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第９回住宅団地活性化研究会議事録 

 
 
１ 日 時  平成２７年２月２６日（木）１５：００～１６：３０ 
 
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（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９回住宅団地活性化研究会を開会させていただ

きます。 
      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 みなさんお疲れ様でございます。 
      今日は、大変お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。この住宅団地活

性化研究会でございますけども、平成２５年５月に第１回を開催して、このたびで９回目というこ

とでございます。この間、時には現地視察等々も含めまして、大変熱心に御議論いただき、また、

様々な示唆に富んだ貴重な御意見を賜ったところでございます。 
      その結果として、お手元に置いてございます「住宅団地の活性化に向けて（案）」という現状と

課題、あるいは今後の方向性、それから具体的な支援策も少し入れることができました。 
このような形で取りまとめることができましたのも、ひとえに皆様方のおかげと思っております。 
本当にありがとうございます。今日は前回お示しした案についていただいた意見の修正を御報告

させていただくことにしております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 
事務局    それではこれからの進行は、間野委員長にお願いいたします。 
       資料ですがお手元に２枚程資料を置いてますが、１３ページと１８ページ、これは差替え分でご

ざいますので、そちらの方を御覧いただければと思います。すいませんけども、よろしくお願いい

たします。 
 
間野委員長 今日は、お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。 

今日は 後の研究会ということで２年間の総まとめといいますか、できあがったものを皆さんに

確認していただくということになります。したがって、今日の議事は非常に簡単で「住宅団地の活

性化に向けて（案）」についてということですが、これは広島市として今後、住宅団地の活性化に、

どう取り組んでいくかということについて、まとめたものでありまして、とりあえず前回の素案に

ついていただいた意見について修正を加えたということで、これで皆さんそれぞれの御意見をお聞

きして修正を加えた 終案という形で御提示させていただいているものでございます。 
したがいまして、事務局の方から説明いただいて皆さんに御了承いただくという場ということに

なります。 
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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「住宅団地の活性化に向けて（案）」の説明） 

 
間野委員長 はい、ありがとうございました。 
      ということで、これで研究会としては、市が考えてこられたものに対する御意見をいただいて市

としてまとめる段階にきたということになるわけですが、何か質疑、質問等ございますでしょうか。 
      ちょっと、私のほうからいいですか。さきほど、２枚程、改めたページがありましたよね、１３

ページと１８ページ、これどこがどう変わったのか一生懸命見てたんですが、よく分からなかった

ですが。 
 
事務局   １３ページと１８ページの修正内容は、基本的には一緒です。１３ページを御覧ください。右側

の課題解決のための方針のうちの真ん中、中程辺りに交通対策がございます。 
その中の白抜きの説明文のところですが、修正前は「交通弱者等の移動手段を確保するための支

援」というふうに、要は支援に取り組むということで、市のスタンスとして消極的な表現ぶりにな

っておりましたので、それを市が「確保に取り組む」という主体的な書き方に変えています。１８

ページは同様の文言が左側の上段にありますので、その部分を修正しました。その差し替えになり

ます。 
 
間野委員長 だから修正したのは１か所で、それが２つのページに出てくるので２枚修正をしましたというこ

とですね。かつ、市の主体性をちゃんと打ち出すべきだということに対する修正ということで、こ

れはいい修正ではないかと思いますが、他、何かありますか。 
      これまでの２年間の議論でいろいろありましたけども、ここまでともかくようやく到達したとい

うことで、非常にうれしいんですけども、特に御意見が無いようでしたら今日は 後ということな

ので、皆さん一人一人、御感想というか、あるいは決意表明でもいいんですけども、そういうこと

で一言ずつお願いしたいと思うんですが、どうでしょうか。 
      これは順番からすると、どなたからスタートすればいいですかね。この座席の順番がいいですか

ね。そしたら、吉村委員の方から右回りでいきましょうか。 
 
吉村委員  吉村です。よろしくお願いします。団地活性化について今まで行政の方からかなりのページの資

料が出てきていますし、いろんな先導施策が出てきています。それを考えた時に、我々団地からみ

た場合は、人口減少をピーク時の８割程度に維持していくということが大変必要なのではないかな

と思っております。この８割というのがいろんな問題がありましたけども一応８割程度は必要なの

ではないかなと。 
そのためとしては、団地から転出希望者というのが約２割おりますけども、この団地から転出者

を出さないということと、それから出さないためには、団地内で安心して生き生きと暮らせる場所

をつくることが必要だと考えています。そのためには近くに病院とか買い物、スーパー、あるいは

金融機関があることで、また、無い場合には、今の先導施策６に出てきています移動手段のバスや

乗合タクシーというものを考えないといけないんじゃないかなというように思っております。 
      やはり、連合自治会の中、団地の中を活性化するためには、連合町内会とか社協がいろんな行事

を実施していく必要があると思っています。実質いろんな行事もやってもらっていますので、非常

にいいことだとは思いますけども、そのためのリーダーというか、組織、このへんがどのようにこ

れからやっていくのか、なかなかリーダーが育っていないところが多いというように思っています。 
      そして、いろんな諸行事をやっていく中で大きな問題として行事を行うのは小さい単位の自治会

からいろんなスタッフが出て行っているわけですけども、このスタッフにいろんな行事をやってい

ただいたことは大変助かってるんですけど、逆に負担となってですね、中にも自治会の加入促進と

かいろんな問題が出ておりますけども、やはりこれが負担となって自治会から脱退したいというよ

うな方もかなり出てきています。 
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それで、理由としましては、やはり高齢者であるとか、共働きで時間が取れない、それから子供

