
＜会議録＞ 

名 称 平成 27年度第２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 10 月 29 日（木）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)、齊藤委員（副委員長）、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、越塚建築課長、荒木主査補、ランドブレイン株式会社（2

名） 

資 料 

議題１   施策と重点施策について 

議題２   四街道住生活基本計画（素案）について 

議題３   その他 

 

資料１   四街道市住生活基本計画（素案） 

参考資料  住生活基本計画策定検討委員会（平成 27年度第 1回）会議録 

      四街道市住生活基本計画に関わる基礎調査および空家実態調査報告書※ 

＜※配布済み＞ 

会議内容 

 

１ 開会 

 

２ 委員長あいさつ 

[委 員 長] 皆様から、できるだけ多くの意見をいただきたいと考えております。計画の素案

を作成するにあたり、資料についての内容の修正等ご意見があれば、是非伺いた

いと思います。 

 

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）施策と重点施策について 

[事 務 局] 資料説明 

 

[委 員 長] 全体的な計画の説明となったため、順番に議論してほしいと思います。基本目標 1、

2、3、4 の順で意見・質問等を議論願いたい。その後、重点目標・重点施策につい

て集中的に議論いただきたい。基本目標 1 について質問・意見等ありますか。住宅

相談窓口については包括的な相談を行っていくということですが、住宅相談窓口と

いうのはどこかに置くのですか。 

[事 務 局] 住宅総合窓口の設置については、市の組織との調整が必要であるが、方向性として

は総合窓口を建築課に設置したいと考えています。 

[委 員 長] 住宅担当課を設置することは考えていないのですか。住宅課の相談窓口に関連のと

ころと繋げて、住宅相談に来た人がそこで回答をいただく所があるといいと思いま

す。 

[事 務 局] 他の市町村では、建築指導課から建築住宅課が別になったところもあるが、建築課

の中で新しく班等を設置したいと考えています。 

[委 員 長] 建築住宅課というのは、昔の流れで住宅を建てたり供給したりする課となるため、

居住支援が入りにくくなっています。居住支援の意見を取り入れてほしいと思いま

す。他に何かありませんか。 



[喜地委員] 基本目標が 1～4 という形で細分化されていますが、既存の国の施策や民間の住み替

え機構等が記載されており、今ある施策がまとめられていると感じました。四街道

市としての特色や四街道市しかやっていないといった施策がほしいと思います。 

[委 員 長] 全体的に見るとどうかと思いますが、基本目標 1 で四街道市ならではの特長につい

て、先ほど質問した住宅相談窓口を新たに設置するということは、ひとつの新しい

ポイントだと思います。国や他自治体にもあると思うが、総合ワンストップ窓口と

して、そこに行くと様々な住宅のことが、ある程度解決するのは、特徴の一つにな

ると思います。 

[齊藤委員] 千葉県建築士事務所協会や千葉県建築士会等の 6 つの団体が千葉県の住宅課から委

託を受けて千葉安心利用推進協議会という協議会を作っています。そこでは県下各

地でリフォーム相談会を開いたりしていますが、なかなか一般市民が、集まってい

ただけていない現実があります。一般の営利企業で、押しかけるような形で営業活

動を行い、リフォームをしようとしている人たちが被害にあっていることがありま

す。今これから力を入れなければいけないと思っているのは、リフォームをしたい

方が安全・安心にリフォームをできるための相談窓口をどのような形で作っていけ

るかということを考えています。リフォームをしたい方は、自力でひどい目にあわ

ないように備えてやっていかなければならない状況で、市民は窓口が作られること

を望んでいるのではないかと感じています。市民は、なかなか設計事務所等の建築

の専門家の力を上手に使うということにまだ不慣れな印象があり、私ども設計事務

所業界もまだ PR が大いに不足していると考えています。この辺りは、行政と我々

のような団体が一体的に取り組むべきテーマではないかと思います。 

[委 員 長] 県レベルで相談窓口と聞いても、いま一つピンとこない。四街道市に窓口があると

いう意味で重要だと思います。内容によると思いますが、相談窓口をどのように設

置すると効果的に機能するか検討する必要があります。 

[喜地委員] 県でも相談窓口を設置しており、そのセンターがありますが、そこで 100%答え切れ

ないこともあります。そこでお答えできるもの以外は、専門の建築士会や事務局、

