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第７回住宅団地活性化研究会議事録 

 
 
１ 日 時  平成２６年７月３１日（木）１０：００～１２：１０ 
 
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 住宅団地の分類及び各区分における活性化の方向性について 
イ 総合的な対策の公表イメージについて 
ウ 総合的な対策の展開イメージについて 

⑶ 閉会 
 
５ 議事内容 以下のとおり。 

 
事務局   それでは定刻となりましたので、ただいまから第７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、本日は塚井委員が御都合により欠席されておりますのでよろしくお願いいたします。 
      まず議事に先立ちまして、コミュニティ再生担当課長の杉山から一言御挨拶を申し上げます。 
 
杉山課長  本日は、暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。 
      資料を事前にお配りしていますが、今日からは来年度以降のモデル事業なり、モデル団地なり、

これらをどうやって進めていくかということもお示ししていますのでそういったことも含めて御

意見をいただきたいと思います。今日いただいた御意見を基に次回以降は 終的な取りまとめに入

っていきたいと思っています。 
      昨今、人口減少というのがいろいろなところで話題になっていまして、若い女性がいなくなる、

流出するということで、自治体が消滅するのではないかというようなことも盛んに言われるように

なってきました。消滅は言い過ぎかもしれませんが、あながち現実味がないとも言い切れない面も

あると思っています。広島市でも安佐北区は対象になっていまして、安佐北区は非常に危機感をお

持ちになっておられます。 
      昨日の新聞に掲載されていましたが、空き家の問題がすごくクローズアップされていまして、広

島県の空き家は１５．９％という数字が出ていました。１５．９％というのは数でいうと７戸に１

戸ぐらい空き家がある計算になります。この数字が今後さらに増加していくということが問題では

ないかと思います。 
      団地の議論というのは人口減少や空き家の問題と非常に密接な関連があります。今日は、こうし

たことも頭においていただきながら活発な御議論をいただきたいと思います。どうかよろしくお願

いします。 
 
間野委員長 みなさまおはようございます。お暑い中ご苦労様です。今日は第７回目で、議事次第の題名を見

ると、何となく分かるのですが、（２）は「総合的な対策の公表イメージについて」、（３）は「総

合的な対策の展開イメージについて」と、言わばまとめの話になっています。この研究会がそろそ

ろまとめの段階に入っているということの表れだと受け取っていただきたいと思います。 
      先ほど杉山課長の話にもありましたように、次回は中間取りまとめということで、来年度予算に
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向けて何を打ち出すかということをそろそろ固めないといけないという時期で、 終的な報告書は

今年度末までにまとめればいいわけですが、肝心の何をやっていくのかといった話はもうそろそろ

方向を出さないといけないということです。 
      そういうものを中間取りまとめというふうに呼ぶわけですが、それをやるのは次回、つまり第８

回目には中間取りまとめとして出されて議論することになりますので、今日はそれの前段という位

置付けになっています。 
      議題の１は前回の研究会の住宅団地のタイプ分けやそれぞれのタイプの将来の活性化の方向性

みたいな話をさらに詰めて議論していただくということです。 
      議題２、３はこれまでやってきたことをまとめるに当たって、こういうまとめ方でいいのかどう

かというようなことを特に議論していただきたいと思います。 
      それではまず議題１ですが、「住宅団地の分類及び各区分における活性化の方向性」について、

特に前回、団地の一生を見ていく中でそれぞれのステージといいますか、段階に応じていろいろ特

色・特徴があって、それに応じた活性化の方向を考えないといけないのではないかということにか

なり議論が活発に行われましたので、そのあたりを踏まえて、改めて事務局の方で検討していただ

きました。それでは事務局の方から資料の説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
 
事務局  （資料１、参考資料について説明） 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。 
      それでは、今説明していただいた資料について、御意見・御質問等ありましたらよろしくお願い

します。 
      今回は、三つの分類の中で、特に住宅団地の完成からの経過年数による区分ということについて

詳しく資料を作っていただいて、各時期の特徴とそれぞれの方向性をまとめていただきました。 
      あとタイプ区分、エリア区分は内容的にはこれまでのものと類似しているものが出ているという

感じですが、いかがでしょうか。 終的な取りまとめのときは、それぞれこんなに差があるわけで

はなくて、それぞれのタイプごとに分析と方向性みたいな形でまとめられると思いますが、いかが

でしょうか。 
 
吉村委員  ここにタイプ別、エリア別の区分ということで、今まで事務局の方からいろいろな資料をたくさ

んいただいております。私もこのタイプ別、エリア別でどういうことがアンケートあるいは今まで

の現状分析で出てくるのだろうかと思って、自分なりの資料をちょっと作ってみました。 
      その中で一番感じるのは、資料５ページに大規模団地は交通関係や買い物環境など各分野の満足

度が全体的に高いとありますが、私の方で調べてみても全体的な満足度でいきますとほとんど大規

模団地の方が上位の方へきていました。 
      問題はこのエリア区分でして、市街地に近ければ満足度が高いのかなといろいろ調べてみました

たが、実際に市街地に一番近いと思われる南区の丹那について調べてみると、満足度は２０％と低

く、不満足度は３３％となっています。だから、エリア区分の問題は、ここで出てきていますが、

あまり関係ないのかなと。やはり大きな団地で生活利便施設などいろいろなものが揃っているとこ

ろが、満足度が高いということが、これまでのアンケートあるいは現状分析から確認できました。

以上です。 
 
間野委員長 ありがとうございました。非常に的確な御指摘だという感じがします。市街地に近いからといっ

て満足度が高いわけではないということでした。 
      そういう意味では、今の吉村委員の話からいうと６ページのエリア別の活性化の方向性は少し書

き方を変えないといけないのかもしれませんね。 
      これでいきますと、デルタ市街地に近接したエリアは交通アクセスもよくて、生活サービス機能

も日常的に利用することが可能であると書いてありますが、必ずしもそれで満足度は高くない、で

はどういうことなのかというところは少し書き加える必要があるかもしれません。他はいかがでし
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ょうか。 
 
