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第８回住宅団地活性化研究会議事録 

 
 
１ 日 時  平成２６年１２月３日（水）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 

「住宅団地の活性化に向けて（素案）」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８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、本日は鈴川委員が御都合により欠席されており、代理として広島市社会福祉協議会

福祉課の村木地域福祉係長に御出席いただいております。 
      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 みなさんおはようございます。 
      研究会も第８回を迎えることになりまして、大変精力的な研究を重ねていただいたおかげで、住

宅団地の活性化に向けてという、ここに提出しております素案という形で掲げさせていただいてお

ります。どうぞ審議のほどをよろしくお願いします。 
      今日、実は、午後から議会の都市政策特別委員会というのが開かれましてこの中でこの素案を報

告させていただこうと思っています。 
      もちろん、今日いただいた意見はまた後日検討させていただくということで、研究会の意見と議

会の意見とを交えながら成案していきたいと思います。 
      ちなみに今日の特別委員会の議題は、地方分権の推進という、いわゆる人口減少社会の中で、地

方中枢拠点都市という国の制度をどう活用するかという話、それから公共施設の老朽化対策という

ことでハコモノ資産の更新についてどうやっていくか、これも人口減少社会にどう対応していくか、

それから住宅団地の活性化ということで、いずれも今後の人口減少社会にどう対応していくかとい

うことにかなり密接に関わるテーマを議題として挙げております。 
      特にハコモノ資産の更新については、今後公民館や集会所といった地域拠点をどういうふうに再

構築していくかといったことも議論していくということで、今後この住宅団地の活性化も具体的に

動き始めますが、そういった他の施策との広がりも考えていきたいと思います。 
      今回、住宅団地の活性化について、具体的な案も含めて一通りの取りまとめを行いましたので、

忌憚のない意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 
 
間野委員長 みなさまおはようございます。忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。 

それでは本日の研究会を進めていきたいと思いますが、本日の議題は、いよいよ来ましたという

感じです。住宅団地の活性化に向けて２年間に渡って議論してきたものを基にして、広島市として

今後の住宅団地活性化としてどういう取組をしていくのかという方針を打ち出そうということで、

その素案です。 
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もちろん今日決めるわけにはいかないと思いますので、みなさんに議論していただきまして、先

ほど部長からもありましたように、 終的に方針として出していただくということです。 
今回の事務局が用意した取りまとめ素案というのは、まだアイデア段階にとどまっているものも

あるわけですが、市が住宅団地の活性化に向けてどういう施策を打っていくのかということについ

ても盛り込まれています。 
この辺りについては、研究会で議論してきたものを踏まえて、かなり事務局の方で頑張っていて、

僕自身が見た限りでは、すごい頑張って施策を打っていこうという姿勢が見られて非常に楽しみに

しているわけですが、是非みなさんの御意見をいただいてさらに詰めていきたいと思います。 
今日は、時間の都合もありますので、セクションごとにではなくて、全体的に事務局の方から説

明を受けて、その上で、みなさんどこからでもいいのでいろいろ意見をいただくというような形で

進めていきたいと思います。 
また、先ほどの資料説明にもありましたように、前回の研究会の開催後に８・２０の土砂災害が

ありました、これを全く研究会として無視するわけにはいかないので、その辺についても資料を用

意していただいています。 
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   （参考資料、資料「住宅団地の活性化に向けて（素案）」の順に説明） 

 
間野委員長 はい、ありがとうございました。 
      だいぶボリュームがあるものなので、説明が長くなりましたが、事前にお配りしていますので、

既に御覧になった方もいらっしゃるかと思います。 
      それでは今から意見交換にいきたいと思うのですが、基本的に今説明のあったこの資料に関する

質問なり、あるいは意見、内容的な意見はもちろんですが、それに加えて今回素案として全体的に

こういう構成でいいのかどうかとか、報告書としての流れや構成についても御意見があれば是非承

りたいと思っています。 
      それではどなたからでも結構ですので、忌憚のない御意見をお伺いしたいと思います。よろしく

お願いします。いかがでしょうか。 
 
塚井委員  まず膨大な資料を網羅的にまとめていただいて、確かに思い切ったこともいくつか書いていただ

いていて、その点では非常にありがたいなというふうに思っています。 
      しかしながら、１２ページの 後の赤字で書いていただいているところですね、世帯数がピーク

を迎えた時期の世帯数を維持することを目指すというところがございますが、どう考えるべきかとい

うところなので、これは私だけで申し上げるわけにもいきませんが、ここは少し違和感があります。 
      ここは書きにくいところだと思います。数値目標ということを設定しなければならないかどうか

という議論だと思いますが、後半のところでは団地ごとにいろいろと対応が違うということもおっ

しゃっていただいているので必ずしもこれにこだわるという意味ではないと思います。 
しかし、おそらくこれを書いた瞬間に、世帯あたりの人口規模みたいなものは読み方は結構難し

いですが、それでも２．５人ぐらいでとおっしゃっていただいていますので、この計画の賞味期限

というのが自動的に決まっている気がします。 
元々活性化に関する話というのは何年後というようなことを見ながらやっていくものでありま

すし、今何か計画を立てて、その後ずっとそれでというわけにもなかなかいかない。そういう意味

でこの数字で矛盾が出なくなる年限というのをお考えですか、というのが質問です。 
同時に全体的に活性化プランを考えていくときに、ある程度の時期に見直すようなしかけづくり

とか、あるいはそろそろ見直した方がいいんじゃないですかというような働きかけといいますか、

かなり将来を見通した網羅的な包括的なまとめになっているという一方で、その活動する方の立場

でプランを立てることを考えていきますと、どのくらいのことを年次目標としてやっていくのかと

いうような感想を持ちます。 
以上をまとめると、そもそも世帯数を維持するということを書かなければいけないのでしょうか、
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というのが一つ。 
二つ目はそれぞれプランを立てていくとなったときに何年ぐらいというようなことを今ぼんや

りとお考えでしょうか。それは、むしろ位置付けとしてある程度、３年とか５年とか、そのぐらい

じゃないかと思いますが、状態が大きく変わらなくて、とりあえず活動してみて成果が出るような

時間というのは、多分１０年では長すぎますし、１年では短いという気がしますので、３から５年

というところで考え直しましょうという感じがします。いかがでしょうか。 
 
２番目に、少し細かい議論なのですが、是非お考えいただきたいのは歩行環境です。 
物事を横串で考えるときに、交通を考える場合でも、防災を考える場合でも、避難経路の問題と