事務所協会など関係団体の方にご連絡先を伝えワンストップとしていますが、細か

い専門的なところは専門の方に対応をしてもらっています。市に同じような窓口が

あればそこに相談し解決策が分かれば、意味のある窓口設置になると思います。 

[委 員 長] 窓口に立つ人というのが結構重要だと思いますがどのような方がいるのですか。 

[喜地委員] 住宅供給公社の外郭団体なので、常に住宅専門の方がいます。県は良いが、市の窓

口を設けるとなると、専門家については検討が必要かもしれません。 

[委 員 長] 相談といっても、リフォーム相談みたいなハードの話から法律関係まであり、住宅

では法律関係が多いと思います。介護に関連した住宅のリフォームから耐震にはい

くつかの課題がり、相談窓口から繋げていくことになるが、きちんと繋がっていな

い意味がないと思います。現在でも、受けている窓口では生活保護へも繋がるよう

にしています。相談窓口に来た人の話を色々聞いていたら、一般的なアパートに入

るというだけではなく、どうもこれは生活保護を受給したほうがいいだろうとなっ

た場合に保護課に繋げるといった形を、ある程度最初から用意して、相談を行って

いく必要があるのではないかと思います。窓口があるというだけでは動かないとい

うことになります。 

[齊藤委員] 行政の限界と言っても言い過ぎではないと思いますが、例えばあの業者に話をつな

げば間違いないなどいう様な業者がいたとしても、行政が特定の業者を紹介すると

いうことはやってはいけないことになっています。行政が相談を受けたとしても当

たり障りの無い一般的な範囲の回答しかできません。千葉安心リフォーム推進協議

会では、月に 1 度、市民・県民の方に事務所協会の方に来ていただいて個別相談会

をやっていますが、毎回一人か二人くらいの参加者しかいない現状です。周知・広

報の仕方が上手くないといわれればそれまでですが、リフォームをなさる方もそう

いう、ほかにもある色んなものを上手に使うという意識が未だ高まっていないよう

です。リフォームをする前に行政の窓口に行き、色んな情報を仕入れてこようと市

民の方に思ってもらえれば、色んなものが良くなっていくのだろうと思います。一

人ひとりが行政の力を上手に使おうという、アイディアが不足しているというよう



な印象を持っています。どういうときに行政の力を借りたくなるかというと、自分

がひどい目にあって被害者になったときに何とか救済してもらえないかと駆け込

む場合が多く、実際にはそうなる前に相談していれば被害にあわなかったといった

ことがたくさんあるという印象を持っています。 

[委 員 長] 「市民が」と言われているが、中村委員はいかがでしょうか。 

[中村委員] 住宅に関してはとても大きなお金が動くので、すごく慎重になりますが、大手ハウ

スメーカーは既製品を売るので、リフォームメーカーを変えると部品等そのものが

無いことがあります。それで例えばサッシを変えたいとなったとき、建ててもらっ

た大手メーカーにしかものがないので、他のリフォーム会社に頼もうとしたときに

そのサッシが手に入らないことがあります。あまりにトラブルが色々あったので、

大手のメーカーとはもう切りたいと思っても、家本体を考えると、切れない状況に

なっています。金融業者につかまった感覚があります。大手メーカーがリフォーム

の営業に来ることがありますが、やはりそういうときに、ポンと引っかかってしま

うのだと思います。 

[委 員 長] 住宅はブラックボックスの所がいっぱいあります。だから、一つの家を変えようと

しても壁の中も柱の中も天井も見えません。今回のマンションの杭の問題について

も、見て買っているわけではありません。姉歯問題のときには、「すごく安い百平

米が五千万円以下で」と言われたって全然分かりません。やはり、きちんとした責

任で行っている業者かどうか、専門家の助けがないとわからないことがあります。 

[中村委員] 大手ハウスメーカーはオリジナルのものを使っているので、変えたくても変えられ

ないところがあります。その相談窓口ができたらいいと思います。 

[齊藤委員] 確かにそういうサッシとかもあるが、建築の専門家はそういう場合にはこうすれば

しのげるとか、上手にこなすことができるという切り口を実はいくつも持っていま

す。必ずしもそういう特定のルートしか解決はありえないということはないので、

例えばインターネット等で検索していただくと、相談したら何とかなるのではない

かという所がいくつかあります。また、国から色々な運営資金を供給しているとこ

ろで、リフォーム推進協議会というところがあります。リフォームにまつわる色ん

な心配事、相談事について、対応する窓口が用意されています。 

[委 員 長] 住宅相談窓口は設置したら良いというだけではなく、どういう人が相談に乗り、そ

の相談に乗る担当者が色々なネットワークを持って、紹介できるようになっている

かが重要だと思います。 

[梅山委員] 「相談窓口」と書いていますが、硬くて、気軽に相談事を頼みにくいので、もっと

