
＜会議録＞ 

名 称 平成 27年度第１回 四街道市住生活基本計画策定検討委員会 

日 時 平成 27 年 7 月 8 日（水）14:00～16：00 

場 所 四街道市役所こども保育課２階会議室 

出席者 

【委 員】中島委員(委員長)、大山委員、梅山委員、飯田委員、喜地委員、菅谷委

員、中村委員 

【事務局】勝山都市部長、飯田都市部次長、櫻井都市部主幹、越塚建築課長、荒木

主査補、ランドブレイン株式会社（2 名） 

欠席者 【委 員】齊藤委員 

資 料 

議題１   住宅政策の課題の再整理について 

議題２   住宅政策の基本理念・基本目標・基本方針について 

議題３   成果指標の目標設定の検討について 

議題４   その他 

 

資料    四街道市住生活基本計画の策定 

参考資料１ 策定スケジュール 

参考資料２ 検討委員会設置要綱及び委員名簿 

参考資料３ 空家等対策の推進に関する特別措置法の概要 

参考資料  四街道市住生活基本計画に係る基礎調査および空き家実態調査報告書 

会議内容 

 

１ 開会 

 

２ 委員長あいさつ 

本日の議案内容は、昨年度に検討してきた資料のまとめとなっています。中心的な住宅政策の基

本理念や目標設定等が記載されています。震災の際には耐震、低所得者問題の際には居住支援等、

その時々で課題が出てきますが、今回は空き家が問題となってきています。基本的な住宅政策が次々

に出てきていますが、四街道らしい住宅政策を作っていこうということに変わりはないのでよろし

くお願いします。 

 

３ 会議の公開等について 

（１）会議の公開について              （公開とする） 

（２）会議録の作成及び会議録署名人の指名について  （要点筆記）（署名人２名）  

 

 

４ 議題 

（１）住宅政策の課題の再整理について 

[事 務 局] 資料説明 

 

