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第６回住宅団地活性化研究会議事録 

 
 
１ 日 時  平成２６年６月４日（水）１０：００～１２：００ 
 
２ 場 所  広島市役所本庁舎１４階第７会議室 
 
３ 出席者  別紙配席表のとおり。 
 
４ 議事次第 

⑴ 開会  
 ⑵ 議事 

ア 住宅団地のエリア別・タイプ別の活性化の方向性について 
イ 住宅団地活性化に向けた支援施策の検討について 

⑶ 閉会 
 
５ 議事内容 以下のとおり。 

 
事務局   ただいまから第６回住宅団地活性化研究会を開会させていただきます。 
      なお、本日はタクシー協会の槇田委員が御都合により欠席されていますので、広島県タクシー協

会の竹上事務局長に代理で出席していただいております。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 皆さんおはようございます。今日は大変お忙しい中、また、お足元の悪い中お集まりいただきま

してありがとうございます。 
      住宅団地活性化研究会も今日で６回目ということになりました。 
      実は昨日、都市政策特別委員会というものがございまして、これは喫緊の都市政策に関わるいろ

いろな重要課題を議論していただく、議会の特別委員会でございます。 
      昨日の議題は、地方分権の推進、公共施設の老朽化対策、それからこの団地の活性化ということ

で、これまでの取組状況と今後の取組について御報告をさせていただきました。 
      一通り説明した後必ず議会の委員さんから質問を受けるのですが、圧倒的にこの団地に係る質問

が集中いたしました。質問の中身は多岐に渡るのですが、もっとＮＰＯ法人を活用しろといったこ

とから、何歳ぐらいの人材を育成しようとしているのかなど具体的なものまでありました。 
      一つは、この住宅団地の活性化ということを考えていく中で、行政の役割というのはどこまでな

のかという大きな方向性がございまして、行政がしっかり支援していかなければこの問題はうまく

いかないよという先生もいれば、いやいやそれはなかなか全部の団地でそんなことできないからい

かに住民が、共助の社会というか、そういうことを作っていくかが大事だという先生もいらっしゃ

り、大きな二つの方向性を感じました。 
      それだけこの問題の難しさということを感じているわけでございますが、今日は住宅団地のエリ

ア別・タイプ別の活性化の方向性について、やや大胆な試論を出したつもりでございます。 
      まだ足りないと言われる方もいらっしゃるかと思いますが、我々としてはちょっと思い切って団

地をいろいろなエリア、あるいはタイプに分けてその方向性のようなものも整理してみたつもりで

ございます。 
      そういったものを一つお示ししながら、支援施策の検討についても具体的な御議論をいただきた

いと思います。今日は少し長時間に渡りますが、御熱心な御意見をいただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。   
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事務局   それでは次第の２の議題の方に入りたいと思います。 
      ここ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 皆さんおはようございます。 

今日は６回目ということで、回を重ねてきているわけですが、今日は議題が二つあります。 
資料１はエリア別・タイプ別の住宅団地の活性化の方向性についてです。 
資料２は支援施策メニューの検討についてで、施策のアイデアについて皆さんの御意見をいただ

くというものです。従いまして、私としてはどちらかというと資料１の方に重点を置いて議論がで

きればと思っています。 
住宅団地のエリア別・タイプ別の方向性についてということで、前回も少しエリア別の住宅団地

の状況みたいな話をしました。それを踏まえてといいますか、住宅団地というのは、高齢化や人口

減少など団地自身の問題ももちろんあるのですが、それぞれが単独で独立して存在しているわけで

はなくて、当然周辺との関わり、周辺の影響というものを受けるわけです。 
その団地がどういうエリアに立地しているのかということが、その活性化の方向性に大きく影響

を与えます。それと同時に団地というのは居住地、あるいは街の一部なわけでして、エリアの中の

住宅地の一部なわけです。当然そのエリアそのものに対してその団地がどんな役割を果たすべきか、

どういう位置付けにあるべきかというようなことも、逆にその地域の側から期待される部分もある

わけです。 
そいうことから考えると、このエリアというのが一つ十分に活性化の方向性を考えていくときに

必要になるのではないかと思います。 
このため、今回エリア別の住宅団地の特徴とそれに対する活性化の方向性というのを考えていた

だいたわけです。 
二つ目のタイプ別というのは、これまでの議論の中でも出てきたものですが、それを一つ、試案

として出していただいたということです。タイプ別の方についてもいろいろなタイプの分け方があ

りますので、今回出したのは事務局としての一つの試案ということですので、その辺を踏まえて、

タイプそのものの設定の仕方も含めて御意見をいただければと思っています。 
それではまず資料１について事務局の御説明をいただいきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 
 

事務局  （資料１、参考資料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。 
      資料がたくさんありますので、どの辺から議論していくかということですが、資料１がベースに

なります。ただ、今の資料に関して分からないところとか、質問等も含めて御意見を出していただ

ければいいかなと思います。 
      それではどなたからでもいいので、御発言をお願いしたいと思います。 
 
三浦委員  資料１の 初のページ、「エリア別の活性化の方向性」に区分の表がありますが、１番のデルタ

市街地近接エリアに「西広島駅周辺」が書いてあって、２番のデルタ周辺部のエリアのところにも

囲みの中にですが、「西広島駅周辺」と書いてあるんですね。この辺り、今後資料が外に出ていっ

たときに、この二つの区分けがちょっと混乱するのではないかと思うので、何か注釈とか説明の追

加が必要ではないかと思いました。 
 
間野委員長 ちょうど重なっているというか、境目になっているんですね。別紙を見ると、かなりクローズア

ップされるので、ここに境界線があるのは分かりづらいかなというところがいくつか見られますね。 
      これはあくまで郊外住宅団地用の図面ですので、そういう観点で少し見直していただければと思

います。 
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塚井委員  中身のことというよりも、感想めいたことで議論の種になればと思って、少し感じたことをお話

しします。 
      今回特に興味深いと思ったのは、地図もなかなか興味深かったのですが、資料１の 後のページ、

「経過年数に応じた取組」というところですね、これがなかなか示唆的でして、人間の一生によく

似ているというそういう比喩だと思うのですが、例えば、成長期をただ喜んでいいものやらという

ことを感じます。 
      ここでこういう成長の仕方、つまり同じ世代の方をバァと集めて入れてしまうと、なんだかんだ

で、結局右側のようなこと（人口減少、高齢化の急速な上昇等）が起こるんですよね。 
      だからどこの団地がどうということではありませんが、確かに 初に分譲をするとその特定の世