が少ないために子供会の行事が非常に多いので、大変負担になっていると、少人数で行事をこなさ

ないといけませんので、大変負担になっているというようなことが大きな原因になっているように

思います。 
そこで、問題は団地全体の行事で今そういう問題がいろいろ出てきていますので、これをまた、

私どもの方は小さく分けて、自治会の中でＮＰＯ法人や任意団体が趣味の会というものをたくさん

つくってこれが町内全体に広がっていくようにすればいいのではないかなと。 
だからこうした任意団体やＮＰＯ法人が町内連合会、あるいは社協とどのように今後連携してい

けばいいのかなと思っています。 
次に、二つ目としまして、やはり活性化のためには今の団地の中の団地自体の活性化とそれから

ここの中にも先導施策にいろいろ出てきていますけども、他地域からの転入者を図るという施策が

出ていると思います。ただ、やはり団地の良いところをいかにアピールできるかということと、た

だ単に今、１軒、２軒がポツポツと空いてると、確かに全体的にはかなりの数が空き家になってい

るんですけども、やはり、同じ自治会の中で３世帯、４世帯同時に入居しなければ、どうも友達が

できない。あるいはさっき言いましたように子供会の行事が全部自分のところに偏ってくるという

ようなことで、なかなか団地の中に入っていこうと、既存の今の団地は結構、年寄りになっていま

すんで、年寄りの中に入っていくことに非常に抵抗を感じているように思っています。これがどう

解決していくかが、今後の問題だとは思っています。 
後に私個人の希望を申し上げますと、やはり団地内に１００から２００世帯は入れるような高

層住宅を確保していただいて６５歳以上、まあ７０歳以上くらいの人の一人暮らし、または二人暮

らしでも体調が悪いような人を戸建てから高層住宅に３、４世帯同時に入居させるというようなこ

とができれば、高層住宅の１階部分に広間を設けて、ここが趣味の会とか、あるいはここにヘルパ

ーを派遣したり、あるいは病気を診たり、いろんなことができる場所ができれば、同時にお年寄り

が移動する場合でも、同時に３、４世帯だったらお友達がいるということで移動していただけるん

じゃないかなという気がしています。 
それと、戸建て住宅も先ほど申し上げたように、３世帯から４世帯が同時に入居すれば、友達等

もできるということで、今後、市営住宅や県営住宅、公団住宅の建設や建て替え、それから今現在

ある建物を有効活用していただければなというふうに私は希望しています。以上です。 
 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。それでは林委員お願いします。 
 
林委員   毘沙門台の林でございます。 

ここまでやっと辿り着きましたけども、プランそのものは非常に総合的に網羅されていので文句

をつけるところはないと思いますけども、これをいざ実際に成果を出すためにどう動くかというに

はですね、相当、知恵も必要だし、支援策についてもより具体性を持った提示がないと、いかんの

ではないかなというような気がします。過去にもこのような助成制度というものがありましたけど

も、そういった助成制度がどの程度活用されて、どの程度の成果を挙げているのかという検証も私

は必要ではないかなという気がしていまして、総花的にどこの団地でも含まれるし、個々の検討さ

れた問題をどの団地に適用するのかという選別も今後、必要ではないかなという気がしています。 
それから一番懸念しているのは、自分の団地は自分で自立していけるように知恵を出さないとい

けませんけども、この対象としている１６９の団地の自治会が実際にどの程度、危機感を持って問

題にアプローチをされているのかというのが、実は一番気になる点でございます。 
我々が思っていて、こういうことが必要だよね、という視点で論議してまいりましたけども、 

１６９の団地の自治会のマネジメント含めてそういったことが、どこに問題があるのか、何を困っ

ているのかということをもう一度整理し直して、その地域にふさわしいものの私案を提示して成果

を出していくというふうなことが、次のステップでは必要ではないかなという気がしています。私

は、危機意識に、相当温度差が大きくあるような気がしてなりません。 
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それと、今回の土砂災害で感じることですけども、自分の居住している団地が安全であればそれ

でいいというわけにはまいりません。したがって、社協の活動もそうですけども、自主防災の活動

もそうですけども、隣接する学区社協単位、中学校区でもいいですけどもそこらあたりの連携機能

をこれからは相当、突っ込んだ形で連携していくということを、地域が取り組んでいかないといけ

ないというふうな危機意識を持っています。 
今回、毘沙門台も被害がございましたけども、住民のコミュニティ力を改めて認識して、良かっ

たねという部分ありますけども、お隣の緑井が困っていれば我々は応援に行くべきだったし、今度

は、安東の学区が危険地域に指定されるということであれば、そこと連携していざといった時の救

助活動にも我々手を差し伸べなければいけない。そういうふうなことがある程度、五つか六つくら

いの単位で機能するような仕組みをつくっていく必要があると感じています。 
その中で、エリアで見た時の問題点の解決の仕方、自分が居住している団地の課題の解決の仕方

という整理をして、公共交通にしても何にしてもそうですけども、タクシーの運行も随分、新聞で

取り上げられますけども、その結果がどうなっているかというと、補助事業がなくなると辞めざる

を得ないということを繰り返したのでは意味がないような気がしています。 
ですからそういうような視点で、ちょっと自分のところはどうするかというのは、そこ固有の問

題は、そこの地域で解決するとしても、隣接するところでエリアとして解決しなきゃいけないとい

うアプローチが必要なんじゃないかなという感じを持っています。 
 

間野委員長 はい、ありがとうございました。それでは澤田委員お願いします。 
 
澤田委員  美鈴が丘です。この会に参加させていただいてすごく感謝しています。非常に勉強になりました。

ありがとうございます。私どものところでは、例えば交通問題ですけども、団地の端っこの方、緑

街区とか西側、東側というのは、多少交通の便が悪いものですから乗合タクシーを出そうというこ

とで、いろいろ市の方とも交渉していくわけですけども、基本的には 初の年は、市から援助して

いただく、赤字は全部してもらう。でも、基本的には自力で何とかできる範囲のようなプランを立

てるべきじゃないかなと考えてるんですね。それでなおかつ援助してもらえば、ありがたいという

ことですけども、その前に、タクシープールをこの間から稼働させました。 
どういうことかと言いますとバスで帰って来たときに、大抵の人はモールで降りるんですけども、

そこから南街区、緑街区、東街区の端っこのところまで行くと大変だと、特に酔っぱらったお父さ

んたちが帰れないということもありますし、それから商店街で買い物した重い荷物を持って帰るの

が大変だという時に、気軽に乗れる乗り物、多少お金を出してもいいからあったらいいなというこ

とで、モール街の一画にタクシープールをつくったらどうだろうかということで、一番問題になっ

たのは、短距離だから乗車拒否をされては困るので、絶対に乗車拒否をしないということでタクシ

ー会社にお願いして、今朝もこちらにバスで来るとき、今朝というかお昼近くだったんですけども

見た時に、タクシーが停まってました。つい 近稼働したので、果たしてそれがどれだけの需要度

があるのかどうかは、まだデータとしてはいただいてないので、いずれタクシー会社の方からデー

タはもらうつもりですが、そういうふうにして少しでも何とかしたいと考えています。 
美鈴が丘は、特徴的なのは前期高齢者が非常に多いんですね。だけどその人たちをどうやって町