[委 員 長] 今まで議論した事項で整理しています。何か質問はありますか。4 頁の人口問題研

究所のデータは全国なのか四街道市の人口推計なのかどちらですか。 

[事 務 局] 四街道市のデータとなっています。 

[梅山委員] 15 頁の現地調査で「2 連戸となっている住宅が約 1,000 戸あり、国勢調査では長

屋として扱っています。」とはどういうことか。 

[事 務 局] 千代田団地では 2 戸長屋で建っているものを国勢調査では長屋と扱っておりますが、

現地調査では戸建てとして扱って調査しているので、扱いに違いがあります。なお、説

明書きもあります。 

[梅山委員] 千代田団地の 2 連長屋は空き家が多いと思っていたので、気になっていました。 

[飯田委員] 空き家については心配事があります。空き家のガラスが割られているというニュース



があるので、調査後のフォローは行っているのですか。 

[事 務 局] パトロールについては今後検討していく必要があると思っています。昨年度は、計画

策定のために空き家調査を行ったのみとなっています。地域の方から空き家についての

情報は来ています。 

[委 員 長] 統計調査では目視のみで行っていますので、継続的にみているわけではないと思いま

す。空き家についての計画は今後どのようにしていく予定ですか。 

[事 務 局] 計画については国のガイドラインができました。協議会を設置ということが記載され

ているため、来年度以降に設置をして対策を打っていきたいと考えております。施策に

入れていきたいと考えています。 

[菅谷委員] 空き家率について、平成 25 年の住調では四街道市の空き家が 9.1％と抽出調査で出て

いますが、現地調査では 2.8％となっています。数値が 3 倍も違うのはなぜですか。 

[事 務 局] 空き家実態調査はランドブレインさんに悉皆調査を行っていただきました。住宅土地

統計調査は抽出調査のため調査方法が異なるので、誤差が生じています。今回当市が独

自で行った実態調査では、空き家が多いと思われる地区を調査していてこの数値となっ

ているため、空き家率としては全国的にみると、大変少ないと思われます。なお、数値

については、他の地域でも同じような調査を行うと住宅土地統計調査より実態調査の空

き家率は少なくなる傾向がみられるようです。 

[委 員 長] 私たちから見たら適正に管理されていない人に眼が行くので、思っているよりも多く

感じている可能性があると思います。 

[菅谷委員] ８頁に木造の約半数が旧耐震制度の建物となっていると記載があるが、12 頁のグラフ

を見ると昭和５５年以前の建物で 30％以下の建物しかありませんが。 

[委 員 長] 12 頁は所有者別のグラフで、構造別は 8 頁のグラフとなっています。 

[大山委員 ] 昭和 55 年以前の建物はかなり多いと思います。耐震化がかなり遅れていると思いま

す。耐震補強する場合の情報を出してほしいという意見が９頁にありますが、耐震補強

を行ってくれる業者や費用に関する情報等の希望が多くなってきています。 

[中村委員] 課題３と課題４の地図を見比べて自分の地域の耐震化等を見比べてみました。めいわに

住んでいますが、自分の住んでいる所はとてもいいところだと思いました。未開発地は

今後どのようになるのかが気になっています。 

[委 員 長] 市街化区域の利用促進については、何に利用していくのがいいのか。住宅が足りない 

のかどうかですが。 

[事 務 局] めいわはバブルの時に作った土地区画があります。中高層マンションを考えていたが、

地区計画を変更し、戸建て住宅に変更したところ現状では埋まってきている。平成 23

年の基礎調査のデータとなっているので、今は戸建て住宅が建ってきています。 

[中村委員] 一戸建てを買いましたが、ずっと住んでいても大丈夫だという、お墨付きががあれば

今後空き家にはしないと思います。 

[委 員 長] お墨付きはなかなかあげられないと思いますが、ずっと住み続けるには何が必要

かは重要だと思います。 

 

 

（２）住宅政策の基本理念・基本目標・基本方針について 

[事 務 局] 資料説明 

 

