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会  議  録

附属機関又は会議体の名

称
豊島区住宅対策審議会(第４９回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成２９年４月１７日（月）１8 時００分～１９時５０分

開 催 場 所 第一委員会室（本庁舎９階）

出 席 者 委 員

＜学識経験者＞

小林秀樹、定行まり子、加藤仁美、篠原みち子、

佐々木誠、大山雄二郎、浅原賢一、寺田晃弘

＜区議会議員＞

磯一昭、中島義春、高橋佳代子、儀武さとる、大谷洋子、里中郁男

＜区民＞

内山雅之、戸田汎、松岡昭男、安山宣之

（敬称略）

その他

政策経営部長、環境清掃部長、保健福祉部長、こども家庭部長、都

市整備部長、企画課長、環境政策課長、福祉総務課長、障害福祉課

長、都市計画課長、再開発担当課長、地域まちづくり担当課長、建

築課長、建築審査担当課長

事務局 住宅課長、住宅課職員５名、コンサルタント２名

公 開 の 可 否 公開・非公開・一部非公開     傍聴人数  ３人

非公開・一部公開

の場合は、その理由

会 議 次 第

１．開 会

２．出欠確認、資料確認

３．資料説明

４．質疑応答

５．その他

６．閉 会
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審 議 経 過     

●住宅課長 それでは、定刻となりましたの、ただいまより、第 49 回豊島区住宅対策審議

会を開催いたします。 

皆さまには、ご多用なところご出席を賜り、誠にありがとうございます。住宅対策審議

会の事務局を担当しています住宅課長の小池と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

本日の会議の進行は、席上の第 49 回住宅対策審議会次第に従い、順次進めていく予定で

すのでよろしくお願いいたします。まず、本日の審議会の出席状況について報告いたしま

す。委員のうち、浅見委員と広瀬委員から欠席というご連絡をいただいています。 

本日の審議会については、住宅基本条例第 18 条 11 項の規定に定める定足数を満たして

いますので、有効に成立していることを報告いたします。 

本日の会議資料ですが、当日配布になってしまったことをお詫び申し上げます。報告書

の調整等に時間がかかり、事前にお送りすることができませんでした。誠に申し訳ござい

ません。 

それでは、資料の確認をいたします。次第が 1枚あります。次に座席表を用意していま

す。めくっていただきますと、資料 1サービス付き高齢者向け住宅について、という A4

ホッチキス止めの資料があります。続きまして、資料 2豊島区空き家等発生メカニズム分

析調査業務の調査報告書という、本編と概要版が各 1冊あります。さらに、資料 3豊島区

住宅マスタープラン策定スケジュールについて、という A3 の折り込みと A4 のホッチキス

止めの資料があります。以上が、本日用意した資料です。資料に不足はありませんか。よ

ろしいでしょうか。他に、現行の住宅マスタープランと住宅白書を用意していますので、

利用の際は声を掛けてください。お持ちいたします。 

また、本日の会議録は、会議録記載事項のうち、審議結果については発言者の氏名を記

載せず、委員という表現に整理します。また、事務局と区側の出席者については職名とい

う表現に整理します。会議終了後に事務局でまとめ、皆さんにご確認いただいた上でホー

ムページに公開します。 

また、本日の会議の終了予定は 20 時を目標にご審議いただく予定です。最後に、お手元

のマイクの操作方法について案内いたします。発言される際はマイクのスイッチを押して

いただくと緑色に表示されますので、そのまま発言してください。発言が終わりましたら

再度スイッチを押していただきますようお願いいたします。 

それでは、早速ですが、小林会長からご挨拶をいただき、審議会の議事に移りたいと思

います。小林会長、進行につきましてよろしくお願いいたします。 

●会長 皆さん、こんばんは。きょうは、皆さんもご関心が高い空き家実態調査の詳細が

出てきました。空き家対策は、戸建住宅、アパート、マンションというタイプ別に異なる
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と思います。ですから、この実態調査を踏まえ、取り組みについてご議論いただきたいと

思います。このあとは、2年をかけて住宅マスタープランが策定されるので、それについ

ても自由なご意見をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは議事を進めます。まず、傍聴者の確認です。事務局にお尋ねします。傍聴希望

者はいらっしゃいますか。 

●住宅課長 いらっしゃいますので、お諮りをお願いいたします。 

●会長 それでは、傍聴希望者がいらっしゃいますので、傍聴を許可してもよろしいでし

ょうか。 

（異議なし） 

●会長 ありがとうございます。 

それでは、傍聴が許可されましたので、どうぞお入りください。 

（傍聴人入室） 

●会長 それでは、本日の議事に移りたいと思います。最初は、サービス付き高齢者向け

住宅についてです。事務局から説明をお願いします。 

●住宅課長 それでは、サービス付き高齢者向け住宅について説明いたします。資料 1を

ご覧ください。説明は 2 点です。 

サービス付き高齢者向け住宅の定義についてです。真ん中の本文の 2行目を見てくださ

い。サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住安定の確保を目的とし、ケアの専門

家が日中常駐することで安否確認や生活相談サービスなどの高齢者の安心を支えるサービ

スを提供するバリアフリー化された民間の賃貸住宅です。 

１．住宅マスタープランにおける位置付けについてです。59 ページ目標 2 ライフスタイ

ルを大切にした住まいづくりの中で、これまでの高齢者向け優良賃貸住宅制度に加え、サ

ービス付き高齢者向け住宅制度の積極的な活用を図り、民間事業者に対して共同施設整備

費や高齢者施設整備費等の補助を行い、バリアフリー仕様や緊急時対応等必要なサービス

を確保した優良な高齢者向け民間賃貸住宅の供給を図るとしています。また、住宅マスタ

ープランの供給計画は、平成 30 年度末までに 211 戸のケア付き住まいを供給するという目

標を掲げています。 

２．ケア付き住まい供給実績という表をご覧ください。ケア付き住宅については、今申

し上げたように、高齢者向け優良賃貸住宅とサービス付き高齢者向け住宅の 2種類に分か

れています。まず、高齢者向け優良賃貸住宅につきましては、現在区内で 4団地、戸数に

して 85 戸の供給実績です。一番古いのは平成 17 年 3 月に管理開始されたベラカーサ南池

袋です。直近では、平成 24 年 6 月のこもれび千早です。サービス付き高齢者向け住宅は、

現在区内で 2団地、戸数にして 86 戸の供給実績です。1つはグランドマスト椎名町で平成

26 年 2 月に管理開始、戸数は 35 戸。2つはグレイプス J東池袋で平成 26 年 12 月に管理開

始、戸数は 51 戸です。これらの 2つをトータルすると 171 戸ですので、先ほどの供給計画
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211 戸との差はマイナス 40 戸という現状です。 

