
 

◆ 支援施策のアイデアについて 

これまでの研究会における意見・提案や他都市での取組等を参考にして、団地活性化に資す

ると考えられる、新たな支援施策のアイデアを「課題解決のための方策」（第４回研究会で提示、

右表のとおり）に沿って一覧表に整理した。 

《別紙「住宅団地活性化に向けた支援施策アイデア一覧表」》 

※ 一覧表に記載している施策については、本研究会で本市支援のあり方について検討する

ために作成したものであり、現時点で具体的な事業展開が確定しているものではない。 

  これらの施策については、今後、事業効果等の分析や法的な整理を行い、実現可能性に

ついて検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

住宅団地活性化に向けた支援施策の検討について 

2 目指すべき将来像の構築 

3 団地全体の管理方法の構築 

4 活性化を牽引する人材

や活動拠点の確保 

5 若い世代の入居促進 

6 高齢者の生活支援 

7 移動手段の確保 

8 買い物環境の確保 

9 安心・安全な住環境の維

持 

各団地における「まち 

づくりプラン」の作成 

活性化に向けた取組の 

核となる組織づくり  

地域リーダーの育成 

地域資源の活用 

住み替え対策 

高齢者の生活を支える 

仕組みづくり 

いきがい・雇用創出対策 

交通対策 

買い物対策 

インフラ維持管理 

団地の現状・課題を把握し、将来像等を明確にする

ため、各団地において、①団地の目指すべき将来像、

②取組メニュー、③取組体制等を盛り込んだ「まち

づくりプラン」を作成する。 

活性化のための取組の主体となる町内会・自治会の

機能向上や、活性化の主体となることが難しい町内会

等に対する支援などに取り組む。 

活性化のための取組を先頭に立って取り組む地域

リーダーを育成する。 

空き地・空き家等を活用した地域活動の拠点づくり

や、定年退職者等の地域デビューの促進（人的資源の

活用）などに取り組む。 

住み替え意向のある者が住み替えしやすくなるた

めの支援や、住み替え意向のない者への団地の魅力

のＰＲなどに取り組む。 

地域で孤立するおそれのある高齢者の生活を支え

るため、地域と福祉団体等との連携や、地域における

相互扶助の強化（見守り）などに取り組む。 

高齢者のいきがいづくりや地域内における働く場の確保な

どに取り組む。 

交通弱者等の移動手段の確保や、公共交通機関の利

便性の向上などに取り組む。 

買い物弱者等を商業施設へ送迎するための交通手

段の確保や、食料品・日用品を家庭に届けるための仕

組みの構築などに取り組む。 

良好な住環境を維持するために道路等のインフラを

適正に維持管理する。 

1 問題意識の共有 

10 著しい人口減少への

対応 

検討課題 

団地間の連携 
団地間で生活機能を互いに補完し合い、良好な生活

環境を確保していく仕組みの構築などに取り組む。 

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 

団地内の居住者がまばらになり、一人当たりのインフラ

コストが高くなる場合等に、維持管理コストの抑制などに

取り組む。 

課題解決のための方策 

空き地・空き家対策 
空き地・空き家の発生抑制、空き地・空き家所有者

への適正管理の働きかけ、空き地・空き家の多様な用

途での活用などに取り組む。 

 資料２ 



№ 支援施策 内　　　　容 ねらい

1 団地住民勉強会の開催
　団地活性化に向けた住民の自主的な活動意識を醸成するため、市内の団地
における住民主体で行われている先進的な取組の事例を学ぶ機会を提供す
る。