[委 員 長] 初めて出てくるところですので、次回までにしっかり見ていきましょう。スローガ

ンがあげられ、課題から基本目標が４つ挙げられています。いっぱい線があってわ

かりにくいので修正願いたい。どこの郊外住宅地でも「みどり」を掲げています。

豊かな緑についてどのような施策を打ち出していくのかも検討したい。 

[事 務 局] 緑の基本計画があり、減少傾向にあるなか、現状維持していくという方針で行って

います。 

[委 員 長] みどりを残していかなければ減っていく現状があると思う。四街道市の良さを担保

するものがあればいいと思います。緑の基本計画に記載されているということで了

解しました。 

[飯田委員 ] 今月の初めの大雨で、佐倉・四街道が水で溢れたというニュースがありました。建



物を建てる前に使う赤土で染まった水がたまっていました。テレビに出るのは、佐

倉・四街道は久しぶりではないかと思います。また、公園遊具が撤去されている所

があります。近所の公園を月一回草むしりしていますが、学校の生徒の人数を聞く

と、小学校の生徒数が一クラス 45 名程度と他の地域に比べると多くいます。地域に

よっては、子どもが遊ぶ公園が少ないと思います。 

[委 員 長] 子どもの公園についてどう思いますか。 

[梅山委員] 千代田に住んでいます。もねの里が今後どうなっていくのか夢と希望を持っていま

す。住所が物井から、もねの里 1 丁目、2 丁目と変わっていくのかどうなっていく

のか気にしている住民が多くいます。そのもねの里には大きな素晴らしい公園があ

り、たくさんの子どもたちが遊んでいます。住宅地が整備されるところに新しく公

園が整備されてとてもいいことだと思いました。 

[事 務 局] 大雨については、消防に確認したところ、10 分で多い時に 18.9ｍｍ、平均 18ｍｍ

となっており、1 時間で 100ｍｍとすごい数値になっていました。子どもの公園につ

いて、キャッチボールができる公園がほしいという要望がある反面、小さな子ども

が危ないと意見があります。四街道市では、有料の中央公園施設を、条件が整えば、

時間を区切り無料で貸し出す施策も考えています。もねの里については、平成 27

年には工事は終わる予定です。５年後までに、換地処分は終わらせる計画となって

います。民間の宅地造成も終わってきているが、区画整理事業なのですべて UR が持

っているわけではなく、民間業者も入っているので、進み具合が変わってくると思

います。 

[委 員 長] 総合計画で子育てと掲げているが、住生活基本計画で子育てと揚げたとき何ができ

るのでしょうか。 

[喜地委員 ] 20 ページ、基本目標２、多様なライフスタイルというと個人個人がいろいろなスタ

イルで住むということだと思いますが、国で似たようなことを言っていて、地方創

生と併せて 2 か所居住という、短期的に地方で住み、仕事のために都会に戻ってく

る等の住まい方を示している。通常の高齢者や子育て世代などのライフステージと

は違った使い方になっている。ライフスタイルというより、ライフステージという

表現の方があっているのではないかと思います。多様なライフスタイルといったと

きに、中身が施策と合わせた文言にしたほうがいいと思います。 

[事 務 局] 施策等にあった文言については、検討させていただきたい。 

[委 員 長] 基本目標１はハードといったイメージになると思います。子育てしやすいといっ

た面で同居近居をあげています。住宅セーフティネットについては、安心安全に

入ってくることだと思います。基本目標１、２の分け方については、検討してく

ださい。 

[梅山委員] 千代田で民生委員をやっていますが、高齢者・子どもの状況を見ていると、今一番

問題となっているのが、高齢者の買い物の利便性が問題になっている。バス通りに

面している人はバスを利用できるが、その他の人は買い物に困っています。民生委

員として聞きますと、住環境と買い物は違うのでしょうか。 

[委 員 長] 課題１超高齢社会に対応した住宅・住環境整備の中にも入ってくると思います。 

[梅山委員] また、バスの路線の回数が減ってしまっています。ヨッピィは一時間に１本あっ

て便利だが、千代田団地の物井駅に行くバスは、３時間もバスが来ない時間があり

ます。たとえば、空き家を安くして、小さなお店ができないかと、空き家の活用に

希望できないかと思っています。 

[委 員 長] 地域のコミュニティとして集まったり、買い物が出来たりすれば、住みやすくなる

と思います。 

[梅山委員] サロンはあるが 15 分歩かないといけないとなると高齢者は行かなくなります。5 分

圏内にあればいいなと思っています。 

[委 員 長] 地域づくりにイメージが出来たら、面白いと思います。 

[梅山委員] 地域では、空き家を使おうという動きがあるので、皆さんに情報が伝わっていけば、

やりやすくなっていくと思います。 

[委 員 長] 相続の問題等が空き家にはありますが、住むということでなく使ってもらえれば

いいという方はいると思います。耐震化等で改善しながら使っていければいいと思



います。基本目標１、基本目標２等を再整理して、四街道のイメージが出てきたよ

うに感じています。超高齢社会に対応した住宅・住環境整備をあげて、それに伴う

住まいの改善と地域の改善、空き家の活用が入ってくればいいと思います。それに、

若い人の交流等も入れてみたいと思います。ここに入っていない課題があると思う