三浦委員  今ここに整理されている方向性そのものではないのですが、全体として団地の完成からの経過年

数の区分を基本に考えるとありますが、全ての住宅団地がこのような半生を過ごす、まだ新しく、

完成から５年、１０年しか経過していない住宅団地についても、このような将来を迎えるというこ

とをそのまま私達は認めていいのかということですね。 
      これを基本にいろいろと問題が起きているのであれば、今まさに成長段階にあるところに関して

はこうならないように何かをしておく必要があると思いますが、そういった視点は特に触れられて

いません。これからも同じような住宅団地の半生をいずれの団地も迎えますから、ある段階になっ

たらこういうことをしましょうということなのですが、後半においてもその辺について触れられて

いないので、どう捉えていいのかなという思いがあります。 
 
間野委員長 僕も実はその辺のことを思っていまして、これはちょっと難しいのですが、やはり人口構成のバ

ランスの取れた住宅団地というのが、基本的に目指すべき方向かなと。そうすると、例えば、 初

の成長期あたりで、まあ成長期はしょうがないかもしれませんが、次の活性期ぐらいにその次の成

熟期の初期に向けて人口の入替えとか、入替えというと語弊がありますが、若い世代との入れ替わ

りを推進していくための施策をとっていかなければいけないのではないかと僕自身もちょっと思

っています。 
      その辺りのことは少し加えていかないかなという感じがしました。そういったことをどこまで書

くかを、このタイプ別の資料の位置付けもある意味難しいところがありまして、要するにタイプと

してどういったタイプがあって、それぞれのタイプについてどういうふうな考え方にするのかとい

うことと、それから団地というのは一時期に作られて同じ世代が入って、そこからずっと基本的に

あまり変らないために出てくる問題が非常に多いわけで、そうするとそういうふうに進むこと自体

に対する対応策みたいなことにやはり少し触れないといけないのかなと思いました。 
 
林委員   非常に立派な資料だと思いますが、それぞれの視点で見るときに自治会の機能という側面と、そ

れから小学校区を中心とした社会福祉協議会という関連性の強い、弱いところが、非常に住みにく

さというところにリンクしていると思います。そこら辺りのことを少し整理しておく必要があるの

ではないかという気持ちを持っています。 
      小学校区単位にそれぞれの団地の範囲がぴたっと収まるところとはみ出しているところのマネ

ジメントというのは全然別の次元で考えなきゃいけない部分が含まれているように思いますので、

こういった視点での整理というのも一度してみる必要があるのではないかと思いがしています。 
 
間野委員長 ありがとうございます。いわゆる、その地域の自治組織の区域というのが大いに関係するという

話ですね。他はいかがですか。 
 
金谷委員  私としては論点が明確に見えてきたなということで、資料をとても興味深く拝見しました。 
      可能であれば、４ページの団地のライフサイクルが一つの柱になるのではないかということに関

連して、この成長期、活性期、成熟期の初期・中期・後期のそれぞれのところに住宅団地例を約   

１０団地、６０団地、８０団地、２０団地と入れていただいているが、該当するその団地に住まれ

ている人口を入れていただけないかなと思います。 
      なぜかというと、今後対策をいろいろと考えてないといけないと思いますが、そのボリュームゾ

ーンとしてどこにたくさんの人達が関わっていて、先ほどの話にありましたようにあらゆるライフ

サイクルの対策を考えないといけないということに私も同意するのですが、仮に優先順位を付ける

とするならば、今真っ先に考えないといけないボリュームゾーンがどこにあるのかを見る必要があ

ると思います。団地の数だけで見るならば、成熟期なのかなと思うのですが、その大規模団地、小

規模団地、いろいろあると思うので、どれくらいの市民のみなさんが関わっているのかというのも

分かるようにこの下に該当人口を入れていただければと思います。 
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間野委員長 この団地の数を入れてもらったのは、その辺のボリューム感が分からないと議論がかみ合わない

のではないかと思って入れてもらったのですが、人口をうまく入れることができるかどうかは事務

局の方で検討してほしいと思います。というのが、今の資料で約何団地と書いてあるように、はっ

きりとライフステージごとの団地数が今の調査の段階では確実に把握できるわけではないんです

ね。そこから人口ということになると、さらにしっかりした数字が捉えられるかどうか分かりませ

んので、その辺をちょっと事務局の方で検討してください。他いかがでしょうか。 
 
西川委員  それぞれのところで今後の活性化の方向性というのが示されているが、ちょっと私の理解不足な

のかも分からないのですが、あまりに抽象的といいますか漠然としすぎて、具体的に、例えばコミ

ュニティ一つをとっても、じゃあどうするのとか、あるいはその団地の特性に応じていろいろなや

り方があるんでしょうけども、あまりにもまとめの方が優先的になっていて、これを見て今後どう

いうふうな形で取り組んでいけばいいのかなというのが非常に見えにくいといいますか、分かりに

くいので、今後の中間報告なり、 終的なまとめをされる際にはそういうものをある程度明確にし

ていただければ分かりやすいのではないかなと思います。 
 
間野委員長 ありがとうございました。まさしくそのとおりだと思います。タイプ分けそのものについては、

綿密な分析をされたのではないかと思います。せっかくタイプ分けをそういうきちっとしたデータ

に基づいてやったわりには活性化の方向がさらっと書かれているというのが僕自身も不安で今回

いろいろと事務局には言っていたのですが、この活性化の方向については、もう少し突っ込んでほ

しいと思います。 
      ただ難しいのは、先ほど吉村委員からありましたように市街地に近いところは全てが満足度が高

いかというとそうでもなくて、やはりタイプの中で比較するとまだその中にいろいろあって、満足

度を一つとっても満足しているところと満足していないところというのが出てきたりするので、そ

れぞれのタイプごとに的確かつ具体的な方向性を出せるかどうかというのは少し難しいかなとい

う気がします。 
      それともう一つはこのタイプ分けということに、どれだけの意味を持たせるかというところも少

し整理した方がいいかなと思っていまして、 終的にはそれぞれの団地ごとに活性化プランという

のを作っていくわけです。 初の頃に議論があったようにそれぞれの団地はみんな違うだろうとい

うことは十分に考えられますので、結局のところ、そこまでいかないと具体的な話にならないのか

なという気も一方ではしています。 
      従いまして、このタイプ分けをすることの位置付けを少し明確にして、それでその上でこの活性

化の方向性をどこまで具体的にするのかというバランスを少し考えた資料にしてもらったらいい

のではないかと思います。他いかがでしょうか。 
 
林委員   いろいろな見方をするときの高齢者のくくりについてですが、６５歳以上を高齢者と一くくりで

いいのかという問題があると思います。私共の毘沙門台団地では、要支援、要介護５までの割合の

推計値は１７．４％ぐらいです。ということは、八十数％の方は元気な高齢者なんです。 
      そこら辺りのことをやはり地域で福祉を推進していく、住みやすさを実現するといったときに、

情報開示が非常に重要だと思いますが、行政の方の態度がちょっと腰が引けていまして、その地域

の中に、例えば小学校区、中学校区でもいいのですが、要支援の１、２、要介護の１から５その人

数すら個人情報と解釈することが多くて、そのデータというのが個人情報に当たるのかということ

をいつも疑問に思う点です。 
      いろいろな制度が変ってその地域というのは大きな影響を受けます。介護保険法が改正されて来

年度の４月から改正されますが、地域で介護が必要な人を見守っていかないといけないという負担

だけが地域にかかっているというようなときに、どういう手法で 小限の負担で安心した生活がで

きるかということのプランを立てないといけないと思います。そうしたときに、どういう団地を選

定してモデル団地とするかといったときにそういうデータを示して何がその地域で問題なのかと
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いうことをもう一度整理した上で、個別に取り組む解決策というのを模索していかないといけない