代の人をガッと集めてしまう。終の棲家として住宅を購入するというのは日本の歴史上そうなので

良い悪いではないのですが、終の棲家ということはずっと右側までいくということですから、だん

だん高齢化することも普通に起こると思います。 
      ただ、それを今更いっても遅いのですが、住宅団地というのは一遍に同じ世代の方をドンと突っ

込むので、確かに一瞬活性化していいような気もするのですが、いずれどこかで高齢化するという

ことが起こります。これは自然なことですので仕方がないのですが。 
      しかし、その左側のところをもう一度やり直せという話は、してもあまり生産的ではないと思い

ます。ただ、生産的ではありませんが、先ほども御説明にあったように、左側のところにある団地

（現在「成長期」にある団地）もあるということでした。 
ですから、左側のところにある団地については、そこはある程度、市としても考えないといけな

いことがあるのではないかというのが意見です。 
問題は、人口ピークを過ぎて、２０年とか、２５年とか、３０年とか経過した、この辺りのとこ

ろにいる団地の方々というのはわりと多いのかなという印象ですが、この辺りのところをじゃあど

うするかということです。 
このままの状態にしておくと、人が入ってこないということになるわけですよね。それは何とか

したいと。それを何とかするのはいろいろな方法がありますが、高齢化率そのものを下げる方法と

いうのは、一つしかなくて、それは居住されている方の中に若い方をお迎えして、なおかつその高

齢者の方には、状況によると思いますが、より生活環境のいい所に移っていただくのかと。 
簡単にいうと、流動しないと平均年齢というのは下がらないので、ずっと同じ方がいると平均年

齢が上がるのは当たり前ですから、そういうことを言っているのだろうなと感じます。 
他にも思うことはあるのですが、端的にそれに対してどういう手を打っていくのかという、その

左側の方も、若いからいいという問題でもないですし、右側も高齢だからダメだと問題でもないと、

それぞれに応じた対策があるでしょうということを感じました。以上です。 
 
間野委員長 そうですね。今回出された資料は、実状としてはこういうことがいえますねというところを出し

ていただいたわけで、ではどういう対策を打っていくかというときに、これを基にして、それぞれ

の時期の対策、特に一番多いのは成熟期の初期辺りでしょうか。その辺に対してはどうするのかと

いうことです。 
それぞれの時期に応じて、行く末がこうならないためにどうするかというのが対策ということで

すから。その辺りに発展していっていただきたいと思います。 
他いかがでしょうか。はい、三浦委員。 
 

三浦委員  今はあくまで資料１のこの分類をしたことと、そのベースについて話す段階ですので、今、委員

長あるいは塚井委員が言われたような将来の対策は、次の段階ですよね。ですから、今はこの資料

１に基づいてこういうふうな分類をしてみたことに関して意見を言う時間帯だと思います。いろい

ろと意見は出てくると思いますが、拡散しないようにしていただければと思います。すみません。 
      先ほど委員長も言われたように、別紙の資料で色分けをしていますが、この色分けでは確実にそ

うではない団地も含まれている場合は、どういうふうに対応を考えたらよろしいんですかね。 
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      例えば、ここではあくまでイメージということで、言葉としては確実にこうではないなと説明し

ているのですが、この表現を残すのか、あるいはもう少し工夫をするのかということとかです。 
 
間野委員長 そういうことですよね。ゆくゆくは、このエリア別にどういう方針を示していくのかというとこ

ろまで持っていきたいわけですが、そもそもエリア別の方針を作ることの考え方が、もう一つ私自

身もあまり理解ができていないところがあるんですね。 
ですから、とりあえず特に三浦委員がおっしゃった別紙には、エリアの範囲はイメージであると

書いてありますが、これはイメージのままでいくのか、もう少しシビアにちゃんとエリア分けをし

て、かつそのエリアごとの実状、特徴、特性とそれぞれの課題、それに基づく方向付けまできちっ

と持っていくつもりなのかどうかということですよね。 
      事務局、そういうことですがいかがでしょうか。 
 
事務局   個々の団地でいろいろと課題は違いますし、中山地にあっても中山地でないと思っている団地も

あるかも知れません。 
我々としてはここから先の話は、行政がこうだということではなくて、個々の団地の中でこれか

ら将来像を描かれる、現状課題を整理される、まちづくりを進められる中で、個々に考えていただ

ければいいと考えています。 
この資料は、あくまでも目安のようなもので分けたもので、厳密に言いますと、この図面で虹山

団地や新建団地など可部にある団地は実は結構街にありますし、逆にくすの木台団地などは本当は

中山地であったりするので、そういう意味ではこんなにきれいにはならないとは思います。 
全体的に広島市の構造として、デルタがあって、デルタを取り囲むように周辺部があって、それ

をまた取り囲むように中山地があるというイメージを示したものだというふうに理解をしており

ます。 
 
間野委員長 とりあえずみなさんに他にも御意見を出していただくことでいきましょう。 
      今日は特にエリア別に関して、タイプ別に関してもエリアをこういうふうに区分しましたと、そ

のエリアの特徴はこうなっております、それに対して活性化の方向性としてはこういうことが考え

られますという案が出されているわけですね。 
      これの位置付けとしては、今の事務局の説明では目安を持ってもらうためのもので、これ以上詰

めていくということは考えていないということですね。 
そこから先は個々の団地ごとに対応していくというお話だったわけですが、その辺のことも含め

てこの資料についての御意見をいただければと思います。 
      
今田委員  広島市内の住宅団地の状況の別紙の 初のところですが、地域ごとに分かれていますが、それぞ

れの団地ができた経緯というのを考えると、おそらくバス路線であったり、ＪＲであったり、アス

トラムラインであったりとか、そういったもののそばにできてきていると思います。 
      ですから、図面にＪＲ山陽本線であったり、呉線、芸備線、可部線のラインを入れてもらって、

また、アストラムライン、山陽自動車道、バイパス等々もありますので、それらを入れることによ

って、それぞれの団地群ができてきた経過といいますか、そういったものがはっきりして、それぞ

れにおいて団地の方向性、自分達が今おかれている状況というのが分かると思います。 
これまでの会議の中でいつも出てきているのは、交通の問題が一番大きかったと思うのですが、

それをどういうふうに解消していくのか、解消できなければどういうふうに我々が活動して、少し

でもいい方向に持っていけるのかということを考えることになるのではないかと思います。 
この地図で交通網がはっきりと分かれば、芸備線であれば広島駅から矢賀、中山、戸坂、高陽を

通っていくということで、その流れとして団地ができているなというのが分かりますし、可部線で

あれば可部線の流れが分かると思います。 
      そういった形で区によっては人口が増えているところもありますし、もちろん減少しているとこ

ろもあるので、増えているところの要因というのもこれで少しずつは分かってくるのではないかと
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いう気がしますので、そこを少し次の段階のときには入れていただきたいと思います。 
 