次のページをご覧ください。３．現在のケア付き住まいの居住状況です。平成 29 年 3

月末現在の入居者数と入居世帯数をまとめています。高齢者向け優良賃貸住宅の入居者数

は 96 人です。入居世帯数は 85 戸で、満室という状態です。待機世帯数は、高齢者向け優

良賃貸住宅の登録者の募集時期はそれぞれ異なりますが、直近の入居募集時は 29 世帯とい

う状況です。サービス付き高齢者向け住宅は、84 人の入居者数、世帯数は 82 世帯です。

待機世帯数は 9世帯という状況です。 

４．新規建設計画についてです。こちらについては、国の補助事業ならびに東京都の補

助事業を活用した建設計画が、今年度から開始されることになっています。本日はその報

告をいたします。計画概要です。建築主は一般財団法人啓成会で、北大塚にて補装具等の

専門学校を開校しています。建物の賃借人は、積和グランドマストという、先ほど出まし

たグランドマスト椎名町と同一事業者で、積水ハウスグループと聞いています。建設予定

地は北大塚 1丁目 13 番です。別途資料の地図をご覧ください。現在、東部区民事務所のあ

る地点から通りをはさんだ向かいが建設予定地です。資料に戻ります。用途は、サービス

付き高齢者向け住宅と高等職業技術専門校の併用と聞いています。構造は、鉄骨コンクリ

ート造地上 10 階建て、棟数 1戸。延床面積は 7,052.07 平米。計画戸数は、サービス付き

高齢者向け住宅 78 戸、管理人住戸 1棟です。サービス付き高齢者向け住宅の間取りは、2

6.65 平米タイプから 63.95 平米タイプまで。最後に、建設スケジュールです。現在は解体

工事中で、7月 30 日までに完了、9月 1日から新築工事が着工、平成 31 年 5 月末竣工と聞

いています。 

以上、サービス付き高齢者向け住宅についての説明を終わります。 

●会長 ありがとうございました。それでは、この件について、皆さまから何かご質問・

ご意見はございますか。どうぞ、お願いします。 

●委員 ご報告いただいたサービス付き高齢者向け住宅の既存 2カ所がやっと埋まった、

というのが正直な感想です。特にグレイプス J東池袋は埋まらない時期がしばらくあった

ので、待機世帯もいるということで良かったです。 

質問が 1つあります。新しい北大塚の物件は、低廉な家賃で区民に貸し出せる戸数を具

体的に詰めていますか。 

●住宅課長 この物件は、国や東京都の補助を申請する際、建設時の地元自治体と協定を

結ぶ形になっています。豊島区としては、協定の基準を持っています。特に、木密等の整

備事業に伴う従前居住者の優先入居を、各サービス付き高齢者向け住宅を整備する事業者

にお願いしています。この物件の建設にあたっては協定を結び、優先入居者は戸数の約 1

割にあたる 8戸をお願いしています。また、優先入居者の月額家賃を低廉に設定してほし

い旨をお願いし、一月 6 万 5,000 円から 7 万 4,000 円以下という協定を結んでいます。 

●会長 よろしいでしょうか。今後、住宅マスタープランを検討する中で、戸数とともに
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家賃水準のデーターを参考にするとよいと思います。 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、次の議題に移ります。2豊島区空き家等発生メカニズム分析調査業務報告に

ついてです。事務局から説明をお願いします。 

●住宅課長 引き続き、豊島区空き家等発生メカニズム分析調査業務の報告をいたします。

お手元に厚い報告書を用意しています。表紙をめくっていただき、目次をまずご覧くだ

さい。目次は、第 1章から第 7章までの章立てで、第 1章は調査の基本的事項です。調査

目的、調査対象、調査期間などを記載しています。第 2章は豊島区の空き家空き室等の概

況です。人口と世帯の状況や住宅ストックの状況で、ここでは 5年に 1度総務省が行う住

宅・土地統計調査の結果についても収録しています。第 3章は調査の手順です。調査の概

要、準備、現地調査、所有者調査、分譲マンション実態調査、事業者ヒアリング調査の手

順を記載しています。第 4章は調査結果です。今、申し上げた現地調査から事業者ヒアリ

ング調査、加えて平成 23 年度に行った区内 16 地域を対象とした空き家実態調査の、その

後の追跡調査という意味も兼ね、結果についても収録しています。第 5章は住宅・土地統

計調査の空き家数と、現調査結果との対比です。第 6章は調査結果からみた空き家空き室

の特性と課題です。最後の第 7章は空き家空き室対策の基本的な考え方です。今後、住宅

対策審議会で空き家対策について議論する際の基本的な考え方を、調査結果を踏まえて整

理しています。 

ここからの報告は、もう 1つの概要版に沿って行います。概要版 1ページをご覧くださ

い。業務名は、豊島区空き家等発生メカニズム分析調査業務で、簡単に言うと空き家の実

態調査です。現地調査を行い、外観から空き家か否かを判断します。建物の状況と空き家

数を把握することが現地調査の目的です。また、所有者アンケート調査を行い、所有者の

属性、空き家のまま保有している理由等を把握し、合わせて賃貸不動産業者等に対するヒ

アリング調査も行います。空き家の発生メカニズムや所有者の利活用等の意向を調査する

ことにより、空き家に関する諸施策の展開の基礎資料を得ることを目的とします。 

調査対象は、区内に立地している戸建住宅の空き家、民間賃貸住宅・民間賃貸マンショ

ンの空き室、分譲マンションの空き室の、全てを対象とします。調査期間は、平成 28 年 9

月 20 日から平成 29 年 3 月 31 日までです。 

2 ページをご覧ください。調査フローとして図表を示しています。現地調査、所有者意

向調査、分譲マンション実態調査を、実態把握のためそれぞれ行いました。補足として、

参考意見の収集を目的に大手住宅デベロッパーや賃貸不動産業者にヒアリング調査を行

い、豊島区の市場の現況や価値、空き家の課題等を把握します。これらの調査結果を踏ま

え、空き家に関する諸施策の整理を行い、最後に調査結果を取りまとめ、調査報告書を作

成するというフローで本業務を進めました。 

3 ページをご覧ください。ここからは調査結果です。戸建住宅の総合判定結果です。全
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戸調査は、区内をローラーで空き家か否か、詳細調査として空き家の判定シートを用い個