プランづくりの動機付け
仲間づくり
ボランティア活動・交流活動の促進
団地間の連携

2 市政出前講座の開設 　団地活性化関連の講座を追加する。
プランづくりの動機付け
仲間づくり

3
団地活性化プランに基づいて実施す
る取組を補助対象とした補助金交付
制度の新設

　団地活性化プランを作成し、当該プランに基づいて実施する取組を補助対
象事業とする補助金交付制度を新設する。

プランづくりの動機付け

4
ファシリテーター、コンサルタント
派遣制度の新設

　人材不足等により住民のみでプラン作成が困難な団体への支援策として、
まちづくりやワークショップ運営に精通した人材を派遣する制度を新設す
る。

ワークショップの円滑な運営

5 「ひろしま地図ナビ」の機能追加

　団地住民が主体となって、自らが住む団地の現状・課題分析が効率的に行
えるよう、市民向け統合型ＧＩＳ（ひろしま地図ナビ）に、バス停、バス
ルート、医療情報、市立以外の教育機関、郵便局、統計情報（人口、世帯
数、年齢別人口）等のデータを追加する。

現状・課題の把握
将来像の設定

6
団地活性化プラン検討会議（仮称）
の設置

　団地活性化プランの作成過程において、行政へ要望する部分の実現可能性
や行政施策の活用等を検討する仕組みとして、関連部局で構成する検討会議
を設置する。

プランの実現に向けた行政の支援体制
の構築

7
ホームページを活用した団地居住者
情報の共有化

　市のホームページや、「こむねっとひろしま」等を活用し、団地居住者の
状況（家族構成、居住年数、通勤・通学の場所、転勤や転校等の予定など）
が把握できるページを作成（団地住民が主体となり行政と協力して作成）す
ることで、地域におけるニーズや問題意識の共有化を図る。

問題意識の共有
高齢者の生活支援
安心・安全な住環境の確保

8
各区への住宅団地活性化担当職員の
配置

　住宅団地における地域課題解決に係る市民相談機能などを強化するため、
地域コミュニティの活性化に取り組む上で必要となるノウハウや知識を有す
る職員を各区役所に配置する。

プランの実現に向けた行政の支援体制
の構築

9
住宅団地活性化に精通した職員の育
成研修の実施

　住宅団地における地域課題解決に係る市民相談機能などを強化するため、
市職員を対象に、地域コミュニティの活性化に取り組む上で必要となるノウ
ハウや知識を習得するための研修会（現地訪問を含む）を開催する。

市職員の資質向上

住宅団地活性化に向けた支援施策アイデア一覧表

課題解決のための方策

１．各団地における団
地活性化プランの作成

【説明】
　団地の現状・課題を把握し、将
来像等を明確にするため、各団地
において、①団地の目指すべき将
来像、②取組メニュー、③取組体
制等を盛り込んだ「まちづくりプ
ラン」を作成する。

【前提となる検討課題】
●問題意識の共有
　高齢化の進行状況や日常生活機
能の状況など、各団地における現
状や、将来見込まれる課題を住民
間で共有し、地域全体で問題意識
を高めていく必要がある。
●目指すべき将来像の構築
　住み続けたくなるまちづくりを
進めていくためには、住民が主体
となって、各団地の特性に応じた
将来ビジョンを作成する必要があ
る。

※本表に盛り込んだ施策はアイデア段階のもの
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№ 支援施策 内　　　　容 ねらい課題解決のための方策

10 町内会・自治会加入促進

　現在、各区が独自に実施している加入促進策に加え、新たに以下の取組を
全区で検討する。
・町内会加入案内コーナー及び加入取次ボックスの設置
・市（区）ホームページへの町内会応援ページの掲載
・転入手続き時の町内会案内チラシ等の配付　など

町内会・自治会の機能向上

11
町内会・自治会長を対象とした研修
会・情報交換会の開催

　全区で、町内会・自治会の会長、新任役員等を対象とした研修会・情報交
換会を開催し、以下の取組を実施
・先進地域の取組事例の紹介、地域が抱える課題をテーマにした講座の開催
・参加者同士の意見交換
・市が実施・検討中の施策についての意見交換

町内会・自治会の機能向上

12
住宅団地マネジメント組織の設置・
運営方法の構築

　ＮＰＯ法人や民間企業等が住民組織から委託等を受けることにより、住民
活動の支援組織として行政や関係機関と調整を図る取組を実施する、「住宅
団地マネジメント組織」の設置・運営手法（導入手順と体制パターン等）を
構築する。

