
 

居住施策に関する意見交換会 議事概要 

 

テーマ：居住施策における行政と民間の役割分担について 

日 時：平成 26 年 3 月 4日（火）10：00～12：00 

場 所：愛知県東大手庁舎4階 408会議室 

参加者：小松尚（名古屋大学准教授）、家森信善（名古屋大学教授） 

特定非営利活動法人高蔵寺ニュータウン再生市民会議（理事長 曽田忠宏） 

愛知県建設部３名、事務局（愛知県住宅計画課３名、コンサルタント２名） 

 

課題等提案者からの課題・施策提案等                            

■小松尚（名古屋大学准教授） 

□県の役割について 

・行政は制度に則ることが基本であるため、制度を踏まえた各種計画のフレームワーク(枠踏み)１）

をきちんとつくっていただきたい。基礎自治体では直接対応しづらい広域にわたる課題や自治

体の境界を越えて考えなければならない課題について、県が上手く采配していただきたい。 
・フレームワークができた時に、実際の事業に落とし込んでいく道筋をつくっていただくと同時

に、ある程度時間が経った後にその結果を検証していただきたい。数値的に把握できることだ

けでなく、質的な面も含めてロングスパンで評価する必要もあろう。 
・県の役割として、以前はプレイヤーだったが今はプレイヤー兼マネージャーというお話があっ

たが、マネージャーの役割がより期待されている。特に住宅に関しては、大半が民間の事業者

が建設し、供給していることを考えると、そのマネジメントが県が担うべき役割ではないか。

以前は、規制や誘導という形で各種の試みがあったが、参加型のプロセス形成や民間活力の導

入を見据えると、民のプレイヤーをつないでいく役割が今後期待される。 
□課題① 住宅地の評価と将来計画の策定 

・愛知県は人口が減らないという予測があるが、今後、現在分布している住宅地がそのまま継続

していくのは難しいと思われる。その時に、客観的に既存の住宅地を評価しながら将来計画を

策定することが必要になる。縮小していく、削減していくといった評価をせざるを得なくなっ

た時に、基礎自治体が評価はできてもそれを公表し、合意形成に結び付けていくことはなかな

か難しいと思われる。 
・県や我々専門家のような第三者的な立場から情報を開示し共有していかなければならない時期

が来ると思われる。評価手法をどう構築し、将来計画をどう設計するのか、また合意形成が図

れたときに、住宅地を順次「畳んでいく」ための制度設計や経済的支援の裏付けが必要になっ

てくる。 
□課題② 空き家・空き地の面的管理 

・より直接的な課題として、各地で空き家・空き地が増えてくることは予想に難くないため、先

取りしてそれに対する計画を策定していく必要がある。その時には、住宅単位ではなく、街区

単位ではなく住宅地単位で計画する視点を持っていてほしい。 
・特に、名古屋東部丘陵地には高度経済成長期的に開発された郊外住宅地が大量に存在するが、

市街化区域だけでなく市街化調整区域にも面的に広がっている。後者の住宅地は一般的に立地

条件が悪いため、そういう住宅地から空き家・空き地が面的に発生してくることも想像される。 



 

・ある一定期間使用実態がない空き家・空き地を公的に管理することを一度検討する必要がある。

具体的には、法的な可能性や財源、直接的に誰が関与するのか。おそらく当該自治体ではなか

なか対応できず、また自治体の境界を超えて対応する必要が生まれると思われるので、隣接す

る自治体間で課題とマネジメントの方向性の共有が必要になろう。 
□課題③ 賃貸住宅の量・質両面での向上、ストック化 

・民間賃貸住宅の問題について。日本は持ち家レベルでは先進国と遜色ないレベルだが、賃貸と

なると狭小であったり、住空間の質も必ずしも高いと言えるものではない。しかし、ストック

としては大量にあり、量と質の両面での向上をどう実現していくかは大きな課題である。 
・関連して、県営住宅の空き家問題として、60,000 戸のうち 9,000 戸（15％）が空いていること

からも、今後の公営住宅のあり方については早急に検討しなくてはならない。 
・公営住宅のハード整備に費用が回らない状況であれば、アメリカのバウチャー制度２）のように、

民間住宅で質の高いもの、例えば、面積や耐震化、高齢者対応、省エネ対応等で一定水準を満

たす住宅については優良賃貸住宅として認定し、公営住宅として活用してもよいのではないか。 
・この他、立地上不利にある、もしくは、小さな戸数の公営住宅をまちなかへ集約させたり、震

