喜ばれたことを紹介しますと、敬老会というも

のをやるわけです、各自治会とも大きな行事といったら夏祭りをどうする、それから秋祭りをどう

する、敬老会をどうする、とんど祭りをどうするというようなことだろうと思うのですが、その時

の担い手がいないよねということになるわけですね。 

それで高齢化が進行していると、どうしてもどこでやるかという場所を確保するというのが非常

に切実な問題です。このまま７５歳以上の方を敬老対象として招待するといずれ小学校の体育間に

も２年先にはパンクしそうだから、敬老会のあり方も変えていこうということで、お祝いごとの喜

寿だとか傘寿だとかいろいろありますが、そういう人達を中心に、今までは、お祝いにたくさん集

まられるのですが、お弁当食べて喜んで、はい、さようならでね、参加した方がお互いに人と人の

会話もないし、ということで顔と名前が一致しない敬老会をやっていてもしょうがない。 

だからグループごとに、年代ごとにお互いに顔と名前が紹介し合えるような関係の敬老会に変化

させようということを申し上げて、高齢者の対象の年齢も見直したわけです。その時に住民代表と

いうことで先ほど意見を申し上げましたが、やはりそれに関わっている世代の人はそれぞれそれで

は困るよということもあるでしょうし、それでいいよという方もいるでしょうから、年代ごとに敬

老会の企画会議の中に意見をいただく場面を作るということで不満が出ないようにどうするかと

いうことに取り組んでいるわけですね。 

それから毘沙門台には坂道があります。これは高齢福祉の問題が大きいんです。高齢化率は先ほ

ど言いましたが３５％くらいですから。それで高齢福祉の視点も二つありまして、現在介護を必要

としている人をどういうふうにサポートしてあげるのか、介護施設の問題、それから通所の問題、

訪問介護の問題、それから訪問診療の問題、いろいろありますが、こういう視点が一つ。 

家庭の介護される方の負担が大きくなるので、だからその人達をどういうふうに、支えてあげる

仕組みを作らなければいけないのかというのが今年の課題です。 

同時に、介護が必要にならない健康づくりというのをもう一つの視点でやっていかなくてはいけ

ないんです。そのために取り組んでいるのは、特定検診の受診率というものを見てびっくりしまし

たが、毘沙門台の団地では２１％くらいです。年を取っていくと疾病にかかっていくわけですね。

だから早期発見と早期治療するということと、高齢者のための健康づくりというものをやろうと。

それで健康講座をやって、その後にまち歩き探検をやろうと。一緒になって歩こうと。負荷がある

んだからこれはマイナスと考えないで、坂道をうまく高齢者と一緒に歩きながらまちを点検しよう

という運動にも取り組んでいるんです。 

これと同じようなことが、組織の中には自主防災という組織もありますが、先般、大きな地震が

ございました。それで自主防災の委員はですね、早速まち歩きをやりましょうということで歩きま

したら、盛り土のところと切り土のところは全然違いますよ。道路にひびがビーと長距離に走って

いるところと、何ともないところとあるんです。そういうところは早く歩いて早く点検をして大き

な災害にならないようにどう手を打つかということも、住民と一緒に歩くことでやはり確認ができ

るわけですね。というふうに住民と組織とが一体になって、そういうふうにまちづくりに取り組む

ということが実は大事なんだろうと思っていまして、その辺りを一つ一つのテーマの中で取り組ん

でいるというところが実情です。 

それと突き詰めていくと、住んでいる人と人との関係をどう紡ぐかということが一番大事です。

それから高齢になっても家にこもらないで、出てもらう場をどういうふうに提供するか、この二つ

があったらですね、街の中の課題というものも非常につかみ易くなるし、手の打ちようがそこで生

まれてくるだろうと思うんです。可能な限り自分達で出来ることは自分たちでやろうと、行政のお
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世話にならなくても頑張れるまでは頑張ろうと。だけど助けが必要というときは困ったから助けて

と言おうというふうな街にしたいと取り組んでいるのが今の実情です。 

いろいろな問題がありますが、やはり一番大事なのは、繰り返しになりますが課題にしても方針

にしても役員が共有するということが一つ、だから、共有することと同時に共感できるようなまち

づくり、だから我々取り組んでいるのですが、意外と住民の人達は知らないんですよ。一生懸命や

っているんだけど、目立たないだからだと思いますが。やっていることは住民に見える形にどうす

るかということも大事な視点だと思っておりまして、限られた環境の中でも逃げるわけにはいかな

いわけですから。精一杯頑張って住みよい街にしたいと。 

毘沙門台には三つの町内会がありますが、子どもたちを中心にしたチューリップを３，０００本

くらい植えてチューリップ祭りも近々に行います。それから公園の花壇を整備して年中花が楽しめ

るような環境を整えるということで、花づくりを通じた三世代の交流ということにも鋭意取り組ん

でいるのが実情です。 

毘沙門台だから言えることなのかも分かりませんが、高齢化というのは現実の問題として突きつ

けられているのですが、そんなに深刻には考えていないと。悩んでもしょうがないよという開き直

りみたいなところもあるのですが、やれることはやはり率先して進めていきたいなと取り組んでい

るのが毘沙門台です。 

 