か、あるいはバスにしても自動車にしても、まあ自動車でとにかく生活していくんだということが

いろいろなことの前提になっていく団地計画であったわけですが、そうでしょうかと。 
そうではないはずですよね。今までの団地の造り方というのが、基本的に道路、とにかく車をさ

ばく、戸建てへのアクセスというところで計画を立てられてきていますが、既に中心市街地の平地

のところでは、通過交通の排除のために歩行環境を改善しましょうということはもう２０、３０年

前から取り組まれています。 
郊外団地というのは必ずしも平地ではないので、そういう環境ではないと思っていたのですが、

しかし、子どもを育てるということも、高齢者の方が安心して生活できるということも、災害に強

いということも全て歩行に関わってくる。 
なので、歩行者の導線がきちんとつながっていますか、そのためのインフラの整備というのはき

ちんとなされていますかといった辺りですね。 
調べてみて問題のあるところというのはあまりないかもしれません。しかし、歩行環境というの

が、あらゆる施策の中で一番抜け落ちやすいと思います。 
交通量などの基準から見れば別に違法なインフラが整備されていると言い難いのですが、バリア

がありますねとか、ここは本当に押し車みたいなのを押していけるんですかねとか、そういったと

ころがまだまだあるはずです。 
地元の方はよく御存知でよくお分かりなのですが、行政としてもう少し把握し、また、そのこと

を訴える場合にはどこに改善を求めていけばいいか分かるようにすると。 
この辺りはもう少し書きぶりがあってもいいのかなと、言及も施策もあっていいのかなと感じま

した。これが２点目です。以上です。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。 
      歩行環境のことに関して、具体的にこの素案の中でいうと、一つは第３章の支援施策に何か歩行

環境の確保みたいな施策が一つぐらい入ってもいいのではないかということでよろしいでしょう

か。３章に行くまでの間でどこかで触れないといけないということまでは考えなくていいですか。 
 
塚井委員  本心を申し上げれば、歩行環境というのは全ての基礎ですので、朝、家のドアを空けて歩かない

人はいないはずですから、もう少し重要でもいいかなというふうには思います。 
横断的なことになりますので、通勤にしても、生活にしても、防災にしても。従って、それをこ

こだけで持つ必要はありませんが、やはり歩行環境は、言わば生活の中のインフラの一つですので、

前段のところでもし書けるところがあれば書いていただいて、まあ施策といってもなかなかデータ

ベースを一生懸命整理するとかですね、それに応じて、関係各署との調整をするということにしか

ならないかもしれませんが、それでもやはり重要かなというふうに思います。 
 
間野委員長 第３章の出だしのところで検討課題と方針というところがあって、ここでは移動手段の確保とか

あるいは今のことに関係があるとすれば、安心安全のところ、これは少し空き家に偏っていますが、

この辺りに入れるといいのかなという感じがしました。 
      先ほどの事務局からの説明の中でも、広島の団地は郊外の丘陵部に造っているので傾斜している

と。傾斜していることの 初に出てくるのは多分歩行の困難ということなので、その辺りは確かに
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触れる必要があると思います。 
      できれば新規施策の中に何かその辺りのことを加えていただきたいということだと思います。 
      それから１番目の御質問は、１２ページの数値目標というものがこういう形で必要なのかどうか

ということで、それに絡んで、そもそも団地の活性化計画というのを作ってそれを基に住民が主体

になって取り組んで行政が支援していくという形を基本的に考えているわけですが、その計画とい

うのがこういう形で目標を掲げられてしまうと、遠い将来本当にできるのか分からないようなこと

を前提にした計画になってしまうので、その辺りを考えて、この数値目標をどのように捉えるのか

ということ。 
      これは前回の研究会では確か、数値目標的なものが必要なのではないかという意見があったから

事務局の方で書かれたのだと思いますので、ややこしいですが、事務局いかがですか。 
 
事務局   おっしゃるとおりでして、日本語だけではなかなか分かりにくいのではないかということで、も

う少し何か目指すところがいるのではないかと。人口を賑やかだった頃に戻すのが活性化なのか、

それとも人口が減ってもハッピーな生活があればそれが活性化なのか、どういうことなんですかと

いう御質問が前回の研究会でありました。 
我々としては、人口のピーク時以降の人口減少は子ども世代の転出によるものであるため、人口

を戻すというか出て行った子どもを元に戻すというのはできないと考えました。 
      そのため、いかに人口減少を食い止めるかということが活性化なんですよということを言いたか

ったのですが、それでは少し言葉がネガティブかなと思い、そのネガティブな言葉をやめて、現在

の人口を維持しましょうとしました。 
現在というのは、今は団地が完成してから３０年か３５年後なので、これから３０年後を見据え

ると、完成から６０年後、６５年後になるわけですが、このグラフにおいて６０年後においても人

口を約８割を維持することができれば、今のマーケットが維持できるわけです。今のマーケットを

維持しようということであれば、分かりやすいのかなと思いました。 
      それがどこまで現実味を帯びているかという委員のおっしゃる意味もよく分かります。 
      こういう書きぶりにするかどうかというのはもう１回再検討しますが、何らかの形で分かりやす

さは出していきたいなと思っています。 
      ２点目の何年を考えるのかという御質問がありました。私共が今考えているのはこの取りまとめ

自体は３０年後を目指していろいろなことを考えていますが、住民のみなさんが実際に取り組むに

あたって何年後を目指して考えていけばいいのかという意味では、５年が一つの目安なのかなと思

っています。 
      それで今回いろいろな補助メニューを施策の中で考えていますが、念頭にあるのは５年間頑張っ

てくださいと、５年間頑張ることで成果を出しましょうよと、その代わり行政として５年間は何ら

かの支援をやりますよと。 
      歩行環境については少し考えさせてください。私共の認識としては例えば通学路の問題でいえば、

一般の平場よりも団地の方が歩道のある道路というのは、幹線道路でいえばあるかもしれません。 
      ただ、傾斜の問題はどうにもなりませんが、通学路という問題であれば地域のみなさん交通安全