と思います。 
      そこら辺りのデータの開示の仕方というのも、行政はどうしても隠される、それでボランティア

で地域のことは地域でということを綺麗な言葉で言われるが、そういうふうな支援する機能が行政

には必要なので、そこら辺りのことも御検討いただきたいと思います。 
 
間野委員長 少し世の中の情勢も変ってきているという気がするので、確かに個別の団地ごとの活性化プラン

を作っていく過程ではどこまでその辺のことを開示するのかとか、誰にどこまで開示するのかとい

う話は一つのテーマというか、検討課題になると思います。 
 
槇田委員  先ほど委員長がタイプ分けの位置付けを明確にということを言われたので、まとめなり今後の報

告書にはそういうふうになるのだと思うのですが、その辺りの、三つタイプがあるが、具体的にこ

のまとめが出された後に、うちの団地はどこに該当して、どういうことに取り組んでいくことにな

るのかというのが分かるような整理になるのかどうか。 
      そこらは具体的に活性化といいながら、この三つの区分それぞれで私の団地はここに該当するん

だなという見方をすると思うのですが、活性化に取り組む上で、こういう団地はこういうふうに取

り組むんですよという報告書になるのかどうか、それら辺をちょっと。まあそういうふうになるべ

きかなと思っているのですが、ちょっとお聞きしたいと思います。 
 
間野委員長 そうなるべきだというのは何となく分かるのですが、そうできるかどうかというのはちょっと難

しいかなという気がするのですが、事務局いかがですか。 
 
事務局   先ほど委員長が言われたように、この方向性というのは、我々としては１６９といいますか団地

はもっともっとたくさんあるわけですが、この５ヘクタール以上の団地が１６９あって、それはあ

る程度パターン分けしないと整理できないということで、ある程度パターンに分けたときのその団

地の進むべきベクトルみたいなところを示したつもりです。 
      先ほど委員長が言われたとおり、ここから先は１６９の団地全部が違うはずで、あくまで私共が

示すベクトルは参考にしていただきながらも、住んでいる方々が自分達の団地は、例えば成熟期に

当たるんだけどもそうはいっても交通の便がこういう状況なのでこうしたいああしたいという話

を地域の中でしていただくことを願っておりまして、１６９全ての団地が進むべき道を示すという

のはちょっと厳しいかなと思っています。 
 
間野委員長 基本的にはそれぞれのタイプのところに、住宅団地例というのはあるのですが、それぞれのタイ

プの特徴が書かれています。人口や高齢化率との状況とか、コミュニティの状況とか、生活利便性

の状況だとか、経過年数に応じたタイプ分けには書いてあります。 
      これを読んでいただいて、うちの団地はこうかな、うちの団地はこの辺にあたるから、そうする

と活性化の方向というのは大体こういうこと、確かにこういうことをやらなければいけないよねと

いうような対応かなと思います。 
      つまり、それぐらいのレベルの資料として見ていくのが妥当であり、それ以上のものにはなかな

かなりえないと思います。 
 
竹内委員  あとですね、団地が作られた時代の開発のグレードというのも考慮に入れておいた方がいいと思

います。この中で、成熟期の団地の中で、例えば、例を出して申し訳ないのですが、ひばりが丘団

地は急傾斜のところにかなり無理をして開発していますし、道路も今ではちょっと考えられない幅

ですね、要するに建築基準法において必要とされている４メートル未満の幅員になっています。し

かも急傾斜ですから、その急傾斜に沿ってその細い道路に沿って立てられた家に、軽自動車が停め

られるような小さな駐車場がある場合、そこの車庫に車を入れることが相当難しい。 
      現場を御案内した際に、１家に２台の時代であり、奥さんはあんまり運転が上手でない、狭い道
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路で狭い駐車場にしかも傾斜があるところに入れるというのはちょっと無理だということを言わ

れることがあります。 
      新しい時代に開発された団地に行くと、６メートル道路又はそれ以上の道路で構成されているの

で、古くなっても、車を使うという面では問題がありません。また、歩道や街灯も完備されていて、

やはりグレードが違うということも考慮に入れるべきだと思います。 
 
間野委員長 そのとおりだと思います。やはり都市開発法が施行されて、開発許可制度が動き出すまでの間に

できたところというのは、いろいろと問題があるなと思っていますので、その辺も考慮に入れる必

要があると思います。 
 
三浦委員  資料の整理の仕方についてですが、例えば、４ページに団地の完成からの経過年数に応じた活性

化の方向性について書いてあるところで、大きなくくりが、「コミュニティ活動等」と「地域づく

り等」となっています。それで見ていくと、コミュニティ活動等にはコミュニティを生み出したい

ということが入っていますし、地域づくりになると子育て支援とかいろいろな要素が入っているの

ですが、ここでも住民同士の支え合いであるとかコミュニティに近いことが書いてあります。さら

に、入居促進という観点で住替えなども地域づくりというところに入っています。 
また、次の５ページのタイプ別の活性化の方向性では、例えば中小規模団地の周辺地域の相互依

存型というところを見ると、生活利便性の向上というのがコミュニティ活動のところに入っていま

す。前のページだとその部分はどちらかというと地域づくりの部分で書いてあったりします。 
      さらに、次の６ページのエリア別の活性化の方向性ではそういう区分もなくて、活性化は二つの

視点だけなんですね、交通アクセスをどう使うのかということと住替えになってしまっている。い

ろんな視点がそれぞれこうバラバラ入ってしまうので活性化の方向性としてもう少し整理をした

方が読みやすいと思います。特に地域づくりという言葉でいろいろなことが入ってしまっていると

か、コミュニティに関してもどういうふうに捉えてコミュニティとするのかということも整理をし

ないと、資料ごとに違う内容になってしまうと思います。 
 
間野委員長 そのとおりですね。この活性化の方向性のいわゆる軸をどういうふうに設定するか、僕は本当は

四つぐらいの軸が必要かなと思っていたのですが、それを二つあるいは一つなんてのもありますが、

それとそれぞれの軸の区分けをはっきりさせて方向性を書いていくということが非常に大事だと

思います。 
      その辺のことに関しては僕自身もまだこれ中途半端なのでもう少し詰めていってほしいなと思

っています。特にエリア別に、せっかく７ページの別紙でグルーピングをしたりしていただいてい

るわけですが、ここの活性化の方向性というのは一つずつしか書かれていませんが、本当はこの辺

を少し地域特性とかを踏まえた詰めが必要なのかなと思っていますので、この辺は是非次回に向け

て、というかまとめに向けて充実させてほしいと思います。 
      ということで、まだまだ住宅団地の分類の仕方とそれからそれぞれについての活性化の方向性の

まとめというのをこの資料そのものの位置付けも含めてきちっと整理をして修正したものを作っ

ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 
 
間野委員長 それでは議題の２入りたいと思います。議題の２は総合的な対策の公表イメージについてという

ことで、この研究会でまとめた結果をどのように公表していくかという話です。それについて事務

局の案を説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 
事務局  （資料２について説明） 
 
間野委員長 ありがとうございました。１ページ目はいわゆる全体の構成というか、公表するときの構成、ガ

イドライン編とマニュアル編ということで２本立てでまとめようということ、それから２ページ目

の別紙は、この研究会で２年間やってきて、やはり新しい対策、新しい市としての施策を打ち出そ
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うというのが一つの目的になっているわけですが、その新しい施策として今五つぐらいを検討して

いるということでその中身について出していただいたわけです。 
      あまり区別せずに１ページ目でも２ページ目でもいいですので、とりあえず御意見を出していた

だければと思います。 
 
吉村委員  今のガイドライン編で活性化の方向性について出ていますが、我々は団地に住んでいる関係から

いきますと、完成からの経過年数の区分、タイプ別、あるいはエリア別によってその団地において

どういう対策が必要なのか、実際にできるかできないかは別問題として、こういうものができたら

いいんだけどなというもので、しかも本当の希望的観測のものができたとしてもいいのですが、そ

の中で何パーセントそれをやればこの団地は一応この問題に関してはいいのではないかと、やはり

具体的なものが必要だと思います。 
      確かにリーダーの育成とか住替え対策とか高齢者の生活を支える仕組みづくりとかいろいろな

いいアイデアが出ていますが、例えば、住替え対策でも実際に我々が団地に住んでいて考えている

のは１軒、２軒の空き家が出ただけでは住替えができないんですね。 
      というのはどういうことかというと、やはり１軒、２軒の子供達が入ってきますと、その子供達

の親に全部子供達の負担がかかってきます。だから、１軒、２軒だったら入りませんと、これが  

１０軒単位だと入りますと、その１０軒の親達が子供達のいろいろなことができるのでやってもい

いかなという考え方を持っている方も結構いらっしゃるみたいです。 
      空き家をいろいろと調べていますが、やはりある程度まとまった空き家がないとだめなんです。