別に判断します。さらに、空き家と判定した住戸にハガキを郵送します。居住している棟

数を省いた結果が、図表 3の 1です。調査時点では、棟数は豊島区内に約 28,723 棟です。

このうち、空き家と判定したのは 594 棟で、これを全体で割ると空き家率は 2.1％でした。

居住中は 27,853 棟です。下の図表 3の 2は、町丁目別の空き家率を示したもので、分布を

表したものが 4ページ右上の図表 3の 3です。赤い色で塗られたエリアが空き家率 5％超

で、北大塚 2丁目、東池袋 1丁目、東池袋 4丁目、南池袋 2丁目、高田 3 丁目です。町丁

目別の建物数や空き家数は 7ページに示しているので、後ほど説明いたします。 

4 ページをご覧ください。２．民間賃貸住宅等の空き室調査です。調査時点では、豊島

区内に民間賃貸住宅等の棟数は 12,074 棟で、全戸調査により総戸数と空き室数を調べまし

た。戸数が判明したのが 11,545 棟で、総戸数は 106,882 室、空き家率は 4.3％です。これ

は、投函禁止のプレートが貼られている、ポストがガムテーム等で目張りをされている、

表札の有無等、外観上空き室と判断したものを調査員がカウントした数です。総戸数 12,0

74 棟のうち、戸数不明は 154 棟、調査員が調査時に近隣の方などからの調査拒否を受けた

ものを含め、調査不可は 375 棟という結果です。 

5 ページをご覧ください。今、申し上げた空室率を町丁目別にプロットしたものが図表 3

の 5、分布を表したものが図表 3の 6です。こちらも、赤い色で塗られたエリアが空き室

率 7％超です。駒込 5丁目と 7丁目、西巣鴨 3丁目、上池袋 1丁目、千川 2丁目です。町

丁目別空き室率や空き室の一覧はここには示していませんので、報告書の付属資料 2の 8

を後ほどご覧いただきたいと思います。 

説明を続けます。6ページをご覧ください。調査結果からみた空き家・空き室の特性と

課題です。文章後半をご覧ください。全戸調査から詳細調査に至るまで 2 カ月ほどのタイ

ムラグがありました。今回は 594 棟を最終的に空き家と判定しましたが、その期間中に 66

棟の建物について解体や建て替えが行われていました。このことから、空き家の新陳代謝

が進んでいることが分かりました。一方、平成 24 年度に空き家候補とした戸建住宅 337

戸のうち 81 件が現在も空き家の状態でした。また、土地、建物の所有者意向調査によると、

回答者数の約 45％が 5 年以上空き家になっているという回答を得ています。長期的に滞留

している空き家もあり、今後は利活用への対応も必要と考えます。 

7 ページをご覧ください。物件の課題から、地域別の傾向を示しています。594 棟の空き

家について、不燃化特区の地域 D、高齢化率が高いとされた地域 E、駅から遠い地域 Fとし、

3つの観点の該当エリアに丸印を付け、空き家率を示しました。空き家率の対比は、8ペー

ジ図表 4の 2に示しています。まず、不燃化特区 Dは該当 2％、非該当 2.2％で、該当する

地域のほうが空き家率は若干高くなっている状況です。高齢化率が高い地域 Eは、全国平

均 20.2％を上回る地域と下回る地域に分けました。駅から遠い地域 Fは、行政界の中心か

ら直線距離 346ｍ以遠で、町丁目単位の平均値 346ｍを上回る地域・下回る地域に分けまし
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た。結果は、拮抗している状況です。 

9 ページをご覧ください。戸建住宅における空き家の発生原因と課題です。所有者等の

課題と物件の課題とに大きく分け、空き家の発生原因を調べました。所有者等の課題とし

ては、相続を契機とした空き家が全体の約 2割でした。高齢による入院、施設等への転居

は全体の約 1割でした。管理や活用に対する意識は、利活用したくないとの回答が全体の

約 46％。管理の頻度は、年数回という回答が全体の約 26％です。次に建物について困って

いることを聞きましたが、全体の約 40％は特に困っていないという回答でした。修繕・解

体費用や固定資産税の負担など、費用面での課題をあげた人は全体の約 3％～13％でした。

物件の課題は、土地について、先ほど申し上げた地域別の傾向を示しました。それ以外

は建て替えできない土地で、道路幅員 2ｍ未満が約 21％、接道間口 2ｍ未満が約 25％でし

た。それから、全体の約 4分の 3が昭和 55 年以前の旧耐震基準の空き家でした。これらが

戸建住宅の特徴です。 

10 ページをご覧ください。新耐震と旧耐震の観点、所有者の年齢（65 歳以上・以下）の

観点、所有者の居住地（豊島区内・区外）の観点で、クロス集計を行いました。管理の状

態の、管理の頻度についてです。昭和 56 年以降の建物は月 1回以上の管理が 100％なのに

対し、昭和 55 年以前の建物は月 1回未満の管理が約 33％でした。所有者の年齢は、65 歳

未満の所有者で月 1回以上管理するのは 84％、65 歳以上の所有者は、月 1回以上の管理と

月 1回未満の管理が拮抗する結果でした。居住地との関係では、豊島区内に居住する所有

者で月 1回以上管理するのは 76％なのに対し、豊島区外に居住する所有者は月 1回以上の

管理と月 1回未満の管理頻度が拮抗する結果でした。 

空き家期間との関係では、所有者が 65 歳未満の場合、5年以上空き家となっているのは

約 63％でした。これは、相続等により空き家になった、または空き家を引き継いだ結果、

明確な利活用や処分方針が定まらないまま放置されていることも一因ではないかと思われ

ます。 

12 ページをご覧ください。困りごとについてです。困りごとがないという回答は 7割か

ら 9割で、どの分類においても高水準でした。建築年次との関係は、昭和 56 年以降の建物

について困りごとがあるという回答が約 1 割だったのに対し、昭和 55 年以前の建物につい

て困りごとがあるという回答は約 3割でした。 

利活用の意向についてです。所有者が 65 歳以上の場合、利活用の意向ありとの回答は 5

割を超えていたのに対し、所有者が 65 歳未満の場合、利活用の意向がありとの回答は約 3

分の 1にとどまりました。 

13 ページをご覧ください。ここからは、民間賃貸住宅の分析結果です。最後の文章をご

覧ください。豊島区の空き家率は東京都・特別区の中で最も高水準となっていますが、そ

の最も大きなシェアを占めているのが民間賃貸住宅であると言えます。今回の分析結果も、

そこをチョイスしています。 
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14 ページをご覧ください。民間賃貸住宅における空き家の発生原因と課題です。こちら

