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１．開  会 

【事務局】 

定刻となりましたので、只今から 令和元年度 第１回堺市住宅まちづくり審議会を開

催致します。 

  委員の皆さまには、何かとご多用の中、ご出席を賜わり、誠にありがとうございます。 

  私は、本日の司会を務めさせて頂きます、住宅まちづくり課 髙下です。よろしくお

願い致します。 

  本日の審議会は、委員委嘱後初めての審議会ですので、まず、会長及び副会長を選出

する必要があります。会長が選出されるまでの間、僭越でございますが、私が議事の進

行を務めさせて頂きます。 

  

本日の議事は、お手元の次第のとおりです。また、本日の資料は、次第の下側に記載

のとおりです。万一抜けている資料などありましたら、随時事務局へお知らせ願います。 

また、本日出席頂いております委員は、堺市住宅まちづくり審議会委員 17 名のうち

15 名です。 

  出席委員が過半数に達していますので、堺市住宅まちづくり審議会条例第 7 条第 2 項

の規定により審議会が成立しておりますことをご報告致します。 

 

  なお、会議は公開するものとしております。本日の会議の一般傍聴者は、2 名です。 

傍聴者におかれましては、受付でお渡しました「傍聴における遵守事項」をお守り頂

きますようお願いします。 

 

  続きまして、審議会の設置主旨等について説明致します。 

  本審議会は、市民生活の基礎である住宅をはじめとし、生活空間の総合的な整備とい

う観点から、本市における住宅及びまちづくりに関する施策の推進について必要な事項

を調査審議するため、設置しております。 

  なお、会議の記録のため、事務局で録音等を致しますので、ご理解の程よろしくお願

い致します。 

  また、会議録の概要を作成し、各委員への確認を行なったうえで、本市のホームペー

ジに掲載させて頂きたいと考えておりますので、ご了承のほど、よろしくお願い致しま

す。 

 

＜委員紹介＞ 

つづきまして、委員の皆様方をご紹介させて頂きます。 

順不同でございますが、よろしくお願い致します。 

正面向かいまして右側より、神戸大学大学院 工学研究科 大西委員です。 

続きまして、大阪市立大学 文学研究科 教授 大場委員です。 

続きまして、大阪市立大学大学院 生活科学研究科 教授  小伊藤委員です。 

続きまして、奈良県立大学 地域創造学部 教授 佐藤委員です。 

続きまして、弁護士 新田委員です。 
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続きまして、独立行政法人 住宅金融支援機構近畿支店 地域営業部門長 末廣委員

です。 

続きまして、独立行政法人 都市再生機構 西日本支社 副支社長 塚本委員です。 

続きまして、大阪府住宅供給公社 整備推進部長 財部委員です。 

続きまして、正面向かいまして左側、堺市議会議員 加藤委員です。 

続きまして、堺市議会議員 札場委員です。 

続きまして、堺市議会議員 西委員です。 

続きまして、堺市議会議員 池尻委員です。 

続きまして、堺市議会議員 田渕委員です。 

続きまして、堺市自治連合協議会会長 山本委員です。 

続きまして、大阪ガス株式会社 エネルギー・文化研究所 主席研究員 加茂委員です。 

どうぞよろしくお願い致します。 

なお、大阪市立大学 工学研究科 教授 嘉名委員、大阪府 住宅まちづくり部技監 

前田委員におかれましては、本日、所用により、欠席との連絡を頂いておりますので、

ご報告させて頂きます。 

 

  続きまして、開会に当たりまして、建築都市局長窪園より一言ご挨拶を申し上げます。 

 

○建築都市局長 

  皆様、おはようございます。建築都市局の窪園でございます。 

  きょうはお忙しいところ、本審議会にご出席いただきまして、本当にありがとうござ

います。さて、この住宅まちづくり審議会でございますけども、市の住生活基本計画が

令和２年度に終了し、令和３年度から新たなステージに入りますことから、本審議会に

おいてご審議をお願いしたいということで、開催したものでございます。 

今の堺市住生活基本計画につきましては、良好な住環境の形成、公的賃貸住宅の建替

えにおける良質な住宅の供給と合わせて、泉北ニュータウンや新金岡のまちづくり等々、

さまざまな場面における一定の指針として、市の住環境を良好なものにしていこうとす

るものでございます。 

  しかしながら、一方で少子高齢化が進む中で、高齢者の住まいはどうあるべきかであ

りますとか、人口が減少に向かう中で、空き家が増加し、本市においても空き家率が約

13％になってきていると思いますけども、そのような空き家をどのように維持保全して、

また活用していくのかなど、そのようなことが大きな論点になってきつつあります。 

本審議会におかれましては、そうした時代のさまざまな要請を取り込んだ形で、堺市

の住環境あるいは住まいはどうあるべきか、また市外から堺市へ来て住んでいただくに

はどうあるべきかなど、十分ご議論をいただきましたらと思っておりますので、よろし

くご審議をお願いいたします。 

  簡単ではございますけれども、ご挨拶とさせて頂きます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

２．会長、副会長の選出について 

【事務局】 
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  それでは、次第の 2「会長・副会長の選出について」でございます。 

  会長及び副会長の選出につきましては、「堺市住宅まちづくり審議会条例」第 5 条第

1 項によりまして、「委員の互選によりこれらを定める」こととなっておりますので、

これに基づき選出の方をよろしくお願い致します。 

  まず会長の選出につきまして、ご発言がございましたらお願い致します。 

  大場委員、どうぞ。 

 

【大場委員】 

  会長には大西委員を推薦します。 

 

【事務局】 

  ただいま、会長に大西委員とのご推挙がございました。 

他にご発言はありませんか。 

（発言なし） 

  大西委員のご意向はいかがですか。ご就任いただけますでしょうか。 

 

【大西委員】 

  お引き受けします。 

 

【事務局】 

  それではお諮りします。会長には大西委員にご就任頂くということで、ご異議ござい

ませんか。 

 

【各委員】 

  ―異議なしの声― 

 

【事務局】 

  異議なしとお認め致します 

大西委員が会長に選出されました。 

  お手数ですが、大西委員は会長席へお移り願います。なお、以降の議事は大西会長に

お願い致します。 

 

【大西会長】 

  ただいま会長にご推挙頂きました、大西でございます。よろしくお願いします。 

  それでは、続きまして、副会長の選出に参ります。 

  本件につきましても、委員の互選によることとなっておりますが、慣例で議会選出の

委員にご就任を頂いております。 

従って、副会長につきましては、従前どおり議会選出の委員の中からお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

【各委員】 
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  ―異議なしの声― 

 

【大西会長】 

  ご異議ないようですので、副会長につきましては、議会選出の委員の中から選出する

ことと致します。 

  では、副会長について、議員のみなさまから、ご発言はありますか。 

  池尻委員、どうぞ。 

 

【池尻委員】 

  札場委員を副会長に推薦致します。 

 

【大西会長】 

  ただいま、副会長には札場委員とのご推挙がありました。 

他にご発言はありませんか。 

（発言なし） 

札場委員のご意向はいかがですか。  

 

【札場委員】 

お引受けします。 

 

【大西会長】 

  それでは、お諮りします。副会長には、札場委員に就任頂くことについて、ご異議ご

ざいませんでしょうか。 

 