間野委員長 他はいかがでしょうか。 
       
林委員   このグラフを見て感じることですが、人口は６０年後には相当な数が減り、高齢者が増えるとい

うことの側面を見ると、これは空き家の問題が大問題になりそうだということを危惧するわけです。 
広島市が２０１１年の６月に、広島市の空き家の実態調査をしたと聞いております。サンプル数

は２，１０１件だったのですが、そのうち、そこに住むことが可能かどうかの仕分けデータが出て

いたように記憶しています。こういうふうな推移を見たときに、どの程度の空き家が発生するのか

ということの予測も加えていく必要があるのではないかというのが、率直な意見でございます。 
      人口が減っていく、高齢化率は上がってくる、なぜ空き家が発生するかということの分析をしな

ければいけませんが、活性化策の一つのヒントがここに隠されているような気がするんです。そこ

ら辺りのことも次回の資料等に反映してくだされば非常に助かるなと思います。 
      それからこの表とは別にですね、先ほど説明された中に、団地別の介護施設の満足度が全ての団

地が「３」というのは、私は到底理解ができない数値でございます。 
      何を根拠にこういうふうな満足度がどの団地も「３」なのかということについても御説明いただ

きたいと思います。 
 
間野委員長 いかがでしょうか。 
 
事務局   満足度が「３」というのは、満足している、満足していないそれらが均衡しているというか、一

番回答として多いのが、「どちらでもない」という回答が多いものが「３」になっている傾向があ

ります。大体どこの団地も福祉施設であるとか、町内会の活動に関しては、「どちらでもない」と

いう回答が多くなっています。 
      それに対して、交通であるとか買い物については、満足している、満足していない、それらがす

ごくはっきりしているというような特徴があります。 
 
林委員   介護施設なんかの実数をこれに記載していただくと非常に助かります。 
 
間野委員長 他はいかがでしょうか。 
 
竹内委員  先ほどの今田委員の交通機関のことにプラスして思うのですが、今３通りのパターンに分かれて

いるのですが、それぞれの団地が公共交通機関を使ったときの所要時間ですね、それで色分けをし

ていくと、やはりＪＲが使える団地、あるいはバス路線だけ、あるいは車だけのところもあるため、

その団地の距離感というのが出てくるのではないかと思います。それにより交通機関が使いづらい

という団地の問題点も出てくると思います。 
      今の資料だとこのイメージが先行して、地図上での単純な距離感に見えてしまいますので、実態

をもう少し反映した図があるとより分かりやすいのではないかと思います。 
      実際に家を購入されたりする方などは紙屋町や広島駅を起点にどれくらいの時間で行けるのか、

やはり通勤ですね、そういったもので団地を選択されるという場合もありますので、地図上では近

く見えていても実は相当遠い団地という場合もあると思いますので、そこを少し反映する図があれ

ばと思います。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。 
 
事務局   ちょっとよろしいでしょうか。エリア別の設定については、もちろんここに書いてあるように

個々の団地の状況に応じて具体的な取組というのは決まりますが、やはりある種の共通項を見出し

ながら、似たような団地については似たような対策をということで考えています。 
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デルタ市街地近接エリア、デルタ周辺部エリア、中山間エリアというこの３区分が、実際にうま

く活用できそうかどうかというところを、要するにここに書いてあるのはデルタに近いか近くない

かだけでという共通項で、デルタに近ければ便利だろうというぐらいの感じですので、本当にそう

いうことでいいのかどうかということをちょっと御議論いただければと思います。 
      今話を聞いていると、ＪＲ可部線があり、芸備線があり、アストラムラインがある、そういった

交通網があるところに近いところという区分けもあるのかなといったことも少し感じました。 
      この区分けそのものが有効に機能しそうかどうかというところも少し御議論をいただければと

思います。 
 
間野委員長 ということで、事務局から出されたこのエリア分けの仕方でいいのかどうかという御意見をいた

だきたいという事務局からの要望ですが、いかがでしょうか。 
 
塚井委員  おそらく 初の三浦委員からの問題提起のことだと思いますが、これは私見でいうと無意味だと

思っています。大して意味はないと思っています。 
      どこまで 初に申し上げていいか分からなかったので、ぼやっとした言い方をしてしまいました

が、個人的に一番大事だと思っているのは、やはり年齢の分布、あらゆる対策について、それが一

番の基礎になるはずです。 
      なぜそう言えるかというと、先ほど介護施設に関する御質問があって、示唆的だったのですが、

介護施設というのは使う方と使わない方が非常にはっきりしています。ですから、自分が聞かれる

とおそらく「分からない」と答えると思います。今のところ使うという状況にないので、分かりま

せん。使ったものがないものはいいか悪いか分からないというそれだけのことになっていて、同じ

そうなことが幼稚園とか小学校とかに関しても言えます。 
      特定の年齢層の方しか使わない、使わないといったら変ですが、拠点ではありますが、専ら行く

所なのかと言われると行かないですね。学校というのは大体そういうものです。 
      それに対して交通施設というのは多かれ少なかれ皆さん使うので、それは共通して要望が出てく

るというのは当然だと思います。 
      中心部からの距離で分類するというのは確かに第一感としては正しいですし、そうすると無意味

だと言ったことと矛盾しますが、無意味だというのは、それを 初に基本において、市の中心部か

らの距離だけで対策を考えていくのはあまりセンスがよくないなと思うということです。 
      基本に据えるべきは、ここからは私見ですが、今回の中でいうと、結局のところ、完成からの経

過年数が、 後の人口の分布を大体決めていると思います。 
      ところが、人口の分布が面白いのは、いい場所は地価が高くなりますから、入れ替わりが起こる

んですよね、固定資産税という問題もありますし、なかなかいい場所だけど、ここまでいい場所で

ある必要があるのかなと思う人は出て行かれるし、そうでない人は入ってくるということが起こり

ます。 
出て行かれる、入ってこられるというのは、大体において上の世代の方が出て行かれて、下の世

代の方が入ってこられると思います。必ずしもそうとは言えませんが、子育てとかそういう環境を

重視すれば、そうなっていくのが普通だと思います。 
      年齢の分布が、男女別、５歳階級別のものがよく国勢調査でも出てきますが、こういったものの

団地別みたいなものが、どこまでちゃんとできるかどうか分かりませんが、基礎に据えられるのだ

と思います。 
今のエリア分けが無意味かというと完全にそうではないと思えるのは、そうは言ってもやはり今

みたいな市内までの距離によって、これは通勤に関係すると思いますが、路線価では見事に傾向が

出ていますし、それは一つあると思います。 
それに加えて交通が難しいのは目的地がバラバラになりますので、必ずしも皆さん市内に毎日毎

日通勤しているとは限らないんですね。そうなると所要時間の意味が変わってきます。どこまでで

書くのが正しいのかというのは、なかなか簡単には言えないので、 寄駅にしておくというのも一

つのアイデアですが、市内に行くのもの重要、近隣の駅までいくのも同じくらいの意味で重要、ま
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た、バス路線が入っているかどうかも重要なうちの一つだと思います。 
しかし、飛び抜けて重要なものがあるとすれば、たぶん、経過年数と人口の分布、これが全ての