気軽なキャッチフレーズにした方がいいと思います。ちょっと寄ってみようかとい

う所があるといいのではないかと思います。障害者支援課では、リフォームをする

にあたっては、初めの最初の写真を撮っておかなければいけない、もう直し始めて

からだと遅いということを聞くことができます。取り掛かりに、まずそこへ行って

みようというような雰囲気があり、もしその方が障害者だったらやはり写真を撮っ

ておきなさいといった、やわらかい、一番初めのきっかけを持てるような相談窓口

にしてほしいと思います。 

[委 員 長] 良いアイディアだと思います。スマイル何々とか、キャッチフレーズを聞いたこと

があります。ところで、四街道市は、今流行のキャラクターとかはありますか。船

橋市だと「ふなっしー」や「船えもん」があります。船えもんのご相談窓口という

のがあって、すごく楽しいノリになっています。板橋区でも、「りんりんちゃん」

がいます。相談窓口を親しみやすくすることや、早いうちに来たほうがいいという

ことが分かるように、周知・アピールができるといいと思います。 

[梅山委員] 障害者の人が困っていた時に、相談窓口があったとしたら、障害者支援課に繋げて

いけるような仕組みがあればいいと思います。 

[委 員 長] お茶が飲めるようなサロンを主張したことありましたが、駄目でした。気軽に、お

茶を飲みながら相談できるような窓口があればいいと思います。基本目標 1の中で、

おそらく国の制度、市の制度については、着々とやっていくとして、住宅相談窓口

を設置し、いろいろなところに繋がるようにし、充実させることで四街道市らしさ

がでると思います。検討していってほしいと思います。 



[菅谷委員] 市のロビーで月に一回相談を行っているが、あれも窓口となるのですか。 

[事 務 局] 市の定例相談の窓口としては、建築課として、月に一回、第三木曜日に行っている、

住宅増改築相談があります。46 頁に記載しています。 

[菅谷委員] それは塗装関係ではありませんか。 

[事 務 局] 増築やリフォームの相談を行っています。 

[菅谷委員] 相談窓口を建築課の中に置くと、なかなか入れないので、今のようにロビーに置き、

のぼりを出す方がいいと思います。 

[事 務 局] ホームページとか市政だよりには情報を掲載しています。月１回行っており、平均

すると２～３件の相談があります。 

[委 員 長] 気楽に寄れるような場所があるといいですね。 

[菅谷委員] それにある程度、障害者・高齢者支援制度についてわかっている人が対応できる組

織になるといいと思います。 

[委 員 長] 29 頁にシェアハウスとありますが、シェアハウスと最低居住水準未満を解消すると

いうのと、バッティングしないでしょうか。ゆったりしたものは作れないので、一

つの住宅を分けることになります。共同の場でお互いにいい交流ができるのは良い

ことですが、住宅のレベルによって、最低居住水準を確保するという話は合わない

気がします。その辺りを配慮した新しいことを情報提供するということでしょう

か。何となく基本目標 1 のポイントが見えたような気がします。また、30 頁に空き

家対策がありますが、空き家対策について、意見はありますか。 

[飯田委員] 空き家対策については、国も各都道府県もすべて動いており、千葉県内の千葉市と

八潮市で、全宅連協会と市役所の間で、空き家等の有効活用等に関する相談協定を

締結しています。空き家の情報をもらったら、相談に応じる担当者を設けて、どう

いう状況であったかを公正に判断し、有効に活かしていくように相談します。一部

の業者に偏り、商売を目的でやっていくのではなく、公正に情報だけを全部提供・

相談にのるということを行っています。形は、市と宅建協会にある業務相談協定契

約書というのを結び、それで既に千葉市と八潮市では動き出しています。なお、ま

だ走り出したところなので、細かい問題が起きているようです。いずれ各市町村と

宅建協会で逐次こういう協定を結べるといいと思います。千葉県宅地建物取引協会

本部が千葉にあり、空き家対策プロジェクトチームを今立ち上げ、各市町村の希望

に沿った対応ができるよう支部を設け、指導していくように検討しています。相談

窓口は空き家対策プロジェクトチームを千葉県宅地建物取引協会本部に設け、12 月

15 日に各支部から担当者を全部出席させて説明することになっています。空き家は

色々な活用方法があり、売買・リフォーム・賃貸と、かなり込み入った相談が多く

なっています。建物がいらないから売るとなっても、まだ相続の解決ができていな

い物件や実際相続するにはどういう手続きをとらなければならないか、権利者が 30

人も 50 人もいるといった状況があり、ほったらかしてあるというケースが多いと

いうことを聞いています。特定空き家に認定されると、固定資産税が 6 倍になると

いうことや、色んな問題が出てきたので、皆で解決していこうという段階であると

思います。 