協会なり、区を通じて日々通学路の問題はチェックしていますし、通学路上どこに問題があるかと

いうのは各区の方でチェックされていると思いますので、そういったことも今回のこの中にどうい

った形で入れるかどうかというのは検討したいと思います。以上です。 
 
塚井委員  すみません、一つ言い漏らしていました。歩行環境というのは、歩道がつながっているかという

問題もあるのですが、大事なことを言い落としました。 
例えば、街路樹を植えて２５年経って立派になりましたと、一生懸命街路樹が大きくなったため

に根が張って、歩道がバリバリ割れて、ガタガタになっていると。 
この場合に道路はつながっているけどもここは歩けるんですかと。歩けますが、誰が歩けるかと

いうと、普通に足をきちんと上げてある方は大丈夫なんですが、そこを何か押して歩くとか、そこ

をゆっくり歩くとか、そういうような方にとっては、いい歩行環境なのかかどうかというと、これ
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は分かりません。 
      申し上げたかったのは、維持管理の側面もあるということです。そういうところがある程度メン

テナンスされていること、そしてそれは通れるか通れないかという点では通れますが、良い環境か

というとあまり良くないかもしれない。 
      今どき歩道がなくて、自動車がどんどん通って危ないというところはあまりないのかなという感

じもしますが、それでも避難という観点でいえば、果たしてここを歩いて逃げて大丈夫なのかとい

うのはあります。 
そしてそれが維持管理や更新に関わってくるような部分に言及できるような施策も大事ですが、

まずは地元の方からそれをちゃんと吸い上げるメカニズムというのを作っておいて、吸い上げたか

らには対応しますということにしておいていただきたいと、そういうニュアンスもあります。以上

です。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。 
      いずれにしましても歩行環境に関しては少し次回までの間に事務局の方で検討していただきた

いと思います。ほかいかがでしょうか。 
 
西川委員  私の方から交通関係で少しお話をさせていただきたいと思います。 
      まず１８ページの交通対策のところですが、新規ということで４４番、４５番のところについて

お尋ねしたいのですが、４４番にバス活性化基本計画に基づく活性化策の検討というふうにござい

ます。内容とすれば、今、市の方で進めておられますバス活性化の基本計画の検討過程の中で云々

というふうに書いてあるんですが、これも前回のときも申し上げましたけども、必ずしもこういう

ふうなイメージでの議論にはまだなっていないのではないかと思います。 
      ですから、これをここに記述することがいいのか悪いのかということがちょっと気になるという

ことと、それからスポンサー付きループバスの導入というのがありますが、それはどの程度のイメ

ージを考えて書いておられるのかなというのをお聞かせいただければと思います。 
      それから、全体の話とすれば、御存知のように、先月の２０日に地域公共交通活性化再生法が施

行されて、それである程度、地域の交通というものについては、行政の方が主体となって取り組ん

でいくんだという方向性が示されていると思いますが、今回のこの研究会の中で、そういった記述

がどこにも見当たらないと思います。 
      やはり、もう少し踏み込んで市の役割というのを明確にしていただくということも必要ではない

かなと思っています。 
      特に２９ページの先導施策の６のところですが、地域特性に応じた運行方式による乗合タクシー

の導入支援というのがございますが、この中にも地域が主体となった乗合タクシーの導入の取組に

対して云々、あるいはその以下の支援のところでも地域住民が主体となり、乗合タクシー等を導入

するということです。 
      その導入段階にあっては地域からの相談への対応ということでですね、市の方が何らかの形で主

体性を持ってこの問題に取り組んでいくんですよっていう内容になっていないんじゃないかと思

います。 
      この研究会のそもそものこの交通問題を議論するよっていうスタートはそこであったのではな

いかと思います。 
      これであれば今までいろいろなところで議論されている地域の交通問題と何も変わっていない

んですね、ですからそこのところをもう一回踏み込んで、是非この研究会の中で市が主体性を持っ

て市域の交通を考えますと、そういうような形にまとめていただければありがたいなと思います。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。この辺は行政の認識との違いがありそうな気もするのですが、

事務局いかがでしょいうか。 
 
事務局   いただいた意見を基に関係部局と相談させてもらって書きぶりは考えたいと思います。 
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間野委員長 そうですね、交通関係の部局との間の話ということになると思いますので、その辺是非お願いし

ます。常にこの研究会で何回も出てきているのは、行政が果たす役割というのをもう少しきちっと

出してほしいというのが、委員のみなさんから出てきていますので、その辺りを踏まえて少し検討

していただきたいと思います。 
 
槇田委員  先ほど西川委員からありましたループバスの件について教えていただきたいと思います。 
      補足していただきたいのですが、乗合タクシーをやるのは地域のタクシー事業者になるのですが、

乗合タクシーについてもやはり運行費の補助がないと、事業としてやっていけないという部分があ

ります。他の面におきましても、ループバスにも関係するのですが、タクシーというものの公共性

を理解していただいて、地場のタクシー業者がそうした団地の輸送、あるいは高齢者への支援等を

やっているという、公共性を認識して、事業の維持を考えていただきたいというのがあります。 
      タクシーにしてもバスにしても管理面において規制がかかって、安全確保に努めているわけです

が、民間の病院等がやっている患者輸送等を幅広くやっていくとですね、専門の交通事業者への影

響もありますし、法的な面でもいろいろと問題が出てくると思います。 
      タクシー事業においては、支援事業というのを実はやっておりまして、貨物輸送というのをやっ

てはいけないというのがありますが、貨物輸送についても今後タクシーでやってもいいんじゃない

かという議論を今中央の方でやっています。 
      そういうのも検討はされていますが、現状の中では、例えば高齢者の方が病院に行くときの順番

取りとか、それから帰るときに薬を持って帰るのをタクシーの運転手に頼むとか、そういう支援事

業というのは認めているわけでございまして、輸送面ではやはり専門的な安全面での輸送を、運送

事業者が担うべきだと思いますが、そことの切り分けについて法的な面も認識した書きぶりも入れ

ていただきたいと思います。 
 
間野委員長 はい、この辺りもチェックをしていただければと思います。 
 
林委員   毘沙門台の林でございます。お伝えしたいことは、第３章の２８ページの高齢者地域支え合いモ

デル事業の取組というところに関連します。 
      これは制度としては非常にいい制度だと思いますが、現在モデルケースで２か所だけが推進され

ているということですけども、これは２か所で済む問題なのかと。 
      先ほどからいろいろと御指摘がありますように高齢化というものと、少子化というものは一対で