内会の方に引っ張り込むかというのは非常に問題だと、非常に難しいと思っているんですね。 
例えば私は、よく話題になる「ら・ふぃっとHOUSE」の近くにいて、それで活動にも参加させ

てもらってるんですけども、そこにはいわゆる定年退職した男性がたくさん集ってくるんですね。

どの日かというと麻雀をする日ですね。「賭けない」、「吸わない」、「飲まない」の健康麻雀ですね。 
私も七十の手習いで参加させてもらってるんですけども、そのお父さんたちが昔の企業戦士だった

んですよ。だから、これだけ（盲牌）でも牌が分かるっていうような強者の中に入れてもらってカ

モになってるんですけども、そのお父さんたちを麻雀だけに来るんじゃなくて、どうやったら町内

会に参加させることができるかっていうのは非常に悩んでいるところです。 
それからもう一つ、先ほども出てきましたけども、高齢者の見守りというのも現在動いていると

ころなんですけども、佐伯区で初めてのモデル地区になったんですね。包括さん（包括支援センタ
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ー）が中心になってやってもらってるんですけども、包括さんの場合は、高齢者に限定されてるん

ですね。そうじゃなくて、障害児を抱えた若いお母さんなども心配なので、たまたまヤクルトを利

用されている方なので、ヤクルトレディの方に頼んで、そういったところも声を掛けさせてもらっ

てるんですけども、要するにみんなで見守る、しかし、見守るっていうと監視してるみたいだから

緩やかな見守りをどうやっていくかということを今検討してるんです。少しずつではありますけど、

いろんな課題を抱えながら前進してるんじゃないかなと自負していますけど、今回のように本当に

細かな施策を出していただいて、心強い限りで、これからＳＯＳをどんどん出していきますのでよ

ろしくお願いいたします。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。今の三人の方は、団地の居住者の方、現場からの声ということ

で是非、モデル事業にエントリーしていただいて、第１号になっていただければなあと思います。

それでは三浦委員お願いします。 
 
三浦委員  今回２年間、現地も見ながらいろいろ議論も重ねてきて、膨大な情報を有するとりまとめに至っ

たということは、大きな成果だと思っています。 
とりわけ、現状として市の人口の２５％が居住するエリアをどうするかということに関して、か

なり議論を重ね、そこを市の重要なストックであるという位置づけをした上で、将来的にも持続さ

せる方向性を示せたのではないかなと思います。 
ただ、そういったときには、そこの資産的な流動性はしっかり確保しないといけないだろうなと

思います。どんどん新しい人々が入ってくるような場所に、なり続けておかないといけないと思い

ますし、単に住まいだけのことではなくて、広島という地域全体での産業の活性化も含めて、雇用

の場というものと併せて考えていかないといけないことだと思います。住まいばかり考えても働く

場所が無ければ住み続けることは難しいので、そういったところも別の施策の中で展開していただ

かないと、せっかく団地の方でいろんなことをやったとしてもうまくいかないかなと思いました。 
それから、今いろんな取組をそれぞれの住宅団地等でされているのですけれども、これから、も

しいろんな人に住んでいただくということを考えたときには、かなり価値観であるとか、コミュニ

ティのつくり方が違うように思うのですね。今は、住んでいるところでコミュニティをつくるので

はなくて、別の領域でコミュニティをつくっている若い世代が多いわけです。場所にとらわれない

コミュニティの在り方というのもあるので、そういったときに、この場所に根付いた団地のコミュ

ニティというものと場に束縛されないコミュニティをどう融合させるのかということも必要なの

かなと思いました。 
それから今日、修正等の説明があったところです。個人の資産について、皆さんの方でも、どう

すればその資産価値を維持できるかをいろいろな施策の中で選択されながら進められると思うん

ですけども、場合によっては、やはり素人ですので、それに関してはプロの方のアドバイスを受け

るようなことにもチャレンジされてはと思います。そうすることによって、そこの団地であるとか、

あるいはひょっとすると団地というユニットではなくて、団地の中のこのブロックがいいというこ

とにもなってくるかも知れないと思います。それは確かに競争なんですけども、お互いが競争する

ことによって全体のクオリティが上がればいいのではないかなと思っています。 
郊外住宅団地というのは、他の都市にはない広島が持っている大きな資産ですので、是非それが

これからも魅力的な資産であり続けていただければと思っています。以上です。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。それでは塚井委員お願いします。 
 
塚井委員  まずは、取りまとめていただきありがとうございました。私自身も団地の実態というものをかつ

て居住していたこともありますけども、離れてからだいぶ経ちますので勉強させてもらいながら話

を伺っていました。 
正直な感想で申し上げますと、大変悩ましい分野だと思っています。何が悩ましいかというと、

どこまでが行政の領分なのかというところが非常に不確定なお話が多かったように思います。特に
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毎度、論点になるところで、今もお話を伺いながら相変わらず悩んでいるんですけども、公平とい