ので、四街道らしさがはっきりとしてくると思います。 

[大山委員 ] 超高齢化社会ということで話しているが、今朝、ＮＨＫのラジオで高齢者の単身者

世帯が増えていると聞きました。大阪の寝屋川市では、本人の了解を得て鍵を市役

所で預かることをしています。電気がつけっぱなしになっていたり、悪臭がしたり、

新聞がたまっている等の異変があった場合に、市役所の方と民生委員で協力して訪

ねています。日本全国で高齢者単身者世帯男女含めて 500 万人と増えています。 

[梅山委員] 今は、私たちがいくら心配していても家に中に入ることはできない。中に入れるの

は警察のみとなっているのでとてもいいと思います。 

[委 員 長] 合意形成が難しいところが課題だと思います。 

[大山委員 ] やはり難しい課題だと思います。 

[委 員 長] 単身高齢者が増えているのは当然で、様々な対策を行っていると思います。地域

の中で行っているところもあるようです。 

[飯田委員 ] 住んでいる区ごとに集会所があり、区長さんがカギを預かって、使う必要が生じた

ときに使えればいいと思います。 

[菅谷委員 ] 空き家の有効活用は必要があると思います。高齢者の居場所づくりとしてもそうで

す。公営住宅は老朽化してきているが、ただ建替えるのではなく、空き家を借り上

げる等の方法も基本目標２で検討してほしいと思います。 

[委 員 長] 基本目標１は超高齢社会に対応した住宅・住環境整備をタイトルとし、内容を整理

しています。基本目標２は多様なライフスタイルではなく、世帯ニーズに合った住

まい方への対応にすると、若者や子育て世帯への対応がここに入ってくると思いま

す。セーフティネットを高齢者のみとすれば基本目標１に入ってしまうが、若者も

含めて考えれば、基本目標２に入れて、少子高齢化に向けた子育てしやすい地域づ

くり住まいづくりと整理すればわかりやすくなると思う。 

[中村委員 ] 基本目標１の子育てのところですが、思春期の子がいる４人家族で住環境に問題が

あったため、不登校になったというケースがありました。思春期の子どもにプライ

ベートなスペースを設けるということは、世帯ニーズに応じた良質な住宅の確保と

いうところで、必要ではないかと思います。基本目標２の多様なライフスタイルと

いうのは、美しが丘近隣公園では幼児が遊ぶ場所と高学年の子が遊ぶスペースがす

み分けられて、ウオーキングができ、とてもいい公園になっています。 

[委 員 長] 思春期の子どものいる住宅面積を大きくする等の必要があると思います。 

[中村委員 ] 部屋数を増やす必要があると思う。子育てしやすい地域づくりのところでいう

と、千葉市に大きな体育館があり、スポーツ大会等が行わていますが、周辺の宿泊

施設が 1 泊 9,000 円と高いところしかありません。四街道には、簡易宿泊所が少な

いので、作れないかと思っています。市内でスポーツ活動している子供たちが簡易

宿泊所で生活体験ができればいいと思います。 

[委 員 長] 同居近居の支援と併せて、子育て支援については、家賃補助することで一部屋多い

住まいに住めるようにする等の支援ができると思いますが、どのような支援をして

いくかが重要だと思います。子どもの遊び場については、思いっきり遊ぶことので

きる場所を確保するなど、中高生の居場所を作ってあげることが大切だと思います。

スケートボードの場所を作ってあげている例があり、四街道市を都市部として施策

を行っていくのであれば、もっと広がりを持った対応ができると思います。 

[梅山委員] 高齢者だけではなく、世代交流ができればいいと思います。 

[大山委員 ] 佐倉のユーカリが丘では若い世代が増えています。公的支援を設けることによって

空き家を有効活用し、リノベーションをすると、新築だと２０００万円位する住宅

が３割引きの１５００万円位で若い世代が住宅を購入しやすくなっています。保育

施設の充実、保育の引き下げ、保育園費の義務教育化、医療費について支援してい

く必要があります。 

[事 務 局] 四街道市では、中学までの医療費は無料にはなっています。 



[飯田委員 ] 認知症が進んでいる家庭があり、セーフティネットを構築し、警察の管理ができる

といいと思います。 

[委 員 長] 基本目標１で入れられるか検討いただきたい。 

 

 

（３）成果指標の目標設定の検討について 

[事 務 局] 資料説明 

 

[委 員 長] 県の方の意見を伺いたいと思います。 

[喜地委員 ] 23 ページですが、千葉県の住生活基本計画の改訂を予定しており、指標の見直しも今

年度図っていくことになっています。四街道市の指標にあった検討をしていただければ

と思います。 

[菅谷委員 ] 空き家の有効活用の目標値が２戸となっているが何ができるか検討が必要です。 

[飯田委員 ] 27 頁のリサイクル率について、現状値が 24.9％となっているが、全市で雑ゴミを燃や

すのを減らすことを行ってほしいと思います。 

 

 

（４）その他 

[事 務 局] 意見については 7 月 15 日（水）までに建築課までメールでご連絡ください。 

（今後のスケジュールの説明） 

平成 27 年度第２回検討委員会は 10 月 29 日（木）午後 2 時から開催する予定。 

 

５ 閉会 

 

以上 

 

 

 

 

 

           会議録署名人   梅山 美枝     

 

 

           会議録署名人   飯田 隆義     
  