間野委員長  ありがとうございました。毘沙門台に関しては私もいろいろとこれまで参加もさせていただいた

りして、本当はもっといっぱい事例的なことを出していただければいいかと思いました。 

今のお話に追加して私の方で思いましたのは、一番最初に若い人も新築も少し増えていて、でも

空き家も少し増えていてという状況ですが、一つは毘沙門台、まだ開発していなかったところがあ

って、そこは新たに開発したところに家が建っているということと、それと、もう一つ、前にお聞

きしていると、建替えも結構行われていて、そこに新しい人が入ってくるということも結構あると

聞いたことがあるので、その辺り、どのような人がどういう形で、先ほど吉村委員から敷地が広い

ので２分割にすると若い人も入れるようになるという話もありました。 

その辺のことも含めて特に新規開発のところよりも、いわゆる空き家の跡が建て替わって新しい

人が入ってくるという、ここがどういう格好で行われているのかというのを少し披露していただき

たいのですがいかがでしょうか。 

どういう人が入ってきているのかとか、どういう形で建て替わっているのかとか。 

 

林委員      最近は建て替えられたら二世帯の入居が多いです。おじいちゃんおばあちゃんと若い世代がとい

うパターンですね。住宅会社によっていろいろありますが、ある特定の住宅メーカーさんはしょっ

ちゅう歩いておられると思うんです。空き家がどこにあるっているのを。だから私のところでリニ

ューアルしてっていうアプローチを多分されているのだろうと思いますが、開発したのは毘沙門台

は広電ですから、広電なんかももう少し活発に動かなくてはいけないんじゃないのということで、

広電建設にも行きましていろいろ発破をかけたり、一緒にやりませんかという話もさせていただい

ているのですが、今の３０年４０年近く経った家を今の若い人が住むかというとやはり不満足、だ

から、そこを取っ払って更地にしてまた建て替えるという流れになるんだろうと思うんですけど。 

 

間野委員長  元の住んでおられた方が建て替えて、息子さんたちと一緒に同居するという。 

 

林委員      そのパターンと外部に出られてそこを売却されてというパターンがあります。 

 

間野委員長  新たに入ってくる場合も二世帯で入ってくるということですか。 

 

林委員      二世帯が多いですね。 
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間野委員長  それは面白いですね。ちなみに宅地規模はどれくらいですか。 

 

林委員      敷地が６０坪くらいでしょうか。 

 

間野委員長  それだと可能ですね。 

 

林委員      車も２台くらい駐車スペースがあって。 

 

間野委員長  そのほかに毘沙門台について何か御質問はありますか。 

 

林委員      今一番注力しているのは次の担い手づくりです。次の担い手。シニアライフセミナーというのを

４年間やっていますが、これはちょっとハードなシニアライフセミナーになっておりまして、２回

のコースで１回のコースが５時間です。５時間を２回。 

生きがいづくりをテーマに話をしながら、その地域はどんな形で動いているのかということ、地

域福祉の概要ということの説明をさせていただいたり、最後の日は各町内会の役員に出ていただい

て交流会というふうな形の中から社協のお手伝いしていいよという方がポツリポツリ出始めると

いう形なので、これは続けていかないと単発的にやったのでは意味がないかなと思います。人をど

うするかということは非常に大事です。 

それから各町内会で、次の会長は誰がやるということを決めているんですよ。２年先に交代のと

きは、次は副会長の誰が町内会長になろうねと、なっても困らないようにみんなで支えようねとい

うような関係づくりにも取り組んでいます。 

それと高齢化が進むと、町内会で催事をやるときに一番困るのは人手がないということです。そ

れで役員の中で別に催事支援隊というメンバーを編成しているんです。いろいろな電気の技術を持

った人、それから土木の経験を持った人というのはメンズサロンの中から生まれてくるのですが、

そういう人をピックアップしておいて、その町内会の人とは別にそういう支援組織を編成していま

して、現在、私が所属している第二毘沙門台町内会でも２２名の催事支援隊員がいます。舞台作り

から何からあっという間に２時間あればできるくらいに手際がいいわけです。 

一番困っているのはそういうふうな経験者がいないで新任の町内会の役員がやるとですね、これ

が大変なわけですね。それでいっぺんに嫌になるということがあるので、そういうことがないよう

に別立てで支援隊の編成をするということにも取り組んでいるわけです。 

 

間野委員長  ありがとうございました。それでは美鈴が丘について澤田委員からよろしいですか。 

 

澤田委員    美鈴が丘ですが、まず、地図の方を見ていただきたいと思います。私どもの美鈴が丘というのは

１７の町内会がありまして、１７町内会で美鈴が丘連合町内会というのを結成しております。人口

に関しましてはピーク時が１万２，０００人くらいだったのですが、今は１万ちょっとという形で

すね。高齢化率というのはここには２６．１％とありますが、実際にはもっと高いんじゃないかと

思っています。ちなみに私は東三丁目に住んでいるのですが、私の町内に関しては高齢化率が  

３９％なんです。美鈴が丘で一番最初に出来た街ということもあって高齢化が非常に進んでおりま

す。したがって空き家も一番多いという状況です。 

それから全体の世帯数が４，０５４と書いてありますが、これは二世帯住宅、年寄りを引き取っ

たために二世帯いるっていう形になって、戸数でいきますとだいたい３，５００戸数くらいあるか

と思います。 

先程来、活性化という言葉の定義みたいなことで議論されておりましたが、英語に直すとアクテ

ィブかなと考えておりました。アクティブだったら私どもの町内会はものすごくアクティブで、本

当に私自身は疲れきっております。それくらい非常に活発に動いております。 

ただし、活性化というのは別の意味で３０年後も住み続けられる団地という定義をするとこれは
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ちょっと大丈夫かなと。私の東三丁目に限っていえば、高齢化率３９％で美鈴が丘の中で一番です。