【各委員】 

  ―異議なしの声― 

 

【大西会長】 

  異議なしと認めます。 

札場委員が、副会長に選出されました。 

 

【事務局】 

札場委員は、副会長席へお移りください。 

 

【大西会長】 

  これで、議事次第の１、会長、副会長の選出が終わりました。改めてよろしくお願い

致します。 

 

【札場副会長】 

  どうぞよろしくお願い致します。 
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3．堺市住生活基本計画の改定について 

（1）堺市住生活基本計画の改定に向けた今後の住宅政策のあり方について（諮問） 

【大西会長】 

それでは、議事次第の 3．「堺市住生活基本計画の改定について」にまいります。 

まず（1）の諮問の内容について、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

それでは、説明させて頂きます。 

「議案書」と書いた資料の 3 枚目、諮問書をご覧下さい。 

堺市におきましては、本市の住宅政策の総合的な計画としまして、堺市住生活基本計

画、通称名、さかい 魅力・安心 住まいプランを定め、様々な施策や事業を進めてい

るところでございますが、この計画は来年度、令和 2年度末で計画期間が終了するため、

引き続き、本市の住宅政策を位置づける総合的な計画として、本計画の見直しを行う必

要がございます。 

つきましては、人口や世帯数の減少、高齢者や単独世帯の増加、空き家数の増加など、

本市の住宅や住環境を取り巻く、環境の変化に対応した計画とするため、本市の今後の

住宅政策の在り方について、審議会に諮問させて頂きます。 

ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

【大西会長】 

いま、事務局から説明がありましたとおり、本日、堺市長より「堺市住生活基本計画

の改定に向けた今後の住宅政策のあり方について」当審議会に諮問がありました。 

今後、この諮問に対しまして、当審議会で審議を行い、答申として取りまとめていき

たいと考えますが、よろしいですか。 

 

【各委員】 

～異議なしの声～ 

 

【大西会長】 

それでば、答申の取りまとめに向けて審議を進めることと致します。 

 

（2）審議の進め方等について 

【大西会長】 

続きまして、（2）「諮問の進め方について」、事務局から提案がありますので、事

務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

  住宅まちづくり課の伊藤でございます。座って説明させていただきます。 

  審議の進め方(案)について、説明させていただきます。 

  資料の 1 ごらんください。両面印刷になっておりますけれども、右上に資料 1 と書い

てあるほうが表側でございます。 
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  答申の取りまとめにつきましては、まずそのページ左半分でございますが、市の市街

地の趨勢でありますとか、市の住宅のまちづくりの現状や問題点、それから国等の施策

の動向、あるいは市の上位計画・関連計画、それから全国的な情勢などを受けまして、

今後、市が行政計画であります住生活基本計画を改定していくに当たりまして、住宅政

策のあり方について、今後の方向性を答申としてお示しをお願いしたいと考えておりま

す。 

 その際の答申のスキームにつきましては、半分から右側の四角囲みの中をごらんくだ

さい。まず 1 番目としましては、住宅政策をめぐる課題ということで、これはこの後ご

説明をさせていただきますが、大きくは暮らし、それから住宅ストック、それから住環

境という 3 つの枠組みに分けまして、課題項目のほうをご提案させていただきたいと思

っております。 

  それから 2 の基本理念、これはこの計画全体に通じる考え方でございます。3 以降の

基本目標や施策展開の方向性を示す上での横櫛となる考え方でございます。 

  そして、3 が基本目標。これは目指すべき暮らしの姿でありますとか、将来像という

ことでございます。そして 4 の施策展開の方向性は、目標を達成するための施策や取り

組みに関する方向性でございます。 

  それから最後の 5 が重点的な取組みにつきまして、4 の施策展開の方向性の中から重

点的な項目をお示しをお願いできればと考えております。 

  次に、裏面をご覧ください。審議のスケジュールになります。 

  本日の審議会が次第にもございますように、住宅政策を巡る課題についてということ

でございまして、その後が概ね記載してございますように 7 月、10 月、1 月の計 4回ぐ

らいのスケジュールを考えております。なお、図の矢印は審議の進み方によってかなり

伸び縮みすることも考えられ、実際には矢印が重なり合うようなイメージになるかなと

想定しておりますが、最終的には令和 3 年 1 月ごろに答申としての形をお願いできれば

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

 

【大西会長】  

ありがとうございました。 

 では、只今の説明について、ご意見やご質問をお受けします。 

（特になし） 

   

（3）本市の住宅政策を巡る現状と課題について 

【大西会長】 

（2）特にの提案についてご意見は無いようですので、 

（3）「本市の住宅政策を巡る現状と課題について」に参ります。 

  まず、事務局から現状などについて説明がありますので、事務局よろしくお願いしま 

す。 

 

【事務局】 
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  ご説明いたします。資料は、資料の２と参考資料 1 を使いまして、ご説明をさせてい

ただきます。まず資料の２、または前のスクリーンのいずれかをごらんください。 

  資料の２は、まず１ページでございます。 

  1．堺市の住宅・住宅市街地を取り巻く状況についてということで概況でございますが、

図の１は人口集中地区（DID）の変遷でございまして、人口のはりつけの経過を示した図

でございますが、一番濃い茶色は昭和 35 年の DID データでございます。堺市は古くから

水陸交通の要所であり、中世以降は国際貿易都市として栄えました。これは主に現在の

堺区にあたるエリアでございまして、環濠都市が形成され、江時時代には統一的な街区

整備が行われております。 

  明治時代に入りますと、この市街地エリアを通過する形で阪堺鉄道、現在の南海線で

すが、それから高野鉄道、堺東駅を通ります現在の高野線と、大正時代以降は、これら

鉄道沿線駅を中心に大阪郊外住宅地としての開発が進められ、大美野でありますとか上

野芝、浜寺などといった良好な住宅地が形成されております。 

  戦後は空襲で被害を受けた市の中心部というところで復興が進められました。その後

昭和 30 年代の後半ごろからはいわゆる大都市への人口流入ということで、急激な人口増

加に対応する住宅が必要となりまして、主に昭和 40 年代にはまず新金岡地区で新住宅市

街地開発事業ということで整備がなされまして、さらに泉北ニュータウンで同様に大規

模な住宅市街地が整備されております。 

  その後、周辺の中区や東区、西区あるいは南区などで、土地区画整理事業等により住

宅供給が進められました。特に 1,000 戸を超えます大規模な公共住宅団地もその中で形

成をされております。 

  昭和 62 年には地下鉄御堂筋線がなかもずまで延伸・開通をしまして、その沿線地域な

どでも住宅が供給され、市街地がさらに拡大されました。 

  平成に入りまして、17 年には美原町を市域に編入し、翌 18 年に政令指定都市となり

まして、現在の市域に至っております。 

  続いて、２ページでございます。 

  図の２が堺市の人口です。平成 30 年時点で約 83 万 4 千人で、既に減少傾向を示して 

おります。今後の推計ではさらに減少が進み、2040 年には 73 万４千人という人口問題

研究所の推計もございます。そして、その中で若年人口は今後少しずつ減少傾向、また

老年人口の中でも後期高齢者が増加するというように推計されておりまして、高齢者の

安心の住まいというのが一つのキーワードかと思います。 

  それから図の３が、世帯類型の動向です。平成 27 年時点で、夫婦と子供世帯の割合が

減少傾向で、30.3％。単独世帯の割合が増加しており、31.7％。そのほか夫婦のみ世帯

が約 21％、ひとり親と子供世帯が約 10％となっておりまして、世帯の多様化ということ

で、その変化も大きくなっております。世帯の多様化や住宅確保要配慮者の安定した暮

らしといったことがキーワードになるかと考えております。 

  続いて、図の 4 で住宅ストックの推移でございます。 

  平成 30 年の堺市の住宅総数は 40 万 4,400 戸で、これは住宅・土地統計調査の数字で

ございまして、平成25年調査までの上昇傾向から平成30年では減少に転じております。  
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平成 30年の空き家数は、5万 4,800という数字が出ておりまして、25年度の 5万 3,800