進行しています。 
      ここの中で、地域包括支援センターが窓口になってということになっていますが、対象者を年１

回訪問する頻度で十分予測できるのかという懸念を持っています。 
      ここら辺りで１人増員したからこれが機能するとは私はとても思えてなくて、ここら辺りの体制

の組み直しも一つ御検討いただきたいと思います。 
      それとこの裏側に隠れている問題が実は大問題でして、平成２７年４月から介護保険法が施行さ

れます。 
      これは極端に言うとサービスは低下します、利用者の負担は増加します、という側面を持った介

護保険法の改正です。 
      これに対して、厚生労働省の方は地域包括ケアシステムの推進をしましょう、団塊世代がピーク

に達する２０２５年までにこういった制度に移行しましょうという、支え切れなくなっているとい

うことだと思いますが、包括のケアシステムというのは保険者である市町村、都道府県が、地域の

実勢や特性に基づいて対応策を作るということになっています。 
      私が申し上げたいのは、介護保険法が改正される大きな柱の中に要介護３以上でないと特別擁護

老人ホームへの入所ができなくなる。 
今、待機している人がどのくらいいるのかという実数をきちんと把握した上で、じゃあそれに漏

れる人の対策はどう考えるのかということを是非、実施施策の中に折り込んでいただきたいと思い
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ます。特にお願いしたいことは、２４時間対応の訪問看護というようなものをベースにしながら中

小支援もしなきゃいけないし、地域においては小規模多機能の居宅介護の体制も整えないといけな

いし、介護の予防サービスもやらないといけないよというふうなものが含まれるのですが、ここら

辺りが果たして各区にどの程度整備されて充足されるのか。 
入所ができなくなるということは自宅介護を強いられるということです。経済的にも家族の負担

が著しく大きくなる。その上でどのような体制を作っていくのかということも並行して考えないと、

この介護の問題というのは今から真剣に手を打っていかないと非常に難しい側面がある。 
ここに示されているような高齢者地域支え合いモデル事業というのは当然住民として目を向け

ないといけない基本の部分です。 
だけど、国の制度が変わることによって受ける影響というのは計り知れないほど大きいというよ

うに私は思っていまして、ここら辺りで、どうあるべきなのかということを施策の中で折り込んで

手を打っていく、あるいは広島市の方向を具体的に明示をしていくという視点が高齢者問題には必

要なのではないかというように思っていますので御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す。事務局の方いかがでしょうか。社会福祉審議会あたりの課題かな

という感じもしましたが。 
 
事務局   即答はできませんけども、御指摘いただいたことについて関係部局と調整をさせていただいて、

盛り込めるものについては、盛り込んでいきたいと思います。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。今日はそんな形でいろいろ御意見いただいて、また、事務局の

方で検討していただくということでいいかなと思います。ほかいかがでしょうか。 
     
今田委員  ２７ページの住宅団地の「住宅団地の空き家への住替え促進（案）」というのがあります。この

事業を見渡すと全てが町内会・自治会への丸投げという形になっておりまして、これだけの膨大な

量を町内会・自治会がやるとするのは大変だろうなという気がいたします。 
空き家対策に関しましては、例えば登録住宅という形が出ていますが、登録の住宅を誰がどこに

登録し、その登録された住宅を誰が管理し、誰が契約するのかというところに非常に専門性の部分

があるので疑問があります。 
      自治会の方は、空き家を調べることもできないですから、ここに空き家がありますよ、市役所の

方で調べてください、登録するかどうかは所有者の方に確認してください、というふうな形でのデ

ータの提供はできると思うのですが、それを町内会・自治会に丸投げしてしまうというのは、町内

会・自治会も大変だろうと思います。それは僕はやめた方がいいと思います。 
      専門性があるというところで管理の問題がありますし、誰がその入居者の募集をするのか、入居

したいという方が来られ時に誰がどのように対応して、どういう契約をするのか。町内会・自治会

に全て丸投げというのは大変な気がします。 
他の市町村や他の県でもやっていることなので、これは遅きに失してる部分もありますけども、

やることはいいのですが、何度も言いますが町内会・自治会に丸投げしているところに問題が出て

くるような気がします。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。今の話はこの項目だけではなくて、他にも関連するので今日は、

自治会、町内会の委員も３人いらしているので、町内会とこのいろいろな施策との関係について御

意見いただければと思いますがいかがでしょうか。 
 
澤田委員  美鈴が丘団地における取組でいいますと、２３ページの先導施策１－②の「空き家等を活用した

住民間の交流拠点づくりに対する補助」に関係するものがあります。 
皆さん御存知の「らふぃっとHOUSE」ですね、あそこの大家さんがこの度の安佐北区・安佐南

区の災害に遭われました。だけど、美鈴が丘に戻るのではなく、今の住居の地域で他に家を借りて
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住んでおられる。 
大家さんとしては、家を売り出したい。それで、「らふぃっとHOUSE」の家賃はなんと月１万