うのをどう考えるのか。おそらく既存の過去の施策の意味での公平性ということでいうと、今提案

されていることは、不公平な施策が提案されているようにも思います。今までの理屈、理由づけで

考えますと、やはり個人の資産であったり、個人の移動能力であったり、個人の生き甲斐であった

り、そういうところに多少なりとも公的に関与するというと変なんですけども、おそらくコミュニ

ティを介してということになると思いますが、直接手を入れるということではないはずですけども、

しかし、間接的にでも関わっていくということを今回のメニューの中では全般的におっしゃってい

るんだろうというふうに感じます。 
チャレンジだと思います。三浦先生からのお話もありましたように我々の地域が持っている資産、

あるいは歴史的な経緯、それから災害に対する地勢的な条件とかいろいろございますけども、それ

を考えて、おそらく一歩を踏み出そうというところは、今回の制度の眼目のはずです。この時に、

公平に対する考え方を変えていこうということだろうと思いますけども、やはり冒頭お話しもあり

ましたように、では一体どうしてこれが公平といわれるのか、なぜ我々にとってこれが必要なのか、

このあたりをうまく理解して、おそらく検証も必要だと思います。しばらく経って、これはやはり

まずかったかなというのも出てくるでしょうが、あまりにも保守的になりすぎると、何もできなく

なってしまいます。これは不公平だから、前例がないから、ということで対応できるような状況で

はないと思いますので、少しそこは野心的になるかもしれませんけども前のめりにやっていくと、

そういう意味では今回の施策は使いようによってはチャレンジングな内容がたくさん含まれてい

ると思いますので、是非私自身もどこかのフィールドでお手伝いできればというふうに思っていま

す。 
そして、たくさんの方が手を挙げてくださるといいなあと、それから挙げてくださったものに対

して、できるだけ広い心でみていただければいいなあと、もちろんしばらく経って、これはちょっ

とおかしいんじゃないかというものに関しては、当然見直していくことになるでしょう。ですから

モニタリングという視点は、とっても大事で施策を用意したけども使い勝手が悪いんだとかですね、

実際やってみたけどこれはちょっとあまりにも受け入れられないとかですね、そういった観点を今

行政的な知見として、やっぱり私は行政力を上げておいていただきたいので、蓄えていていただい

て、それをコミュニティの方から相談があったときに、間接的にフィードバックしていただけるよ

うな、そういう広島市さんであって欲しいなあと思います。 
出身が土木のものですからコミュニティのことだけで見ているわけではないんですけども、それ

でもより一歩を踏み出して新しい地域づくりができていくことを願っていますし、私自身もできる

ところでは力を尽くしたいと思います。いずれにしてもこのモニタリングですね。 
これに関して、それからもう一点だけ、途中で申し上げたように、行政は情報を持っていますの

で他のセクションが持っておられる情報をどれだけ中で共有してうまく問題にならないようにそ

れぞれのコミュニティに返してあげることができるか、これもチャレンジだと思います。この施策

をうまく動かしていく上でのチャレンジだと思いますので、その２点ですかね、モニタリングと情

報の共有、ここを頑張っていただいて、あとはそれぞれのコミュニティの中での頑張りをできるだ

け引き出してあげるような格好で運営していただければと思います。以上です。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。それでは金谷委員お願いします。 
 
金谷委員  はい、ありがとうございます。私もこの研究会に参加させていただいたこと、それからここまで

の議論で皆さんからたくさんのことを学まさせていただいたことに、まず感謝申し上げたいと思い

ます。 
私なりに、この研究会でやってきたことを整理させていただくと、多分これまでインフラを整備

して進めてきた、ハード中心の街づくりから今までつくってきたものをどうやって活用して、どう

やって住みやすくするのかというソフトの街づくりに転換していく、一つの転換点になるような場

に立ち会わせていただいたのかなと思います。 
具体的に今日出された施策をみるとですね、ほとんどが大きなものをつくるというよりは、いろ
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んな住民の方、あるいは事業者さんの取組を組み合わせてやっていく、そういう大きな転換点を団

地を中心に示しているのかなと思いました。 
三浦委員が言われた「団地は広島にとっての資産なんだ」ということで、勇気を得ているんです

が、考えてみますと１９６０年代から７０年代に団地ができ始めて、そのころに生まれた子供たち、

あるいは団地で育った子供たちがそろそろリタイヤの時期を迎えるのが今なのかなと。自分もそこ

に入るんですけども、その団地に人を回帰させようということがここでも示されているんですが、

そういう状況を考えるならば、この地を離れて第二の人生をどうしようかなと思っている方が、広

島圏外にたくさんおられるのかも知れない。ということは、いろいろ示された団地の魅力をアピー

ルして、ここに来てもらう人をもっと増やすんだということが、結構、現実味を帯びるのかも知れ

ないなとそんな気もしています。 
もう一つの追い風は、今、政府を中心に地方創成とか一極集中じゃなくて大都会でないところの

暮らしをもっとよくしていこうという大きな流れがある中で、これから多分、地域間競争が非常に

激しくなってですね、広島市さんだけじゃなくて全国各地の都市、地方も含めて大競争になると思

うんですけども、そこでいち早く広島市さんの場合はですね、郊外の団地を住みやすくする、そこ

を受け皿にするよというここでの成果を出すことによってですね、その６０年代、７０年代に子供

だった人たちに、もしかするとアピールするという絶好の機会にあるかも知れないなと、そんなふ

うにポジティブに考えたりもしました。 
ただ、 初の三人の方のお話でもすごく思ったんですけども、ソフトな街づくりで中心になるの

は住民の人たちだということがよくあると思うんですが、それはそんなに簡単でないと三人の皆さ

ん言われたとおりであって、多分やる気のある人、無い人があるという問題と、仮にやる気のある

人ばっかりであっても年代とか立場とか価値観というのが本当にバラバラで、それを一つにまとめ

ていって何か住民の皆さんでやる、合意を得るというのは言うほど簡単じゃないんじゃないかなと

私は思っています。ここで示された施策を進めていくには、広島市さんの御担当部局の御苦労は並

大抵じゃないだろうなと、それとコミュニティはそれぞれなので、一つのやり方を全部に当てはめ

るっていうことは多分できない。となると苦難の連続であって、成果が出るのも多分数年では出な

いかも知れない、かなり長い取組と成果が出ない間の忍耐力も必要ではないかと。そういうことも

あると思うんですが、それでもあえてこれだけの施策を出されたということに本当に敬意を表した

いと思います。 
もちろん私もお手伝いできることがあればと思って、ちょっと長くなりましたが感想にさせてい

ただきます。ありがとうございました。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。それでは今田委員お願いします。 
 