カルテの基本になると思っています。これは個人的な意見です。それが正しいかどうかは分かりま

せんけども。 
      また、その下にエリア別がくると思います。当然、場所ごとに特徴は似てきますから、これらの

整理が今各委員から御意見があったようなところが、観点なんだと思います。 
それの強いところ、あまり良くないところ、いろいろ団地によって違うと思いますので、併記す

る形で並べておくといいと思います。 
あとは、もうちょっと頭を絞らないといけませんが、特徴というのをもう少し捉えながら対策を

考えていくという次の段階の話になるのではないかなと思います。答えになっているかどうか分か

りませんが、事務局からの問題提起、三浦先生からの問題提起に答えるとすれば、まあそこまで重

視することはない、無意味というのは言葉が強かったですが、たくさんある重要な情報のうちの中

で何が重要かというと、人口分布だと私は思います。 
 
金谷委員  今の塚井先生の御意見を受けて、私も似たようなことを考えていまして、年齢、特に高齢化の  

６５歳以上というもっと区切ったもので、分類というか今後の対策が必要になるのかなということ

を考えています。 
何故かというと、この場での議論は、当面の生活利便性を維持するという話が主だったと思いま

すが、同じような年代で入ってきた人達が生活を維持できるレベルを超えたとしても、いつかなく

なる、ターミナルを迎える時期も、もしかすると団地内でほとんどの人達がターミナル近くになる

状況も必ず来る。 
そうなったら買い物にもたぶん行けない、バスうんぬんよりも終末期を自宅で過ごせるのかとい

うことになると、今の日本の状況で見ると自宅で 後までという方は非常に少ないのは皆さん御存

知だと思いますが、じゃあ集団でそういう状況になった場合、集団で皆さんが施設に入るのか、地

域に残り続けたいのかというターミナルの迎え方ということも、近い将来か遠い将来かで考えざる

を得ないのかなという点でも、年齢分布あるいは独居なのかどうかということも含めて、動けなく

なった後のこともそろそろ考えなくてはいけないのかなと思いました。 
      それに合わせて、出された資料、団地の半生のイメージという本当にすばらしい資料を出されて

いるなというか、これが全てを暗示していると見ました。はっきりしているのはピーク時から４０

年、５０年経つと人口が半分になるということが出ています。ということは、空き家が出ることは

前提にしなくてはいけないということも一つなのかなと思います。 
私は交通面では専門家ではないので、そちらに関しては何も言えないのですが、この委員会にお

ける活性化ですが、伸ばすというよりは縮小均衡をどこに持つかということもどこかで考えざるを

得ないのかなとも思いました。 
 
西川委員  先ほどエリアをどう位置付けるかというお話がありましたので、交通の観点から少し言わせてい

ただくと、確かにお話があるように、住宅団地から中心部への交通アクセスがどうなのかというこ

とが一つの大きなポイントであると。 
これは間違いないと思いますが、ただ、一方で高齢化を迎えた団地の中で必要とされているのは、

そういった交通だけではなくて、生活を維持する上での交通がどうなのかと。この視点が今求めら

れているんだと思います。 
ですから、この地図の中でエリア分けをするとなると、こういう中山間地域あるいは市街地とい

うくくり方よりも、このエリアの中での中心地がどこなのか。 
例えば、安佐南区辺りだと緑井が今非常に開けてきています。そうすると、バス業界の中でも今

いろいろ検討しているのは、高齢化を迎える中で、安川周辺の団地からどこに走らせるバスが今一

番求められているのか。そうすると必ずしも市内ではないのではないかと。団地から緑井の商業施

設を巡る、あるいは病院を巡る、そういったルートの方がこれからは重要視されるのではないかと。

となれば交通のエリアのくくり方というのもあってもいいのかなと思います。 
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同じように西部であれ、東部であれエリアごとにある程度中心になり得る、そういった施設等が

集積している所との路線をどのように維持をしていこうかと。そのようなことを考えていくと、こ

のエリアの作り方ももう少しそういった視点を入れていただければ、我々が今後そういった路線を

考えていく上での大きな参考になっていくのではないかと思いますので、出来ればそういうことも

お考えいただければと思います。 
 
間野委員長 今の御意見は非常に興味ある御意見でしたね。いわゆるこれまでの交通機関というのは、どちら

かというと働く人のためというか、どうしても都心の働く場にどう人を運ぶかといくことが中心だ

ったのが、高齢者がこれだけ多くなると、高齢者が生活するための交通機関、車が使えないわけで

すから、なおさら公共交通機関が大事になってくる。それをどこにもってくるのがいいのかという

と、高齢者の生活がどういう生活で、その生活のためにはどこにどういう交通機関をという観点、

見方はすごく感動しましたね。 
 
澤田委員  今の話で、私も我が意を得たりというところがあるのですが、美鈴が丘団地の北に山田団地があ

って、その二つの団地が協力して何とかバス路線を作ろうとお願いしようとしています。市内へ向

けたバス路線は結構あるんです。だけど奥に行く、五月が丘団地の方面に行くバス路線が全くない

んですね。 
たまたま石内の辺りにイオンさんが商業モールを作るということで、さあ困ったと。どうやって

あそこまで行くのかと。まずアストラムラインを南下させるように昨年動きましたが、未だに良い

回答は得られていません。でも、アストラムラインがそこまで来たとしても、どうやってそこまで

行くのかということで、広電さんを呼んで何とかというふうにお願いはしているのですが。 
私どもの団地はつい 近、高齢化率が３０％になりました。そろそろ皆さん、車の運転をあきら

めなくてはいけない。そうなるとやはりバスに頼るしかありません。 
バスを通すためには、石内方面につながる道路を拡幅する必要があると思うのですが、地権者は

美鈴が丘団地の人じゃないんですよ。山田団地の人が地権者なんです。その地権者と交渉してもら

っているのですが、なかなかバスを通すための道路を拡幅するということは難しいです。 
１００ｍだけは拡幅しましょうということには成功したのですが、それも区役所と法務局の間で