団地全体の管理体制の構築
住民自治機能の補完

13
住宅団地マネジメント組織の設置・
運営に係る社会実験

　モデル団地を設定し、マネジメント組織の設立・運営に係る社会実験を実
施する。

団地全体の管理体制の構築
住民自治機能の補完

14
プラチナ世代の地域コミュニティへ
の参加促進

　住宅団地に潜在している経験豊かなプラチナ世代が地域の担い手として活
躍できるよう、人材の掘り起こしや社会参加を促進する支援施策を実施す
る。

地域における人材発掘
仲間づくり
定年退職者等の地域デビュー
高齢者のいきがいづくり

15
住民と市職員が一緒になって学ぶ
ファシリテーション技法講座の開催

　ファシリテーション技法を習得する講座を市職員と団地リーダーを会合さ
せる形で開催し、地域におけるワークショップをスムーズに進行させるため
のスキルを習得するとともに、市職員と地域のつながりを創出する。

地域づくりに必要な知識・スキルの習
得

３．地域リーダーの育
成

【説明】
　活性化のための取組を先頭に
立って取り組む地域リーダーを育
成する。

【前提となる検討課題】
●活性化を牽引する人材の確保
　地域づくりを実践していくため
に必要な基本的な知識やノウハウ
を有し、地域を牽引することがで
きる人材を確保する必要がある。

２．活性化に向けた取
組の核となる組織づく
り

【説明】
　活性化のための取組の主体とな
る町内会・自治会の機能向上や、
活性化の主体となることが難しい
町内会等に対する支援などに取り
組む。

【前提となる検討課題】
●団地全体の管理方法の構築
　将来ビジョンの実現に向け、町
内会・自治会の活動を支援する必
要がある。合わせて、町内会等を
補完し、各種の対策に取り組み、
適切なマネジメントができる組織
の設置を検討する必要がある。

2/7



№ 支援施策 内　　　　容 ねらい課題解決のための方策

16
団地住民交流拠点設置補助金交付制
度（仮称）の新設

　空き家を活用した交流拠点の設置を促進するため、当該取組を行う町内
会・自治会等に対し、取組に係る経費の一部（家賃補助を想定）を支援する
制度を新設する。

空き家を活用した地域拠点づくりの設
置促進

17
空家等の所有者等を把握するための
固定資産税情報の内部利用

　住宅団地活性化（空き家を活用した交流拠点づくり、中古住宅の流通促
進、空き家等の適正管理など）を目的として、住民から空き家等の所有者を
特定したいとの申し出があった場合に、固定資産税情報の内部利用を可能に
する。

空き家を活用した地域拠点づくりの設
置促進
中古住宅の流通促進
空き地・空き家の適正管理

18
交流拠点として提供した空き家等に
係る固定資産税の減免

　空き家等を活用した交流拠点の設置を促進するため、交流拠点として提供
した空き家等に係る固定資産税の減免制度を新設する。
　（民間遊休地をちびっこ広場として活用する際の固定資産税免除制度を拡
大するイメージ）

空き家を活用した地域拠点づくり

19
未利用地を活用した市民菜園の開園
支援

　住民が主体となって団地内の未利用地に草花の植栽や野菜の栽培を行う際
に、住民からの要請に応じて活動に必要な資材を支給する制度を新設すると
ともに、活動実施団体（町内会・自治会等）へ、未利用地情報の提供を行
う。

遊休市有資産の利活用
空き地の利活用

20
遊休市有資産の地域団体優先使用制
度の新設

　住宅団地内で当面活用見込みがない市有地や市有施設を、団地住民等が団
地活性化の目的で活用する場合、当該施設を無償かつ優先的に使用できるよ
う制度化する。

遊休市有資産の利活用

21 遊休市有資産のデータベース化
　住宅団地内で当面活用見込みがない市有地や市有施設の情報を得やすくす
るためのＷＥＢページを作成し、市ホームページで公表する。

遊休市有資産の利活用

22 学校施設の活用

　市立学校特別教室等開放事業の開放校を中学校、高等学校にも拡大する。
（現在は小学校３校のみ。生涯学習の振興を目的とした使用に限定）
　また、空き教室を活用して地域の交流サロンなどの利用が可能になるよう
にする。