今田委員  今田でございます。不動産業者の立場で発言させてもらいます。この２年でやっと、広島県でい

えば他の市町に追いつきかけてきたかなと、住宅団地の活性化ということで、この２７ページにも

書いてあるような施策（先導施策２、３）が本当にできるのであるならば、今現在、他の市町では

既に始めている施策の後追いをしているという状況になっています。国の国土交通省も一生懸命に

なって、中古住宅の流通であったり、空き家対策に対しましては、日本全国で１４の団体をつくり、

また、空き家対策に関しては１８の団体をつくって、それぞれの地域である意味競争させて、この

問題について検討をさせております。そういったことも考えると、やっとこの２年間でこういうプ

ランができあがってきて、２７年度からは本番に個別のプランをどう施策に活かしていくのかとい

うとこになってくるのは、非常に希望が湧いてくると思います。先ほど、三浦先生の方から「住ま

いだけじゃなくて、仕事も必要だと」いうことは、日本全国どこに行っても空き家の問題と過疎の

問題は、必ず仕事がないと人が来ないというところがありますので、今回の研究会の中で 初のこ

ろに、お話をしたと思いますが、徳島県の神山町というところは町を挙げてインフラ整備をして、

インターネットを全て使えるような状況にしまして、グーグルであるとかヤフーであるとかの社員

がそちらに住んで、そこで仕事をしていくという状況をつくっている。それを全てこちらで使える

とは思いませんけども、これだけ大きな団地が広島市にある中で、仕事をどこに求めて、住まいを
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今の団地に求めていってもらうのかというのは大きな課題になってくると思いますので、インフラ

という意味ではもっともっと広島市だけの領分じゃないかも知れませんが、考えていかないといけ

ないんじゃないかなと思いました。 
      この研究会では、いろいろな立場の話がありまして、非常に参考にはさせていただいております

ので、これから我々も不動産業会の立場といたしましても、そういったことも踏まえながら一生懸

命やっていきたいと思います。 
      もう一つ、ちなみに広島県の空き家の窓口というのをつくっておりまして、１月から第三土曜日

に空き家に対する無料相談会を行っています。１月が３３組の相談がございました。２月は３０組

の相談がございました。それぞれ所有者の方、非常に悩ましく思っておられます。空き家に対して

どこから手をつけていいか分からないという方が非常に多くいらっしゃいますので、そういった方

にもこういったところから研究会で出てくるプラン、施策に対してですねもっともっと集中して差

し上げたらいいんじゃないかなという気がいたしました。以上でございます。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。それでは続きまして古森委員お願いします。 
 
古森委員  はい、スーパーマーケット協会の古森でございます。私どもは小売業の方の団体でございますの

でその立場からですけども、ここに書いてる施策、今の段階ではこのくらいだろうなという感じで

見させていただきました。生協さんのお話を伺ったり、我々地場の企業さんでもインターネットを

使っての販売に取り組もうというふうに既にやられている企業さんもあります。ただ、前にも申し

上げましたように、やっぱり我々地場の中小のスーパーマーケットの協会でございます。規模はそ

れぞれありますけども、正直申し上げて、今現状ではインターネット販売等でとても採算がとれる

ベースではないだろうと、事業者ですからどうしても採算とれないとやっていけないということで

ございます。それでもご存じのとおり、移動販売を新規に去年始められた企業さんもございます。

我々としても、どうしてもそういったこともやっていかなきゃいけないという認識は大いに持って

いるわけですけども、先ほど言いましたようにやっぱり採算ベースを考えた時に、果たしてどのく

らいできるだろうかと思いはずっとあります。ただ、これだけ世間で言われているとおり、少子高

齢化の時代、我々中小の企業におきましても、やっぱり大きな経営課題になっているのが現実でご

ざいます。ここ数年特にそういうことを話題にする企業さんは皆さん一緒だろうと思います。 
      じゃあ、お店ができるかというようなお話も出てこようかと思いますけども、売る方の側からし

ましても、いろんな面で大きく今、変わりつつあるのも事実でございます。もうすでに皆さんも御

覧になったりされていると思いますが、ここ数年くらい前から無人のレジを設置した企業さんもご

ざいます。お客様も少子高齢化ですけども、我々のところで働いている人たちも、いわゆる若い人

たちがどんどん少なくなっている。ここ数年先にはもっとひどい状況になるのではないかと心配も

していますけども、片方ではいろいろな変化が起きつつあります。先ほど言いましたレジもそうで

すけども、今月の１０、１１、１２月に東京で我々スーパーマーケット業界の大きな展示会があっ

たんですけども、今年のレジメーカーは逆に今度は無人じゃないんですけども、一人の後ろに精算

する機械が三つくらい付いていまして、我々どうしても生鮮食品を多く扱っていますので単体の商

品もありますけども、そういった生鮮商品なんかもございますので、レジを通過させるというのが、

いろんな販売方法ありますから手間かかりますよね、そこはお店の従業員がやって、後お金の精算、

現金でもいいし、カードでもいいし、電子マネーでもいいんですけども、 近はいろんな方法が普

及してまいりましたけども、その精算する機械がその人の後ろに三つくらい付いているスタイル、

そうすると非常に人手が少なくて済む。無人のレジと比べれば、ちょっと手がかかりますが、無人

のレジは５台か６台くらいを一人で管理するみたいなことをやっているのが現状ですけども、それ

より、もうちょっとコミュニケーションがとれるような精算の仕方、だけど多分スピードは速いだ

ろうと、例えばそういうようなことですとか。 
      あと我々の業界ではコンピューターが入ってはいますけども、現実的にはまだ本格的にはという

とここ２０年くらいのことでしょうか。ポスデータといって販売時点でのデータとかいろんなもの

を追跡していながら、まだまだ使いきれていない部分がありますけども、その辺りがどんどん進ん
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でいくと、多分やろうと思えば今のお店の従業員の人数を劇的に減らしたお店も運営できるのでは