そうすると逆に今度は、私達の希望からいきますと空き家を逆に作ることの方がいいのではないか

と。そして、まとめてそこにある空き家の増改築をきちっとすると。やはり中古住宅には入りませ

ん。ですからそういう中古住宅を増改築してでもきれいにしてそういうまとまった人達を入れてい

く。じゃあ空き家をどうやって作るかと、今私達の希望としましては、入居しているお年寄りの行

く先としてエレベーターのある高層住宅的なところがあればいいなと思います。なぜかといいます

と、戸建てで普通のところでは高齢者用電動カートのための充電施設がありません。また、今の５

階建くらいの県営住宅にも充電施設がないので入れません。 
      これは私の希望的観測ですが、やはり１０階とか２０階建ての大きなものを作って、家の前まで

にその電動カートが入るというようなものがあればと思います。 
そういうふうに具体的に何かをここで決めていかないと、確かに住替え対策ということで大変言

葉的にはいいことではあっても、具体的なものを一つずつ潰していかないとなかなか前に進まない

のではないかと思います。以上です。 
 
間野委員長 ありがとうございました。現場にいる人はやはりものすごく具体的な話が出てきて、非常にいい

意見だと思います。 
確かに若い人にとってみたら周りに仲間がいるかいないかでかなり判断というのは変ってくる

というのはあると思います。１軒住替えができたよかったねっていう話にはなかなかならない。も

う少し先の話も考えないといけないみたいなことだったと思います。 
      ただ、その辺のことを全てこの対策メニューとして盛り込むことは非常に難しくて、むしろそれ

こそそれぞれの団地の活性化プランを立てる段階でその辺の事情を加味したプランづくりという

のが必要で、そのプランに基づいて市の支援が受けられると、その辺が必要なのかという気がしま

す。そして、吉村委員からあったような話は、他にもいろいろそういうことがあると思うので、そ

の辺は対策メニューを考えるときに、参考にしていただければと思います。他いかがでしょうか。 
 
澤田委員  施策の３、高齢者を孤立させないための仕組みづくりですが、たまたま昨日、私共の地域の包括

支援センターさんの呼び掛けで、町内会、社協、公衛協、それから私共はＯＢ会といっているので

すが老人会、地域のデイケアサービスなどが集まりました。 
包括支援センターさんの方から高齢者のためにどんな支援ができるだろうかという呼び掛けだ

ったのですが、包括支援センターさんの知っている知識とかは個人情報なので、それはオープンに
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はできない、それはやはりとても難しいことだと。 
      町内会としてはどれだけ把握しているかと聞かれたのですが、町内会としてもあそこのおじいち

ゃんがどうもおかしいみたい、あそこのおばあちゃんがどうもおかしいみたいという情報しかなく

て、そこの家までは入っていくことはできなくて、民生委員さんも同様の状況です。 
      だから、私達はそういう人を見つけたら全部包括支援センターさんのところへ投げ返すといった

らおかしいのですが、情報を提供するというのが実態なのかなと感じました。 
      そういう集まりを通じて、民生委員さんの方では今これで悩んでいるとか、こういう状況なんだ

とか、町内会としてはこれだけのことが把握できているとか、という情報交換ができただけでも、

私はとてもよかったと思っています。 
そういうことを考えると、全面的にお仕事として考えている包括支援センターさんとか地区社協

の方達にそういう場を設定してもらう仕組みづくりをリードしてもらった方がいいのかなと考え

ています。 
      前日、隣の山田団地の町内会長の交代があったため集まったのですが、その中で出たのは、高齢

者等が徘徊した場合、お互い連絡を取りましょうと、徘徊のＳＯＳの連絡を密にしようということ

の確認を山田地区と改めて行いました。 
      そういう住民同士の確認ができる、交流ができるように、高齢者の支援を公的にお仕事としてや

っている方達に、仕掛けてもらったらいいのかなと思います。 
実は、今度、８月２日に美鈴が丘団地では夏祭りを盛大に行うのですが、山田団地からも参加し

てくださいとお誘いしました。当初、山田団地も同じ８月２日に夏祭りを行うと言っていたのです

が、その後、山田団地の開催日を８月９日に変更しまして、逆に今度はお誘いを受けているんです。 
      そういったように、一つのことをきっかけに団地間の連携等の話が広がっています。そのきっか

けづくりは、やはり公的なお仕事をしてらっしゃる方達にしていただくとさっと入っていけるのか

なと思っています。ちょっと論点がずれたのかもしれませんが。 
 
間野委員長 ありがとうございました。今検討されている中身、担当部局で検討されている中身を踏まえて、

それを実施するときに、どういう形でやるかということに対する助言だと思います。他いかがでし

ょうか。 
 
鈴川委員  資料２の第２部のマニュアル編という名称ですが、せっかく各団地でしっかり自分達で、自分達

のところがどういうタイプになるのかなというのを参考にしながら、自主的にやっていこうという

ものになるので、マニュアル編という名称が私はちょっといやだなと思っていまして、名前を何か

こう変えていただいた方がいいのかなと一つ思いました。 
      それと１から５までの重点施策は既存の施策、例えば施策３であれば高齢者地域支え合いモデル

事業など、既にいろいろ進んでいる事業もありますので、その辺も絡みがあると思うのですが、

終的にはこの研究会で検討したことで市民が一番何を求めているかというと、何がどう変るのか、

どういう施策ができて、どういうふうにやりやすくなるのかというところが一番知りたいところだ

と思います。 
しかもそれがこの研究会の報告としても出ると思いますので、具体的な施策の公表がなかなか時

期的に難しいという事務局からの説明がありましたが、やはり、各部局でどういう施策を検討して

いるのかということはこの研究会でしっかり情報公開していただきたいと思います。 
      出てきた施策が「えー！？」というのでは研究会の名前で出たときにちょっとこう。期待するも

のが大きいのでお願いします。 
 
間野委員長 そのとおりですね。研究会として出すわけですから。その辺は事務局において、マニュアル編の

名称に関してはまた考えていただくとして、実は僕自身もガイドラインという名称もなんかちょっ

とあまりぴったりこないなと思っています。その辺のことはまたこれから考えていけばいいとして、

２番目のことについては僕も気になっていたのですが、その辺はどういう形でこの研究会に出され

て、どういうプロセスを経ることになるのでしょうか。 
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事務局   まず名前は今から考えます。施策については、前回の研究会でアイデアとして６０ぐらいの事業

をお示しさせていただいたと思うのですが、基本的に各局で全て検討をしていますので、新規・拡

充も含めて、前回のものの中からいくつか重点が出てくるという理解をいただければと思います。 
      具体的に今思っていることを言いますと、基本的に行政の新規施策ということなので、中身とし

ては新たな補助制度を作るか、もしくは何らかの新たな条例、条例というと市民を何らか制限して

しまうようなイメージがありますが、何らかの条例化であったり、あるいは市がいろいろ持ってい

る制度の規制緩和であったり、そういったもののメニューを示したいと思っています。 
      先ほど言いましたように、時期が微妙なのですが、今御意見がありましたので、中は吟味しない

といけませんが、なるべく出せるものは精一杯お示しをするようにしていきたいと思います。以上

です。 
 
間野委員長 具体的に言うと、この研究会で重点施策の案という、つまり案段階で検討することはできるので

すか。 
 
事務局   それはできます。そのためにいろいろと今まで御意見をいただいていまして、いただいた意見を

なるべく施策に生かそうということで各部局いろいろ考えていますし、私共から出したものについ

て御意見いただくのも全然かまいません。 
      ただ、お金に直接絡むところなので、そこはちょっと微妙なところがあるということです。 
 
間野委員長 そうだろうと察するがゆえにちゃんとこの研究会で議論をできるかどうかというのを確認した

かったのですが、一応、案段階ではこの研究会に出していただいて議論をする場は設けられるとい

うことでよろしいですね。 
 
事務局   何か考えたいと思います。ただ、どうしても怖いのは、案として出した施策が一人歩きすること

で、こういう会議資料は公表すると、まるで決まったかのように流れていってしまうということが

ちょっと怖いところです。 
 
間野委員長 何とか工夫をしてこの研究会でも検討の場を作っていただきたいと思います。他いかがでしょう

か。 
 
竹内委員  この施策の中で、高齢者を孤立させないための仕組みづくりの検討というのが、実は施策２の若

い世代の住替えの促進ということに密接に、現場でつながっています。 
      大変ドライな実情ではありますが、要は孤独死をできる限り防いでいただきたいということです。 
      孤独死があると、その家を売買するときに心理的瑕疵物件ということで公表しなければいけない