大変な思いをして、つまり公図が全然違うということで。でも、どうにかそこまでいきました。 
それでそこから広電さんにボンバスでいいからとお願いしています。でないとイオンに行けない

よと、イオンさんにも話しているんです。何しろ地権者じゃないものですから、あなた様頼みとい

うところがあって、そこのところは何とかクリアできないものかと思っています。 
      昔みたいに皆さんが貧しかったら、その土地を売っていくばくかのお金を得るということがある

んでしょうが、今はその必要性が全くありませんから、特に急いで売らなくてもというところがあ

るんですよね。とすれば、売ってみようというのが、やはりプラスアルファのものを市なり国なり

が補助すると手放してもらえるのかなとか、勝手なことを考えているのですが。 
 
間野委員長 今の意見も非常に大事な意見だと思います。先ほどの西川委員の意見に関連して出てきた話です

が、やはりここというところでは道路整備、道路拡幅、道路新設、こういうことも視野に置いて対

策を考えるべきだと思います。それは今の話は非常に象徴的ですよね。大きなショッピングモール

が出来て、周りは高齢化している団地があって、そこに公共がどういった対策を打つべきかという

ことですよね。その辺もこの研究会では視点として持っておかなければいけないと思います。 
 
澤田委員  問題がありまして、団地の中に大きなスーパーがあるのですが、皆さんがイオンモールへ行った

ら団地の中のスーパーが潰れるのではないかという、痛し痒しのところもあるんです。 
でも他所様のイオンモールを見ていると、３、４か月くらいはもの珍しさが手伝ってそちらへ流

れるけど、その後は元に戻るんじゃないかと。 
美鈴が丘団地の商店街では危機感を感じていろいろ毎月イベントをやって人集めにやっきにな

っています。そこのところの兼ね合いは難しいですが、高齢化が３０％を超えたとなると何とか道
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路整備をしてもらいたいと思います。というのはマイカーでハイウェイへ行くにも、そこのくねく

ねした道を通らなくてはいけない、そこになんとか運輸会社があったりして、いつもなかなか通れ

ないということで、皆さんそこに行くまでも非常に大変なんです。だから道路を多少なりと曲がっ

ていても広げるとかしていただけるといいかなと。勝手なことを申しました。 
 
吉村委員  今ここにエリア別・タイプ別のいろいろな資料を出していただいているのですが、実際に人口減

少が団地の活性化の中では一番問題ですよとなると、このエリア別・タイプ別で人口減少がどうい

う状況になっているのかを一度調べてほしいなと思うのですが、いかがでしょうか。 
 
事務局   参考資料の７ページに、これがデータとしては住民基本台帳から数字を持ってきているものです

が、市内の住宅団地の過去１０年間の人口増減率の状況を示したものがあります。 
 
間野委員長 先ほど塚井委員から御意見があったように、地価の高いところというのは古い団地でも新しい人

が入ってきて人口が増えるんだということや、過去の御意見の中でも林委員から毘沙門台では若い

人が新しい人が建て替えて入ってきたりという話があって、その辺が少し影響しているのかなとい

うことを思いますよね。ひょっとしたら満足度と人口減少を重ねるとちょっと相関関係があるかも

しれないですね。 
      エリア別のことに関して議論されてきました。エリア別というものをどういうふうに捉えるかと

いうことを含めて、先ほどの御意見なんかをお聞きしていますと、やはりエリアだとか周辺の状況

だとか、どういう方向でいくべきかというのは、一つ重要なことだという気もしますので、そもそ

もエリア別をどういうふうに活用するのかとか、研究会の中で位置付けるのかということも含めて、

さらに検討を加えて次回また出していただきたいと思います。 
タイプ別のところに関してはあまり議論されていないのですが、タイプ別に関しては先ほどの塚

井委員の話はタイプ別の話にかなり入ってくるものでありまして、ここではタイプを規模といわゆ

る隣接しているか、依存しているかみたいなことで分けているのですが、そういう分け方よりも吉

村委員の話もありましたように、人口減少とか年齢構成とか、その辺りの方が大事なのではないか

というようなことが出ておりました。それでタイプ別の活性化の方向性という、資料１の３に関し

て御意見があれば出していただいて、次の議題に進みたいと思います。 
 
三浦委員  先ほどのエリア別も含めてですが、エリアの方は空間的な位置付けで書いていますし、タイプ別

というのも規模で書いているのですが、実は中に書いている特徴を見ると、エリア別はデルタ市街

地中心部へのアクセス性という観点での区分ですし、タイプ別は日常生活の利便性という区分です

ので、そういう意味で捉えた仕分けがいいのかなと思いました。 
それからちょっと先になってしまうのですが、そうなったときには実は今回の全体の方向性は皆

さんからも意見があったように、 後の経過年数に応じた取組というのが実は基本になって、そこ

に中心部へのアクセス性という観点からのそれぞれの団地の区分が、あるいは日常生活の利便性と

いう観点からの区分がつながるのではないかと捉えました。 
エリアとかタイプとかという言い方が少し違うのかなと。区分する意図は各団地の特徴づけだと

考えます。ですから、特徴の方を前面に出して、その視点からの分け方とした方がいいのかなと思

いました。 
 
間野委員長 その他にタイプ別の活性化の方向性に関して御意見はありますか。 
 
林委員   研究会で検討して成果を出していかないと、何をやったかということが問われると思います。そ

のときに、タイプ別の団地の仕分けについては、全部やるというわけにはいかないと思います。 
だから早急にやらなくてはいけないのは、このタイプ別のどこをターゲットにして活性化プラン

を立てて地域と連携するかということの方向性をそろそろ出さないと、検討ばかり進んで年度末に

は出来ましたといっても、それからさあどうしますかということでは遅いと思うんですよね。 
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だからその辺りのことを行政の方で想定されていることを、絞り込みが必要な時期に来ているの

ではないかと思うのですが、その辺りは想定されているのでしょうか。 
 
事務局   具体的な団地の絞り込みということですが、前回の研究会のときに今年度のスケジュールの話を

させていただきました。モデル団地を決めて対策を打っていくことをイメージしています。 
市内にはたくさんの団地がありますので、どういう絞り込みをしていくかというふうなものを含