[委 員 長] 戸建ての空き家も民間で行っているのですか。 

[飯田委員] 全て行っています。 

[委 員 長] わざわざ行政が間に入ることはない気がします。 

[飯田委員] 特に問題なのはやはり相続物件です。相続権利者が 30 人も 50 人もいると、どうし

ようも無いことがあります。相続権利者の一人でも私は反対と言われたら動けない

ことになっています。だからそれでほったらかしてあるというのが結構あります。 

[委 員 長] 相続問題と耐震問題がクリアできないと、活用はほぼ無理かもしれないと思います。

短期的に、どこか居場所を作るくらいであったら大丈夫ですが、相続がかかわって

いる建物では、より複雑な状況になってしまうと思います。 

[飯田委員] 成功例としては、佐倉市のユーカリが丘です。古い貸家を全部ピックアップし、リ

フォームをして、市価の大体 3 割から 4 割引きくらいで、若い人に売っていると聞

いています。ほとんど新築と変わらなくなります。大成功しており、同時に子育て

支援として、保育所を増やし、子育て支援の補助金を出し、若い人向けに色んな形



を考えており、若い世代を市に誘致しようとするしています。他市町村の見本にな

っていると思います。 

[委 員 長] ユーカリが丘は一つのいわゆる社会実験でしょうか。 

[飯田委員] これは NHK のテレビでもやっていました。 

[委 員 長] 民間が、色々ちょっと頑張ればできるという部分がありそうですね。行政が関わる

としたら何をするべきかとなると、除却の問題は本当に社会的に迷惑や不衛生にな

り、除却の命令を出すというのは行政がやらざるを得ないかなとは思います。ただ、

それ以外をどうするかということがあると考えています。 

[大山委員] 市内を自転車で回っていると、本屋の閉店や栗山地区でも酒屋が閉店し、シャッタ

ーが閉まってもう錆ついて大分長いなというのがあります。市に相談は来ているの

かどうかわかりませんが、立派な家でも木がぼうぼうになっている家もみられま

す。そのまま放置してあると、四街道が住みやすい街で、住んでみようと思ってい

る人が通っただけで、さびれていると感じると思います。 

[委 員 長] 空き家の実態調査はするのでしょうか。 

[事 務 局] 47 頁に記載しているとおりです。 

[委 員 長] 調査によって明らかにし、対応策を行政がやらざるを得ないのではないでしょうか。

基本目標２について、意見はありますか。 

[中村委員] 不動産担保型生活支援について、住宅・土地などの資産を担保にして必要な資金融

資を受け、融資を受けたお金で老後を生活し、自分が亡くなってその資産を売却し

て返済にみたてるとありますが、売却できなかった場合、放棄しない限りそのまま

自分の子どもに、借金が行くのでしょうか。 

[齊藤委員] 恐らくリバースモゲージのことだと思いますが、制度はあるが、なかなか利用しづ

らい制度です。リバースモゲージの場合、端的に言って、国のお金を使って団体が

運営します。不動産は、生きている間は所有者の方が使い、亡くなった時点で相続

人たちが負債を清算すればその不動産を、その相続人たちが自由に処分できるとい

う取り組みです。相続人たちがその負債を引き受けるということがないと、そのリ

バースモゲージを設定した一義的な銀行がその窓口になりますが、その不動産を引

き取って転売して、その負債を消すという仕組みになっています。 

[中村委員] この売却というのは、借りた銀行がそれを担保するということでしょうか。 

[齊藤委員] お金を貸すにあたっては、担保で抑えたものに価値がないと銀行はお金を貸しませ

ん。簡単には成立しない制度だと理解してほしいと思います。そんなに多くの件数

がまとまったわけではないと思います。実はお客様から依頼があり動いたことがあ

りますが、なかなかお客さんが考えているような金額では融資が付かないというの

が実態でした。 

[委 員 長] この制度については、あっちでもこっちでも取り上げているが、私はもう必要ない

と思っています。というのは、これは、バブルのころの政策でしょう。土地の価値

が上がるから、そこで借り受けた金額がちゃんと最後亡くなった時に採算が合いま

す。今は逆なので、活用がむずかしいと思います。 

[喜地委員] 手法の一つとしてはメリットとしてはあると思いますが、確かに齊藤委員がおっし

ゃったように、なかなか制度は活用できていないようです。土地の下落傾向で、担

保性が無いため、なかなか今広がっていない制度という認識はあります。ただ、考

え方としては素晴らしい制度で、亡くなった時に資産を相殺するといった面で制度

としてはいいと思っています。 

[委 員 長] 今の時代にはなかなか無理なところがありますね。 

[齊藤委員] 要するに空き家というのは、これから先も恐らくは増え続けるであろうと思われま

す。何故かと言うと、国の施策、あるいは税制面、新築をかなり優遇するという姿