わけです。そうするとやはり若い世代の方がちょっと敬遠されるというネックにつながります。決

して孤独死された方に罪はないのですが、その後の流通ということに関すると、これは公表せざる

を得ないのでネックになります。 
      というように高齢者を孤立させないように病気の方にはちゃんと病院に入っていただければ、そ

の後の空き家というのも再活用が非常にしやすくなるということで密接な関係があります。こうい

うことを重点的に行うということは非常に大事だと思います。 
 
間野委員長 ありがとうございます。全くの別の視点から見ても高齢者対策というのは非常に大事だという御

指摘でした。他いかがでしょうか。 
 
三浦委員  別紙に重点的に取り組む施策が五つあるのですが、これらは元々の活性化の方向性のいくつかの

軸が再整理されて出てくるものだと思いますので、それとどうつながっているのかということは表

現をしておかないと、流れがちょっと合わないと思います。 
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住宅団地の分類における区分ごとの活性化の方向性では、例えばアクセスのことも書かれていま

すが、それは施策４のところに入っているのか、あるいは生活利便性の面はどこに入っているのか。

基本的に方向性を示していますから、方向性を受けてそれを重点的に、それぞれここではこういう

ふうな方向性に沿ってやるんだ！ということを表現していただきたいと思います。 
 
間野委員長 非常に簡略化した図になっているわけですが、これをちゃんと間をつなげることが必要だという

ことですね。なぜこの五つなのかというのがこれを見ただけでは分からないですね。 
 
今田委員  施策５ですが、これに関しては私は地域間競争だと思っています。広島市単独で考えるのではな

くて、広島県全体で何を考えてやっているのか、国が何を考えてやっているのかということを踏ま

えて、広島市が他の地域に勝つためにはどういうふうな施策をとっていくべきだろうかということ

をもっと頭に入れていただきたいなという気がします。 
      この中で空き家の活用という文言が外れていますが、安心な生活環境を維持するために空き家の

活用、老朽空き家の所有者に対する指導というのは当然必要なことですが、空き家の活用を進めて

いくということは非常に大切だと思います。 
      それから 初にありました団地の誕生から 後までというか、一方的な流れだけになっていてど

こで循環させてまた成長期に戻していくのかというところのターニングポイントといいますか、そ

れをどこに持ってきて、どの辺りでそういうふうな成長期に戻していくんだという施策を考えてい

かなければいけないのではないかと。今のままでは一方的に終わってしまってはその団地には将来

はなくなるんですかということになりますので、そこはどこの時点で考え始めて、どこの時点で若

い人達との人口の構成の入替えを考えていくかというところまで入れていかないといけないのか

なと、実際には具体論がこれから出てくるんだろうと思いますが、具体論に関してもそれぞれ考え

ていかないと思います。 
 
間野委員長 ありがとうございました。 後のライフステージの話は先ほど三浦委員からあったことと通ずる

ところがありまして、このままいくと問題が出てくるので、このままいかないために何をするかと

いうことを考えないといけないというそれはそのとおりです。 
      それから、老朽空き家の施策５に関しては確かにそのとおりでして、国の方で法律を作ろうかと

いうのがかなり具体的になっていまして、全国的には条例がいっぱいできているのでその各地の動

きに基づいて国が法制化を目指しているという中で、広島市としてどうするかということを考えな

いといけないので、その辺を念頭に置いていただきたいということですね。 
      また、空き家の活用についてはそのとおりで、これまでの議論では結構空き家のことが話題にな

っていた割には今回全然出てきていないなあと。これも先ほど三浦委員がおっしゃったいろいろな

課題とかあるべき姿や方向性だとかという、これまでいっぱい議論してきたわけですが、いっぱい

やった中で、なぜこれが重点なのかみたいなことの説明の中で、今の今田委員の疑問が解けなけれ

ばいけないのかなと思います。 
つまり、空き家の活用も政策としては出てくるのは間違いなくて、ただ問題はそれを重点とすべ

きなのかというところの判断をいかにして決めたのかという話が言われるわけですから、その辺の

ところが必要なのだと思います。 
 
事務局   御指摘に沿って、方針からなぜこの五つにしたのかというのは、整理はきちんとまた別の形でし

たいと思います。空き家の活用については、ここに文字は出ていませんが、実は施策２に住み替え

支援の検討というのがあるのですが、この住み替え支援の原資といいますか、元は空き家です。 
少し言葉が足りなかったかもしれませんが、中身は要するに空き家を活用した住み替え支援とい

うことです。ですから、空き家のことは私共としては重点として取り組んでいきたいというように

思っています。以上です。 
 
間野委員長 ありがとうございました。他、いかがでしょうか。 
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金谷委員  私はここに出されている施策の立て方もありかなという立場です。だけど危惧していることで言

わせていただくならば、トップに住民同士の支え合いというのがあって、先ほども高齢者の地域で

の支え合いというお話もあったと思うのですが、それが大切という気持ちは私も同じです。 
ただ、住民の皆さんの気持ちや取組というのは、すごくむらがあるというのを覚悟しておかない

といけないと思います。ここにおられる皆さんが市民であるならば間違いなくうまくいったと思う

のですが、住民の皆さん全てが自分の時間、労力、場合によってはお金を割いてその地域のために

尽くそうという方ばっかりではありません。 
住民の支えをトップに持ってくるのであるならば、ある程度地域によって、その成果というか取

組にむらが出ることも覚悟しておかないといけないと思いますので、先ほど言われた高齢者を集合

住宅に、若者を戸建てにというそのマスタープランのようなものが書ける団地もあれば、とてもそ

うはいかないところもあるということも残念ながらあり得るということを覚悟しないといけない

かなと思います。 
それとそうならないために一つのメッセージとして、私は危機感を共有してもらうということ

がやっぱり大切だと思います。住宅団地をお持ちの皆さんは、御自分の私有財産の価値を守るため

に今何かしないと、先ほど言われたような意図しなかった孤独死のようなものが生まれて自分達の

資産の価値がもしかしたら減じられるのかもしれない。 
今、何かしなければその地域の価値が下がる。空き家が増えた地域になると、そこに来たい人

達はどんどん減っていく負のスパイラルが起こりかねないという瀬戸際にあって、そのためには地

域の皆さんが手を合わせていかないとうまくいかないよと、厳しいかもしれませんが現実に日本に

はそういう地域はたくさんあると思います。 
特に地方に行くと、空き家が増えていくがためにそれがきっかけでどんどん引っ越していってし

まうというようなことも実際にあるので、今までの住宅団地の地価とか不動産の価値も１０年、 

２０年でみるならば、上がっているというよりは下がっている可能性があるわけですよね。 
空き家の場合も放置していていつか売れると思って持っていても売れない可能性がある。だから