戸からはやや増加しております。空き家率も 13.3 から 13.6％と 25 年からやや増加して

おりまして、の全国値と同じ空き家率となっております。 

  続いて、3 ページになります。 

  図の 5 が所有関係別のストックになります。堺市全体では、持ち家が 61％、それから

公営やＵＲ公社の借家が 13.6％、民営の借家が 23.3％などとなっていまして、政令市で

の比較で公的賃貸住宅の割合が非常に多いということと、民間賃貸住宅の割合が少ない

というのが特徴となっております。 

  ただ、区によって違いがございまして、持ち家比率で見ますと、美原区が 78.4％、東

区が 75.7％と高い一方で、堺区や北区では 60％と余りとなっております。 

  続いて図 6、建築年代別のストックの割合でございます。特に南区で昭和 46 年から 55

年が 46％となっておりまして、北区も同じですが、公的賃貸や分譲マンションストック

の再生というようなことがあるのかと思われます。 

  続いて、図 7 が住宅・住環境ニーズです。居住環境に重要と思うことという項目をお

示ししておりますけれども、防災時の防犯の安全性に関する関心は非常に高くなってお

りまして、その他は、日常の買い物利便などのニーズも高くなっています。やはり防災

とか防犯、それから生活の利便性ということが重要となってございます。 

  続いて、参考資料 1 をごらんください。 

参考資料の 1 は、現在堺市住生活基本計画に関連する取り組み状況をまとめたもので

ございます。 

  今の住生活基本計画においては成果指標を幾つか位置づけておりますが、国の住生活

総合調査などの結果に基づく市の集計が令和 2 年度になる状況でございまして、今回は

現時点での課題の素案という形でページを加えさせていただいております。 

  まず、表紙の下側は今の住生活基本計画の枠組みを示したものでございます。基本目

標が 4 つ。それに対して住まいづくり戦略というのが 8 つございます。 

  次のページの A3 資料は少し飛ばさせていただきます。4 ページから 4 つの基本目標に

沿って取り組みと課題事項を整理させていただいております。 

  4 ページからが、基本目標 1「生活の豊かさを実感できる住まい・まちの実現」という

項目でございまして、良質な住宅と住環境の維持の取り組みございます。5 ページの取

り組みの詳細は割愛させていただきまして、次に 6 ページです。 

  6 ページに評価の素案としまして、長期優良住宅のさらなる普及でありますとか、分

譲マンションストックの建て替え支援などが引き続き課題であるということで、記載を

させていただいております。 

  続いて、基本目標 2 の「次世代へつなげる環境負荷に配慮した住まい・まちづくりの

推進」のところの評価につきましては、9 ページをごらんください。まちなか居住や子

育て支援の取り組みでございまして、堺東駅前南地区の再開発事業や環濠北部地区の取

り組みなどが成果を上げてきております。 

  また、指標から見えてくる課題としましては、子育て世帯の居住水準は上昇しており

ますものの、さらにそのミスマッチの解消に向けた取り組みが必要と考えております。 
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  また、指標の目標値との関係は、次回までに整理をさせていただきたいと思っており

ます。 

  施策の取り組みからは、再開発を契機としたまちなか居住の取り組み、あるいは子育

て世帯の居住促進が、引き続き課題であるというふうに考えております。 

  続いて、10 ページからが基本目標の 3、「ストックを活かし個性と多様性をもった魅力

ある住まい・まちの創造」のところの目標についてでございます。10 ページ、11 ページ

がニュータウンの魅力向上やストックの有効活用に関する取り組みでございまして、そ

の評価としましては、次の 12 ページでございます。 

  まず施策の取り組みから見えてくる課題としましては、空き家におけるワンストップ

対策などが課題であると考えております。 

  それから最後、基本目標の 4、「安全で安心して暮らせる住まい・まちづくりの推進」

というところが、13 ページからでございます。13 ページ、14 ページが市営住宅の課題

や密集市街地の整備、あるいは住宅セーフティネット関連の取り組みをお示ししており

ますが、指標から見えてくる課題としましては、15 ページ、バリアフリー化がなかなか

進んでいないというような課題がございまして、その他は最低居住面積水準に達してい

ない世帯割合の改善がなかなか進んでいないということでございます。 

  また、施策の取り組みからは、同じくバリアフリー化の促進のほかに、住宅セーフテ

ィネットについてのさまざまな連携が今後も課題であると考えております。 

  以上のことも踏まえまして、つづいて資料の 2 のほうにお戻りください。 

資料の 2 の 4 ページ以降が住宅政策を巡る課題項目ということで、ご提案をさせてい

ただいております。 

  まず 4 ページのところが、まず「暮らしに関する課題」としまして、一つ目が世帯の

形でありますとか、ライフスタイルの多様化などから、多様な居住ニーズに応える住ま

いづくりの視点が必要ではないかということを記しております。 

  それから 5 ページにまいりまして、2 つ目が人口減少や人口構造あるいは働き方の変

化などから、子育てしやすい住まいづくりへの視点が必要ではないかということ。 

  それから 3 つ目が 6 ページにまいります。6 ページが高齢者や障害者の人が安心して

暮らせる視点が必要ではないかということで、暮らしに関する課題として 3 点お示しを

しております。 

  それから 7 ページからは、「住宅ストックに関する課題」をお示ししております。良質

なストックをつくり、既存住宅の流通を促進する必要性があるのではないかという視点。 

  それから 8 ページが、空き家対策について、維持管理でありますとか、利活用の視点。 

  それから 9 ページが、分譲マンションストックの管理や再生の活用性が必要ではない

かというところを記載させていただいております。 

  最後に 10 ページからが「住環境に関する課題」でございまして、まず一つが良好な市

街地形成ということで、魅力ある住宅地の保全や魅力情報の発信を必要であるというこ

と。 

それから 2 つ目が泉北ニュータウンなどの大規模住宅団地再生についての視点。 

最後が住まいの安全・安心の確保ということで、災害時の対策やあるいは防犯に対す
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る視点をあげさせていただいております。 