勢がずっと続いているためです。これは当分変わらないと思います。新築はまだま

だこれからも続くため、それによって、当然空き家は増え続けると考えないといけ

ないと思います。空き家が増え続けるということは、中古住宅の価格はおそらく下

がり続けるでしょう。リバースモゲージは簡単に成立しないというのも一緒だと思

います。住まいを売って、そのお金で余生を何とかと考えるのであれば、そう思っ

た時点で売ってしまい、手に入ったお金でその老後をどうやって過ごすかという風



に考えるべき時代になってしまっています。例えば 50 坪くらいの大きなお家にお住

まいの方は、大急ぎでお売りになって、20 坪くらいの小さな中古住宅を買われて、

そのお金の差を老後の生活資金にするというのが、おそらく一番経済的な合理性の

ある行為ではないか思っています。 

[委 員 長] 結局実際にはそんなに動かないので、リバースモゲージ記載は残すかどうか検討し

ましょう。32 頁の子育てしやすい住環境というものが、全体の住生活基本計画のス

ローガンにもなっており、四街道市は子育てを重点に考えています。「人、緑、子育

て、住み続けられる街 四街道」で、子育ての施策として三世代家族四街道という

のがありますが、始まっているのでしょうか。 

[事 務 局] 今年度制度を開始しております。 

[飯田委員] これはすばらしい企画だと思っています。予算については、今年度はいっぱいかど

うか、細かいことは分かりませんが、情報として、安倍総理大臣が新三本の矢で、

三世代の近居や同居を促す住宅政策を実施すると言っています。リフォーム等の費

用がかかった場合、その費用をローン控除のような形で、工事費用の年末ローン残

高の５%分を５年間所得税から控除する案が有力と情報では聞いています。そういう

ことがあると、さらにこれがまた反響があると思っています。非常に的をえた企画

ではないかと思っています。 

[委 員 長] 同居、近居を強いられると、つらいのが女性でしょうか。 

[齊藤委員] これは同居だけではないようです。 

[委 員 長] 同居と近居両方ですか。 

[齊藤委員] 同居だけではなく、近居として、近いところに住んでもいいと思います。 

[委 員 長] 近居ならいいかもしれないですね。うちも今近居しています。 

[飯田委員] 栄町では、最近急速に人口が増えていますが、子育て支援金が影響しているかもし

れません。一人目が 5 万円、二人目が 15 万円、三人目が 25 万円を助成しています。

わが子がＵターンしてきたら親に最大 30 万円助成しています。貸家等に転入してき

た場合は 10 万円です。ものすごくいろいろな対策をやっているようです。私も今勉

強しているところです。若い人の人口が確かに増えているようです。これは決して

無駄になっておらず、相当効果が出ているというふうに聞いています。 

[委 員 長] 全国の自治体でひと・まち・しごと地方創生事業計画を作成していると思いますが、

四街道も作成していますか。 

[事 務 局] 作成中です。 

[委 員 長] 子どもについて充実した事業を行う必要があると思います。二人目、三人目が少な

くなり、子育てが大変になっているため、地方創生事業でいい事業を行うと、若い

人に来てもらえるのではないかと思います。担当課は住宅課ではないと思いますが。 

[飯田委員] 栄町さんは、住民課や福祉課とか、子育て支援班とかで行っていますね。他にも、

栄町企画政策課、不動産定住班とか、色々な部署でそれぞれやっているみたいです。 

[委 員 長] 子ども手当てもきちんとやるべきでしょう。自治体で一生懸命やったら若い世代の

皆さんに来てもらえると思います。 

[大山委員] 31 頁の「見守り」について、高齢者と付き合いが多少あり、聞いてみますと、一人

でいると寂しく、話し合いの場を 10 人くらい集まって話し合いをすると一日ゆっく

り朗らかに過ごせるとかいうことを言っていました。ある一定の場所で、空き家を

活用したらどうでしょうか。遠いところに歩いて行くわけにもいかないので、近い

場所の有効活用として提案したらどうかと思っています。 

[委 員 長] 高齢者の集う場所として、空き家の有効活用という話がありましたが、住宅や団地

で空いているところを見つけて活用していってほしいと思います。 

[梅山委員] 高齢者とう福祉の計画は地区社協等でも行っていますが、空き家が使われるかどう

かは決まっていません。援助金や補助金も出ており、小さな 5、6 人の集まりのとこ

ろも現実にはできていますので、可能なら、宣伝が必要かなと思います。始まった

ところだと思いますが、今までたくさんの人が利用しないといけなかったのですが、

５、６人でもいいよというのが出てきたようです。そうなると、空き家を一部屋借

りるとかということも多分計画の中に入ってくる地区もあるのではないかと思いま

す。 



[委 員 長] 今は、このところの市の事業としては高齢者支援課だが、住まいと連携して積極的

な位置づけをしていただくといいのではないでしょうか。 