決心するなら今でしょというようなことを言わないと、人間なかなか動かないという意味で、少し

危機感を共有してもらうことも大切なのかなというふうに意見させていただきたいと思います。 
 
間野委員長 ありがとうございました。施策１はパッケージ化する制度が必要だということで、その辺の縛り

みたいなことをどういう形にするかと。今の危機感を共有してもらうということも縛りの一つかな

と思うのですが、どちらにしてもこういう支援をしていくということは、それなりにちゃんと権利

だけではなくて義務もあるわけですから、住民に頑張ってもらわないとその権利は行使できないと

いう、その辺の裏腹がありますから、その辺のことに関しては、詰めていかなければいけないと思

います。 
 
林委員   施策検討のところの課題解決のための方針の１番ですが、活性化プランの作成というのを簡単な

言葉で示されているのですが、どういう視点、どういう切り口でプランを作らなければいけないの

か、そのプランの中に織り込まないといけない要素にはどんなものがあるのかというようなことを

示してあげるというものがないと、なかなか自分達の団地や自治会あたりを総括してみるというこ

とに繋がらないと思います。 
思いついた部分だけ計画に織り込まれていくのでは全体 適になりませんから、全体 適で効果

が出るような検討すべきプランの内容、手法というようなものをある程度はガイドラインとして示

して、こういう方向で漏れがないような検討を総合的にやった上で優先順位を決めて、それぞれの

固有の問題を、重点的にどれを取り込みますかということが選択できるようなものを用意して提案

するということが必要だと思うのですがいかがでしょうか。 
 
間野委員長 そのとおりです。ここでは各団地における活性化プランの作成というのがたくさんの課題解決の

ための方針の単なる一つというような形で出ているのですが実際にはそういうわけではなくて、こ
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れ自身が全体に関わる重要なことなわけです。 
実を言うとそれはちゃんと事務局の方は考えておりまして、資料２のマニュアル編の中の１番の

「住宅活性化プランの作成」について、ここでは必要性、作成方法、手順とか書いていますが、実

際にこの研究会で 初の頃に議論していますので、今、林委員から出されたことも含めてこのマニ

ュアルの中では具体的にどんなものがあるのかとか、あるいは作り方にしてもいろんな作り方があ

ると思います。 
自力で作れるところもあるだろうし、専門家の助力が必要だというところもあるでしょうし、そ

の辺りの作り方、それから作る内容、それからそれをどういうふうに住民全体の合意形成に持って

いくかという話は、かんりボリュームたっぷりのものがマニュアル編に出てくると思いますので、

それを期待しましょう。他、いかがでしょうか。 
 
西川委員  施策４のところですが、生活交通の確保の検討ということでバス活性化基本計画の検討状況を踏

まえて方策を検討していきたいということになっていますが、必ずしも今議論されているバス活性

化基本計画と団地に関する交通というものが、本当にうまくリンクしていくのかなという疑問はあ

ります。 
むしろこの研究会の中では、左側の方に書いています交通弱者の移動手段の確保であるとか、買

い物弱者を商業施設へ送迎するための交通手段、こういったものに特化をした具体的な施策にして

いただくほうが、より現実的なのではないかなと思います。 
 
間野委員長 ありがとうございました。 
      地域交通の活性化というのもいくつかの軸があって、バスの話といわゆるデマンドタクシーだと

かその辺の話は別の話だったりするので、その辺を見極めて団地にとってどちらを重視するかを踏

まえて検討していただきたいということだと思います。他、いかがでしょうか。 
 
槇田委員   重点施策では買い物対策は交通対策に絡めているのだと思いますが、それと合わせて課題の整理

の中には初めから入れていなかったのかどうか、通院とか病院の施設の関係とか、そこらは特に課

題としては取り上げないのでしょうか。 
通院は今の買い物等のところで一緒に挙げてもいいのかなと思います。病気というか医療施設と

の関係はどういうふうに課題としては整理されたのかなと、元に戻るような感じですがお聞きした

いと思います。 
       それから施策４のところで細かいことですが右のピンクのところには買い物支援というのが入

っているのですが一つの報告の中に同じような形で整理されるのであれば、左の文章のところにも

買い物支援という文言を入れていただきたいなという感じがします。 
 
間野委員長 ありがとうございました。そういえばこの別紙の左の課題の話と一番右端にある楕円形に入って

いるのとが必ずしもスーっといかないところがあります。どちらにしても今の通院に関してはどう

でしたっけ、何か話としては出ていたような気がしますが。 
 
事務局     交通対策あるいは高齢者の生活スタイルというところで基本的には病院ということを特には明

記していませんが、交通弱者の移動手段の確保ということで整理をしたというつもりです。 
 
間野委員長 はい、ということでよろしいでしょうか。他、いかがでしょうか。 

それでは次の議題にいきたいと思いますがよろしいですか。この資料２に関してもいろいろな御

意見いただいておりますので、それに合わせた修正、追加等をよろしくお願い致します。 
それでは、議題の３ですが、資料３「総合的な対策の展開イメージ」について資料の説明をお願

いします。 
 

事務局  （資料３について説明） 
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間野委員長 ありがとうございました。いよいよ来年度からこのモデル事業をやっていこうということです。 

そのモデル事業の進め方、どんなモデル事業になるのかということに関しては、まだ、そんなに

詰まっていないところはあるわけですが、どのようにして展開していくか、進めていくかというこ

とに関する案ということです。いかがでしょうか。 
 
澤田委員  今、ちょっと取り組んでいることがあるので確認を取りたいのですが、先ほど助成とおっしゃら

れました。ということは金銭的に必要なものは、全部は出してはいただけないということでしょう

か。これだけのプランを実行するために、これだけのお金がいるんだけどとなった場合、住民の負

担になるのか市の負担になるのかということ、大きな分かれ道なんです。 
 
事務局   どういったものに対してどれだけの助成ができるかというのは、まさに補助制度の根幹をなすと

ころでして、今、まさにその議論をしているところです。ただ、言えるのは例えば１００万円かか

りますというから１００万円出しますということにはならないと思います。やっぱり上限額という

のはどうしてもこういった事業、補助制度の中では出てくると思います。以上です。 
 
澤田委員  防犯カメラの設置をお願いして応募したところすぐ認められまして、認められたのはいいのです

が、３０万円の補助でその倍以上こちらが出さないといけないということで、まあ、いろいろな制

度を利用したいのですがやっぱり財政的なこともありますから確認させていただきました。 
 
間野委員長 その辺は現場からいうと非常に大事なところなのですが、なかなか難しいところだろうと思いま

す。その辺のことも含めて今検討中ということですね。他、いかがでしょうか。 
 
鈴川委員  活性化プランの案が出たころにも議論がありましたが、補助に応募する単位は、町内会なのか、

連合町内会なのか、社協なのか、それとも団地の中の特にやりたいといわれた有志でもいいのかと

か、応募する団体がどうなるのかという議論があったように思うのですが。 
防犯カメラの補助対象者は町内会でしたよね。市がいろいろ出す分は、市から直接補助を受けて

いない団体に対してとかそういう制約があったように思うのですが、公募に応募できる団体のイメ

ージはどういうのを今考えてらっしゃるんでしょうか。 
 
間野委員長 そうですね。１６９団地というのは規模もバラバラでいくつもの自治会、町内会が一緒になって

いるところもあれば、町内会は一つのところもあって、団地の区切りと自治会の区切りが違うもの

もいっぱいありますから、本当は応募の単位というか、これはわりと悩ましいところではあると思

います。事務局いかがでしょうか。 
 
事務局   そうですね、今は現段階で思っているのは単位町内会です。単位町内会が 低のレベルで、もち

ろん連合町内会を拒むものではありませんが、基本的には自由に数人が集まって応募できるという

ものは思っていなくて、基本的には、町内会、自治会を単位として出していただくというのを考え

ています。 
 
間野委員長 要するに有志とか、ＮＰＯとかでもダメなんですかね。 
 
事務局   今は申請の単位というのは自治会、町内会というので思っていまして、ＮＰＯさんでやられても

いいのですが、あくまでもコミュニティの問題なので、それは町内会の了解を得ていただいて、町

内会から出していただく。 
だから実際に活動されるのはＮＰＯでも任意団体でもそこは全く拘りませんが、あくまでも一定

の地縁のエリアの中を活性化するということを目的としていますから、町内会、自治会から出して

いただくということを念頭においています。決まったものではありません。これは議論いただく余
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地はあると思います。 
 