その他、お手元の資料としまして、細かい説明は省かせていただきますけれども、資

料 3 が資料編といたしまして、全国的な社会経済状況でありますとか、法改正の動向、

それから市の関連計画などの整理をいたしておりますので、ご紹介させていただきます。 

  最後に資料の 4 でございますが、資料の 4 は、事前に各委員の皆様方から課題に関す

るコメントを頂戴いたしましたものを、集約した資料でございます。こちらのご意見に

つきましては、お忙しい中まことにありがとうございました。 

  提案資料の説明は以上で終わります。 

  よろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 

【大西会長】 

ありがとうございました。 

  かなりたくさん資料がありますので、もう一度資料の確認をさせていただきますと、

まず最初に進め方の基本になるのは、このＡ３の資料ですので、裏側が全体の議論する

審議会の開催の予定と対応して、いつどういう内容を議論するかというのがこの資料１

の裏側ということです。これを見ていただきますと本日の主なテーマとしては、今ご説

明いただいたうちの最初のほうです。堺市の住宅政策をめぐる課題についてというのが、

この今日の審議会の非常に中心的なテーマになります。その後、基本理念、それから課

題に対応した計画の理念や目標について、次回は７月が予定されているということです

けれども、議論の後、施策展開等について議論をしていきたいということになります。 

  この課題につきましては、先ほど触れていただいたように資料の４の裏表の用紙が各

委員から出された今日のテーマで、課題についてです。 

  限られた時間ですので、なかなか全てゆっくり議論をする時間がないということもあ

りますので、まずは気がついた課題を提示していただいて、その中でどういうところを

重点的に取り込んでいくのかというようなことを議論したいと思いますけれども、そう

いうことでよろしいでしょうか。 

 

【各委員】 

（異議なしの声） 

 

【大西会長】 

  そうしますと、現状と課題についての概略の説明を事務局からいただきました。本来

ですと、ここでいろいろとディスカッションに入っていくわけですけれども、それに先

立ってもう各委員からいろんな問題提起を頂戴しておりますので、テーマとしてこの資

料４の表を見ていただきますと、まず大きく３つの課題テーマに分類しています。 

 「暮らしに関する課題」と「住宅ストックに関する課題」、それから「住環境に関す

る課題」、そして「その他」ということで意見をいただいております。 

  多分、スケジュールに対応した項目立てをした上でお聞きをしているということです

ので、これに出たテーマ以外のことは「その他」というところに出していただいている
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ということになります。 

あと残り１時間ぐらいですので、多分全部皆さまからご意見を十分お聞きする時間が

ないかもしれませんので、資料 4 については、先週末に皆さま方に、メールなどでお送

りいただいたと思います。目を通していただいているとは思いますけれども、これを見

ながら、私のほうでまず整理をしましたので、それに沿って進めさせていただくという

ことで、ご了解いただきたいと思います。 

  まず、最初に「暮らしに関する課題」についての意見について、議論をしていきたい

と思います。 

  まずは、いただいたご意見の中で、大場委員と小伊藤委員からは一つは、いろいろ若

年世代の住まいニーズをきちんと施策に活用する必要がある、ということ。それから小

伊藤委員からは、所有関係の選択肢というものをある程度メニューとして用意すべきだ

というご意見ですが、ただ南区では民間賃貸住宅が若干不足しているのではないかとい

うご指摘もいただいています。 

  つまり、かなり地域別に、あるいは区域ごとに課題がかなり違ってくると。課題を堺

市全部で見るのではなくて、もう少しきめ細かに地区別の課題という形で整理したらど

うかというのが、共通したご意見として出ていたように思います。 

  それから、もう一つの項目としましては、田渕委員や財部委員から、持続的に居住で

きる住環境づくりということが、まちづくりの観点からも非常に重要だということの一

つの例として、田渕委員からはいろいろな世代の方々が住みつづけられるまちづくりが、

目指すべき姿として重要であるというご意見。 

  それから財部委員からは、これは最近のトレンドになっています外国人についてです。

今後、外国人居住というのが、より増えていくだろうということで、文化も違いますの

で、その住民と新しく来られた外国人の方々が、いい関係で、あるいはその地域がより

いきいきと活性化していくような、そういった対応を考えていかなければいけないとい

うご意見で、これはいわゆる観光客としたら外国人となりますし、それから新たな外国

人材を日本の労働力が不十分なところで、お手伝いいただくというようなことで、増え

ているという外国人も増加も見込まれますので、そういった方々とうまく住み続けられ

るようなまちを、考えていくというのが重要であるという意見が出ております。 

  あとは分譲マンションについてですが、西委員からは中心市街地における、いわゆる

マンションの林立というか、特に高層マンションということについて、どのように考え

ていくのか。むしろ規制の方向ということもあるというご意見課と思いますが、例えば

神戸市では、かなり超高層のタワーマンションへの規制というような事例もあります。 

 東京のほうに見に行ったのですけれども、東京では、タワーマンションがすごい勢い

で建設されていっている。さすがに堺市では、あそこまで立地するということはないの

かもしれないですけれども、一方でどうしていけばいいか、そういう動きのもとで、需

要があって建てているということだけではない供給のされ方というのは、東京は特に激

しいわけですけれども、いずれそういった波が、東京で高どまりすると、全国に波及し

ていくというようなことになってしまうわけですけれども、そういうことに関して、ま

ちづくりの観点からどうなのかということについても、課題としてご指摘いただいてい
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ると思います。今のところ、堺ではそれほどそういう動きはよくわからないですけれど

も、今後に向けて、どう考えていくのかというようなご意見がございました。 

  あとは、子育てしやすい住まいづくりというような「暮らしの課題」の２番目のテー

マとして出ておりますけれども、これについては、大体皆さまが同じご主旨のご意見が

出されていますけれども、非常に重要なテーマですので、少子化の中でそういう環境整

備を図っていかないといけないということで、住環境だけではなくて、保育であるとか

学童についての環境づくりということを考えないといけないというご意見ですが、これ

は小伊藤委員と池尻委員から御意見をいただいております。 

  それからソフト施策については、加藤委員からは子育て世帯にとって、うまく住みや

すい住宅に向けた住宅支援について、そういうものがきちんと構築する必要があるとい

うこと、そして加茂委員からはシングルペアレントについて、子育てに困難を有する世

帯への対応というようなご指摘をいただいております。 

  あと１の３の高齢者・障害者への安心居住というテーマについて、これはかなりたく

さんご意見をいただいておりますけれども、いわゆる福祉と連携した住宅政策というよ

うなご意見で、だいたい皆さま共通してご指摘いただいているとは思いますけれども、

特に小伊藤委員や佐藤委員、新田委員から、高齢者の単身居住についての課題というご

指摘をいただいたと思います。 

  この最初の住宅政策をめぐる課題の一番目の「暮らしに関する課題」ということだけ

でも、これだけ気になる点が出てきているということですが、これにつきまして委員の

皆さまから、追加や補足などの意見等がございましたら、どなたからでも結構ですので、

挙手をしていただきまして、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

  大場委員、どうぞ。 

 

【大場委員】 

本日お示し頂いた参考資料１の 16 ページの「地域別住宅・住環境整備に係る各ゾー

ンの取り組み状況」というのが、地域の実情に応じた取り組みということになると思い

ますが、今も事業中のものがありますのでこれらを引き続き取り組んでいけば各エリア

で特色を持った住環境づくりができると思います。 

その上で、これは住環境にもかかわってくると思いますが、地理を専門とする立場か

らは、常に住宅と環境とがセットになった住環境整備という観点で考えるようにしてい

ます。例えば環濠都市北部でのまちなみ整備事業では、現地に行きますと非常に車は使

いにくい状況があります。ということになると、そこに住み続けてもらうためには、買

い物施設などといった生活関連施設が周辺にあることが必須になると思います。 

関連して、過去の審議会の議論の中で、なかもずエリアで住宅が増えてきたのですが、

子育て世帯のニーズから申しますと、住宅はあっても保育施設が不足するという状況が

ありました。これについても同様で、そういった関連施設の整備とセットでなければ、

本来の意味での住環境整備は進まないということだと思います。 

 