[梅山委員] サービス付き高齢者向け住宅は、皆さん関心を持っています。介護度が無くても入

れるという所で、お金がある方は関心を持っていて、実際入っている方も多いので

はないかと思います。 

[委 員 長] 補助金が付くので、業者としてはこれを使ってというのがあると思いますが、利用

者の利用する金額によって、サービスが松竹梅になってしまっているようです。子

育てだけではなく、高齢者のところへのサービス付き高齢者住宅も、あんまりアン

バランスに質の悪いものを供給しないよう検討して、供給していくということが必

要と考えています。見守りのところを丁寧にやるというのと、32 頁の三世代同居・

近居支援事業ですが、これは非常にいいと思います。 

[梅山委員] この見守りはたぶん今、ヤクルトやヨーカドー、セブンイレブン等の地域市民も入

っていると思います。 

[大山委員] 痴呆症の方が近所におり、介護者が外から閉めて外へ用事で行くのだが、中から開

けて出て行ってウロウロしている方がいます。おまわりさんが、こういう人が歩い

ていたら、見つけたら言ってくださいとかいう放送がたまに入っています。出かけ

る時には連絡して、市に窓口を設け、ちょっと長い時間留守だと対応できるように

できないでしょうか。 

[委 員 長] 一定の場所に、認知症の人はいけるようにした方がいいかもしれません。 

[大山委員] 閉じ込めるというのではなく、話し合いができる場所があるといいと思います。 

[委 員 長] そうすると元気になると聞くます。とても大事なことだと思います。 

[梅山委員] リバースモゲージは社協でやっていることなのでしょうか。評判があまりよくなか

ったと聞いています。 

[事 務 局] 県の社会福祉協議会が窓口になっています。市でも相談を受けているようです。 

[委 員 長] 窓口が社協になっていると思うが、市によって違うのですが、住宅課がやっている

ところももちろんあります。34 頁、住宅確保に配慮が必要な世帯とあって、民間賃

貸住宅や民間賃貸住宅への入居支援についてはどうでしょうか。 

[喜地委員] 賃貸住宅に入居する場合に、お金の問題だけではなく拒否されることがあります。

千葉県では不動産屋に拒否しないと登録していただいて、まずは相談に乗っていた

だく、家主さんに相談していただけるような不動産屋さんを登録しています。県と

しては情報提供を行っており、居住支援協議会とは別に、10 市くらいの市や社会福

祉関係の団体にも入ってもらっています。実際に、高齢者の方の場合、何か緊急時

に見守りや緊急連絡先がないと不動産屋も貸しづらいので、貸したときの問題に対

応してくれるところがないとなかなか進まないようです。福祉関係と連携した中で、

県もやっているが、市のレベルでも、連携して取り組みをしていただけるといいと

思います。 

[委 員 長] 一般的な不動産窓口では皆拒否しないと約束しても、高齢者の方に、すみません、

ふさがりましたと断られるようです。 

[飯田委員] 最初に我々が心配するのは支払い能力です。滞納されたらどうしようもないです。

支払い能力やセキュリティーの問題もあります。近所に親せきや知り合いがいれば

連絡をする等の対応である程度解決できますが、滞納だけはどうしようもないと思

います。３ヶ月、４ヶ月、どんどん滞納していくことになります。そうするとそれ

を裁判で訴訟しても、支払い能力が無いとなってしまいます。一番の問題は収入が

あるのかないのかで、収入の無い人に貸しても、目に見えて滞納になってしまいま

す。 

[委 員 長] 一般的に支払い能力のある人は問題ないが、払えない人や今は何とかなるけど危な

い人たちをどうやって助けるかということがテーマとなると思います。保障制度が

民間で徐々にでき、入居のときの保証制度を例えば行政が出すとか、あるいは本人

が少しでも出して、そうすると家賃保証が半年分くらいの家賃滞納だとそれを出し

てもらえるとかできないでしょうか。 

[飯田委員] 家賃保証の会社にも審査があり、過去に滞納暦が無いかがすぐに分かるため、家賃

保証会社に断られます。 



[委 員 長] そこまで困窮している方は生活保護となるため、生活保護を受けていただいて、そ

れで立て直していただくのはどうでしょうか。要するに、家がなくていいとは思わ

ないでしょうから、何とか困難な人に家を保証する為にどういう手があるか考えた

いと思います。安心賃貸支援事業が活用できるか、うまく組み立てられるかどうか

になると思います。居住支援協議会がいくつかできていて、全国的にもっと増やそ

うという話をしても、結構本腰を入れていかないとできないでしょう。不動産屋が

懸念することとして、もうひとつは亡くなった時の事故物件が心配だと思います。

だからできるだけ早く見守りをしないといけないことになります。 

[飯田委員] 事故物件というのは告知義務があります。きちんと契約時に借主さんに説明しない