金谷委員  今のことに念押しなのですが、私としては先ほども言ったように、町内会さんとか地域によって

随分レベルが違うと思うので、是非そこは、もちろん力のあるところはしていただけたらと思うの

ですが、団地のライフサイクルで成熟期後期になるとそうはいかないところが出てくることは想定

されます。 
ということは町内会をベースとしないいろいろな任意団体も含めて場合によっては民間事業者

もあるかもしれません。その団地の活性化のためにまちづくり支援のための、小さなマンションの

管理組合のようなものの団地版のようなものも想定されるかもしれないという今後のモデル事業

というのであるならば、そこは是非柔軟に考えていただいて場合によっては社協さんも入った実行

委員会のようなものもあり得るかもしれません。 
既存のコミュニティがうまくいかなくなっているというのは、もう多くのところの認識だと思う

のでそこを従来型にはめてしまうとせっかくのここでのプランがちょっと残念な結果になるので

はないかなと思います。 
それともう一つ気になっているのがこのモデル事業の規模がどれくらいになるかにもよると思

うのですが、地域活性化プランのような大きな計画も作らないといけないというのが場合によって

は負担になるのかなと。 
事業の規模によっては、これも前の方の議論であったと思うのですが既に地区でいろんなまちづ

くり計画とかですね、お持ちなのであるならば、それをあまり古いものでなければそれを準用して、

どっちかというとアクションする、事業をするということに力が傾けられるように、プランづくり

とかにあまり時間を割かずに動く人達を支援するようなモデル事業にしていただきたいなと強く

思います。 
 
間野委員長 とりあえず、事務局いかがですか。 
 
事務局     参考に考えてみたいと思います。 
 
間野委員長 この資料を見て確認というか皆さん共通認識を持たなければいけないと思うのは、モデル事業と

いうのは何かということです。 
資料３の 初の囲みのところに書いていることを読むと、「今年度末に取りまとめる各種施策に

ついてはその効果を検証するため、来年度モデル事業として試行的に実施する」とあるんですね。 
      従って、それを受けて１のモデル事業の選定というところでは、このモデル事業として考えられ

る施策というのがありますように、市の方が新たに施策を考えようとしているわけですね。 
      その施策が、実効性があるかどうかということを検証するためのモデル事業だというふうに書か

れているわけです。 
      ちょっと見間違えてはいけないなと思うのが、表題は「総合的な対策の展開イメージについて」

という表題になっているので、総合的な対策を展開するためのモデル地区を選んで総合的な対策を

どういうふうにしていったらいいかということをモデル的にやるということかなと思ったら、どう

やらそうではないんですね。 
      新しい施策をいくつか、先ほどの重点施策をやろうとしている、頭で考えてとりあえずは設定す

るわけですが、それが本当に実効性があるかどうかということを、モデル団地を選んでそこで実際

にやってみて社会実験をやってみて、それで効果があったらその施策を全面展開していこうと、こ

ういうものとしてモデル事業があるということで認識していただいて、それでこれがいいのかとい

うことを今日議論するということを確認しておきたいと思います。 
 
鈴川委員  そこが今もよく分からなくなっていて、モデル事業の選定のところは先ほどの１から５の部分が

メニューとしてあって、公募の段階でそのメニューごとにするのかなと、例えば、交流スペースづ

くりの支援について、モデルとして取り組みたいという団体の応募がある、活性化プランの公募が
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ある、それぞれにあるのかなと前半を見て思っていたら、２ページ目くらいからはそのメニューも

活性化プランの中に含むものとしてというのがあって、結局どういう構図になるのかなというのが

ちょっとよく分からなくなりました。 
      活性化プランとか交通対策とかというのであれば、それぞれの団地ごとに責任を持つ町内会とか

連合町内会とか、その団地を全部網羅する団体が取り組むべきだとは思いますが、交流スペースづ

くりとかというのは、一ＮＰＯさんでもできるし、その方が動きやすいかも分からないし、その公

募の単位というのと今の総合的な対策というのが、そうですね、住替え支援とかいうのは住民では

できないよなあと思ったり、というところです。 
 
間野委員長 というところが、僕も実を言うと心配しているところではあるのですが。その辺りは事務局はど

のように考えていますか。 
 
事務局   公募のルールは今から考えるところなのですが、今思っていることでいえば、重点施策を入れて

やってみたいことがいくつかあって、各団地で一つずつやるということではなくて、例えばＡとい

う団地が全部やりたいということであれば、全部やってもらうというイメージを持っています。 
ですから、１番はこんなことをしたいという町内会・自治会のみなさんのやる気がベースかなと。

その中であとはマンパワーがどれだけついてこれるかとか、行政の支援がどこまでできるかという

のはありますが、そこはこれからなるべくフレキシブルにやってみたいと思っています。 
先ほどの申請主体等の話がやはりポイントになるような議論が出ていまして、私共としてはＮＰ

Ｏというのはある意味同じ志を持った人達の集まりではありますが、必ずしも地域に根ざしていな

かったりするわけです。 
私共としてはある意味定住策なものですから、地域に根ざした活動にしてもらいたいし、その団

地に住んでいない人が、例えば、全然違うところに住んでいるんだけどある団地で活動をするとい

うのが世間的にはいっぱいあるのですが、私共としてはそこに住んでいる人達が何か活動するとい

うのを基本におきたいので、単なるＮＰＯとか、それはダメというわけではないですが、やはり地

域の方々の活動というのを大事にするようなルールといいますか、制度にしていきたいなというふ

うに思っています。以上です。 
 
間野委員長 もう一つ鈴川委員から出てきた疑問は、今の話しで言うと、例えばこのモデル事業の選定のとこ

ろで、モデル事業として考えられている施策が五つ挙がっているわけですが、そのうちの若い世代

をターゲットにした住替え支援をうちではやりたいんですと手を挙げてきて、それが町内会である

か他の団体であるかは別として、モデル団地として選ばれると、いわゆる活性化プランを作らなけ

ればいけないんですね。で、活性化プランというのはそのテーマ、つまり若い世代をターゲットと

した住替え支援に関する活性化プランでいいのか、そうではなくてそのＡ団地というのは他の課題

も抱えていると思いますから、活性化プランというのは基本的には総合的なもので、結構いろいろ

な課題に対してそれぞれどういうふうに取り組むかという話になってくるのだろうと僕自身は想

定しているのですが、その辺りがなんかこううまくフィットしないなあということだと思うのです

が、その辺に関しては事務局はどのように考えているのでしょうか。 
 
事務局   委員長の言われるとおりだと思っています。活性化プランという言葉は使っていますが、実はい

ろいろなレベルが本当はあるはずで、ここは名前を変えてもよかったのかも分からないですが、先

ほどありましたが、既存の計画をお持ちであれば、それに代えることはできればそれでＯＫですし、

この活性化プランを前回の研究会でお示ししたように民間事業者が入った形のカッチリとした活

性化プランもあると思いますし、いろいろなものがあると思います。 
      ここで書いてあるモデル事業として書いてある活性化プランというのはあくまでも行政の支援