遊休市有資産の利活用

23 地域のオープンスペースの設置

　親子交流の場を公民館・児童館、集会所等に設置し、子育て中の親と乳幼
児がいつでも気軽に集い、子どもを自由に遊ばせながら、親子の相互交流を
図り、支援者（地域団体（民生委員児童委員、女性会等）、子育て支援ボラ
ンティア等）による相談ができることで、子育てに対する不安や負担感の軽
減を図り、子育て家庭の孤立化防止につなげる。

子育て支援

24
大学との連携によるコミュニティの
活性化

　住宅団地の特性（課題）に関心のある大学教員を募り、課題解決に向けて
大学と連携した取組を行う意欲と体制を整えた町内会・自治会に対し、必要
なまちづくり活動の支援を行う。

活性化を牽引する人材の確保

４．地域資源の活用 【説明】
　空き地・空き家等を活用した地
域活動の拠点づくりや、定年退職
者等の地域デビューの促進（人的
資源の活用）などに取り組む。

【前提となる検討課題】
●活性化を牽引する人材や活動拠
点の確保
　地域づくりを実践していくため
に必要な基本的な知識やノウハウ
を有し、地域を牽引することがで
きる人材を確保する必要がある。
　また、住民の地域づくり活動を
支えていく拠点となり、地域住民
が気軽に利用できる居場所を確保
する必要がある。
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№ 支援施策 内　　　　容 ねらい課題解決のための方策

25 地域との連携による空き家流通促進

　町内会・自治会等が不動産・建築の専門家と連携しながら、市場に出てい
ない空き家の掘り起こしや所有者への活用提案などの働きかけを行う際に、
当該取組に対して専門家の派遣や活動助成などの支援策を講じ、空き家の流
通促進を図る。
　合わせて、町内会・自治会等が町内における空き家情報を把握できるよ
う、住民の転出時における届出制度を設けることを推奨し、当該制度のマ
ニュアルを作成する。

空き家を活用した地域拠点づくりの設
置促進
中古住宅の流通促進

26
子育て世帯への住み替え助成制度
（仮称）の新設

住宅団地の空き家への子育て世帯の住み替えを促進させ、空き家の解消と住
宅団地の活性化を図るため、町内会への加入を要件として、住宅団地の空き
家へ住み替える子育て世帯に対し、家賃・リフォーム費用等の補助を行う。

若い世代の入居促進
中古住宅の流通促進

27 若者世帯の住み替えサポート

住宅団地の空き家への若者世帯の住み替えを促進させ、空き家の解消と住宅
団地の活性化を図ることを目的に、町内会役員となり積極的に地域活動へ参
加することを要件として、住宅団地の空き家へ住み替える若者世帯（40歳
以下の夫婦）に家賃・リフォーム費用の補助を行う。

若い世代の入居促進
中古住宅の流通促進

28
空家等の所有者等を把握するための
固定資産税情報の内部利用
【再掲】

　住宅団地活性化（空き家を活用した交流拠点づくり、中古住宅の流通促
進、空き家等の適正管理など）を目的として、住民から空き家等の所有者を
特定したいとの申し出があった場合に、固定資産税情報の内部利用を可能に
する。

空き家を活用した地域拠点づくりの設
置促進
中古住宅の流通促進
空き地・空き家の適正管理

29
ファミリーホームによる空き家の活
用

　住宅団地の空き家を、要保護児童を一緒に養育する「ファミリーホーム
（小規模住居型児童養育事業）」として活用する。

中古住宅の流通促進
若い世代の入居促進
子育て支援

30
学生用シェアハウスによる空き家の
活用

　地元と大学と学生の連携により、郊外住宅団地の空き家を、郊外に立地す
る大学の学生用のシェアハウスとして活用し、学生の良質で低廉な住まいの
確保と住宅団地のコミュニティの活性化を図る。