なかろうかというようなことも思ったりもします。そういういわゆるあまり大きくないお店でも、

小さいお店でも従業員が少なければ、採算ベースには乗ってくるのではなかろうか、という思いも

近はしてるんですけども。 
      あれこれ言ってもしょうがないんですけども、我々小売りにも大きな変化がきているような気が

しますし、それが少しでも世の中の買い物に不便をきたしている方のプラスになればというような

ことも、この研究会に出させていただいて感じております。以上で終わります。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。では鈴川委員お願いします。 
 
鈴川委員  はい、２年間本当にありがとうございました。いろんな分野の方の御意見を聞かせていただいて

視野も広まったと同時に、難しい話には正直ついていけなかったところもございました。 
しかし、この委員会として、各委員の皆様が言われたことを事務局が吸い上げて反映してくださ

っているのはすばらしいなと思いました。やっぱり委員会では、意見を言うべきなんだなというの

をすごく実感しました。私は特に地域の方から聞いてた声としてどうしてもということで発言させ

ていただいた中で、空き家を活用した地域活動をするときの補助の問題とかも具体化していただき

ましたし、 初から気になっていた５ヘクタール未満の小さい団地の取組についても応援していこ

うということで、 後に修正していただいたので大変ありがたいと思います。今回の災害の時に、

私は特に安佐北の方の被災地に応援職員で入らせてもらって、本当に小さな団地の中で地域の方た

ちが率先して動かれているところに、ボランティアさんとかと一緒になって活動した中で、私は所

属が社協ですが、学区社協では大き過ぎてもっともっと小さい町内会単位とかでしっかりいろんな

活動をしていかないと、それこそ住民の目に見えてこないという部分も痛感したりしました。 
今度、いろんな新しい施策ができてきますけど、そういうのを活用してこれからもいろんな住民

活動を応援していけるように協力をしていきたいと思います。本当にありがとうございました。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。では竹内委員お願いします。 
 
竹内委員  住宅産業協会の竹内です。この２年間、この研究会に参加させていただき、今現在の住宅団地の

現状や問題を市民への直接アンケートを実施して分析したり、また、自治会や町内会を運営されて

おられる住民の皆様から直接知ることができました。 
現在、空き家が全国で８２０万戸以上、また、そのうち使用目的や管理が明確化されていない空

き家が２５０万戸以上、３５％という途方もない戸数となり、社会問題化しております。政府も昨

年１１月に空き家対策特別措置法を成立し、空き家問題解決に乗り出したという絶妙なタイミング

とも重なりました。 
私共もこの研究会で調査し、提起された多くの問題点や団地の住民皆様の声を真摯にとらえ、世

代を超えて住み続くことのできる持続可能な街づくり、そして家づくりに活かしてまいりたいと強

く認識いたしました。 
また、既存住宅の活用においても、子育て世代が安心・安全に住むことができる防災・防犯対策、

耐震や省エネのリフォーム等の推進にも力を入れてまいります。 
個人的には、それ以上にですね、「あの団地は多少不便な場所だけれども、あの魅力的な家に是

非、住みたい。」と名指しの希望者がでるような付加価値を生むイノベーションの提案等も必要な

のではないかと考えています。クリスマスにイルミネーションを飾る家が大変増えてるんですけど

も、「あの団地のあそこで、ちょっとクリスマスのイルミネーションを私も飾って住みたい。」と、

たったそれ一点でその場所に決められる方も若い世代にはおられるわけですね。 
そしてまた、これ一つ 近の事例ですけども、郊外団地においてはパワービルダーの非常にロー

コストの住宅が建って、非常に安く販売されているんですけども、ここ 近その相場よりも、はる

かに何百万、相当高い値段でも売れている建売住宅があるんです。こちらの何がポイントかという

とコンセプトを非常に明確にしていまして、家よりも外構ですね、庭まわり、ここに通常の事業者
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さんが建てる３倍から４倍くらいのコストをかけて、タイルでテーブルをつくりこんだり、そこで

雨の日でもタイルですから腐りませんし、そこでいつでも常設でバーベキューパーティでもできま

すよ、というような郊外に住んでるんだけど、生活にわくわく感があり、暮らし方を買っていただ

いているというような家が、しっかりと売れてきているという現実があります。 
住宅団地の活性化は、高齢者社会を迎える待ったなしの大変困難な課題ではありますが、この研