円です。これは税金だけの金額かなと第三者は考えています。それで、大家さんの方としては売り

たいんだけど、でも、「らふぃっとHOUSE」としては、かなり認知度も高まったので借り続けた

い。災害に遭われて戻ってこられるかなと思ったのですが、そうではない。 
では、家賃を上げて借り続けられないだろうかということを主催者と真剣に話し合いました。と

ころが、「らふぃっとHOUSE」で食堂も麻雀もいろんなことをやっていますが、市場家賃ほどの

利潤を生むというような体制ではありません。ぎりぎりのところなんです。前にもこの委員会で話

が出ましたが、家賃を補助していただくというようなことを早急にできるのかどうかということが

一つあります。 
また、美鈴が丘はいろいろなことに手をかけているのですが、先ほど林委員の方からも出ました

「高齢者地域支え合いモデル事業」にも関わっています。 
立候補したようなところもあるのですが、美鈴が丘が佐伯区のモデル地区に選ばれて、佐伯区と

してはただ一つ、広島市としては３番目ということです。 
夕べも地域包括支援センターを中心にして意見を交えたのですが、まず、「高齢者を見守る」、こ

れは絶対にネーミングを変えないといけない。「見守り」と言うと監視されているのではないかと

いうように思いますので。 
また、ネーミングを変えるのは後回しにするとしても、どういう体制に持っていくかいうのは昨

日も話したのですが、高齢者ばかりじゃないだろうと、見守りが必要な人は高齢者に多いけどもそ

うでない人もいるということで皆さん認知しました。 
では、どういう体制が必要なのかということはこれから考えていくのですが、それも補助もいた

だけるんだということで私は大変ありがたく思っていて、また地域包括支援センターと考えていき

たいと思います。 
 
吉村委員  今の空き家の問題は３年くらい前に広大と一緒に調査をいたしました。だから空き家がどこにあ

って、どういう状況なのかということは自治会としてはすぐに分かります。 
しかし、空き家の所有者が売ろうとしているのか、あるいは将来は帰ってこようとしているのか、

あるいは何をしたいのかなというのがほとんど分からないという状況でした。ただ、調べたという

だけになっています。 
      それと話がちょっとずれるかも知れませんが、先ほど町内会に丸投げという話がありましたが、

私達がいろんなことやってみて思うのは、問題意識をどこまで皆さんが持っているかどうか、その

団地を将来どうしようかという危機感を持っている方がほとんどおられない。 
私達はアンケートも行いましたが、自分のことに関しては一生懸命となっていますが、団地全体

に関しての問題意識というのはほとんど見られないというように思います。 
この資料においても住民の問題意識について挙がっていますが、それをどういうふうに今後やっ

ていくんだろうかと、やはり団地の住民、全員が問題意識を持っていただければ、私はそこでいろ

んな意味の解決策が出るんじゃないかと思っています。 
 
林委員   団地における空き家の問題というのは２つの側面でとらえる必要があります。 
      一つは、すでに長期間空き家になっている物件をどう活性化するか。これには所有者の特定が非

常に難しい。だから固定資産税の請求をやっている部署で行政の方ではつかめているわけですから、

こういうふうなものを有効に活用するということが１点です。 
      それから、 近、全世帯に対してアンケート調査を行いました。自分が所有している土地・建物

を手放したいというのは７０歳以上のお1人暮らしが圧倒的に多いです。だからその人達に家の始

末、土地の始末をどうするのかというようなことを早めに聞いていただく仕掛けをどう作るかとい

う視点が一つ要ります。 
それは、一人で生活していくためには、不便なところよりも、より利便性の高いところで生活し

たいというのは自然の利だと思います。その時にリバースモゲージじゃないですが、その土地・資



 9/15 

 

産を活用してより利便性の高いところで生活をすると、その裏付けになる収入というふうなものは

賃料で生活が自立できるようにするというのは自然の流れだと思います。 
だから地域では空き家になりそうな予備軍との人間関係づくりをどう進めるかという視点が２

点目ですね。 
だから、そこら辺りのことを意識しながら今あるものをどうするか、発生する予備軍をどうケア

するかという二つの視点が空き家の問題については必要なのではないかと考えます。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。まず、基本的に 初に今田委員の方からの意見について事務局

いかがでしょうか。僕も実を言うと、もう少し行政の責任というのを書かないといけないのではな

いかと思っているのですが。 
 
事務局   先ほど、交通のところでもありましたが、当初からこの研究会で自助・共助・公助と言ってきて、

自助・共助だけではだめだと随分言われてきたと思います。 
今回、特に人口維持が大事だというところに注目した取りまとめをしまして、この人口維持のた

めの空き家対策の部分にかなり公助の力、要するに公的負担、行政の積極的関わりを強くしたよう

な形にさせていただきました。 
この空き家への住替え対策は、他の老朽空き家対策もそうですが、基本的には行政からの直接補

助の仕組みをいれるということをやってみようということでございます。 
その中で、今田委員からあった町内会が絡むのは負担ではないかというのも一方ではあると思い

ます。実は、他都市でも中山間地とか都市部でこのリフォーム補助とか家賃補助とかありますが、

中山間地等では、自治体が空き家の管理を直接行っているケースもあります。 
都市部では、今田委員のような不動産の会社の方に管理をお願いして間に入っていただいて、町

内会がその管理をしているというところは、ほとんどないと思います。ということで委員の御指摘

はもっとものところもあると思います。 
       初に説明しましたが、各施策の制度設計が実はこれからでして、現段階ではアイデアとしてこ

ういった施策が必要だということで、これらについては今のところ予算が付いているというもので

はありません。 
空き家の管理については、「らふぃっとHOUSE」のような例外的なものもありますが、一般的

には間に仲介業者さんが入られて管理をしていただくということになるのではないかと思います。 
他都市の例で言えば町内会が空き家を見つけるという例もありますし、自治体によっては既に市

場に出ている物件でなかなか買い手、借主が見つからない物件を対象にしているところもあります

し、やり方はいろいろございます。 
そういったことは、今から制度設計する中で、不動産業界の方の御意見も伺っていくことになろ

うかと思います。 
 
間野委員長 はい、そのとおりだと思います。これは、制度設計がまだ考えられた段階ではなくて今回の資料、

皆さんお気づきだと思いますが、各ページの右上の方に「本表の各施策はアイデア段階のもの」と

書いてあります。 
このアイデア段階のものの中には、予算が付けばすぐにやるというかなり具体的になっているも

のもあれば、まさしくアイデア段階でそれを制度化しようと思えばかなりいろいろなことを考えな

いといけないというものも含まれているということで、結構、幅があるなというように僕も読んで

いて思いました。 
その辺りは今日御指摘いただいて制度設計に役立てていただくということが必要かなと思いま

す。他いかがでしょうか。 
 
三浦委員  いくつかあるのですが、今皆さんが話題になった町内会・自治会がどこまでやるかという点に関

して言うと、別組織を作るというようなことが必要ではないかなと思いました。 
例えば商店街にあるような「まちづくり株式会社」のような、行政側もある程度出資という形に
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なるかどうかは分からないのですが、住民もある程度負担し、介在する不動産業者も関わるような