それから７０歳以上の人口、これも一番です。あと一番が取れないのは最高齢者だけなんですね。

２、３年前までは最高齢者は１０５歳の方がいらして、これも一番、三本柱そろったと思っていた

のですが、今はその一本はなくなり、うちの町内では９８歳が最高齢なので、あと５、６年頑張っ

てくださいと申し上げているくらい高齢化率が進んでいます。 

それで、アクティブというところも去ることながら、今美鈴が丘町内会では組織をちょっといじ

っております。というのは、これは佐伯区の特色らしいのですが、他の区は社協が中心になってい

る。ところが佐伯区は町内会とか自治会が中心になっているんですね。それでその下に社会福祉部

と称して社協関係があり、体育部と称して体協があるという形が従来とられてきました。 

町内会をどうするかということで、いろいろな団体があります、１７町内会は今まで連合町内会

と称してきたのですが、町内会連合会にしようじゃないかと、そして、その横に社協があって、体

協があって、青少協があって、公衛協があって、それを全部ひっくるめてまちづくり協議会としよ

う。そうすると見えてくるもの、体協が今何を考えているのか見えてくるんじゃないかというよう

なことに動きつつあります。しかし、そうはなかなかうまくいかないので、それぞれの主張が強く

なるのかなと思ったりしております。 

それから、一番私たちが困っているのは交通問題です。こちらのお二方のところはバスだけじゃ

なくて他の交通手段もあるのですが、うちの場合はバス路線しかないんですよ。 

確かにバス路線の本数は多いのですが、空き家が目立つのはバス路線から遠い緑街区ですね。そ

れから南街区の方なんです。それはやっぱりバス停まで行くのに距離があるということなんです。

これも今、社協の方で取り組んでもらっていますが、なかなか進展しないというところがあります。 

自慢できることはアクティブといえばアクティブですし、教育施設が全部揃っていて、ないのは

大学だけという、学園地域と呼んでいますけどもそれがあります。 

ちなみに高校の入試も受験の倍率が高かったということもありますし、越境入学、今はその言葉

は廃止されていますが、中学校は近辺から６０人が希望して、これは枠が決められていて３５人し

入れなかったとか。小学校も隣の山田団地からも来ております。 

それで先ほどの地図を御覧いただくと、美鈴が丘の北に山田団地があるんですね。最初のときも

申し上げたのですが、特に私の家は山田団地に近く、山田小学校が運動会をすれば声が聞こえてく

るところにいるのですが、２年くらい前から山田団地と仲良くして行き来しましょうということで、

住民達は孫がいるから何とかだとか、それから山田の人も公民館がないから美鈴の公民館に来ると

いうような感じで行き来はあったのですが、組織としての行き来もしましょうということで、この

前は山田地区の集会所の春祭りというのに私も呼ばれて行ってきました。 

そういう行き来があります。ですから前回申し上げたように、防災訓練して、次にどうしようか、

じゃあ隣の地区と一緒にやろうかという話も出ておりますが、ちょっとくたびれておりますので、

まだ検討課題になっております。 

ということで取り止めなく話をさせていただきましたが、先ほど毘沙門台さんがおっしゃいまし

たように、次の担い手ですね。退職者をデビューさせる。男性達はどうして重い腰を上げてくれな

いのかと悩んでおります。それをまた毘沙門台さんに教えていただきたいなと思っているのですが。 

もう一つ自慢したいのは、これは広島市にもすごく熱いエールを送って関心を持っていただいて

おりますし、佐伯区長もすごいあれなのですが、空き家対策として「ら・ふぃっとHOUSE」とい

うのを作っております。 

「ら・ふぃっと」というのは、フランス語で「お隣さん」っていうらしいんですね。いろんな人

が気軽に自分の居場所を見つけられるようにということで集まっております。 

何をやっているかというと、毎日ではないのですが手軽に食事がとれる。それから麻雀。それか

ら子育て中のママたちが、ちょっと一服したいなっていうことで、子供たちの面倒をこっちで見な

がらコーヒー、ケーキをいただくとか。そういう取組もやっています。 

それから、女性が介護するときは適当に息抜きをするのですが、男性の方が介護者になると、仕

事としてとらえるから、とても几帳面で、完璧な介護をなさるそうで、その反面非常に疲れるって
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いうことで、そういう介護中の男性を集めたサロンもやっております。 

「ら・ふぃっとHOUSE」は、区役所が非常に喜んでアピールしてくださるのですが、もう一つ

作ったらどうですかって言われると、これはちょっとなかなかできないというところがありますね。

これは、連合町内会がやっているのではなくて、有志がやっているっていう形になっております。

はい、以上です。 

 