【大西会長】 
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  ありがとうございます。関連して小伊藤委員からは南区でのご指摘をいろいろと頂い

ていると思いますが、いかがですか。 

 

【小伊藤委員】 

地区によって住宅の選択肢が偏っているというのは、以前に泉北ニュータウンで子育

て世帯を対象に調査をしたときに、半分以上が地元出身の方で親世帯と近所ということ

でした。ただ、どんな住宅に住んでいるかというと、ニュータウン内にある大きな戸建

てなどではなく、周縁部に新築された分譲住宅を購入して住んでいるとか、あとは公営

住宅に入るしか選択肢がないということでした。 

まず結婚したら最初に賃貸住宅に入って、そのあと子育てするのに家を買うというこ

ともあるかもしれないですが、その最初のステップのところで賃貸住宅の選択肢がなく

て、そうするとほかの地域に行ってしまうということがあるので、泉北に限らずここで

は多様な住まいの選択というように挙げられているので、そのためには地域ごとに住宅

の選択肢の確認をし、課題として挙げることが必要ではないかと思いました。 

 

【大西会長】 

  その賃貸住宅というのは、民間のマンションみたいな住宅をイメージされているので

しょうか。 

 

【小伊藤委員】 

そうです。戸建てで賃貸というのはなかなかないのですけれど、空き家になりつつあ

る大きな戸建て住宅は、なかなか若い世代は買えないので、それをリノベーションして

活用するということもあるのかなと思います。ただ、南区の戸建ての空き家は大体良く

管理されていて、所有者もあまり賃貸に出すというようなことはないようですので、そ

こを次にどうするのかを考える必要があります。 

 

【大西会長】 

南区の戸建て住宅は、比較的規模の大きいものが多く、敷地もゆったりしているので、

それを細分化し、マンションを建てるというのも違う。そのあたりのコントロールが難

しいところかもしれませんけれども、何かいい形でのシェア居住、世帯同志のシェアが

できるのかもしれませんし、そういう暮らし方も含めて色々な可能性を議論すれば良い

と思いますけれども。 

他に財部委員からもたくさんご意見頂いているのですが、いかがですか。  

 

【財部委員】 

外国人のことを書かせて頂きました。これがメインの課題ということではないのです

が、外国人も今後増えてくるのではないかと思っていまして、これまでは地域の方と軋

轢を生んでというような問題が結構あったと思うのですが、それを踏まえて、今後はそ

ういうことが起こらないように、うまく対応できないかと思っています。 
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同時に、人口が減少していく中で、外国人が活性化の希望の種となるのではないかと

も思いますので、そこがうまくまわるような仕組みができれば、地域にとっても問題で

はなく、いいことになるのではないかなと思っています。 

 

【大西会長】 

  ありがとうございます。他にございましたら、はいどうぞ。 

 

【西委員】 

セーフティネット法への対応について、どの項目に書くべきか悩んでいたのですが、

ここはしっかり議論して頂きたいと思います。居住貧困というか、シングルペアレント

もそうですし、シングルペアレントに急になった方の対応をどうするかということが大

きな課題になっていると思います。 

「参考資料１」の 14 ページで「新たな住宅セーフティネット制度」で民間賃貸住宅

のセーフティネット住宅登録数が 171 件と書かれていますが、これらのほとんどは大阪

府住宅供給公社の住宅で、一般の民間賃貸はほとんど登録はなくて、そうすると、色々

な課題がなかなか解決されない。さらに言うと、登録状況は、堺区と北区に偏っていま

す。 

この具体数と指標に対して、今後の課題として書かれている部分は「参考資料１」 15

ページの下のバリアフリー化への対応ということになっています。そうではなくて、シ

ングルペアレントや居住貧困者への対応をどうやっていくのかということを、きちんと

記載してほしいと思っています。 

 

【大西会長】 

  ありがとうございます。セーフティネットを含めて、子育て困難世帯について、課題

として記載していく必要があるというご意見ですが、加茂委員、何かご意見ございまし

たら。 

 

【加茂委員】 

今仰って頂いたとおりなのですが、他の行政の審議会でも、施策として近居支援など

がよく出てきています。それも重要な施策だとは思うのですが、近居してくれる親がい

るというのは実は恵まれていて、サポートを持っている。けれども本当に困っているの

はそういった親族のサポートを持っていない方々ではないかと思っています。経済的に

困っていてヘルパーさんを雇えず、質の低いサービスに関係してしまうということなど

があると思いますので、子育てに対する親族サポートをもたないシングルペアレントの

人たちへも行政が目を向けるべきではないかと思っています。 

 

【大西会長】 

  あと、高齢者、障害者の安心居住に関しては、たくさん意見を頂いていますが、佐藤

委員からはいろいろご指摘を頂いていますが、補足などありましたらお願いします。 
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【佐藤委員】 

現在、全国の自治体を対象に「住宅と福祉の連携による居住政策」という研究を行っ

ており、様々な自治体に話を聞いています。堺市は政令市でもありますが、基礎自治体

としての住宅政策も非常に重要で、市民のニーズを的確に掴んで、それを政策にフィー

ドバックしていく、市民のための政策をやっていくことが非常に重要だと感じています。 

ニーズを掴んでも市レベルでできることはそんなに多くはないのですが、様々な部局

や公的住宅の機関の方にお願いして施策を実現していく、その拠り所としてこの計画を

作っているというスタンスで見ています。 

そういった観点で見ると、先ほどからの指摘のあるように、セーフティネットに関す

る施策というのは基礎自治体としては真っ先に出てくるべきものであるにも関わらず、

章の最後に出てくるというウェートの低さが問題だと感じました。また、公的賃貸住宅

の多さは堺市の大きな財産であり、それが無いために民間賃貸住宅を活用してセーフテ

ィネットを確保しようと苦労している自治体が多いですが、その点で堺市は恵まれてい

て、一方で居住貧困が集中しているのが民間賃貸住宅ということが、この資料のデータ

ではっきりと示されています。そのバランスを取りながら、全体としてのビジョンを描

いていくということがこの計画の柱になると感じます。 

そういった観点で、例えば居住支援協議会が全国 47 都道府県、45 市町村で設置され

ており、政令市で実質的にできていない市がわずかという状況の中、その問題に市とし

てどう向き合うのか書かれていません。 

以前、堺市にもヒアリング調査でお聞きしたところ、大阪府の政策の中で年２回相談

事業を行っていて、福祉部局の方も手伝ってくださっているとのことでした。大阪府も、

協力不動産店のリストをつくったり、居住支援法人を指定したりと、全国で一番と言っ

てもよいほどの実績をもって市町村を支援しているので、市の方がそれをうまく活用す

ればいいと思いますが、計画と実態のギャップを感じています。 

そういった点でもう少しセーフティネットについてのウェートを高めて、市民のニー

ズをしっかり掴んで取り組んでいく、それが基礎自治体の住宅政策の根本かなと思いま

す。 

 