組織を作って、資産をうまく活用するというような視点が必要ではないかと思いました。 
全体に関していくつか思ったのですが、まず、根本的に今は世帯数を維持するために、住替えを

促すということなのですが、それは一体どこからかというのがどうしても不安に思います。すなわ

ち市内からなのか市外からなのか、団地間からなのかというような発想です。 
全体としては広島市は緩やかに人口が減少する中でということでしたが、もし、デルタ地帯から

住替えを促すのであれば、反対にデルタ地帯の方は、人口減少が今の予想よりも加速する施策を打

つことになりますし、団地同士でこの施策を行うのであれば、ある団地は今以上に急速に人口が減

少することになるのですが、どこから人を持ってくるのかということがすごく心配です。 
その辺は、どこかから湧いてくるような感じで今は出ているので、全体数が増えないのであれば、

どこかが増えるとどこかが減るということが起きる。そういう部分をどう捉えるかということを思

いました。 
それからもう一つは、今回の全体の流れとして、内容は基本的には成熟期にある団地が対象にな

っていて、成長期にある団地はどうするのかという視点は、今の段階では全く入ってないように思

います。 
そこまで、入れるのか入れないのか。入れないのであれば、 初に各団地のいろいろな区分をさ

れていましたが、今回のこの活性化ということでいろいろなプランを立てていますが、それは成熟

期にある団地を主として対象としているということを宣言すべきだと思います。 
どこをやるのか、何となく皆さんの関心も、成熟期にある団地をどうするかということにありま

すが、実はこれから成熟期になるところも同じ道を辿るのであれば、それに対しては予め何かして

おくということも必要かなと思ったのですが、それはちょっとなかったなと思いました。 
それと先ほど、大体３０年くらいということでしたが、基本的な施策として第一世代の方がある

程度残りつつ、バトンタッチをするような感じのところまでが視野ですけども、その後はどうなる

のかなというのも不安です。 
ただ、そこは将来に委ねるということであれば、そこまではいらないと思うのですが、そういっ

たときには団地全体のイノベーションみたいなこともどこかで触れないと、なかなか個別の家だけ

に手を加えることでは、そのころの時代には対応できないかなと思います。 
それは先ほど塚井委員の言われた勾配がきついところでの移動空間としての質をどうするかと

いうことも含めて、団地そのものを広島市としての一つの大きな住む場所として捉えるのであれば、

団地全体について、今をベースにどう良くしていくかということもどこかで考えないといけないか

なと、それは本当に行政側がやることだと思います。その辺りを少し考えたり、加えることができ

ればと思います。 
 
間野委員長 はい、重要な御指摘があったかと思います。事務局いかがでしょうか。 
 
事務局   世帯数を維持するという目標を掲げているわけですが、広島市全体の人口のことには今回特に触

れてはいませんが、緩やかな減少をするという人口推計が確かに出ています。 
広島市としても行政としての課題は、いかに人口減少を食い止めるかということがやはり大きな

課題の一つで、それは広島市全体としての人口の減少を食い止めようというのも大きな行政課題で

あります。 
その中で先ほどの目指す方向のところにありましたが、広島市はデルタ地域とデルタ周辺部と中

山間・島しょ部という３つのエリアに関して、特に人口に関してはデルタ周辺部に団地があるので、

ここを頑張っていくということでありますが、デルタ部についても業務集積を図っていく中で当然

都市としての魅力を高め、人口を維持していこうというのはございます。 
具体的に団地の人口の８割をどこから持ってくるということをここで書いているわけではあり

ませんが、広島市全体の人口を維持していく中で、団地としても維持していこうという基本的なス

タンスでございます。 
２点目の成熟した団地をターゲットにしているのかということについては、そういうことは醸し
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出してはあります。それはなぜかというと、ほとんどの団地が昭和４０年代、５０年代にできた団

地でございまして、当然そういうところがターゲットになります。 
しかし、成長期にある団地をターゲットにしていないかというと決してそうではなくて、３０ペ

ージにあるように、成長期、活性期、それぞれの段階の団地は当然あると、その団地についても将

来成熟期になることを見据えてやるべきことは当然ありますよね、ということは整理してあります。 
ただ、書いてはありませんが、やはり実質的なメインターゲットは、団塊の世代が高齢化を迎え