を求めるために必要 低限のプランという意味合いを持っていまして、前回の研究会でお話したよ

うな非常に大掛かりなプランと一点集中のようなものといろいろあると思いますので、私共のイメ

ージとして、限定的なものというイメージでなるべく簡易なもので、要するにここはプランに手間
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をかけてもらうのではなくて、先ほど金谷委員がおっしゃったようにアクションに手間をかけてほ

しいので、プラン作成に手間をかけないようなものでもよしにしようと。よしにするんだけど、本

格的に作りたい人はそれはそれでちゃんと支援するということを表したかったということです。 
 
間野委員長 ありがとうございました。すみません時間がきてしまったのですが。 
      今の話を受けて僕自身が思っているのは、とりあえずこの資料３はあくまで来年から２年ぐらい

かけて、モデル事業をやろうとそれはいわゆる重点施策の効果を検証するためにやる、それとは別

にその後全面展開するその団地活性化事業というものをどういうふうに進めていくかということ

に関しては、これとはちょっと別の視点で、どういう体制でどういうふうな進め方にするかは考え

ていかないといけないので、そっちの方の話も是非事務局の方では資料を作っていただきたいと思

っております。 
      時間がきてしまいましたが、他に言い足りていないことがありましたら。 
 
三浦委員   自分がそういうところに住んでいないから質問なのですが、住宅団地にお住みの方が住宅団地

の住民の総意を得て、こういうプランを作るような組織がちゃんとあるのかということと、そうい

った組織に関しては、当然、時間と労力がかかりますからある程度住民全体で費用を負担するよう

な仕組みができているのか。そういう契約とかが成立しているのかどうか。一部の関心がある人が

頑張って、他は関与せずに、でも結果的にはその人達の私的な財産の価値を上げることになってし

まうように思いますので、その辺の組織的なことは十分なのか。あるいはそれが十分でないのであ

れば、そういう組織を作るところから実はチェックしていないといけないのかなという気がしてい

ます。 
 
間野委員長 これは先ほどのユニットというか、計画あるいはその活性化プランを作成し、それから活性化事

業をやっていく単位というのがどういう単位で、それは合意形成というのはどういうふうにちゃん

とできるかという話だと思います。この辺の話は非常に大変な話で、美鈴が丘団地のように一つに

まとまっている連合町内会がそのまま団地になっていれば、連合町内会という一つの合意形成のた

めの組織がありますからできないことはない。できるかどうかというのはこれはまた僕の経験から

は大変なんですが。 
      そうでない団地もいっぱいありますし、それからテーマによっては団地ではなくて、それこそ自

治会単位だけでできるということもありますから、その辺りのことを含めて考えないといけないこ

とはたくさんまだまだあると思います。 
      その辺のことが次回の中間取りまとめまでにちゃんとできるのかというのはちょっと難しいと

ころがありますが、ただ、中間取りまとめなので、まだ半年ありますからその間にできるだけ詰め

るようにしていかないといけないのかなと思います。 
 
三浦委員  今のに関連して、まだ若い住宅団地ではそういう組織が未成熟な気がするのですが、実はそうい

うところこそ先輩団地がやってきたことだとか抱えている問題を知って、自分達が今から何かを着

手すべきだと思うのですが、そういうことに対しても何か手立てが必要だと思います。 
 
間野委員長 こころ団地に町内会ができて、その町内会長の人はどこかの団地で育った方の息子さんがこころ

団地に住み始めて、それで親の団地の町内会活動を見てやらなきゃいけないと思ってやったという

のを前に新聞記事で読んだことがあります。 
      まさしくそういうことがないといけないということですね。 
      古森委員、何かありますでしょうか。 
 
古森委員  資料一つ一つは確かにと思いながら、事前に読ましていただいたのですが、 初の資料の２ペー

ジ、３ページ年齢層のグラフですが、これは一体どこを目指しているのかと思うわけです。 
      実は、今、これは団地だけではなくて、日本全体かもしれませんが、成熟期の初期と中期の真ん
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中あたりかなという気がします。グラフのイメージが。いわゆる団塊の世代といわれる人達が、６

０～７０歳のあたりが一番人口が多くて、その子どもさんがちょっと山を作っていて、そのお孫さ

んが多少山になっている。そうすると、これ否応無しにこれがここのグラフでいうずっと成熟期の

後期の方にだんだんとなっていく。 
      じゃあこれ、日本全体、東京あたりでは流入人口があるからグラフは違うのでしょうが、広島の

場合に、ましてや広島市の場合にこのグラフの構成がどう変るのか。私、人口の専門家ではないか

ら分かりませんが、全体の人口は減る方向にあるわけですよね。それが増えるのは一体何十年先な

のか知りませんが、このグラフの構成も、このままいってしまうと思うんです。じゃあこの研究会

は団地のグラフをどの辺にもっていきたいのかといのを少し感じました。 
      先ほど三浦委員や今田委員がおっしゃったように、活性期あたりのグラフまでなんとかもってい

きたいと思ってもそれは無理な話だろうという気がちょっと申し訳ないけどしています。 
      それと、次の事業の話においても、例えば、活性化に向けた取組の核となる組織づくりとか地域

リーダーの育成とかあのあたりについては、林委員、吉村委員、澤田委員みたいに今現在活動を活

発にやってらっしゃるところについては、そういう支援なんかもできると思います。 
      ところが、住替え対策のこの施策２の若い世代をターゲットにした住替え支援制度の検討という

支援があったとしても果たしてこのグラフが画期的に変わるぐらいの人が反応するような施策が

できるのだろうかというようなことも感じてします。 
      その辺りになってくると、先ほど金谷委員もおっしゃっていたように、業者も何らかの提案をし

ていいのかということも出てくるのかなという気がします。 
      私はスーパーマーケット協会にいますが、我々のところですら、今現在は、過剰だの何だのいろ

いろなことが言われていますが、遠い将来の人口の増というのは全く考えていませんし、そうなっ

たときに我々はどうなるんだということを裏では議論しているような状況の中で、果たしてこのグ

ラフをどう変えていきたいのというのをずっと疑問に思っています。 
 
間野委員長 ありがとうございました。みんな割りと共通の思いを持っているのではないかなという気がしま

す。そういうことも含めて、今日はそういう意味では事務局の資料に対していろいろな意見を出し

ていただきましたし、このままではいかんなと、かなり手を加えていってもらわないということだ

ったと思います。 
      今日のところはその辺で終わらせたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
      次回は、 初にも言いましたように、中間取りまとめということで、これはある種来年度予算に

向けて、とりあえずこの研究会として整理しておかないといけないことに関してまとめるというこ

とを目指します。 
      とはいえ、今日出てきたいろいろな意見というのはかなり重たいものがありますので、その辺り

を是非事務局の方で修正、追加、補完していただいたものを出していただければと思います。 
      できればなるべく早くみなさんにお送りしていただいて、見ておいていただくという形にしてい

ただきたいと思います。 
      それでは進行を事務局の方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いただきましてありがとうございました。 

たくさんの御意見をいただきましたので、まずは御意見を整理しまして資料等々を作成してお示

ししたいと思います。 
      次回は、資料の中間取りまとめ案ということで整理していきたいと考えておりまして、資料２で

出させていただいた、名前は置いておきまして、ガイドライン編を中心に今日の御意見を踏まえて

考えたいと思います。 
      次回の研究会は、９月下旬か１０月にかけて調整していきたいなと考えていますので、また、御

連絡差し上げますのでよろしくお願いします。 
      それではこれを持ちまして第７回研究会を閉会します。本日はどうもありがとうございました。 