間野委員長  はい、ありがとうございました。「ら・ふぃっとHOUSE」は、グループホームをやっていらっ

しゃる方が、ＮＰＯ法人を立ち上げてっていうことですね。これは、非常に面白い試みだと思って

いますが、連合町内会が関わっていないと最後におっしゃいましたが、連合町内会の中でその辺の

位置付けができないのはなぜなんですかね。 

 

澤田委員    私が気が付いた時は、もうその下話ができていました。 

「ら・ふぃっとHOUSE」は美鈴が丘東三丁目にあるので、私もそれに一枚加わってはいるので

すが、やっぱりお金が結構動くんですね、家を借りるお金。それと、もう一つは、その前に他の地

域でハウスを作ろうという動きがあって、不動産屋さんとずいぶん話がまとまりつつあったときに、

ちょっと住民の方から反対が出たと、いうふうに聞いております。 

今のところは、バス停に面していて、結構騒々しくても我慢できる、また、たまたま空き家であ

ったっていうことで。それとグループホームの方が、とても熱心にそういったことに本当に高い理

想を掲げて頑張ってらっしゃる。それで、５０人くらいのボランティアがそれに参加しているとい

う形になっていて、連合町内会としては初めから参加していませんでした。 

私ども連合町内会では、おととしですね、私が代表を受けた時に、四つの目標を掲げました。高

齢者にやさしいまちづくり、子育てしやすいまちづくり、安全安心なまちづくり、きれいなまちづ

くりです。 

そのうち、安心安全ときれいなまちづくりは、ちょっとダブるところもありますが、それぞれ順

調に進んでいると思います。ただ、一番の問題は、やはり役員の負担がとても大きいということで

す。それは、個人的には、一人一役というような形でいけば、高齢者も「今日行くところがある」、

「今日用事がある」ということで元気になれるのではないかと思っているのですが、なかなかそこ

までは上手くいかないというところです。 

 

間野委員長  はい、ありがとうございました。何か、美鈴が丘で質問等ありますでしょうか。ここまで三つの

団地の実情について、全貌が分かったわけではないと思いますが、３人の委員の方からご紹介があ

りました。 

その辺のことを踏まえて、あまり時間が残っていませんが、すでに対策だとか取組メニューとい

うのは出されておりますし、資料も出されております。加えて、何が必要なのかとか、見過ごされ

ている取組としてこういうものがあるのではないかとか、その辺りのことについて、それぞれ御意

見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

鈴川委員    今日は、ぜひちょっとこれを言って帰ろうと思って、持ってきたものがあります。 

空き家対策の話が出ましたが、今言われた「ら・ふぃっとHOUSE」さんにも出ていただいて、

去年うちの方で居場所づくりの事例発表会をしました。 

今、各団地のいろいろな地域住民の取組の中で宿題として出ているのが、空き家を地域の方達が

活用するときに借りるのに家賃がかかる、非常に経済的な負担がかかるので、光熱費くらいは当然

借りる方が払わないといけませんが、固定資産税を免除するように市として対策をしてもらえない

か、そうすれば家賃を低額にしてもらえるようお願いしやすいのではないか、という声が地域から

あります。 

例えば、今、民間の遊休地を地主さんが地域の子供達の遊び場として使ってくださいという時に

は、社協がそれを認めて、地主の方と地域のリーダーの方達が、ちびっこ広場の管理運営委員会と
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いうのを組織して、運営委員会と地主との協定に基づき、ちびっこ広場として貸しますよとしてい

ます。 

その証明を社協がすることで、固定資産税を免除するという対応をしています。例えば空き家で

も、地域の方からぜひそこを活用したいという声が出た時に、社協なりが証明するということはし

てもいいと思うので、固定資産税の免除という対策の一つでもできると、非常に活用できるかなと

思います。 

今、地区の子育てサロンとか、いろいろなサロンは、月に一回とか、せいぜいやっても週一回と

かというところが多いのですが、空き家がそういうふうに活用できるとなると、いわゆる常設サロ

ンといいますか、いつ行っても誰かがいて、そこでくつろげるというような、出かける場を作るこ

とにもなるので、そういうように活用したいという声はいろいろあがっていますので、ぜひそれは

実現したいと思っています。 

 

澤田委員    一昨年、山陰の太田市へ行ってきました。そこでもやっぱり空き家が多いと。それで、まちがし

ぼんでいくと。そこで、空き家をまちの方が「貸してくれませんか」と申し出たら、「いやあ、ま

だ仏壇があるわ、タンスがあるわ、一年に一度は墓参りに帰ってくるから」というようなことで、

なかなかそれが進まないということでした。 

「じゃあ、どんな対策を取られたんですか」とお尋ねしたら、税務署の方から、固定資産税の通

知が来ますよね。その封筒に「あなたの家をまちに貸してくれませんか」というような、そういう

ものをちょっと刷り込んでおく。それで、「あ、ほっといてもしょうがないや」ということで、「じ

ゃあ貸しましょう」というのが、数件あったように聞いております。そういうのも一つの手段だと

思います。 

やっぱり、なかなか処分しきれないタンス、仏壇とかそういうものがいっぱいあると思うんです。

そういうのをきれいに処分しないと、貸せませんよね。 

「ら・ふぃっとHOUSE」の場合は、一室に持主の道具を全部押し込んでいます。みなさんが食

事に来られたり麻雀する部屋には、「あ、ここの持ち主はこういう本を読んでいたのか」というよ

うな感じで、徳川家康がざっと並んでいたりしているんですけどね。 

だから、そういう空き家をそのままにして、住民にだけどうのこうのというのではなくて、行政

の方でも、固定資産税の通知を送るときに、そういう言葉を封筒にでも刷り込んでいただくと、ち

ょっとは違うかなと期待しています。 

 