【大西会長】 

  ありがとうございます。最初の「暮らしに関する課題」はこれくらいにしたいと思い

ます。 

事務局のほうから、今頂いたご意見に対して、取りまとめについて何かお考えがありま

したらお願いします。 

 

【事務局】 

  様々なご意見を頂きましてありがとうございます。今回は課題の案という形でお示し

させて頂いていますので、頂きましたご意見を次回、反映させまして改めてお示しをさ

せて頂きたいと思います。 



16 

 

【大西会長】 

  そうしましたら、引き続いて住宅ストックに関する課題について、これは資料 2 で言

いますと 7 ページからですが、色々なデータがございまして、例えば佐藤委員からは、

空き家とか住宅ストックの質というものが、データでも共同住宅のバリアフリー化が十

分に進んでいないことや、省エネも含めてそのストックの質というものに着目する必要

があるということ。それから住宅のサプライヤー側と需要者側とのマッチングのための

情報共有が重要であるということなどのご指摘を頂いています。新田委員からもそのス

トックの住宅市場が活発になるようなシステムの整理というものをご指摘いただいてい

ます。 

  それから末廣委員からは、子育て世帯に活用されるような住宅流通市場というものを

形成していく必要があるということや、その仕組みづくりが必要であるということを挙

げられていました。 

  それから市場性のある家賃水準に影響を与える空き家への対策ということで、これは

大場委員ご説明いただけますか。 

 

【大場委員】 

民間の場合は需要と供給の間で家賃が決まるので、それなりの質をもち、一定の家賃

設定が可能な空き家であれば、何らかの対策をとっていく必要があるということです。 

背景として、例えば経営側の観点から見ると、そこそこ質の高い、余っている住宅を

除却してこそ意味があります。これは、旧東ドイツ地域では普通に行われている施策で

あり、防犯・防災上問題がある空き家もたくさんあるが、そういったものは住宅市場そ

のものにはほとんど影響を与えないということです。 

 

【大西会長】 

  ありがとうございました。あとこれは重要かなと思いました、素人にもわかりやすい

住宅性能表示が大事だということで、これは大分と分かりやすくしてきているのでしょ

うけれども、聞いてみるとわかりにくいといわれるのですが、加茂委員いかがですか。 

 

【加茂委員】 

自分のマンションの修繕委員会をいろんな方と一緒にしていく中で、建築の専門家で

はない方と話していると、やはりわかりにくい部分があることを少し思いましたので、

もう少し住宅性能表示もそうですが、住宅・建築に関して噛み砕いた周知の仕方が必要

だと感じています。 

また、集合住宅を改修やリフォームしようとする時、変えられる所と変えられない所

の区別が素人には分かりにくい。しかし、これからの分譲マンションは、改修できる、

変わっていってこそ価値が維持できるし、価値を向上させるということがありますので、

適切に変えていくことを一般の方がきちんとできるように支援していくことが必要で

はないかと思います。 
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【大西会長】 

最近はリモデリングといって、マンションなども大幅に改修することもあります。法

的な問題が区分所有の場合はあり、難しいところもありますが、場合によっては減築す

るなど、色々な方法論がアイデアとしては出ていると思います。耐震性が問題となる場

合に、補強する工事もあるが、1 フロア取ってしまうと荷重が減って十分耐震性が確保

できるようになるなど、多様な対応を考えていくということもあります。 

  あと、リノベーションとかリフォームの話が出たので、ご紹介しますと、所有者に届

く施策ということで、情報提供とか広報とかが必要だというご意見がありましたし、そ

れから中古住宅活用のための、リノベーションの不動産会社との連携というご意見です

が、小伊藤先生いかがですか。 

 

【小伊藤委員】 

中古住宅を活用するには、リノベーションや改修が必要になりますが、素人の方には

どの程度お金をかければ使えるのかなど、なかなか分かりませんので、そこで専門家が

間に入る必要がありますし、そこに自治体も入って連携することもあるかと思います。  

例えば東住吉区では、うまくいっているかどうかは分かなないのですが、空き家活性

化サポーター制度というものがあります。事業者や自治体とでうまく連携できれば空き

家活用がしやすくなるのではと思います。 

 

【大西会長】 

それから、ニュータウンを中心に、公的な賃貸住宅の再整備についての意見も頂いて

います。 

ひとつは加茂委員の方から公営住宅の 2 戸一化についてのご意見、それから田渕委員

からは公的賃貸住宅の空き家をもっと活用したらどうか、また府営住宅の集約化につい

ての取り組みも課題として挙げられていますが、お二人の方から何か補足などございま

したら。 

 

【田渕委員】 

今回の審議会は非常に大事な審議会だと思っています。大西会長からは、例えば歩行

者主体のまちづくりなど、佐藤委員からは、市民のニーズに住宅政策をどう結び付ける

のかなど、重要なお話がありました。 

一方で南区の泉北ニュータウンは、公的賃貸住宅が 3 分の 1 を占めていますが、今高

齢の入居者が非常に困っています。ニュータウンでは、人口減少が進み、若者は入って

こない、高齢者は住み続けられないとの声があがっています。例えば泉北ニュータウン

府市等連携協議会なども行われているのですが、まずは公的賃貸住宅の事業者の皆さま

が、積極的に生活者の立場に立って、まさに生活者目線で、高齢者が何に困っているの

か、エレベーターなのか、バリアフリーなのか、買い物するところなのかなど考えて頂

きたいと思っています。非常に深刻な状況だと思っています。 
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泉北ニュータウンにおける公的賃貸住宅を含めた課題を、まずは重点項目に挙げて頂

いて、委員の皆様の英知をそこに入れていただけたらと思います。 

 

【大西会長】 

  ありがとうございます。 

住まいの問題だけでなく、まち全体の環境づくりというのでしょうか、これを考えて

いく必要があるということ、買い物、それから交通の問題もありますが、それらを統合

したような対応について、課題をきちんと提起すべきというご意見だったと思います。 

あと空き家対策は、これについてはいろいろなアイデアを含めてたくさんご意見を頂

いています。 

大場委員の方からは先ほど頂きましたが、地域別に施策課題というものを整理する必

要があるということと、その空き家の実態調査の結果がこうでしたというのではなく、

やはり地区の特性に応じてどんな問題が潜んでいるのかとか、その調査の結果に基づい

て、その政策メニューというものをきちんとやっていくべきだというようなご意見であ

ったと思います。 

  それから副会長の札場委員は、具体的な空き家の把握を進めたうえで、民泊条例につ

いて、観光などの点では民泊はうまくいっているところもあるので、立ち位置によって

違うかと思いますが、地域の特性も絡みますので、どの地域ででもできるということで

はない動きかなと思いますが、少し補足をいただけたらと思います。 

  もうひとつは、空き家の場合には結局は古くなってしまった場合に、どういうように

に解体していくのかというシナリオを考えてきたという、これは西委員と池尻委員の方

からご意見をいただいています。 

  それから、特定空家などの制度の枠組みの中で対応が進んでいけばいいのですが、解

体の費用を最終的にどうするかということだと思います。ですから管理不全な空き家に

関しては、税と連携した仕組みが必要だという意見を池尻委員から頂いていますが、池

尻委員いかがですか。 

 