中古住宅の流通促進
若い世代の入居促進

31
住宅団地の魅力を紹介するＷＥＢ
ページの作成支援

　住宅団地の情報に特化したＷＥＢページを作成し、市ホームページや「こ
むねっとひろしま」、住宅開発業者等のホームページにリンクさせ、個々の
住宅団地の魅力・情報を広く発信する。

団地の魅力ＰＲ

32
「市民と市政」（区版）への特集掲
載

　帰省時期（８月頃）に合わせた住宅団地の魅力特集の掲載 団地の魅力ＰＲ

５．住み替え対策 【説明】
　住み替え意向のある者が住み替
えしやすくなるための支援や、住
み替え意向のない者への団地の魅
力のＰＲなどに取り組む。

【前提となる検討課題】
●若い世代の入居促進
　高齢化に伴う地域コミュニティ
の担い手不足を解消するため、子
育て世帯などの若い世代を中心
に、住宅団地への入居を促進する
必要がある。
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33 高齢者地域支え合い事業の本格展開

　地域包括支援センターが、地域団体等による高齢者の見守りや日常生活上
の困り事への対応等の調整などを行うコーディネーターとなって、高齢者を
地域全体で支え合う仕組みの構築支援を行う。（平成25・26年度のモデル
事業の成果を踏まえて全市展開を検討）

福祉団体とのネットワークづくり
高齢者の見守り

34 高齢者見守り支援システムの開発

　市内企業や市民病院、市立大学等が連携して、市立大学のシーズ（みみス
イッチ）を核とした生活リズム等を測定する製品を開発し、その製品を使用
することで得られる情報を、家族や医療機関等が活用し、高齢者の見守りや
健康管理を行う際に必要な情報伝達等を行うシステムを開発する。

福祉団体とのネットワークづくり
高齢者の見守り

35
郵便局、新聞販売所等との見守り活
動協定

　戸別配達を日常業務としている郵便局や新聞販売所などの事業者と協定を
結び、郵便受け・新聞受けに配達物が溜まっていたり、何らかの異変を察知
した場合、指定の連絡先に通報してもらうなど、高齢者等の見守り体制を強
化する。

高齢者の見守り

36
高齢者の見守り対象者を把握するた
めの個人情報の利用

　高齢者の見守り活動関係者が活動するに当たって、見守りが必要と思われ
る高齢者の個人情報を利用できるよう、個人情報保護審査会において、本市
が保有する個人情報を関係者に提供することの承認を得る。

高齢者の見守り

37
「協同労働」プラットフォーム事業
の本格展開

　自ら出資して経営に参画し、生きがいを感じながら地域課題の解決に取り
組む労働形態である「協同労働」により、高齢者の働く場を創出するため、
プラットフォームを設置するとともに、「協同労働」を活用した個別プロ
ジェクトの立ち上げに対する支援を行う。

地域内における働く場の確保
高齢者のいきがいづくり

38
プラチナ世代の地域コミュニティへ
の参加促進
【再掲】

　住宅団地に潜在している経験豊かなプラチナ世代が地域の担い手として活
躍できるよう、人材の掘り起こしや社会参加を促進する支援施策を実施す
る。

地域における人材発掘
仲間づくり
定年退職者等の地域デビュー
高齢者のいきがいづくり

39
地域特性に応じた運行方式（定時定
路線型交通・デマンド交通）による
乗合タクシーの導入支援

　地域特性（デルタ市街地、郊外住宅団地、中山間地）に応じた支援を実施
する中で、住宅団地については、団地の規模が大きく需要が見込める場合は
「定時定路線型交通」、団地の規模が小さく需要が見込めない場合は「デマ
ンド型交通」など、地域特性に応じた乗合タクシーの導入を支援する。

地域特性に応じた交通サービスの導入

40
バス活性化基本計画に基づく活性化
策の実施

　広島都市圏バス活性化基本計画（平成26年度末取りまとめ予定）の検討
過程の中で、デマンド交通など地域等における生活交通との連携を図りなが
ら、バス路線の新設・再編をはじめとするバス活性化策の検討を進める。