た団地ということです。 
 
事務局   一点、少し補足させてください。人口減少の話ですが、広島市外から人を引っ張ってくるという

ことでもないということを言っておきたいということでございます。 
広島には広域都市圏というものがございまして、近隣市町と連携しながら、近隣市町も栄えて広

島市も栄えるというのが基本的な考え方でございますので、冒頭で御挨拶申し上げました中枢拠点

都市制度というのは、まさにそれでございまして、近隣市町と連携しながら広島が経済成長してい

く。それで広島広域都市圏全体が栄えていって、そこで人口減少を食い止めていこうということで、

近隣市町と一緒になって人口減少をやっていきたいという考え方を持っているということです。 
 
三浦委員  そのようなスタンスがあるのであれば、今回の取組そのものが広島市あるいは都市圏全体の将来

を考えたときに、住宅団地を大きな受け皿にしておきたいということは、ちょっと触れられた方が、

夢があるかなと思います。 
厳しい状況になりつつあるところに対してどうするかということではなくて、どちらかというと

未来はもっと広がる可能性があるんだと、その場所としてここを準備しましょう、ということを匂

わせていいんじゃないかと思います。 
 
間野委員長 ということで、僕自身も先程の世帯数の維持というところ、ここはもう取り下げた方がいいので

はないかと思うのですが。むしろ今三浦委員からあったように、その前のページで住宅団地の目指

す方向が２行で簡単に書かれているのですが、ここを今の三浦委員の御意見も含めて膨らませて、

いわゆる数値目標というよりは、郊外住宅団地のこれからの位置付け、重要性みたいなことをもう

少しきちんと書いた方がいいのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 
 
事務局   人口維持というところはですね、数値目標を掲げるかどうかは別にして、人口維持ということを

掲げたいというそこの背景にはですね、先程から行政がもっと関与すべきではないかという意見を

結構いただいているのですけども、行政の人的・財的資源というのはどうしても限りがあるという

ところはどうしても御理解いただきたいと思います。 
そうした中で、どうやって交通なりスーパーマーケットなりを維持していくかということは、マ

ーケットがいかに成り立つかということがベースにありますので、そのためには、やはり人口を維

持していかないとなかなか成り立っていかないのではないかという思想があるということを御理

解いただければと思います。 
いただいた意見を踏まえて、書きぶりは考えさせてください。確かに言われるとおりグラフで出

すと非常に生々しくて信憑性を疑われてしまうというところがあると思いますので。 
 
金谷委員  今日出されたいろいろな施策には、非常に冒険的な先導的なものがたくさんあって、ぜひ進めて

いただきたいということがたくさんあったということを申し上げます。 
それに関連して、空き地や空き家の活用に関して一つ教えていただきたいのですが、空き家を活

用した菜園・花壇とか、空き家を使った地域拠点を作ることに対するいろいろな助成を考えられて

いるということなのですが、その場合の所有者はどのように想定されているのでしょうか。そのま

ま土地あるいは家を持っている人に所有権をおいたまま補助をするという想定なのでしょうか。 
 
事務局   その通りです。 
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金谷委員  となると、施策として大事であるということは考えられるのですが、リフォーム補助や家賃補助

に関して、個人の財産にどこまで公的な介入をするかという公平・不公平の問題がすごく絡んでく

るというか、どこまで私有財産に補助できるのかということを慎重に考えないと難しいのかなと思

いました。 
ここで出た御意見もなんですけが、例えば、補助をする前提として、空き地・空き家をどこかの

財産に移し替える、購入は難しいかもしれませんが、現在、空き地・空き家を持っておられる所有

者が、もちろん売却というお考えの方もあると思うんですが、 近は寄贈してもいい、あるいは相

続して、とにかく地域の方に使ってほしいという方で寄贈するということを他の地域で聴いたこと

があります。 
私としてはそういうマーケットに流通させるかさせないかは置いておくとして、地域のために自

分の財産を使ってほしいという方が今後出てくる可能性も含めて、その受け皿ですね、財産を地域

でマネジメントする組織を作る、もちろんそれが町内会・自治会でできるということであれば、町

内会・自治会が財産を所有することも可能だと思うので、その辺、目的に応じたやり方で、そうい

うことも考えていいのではないかと思いました。 
もう一つは、外から入ってくる方々ももちろん大事だと思うのですが、大きな団地の場合ですね、

団地内での住替え、生活利便施設から遠い地域の方がこの地域に住みたいんだけれども、今の場所

はしんどい。となると、同じ団地内で住替えて、少しでもバス停とかスーパーの近くに住むという

方もあり得るかもしれないし、他都市でもそういう事例を聴いたことがあるので、団地をコンパク

トにしていくという長期的な考えがあるのであれば、その補助を考える上では、そういう団地内で

の住替えが、もしかするとインフラ投資をするより安上がりかもしれない。そんなことも考えてい

ただけたらと思います。 
 
事務局   個人の資産形成はまさにその通りだと思っていまして、特に空き地を花壇にするときに結果とし

て、個人の資産に対して金がいってしまうということになるので、先程の空き家と一緒で、制度設

計がこれからなのですが、例えば、所有者と自治会とが契約を交わすことを条件にさせてもらうと

か、契約が終わった後の財産の処分の仕方に制限を加えるとか、何らかのルールは作らないといけ

ないかなと思っています。 
それから、先ほど三浦先生からもありましたが、地域のマネジメントという意味で、町内会・自

治会だけではない地域のマネジメント組織というのは、今回は施策の中にそこまではなくて、そう

いったことも検討するという文言は入れさせてもらっているのですが、今後の検討課題として、そ

ういう地域の中でのマネジメント組織というものが町内会に代わるものなのか、町内会を助けるも

のなのか、そこはいろいろな形があると思いますが、そういったことも今後検討課題にしたいと思

っています。 
 
間野委員長 ありがとうございました。今の東北の復興まちづくりの中で、まちづくり会社というのは結構活

躍しつつあります。従来のいわゆる中心市街地活性化に伴うまちづくり会社というだけではなくて、

いろいろなことをやるためのまちづくり会社ができているので、その辺を含めて検討していただい

たらいいかなと思います。 
 
竹内委員  子育て世帯の入居のための補助という先導施策があるのですが、本当にお金がかかる話ですから、

補助というのをどの程度考えていらっしゃるのかということ。グレードの違いというと語弊があり

ますが、団地によっては中古住宅が非常に高値で売買・流通しているところがあります。そういっ

たところは本当に多少のリフォーム、クロスを替えたくらいでも入居される方はいらっしゃるでし

ょう。 
そして、郊外の本当に安価な価格で流通しているところ。実はそこに県外の大手パワービルダー

がどんどん進出しておりまして、新築住宅が非常に安く建てられております。そうすると郊外の住

宅にかなりリフォーム費用をかけても、総額でその新築住宅に負けてしまうという逆転現象が現在
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起きております。 
ですから１６９団地全てを対象に同じ制度でいっても、要するに競争力で大きな差がでてしまう。

そこをちょっと考えないといけないのかなと思います。 
小学生以下の子どもが同居ということが条件で当然考えていくのですが、こういった方は子ども

の教育環境を非常に気にしておられます。人口が減少していくとなると、先々、小・中学校の統廃

合、せっかくこういった制度を使って入居した団地で、あると思っていた小学校がなくなってしま

ったということになると、またそこで新たな問題も起こります。 
そういうことで小学校の統廃合等を考えつつ、この全ての１６９団地に同じような条件、先ほど

金谷先生が不公平という言葉も出されたのですが、全て公平にいこうと思うとちょっとまた違うの

かなというのがありますので、それらをちょっと取り入れて考えていかれたらどうかなと思ってい

ます。 
そして、リフォームだけでなく解体ですね、土地に戻すという解体に関しての補助という方も考

えていき、そこで新たな新築住宅が建てられる土地としての流通ができるような状態に促進すると

いうことも必要ではないかと考えています。 
 
村木係長  この素案を見せていただいたときに、「はじめに」のところで６割以上の人が住み続けたいと思

っているのに、なぜ住み続けていないかということから議論が始まっているんだと思うんです。 
おそらくこれまでにもお話しをさせていただいたと思うのですが、社協の方で福祉のまちづくり