究会でなされたように官民が協力し、知恵を出し合い解決策を探り、早期に実行することが本当に

重要だと認識いたしました。 
私共も地域社会の一員として、より一層の取組を行ってまいります。 後に、この研究会に参加

させていただき本当にありがとうございました。 
 

間野委員長 はい、ありがとうございました。では、西川委員お願いします。 
 
西川委員  バス協会の西川でございます。私もこの委員会に参加をさせていただいて非常によかったなと思

った点は、バス路線というのは非常に住宅団地でどんどん縮小しているという現状があるわけです

けども、正直こういう情報というものにあまり接する機会がなかった。これは本当にはっきり申し

上げてそういう状況にございました。ですからこの委員会の中で住宅団地の現状なり、将来にわた

ってのいろいろな見通し、あるいは不安要素、そういったものを勉強できたということについては

非常によかったし、ありがたかったなと思っております。これは今後のバス事業の路線再編とかの

問題にも、是非役立てていきたいなというふうに思ってます。 
この研究会の中でとりまとめをしていただいた膨大な資料でございますけども、交通関係につい

ていろいろ意見を言わせていただいて、その中で今日も修正の方をしていただきましたように、交

通対策に関しての市の主体性と言いますか、そういったようなことを盛り込んでいただいたという

のは、非常によかったなというふうに思っております。 
ただこういうまとめで終わるんでなくて、是非実行ある施策につなげていただきたいというふう

に思っております。我々バス業界としましても、この研究会の中でいろいろ教えていただいた問題

を基に、今後バス路線を維持していくために、どういうことが必要なのかなということは早急に検

討してまいりたいと思っていますし、また、今回のこのまとめの中でいろいろ施策がございますけ

ども、地域の足を守るということはすべての前提になってるんじゃないかなというふうに思ってま

す。ですから我々のほうの業界としても何としてでも地域の足を守るということに関して積極的に

関わっていきたいと思っています。 
そして、広島市さんの方で今進めておられる「バス活性化の基本計画」、こういったものと連携

しながら、本当に一体的になったそういった交通網の形成ということに努力をしていきたいと思っ

ています。 
是非、今後とも連携した取組ができるようにさせていただければと思っています。以上です。 

 
間野委員長 はい、ありがとうございました。では 後に、槇田委員お願いします。 
 
槇田委員  タクシー協会の槇田でございます。タクシー業界の立場での感想を言わせていただければと思い

ます。私もタクシーの立場の意見しか出していないので、あまり研究会に役立つような意見は、申

し上げられなくて申し訳なかったと思っていますが、タクシーの立場もですね、 近は私共でお願

いしているのは、タクシーは住民の足として必要ですよと、それは分かっていただけると思うんで

すが、ドアツ―ドアの乗り物として必要なんですと、公共性があるんですよと主張を常にさせてい

ただいているわけですけども、そうしたことを主張するからにはですね、新たなサービスの提供と

か団地活性化の中で言われている乗合タクシーの運行とかも積極的に取り組まないといけないな

と思っています。 
      今日の会議の前に、私も事務所の方で過去の資料を改めて見させていただいたことで一点だけ感

想を述べさせてもらおうと思うんですが、意識調査の中を見直してみたんですけども、そこで住民

が今住んでいる住宅を決めるに当って何を重視しましたかという中を見ますとですね、通勤通学、
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公共交通、買い物、これが５０％前後で３項目は高いんですね。次にそれでは現在の満足度はどう

なんですか不満の高い順で言いますと、交通、買い物、通院となってるんですね。ですから当初、

求めていたこと、その団地で評価していたものと、今不満に思っていることが逆に相対的に現れて

おりましてですね、昔便利であったはずものが今は不便に感じているという結果になっているなと、

改めて思い直しました。 
それから、さらにいろいろアンケートを見る中で、転居したい理由はなんですかというと、比率

の高い順が、買い物、坂道、通院、バスという順番なんですね。先ほどの不満が高い順と同じよう

な感じですが、一つ違うのが坂道というのが出てきましてですね、年齢を積み重ねてきた結果で逆

に不満を感じるように変化した中で、坂道というのが非常に生活の上で大きい障害になっているん

だな、というようにちょっと思いました。 
将来不安に思うことの中でもですね、健康状態、移動手段、住宅老朽化、坂道、となっていまし

て、ここで坂道が出るんですね、これが４０から５０％をそれぞれ占めていました。その下の方に

バス路線の廃止、商業施設の撤退、病院というのが出てきまして、やはり今の施設とか移動方法と

いった不安もありますけども、やっぱり自分の身体の状況とか、住居の関係で老朽化、それとあわ

せて、今の坂道ということについての移動方法の不安等があるんだなと改めてちょっと思った次第

でございます。改めて言うこともないと思うんですけどもですね、これらを考えてみると昔はマイ

カーでそれなりに乗っていければその団地は十分に満足できる団地だったんだろうと思います。そ

れが今になって健康の障害が現れたり、歩くことが苦痛になったりということで、団地の坂道とい

うのが非常に障害になっている、そういう状況が出てるんだなと改めて思いました。 
そういうことで、今の乗合タクシー等の足の確保が非常に言われてきたんだろうと思っておりま

す。移動手段も当然なんですけど、前回、塚井委員さんが申しました歩行環境の改善も、そこらか

ら必要なんだなと、改めてその御指摘も的を得てるなと思った次第でございます。 
健脚でこれまで不便を感じなかった坂道なんですが、歳をとっていくことによって障害になって

きたということで、そこにやっぱり新しい移動手段がいるということで、今の乗合タクシーの要望

が強いということであるんだろうと思っています。そう考えると、現在、バス路線がないところ、

いわゆる坂道で周辺に公共交通が、バスが走っていないというようなところも、これからどんどん

足を確保してほしいというような要望が出てくるんだろうと思います。その中で、今の乗合タクシ

ーというのも出てくるんだろうと思っております。 
そういうことで、乗合タクシー、できるところについては、地域それぞれで自主的な取組をしな

がらやっていきながら、それにタクシーとしても支援していきたいと思っています。ただ、運営面

や財政面でいろんな制約もございます。やっぱり採算がとれないとタクシー業者もやっていけない

ということもございます。そういうことで、いろいろいな今後、支援とか、地域の協力もいただき

ながらやっていただくということで、それにタクシー業者も協力していきたいと思っています。 
それと併せて、今のタクシーの個別輸送そのものも役割は一層大きいと思っております。乗合タ

クシー以外の普通のタクシーも重要だと思っております。そういう面でも新たなサービスの提供と

か、生活支援等、何かタクシーでできることはないかなということも検討はしたいと思っています。

先ほど、美鈴が丘団地のお話でタクシープールを確保していただいて、そこに常駐するというお話

がありました。非常にいいアイデアだなと思っています。ただ採算面がどうなのかなということは

ありますけども、そういう提案もいただきながら、業界も協力しながらということで、非常にいい

ことかなと思っています。そういうことも含めて公的な助言や支援を地域の方にいただきながら、

業界としても取り組んでいきたいと思っています。以上、業界の立場での感想ということでお話し

させていただきました。 
 
間野委員長 はい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。 

後に、私の方からも感想を言いたいと思います。 
もともと住宅団地のことをいろいろと調査していまして、その関係でこの委員長という大役を仰

せつかったんですが、住宅団地の問題というのは全国的な課題になっています。そこで、先行して

いる団地問題は、どちらかというと集合住宅、いわゆる公営住宅、公団住宅の建て替えだとか、リ
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フォームだとかというような話が先行してあるんですが、この一戸建て住宅団地に関する活性化の