間野委員長  はい、ありがとうございます。早速、市が取り組まなきゃいけないメニューが出てきましたね。 

今のその空き家の活用というのは、非常に面白いですね。ちびっこ広場はたしかに、もうこれは

全国的にも随分いろんなところで、いわゆる固定資産税免除という方法を取っています。それを、

空き地だけではなくて空き家にもということですね。 

ほかはいかがでしょうか。今の話に関して、どうですかね、竹内委員の方から少し、不動産の関

係から何か御意見がありませんでしょうか。空き家対策だとか、空き地対策だとかに広げていただ

いても結構ですけども。非常に大きな問題です。 

 

竹内委員    はい、ちょっと私が考えてきましたのが、通常民間の不動産会社なんかは、謄本をあげて、遊休

地や空き家であろうかなというところの所有者を調べたりするのですが、相当の費用がかかるわけ

です。ですから、綿密に調べていく、見返りがないものに対して費用をかけるというのはなかなか

民間企業では、大胆にはしにくいんですね。 

そういうところで、逆にターゲットとなる団地の空き地や空き家の所有者に対してですね、例え

ば市の方で、その空き家は今後譲渡されるのか、賃貸に出されるのか、継続保有されるのかといっ

たアンケートを取られて、先々の参考に、それを集計されると、どう対策していいのかという方向

性が見えてくるのではないかと思います。 
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間野委員長  いい御提案ですね。ありがとうございます。ほかいかがでしょうか。空き家、空き地にかかわら

ず何でもいいですので。はい、どうぞ、塚井委員。 

 

塚井委員    今日、前半の部分も伺いながら、後半で具体的なお話をということだったので、少し立ち戻って

もよろしいですか。 

確かに、委員長がおっしゃるように、何を議論しているのかだんだんよく分からなくなってきて

いるというか、プラン作りそのものについての話をするべきではないような気がします。ただし、

分かっていないアイデアを知りたいということではあるような気がします。その意味で、コミュニ

ケーションはもちろん大事ですし、私も、今の三つの団地の取組を伺って、知らないことが多くあ

るなと思ったところです。 

やり方として、今回の資料で、私もちょっと最初に何を言えばいいのかと思ったのは、資料３に

１３の取組というのは書いてありますが、今も出てきましたが、「誰が」というのが落ちています。

簡単に言えるものではないと思いますが、その一つの項目について、誰がやるのかということが分

かれていくような話があるはずです。 

プランを点検することもとても大事ですが、あなたやりなさいというか、私たちがここまでやり

ましょうというところがないと、まず絵にかいた餅になりやすい話だと思います。 

もちろん、誰かだけが頑張って、他の方が疲弊する、その方だけが疲れてしまうパターンもあり

ますが、そういう意味で、取り組む主体の話というのはもう少し明示しておかないという感じがし

ます。 

それから、感想めいたことですが、今回出していただいた団地ごとのカルテは、それなりに意味

があると思いながらも、なお、その読み方が難しいと感じるところもあります。それは、外から見

た数字としての指標、高齢化率がこうなっていて、坂道の割合がこうで、空き地率がこうでと、こ

れは確かにとても参考になるのですが、それに対して、ここからは主観が入りますが、住民の方が

どういうふうに評価しておられるのか、数字は深刻に見えるけどもそうでもないのか。ただ、三浦

先生がおっしゃったように、今はそうでもないけど３０年経つとやっぱり困るのか。そういったよ

うな話は、これはまた別の話になると思います。 

全体で伺っていて、基本的に最後は、地元町内会の方にプラン作りを戻すという観点で取り組む

のであれば、それは基本的には短期的な問題しか取り組めないと思います。 

先ほど御意見がありましたが、これはもう冷徹な話で、７０歳、８０歳の方が関わっておられる

ような組織が、じゃあ３０年後の計画ができるかというと、その方々自身は多分おられないという

前提で考えざるを得ないですね。 

残念なことなのですが、これはもう寿命というものがあるからしょうがない。私が今４０歳くら

いなのですが、４０歳の人間が携われば、３０年後といわれても、運が悪くなければ多分生きてい

るので、なんとかそれは少し真剣に考えないといけないなあという感じですが、２０、３０、４０、

５０という方々、おそらく３０年後も御存命であろうという方々が一番噛みにくい計画なんですね。 

呼んでも出てこないし、そんなことをしている場合かということを言いたくなる。ただ、実際そ

うなってしまうのは仕方がないことで、小さい子供を抱えて、ご近所の面倒が見れるのかという、

そういうシビアな話になるわけですよね。 

それは分かってはいます。分かってはいますが、しかしそこでスパッと切るわけにはいかないの

で、そういう意味で、長い目の話に対してどう手を打っていくのかというのは、基本的にはかなり

市の方が力を入れて取り組んで、こういうやり方があるよとか、それから、担い手の育成という話

も先ほどから共通して出てきていますが、これがもうちょっとうまくできないのか。 

それぞれのところでのローカルな問題もあるのですが、ひょっとして私が知らないだけで、町内

会活動の退職後の担い手の育成というのは、もうすでに取り組まれているような気がします。その

ぐらいのことは、あってもいいような感じがしますが、これが果たしてどうなのか。あるいは、あ

るかもしれないけども、あまり機能していないのか。 

例えばそういうような、現状困っておられること、数年間ぐらいのことであれば、それぞれのと
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ころでしっかりしたものがきちっとできると思いますが、長期の話というのはちょっと馴染まない