バス運行ルート見直し等による生活交
通の確保

41 スポンサー付きループバスの導入
　交通サービスが十分でない地域において、地域ニーズを踏まえながらバス
事業者以外の民間事業者（大規模小売店舗、民間総合病院等）が運行する
ループバスについて検討する。

移動手段の確保
買い物バスの運行

42 健康診査会場への送迎支援
　本市が実施する健康診査を受けやすくする環境づくりとして、路線バス等
公共交通サービスのない団地の居住者を対象として、健康診査会場までの交
通費（タクシー代など）の一部を助成する。

移動手段の確保
健康診査受診率の向上

43
超小型モビリティによるカーシェア
リング

　西風新都の交通課題等に対応し、域内移動の円滑化・活性化、高齢者や子
育て世代の外出機会の増加等を図るため、新しい乗り物である超小型モビリ
ティの活用とその効率的な運用を行うシステム（カーシェアリング）の導入
に取り組む。（平成26年度から西風新都内で実証実験を実施）

域内移動の円滑化、活発化
高齢者や子育て世代の外出機会の増加
等

６．高齢者の生活を支
える仕組みづくり

【説明】
　地域で孤立するおそれのある高
齢者の生活を支えるため、地域と
福祉団体等との連携や、地域にお
ける相互扶助の強化（見守り）な
どに取り組む。

【前提となる検討課題】
●高齢者の生活支援
　高齢単身世帯、高齢夫婦のみの
世帯が、地域から孤立した状況に
ならず、地域で支え合い安心して
暮らし続けられるよう支援する必
要がある。

７．いきがい・雇用創
出対策

【説明】
　高齢者のいきがいづくりや地域
内における働く場の確保などに取
り組む。

【前提となる検討課題】
●高齢者の生活支援
　高齢者が生き生きと暮らせるよ
う、社会参加を促進していく必要
がある。

８．交通対策 【説明】
　交通弱者等の移動手段の確保
や、公共交通機関の利便性の向上
などに取り組む。

【前提となる検討課題】
●移動手段の確保
　路線バス等公共交通サービスの
ない団地においては、地域の特性
に応じて住民の移動手段を確保す
る必要がある。
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44 公民館等出張ネットスーパー

　団地内の公民館等にインターネットスーパーが利用できる環境を整えると
ともに、スーパーから商品説明と操作補助を兼ねた社員を派遣してもらう。
　インターネットが使えない高齢者を主な利用対象者として実施。コミュニ
ケーションの場の創出やインターネット操作の習得の効果も期待できる。
（行政は施設利用に係るコーディネートと広報を担当）

団地内における買い物環境の向上

45
既存制度（スーパーやコンビニエン
スストアが実施している宅配や移動
販売等のサービス）の周知

　既に市域内で開始されている宅配や移動販売などの買い物支援サービスを
まとめたガイドを作成する。

買い物支援サービスの普及

46 移動販売実施事業者への協力
　新たな買い物困難地域への移動販売車の導入や、販売ルートの変更・拡充
を促進しようとする販売事業者と団地住民との調整などの支援を行う。

住民ニーズを踏まえた移動販売車の導
入、ルート設定

47 老朽危険空き家対策

⑴　老朽空き家の実態把握調査
⑵　老朽空き家対策に係る条例の必要性の検討（建築基準法においては、現
に著しく危険な状態である建物に対する是正勧告・命令は可能であるが、予
防的な対応は困難であり、また、老朽空き家について包括的に対応する法令
もない）
⑶　市民自らの老朽空き家の解体を促進するための支援制度の創設に向けた
検討

空き地・空き家の適正管理

48
固定資産税課税通知を利用した空き
地・空き家の適正管理についての呼
び掛け

　固定資産税の課税通知に家屋適正管理に関する啓発チラシを同封する。 空き地・空き家の適正管理

49
空家等の所有者等を把握するための
固定資産税情報の内部利用
【再掲】

　住宅団地活性化（空き家を活用した交流拠点づくり、中古住宅の流通促
進、空き家等の適正管理など）を目的として、住民から空き家等の所有者を
特定したいとの申し出があった場合に、固定資産税情報の内部利用を可能に
する。