災が起きた時に都市部では仮設住宅の建設地が確保できないので、被災を免れた住宅にいち早

く移り安定した生活を取り戻してもらうことが考えられる。 
□まとめ 

・実際に事業を行うのは基礎自治体や民間であると思うが、制度的、計画上のフレームワークを

形成しながら、それを具体的な事業に落とし込んでいき、一定期間が経過した後には事業評価

を行う。広域のマネージャーとして力を発揮していただきたい。 
 

■家森信善（名古屋大学教授） 

□行政の役割 

・経済学の基本的な考え方として、まずは自助努力で対応できることは個人に任せるべきだが、

現実には個人の努力だけではどうにもならないことも多い。例えば、大地震に備えて自宅の耐

震性を確保することは基本的には個人の責任であるが、個人の自発的な取り組みだけで放って

おくと過少になるのが一般的な傾向であり、それを社会的に望ましい水準まで是正することに

行政的な役割がある。 
□経済なくして、快適な居住環境はなく、快適な居住環境なくして、経済はない 

・アメリカデトロイト市３）は自動車産業の街だったが、自動車産業の衰退により雇用が喪失し、

失業者が増えたことで低所得者が増え、膨大な行政支援が必要となり、その結果、他の公共サ

ービスの質・量が低下した。このことが、治安を一層悪化させ、住環境がさらに悪化した結果、

税収基盤が崩壊してしまった。 
・愛知県は強固な産業基盤を持ち、人口は当面増加すると予想されているが、この予想はリーマ

ンショック前の 2000 年代を反映したもので、決して安心できるものではない。 
□雇用確保と地域産業の振興 

・県内の労働者の 3 人に 2 人が中小企業で働いており、中小企業が雇用を維持拡大できるために

県はどうしていくか。この地域でいかに雇用を確保していくか。産業振興は居住施策の観点か

らも欠かせない。 
・ただし、目先の振興が生活環境を壊しては長期的な発展につながらない。むしろ地元の人々が



 

自然や文化、伝統と共存している住環境が、観光につながるような産業振興もあるのではない

か。 
・IT 化や流通網の発展によって立地の制約は弱まっていることもあり、快適な居住空間の提供が

すぐれた人材の集積を促し、地域の活性化につながる可能性もある。日本再興戦略でも住環境

の向上は都市の競争力の強化のひとつとして認識されているが、県としても取り組んでいきた

い方向性が国の政策と合致した場合には積極的にそれを活用することが重要。 
□県だけでできることには限界がある 

・居住環境の整備は、個々の住宅を整備することだけでは達成できず、まちづくりとしての面的

な取り組みが不可欠になると考えられる。外部性のあることなので民間だけでは解決せず、県・

市・国の公共が主体的に関与することが望まれる。また、住民、企業、金融機関、大学、NPO、

市町村、国などあらゆる主体の協力関係を構築することが必要である。このなかで、県は傍観

者的な評論家ではなく、実際にまちづくりの現場に飛び込んでいく必要があるのではないだろ

うか。 
・金融機関もリレーションシップバンキング４）や地域密着型金融と呼ばれる経営姿勢をとってい

る。例えば、商店街の再生について取り組んでいたりするので、金融機関ともこれからアライ

アンス５）されていくといいのではないか。 
□具体的な施策の検討 

・少子高齢化が進む中で、 低限の公共サービスを提供するためにはどのようなまちづくりが必

要かを考えていく必要がある。弊害もあるかもしれないが、コンパクトシティ的な発想が必要

ではないか。 
・商店街でシャッターが下りはじめると途端に魅力が下がり、全体が駄目になってしまう。住宅

も空き家になったらすぐに何らかの形で活用しないと地域の住環境が悪くなる。空き店舗・空

き家への早期の対応が必要である。 
・日本再生戦略６）の中で、不動産流通システムの抜本的な改革や不動産流通市場の活性化を図る

こと、2020 年には中古住宅市場・リフォーム市場の規模倍増を実現することなどが謳われてお

り、国としても中古住宅市場の活性化を図っていくとのことである。こうした国の施策に県が

上手く合う形で取り組められれば一定の成果が得られるのではないか。 
・事前的な防災、減災としては耐震補強が考えられるが、同時に被害からの事後的な迅速な回復

を促すことも必要である。通常は地震保険や風水害保険等の保険があるが、同時に、兵庫県で

つくっている簡易なお見舞い金程度の共済のようなものも検討が必要ではないか。 
・また、災害時に仮設住宅のかわりに日本全国に 750 万戸ある空き家を活用するために、地震が