めて研究会にお示しして、どういった対策を打つのか、どこでやるのか、どういった絞り込み方を

するのかということの資料を作成して提案して議論していただきたいと考えています。 
 
鈴川委員  タイプ別のところの単独型というのが私は気になっていまして、実はこの研究会をするときに団

地の調査をするのも５ヘクタール以上とか団地の大きさで制限して、小さい団地は調査の対象にも

ならなかったと思うのですが、先ほどからの高齢化とか生活をされている方の生活課題でいうと、

本当に小さい団地の方達が一番困られると思います。 
この単独型のところに、今回の調査の対象になっていない小規模の団地も想定の中に入れて、今

後対策を講じていく団地の対象として考えていくべきではないかと思います。デルタ周辺部の中に

もこういう小さい団地もたくさんあって、生活にお困りの方達がたくさんいらっしゃるので、そこ

は見逃さないようにしていきたいと思いました。 
 
間野委員長 はい、よろしいでしょうか。 
      それでは、議題２の方の「住宅団地活性化に向けた支援施策の検討について」ということで、資

料２について事務局から説明をお願いしたいと思います。 
 
事務局  （資料２について説明）  
 
間野委員長 初の出だしにもありましたように、今日は何か案が出来上がっているわけではなくて、いろい

ろな施策に関するアイデアについて整理をしたものだということです。 
      従いまして、今日はどれをどうするかというよりは、できるだけ皆さんのアイデアだとかをさら

に出していただいて、施策の整理の詰めに入っていくような発言がいただければと思います。 
 
西川委員  交通関係でちょっとお話させていただきますが、こういった交通に関しての話というのは実は、

昨年、一昨年でしたかね、地域主体による生活交通確保に関する研究会がございました。その中に、

団地等の交通をどうすべきなのかとか、あるいは、今の買い物支援のところもあったかと思います

が、そういったところで既に一定の議論がなされて方向性は示されていますので、今後、このまと

めをされる中では、それを踏まえた上の方向性をお願いしたいと思います。 
また、これはかねてからずっとお願いしているのですが、結局この会議の中でも、また同じよう

な結論では何の意味もなさないということについては是非お願いしたいと思います。より具体的に

実行がある形での支援策、それを是非お願いしたいと思っています。 
      それともう一つは、交通政策基本法ができまして、その理念に基づいての活性化再生法の一部改

正も今回通りました。したがって、その国、自治体そして事業者、地元、それぞれが行うべき役割

を明確にして地域の交通をいかに守っていくかという、こういうことがある程度整理されたわけで

すから、是非その視点を汲んだ形の提案なり、提言をいただきたいなと思いますので是非よろしく

お願いいたします。 
 
塚井委員  私も専門としては交通なのですが、御経験は西川委員の方がよほどおありなので、交通に関して

は全くおっしゃっていただいたとおりだと思います。しかしながら言っていただいたことを一部お

借りしながら、こういうことかなと思ったことを申します。 
結局、５４番（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

して挙がっているところも、これは 後で、やるのは大変だからとおっしゃっていましたが、私も
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そう思います。これはそんなに簡単にできるようなことではありません。 
前の方はできそうなこともあったり、無かったりということですが、もう一つこの 後のものも、

若干言いにくいことなのですが言ってしまいますと、住民の方がやってくださいというニュアンス

がもの凄く強く出ているんですよね。それが非常に気になります。 
先ほど西川委員もおっしゃいましたが交通の問題は住民の方が請願しているだけでどうにかな

るような話ばかりではありません。なおかつ市役所というのは当然、部局間の調整もあるし、それ

ぞれ専門の部局の方がおられるので、ここで何かを言ったからといってすぐに動くものではないと

いうのは当然なのですが、それが本当に目的なのでしょうか。 
住民の方々でできることのメニュー出しをしていますが、これは 終的に実効性があるものかど

うかということを言い始めると、そうなるのは当然だと思いますが、今の段階でそういう整理の仕

方ばかりしていていいのでしょうか。 
というのは、実はこの全体を見るところで疑問ではあります。誰がやるかということを書いたと

ころでそんな簡単に実現できることではないかもしれませんが、それぞれの部局のところで問題意

識を持っていただく。今、こうして見渡しますと様々な部局の方がこの会議を傍聴してくださって

いるわけでして、これは非常にすばらしいことで、公務がお忙しい中、情報共有に努められている

と思います。その時にこの部局の中でできることだけ話を絞ってしまったのではあまりおもしろく

ない。それはなぜかというと交通政策基本法というのが、そもそも様々な主体がどういう責任を分

担するのかということを書いた法律で、まあ結構大雑把な枠組みなので、あれで実行性がというふ

うに考えるのはちょっと無理があるのですが、しかしながら理念は理念です。 
その意味で具体的に一つ思うのは、これは問題提起でその議論をしてくださいという意味ではあ

りませんが、団地はどうしても戸建てのイメージが強いのですが、いくつかの団地には市営住宅が

あって、町内会を形成していますし、そこは高齢化してないということもないわけでして、そこは

なかなか別の問題があるので深く議論したいというふうには思いませんが、ほとんど同じような種

類の問題があると思います。 
今のは例ですが、そういうようなことも含めて議論の途中ですからそれなりに幅広に考えておか

ないと、いきなり収束してしまうと、確かにこれは具体的に選んでいくプランとしてはこの中から

いくつか選んでみたり、あるいはこれでないものから少し工夫してみたり、そういったような方向

性になるとは思います。これはよく分かります。 
あと、既存のものとの連携ですね。同じことを２回言ってもしょうがないので、それは見ながら、

西川委員のおっしゃったとおり、そこの中で議論されていることも参考にしながら、整合性をとり

ながら、漏れがあれば、それはオリジナルのものとして追加しながら、そういうことになろうかな

と感じました。 
すいません長くなって。もう一点ございます。よろしいですか委員長。 

 
間野委員長 どうぞ。 
 
塚井委員  すいません。時間がないのに。もう一点思うのは、先ほど人口ピラミッドという言い方をしませ

んでしたが、あれは人口ピラミッドというんですね。団地ごとの年齢の人口分布がどうなっている

かという話ですが、それを見たからといって個々の団地の方が何かを強く意識されるということは

あまりないかもしれませんが、しかしながら今我々がというか、それぞれの団地が相対的にどうい

う状態なのかということは分かるわけです。 
つまり、どういうことかというと何か高齢化の方にどうしても寄っていってる団地なんだなとか、

いやいや今ここは若い方が、先ほど経年的という話がありましたが、あの御意見もすばらしいと思

って伺っていましたが、ここは伸びていると。 
だから今後この辺の施設が不足しそうだと、あるいは退職前の世代の方が今は少し増えているよ

うな状態にも見えるけれどもそこに後１０年経ったらその方達が福祉とか介護とかあるいは勤め

をお辞めになって、今までは市内までのアクセスを中心にお考えになっておられた方が地元のスー

パーマーケットなり何なりというところが生活の中心になったりとかですね、そういう将来を読む
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上でとても大事だと思います。 
何が言いたいかというとそれを見ながら目指すべき方向をある程度出していく、あるいは、だか