のかなという印象を持ちました。 

それから最後に、これは聞きかじりで、みなさんも御存じかもしれませんが、東北の震災の後に、

震災に対して支援するような、これは自治会ではなく自治体だと思いますが、カップリングをしま

しょう、何が言いたいかというと、災害の危険性が高いところはいろいろありますが、災害の種類

が違うと。津波が来そうにないところと、それから津波でやられてしまいそうなところをくっつけ

て、連絡を取るようにしておいて、応援をしたり、知識を共有したりしましょうという取組がある

そうです。どのくらい機能しているか知りませんけれども。なかなかそう上手くいかないような気

もしますが。 

そういう意味で、今も伺っていると、町内会ごとに、今日御来場の三つの団地というのはそれぞ

れ特徴がおありで、おそらくいろんな活動をある意味アクティブにしているところだと、そういう

ふうに承知しています。 

ただ、そうでない団地というのも多分あるはずで、それはとても困ったことになると思います。

先ほども山田団地についてお話がありましたが、確かに地図的にみると本当に隣合っていて、すい

ません、山田団地さんがどれくらいやっておられるか全然知らないで勝手にしゃべっていますが、

ひょっとすると美鈴が丘団地さんほどは活動されてないのかもしれない、ということであれば、お

隣さん同士が手を組むのがいいことなのか、ちょっと離れていてもいいのか、そこはちょっとよく

分からないのですが、ノウハウ的なものをもう少し流すようにすれば、それを仲介するようなこと

がもし市の方でできれば、運営の仕方というのがより洗練されてくる。そういったような考え方は

あろうかなと思います。ただ、プラットフォームを用意して皆さんが乗ってくれるかどうかは分か

りませんが。そういうふうに思います。 

それから、最後にもう一つだけ、今回の団地カルテというのは、読んでいていいなとも思いなが

ら、しかし、分からないなと思っていたのは、基本的には備考に書いてあることが非常に面白くて、

左上に書いてあることはどう読んでいいか分からないんですよ。 

数字をどう読んでいいかとか、バスはある程度は地図とにらめっこしながらならそうかなあとか、

でもこれに載っていないものがあるんだろうなとか、ある程度標高も書いてあるので、平らなら自

転車が使えそうだけども、平らでないから難しいんだろうなとか、今日の三つの地図は全部自転車

が使えるようにはあまり見えないのですが、だいたい広島はそういう場所が多いので。 

いずれにしても、だから何が問題なのかというところを、どう読むのか、どうコメントを付ける

のか、それを少し努力されないとなかなかやりにくい。 

特に、今回一生懸命いろいろなデータを集めていただいて、何でも順番を付ければいいというふ

うには思いませんが、例えば「あなたの団地は広島の中で一番傾斜がきつい」なのか、「あなたの

団地は広島の中で一番傾斜がゆるい」なのか、分かりませんが、一つ一つの項目について、客観的

な数字を他の団地と比べてどうなのかという、その立ち位置ですね。 

そこの団地のバスの便数というのは幹線の便数としてはとても多い便数で、これをうまく活用す

る方向でいくのか、それとも、入っているけれどほとんど形式的に入っているというか一日に数便

しかないような入り方でしかないので、「これにあまり頼るような交通政策は考えにくいですね」

とか。せっかく集めていただいたデータを有効活用するのは、確かにカルテで戻すというところが

ありますが、もう少し解釈というか、それをどう理解したらいいのか、そこから次の計画にどうつ

なげていったらいいのかの診断を、難しければ順位だけで結構だと思います。 

今回カルテを作成した団地の中で何番目かと分かったところで、それ以外のところもあるので、

あまり参考にはならないかもしれませんが、それでも、このままだとちょっと、右下の備考欄のと

ころは今回のプランに関係するんだろうなと思ってじっくり読んでいたのですが、左上は実はちょ

っとデータが古いとか、町内で非常にまだらになっていて差があるとか、参考になるような、なら

ないような話になっていると思います。 

このデータをどう使っていいのかというのは、むしろ私たちが、大学にいる者がお手伝いしなけ

ればいけないのかもしれませんが、あまり難しいことをやってもしょうがないので、ごく簡単にこ
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の数字を理解したらいいのかということをもう少しやらないとできないと。 

それから、長い話は市の方で、特にその育成にかかわるような話はもう少し市の方でしていただ

けるようなことはないのかと感じたことと、カップリングの話は、もうすでにあるかもしれないで

すが、知識の交流という意味では意味があるのではないかということを感じました。すみません、

長くなりました。以上です。 

 