起こる前から常に空室情報を把握し、いざというときにすぐ用意ができる仕組みや体制を整え

ておく必要があるのではないか。 
 

■特定非営利活動法人高蔵寺ニュータウン再生市民会議（理事長 曽田忠宏） 

□はじめに 

・現行の住生活基本計画について、県全体としてはどういうことをやっていくのかよくわからな

い。第５章でさらに住宅地を整備するとしているが、それはもう必要ないのではないか。土地

区画整理で住宅地をつくっているが、本当に人口が埋まるのかという疑問がある。 
 



 

□日本におけるニュータウン 

・日本のニュータウンは、日本全体が住宅難で都市に人口が流入しているのを受けて、鳩山一郎

内閣時に住宅計画を始め、多摩ニュータウン、千里ニュータウン、高蔵寺ニュータウンがニュ

ータウンの先駆けとしてつくられた。 
・多摩、千里、高蔵寺の人口比率は、高蔵寺を 1 とすると、千里が 2、多摩が 3 である。 
□高蔵寺ニュータウン計画について 

・高蔵寺ニュータウンを計画した 2 人のリーダーが 1968 年に石川賞７）を受賞したが、高蔵寺ニ

ュータウン計画に対しての賞であり計画としては素晴らしかったということだが、それほどい

い街になったか。都市は都市計画だけではできないという思いがしている。 
・住宅難に対し国策として住宅をつくろうということで、当初春日井市は誘致運動をしていたが

小学校等の公共施設建設の市負担が大きかったため一転して五省協定８）で動き出した経緯があ

る。 
□高蔵寺ニュータウンの現状 

・UR は空き家率を公表していないが、電気メーターを確認して UR 賃貸全戸の空き家率を調べ

た熱心な住民がおり、全体で 30 数％、高いところでは 60 数％あることがわかった。 
・名大や椙山女学園大や名城大の若手研究者が高蔵寺ニュータウン研究会をつくり、子供達が帰

ってくるかという調査した結果、5 人のうち 4 人は帰らないという意見だった。 

□高蔵寺ニュータウンの今後 

・ネオでエコな持続可能なガーデンシティ９）にしてはどうかといった再生マスタープランの住民

案をつくっている。 
・ニュータウンの北側には少年自然の家や春日井市の緑化植物園があり、更に北には多治見の道

樹山や弥勒山という丘陵があり、そこを住みやすく持続可能なエコなまちにしたらどうかと提

案している。そのためには、ある程度行政が調査をして住民も賛同して一緒にやっていく必要

がある。 

・国立社会保障・人口問題研究所の 2005 年の指標をベースに 65 歳から 5 歳刻みで要介護者の割

合をみると、65 歳は 3.5％、70 歳は倍の 7％、75 歳はその倍の 14％、80 歳は 26％、85 歳以

上になると 56％と倍倍の法則があるという話があり、非常にわかりやすく参考にしている。要

支援を自治体に任せるという話があるが、そうなった時に春日井市はどうするのか。 
・高齢化していくと人口が減るだけでなくお金がかかる。高蔵寺ニュータウンに人が入ってくる

と地価が上がり税収も増える。 

□さいごに 

・特に名古屋周辺のベッドタウンと言われている郊外住宅地をどうするかが今後の課題になる。

今後、行政と民間で話を詰めて、あるいは仕分けをして、住宅地としてコンパクトにして残す

という処方箋をつくるより仕方がない。 

 



 

意見交換                                         

□県が計画をつくっていくことについての役割 

・今後はそれぞれがこれは私の役割ですと思い至るような計画がつくれるといい。局面ごとに新

たな調査をするなり、分析をするなり、PDCA10）と言われるようなもう一度つくりなおす仕組

みがきちんと動いていくといい。 
・これまでは縦割りで、民間もお金になるところに行くがならないところには行かないというこ

とがあった。民間ではない第三セクターが動き出すと住民の中で動いていくが、家森先生がお

っしゃったように、汗をかいて飛び込む人やセクションが必要という気がする。 
・計画には、 終形を示す計画とプロセスを示す計画があると思う。 終形の計画は理想形を示