も、所有者等の課題と物件の課題に大きく分けました。所有者等の課題の中の、オーナー

の意識についてです。入居の予定があるため、意図的に空けている空き室があるとの回答

が約 9％でした。これは、事業者ヒアリングの際も聞かれました。定期的に入れ替わるた

め、常時約 5％の空き家が発生しても特段問題ない、という回答を得ています。リフォー

ム等への取り組み意欲では、改修して賃貸経営を続けるとの回答が 2割にとどまっていま

す。家賃値下げに消極的というオーナーが非常に多いです。事業者ヒアリングでは、2つ

目の理由の、老朽化した建物は資金回収が終わっているため、値下げに応じないケースが

多いのではないか、という回答を得ています。また、オーナーによる自主管理では、入居

者募集まで含め全て行っている建物が約 3 分の 1 でした。外国人への対応は、事業者ヒア

リングでは、豊島区は外国人が非常に増えているので、うまくマッチングできると空き家

が埋まるとのことです。オーナー意識としては、外国人の受け入れ方針がないとの回答が

約 6割で、入居を断っている傾向がこの結果からみえます。所有者の高齢化は、65 歳以上

の高齢者がオーナーの建物が約 7割を占め、高齢者のオーナーは総じて新規投資等の消極

的な傾向であることが、事業者ヒアリングで分かりました。 

物件の課題です。土地については、JR 沿線に対して沿線以外の地域の需要喚起が課題と

いうことでした。建物については、民間賃貸住宅は特に木造、単身、築年の古い住宅の空

室率が 3割を超えています。特に約 7割が木造、約 8割が単身者向けということでした。

15 ページをご覧ください。戸建住宅と同様に、建物の新旧耐震という観点、所有者の年

齢という観点、所有者の居住地の観点で、空き家を減らすために必要な取り組み、困りご

ととをクロス集計しました。図表 4の 7下の、空き家を減らすために必要な取り組みの 1

番をご覧ください。どの分類においても、空き室を減らすために必要な取り組みが特にな

いという回答が 67％から 100％と高水準でした。しかし、クロス集計に用いた民間賃貸住

宅は、3割超の空き室を持っているオーナーの意向です。取り組みの必要性を感じないと

いうことは、管理意識が低いと言わざるを得ません。 

16 ページをご覧ください。困りごとについては、どの分類においても、賃貸経営を行う

上での困りごとが特にないという回答が約 71％から 100％の高水準でした。今後の大きな

課題になると認識します。 

17 ページと 18 ページをご覧ください。分譲マンションの実態調査結果です。豊島区内

の分譲マンションの数は、区が保有するリストによると平成 28 年 10 月時点で 1,148 棟で

す。このうち、戸数が判明したものを 18 ページ図表 4の 8に示しました。戸数判明は 1,0

81 棟で総戸数が 45,119 戸のうち、空き室は 981 戸、割合は 2.2％です。戸数不明は 20 棟

で、調査拒否等の調査不可は 47 棟という内訳です。住戸の管理状況等について、管理組合

の方から回答を得たため、管理程度の対比として図表 4の 9に示しました。建物の建築時

期は昭和 55 年以前か、昭和 56 年以降か。区分所有者が居住している割合は半数以上か、
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未満か。入居者の属性は、単身世帯か、家族世帯か。入居している世帯主の年齢層は 65

歳以上か、65 歳未満か。4つの項目に分類しています。管理意識については、総会・理事

会の開催頻度について、建築時期の古いマンションのほうが、開催頻度が低いという結果

です。ここにとおし番号がありますが、とおし番号は本編の付属資料に対応しているので、

詳細を知りたい場合はご覧ください。 

19 ページをご覧ください。3番目です。建築時期の古いマンションのほうが、大規模修

繕工事に向けて一時金の徴収や借り入れについて区分所有者の合意が得にくいとの回答が

多く、合意形成の難しさが表れました。 

管理運営上の課題についての 2番目です。大規模修繕工事に向けて、建築時期の古いマ

ンションのほうが、長期修繕計画が作成されていないとの回答が多くなっています。5番

目です。空き室の区分所有者の滞納について、建築時期の古いマンションのほうが滞納を

生じている割合が高いということです。 

20 ページをご覧ください。管理意識についてです。総会・理事会の出席率については、

自己使用比率の低いマンション、区分所有者が居住している割合が低いマンションのほう

が低いという結果です。4番目の大規模修繕工事に向けた課題として、自己使用比率が低

いマンションのほうが、区分所有者が修繕工事の必要性を十分認識していません。賃貸化

などで不在の区分所有者が多く、修繕に関心が低いなど、管理意識の低さが課題となって

いることが明らかになりました。管理運営上の課題の 2番目です。居住者によるトラブル

やルール違反については、両者に大きな差はみられませんでした。 

21 ページをご覧ください。入居者属性別の比較分析です。管理意識についての 1番目で

す。総会および理事会の出席率については、単独世帯中心のマンションのほうが、出席率

が低くなっています。財政面においては、単独世帯中心のマンションのほうが、修繕積立

金が不足しているとの回答がやや高くなっています。 

22 ページをご覧ください。入居している世帯主の年齢層です。管理意識についての 1番

目です。総会および理事会の出席率については、65 歳以上が中心のマンションのほうが、

出席率が高くなっています。 

23 ページをご覧ください。管理運営上の課題についての 4番目です。空き室の管理につ

いて、65 歳以上が中心のマンションのほうが、居住者間の交流の減少、災害時の対応に対

する不安等の回答が高くなっています。今後の対応については、65 歳以上が中心のマンシ

ョンのほうが、今後の老朽化、劣化への対応について、建て替えよりも修繕・改修で対応

し、今の建物をできるだけ長く使うという回答が高くなっています。 

24 ページをご覧ください。空き家・空き室対策の基本的な考え方です。これまでの検討

から基本的な考え方を大きく 4つにまとめました。1番目は、高齢者に対するケアです。

本調査で、高齢者が空き家・賃貸住宅の多くを所有していると考えられます。今後、高齢

化社会が加速する中で、さらに空き家・賃貸住宅の所有者の高齢化が予測されるため、こ
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のような高齢所有者に対して、周知・技術支援等が有効と考えます。2番目は、老朽化し

た戸建住宅、共同住宅に対する対応です。解体修繕に係る費用の助成などの検討が必要と

考えます。3番目は、単身者向けマンションに対する対応です。本区の空き家の多くが共

同住宅の空き家であると推計されますが、特に単身者向けマンション・アパートの利活用、

あるいは解体を促す対応が有効と考えます。4番目は、分譲マンションの老朽化、賃貸化、

高齢化に対する対応です。分譲マンションの老朽化、賃貸化、高齢化による管理意識の希

薄化や意欲の低下が、管理不全や環境の悪化を招く場合があるので、今後はその対応が必

要と考えます。 

25 ページをご覧ください。今回の調査に合わせ、区が行っている各種事業に対する認知

度なども調査しましたが、必ずしも認知度が高くないという傾向もみられたため、既存事

業の周知も合わせて行うことが今後の課題と考えます。 

長くなりましたが、報告は以上です。 

●会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の報告について、ご質問・ご意見、感想でも結構ですので、発言をお願い

いたします。いかがでしょうか。 

●委員 事細かく調べていただき、非常に参考になりました。この空き家調査は、最終的

に一つの結論に達したという考え方でいいですか。 

●住宅課長 委員の今のご指摘のとおり、今回の実態調査で、高齢の所有者が多い、管理

意欲が非常に低い、利活用の意向が低いことが浮き彫りになったので、その対策も有効で

はないかと考えます。今後、新たなマスタープランを作成する段階で、この点を基に有効

な空き家対策をご議論いただきたいと思います。 

●委員 ありがとうございました。今の事務局の回答を聞き、会長はどのようなお考えを

お持ちになりましたか。それもお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

●会長 私の意見ですか。 

●委員 はい。会長の意見をまず聞きたいと思います。 

●会長 思わぬところで振られました。私の感想は、空き家対策については優先順位を付

けることが大切だと感じたことです。調査結果をみると、やはり戸建ての空き家は課題が

多いです。接道していない、建て替えが難しい。今回は入っていませんが、借地が多いこ

ともあるかもしれません。それに対して対策を考えることが第一の優先と考えます。第二

は民間アパートの空き家です。これは、私の予想より所有者は困っていないという印象で

す。民間アパート経営はもう少し厳しい面があると思っていましたが、今回の調査結果を

みる限り、経営上は特に困っていないという回答が多い。それはどのようなことを意味す

るか、掘り下げないとならないと思います。この結果に従いますと、2番目になるという

印象です。 

また、マンションの空き家は別問題です。マンション管理問題になるので、これは別に
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扱うことです。そのようなことから、戸建ての空き家対策として、接道条件その他の問題