と法律違反になります。そういうところがやはり一番気を使うところです。隠した

いことなので、近所に聞き、事前に怪しいなと思ったら調べなければならないでし

ょう。近所の方に聞くのが一番早いと思います。 

[委 員 長] 高齢ご夫婦とか高齢お一人暮らしとか、本当に家が見つからないことがあります。

それから精神障害の方もそうです。この方たちが非常に困難なので、でもなんとか

不動産屋さんとか家主さんが心配にならないようなサポートをしてあげるという仕

組みを作っていかないと、うまくいかないと思います。 

[菅谷委員] 公営住宅のことですが、市営住宅も県営住宅も今はたぶんいっぱいだと思います。

出入りがすごく少ないと思われます。公営住宅として空き家を購入するという言い

方はおかしいが、建設費の 2 分の 1 補助があるため、その 2 分の 1 の同じ額が国か

ら補助してもらえるような仕組みを作ったらどうでしょうか。空き家をどこが買う

ことになるのかは分かりませんが、公営住宅として買ったらどうかと思います。国

から半分補助をしてもらい、ある程度耐震とバリアフリーのリフォームを行って、

家賃補助が必要な若い世代に貸したらどうでしょうか。先ほど、入居している人が

高齢化して困っているという話がありますが、若い世代を入れる公営住宅みたいな

ものがもしできるのであれば、すごくいいと思います。若い世代が四街道市に入っ

てくれるのではないかと思います。 

[委 員 長] 色々な事業を組み合わせて、借り上げ型という公営住宅もあります。しかし、それ

を増やすという話はなかなかなくて、厳しいと考えています。むしろ民間賃貸住宅

のある一定の質のところに家賃補助をして入居してもらう方が、いいと思います。

空き家を居住の場にして長期居住というのは難しいと思いますが、一時的に居場所

としてもらうのはいいのではないかと思います。 

[菅谷委員] みそらに住んでいますが、高いときは約 5000 万円、安いときは約 2000 万円で、周

りの住民たちは住宅を購入しています。現在売っている人は、約 300 万円で売って

いると聞いています。優良なストックがあるのかどうかは別として、若い世代へ入

れ替えてあげる仕組みを作り、既存のみそらや千代田等の団地で何かができればい

いと思います。それが公営住宅のひとつの手として解決策があるのではないかなと

思っています。 

[委 員 長] その通りだと思います。ただ、行政が行うと色々な問題が出てきてしまうので、一

つの大事なアイディアとして、行政がやるか、民間でうまくやるかとか、何かでき

そうだと思っています。 

[菅谷委員] 民間にすると 1000 万円前後で売り出せると思います。 

[委 員 長] 民間と言っても様々あるので、住むということを目的にすれば色々手はあります。

基本目標３、４について一緒の議論でよろしいでしょうか。というのは４が、重点

目標になっているが、建築課がやれることがひとつもないと思います。「みどり」と

いうスローガンを挙げているので、何か施策を考えた方がいいと思います。住宅関

係で、緑の話というのはどうも縦割り行政で切り離されるでしょう。 

[大山委員] 先日、市議会議員の報告会があり、傍聴しました。栗山で改良土を受け入れて周辺

の汚水が改良するといっていましたが、違うと思います。へんな土や土砂が入って

きて、稲作やめだかも死滅したという事故が新聞やテレビで出ています。事前に市

で改良土に対して体制作りが無いと後始末で住民に迷惑をかけるのではないかと思

います。結果的に市のチェックが疎かになっていたのではないかという声があがっ

てきます。栗山の緑で発生しており、検討していただく体制作りを環境問題として



取り上げてほしいと思います。 

[事 務 局] 環境政策課が対応しており、色々な課題等の解決に向けて、今後どういう方向で対

応するかを検討していると伺っています。専門ではないので正確に答えられないが

状況は聞いています。 

[委 員 長] 緑については住宅政策でもしっかり繋いでいかなければ、四街道市は緑のまちとは

言えなくなってしまうでしょう。 

[大山委員] 四街道は山あり谷あり川ありで、非常に環境はいいのですが、周辺の自治体が見張

っていても不法投棄でゴミを捨てる人がいます。成田や銚子、佐倉のゴミが捨てら

れていることがあります。チェックとして、市が総力を挙げてやっていかないと絵

に描いたもちになると考えています。 

[梅山委員] みどりということですが、四街道にはいっぱい山や林があります。どこで助成金を

出しているのか分からませんが、整備するボランティア団体がおり、散歩道を作っ

たり、木を伐採したりして、なかなかいい場所ができていると思います。是非促進

していってほしいと思います。ちょっとずつでもよいので、手入れをしていないの

はよくないと思います。道の整備はボランティアが行っているでしょうか。 

[事 務 局] たろやまの郷の整備はボランティアで行っており、大変きれいにしていただいてい

ると聞いています。 

 