して、それに向かって進むという方法であるのに対して、プロセスを示す計画は、課題を示し、

計画の考え方や決め方は設定しながら、あとはその時々の合意形成にある程度委ねるというの

がプロセス重視の計画。計画のフレームワーク（枠組み）を設定するというのは、後者の発想。

空間計画は市町村の境界を越えることは当然あり得るので、まさに空間と決め方のフレームワ

ークが必要になる。それぞれの地域や自治体もしくは複数の自治体が共有できる空間的な枠組

みと合意形成していく枠組み示すのが、県が今後担うべき役割ではないか。 
・県は県民の税金で賄っているという意味で県が税収を得るためには、例えば観光客に少しでも

愛知に来てもらう必要がある。住む選択においても同様。セールスポイントは地域によって伝

統文化や気候など様々なので地域で売り物を変えるべきと思うが、競争を意識して我が県はこ

れだというものを持って、いかに魅力的にしていくかが大事。 
・ 終的にメインのプレイヤーは民間なので、行政のスタンスが不確実要因になっては困る。行

政の計画はビジネスプランがポジティブに働くようにしていくことが必要ではないか。 
・ドイツを鉄道で旅行すると、街が点在しており、街と街の間は畑になっていたりする。経済の

視点で考えると、病院や学校を維持するにはある程度まとめなければという意見がでてくる。

低限供給できるのはここですといった位置付けにせざるを得ない。正直出来るのかわからな

いが、問題意識を持ってできるところを誘導していく必要はあるのではないか。 
□優良賃貸住宅の認定について 

・消費者側からすると行政のお墨付きがあるということだが、もう一歩進んで何かあった時は優

先的に斡旋するとか、情報を被災者に提供するということがあれば、民間事業者にとってイン

センティブになるのでは。少しずつだが、若い世代の持家に対する意欲が下がりつつある。み

なし仮設の話や、民間住宅に住み続ける人が増えてくるのならば、それを絡めた方策を考えて

みてもよいのではないか。新規供給される賃貸住宅だけでなく住宅や中古住宅の質の向上、流

通の促進の方策になるのではないか。 
□空き家・中古流通 

・空き家自体はなかなか売買されにくいが賃貸にすると価値が出てくるという話があった。賃貸

として活用していく方法は非常に重要だが、これまで民間の賃貸住宅の実態を把握できていな

かったのではないか。 
・高蔵寺ニュータウンでも戸建て空き家が非常に多いが、春日井市も全体は把握できていないの

ではないか。誰がどう調べるのか。現在、戸建て空き家は 600 戸以上あるのではと言われてい

るが、放置すると駄目になってしまうので、子育て世帯に安く提供できればニュータウンの魅

力も上がると思う。賃貸も含めてストックをどう活用していくか。 



 