があると以前から出ていますが、用途転用がなくても利用できる方法を工夫すると、その

まま活用できます。それは実施できる一つの対策と思います。 

●委員 分かりました。私は、普段は区議会議員として頑張っていますが、業界の事情は、

それぞれのプロの先生方の方が詳しいです。日夜研究している先生のご意見を聞くことは

非常に大切と思い、会長に振ってしまいました。大変恐縮しますが、会長の見識を伺いた

いと思いました。以上です。ありがとうございました。 

●会長 むしろ、私から質問があります。賃貸アパートの空き家問題は、意外に少なかっ

たのです。例えば、全戸数の 3割から 4割が経営判断として部屋を空けている可能性があ

ります。家賃を下げると埋まると思いますが、この結果は、家賃を下げずにそのまま空き

室にしたほうがいいという判断のようにみえます。私のこの認識は正しいか否か、コメン

トしていただくとうれしいです。 

●委員 私も、大家の 3 分の 1が宅建業者に頼まず募集等をしていることに、逆に驚きま

した。業者に頼むともっと埋まるところもありますが、今回、困っていないという回答が

多い結果には本当に驚きました。ここにも書いていますが、30 年ぐらいたつとローンはほ

ぼ払い終わり、無理にお金をかけても家賃が上がるかというとそうでもありません。それ

なら無理してお金をかけずに家賃を下げる、半分埋まっているだけで十分という判断から、

こういう結果が出たと思います。 

●会長 そこに、豊島区は対策を打ったほうがいいと思われますか。それとも、放ってお

いて構わないと思われますか。 

●委員 私が発言するのが適しているかは分かりません。空き家に対し税金を高くするこ

とも、一つの方法と考えます。特に、更地にすると税金が上がるという理由で古い建物を

そのまま放置していることが多いからです。古い建物で募集を何年も掛けず使っていない

場合、税金等の負担を増えるようにすると、所有者はもう少し利活用を考える気がします。

●会長 他にいかがでしょうか。定行委員、どうぞ、お願いします。 

●委員 豊島区の今の民間賃貸住宅を見て回ると、数は多いです。それから、木造のもの

もあるなど課題はあると思うので、その整理は重要と考えます。特に、全員が回答されて

いるか分からないので、問題を持っている人たちがどこまで回答しているか、もう少し知

りたいと思いました。特色としては、ワンルームマンションが多いので、そこがどのぐら

いあるかです。これには、分譲も関わってくると思いますが、どのような利用のあり方が

あるかも知りたいです。 

●会長 ワンルームマンション系の空き家が多いということですが、単に利用する場合、

最近流行りの民泊をもう少し規制緩和するという考えもあると思います。それを進めるこ

とが、はたしていいかという議論もあります。 

何かご意見はございませんか。 
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●委員 できれば、居住支援に使うといいと思います。 

●会長 低所得者向けに活用できるといいということです。 

●委員 実際に使っていないのであれば、活用したいと思います。 

●委員 今の委員のおっしゃるとおりです。問題を抱えている方は多くいると思いますし、

その方たちが全て答えているかは分かりません。私の住む家の近くに、木造の 12 所帯ぐら

いのアパートがあります。所有者は他方に住み、土地・建物の管理をしている感じです。

本人としては、なるべく早く解体し新しい建物を建てたい、というご意向は持っていたよ

うです。しかし、最近、アパートの前を通ると電気がついている部屋があり、2室 3室貸

しているのかと思いました。一時はゼロでした。委員のお話のとおり、いろいろな事情に

よりやりくりできず、結局、貸さざるを得ないことも考えられます。私の家のすぐ近くに

そのような木造アパートがありますので、もう少し調査する必要があると思います。もう

一押し何かあると、次のステップに移ることができるかもしれません。そのような条件も

あるかもしれませんので、その辺についてもう少し考えたほうがいいと思います。 

●会長 他にご意見はありますか。どうぞ、お願いします。 

●委員 先ほどの会長のお話の中で、戸建住宅とマンションは別枠というお話がありまし

た。 

木造の戸建住宅や共同住宅も築年数がかなりたち、空き家になっている状況では、先ほ

どの回答にもありましたが、建て替えなどなんらかの判断ができたと思います。マンショ

ンは別枠というお話ですが、マンションの空き室率が増え、居住者の合意形成が難しい場

合、行政として手を差し伸べることはできませんか。高島平団地のように、分散型のサー

ビス付き高齢者向け住宅の形をとるなどです。例えば、10 戸にも満たない中小マンション

の場合、行政が手を差し伸べて分散型のサービス付き高齢者向け住宅とし、低廉な家賃で

住まわせます。そうすると、世代間のギャップもなくなり、住めるマンションに再生でき

るのではないでしょうか。そのためには耐震等、さらにハードな面もあるかもしれません

が、クリアするための補助を出します。そのような施策をとることが、これからの行政に

は必要かと思います。豊島区では、例えば高さがそれほどとれていない 5 階建てマンショ

ンには、そのような手助けをします。最初に、サービス付き高齢者向け住宅についての報

告がありましたが、新しい物件ばかりでした。私見ですが、古いものに対してもそのよう

な施策をとるべきと思いました。 

●会長 既存住宅のサービス付き高齢者向け住宅への活用は、ぜひ実施すべきと思います。

今の委員のお話は、民間賃貸マンションですか。それとも分譲マンションですか。 

●委員 賃貸マンションです。分譲マンションも、費用を全額負担できませんが、3世帯

なら可能なのではありませんか。1世帯では無理ですが、中小マンションは 2～3戸空き室

があるようなので、そのように活用できるといいと思います。 

●会長 ちょうど今、マンションの話が出ました。委員はこの結果をみて、ご意見やご感
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想はありますか。 