間野委員長  はい、ありがとうございました。全般的にわたって、御意見いただきました。 

団地カルテの話は、実を言うとあんまり深く考えていなかったところがあって、とりあえず作ろ

うかみたいなところで止まっているので、今の話は非常に有意義だったと思います。 

それは、短期的な計画にするのか、長期的な計画にするのかとか、あるいは次回、いわゆるエリ

ア別、団地のタイプ別といった議論をしますが、その辺とも関係してくるかなと感じました。 

ほかいかがでしょうか。今日はとりあえず細かいことでも何でもいいので、対策メニューという

とこんなことが考えられないのかとか、この辺がもう一つあればいいんじゃないかとかという話を

出していただきたいと思っています。今日は１５時３０分までの予定だったのでもう時間がないの

ですが、少し延ばしていただくということで。ほかに何か。はい、どうぞ。 

 

金谷委員    目の覚めるようなグッドアイデアはないのですが、住民主体でこれからいろいろ考えてほしいと

いうことで、最初いろいろご意見があったことに関連してですね、住民主体というのはいろいろな

場面で言われるのですが、現実には今日も皆さんお話になられたように、主体的に考える人と、主

体的に考えない人、住民を分けてみるならば、ほとんどの人は、残念ながら主体的に考えない人の

方が多いと思います。 

今日お越しいただいる三つの団地の方々のように、主体的に地域の問題というのを真剣に考えて

おられるという方は、どちらかというと少数派であるという現実を踏まえた上で、考えなくてはい

けないということ。 

それから、できる地域とできない地域があるということで、何がいいかというと、今後このプラ

ンのようなものを奨励するのかもしれませんが、ローラー作戦的に全ての団地に何かをというのは

とても無理があるし、多分非常に皆さん消耗されるだろうと思います。 

何か施策を打ち出すのであれば、やりたい人が手をあげたら何か救われるような仕組みを作るべ

きであって、全てに網を被せて、どこの団地もやらなくてはいけないような「なんとか計画」のよ

うなものにしてもあまり意味がないのではないか、余計に皆さん疲れさせるだけじゃないかなとい

うのが一つです。 

もう一つは、私のイメージでは、ハードの整備というよりは、今私達が議論できることとしては、

今皆さんお話になられていた、人との関係づくりというところがベースであり、そこがスタートに

なると思います。 

それも、今日のコミュニティを考えると、かなりユートピア的な話でもあって、できる地域とで

きない地域がある。じゃあ、できない地域、担い手を奨励するいろんなトレーニングをするという

のも、もちろんやってこられていると思いますが、それでも上手くいかない場合は多々あると思い

ます。 

なので、一つの方策として、全国の事例でもいくつかありましたが、内部の方だけではなくて、

今やっておられる自治会の機能を、外部のまちづくりの専門家のような方々が作ったところに、一

部業務を委託するような形、自治会の業務も、中にいる人だけじゃなくて、今後は、場合によった

ら外部化することもあり得る。 

そういう、市なのか、県なのか、いろんなまちづくりを支援するＮＰＯなのか、まちづくり会社

なのか分かりませんが、地域のお尻ばかり叩くのではなくて、それを例えば業にするような形のも

のがないと、今後のコミュニティは難しいのかなと思いました。 

話は変わりますが、もう一つだけ言わせてください。先ほどの空き家の話ですね。私もあるとこ

ろで、団地ではないのですが、空き家の持ち主にアプローチしたいけれども、個人情報の関係でな
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かなかアプローチできなくて苦戦しているという話があって、先ほど言われた、固定資産税が使え

ないのかなあと、私もその時思ったのですが、他都市でそういう事例があるのであれば、固定資産

税のお知らせの中にですね、「こういうところにお宅の地域の空き家バンクがありますよ」みたい

なものが同封されていれば、それを市の方で入れていただくならば、民間団体の人達に住所を渡す

ことなく、というようなことも考えられるんだなと思いました。もちろんそれを団地でもできたら

いいと思います。ぜひご検討いただきたいと思います。 

 

間野委員長  はい、ありがとうございました。ほかいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

今田委員    活性化に向けた取組の核となる組織づくりのなかで、町内会・自治会の機能向上、住民自治機能

の補完ということで、町内会・自治会の住民だけに押し付けているという感じがしてしょうがない

んですね。 

今月の初めに徳島の神山町というところに行ってきたのですが、そこではやっぱりＮＰＯ法人が

中心となって町の活性化を図って、おそらく日本でも特異な存在になっているのではないかと思い

ます。 

そういうことを考えると、ＮＰＯ法人がこういった団地の活性化に向けての取組を始めるときに、

同じような支援が市の方から受けられるのかどうか。それがあることによって、そこにひょっとし

たら仕事が生まれるかもわからない。 

そこに住みついて仕事をしようとする人が現れる可能性もある、ということが考えられます。そ

うすると、そこに子育て世帯が入ってくれると、その団地自体の人口構成も変わってきますね。年

少期っていうんですか、０歳から１４歳までの人口が増えることが、先ほど出ました、１０年、  

３０年後の団地を考える上では、非常に大切なことなのではないかなという気はいたします。 

ですから、そういった組織づくりに関して、町内会・自治会だけに任せるということではなくて、

他の組織も関われるんだよということを示していただければ、またいろんな意味でアプローチでき

ていくのではないかなという気がいたします。以上です。 

 