らみんな平均化せよということではなくて我々の団地はこういう特徴があってこの資源を生かし

ていくんだと、そういうようなものの見方もできますし、やっぱり逆方向で平均化するのも悪いこ

とではないと思います。若い世代を入れてできるだけ高齢の方にうまい形でほかの場所に移ってい

ただくようなことも目指すというのもありだと思うのですが、いずれにしてもその基礎資料は行政

側としてはきちんと持っておかれるべきではないかと。いろんなことを考える、仕掛けるタネにな

る。それがないと、困っているからと言って困っていることに手を打ち続けるだけのことになって

しまって、それはあまり生産性のある話ではないと思うんですよね。今回こういう会議を設定され

たという。 
すいません。長くなりましたけども。いろいろ面倒くさいことを申しましたけども。 

 
間野委員長 僕はやはり美鈴が丘団地に 初にかかわった時に 初にみせられたのもやはり人口ピラミッド

で。そういうことで街づくり委員会を作ろうという話になったのですが、その後、毘沙門台の方で

も見せてもらいましたし、やはりみなさん結構その辺のことは、共通してるなと思いました。 
それを今それぞれの団地の人が一生懸命苦労して作っているわけですが、今回こういうふうに市

が研究会を作っているわけですから、是非その辺りの基礎的な重要な資料というのが市から提供さ

れるそういう体制というのも対策の一つとして挙げるべきなんでしょうね。他、いかがでしょうか。 
 
今田委員  私、地域でおやじの会というのがありまして、そこでＯＢとして参加いたしました。その時に  

３０代の若い人と、住宅団地の活性化の研究会があるんだよっていう話から始まりまして、地域の

ことに関する想いとか、こうしてほしいという要望とか言う場所がないと。 
言う場所がないじゃなくてチャンスがないと。町内会があったり、自治会であったりというとこ

ろにほとんど出て行かないですね。出て行って何かを言えば何か役を振られそうだと。だからそれ

には行かない。できるだけ近寄らないと。だけど言いたいことはいっぱい持っている。 
今この対策を見ていると町内会長、自治会長を中心として、町内会長、自治会長、その他役員と

いうことになっていると、その若い人達の声はほとんど出てこないわけですね。 
今のおやじの会というのは、おそらく広島市内の小学校区におそらく１人か２人であってもでき

ていると思います。私が関わっているのは中学校区の方のおやじの会なんですが３０人ほど人が来

ました。 
こんなに増えてきたのかとびっくりしたのですが。そういうところで、今年４、５人新しい人が

入ってきた。ということは年代が入れ替わってきているわけです。私のような６０代過ぎた者、  

３０代半ばくらいの者、そうした者がいる中で話をすることによって、その若い人達が自分達の意

見を言う場所が、あっこういうところで話してもいいんだねということがあったということは、そ

ういった若い人達が集まるところの代表者というものも地域の中でのこういった会議の中に加え

てもいいのではないかという気がいたしました。 
それによって、そこの団地に住んでいるその若い連中がなぜここへきたのかというのも分かって

くると思います。アンケートとは違った生の声が聞こえると思います。それが一点と。 
もう一つ２５番に地域との連携による空き家流通促進というのが内容として、「町内会・自治会

等が不動産・建築の専門家と連携しながら」と書いてありますが、「町内会・自治会等が」という

ところに私は疑問を感じます。「町内会・自治会等が」ではなくて、「町内会・自治会等も協力をす

る」というふうにしていただきたい。主体性を持って、空き家を何とかしようとするといろいろな

意味で法律に関わってきますから、それはできるだけ避けて、「協力体制をつくる」という形の方

にされた方がいいのではないかと思います。私は現実に高陽ニュータウンの方でそういった掘り起

しをやっていますが、ほとんど出てきません。 
それともう一つは、次のページだったかな、固定資産税の情報を利用してというのがありました

が、固定資産税の情報の内部利用というのは必要なのは住所と名前だけであって、税金や評価とい

うのはいらないんです。誰が持っているかだけ分かればいいわけですから。全てにおいて必要性は
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ないと思います。 
それで、住所とか所有者というのは法務局に行けば分かるわけですから、これを隠す理由がどこ

にあるか私には分からない。そういった形でもう少し空き家対策というものに対しては力を入れて

いかないといけないと思います。 
明日、広島県の方も国交省がやっている事業で空家対策推進協議会というものが設立されますが、

広島市おいても広島県の２３市町が明日参加すると思います。今、空き家バンクという形で各市町

が市民の所有している空き家等を売りたい、貸したい、そういった登録を行政がしてるわけですね。

そういった方向もこれからは広島市としては考えていかないといけないのではないのかなと思い

ます。 
というのは、先ほどありました固定資産税の請求書に添付して啓発書類を送ったら、その方は必

ず市に問合せをするはずです。市の方としてもそれを受けてどうするかということを考えておかな

ければ送りっぱなしになって、その後が全くフォローできなくなりますので。 
そういった空き家バンクを登録するような制度っていうものも創っていかなければいけないの

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。具体的な提案がいくつか出てまいりました。 
 
金谷委員  私はたくさんの施策があるなと感動しつつ見ていたのですが、一つもし付け加えさせていただけ

るとすれば、空き家対策と高齢者の支援を掛け合わせたところで、ここでは高齢者の支援としては

見守りの強化ですとか交流拠点というお話があったのですが、さっきの話にこだわるのですが、後

期高齢者になって要介護になった高齢者の人達もこれから集団で出てくることを考えると、団地内

での住み替え、例えば団地内にグループホームのようなものがあるとか、小規模多機能のような。

高齢者だけでは住めない人達が住み慣れたコミュニティ、仲間がいるところでグループホームのよ

うなところがあって住めるとするならば、そこにいらっしゃる方にとってはものすごい安心感があ

るのではないかと思います。 
      お年寄りの御夫婦二人になって、片一方が施設に入られて、もう片一方が家におられるという場

合でも、自分の家から歩いていけるところにそういうホームのようなものがあるとするならば、す

ごく幸せなことではないかなと思いますので、何をというのではないのですが、ここでちょうど４

ページのところで、要保護児童向けのファミリーホームとして空き家の活用ができるのであるなら

ば、そういう高齢者向けの福祉施設への転用も何らかの形で、応援していただけるような余地を持

っておいていただければと思います。 
      今の広島の団地の高齢化率から見ると、すぐにということはないと思うのですが、多分まちがい

なく、１０年か２０年のうちにはそういう事態に直面すると思います。というのが私の実家のある

ところが高齢化率６０％をもう超えておりまして、でもみんな元気にやっているようで、一つ幸せ

だなと思うのは、団地の住民がお金を出し合って、デイサービスセンターを作ったり、幸いなこと

なんですが、近くに特養があって、御近所の方々は、配偶者の片一方が施設におられたり、でもそ

こに住み続けているというのもあったり、一旦別の団地に引越しされた方もそういう施設があるか

らということで帰ってこられたりということも見ていますので、そういう団地内での住み替え、今

住んでおられる方が、きっと愛着があってそこに７０代、８０代までおられるのだとすれば、自宅

は無理でも近所で住み続けられるものを作ればいいのではないかと。 
      それはきっと福祉施設であるならば、労働者として若い方も来ますよね。場合によっては団地内