●委員 今、会長が、マンションは別の問題とおっしゃいました。別の問題というのは、

合意形成が非常に難しいということです。私はマンション管理士になり十数年たちますが、

身近に感じるのは、役員がほとんどいない場合、理事長が十数年続けるケースです。 

●会長 先ほどの、マンションは別枠という私の発言の意味についてです。豊島区は、マ

ンション管理推進条例を制定しているので、その中で管理を適正に行うことが最初の施策

となり、分譲マンションについては、空き家対策は二次的な課題ではないかということで

す。 

他にいかがでしょうか。

●委員 一言で「空き家」史跡的価値のあるものから廃屋に近いものまで 様々な状態が

考えられますが、どのようなものを空き家として定義し、調査されたのでしょうか 

利活用の視点からはその建物が使用可能な状態にあるか否かの判定が大前提となるかと思

われますので。 

●会長 事務局、お願いします。 

●住宅課長 空き家の定義は、国が定める特定空き家の判断基準とし、長期間居住してい

ない状態が続いているものとしています。今回の実態調査では、どの程度の期間空き家に

なっているか、外観上では分かりませんでした。報告書の付属資料に付けた、生活感がな

い、表札の有無、電気メーターが止まっているという国が定めた基準ガイドラインに則し、

確認事項により空き家か否かの判定をしました。2つ目の質問の、活用できるか否かにつ

いてです。詳細調査の際に建物の状態、例えば破損があるか否か、接道条件などをデータ

ー化しています。所有者が活用の意向がある場合、建物の状態が即時に分かり、活用可能

の判断ができるようカテゴリー化しています。 

●委員 私の住まいは巣鴨 5丁目、いわゆるにあり「木蜜地域」にあり、町内にもいくつ

かの空き家が見受けられます。が、「空き家」というより再活用不可とも見える「廃屋」に

近いものもあり、それらは税務対策で残されていると聞きます。「空き家実態調査」として

は、利活用の俎上に乗るか乗らぬか、その仕分けをする必要があると思われます。 

●会長 建築的な評価はできますか。 

●住宅課長 はい。 

●会長 できるようですので、ぜひ注文を出していただきたいと思います。 

他にいかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 

●委員 24 ページの空き家・空き室対策の基本的考え方の内容についてです。もう少し整

理したほうが分かりやすいと思います。共同住宅にはマンションもアパートもありますか

ら、分譲か賃貸かも大きなフィルターになると思います。これでは、老朽化した戸建住宅

と共同住宅が同じ項目になり、4番にも分譲マンションの老朽化、賃貸化、高齢化があり

ます。どれがどれにあてはまるかは、ここを読む限りでは分かりにくい感じがしました。
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例えば、単身者向けマンションは賃貸ということです。ワンルームマンションの話もあり

ますが、それでは木賃アパートはどうなのか、その分類がとても分かりづらいです。それ

を整理した上で対策の筋にもっていったほうがいいと思います。それが感想です。 

●会長 委員のご意見は大事な指摘です。これまでの議論の積み重ねを踏まえ、戸建ての

空き家については、現在検討されている空き家活用条例等で活用を考えます。アパートに

ついては、これまで議論はほぼしていませんので、皆さんの知恵を集めたいと思います。

分譲マンションについては、現状の空き家に伴う問題は、調査結果をみる限り大きくない

ようでした。むしろ、管理費・修繕積立金の対応が問題なので、適正な管理対策が本筋の

ように感じました。 

一方、私が分からないのは、木賃アパートの実態です。話によると、木賃アパートも接

道条件が悪いところが多く、建て替え困難であるケースが散見されるそうです。もし、そ

れが残っているなら対策は難しいため、考えなければなりません。本筋が木密地域の再開

発になりますから、時間がかかり、すぐに解決しません。場合によっては、古い木賃アパ

ートを使うことも考えざるを得ないかもしれないという印象を持ちました。この件に関連

した情報はありますか。事務局は持っていますか。どうぞ、お願いします。 

●住宅課長 現状では、木賃のアパートと道路付けの関係を示す詳細なデーターは把握し

ていません。今回の調査は、ゼンリンという地図会社が業務を請け負い、空き家全てをプ

ロットし、座標で捉え、GIS で管理しています。一方、接道の状況や 2項道路は、建築課

が情報を持っているので、その情報と重ね合わせることで接道状況や再築不可についての

詳細は、今後見ることができると思います 

●会長 分かりました。民間賃貸アパートについても、古いアパートと新しいマンション

は区別しましょう。新しいものは、委員がおっしゃったように、いろいろな活用方法を提

案したいと思います。 

他にはいかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 

●委員 先ほどの説明の中で、戸建住宅や木賃アパートがありました。僕も、学生時代に

田舎から東京へ出て、木賃アパートに住んだことがあります。時代が進み、学生数も少な

くなりました。僕は、新潟から東京に出て西巣鴨に住みましたが、今も住んでいたアパー

トが残っているなど、木賃アパートは多く存在します。下に大家さんが住むような、そう

いう状態のものは多いと思います。僕は、西巣鴨と上池袋を地盤としていますが、狭隘（き

ょうあい）道路が多く、建て替えたくても建て替えることができません。例えば、区のい

ろいろな助成金を使うにしても、接道は 2ｍで、セットバックしないと家は建てられませ

ん。セットバックすると土地がなくなるようなところばかりで、所有者は対応したくても

できません。12 ページの戸建住宅の利活用の意向については、古い建物がそのまま放置さ

れている状況が続いているようで、相続した所有者が利活用できないのが実態かと思いま

す。例えば、そこに親と一緒に住みたいという気持ちがあると、有効活用できると思いま
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す。それがないと厳しいのではないかと、常々思います。 

もう 1つは、きょうは調査結果について検討することになっていますが、先ほど配布さ

れ、説明を受けた段階では何を質問していいか分かりません。この調査結果は大事ですの

で、いろいろと事情があると思いますが、資料は早めに配布してほしいです。 

豊島区だけでなく、他の区も東京都の助成金を活用して実態調査をしていると思います。

豊島区は、20 年と 25 年の住宅・土地統計調査で、15.8％の 3万棟近い空き家があるとい

う推定が出されましたが、実際はそれほどないということです。他の区の実態調査につい

て教えてください。 

●会長 どうぞ、お願いします。 

●住宅課長 他区は、今回、豊島区が行ったような全域の調査はほぼされていません。民

間賃貸住宅のみ、分譲マンションのみなど、部分的に実態調査を実施したと聞いています。

そのような状況です。 

●委員 豊島区が平成 24 年に調査した際は、空き家は意外と多くないのではないかという

ことでした。16 地域を特定して実施した結果と、今回の結果との整合性などについて教え

てください。 

●会長 事務局、お願いします。 

●住宅課長 平成 23 年度に調査を行い、平成 24 年 3 月に報告書をまとめました。区内 16

町丁目について調査した結果、空き家候補は 551 棟でした。当時は推計で分母の住宅数を

出しましたが、空き家率は 1.6％でした。住宅土地統計の空き家率はとても高かったです

が、直近の調査は北区で行い、その空き家率も 1.1％で、ほぼ現状を反映させているので

はないかと思います。 

●会長 どうぞ、お願いします。 

●委員 別の切り口で感想を述べたいと思います。豊島区は、65 歳以上の高齢者の一人暮

らしは、23 区の 1位 2 位を争っています。なぜ高いかというと、副都心の中では木賃住宅

が多く家賃が安い面、生活に便利な面があり、今後は高齢者の一人暮らしは増えていくと

言われます。今は待機している状態ですが、これだけの空き家率があるということは、逆

に言えば、一人暮らしの高齢者がどんどん流入してくる可能性は高いのではないか。これ

ほど木賃住宅が多いと、早く対策をしなければならないという気がしました。 

豊島区はなぜ高齢者が多いか、理由はまだよく分かりません。いい環境でなくても、家

賃が安いので住む方はたくさんいると思います。早く対策をしてほしいと思いました。私

の感想です。 

●会長 委員の感想が、実態に合っているかどうか、ぜひ検討してください。一人暮らし

の高齢者が区外から入ってきているのか、それとも、住み続けている中で一人暮らしにな

ったのか、ある程度の推計は立つと思います。事務局で検討してください。もし、流入し

てくるほうが多いなら、委員がおっしゃったことも真剣に考えなければならないと思いま
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す。 