間野委員長  はい、ありがとうございました。その辺は事務局も非常に意識しておりまして、多分そのうち出

てくると思います。全国的にもそういう事例が出てきておりますし、広島にも「と～かん連合」と

いう、非常にユニークな組織があって、やはり外部の半プロが自治会活動を担うみたいなことは、

先ほどの毘沙門台でもそういうようなお話がありましたが、必要になってくると思います。その辺

のことも含めて、議論していかなきゃいけないんだろうなと思います。 

自治会をもう一回なんとかしてということを、それはそれでやらなければいけないのですが、そ

れでできるようになる自治会がどれくらいあるかというのは、甚だ心配なわけです。 

それと、いわゆるＮＰＯの話もそうですし、専門家がどう噛むかというのも、特に長期的な計画

にしようとすると、その辺、市が頑張るということもあるのですが、先程、塚井委員の方から「大

学がその辺はやるべきかもしれませんが」というお話もありましたので、その辺も含めて、長期的

なこととか、あるいは予測ということになると、少し専門的な観点というのを入れた形でまちづく

り計画が作られていくような道筋を考えないといけないのかなと思います。 

その辺も、実際のところどうやったらいいのかというのはそう簡単ではないので、かなり検討し

なきゃいけないとは思いますが。ほかいかがでしょうか。はい、三浦委員。 

 

三浦委員    お話を聞きながらふと浮かんだのが、マンションの管理組合というコミュニティのあり方です。

マンションの管理組合の場合は、居住者それぞれが資産としてマンションを区分所有をしている中

で、権利と義務があって、ある程度費用負担をしつつ、そのマンションの資産価値をどう維持する

かという視点で、長期的な計画を、プロの考え方を参考にしつつやっているわけです。 

そういった発想を、住宅団地も今後は入れないといけないのかなと思いました。ただ、マンショ

ンの場合はかなり企業側がそういったことで仕事としてやられているところが多いですが、団地の
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場合はまだだと思います。今後は、今お話があったように、住宅団地を管理する（資産価値の維持・

向上という観点から）ＮＰＯが立ち上がったりだとか、あるいは、先行されている団地でいろいろ

ノウハウを得た人達が、それを新しい仕事として他の団地に乗り込んで、何かをしてあげるような

こともあっていいのかなと思います。 

団地ばかりではなく、他の組織体等でどういうふうにしているのかも参考にすればいいのではな

いかと思いました。 

 

間野委員長  はい、ありがとうございました。ほかよろしいでしょうか。それでは、１０分オーバーしてしま

いましたので、そろそろ収めたいと思いますが、いずれにしましても、この活性化方策に関しては、

今日いただいた意見も含めて、参考資料としてありました本市で取り組んでいる取組、それから他

都市の取組事例等も参考にして、事務局の方でまた改めて整理をして、案を作っていただいて、皆

さんにお示しして議論するというような方向にもっていきたいと思います。 

それで、最初の資料１にありますように、第６回目は、立地エリア別、団地タイプ別の活性化の

方向性の整理というのと、今日議論していただいたことを踏まえた取組メニューの具体化という、

この二つがテーマになっております。 

新しく出てくるのは、この立地エリア別、団地タイプ別の活性化の方向性の整理ということで、

皆さんにお配りしているもの中に図面がありましたよね。広島の団地といっても、エリアによって

性格が違うし、それぞれの団地でも課題が違うということで、少し目に見える形で図面にして、図

面だけで議論するわけにはいきませんが、図面を参考にしつつ、エリア的な方面別方針や団地のタ

イプ別方針といった、これまでの議論とまた違う話になると思いますが、それをメインに次回はや

りたいと思っております。ということで、今日の研究会の議論は終わりたいと思いますが、事務局

いかがでしょうか。 

 

久保下部長  今日は、大変貴重な御意見をいただきありがとうございました。いろいろな市への提案等々もご

ざいましたので、それをまた整理したいと思います。 

今日、お話を聞いていて、やはり我々が活性化方策の中で考えていた組織づくり、あるいは地域

リーダーの育成であるとか、こういった点が非常に議論になりまして、大変勉強になりました。 

住民自治のあり方といいますか、どういう組織を作って、そこにどういう人が当てはまり、どう

いう意思決定のシステムを作っていくかというのが、本当に難しいなと思います。 

それと同時に、今法制度としてあるのは、市町村という単位があって、区という単位があって、

それが最少でございます。それより以下の単位は法制度としてはないのですが、今はまさにいろい

ろな方々が、ある種ボランティアで自分達の中で工夫なさってやっているんだけれども、それが今

から２０年後、３０年後を見据えなくてはいけない。 

まさに委員がおっしゃいましたような、２０代、３０代、４０代の方も入ったような組織のあり

方を考えていかなくてはならないということになると、今までのようなボランティア的なものに頼

っていたのではなかなか難しいのかなという印象を受けまして、そういうシステムの必要性という

ものも感じました。そういったことも今後勉強させていただきたいと思います。本日は大変ありが

とうございました。 

 

間野委員長  それでは、今日の研究会は終わりたいと思います。御苦労さまでした。 

 

事務局     次回の研究会ですが、資料１に５月頃と書いておりますが、５月の末ぐらいを目途に資料を整理

させていただければと思っております。また、出席依頼等々、日程調整については改めて御連絡差

し上げますのでよろしくお願いします。 

 

 