プランというものを作成しております。 
そのプランの作成の効果もあるのですが、その作成過程が一番効果が上がっているところでして、

自分が住んでいる地域がこういう地域だったんだということを初めて認識できたという声がよく

聞かれます。 
いわゆる帰属意識ですね、ずっと住んでいるという意識を持つという仕掛けがこの中にないよう

な、そういった視点をこのプラン作成のところでそういう仕掛けができないかというふうに考えま

した。プランを作るときにプラン作成委員会というもの、ここも住民主体で作るとなっているので

すが、それぞれ抱えている課題が違います。 
稼働世帯については日中団地にはいませんので、団地でどういうことが起きているのかというこ

とはなかなか理解できないということがあります。ですから、それぞれの世代がどういった課題を

抱えていて、これからどういうふうにやっていくのかを共有できる場をプラン作成する中で帰属意

識、当事者意識が持てるような仕掛けを作っていただきたいと思います。これは質問ではありませ

ん、要望です。 
 
古森委員  全体的にはかなりお話しが出ていますからいいのですが、それにしても費用が相当かかるだろう

と。是非そこは頑張っていただきたいと思います。 
買い物対策のところで、インターネットスーパーのことと移動販売のことが取り上げられていま

すが、我々の業界でもネットスーパーをやっているところ、あるいは移動販売は去年皆さんも見学

されているかと思いますが、採算ベースに乗るにはかなりまだという状況にあることは事実です。 
そこを何らかの形で少しでも補助してもらえるとか、そういったことがあるのであれば、それな

りにまた考えられる企業も出てくるのかなというようなことは感じています。 
別のことですが、冒頭から数値目標のことがいろいろ出ました。我々事業者の方は何かしようと

すると、すぐにどうしても数値目標を挙げたくなってしまうのですが、ずっとお話し聴いていまし

て、ここの場では確かに皆さんおっしゃるように、あまりドラスティックに出さない方がいいのか

なということも感じてはいます。以上です。 
 
間野委員長 時間が来てしまったのですが、まだまだ御意見がある方もいると思いますが、冒頭に言いました

ように今日は初めて素案というものが出てきたわけでありまして、次回までの間に詰めていくとい

うことであります。 
今日出せなかった御意見や後で思い付いた御意見がありましたら、後日、事務局の方にお知らせ



 14/15 

 

いただければ、次回の検討に使っていただくという形にしようと思いますがよろしいでしょうか。

あと今日、この場でどうしても言いたいということがあれば。 
 
塚井委員  数値目標に関しては疑問を持っていますが、情報を出さないということに関してはよろしくない

と思います。せっかく調査されてそれぞれのフェーズごとに何があるかということを調べられたの

に、数値目標をやめるのでグラフをやめますと言われるとちょっと待ってくださいと言いたくなり

ます。 
私が申し上げたのは、具体的に目標を立てることが困難ですよね、明るく楽しく生活していくと

いうことは数値目標には捉われない可能性がありますよということを申し上げたかっただけで、何

もフェーズごとにいろんなことがありますねとか、多様ですねというような具体的な様々な数値を

隠していただきたいという意図で発言したのではございません。これが一点。 
それから、行政の力の大半は情報だと思っています。マンパワーとかお金ももちろんありますが、

持っている行政情報、今回の事例でいきますと、やはり不動産に関する情報をどうするか。それか

ら今回はあまり表に出てきていませんが、避難の時に個人に関わる情報をどう扱うのか。これは大

分、国の方で施策の方向性は決まってきていますが、この辺りを少し反映させてそれぞれの施策を

考えるときに、個人情報だから全部ダメですとか、目的が違うから全部ダメですということではな

いことを考えていただけると。これは具体的に細かい話になると思いますが、庁内で検討していた

だいた上で、ひょっとすると議会でも議論が必要かもしれませんが、そういう方向でぜひまとめて

いただければと思います。以上です。 
 
間野委員長 先日成立した空家等対策の推進に関する特別措置法の中でもまさしく固定資産税台帳の情報を

目的外使用することを認めるということが出てきていまして、その辺の個人情報に関しては少し全

体的に社会的な流れが変わってきているのかなというのもあります。 
それがないとともかく前に進まない話が結構あり、これは前から何回もこの研究会でも出てきて

いた話ですが、これはやはり行政の協力なしではなかなか前に進まない話ですので、是非検討して

いただきたいと思います。 
      以上で今日の議論は終わりたいのですがよろしいでしょうか。 
      今回いろいろ御意見をいただきました。それから、今後追加意見をいただきましてそれを基に

終的な取りまとめに向けて事務局の方で整理をしていただきたいと思います。 
      一応次回の研究会で成案にしたいということでいきたいと思いますので、成案にするということ

は事前にみなさんに見ていただく時間を取れるような形で資料を作っていただくということは非

常に大事かなと思います。 
      後は、しゃんしゃん総会じゃないですが、事務局からの説明を聞いてこれで是非頑張ってくだ

さいという形で終わりたいと思います。 
      ということで進行を事務局にお返ししたいと思います。 
 
久保下部長 それでは 後に御挨拶させて終わらせていただきたいと思います。 
      今日は本当に貴重な意見をありがとうございました。非常に、我々にとって実のある議論をして

いただきまして本当にありがとうございます。我々としては大胆かつ細心な施策をどんどん打って

いきたいという、この人口減少社会に対応するためにはそれしかないと思っています。 
      大胆かつ細心の中で、特に大胆の方にウェイトを置いたような形でやっていく必要があるぐらい

の気持ちでやっていきたいと思います。 
      そうした中で、今日、細心の注意をしろということでいろいろな制度設計に当たっての、いろい

ろなアドバイスをいただいたことを本当に感謝申し上げます。 
      今日いただいた意見を基にもう一回練り合わせまして、また、委員長始めみなさんに御相談させ

ていただきたいと思います。 
      今日はどうもありがとうございました。 
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事務局   次回の研究会の日程につきましては、先ほど間野委員長からできるだけ早く委員のみなさんに資

料をお見せするということを踏まえまして、２月の中旬から下旬ぐらいにかけて調整させていただ

ければと考えています。 
      また具体的な日程については改めて調整させていただきますので、よろしくお願いします。 
  
       

 
 
 
 
 
 
 