どうぞ、お願いします。 

●委員 会長が先ほどおっしゃっていた、未接道の木造アパートについてです。相続など

で持たれ、必要がないから売却したくても、なかなか売却できないことが多いです。建築

基準法上できないということですが、法的にできることがあれば教えてください。 

●会長 建築指導の立場からお願いします。 

●建築審査担当課長 接道に関しては、難しいところです。都市計画の中で、例えば容積

率をアップすることは難しいと考えます。 

●会長 どうぞ、お願いします。 

●委員 建築基準法上は無理ですが、もし、無償で区にもらってほしい、という話があっ

た場合、区は受けますか。 

●会長 どなたかお答えできますか。接道条件が悪いと、受けることは難しいかもしれま

せん。 

●委員 無償なら、隣の方が受けてくれる場合もあるかもしれませんが、贈与に関連して

くると思います。税制面などがなければ、無償で提供したい方も中にはいると思います。

そういう方への対応を検討してほしいと思います。 

●会長 今のような具体的な話題を手掛かりに政策を考えることは、大切かもしれません。

次のマスタープランは、こういう具体的な話をベースに考えたいと思います。 

他にございますか。 

●委員 今の無接道の活用方法としては、そのまま使うことと思います。しかし、旧耐震

の場合があるので、耐震補強をしてうまく使うことが一つの方法です。再開発すると時間

がかかるということですから、そのつなぎとして改修しながら使うと安く済みます。そし

て、安く使いたい若い人や若い起業家は多いはずです。豊島区も消滅可能性都市と言われ、

若い人に来てほしいので、そのような活用法もぜひ考えてください。実際、すでにリノベ

ーションスクールに取り組んでいるので、今後も続けてほしいと思います。 

●会長 それも一つの考えです。 

●委員 少子高齢化で人口も大幅に減っている中で、空き家を活用するということです。

私たちは、低廉で良質な住宅に替わりたい、もっと家賃が安い住宅に替わりたいという相

談をよく受けます。空き家の実態調査、空き家対策の基本的な考え方を読むと、高齢者の

オーナーは利活用を考えていないということでした。 

住宅確保要配慮者に対して、低廉で良質な住宅を提供するのは、調査結果をみるとなか

なか難しい。住宅を本当に希望している方と、オーナーとの間にギャップを感じます。そ

のような点から、これは単に豊島区だけの問題ではないと思います。例えば、ここに高齢

の所有者に、周知・技術支援等が有効と考えられると書かれていますが、具体的にはどの

ような対策か、教えてください。 
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●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 24 ページの、高齢者に対するケアの周知・技術支援等に対するご質問かと思