での雇用を生むこともできるのかもしれないという気もしますので、そんな余地が生まれるような

応援施策も入ったら嬉しいなと思います。 
       
間野委員長 はい、ありがとうございました。他いかがでしょうか。 
 
林委員   ここにある学生によるシェアハウスの視点というのも、私、過去にお話したのですが、高齢者の

福祉の問題を考えるときに、お一人暮らしの生活不安というのは非常に大きいです。 
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      ですから、このシェアハウスをどう考えるかというときに、高齢者のお一人暮らしのシェアとい

うふうなシェアハウスというのもですね、視点としては必要だと思います。やはり安心安全を確保

する、不安を解消するという意味では非常に有効なのではないかと思います。 
      それと７の１のところで、市役所の体制に住宅団地における地域課題の解決に向けて各区に人員

を配置してということが触れられていますが、これについては具体的にはどういうふうな計画をお

持ちで、そういうふうな専門家の教育をどこまで進んでいるのかなということが非常に気になる点

です。この辺りのプランをより次回あたりはですね、具体化して御提示していただいたらありがた

いなと思います。 
      それと、これをずっと押しなべてみるとですね、住民主体で問題を解決するという流れがあると

思います。それは、原点だと思いますが、そうであれば今のような状況にはなっていないと判断し

なければいけないだろうと、ですから、ある程度活性化するためのメニューというのはこちらが用

意して、その地域に投げかけて、住民を巻き込んでどうするかという討議に入らないといけないと

思います。住民で考えなさいといっても、そうはなかなかいないのかなという思いがしています。 
      それから、ファシリテーターとかコンサルの派遣をしますということですが、陥りがちなのが、

コンサルの方がまとめて出されると、出して終わりで、それは目的を達成するためのプロセスの段

階で関わらない、そして自分達が提案したことを結果を出すために、結果責任をある程度コンサル

の皆さんも責任を負うという形で地域に入っていかないと、こういうふうなプランを作りました、

どうぞこれを土台にしてやってください、結果が出ないのは住民が悪いからという短絡的な形では、

私は機能しないだろうと思います。 
      ですから、コンサルの方の役割というのは非常に大きいと思いますし、ファシリテーターの役割

も非常に大きいと思いますが、そういう点も頭の隅おいて討議を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。それを支える市の支援体制も必要だと。 
       
竹内委員  空き地・空き家対策という中で、大事なことで、ここにも前提となる検討課題の中にもあるので

すが、大事なのが住環境の荒廃を防止するということが非常に大事なのではないかと思います。 
      空き家の特定とか、所有者の特定とかいろいろとありますが、そこを特定して何をするかという

と、やはり美化の問題ですね、古いと危険だからそこは早く解体してほしいというのもありますが、

よく郊外の住民が少ない団地に行くと、空き地は草ぼうぼう、中にはアスファルトを突き破って草

が生えていると、そういうところに不動産屋さんに紹介されて見に行っても、そんな荒廃している

ようなところに住みたいと誰も思わないんですね。 
      これから住民が減ってくると、自分の所有地であっても遠方に住んでいるとそういうのがほった

らかしになって、背丈ほどの草がどんどん生えている土地などが増えてくると思います。 
      そうすると見た目もよくないですが、それが荒廃につながって見えるし、実際に荒廃している。

また、そこに小さい子どもさんがいる家庭が入っていっても、やはり犯罪が起こりやすいのではな

いかとか、そういうものにつながるので、住環境の荒廃を防止するというところにも力を入れると

いうことが大事だと思います。 
人口が減るのをなんとかしなければいけないのもありますが、人口が減って家が閑散した団地で

あっても、空き地はいつも草がきれいに刈ってあって、そして防犯灯もしっかりついている。中に

は、ＷＥＢカメラなどで団地内の道路を監視しているとかいうのがあれば、人口が少なくても「こ

こは綺麗で住みやすそうで安全だな」ということであれば、また人も入ってくるのではないかと思

いますので、荒廃を防止するという策ですね。先ほどの所有者に対して、その土地をどうするのか、

文書を入れるというのもあったのですが、その住居の自分が持っている土地の管理をしっかりやっ

てくださいと、放置されるとこういう危険性がありますと、あるいは自治会などで草刈をする。草

刈は非常に大変なんですね。私自身も非常に大きな団地を管理していたことがあるのですが、あっ

という間に伸びてきます。刈っても、刈っても生えてくるので、そのうちほったらかしになるとい

うこともあるのですが、その所有者に対して、土地の管理についてある程度の義務を勧告するとか、

そういったこともやっていかなければならないのではないかと思います。以上です。 
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間野委員長 はい、ありがとうございました。他に何かありますでしょうか。 
      この二つ目の諸政策に関しましては、まだ作業途中でありまして、今日、ここで出していただい

た御意見だけではなくて、後日思い付いた新しい支援策のアイデアみたいなのがあれば、これはど

んどんと事務局の方にお伝えいただいて、次回以降に議論していただければいいかなと思います。 
      それでは予定時刻になりましたので、今日の議論はここまでにしたいと思います。進行を事務局

にお返ししたいと思います。 
 
事務局   今日は大変ありがとうございました。大変貴重な御意見をいろいろといただきました。 
      特にタイプ別のところの話とか、エリア別の話、我々としてはある種の試論として出させていた

だいたわけですが、試論を出すことでまた議論も深まったというふうに捉えさせていただきたいと

思います。 
      あえてまた挑戦、挑戦というのもあれですが、やらせていただきまして、また忌憚のない御意見

をいただきたいと思います。 
      本当に今日は貴重な御意見をいただきありがとうございました。 
      それからもう一点、資料の中からどうも行政ちょっと及び腰なんじゃないかという意見もかなり

いただいたと思いますが、行政がどう関わっていくかというのは、これも非常に難しい問題だと思

うのですが、行政がやらなければいけない部分、それから住民が主体となる部分があります。 
      そこで、住民が主体となる場合にも、住民が主体となるように行政がどうそこへ関わっていくか

ということをきちっともうちょっと整理しないといけないのかなと感じました。 
      今日はどうもありがとうございました。 
 
 
 
 

 
 