・今ある住宅は中古流通を意識してつくられていない。30 年経過したら壊すつもりでつくられた

住宅を評価して流通の可能性はあるのか。流通を前提に 100 年住宅をつくってスケルトンにし

てリフォームできるようにすればそういう物件になる。 
・現状において、持続していきそうな住宅地はたまたま空き地があったり空き家が再生されたり、

余裕を持てた住宅地でその余裕が流通につながっている感じがする。 
・高齢者対策や高齢者施設の話ばかりやっていると今の小中学校と同じでたくさんの空き施設が

出てきてしまう。それぞれのセクターがどういう方針なのか。団塊の世代がいなくなった後の

イメージをきちんと描く必要がある。 
・駅前の立地がよいところが空いてしまうと社会的にもまちの顔としてもよくない。商店街でも

個人の利害で賃貸は面倒だからとシャッターを閉めてしまうが、商店主が利用しない店部分は

基本的に他に貸し出すような形でまちづくりを進めて、ある程度成功している事例もある。個

人では面倒なこともまち全体としてやっている。 
・レインズの分析を見ると、マンションの中古物件は築 30 年を超えてもマーケットで売買が成立

し始めている。ただ、銀行では築 20 年を超える物件は担保価値を認めない傾向があるので、築

15 年の段階で 20 年分のリフォームをしても極端に言えば 5 年分のローンしか借りられない。

地域を考えている地域金融機関や小さな信用金庫と協力してやらないと、全国一律の基準では

苦しい。行政も実験的なことをやってもよい時代になってきているのではないか。国や県でい

ろいろやっていくうちにいいものが出てきて、民間が模倣するようになっていく形がベストだ

と思う。 
・空き家を上手く借り上げて、固定資産税や修理費を半年くらいの余裕で返すことができる仕組

みがあって子育て世帯に安く貸すことができるといい。空き家条例があるが、もう少し上手に

借りられる条例ができるといい。 
□ニュータウンに戻って来ない理由や背景 

・大学で外に出て就職もそちらでしてしまうと戻ってこない。雇用の問題が大きい。もうひとつ

は周辺に安い土地がある。ニュータウンの土地は買おうと思うと高く、売ろうと思うと安い。 
・高蔵寺ニュータウンで当初入居された方は全国から来ていたが、時代が経つに従い愛知県の人

が多くなっている。転勤族が結構おり子供達は出て行ってしまうし、当初から入居している人

も介護などで故郷へ戻ってしまう。 
・ジュニア世代は若い時に市内の便利なところに住んでそのままになってしまい、自分の子供が

学校に行くようになれば生活基盤ができてしまい、親の家があっても戻らないのではないか。 
・駅に近い、環境がいい、すぐ近くにいい小学校があるといった条件で選別が行われる。そうい

うときには評価や仕分けを行政的に働かせてもいいと思うし市場的にも働くとは思うが、もう

少し大きくこの団地は駄目だということはなかなか言いにくい。 
□プロセスを示す、合意形成に至るまでの計画のイメージ 

・住生活基本計画で、この団地は持続できないといったことは書けないが、人口減や高齢化が進

んだ時に、あるいは市の財政力が弱った時に、維持できないところが出てきそうだということ

は書ける。自治体の担当者や市長が自らそれを口にすることは難しいのであれば、県としては

認識していますという後ろ盾があると自治体も取り組みやすくなるのではないか。 
・この団地は駄目ですと言うのは難しいが、そういう方向にいってほしい場合はマーケットを使

うことも考えられる。価格が下がっているとか、取引が成り立っていないといった情報が十分



 

にでていなければ、そういう情報が出てくる仕組みにして、マーケットの状況を示す方が行政

にとってはやり易いのではないか。マーケットが使えるなら活用するという発想も必要ではな

いか。 
・以前、災害情報として危険なところをきちんと示したり、災害復興計画でここは優先的に復興

するここは後回しになるということを示すことは判断材料になるのではないかという話があっ

た。そういった意味での計画もあるのではないか。 
 

以上 
 
注釈 

１）開発・運用・意思決定を行う際に、その基礎となる規則、構造、アイデア、思想などの集合

をいう。「枠組み」と訳されることが多い。 
２）バウチャーは引換券・割引券を意味し、国や自治体などが目的を限定して個人を対象に補助

金を支給する制度。 
３）アメリカ合衆国ミシガン州南東部にある都市。面積 370.2k ㎡、人口 951,270 人、都市圏人口

4,452,559 人で全米第９位（いずれも 2000 年国勢調査）。全米一の自動車工業都市として発展

したが、自動車産業の衰退等により 2013 年に財政破綻した。 

４）長期的に継続する取引関係の中から、金融機関が借り手企業の経営者の資質や事業の将来性

等についての情報を得て融資等を実行するビジネスモデルをいう。 

５）異種の立場の人や団体、複数の企業が、互いに経済的なメリットを享受するために、緩やか

な協力体制を構築すること。 
６）東日本大震災後の日本再生のために日本政府が定めた基本戦略（2012年7月31日閣議決定）。 
７）日本都市計画学会が授与する学会賞。学会発足首唱者の一人で、近代日本を代表する都市

計画家の石川栄耀の業績を記念し設けられた。 
８）大規模な宅地開発又は住宅建設に伴い必要となる関連公共公益的施設の建設又は整備につい

て、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が一定の

条件のもと立替施行を行うことができるものとして、関係する5つの省（当時の建設省、大蔵省、

文部省、厚生省、自治省）により結ばれた「宅地開発又は住宅建設に関連する利便施設の建設

及び公共施設の整備に関する了解事項」等のこと。 
９）田園都市。1898 年にイギリスのエベネザー・ハワードが提唱した、都市と農村の融合を目指

した新たな都市計画の概念。 

10）政策の企画立案（Plan）、実践・執行（Do）、評価・点検（Check）、改革・対策の実施（Action）
の繰り返しにより、経営管理を行う手法。 