【池尻委員】 

地域の方から、危険な空き家をどうにかしてほしいと相談を受けることがあります。 

壁が落ちかけている、瓦が落ちかけているというような危険な空き家です。まだしっ

かりした住宅でも空き家になれば、猫が住みついたり、ゴミが投げ入れられたりと色々

な問題が発生します。 

できるかどうか分かりませんが、空き家になった時点で行政に空き家として登録して

もらい、これからどうしたいのかの聞き取り調査をしていただいて、子供に譲るため守

っていきたいとか、あるいは貸したいなど、一つ一つどうしていくのか検討する流れを

作っていかなければ空き家対策は進んでいかないと思っています。 

地域の安全・安心上は、空き家を出さないことが一番ですが、古い空き家は税金を高

くして、更地にした方が税が安くなるなど、今と逆の制度にすれば危険な空き家もどん

どん更地になっていくのではないかと思います。更地になればなったで、空き地に草が
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生えて苦情が出ることなどもあるかもしれませんが、一歩進んだ政策が必要だと思いま

す。 

 

【大西会長】 

除却して空地になったところは、神戸市などでは菜園にしたりしています。ただ、引

き受け手が難しいですが、地元の負担が増えますので。地元自治会等の組織が強固でな

いと運営が続けられなくなって、結局コンクリートで舗装してしまうということになる

場合もありますが、うまくいけば、菜園や地域の中のコミュニティづくりとか、そうい

う形で空地を積極的に利用しつつ、老朽化した空き家がそのまま残ることに比べると地

区の環境改善にもつながりますし、また、火災の関係でいうと、空地があるほうが消火

活動がしやすい、もっと大きな災害時には一時的に集まれる場所があるなど、様々なメ

リットがあります。 

そこを施策として取り組んで空地化していくということ自体は、色々な政策意図は見

つけられるかと思います。 

同じことは山本委員からもご指摘頂いていると思います。管理の不十分な空き家は、

どうしようもなくなる前の段階で何とかするべきという非常に重要なご指摘だと思い

ます。 

ただ現状では、空き家の状態がある程度ひどくならないと特定空家に認定されないと

いう難しさがあります。 

 

【山本委員】 

自治会の立場で書かせてもらいました。空き家のまま放置されると、ゴミ屋敷の心配

もあり、また防犯・防災上の問題もあり、美観上も良くないということで、堺市として

各部局で対応するのではなく、全体で、税の関係も含めて、調査して次の段階へ進んで

いけるようにしてほしいと思っています。 

資料の中で、令和 22 年には 74 万人になるということですが、これは自然減少のみの

数字ということでしょうか、現在の転出超過を考えると、それ以上の減少も起きるので

はないでしょうか。 

 

【事務局】 

  人口減少は全国的な傾向でもありますが、これは国の社人研（国立社会保障・人口問

題研究所）の推計を掲載しております。 

 

【山本委員】 

この審議会で課題を解決し、転出超過を止めないと、さらに人口が減っていくことも

ありますので、市のほうで連携を取って、スピード感をもってやって頂くようお願いし

たいと思います。 

 

【西委員】 
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先ほどから気になっているのですが、空き家対策では特定空家という制度が確かにあ

るのですが、実際に地域を歩いてみると、ここは実質上住めないだろう、市場流通しな

いだろうという家が、場合によっては少し傾いているものもあるのですが、当局に問い

合わせると、あれはまだ特定空家の基準には達していませんということがあって、特定

空家という制度は、重要と分かってはいるが、実質あまり活用できないものではないか

と思ってしまいます。 

特定空家になる前段階の制度が重要になってくると思っていまして、特定空家になる

前で、何か対応していくということは重要なのだろうと思っています。堺市もよく検討

してくれるのですが、まだここのところの議論が必要なのだろうと思います。それは空

き家を流通に乗せるのか、除却するのかを早く決めてやっていけば次のステップに進め

るのに、中途半端なところで停止をしている物件が多くて困っています。 

区によっても特色が違うのですが、西区で見ていると、空き家の隣に新築の家が建つ

ような状況で、また南区のことは理解が西区ほどないのですが、地域内への人口流入が

少ない地域と、人口流入があるのに空き家が多い地域では全く事情が違うし、やり方が

変わってくると思います。 

流入があるのに空き家が多い地域は、賃貸でも売却でも出てこない家がいっぱいあり

まして、よくよく聞くと、値段の問題で売ることを望んでいない方もあるのですが、法

的な問題で、相続関係が無茶苦茶になっていてその整理をする意欲が無いということも

あるし、気づけば海外に住んでいて半分忘れているということもあるようです。どうや

って早く流通に乗せてもらうか、ということも西区としては課題だと思っています。 

 

【大西会長】 

ありがとうございました。活用については、民泊ということも出ていましたが、世界

遺産の登録もありましたので、流通に乗らないものを、観光の一つの場としてうまく活

用するという方法も地域によってはうまくいっているところもありますので、そのこと

でご意見ありましたら。 

 どうぞ。 

 

【札場副会長】 

私は元々不動産事業に従事していましたので、実業のところの意見として聞いていた

だければと思うのですが、今回のデータで空き家数が平成 30 年現在 54,800 戸というこ

とですが、当局に聞いたところでは、これは瞬間的な空き家数と聞いています。先ほど

の大場先生の意見にもありましたが、これは質で分ける方が良いのではないかというこ

とで、短期的な空き家で流通性のある空き家と、中長期的なものとは分けて考えること

が必要だと思っています。 

その中で、中長期で空き家となっているものの中で、まだ資産的に価値がある、そし

て立地条件などの上で、市場性の高いものについて活用していけばいいのではないかと

いうことで、税との関係で言うと、空き家にされているということは、居住には供せら

れていない。それをどうしていくかということで、促進していくためにはインセンティ
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ブが必要になってくるかと思います。まずは、住まない、活用しないものを除却するた

めには、何年までに除却すれば税控除がある、除却後何年までは固定資産税の増加が抑

えられる、それを超えると元の６倍に戻るなどを明記していき、反対に空き家について

は、活用しない、居住しないのであれば税金が付加されるというようなディスインセン

ティブという考えも必要になってくるのではないかということで、その中の一つとして

この民泊ということも書かせていただきました。 

 

【大西会長】 

  ありがとうございました。そうしましたら、あと分譲マンションの問題も結構あるの

ですが、ここまでで事務局の方で頂いたご意見に関して取りまとめのお考えなどありま

したらお願いします。 

 

【窪園建築都市局長】 

  堺市で空き家率が上がってきていますが、一方で新築を増えているのですが、結果と

して人口はやや減少傾向になっています。 

  住宅ストックとしてどうしても古い住宅が空き家になって、相続の問題などで滞ると

なかなか解決しない、結果として使えなくて放置されているものもあります。 

  堺市の都市的な問題としては、良好なストックな供給とあわせて空き家の対策は十分

やっていかなければならないと考えています。税についてはすぐには難しいと思います

が、不動産事業者とも連携しながらリノベーションなど、活用を促進していくことが市

としての一つの課題になってくると思っています。 

 