取組というのは全国的にも例がなくて、個別にもちろん団地ごとで頑張っている団地というのは、

全国的にもいろいろあるにはあるんですが、このように市が、広島市という行政が、しかも総合的

に取り組むという、個別の制度、空き家対策だとか、先ほどの乗合タクシーの話もそうですけども、

個別の対策はいろんなところで行われているんですけども、それをまとめて総合的に対策を打たな

いといけないという発想から取り組むというのは、全国的にもいわゆる役所という意味ではないん

じゃないかなと思っていまして、そういった意味では非常に画期的な研究会で、かつ、できあがっ

たものもですね、多々不満は皆さんお持ちなのはよく分かりますし、それからよく見ると「検討す

る」というのが非常に多いのも気になっていて、皆さんの方からもあったように、これを実際に実

施にもっていくには、まだ、何段階か踏まないといけないものもたくさんあると思います。そうい

う意味では今後、ちゃんと見守っていかなきゃいけないなと思っています。 
でも、皆さんから先ほどからありますように、この場は非常にいろんな分野から団地に関わる人

が参加して議論を戦わせた、御意見をいただいたということは非常にいいことだったと思います。

こういう場が本当に必要だと思います。非常に総合的な課題ですから、いろんな分野の人が集まっ

て意見交換するという場というのは、非常に有効だったと思います。 
かつですね、僕はいつも評判の悪い事務局と言いますか、市役所の担当の人たちがここまでいろ

いろと新しい施策を捻り出してくれるとは思ってはいなかったので、その点は非常に頑張ってくれ

たなと思います。それだけにこれをちゃんと実施に向けて、しっかりと進めていっていただきたい

というふうに思っています。特に今言ったように個々の施策に関しては、他でもやっていることも

あるんですけども、一番大事なのは、先導施策１の「“まるごと元気”住宅団地活性化補助」とい

う、これです。これは結局のところ今言った団地を福祉の面から、交通の面からということではな

くて、一つの団地の総合的な問題を総合的にとらえて、それに対して総合的に支援していく、そう

いう事業としてこれは立ち上げようとしているわけですね。だから、これを是非、ここに参加され

ている三つの団地の方を始めとして応募していただいて、ここでやっぱり先進的なモデル的な事例

ができてくると非常に全国的にも注目されますし、あるいは他の団地にも注目されて後に続く団地

が出てくるんじゃないかなと思っていますので、この先導施策１を是非、これだけやればいいとい

うわけではもちろんないんですけども、これを優先的にと言いますか、実現していただきたいなと

思っています。 
はい、長い間、本当にお付き合いいただきまして、ありがとうございました。これで後は市役所

の方で、これを実施していくのを我々としては見守っていかないといけないなと、僕は福島の方に

行ってしまいますが、皆さんは今後いろいろと協力していただかないといけないことがたくさんあ

るんだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 
では、これにて住宅団地活性化研究会を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 
久保下部長 後、私の挨拶で終わりということになっているんですが、せっかく委員長の方から事務局にお

褒めの言葉いただきましたので、中心的な役割を果たしてきた課長と主幹に一言ずつ話させたいと

思いますので、よろしくお願いします。 
 
事務局（主幹） まったく予定にないことですので、しゃべること決めてないんですが、本当にありがとうご

ざいました。２年間、住宅団地の検討に関わってきました。初めての経験でした。こういった研究

会をするのも、調整をするのも、非常に勉強になりました。そして、実は非常に大変でした。この

２年間、検討してきまして、委員の皆様方のお力があってこういったものがどうにかできまして、

これ自体は、「位置について」、「用意」、「どん」、で言ったら、「位置について」の段階だと思いま

す。ですから今から用意して、来年度施策をスタートできたらそこが「どん」になるので、ゴール

したというか施策が動いた時に、数年後、これがいいものだった、いいものができたんだなと将来

言われるようなものに、来年度以降動かしていけたらなと思っています。 
 
事務局（課長） みなさん、ありがとうございました。本当、２年間、今主幹が言ったように大変な２年間で
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したけども、私は課長なので、私がする仕事は、やっぱりこのまとめたものに、これから人と金を

付けていくということに尽きるんです。中身のアイデアは、職員が一生懸命頑張ってくれてつくっ

てくれて、やっぱり役所なもんですから予算と人が付かないとこの事業は動いていかないわけです。

だから、特に新規と名打った事業については、今予算は付いていませんが、４月以降、順次必要な

予算を付けて、それに携わる職員を付けて、実際皆さんと一緒になって動いていけるような形をつ

くると、これが私の仕事なものですから、それはこれからも一生懸命やっていきたいと思っていま

す。 
いずれにしましても、２年間本当にお世話になりまして、少し強引なところもあったかも知れま

せんが、本当、お世話になりました。ありがとうございました。 
 

久保下部長 すいません、突然のふりで。２年間本当に、ありがとうございました。 
この２年間の間に急に国の方では、人口減少社会への対応ということを言い始めまして、それへ

の対応ということで、まさに先導的な役割を果たしていけるのではないかというふうに思っていま

す。 
それから今日のお話の中で、これは一つ行政の公平さに対するチャレンジだと御意見ございまし

た。これは大変ありがたいエールだというふうに思っています。現象だけみると個人に対する補助

が、 終的には地域の全体の活力を生んだと言われるような施策にしていきたいと思っていますの

で、我々も今本当にスタートに立ったばっかりということで、これからが大変だと思っています。

これから頑張ってまいりたいと思っています。 
そうした中でやはり今日も行政の役割はどこまでかということもございましたけども、やはり今

日ここにおいでの皆様方のお力添えがないと、この問題は解決していかないのだなと思いましたの

で、今後、さまざまな立場からのお力添えをいただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願

いしたいと思います。 
           どうも、ありがとうございました。 

 
事務局     改めましてありがとうございました。これで、第９回、 後の研究会を終了させていただきます。

ありがとうございました。 
 