（２）四街道住生活基本計画（素案）について 

[事 務 局] 資料説明 

 

[委 員 長] 54、55 頁について、住生活基本計画を検討しているが、その前に各市町村は、住宅

課を作るとかは考えられないでしょうか。計画を作るだけになってしまいます。 

[喜地委員] 千葉県では、住生活基本計画を各市町村で、全市町村で作っていただきたいという

目標で指標を設けています。 

[委 員 長] 計画を作るというのはいいのですが、それを担当するのは担当課です。計画を作っ

てもバラバラの課が担当するのではなく、市町村の中に、住宅課であったり、建築

住宅課だったり、住宅が目に見える形で設置することはできないのでしょうか。東

京都 23 区でも順々にできており、担当課として、最初は一人だったところもありま

す。住宅課で一人が窓口に座っていた時期があり、その一人がやはり頑張ります。

計画の進行管理のところにそういう専属の部署をつくりのですが、計画を作って検

討するとなると、できないということになってしまいます。 

[齊藤委員] 委員長の発言には賛成です。担当する住宅課ができないと、結局だれもやらないと

いうことに繋がりかねないので、とにかく計画の主担当を決めて、この計画案件に

関してはその人に聞いたら大体分かるような組織ができることが、やはりキーポイ

ントとなると思います。 

[委 員 長] 多数決にするわけにはいかないので、意見として聞いていただいて、組織について

は、庁内で色々議論しなくてはいけないことなのだと思います。住宅課の設立等、

よろしくお願いしたいと考えます。他はいかがでしょうか。全体を見ていただいて、

意見や疑問がある所はないでしょうか。事務局に質問するには時間的にいつぐらい

までだとパブリックコメントに間に合うのでしょうか。 

[事 務 局] パブリックコメント自体は 12 月 1 日くらいに周知する予定です。年末年始に入って

しまうので、８日からはじめようと思っています。それまでに素案を作って提示し、

パブリックコメントを実施したいと思います。１１月中旬ごろには、素案提示の準

備をしたいと思っています。 

[委 員 長] 一週間後までに意見を伝えれば検討することができると考えてよろしいでしょう

か。 

[事 務 局] 委員の方々から文言の間違い等について指摘があったので、細かいところをまた見

直す作業と一緒に、関係部署にも最終案についてもう一度確認したいと考えており

ます。素案を最終案に近いものとして、パブリックコメントにかけられるといいと

考えています。 

[委 員 長] そうすると 11 月 5 日ごろでしょうか。 



[事 務 局] 11 月 4 日水曜日までに建築課にメール・FAX で、提出願いたいと考えております。 

[委 員 長] 細かいことについて、ご意見等伺えなかったことがいろいろあると思いますが、何

となく四街道らしさが見えてきたのではないかと思います。相談窓口の設置や高齢

者の居場所、子どもの世帯をどうやって入れるか、防災耐震について促進するため

の相談の場、それをアピールするということが大事というお話もありました。賃貸

住宅については、空き家対策が動き始めているので、民間がやっていることを促進

する何かができるかどうか、危険なものは除去するための施策を作るかどうか、戸

建て住宅が多い四街道市の住生活基本計画がまとまってきたのではないかと思いま

す。 

 

（３）その他 

[事 務 局] 先ほど申し上げた 11 月 4 日（水）までにメール・FAX 等で建築課までご意見があれ

ば送ってほしいと考えています。今後のスケジュールについて、12 月上旬から 30

日間、来年の 1 月 10 日前後までにパブリックコメントを行い、市民の意見を求めて

いきたいと考えています。次回の検討委員会、平成 27 年度の３回目の会議について

は、パブリックコメントでいただいた意見等の協議をし、計画の最終案を作成した

いと考えています。日程は来年の 2 月頃に開催を予定していますので、決まり次第、

皆さんに連絡いたします。 

お手元に、三世代同居・近居住宅支援事業のパンフレットを配布しておりますが、

現在の申し込み状況を報告いたしますと、すでに予算の枠を超える 11 件の申し込み

がきています。 

[委 員 長] 採択するのは 10 件ぐらいですか。 

[事 務 局] １件あたり上限で 100 万円の補助金を支給いたしますが、予算は 500 万なので、５

件分しかありません。来月、公開抽選会を開き、対象者を決定したいと考えており

ます。住生活基本計画の検討の中で、三世代同居・近居についてご意見をいただい

ておりましたが、子育て支援になり、若い人たちの世帯の定住も期待されることか

ら、来年以降も行っていきたいと考えています。事務局からは以上です。 

[委 員 長] 本日はありがとうございました。次の会議は来年２月です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

５ 閉会 

以上 

 

 

 

           会議録署名人   喜地 良男     

 

 

           会議録署名人   齊藤 弘史     
  