【大西会長】 

  ありがとうございます。 

  あと分譲マンションについてもいろいろ意見を頂いているのですが、時間の関係もあ

りますので、他に関連するご意見があれば事務局にご意見を寄せて頂くということで、

最後の住環境に関する課題のところもありますが、まず良好な住宅市街地の形成という

ところは、大場委員の方からガイドラインとインセンティブを組み合わせた投資誘導策

というものを考えるべきというご意見を頂いています。 

  それから佐藤委員からは、他からも出ましたが市街地類型別に課題、方針を考えて、

即地的に対応していく必要があるというご意見や、都市のビジョンなどもまさに住生活

の基本計画をどうつくるのかということと関係しますので、ここでも非常に重要なテー

マになると思いますがそういったご意見も頂いています。 

  その次の大規模住宅団地の再生という泉北ニュータウンも、わりと年月を経過してい

るまちですので、それをどうしていくのかというところですが、財部委員からはいろい

ろな事業者やステークホルダーが連携をして再生に向けて動かしていくような仕組みが

必要であるということ、その他は、地域コミュニティとどう連携していくかということ。

コミュニティ自体も社会全体が高齢化が進んでいますので、なかなか動きづらくなって

いるというか、10 年、20 年前では、いわゆる前期高齢者といいますか、65 歳から 75 歳
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くらいまでの、プレミアム世代というらしいのですが、そういう層がと手厚くいたので

すが、いまは高齢化がさらに進んでその上の人たちを支える、いわゆる少し自由な時間

のある高齢者層というのが相対的に少なくなってきています。ですから、支え手がいな

い中で、コミュニティを活性化するというような、非常に難しいカテゴリーが要求され

るとは思います。そういう点でいろいろとポイントはあるのですが、やり方がなかなか

見えてこないというのも一つの課題だと思います。 

  それから、先ほど頂いた、田渕委員からのコンパクトシティという、買い物などを含

めて暮らしやすい、住みやすい、そういうコンパクトなまちというものを考えていく必

要があるのではないかということ、スーパーについても閉店が進んでいる問題など、全

国的にもこういう問題は指摘されていることだと思いますけれども、いわゆる山間部な

どという所だけではなくて、いわゆるまちなかの都市だと思っていたような所で、この

ような問題が起こっているというのは非常に深刻なことだと思います。 

  また、公的賃貸住宅に関しては、加茂委員や田渕委員の方からご意見を頂きました。 

  それから住環境における安全・安心の確保について、これは最近、地球温暖化に伴う

いろいろな巨大な風水被害が起こったり、地震災害でいいますと南海・東南海の大きな

巨大地震が起こる可能性があるということもあります。確かにデータを見ても、災害の

数は圧倒的に 10 年、一昔前に比べると増えているという実感があるわけですから、そう

いうことへの対応ということが重要ですし、それから密集市街地で古くからのまちが堺

の都市部にありますので、どのように密集市街地の問題に切り込んでいくのかというの

も、札場委員や大場委員からご指摘されている通りだと思います。 

  あと、「その他」のところで頂いた意見としましては、大場委員からは堺市独自の施策

として、国や府との役割分担の中で、独自の施策が展開できればいいといいことですが、

これは今年くらいから大阪市の都構想の中で、どのようにビジョンを描くのかというの

は難しいところがあると思うのですが、とはいいましても堺市としての独自性をこの計

画の中ではきちんと作っておかないと堺市を含めた都構想というのはもう少し先の話だ

と思いますので、それまでの間、独自性を持ったまちづくりや、すまいづくりなどとい

うのは大事なことだと思います。 

  それから佐藤委員からは、いわゆる今の計画でめざしていたところが、できなかった

ものはなぜなのか、考察が必要とのご意見です。やはり評価というのは、計画を進めて

いく上ですごく大事で、計画を立ててあれをやりました、これをやりましたではだめで、

何ができて何ができていなくて、それはいったいなぜなのか、どうしたらいいのか。可

能性を失った後の比較も含めて、相対化して客観的にきちんと分析してというのが大事

だというのは、重要なご指摘だと思います。 

  そういったことも含めて、このあと市の方の当局でどのように対応されるか、事務局

の方からコメントを頂いて、そのあと、この課題に関する議論が、まだ十分仕切れてい

ないところもありますので、今後のスケジュールもどのようにするのかということも含

めて、少しお話をいただけませんでしょうか。 

 

【窪園建築都市局長】 
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  住環境に関する課題ということで、これだけ再整備が増えてくると防犯の問題はどう

していくのかなど、市としてはそれぞれ施策はやっているのですが、なかなか一度に市

街地が転換することはできないという中で、見えにくい部分もあります。 

  それと大規模なニュータウンにつきましては、やはりニュータウン再生室が事業を進

めています。そういった中で市としてどのように進めていくのかということは、この場

でいろいろなご意見を頂いていますので、それをもう再度確認しながら進めていきたい

と思っています。 

 

【事務局】 

  本日は、様々なご意見を頂きましてありがとうございました。 

  局長も申し上げましたように、いま即時的に行っていかないといけない課題も含めて、

ご指摘頂いた内容を改めて整理して、次の会議の方に進めさせて頂きたいと思います。 

  特に、今回、いまの住生活基本計画の評価という部分につきましては、ざっくりと説

明をさせて頂いた部分もありますが、住宅・土地統計調査の結果も次回までには出そろ

うかと思いますので、それも含めて次の会議でご提示させて頂きたいと考えていますの

でよろしくお願い致します。 

  本日の審議会では、短い時間の中でご議論頂きましたので、次回の審議会では、もう

少し課題の整理というところに厚みを持たせた会議の運営にと事務局では考えておりま

すので、よろしくお願い致します。 

 

【大西会長】 

  頂いた資料の議論は大体これくらいになりますが、特に先ほどスケジュールに確認で

いきますと、資料２の裏側になりますが、今日が１回目の審議で、課題についてという

ことをお話しさせて頂きました。 

  次の７月位に予定されているのが、基本理念と目標、課題に設定に基づいてこの理念・

目標について、事務局の方でとりまとめた資料を出して頂くといことですが、少し相談

をさせて頂いて、今日の議論を踏まえて、課題についての新たな問題点などが出てきま

したら、事務局のほうに出して頂きたいと思いますが、あまりたくさん出てくるようで

すと、その間にもう１回やらないといけないかもしれません。 

  今のところ、この課題を巡る議論については、おおよそ皆様からご意見をいただけた

ということにさせていただけたらと思いますので、新たなご意見等についての対応は事

務局の方にお願いして、次回までに目標なり理念づくりなりというところに反映させて

頂くということでよろしいでしょうか。 

そうしましたら、時間の関係で至らなかったことがありましたら、事務局のほうにま

たご連絡をいただけたらと思いますが、今日のところは、予定していた時間がきました

ので、審議をこれで終わりたいと思います。 

進行を事務局へお返しします。 

 

【事務局】 
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  ありがとうございました。 

  それでは、いま大西会長からもございましたように、次回の審議会の開催につきまし

ては、基本的には７月ごろの開催を予定させて頂きます。 

  また、課題の整理の具合によっては、改めて調整をさせて頂くこともあるかと思いま

すので、その場合には調整の方をよろしくお願い致します。 

  それでは、これをもちまして堺市住宅まちづくり審議会を閉会致します。 

  本日はどうもありがとうございました 

以上 

 