空き家を活用した地域拠点づくりの設
置促進
中古住宅の流通促進
空き地・空き家の適正管理

50 ガードレール等補修用資材の提供

　地域住民によって行われるガードレール補修（ペンキ塗り）などの活動に
対して、ペンキ等の支給物品や、刷毛やバケツ等の無償貸出物品メニューを
作成し、住民からの要請に応じて物品の支給・貸出しを行う制度を新設す
る。

団地内道路等の維持管理

51 団地内公園のリノベーション

　団地住民の利用ニーズに合わせた団地内の公園となるよう、老朽化した遊
具などを更新する際は幼児用遊具の設置や高齢者向け健康遊具の設置など地
元のニーズに合った遊具の設置を検討する。
　また、団地住民が主体となって、独自の施設づくりや新たな利用のルール
づくりを行い、「地域に愛され育まれる」公園として再生出来るよう、身近
な公園再生事業により、緑化指導者の派遣や活動当初に必要となる資材の提
供などの支援を行う。

公園の維持管理

９．買い物対策 【説明】
　買い物弱者等を商業施設へ送迎
するための交通手段の確保や、食
料品・日用品を家庭に届けるため
の仕組みの構築などに取り組む。

【前提となる検討課題】
●買い物環境の確保
　車が運転できなくなった高齢者
や乳児を持つ子育て世帯など、買
い物に不自由している人の買い物
環境を確保する必要がある。

１０．空き地・空き家
対策

【説明】
　空き地・空き家の発生抑制、空
き地・空き家所有者への適正管理
の働きかけなどに取り組む。

【前提となる検討課題】
●安心・安全な住環境の維持
　空き地・空き家などの増加に伴
う住環境の荒廃を防止し、安心で
安全な住環境を維持する必要があ
る。

１１．インフラ維持管
理

【説明】
　好な住環境を維持するために道
路等のインフラを適正に維持管理
する。

【前提となる検討課題】
●安心・安全な住環境の維持
　空き地・空き家などの増加に伴
う住環境の荒廃を防止し、安心で
安全な住環境を維持する必要があ
る。
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52
団地住民勉強会の開催
【再掲】

　団地活性化に向けた住民の自主的な活動意識を醸成するため、市内の団地
における住民主体で行われている先進的な取組の事例を学ぶ機会を提供す
る。

プランづくりの動機付け
仲間づくり
ボランティア活動・交流活動の促進
団地間の連携

53 郊外住宅団地ネットワークとの連携
　「広島郊外住宅団地ネットワーク」を団地間連携のプラットホームとし、
複数の団地が連携しながら課題解決に取り組むことができる仕組みを構築す
る。

課題解決策の情報収集
団地間の横のつながりの創出

54

１３．居住者が著しく
減少し、新たな転入の
見込のない住宅団地に
ついての対策

【説明】
　団地内の居住者がまばらにな
り、一人当たりのインフラコスト
が高くなる場合等に、維持管理コ
ストの抑制などに取り組む。

【前提となる検討課題】
●著しい人口減少への対応
　住み替え等が進まず、極端な人
口減少によりコミュニティが成立
し得なくなる住宅団地の対応を検
討する必要がある。

団地再整備による魅力の再生
（高齢者集団移転による団地再整
備）

　住み替え等が進まず極端に人口減少や高齢化が進み、コミュニティが成立
し得えなくなる場合などにおいて、コンパクトシティの観点を踏まえた市域
全体の適正な人口配置と、存続させるべき住宅団地を整理した上で、住宅以
外の用途としての利用に向けた居住者の集団移転の検討や、再区画整理等に
よる魅力的な団地への再整備などを検討する。

著しい人口減少への対応

１２．団地間の連携 【説明】
　団地間で生活機能を互いに補完
し合い、良好な生活環境を確保し
ていく仕組みの構築などに取り組
む。

【前提となる検討課題】
●安心・安全な住環境の維持
　空き地・空き家などの増加に伴
う住環境の荒廃を防止し、安心で
安全な住環境を維持する必要があ
る。
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