います。周知は、利活用を進めるために、必要に応じていろいろな方策等をご案内するこ

とかと思います。技術的支援も、さまざまな方策が考えられると思います。まず、管理意

欲が低下している、体力的に管理が厳しい所有者には、別のサービスを紹介するなど、サ

ポートという意味です。今、具体的な方策をメニュー化しているかについては即答しかね

ますが、ここでのイメージとしては、民間サービスも含めたさまざまなサポートという意

味です。 

このような説明でいかがでしょうか。 

●会長 むしろ、この審議会でこれから考えていきたいと思います。 

●委員 区民の要求と、空き家・空き室を低廉でマッチングさせることは大きな課題かと

思います。一方、オリンピックに向けて需要が高まりつつあるということで、高層マンシ

ョンもどんどん建っています。そうなると、空き家はますます増えるのではないかと思い

ます。私たちの周りには、住宅に困っている人がたくさんいます。今度の住宅マスタープ

ランは 10 年間を対象としていますが、いずれ人口は減るので、具体的にどのような対策を

立てるか、大きな問題と課題があると思います。住宅相談は多数あり、私たちもいいアド

バイスはできません。待っている人たちが入ることができるような、都営住宅や区営住宅

という公営住宅を作る住宅政策に転換したほうがいい、という話はできます。しかし、空

き家を具体的に活用するとなると大変厳しいと、報告を聞いて実感しました。 

●会長 せっかく空き家というストックがあるので、これからはそれを低所得者向けに改

良して使えないか、ということを審議会で真剣に考えたいと思います。 

どうぞ、お願いします。 

●委員 24 ページの基本的な考え方について、感想を申し上げたいと思います。こういう

分類の仕方もあるとは思いますが、私なりの考えがあります。 

1 つは、どうして空き家があるのかというと、基本的に家が必要な人数に対して余って

いるからです。一度貸すと借家は返ってきません。それは常識ですから、信頼できない人

には貸したくないというオーナーの意向があると思います。貸す側からすると、高齢者に

貸すと万一の事が起こるのではないかという不安があります。特に、高齢者の一人暮らし

はとても不安です。高齢者には保証人が必要という問題、高齢者は年金生活のため家賃が

払えるかという問題。このように、戸建住宅・民間賃貸住宅・マンション全てに共通する

事柄と、そうではなくそれぞれに異なる特有な事柄があると思います。それを分けると、

戸建住宅にはこのような対策、分譲マンションにはこのような対策というものが、少し浮

かびあがってくるかと思います。戸建住宅と民間賃貸住宅は、オーナー１人の意思ででき

る状態です。しかし、民間賃貸アパートは他の人も入居しているので、できない問題もあ

ります。 



- 18 - 

今は、各地域のタイプ別の家賃は、調べると分かります。また、それほど安くできない

など、条件はいろいろあります。先ほどの委員のお話のように、分譲マンションの中には、

役員のなり手がいない、理事長がずっと牛耳っているという問題は確かにあります。逆に、

65 歳以上のリタイアした区分所有者たちが、マンション管理に非常に関心を持っていると

ころもあります。悪く言うと、1日中集会室でマンション管理について議論をしていると

ころもあるそうです。このように、非常に関心を持っている人たちがいるということは、

人材は結構いるということです。そういう面と、戸建住宅・民間賃貸住宅・分譲マンショ

ンを組み合わせて考えると、もう少し具体的な検討の中身が出てくるかと思います。 

●会長 ご指摘のとおりです。幸いなことに、6 月ごろに次の審議会があります。きょう

は机上配布ですから、調査結果に基づく議論は難しいと思いますが、内容を十分に読み、

次回は具体的な対策まで落として審議したいと思います。 

どうぞ、お願いします。 

●委員 先ほどの委員のご意見のとおり、空き家は余っているから発生すると思います。

それを利活用することと、解体する方法も私はあると思います。先ほどの、木賃アパート

が売却できず困っているので、区に無償で引き取ってほしいという件です。無理かもしれ

ませんが、区が無償で引き取り、解体して空き地にすることもあると思います。解体費用

は誰が持つかという問題はありますが、そうすることで密集市街地も少しは改善されます。

例えば、特区で解体を積極的に進めることもあり得ると思います。 

●会長 解体することも、もちろん選択肢の一つですから、それを含めて議論できるとい

いと思います。 

どうぞ、お願いします。

●委員 区役所の方に怒られるかもしれません。区庁舎は、新しい高層マンションと一体

型ですが、居住率はどの程度か分かりますか。人から聞いたのですが、高層マンションを

利殖用に購入し、住まない人が多いようです。1 つは、それが空き家になると分類が難し

くなることです。 

2 つは、最初の説明の、現在建てられているサービス付き高齢者向け住宅についてです。

区民には低廉な賃貸でということで、1戸当たり 6万 5,000 円から 7万 4,000 円でした。

ところが、下の住戸面積をみると 26.5 平米から 63.95 平米と非常に幅が広いです。6万 5,

000 円から 7万 4,000 円はどの辺になりますか。 

●会長 それは分かりますか。どうぞ、お願いします。 

●住宅課長 これから建てられる北大塚 1 丁目のサービス付き高齢者向け住宅は、部屋の

広さは 26.5 平米からで、広い部屋もあります。低廉な家賃を設定しているタイプは、一番

狭い部屋です。また、庁舎の上のマンションの居住率は、正確に把握していません。 

●委員 住んでいない方が多いと聞いたので、質問しました。 

●会長 居住率が分かったら、報告してください。どうぞ、お願いします。 
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●委員 これまで豊島区は、重点プロジェクトとして、空き家問題と住宅確保要配慮者の

問題を、どのように組み合わせるかについての検討を進めてきたと思います。国は今、住

宅セーフティーネット法の改正を行い、改修費や家賃補助などさまざまな検討をしていま

す。調査結果をみると、改修費に困っているわけではなく、空いていても困っていない状

況をみると、豊島区で何かもう一ひねり考えなければ、法改正が行われても非常に難しい

と思います。また、先ほど、消滅可能性都市の話が出ましたが、若い人やファミリー世帯

を呼び込む施策につなげていくことも、重要な課題の一つと思います。きょうは、この 2

点について考えました。 

●会長 ご指摘のとおりです。ぜひ、次回以降に考えていきましょう。 

もう 1つ議題がありますので、先に進んでもよろしいでしょうか。 

議題 3の住宅マスタープラン策定スケジュールについてです。事務局から説明をお願い

します。 

●住宅課長 それでは、資料 3豊島区住宅マスタープラン策定スケジュール（予定）をご

覧ください。12 月に行われた第 48 回審議会において、今年度と来年度の 2カ年で、平成 3

1 年度からの 10 年計画を策定していくという大まかなスケジュールと、審議会だけではな

く、この会議体の下部組織として専門部会なども設け、効率的にご審議いただくことを、

ご了承いただいています。本日は、年度が代わったこともあり、あらためて平成 29 年度主

な業務、平成 30 年度主な業務の、想定している内容について説明いたします。平成 29 年

度には、現在の委員の任期があります。平成 29 年 6 月 6 日までが第 12 期の任期です。予

定では、第 50 回審議会は 6月 12 日です。ここで新たに委員の委嘱、及び諮問（しもん）

という形で、このマスタープランの策定作業に着手していただくことを予定しています。

平成 29 年度の主な内容としては、現住宅マスタープランの実績の整理と評価。また、夏

ごろには、住まいに関する区民意識調査を、郵送と、新たにインターネットで実施を予定

しています。アンケート内容のたたき台は、次の第 50 回審議会で示しますので、ご意見を

いただき、修正後の 7月ごろに調査を行いたいと考えます。この調査結果は秋ごろにはま

とまる予定ですので、それに合わせ、住宅白書の編集に入りたいと考えます。住宅マスタ

ープランの策定は平成 30 年度が中心になりますが、平成 29 年度後半の第 52 回審議会に、

基本的な考え方や骨子について頭出しをしたいと考えます。これら白書やデーター分析を

踏まえ、平成 30 年度から住宅マスタープラン素案の検討に入ります。秋ごろには、パブリ

ックコメントを出す前のたたき台の、素案を審議会で整理をしていただく予定です。約 1

カ月間の意見公募を踏まえ、年明け 1月ごろに最終的なマスタープランとし、最終調整を

していただきたいと思います。そして、平成 31 年 3 月には、審議会からの答申とします。

このようなスケジュールで全体を回したいと考えます。 

ホッチキスで止めている A4 のペーパーは、今、申し上げた内容を時系列に収めたもので

す。後ほどご覧ください。説明は以上です。 
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●会長 このスケジュールについて、何かご意見・ご質問はありますか。あるいは、住宅

マスタープランの策定にあたり、調べてほしいことでも結構です。 

いかがでしょうか。大丈夫ですか。 

私から 1点あります。今までの議論の中で、落としていた課題があります。以前、外国

人居住はどのように扱うかという質問があり、それについて十分に検討をしていません。

外国人居住について、データーがあれば出してほしいと思います。 

●委員 今、外国人居住の話が出ましたが、もし、調べていただけるのであれば、外国人

が所有している戸数も調べてほしいです。 

中央区や港区の先端の超高層分譲マンションでは、外国人か外国企業と思われるものが

複数の部屋をキャッシュで購入し、管理費を一切払わないケースが増えています。外国人

は、銀行に口座を作ることができないことも理由かもしれません。部屋は空き家にしてい

るそうです。そうすると、火災設備の点検や排水管清掃ができません。管理費も未払いで

長い期間放っておくと、部屋の配線・配管類に不備が生じてくるため、非常に困っている

管理組合がいます。所有者の会社や個人に連絡を取ると、マーシャル諸島につながるなど、

なす術がありません。それを別にしても、外国人が所有するケースが増えているので、日

本人居住者とうまくやっていくためにも、実態を調べていただき、問題点の抽出と対策の

検討も必要と思われます。 

●会長 ぜひ、調査をお願いします。他に何かありませんか。事務局への注文でも構いま

せん。よろしいでしょうか。 

●委員 これまで区は、ファミリー世帯などの総所得の中で家賃の割合はどの程度占める

かという情報は持ち合わせていなかったと思います。住まいに関する区民の意識調査で、

そのような実態が明確になるのか、再度確認をさせてください。 

●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 今回のアンケート対象数は、5,000 件程度を予定しています。どの程度把握

できるかは別として、家賃と住まいとの関係や、収入と家賃の関係は細かく調査したいと

考えます。いずれにしても、アンケートのたたき台を次の審議会に示しますので、ご意見

をいただきたいと思います。 

●会長 よろしくお願いいたします。他にありますか。 

それでは、これで審議事項は終了します。皆さんから、言い残したことなどがあれば伺

います。いかがでしょうか。 

●委員 北大塚 1 丁目にサービス付き高齢者向け住宅が建設されますが、先ほどの説明で

は、地元自治体と協定を結び、従前居住者対策として全戸数の 1割の 8戸を 6万 5,000 円

から 7万 4,000 円で提供するということでした。従前居住者には生活保護を受けられてい

る方もいますが、そういった方も対象になりますか。 

●会長 事務局、いかがですか。 
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●住宅課長 はい。生活保護受給の方も入居の対象になっています。 

●委員 施設では、介護サービスなどいろいろ受けられると思いますが、その方たちはど

の程度受けられますか。介護度によって違いはあると思いますが、生活保護の範囲の中で

十分対応できますか。介護度が重くなり、出されることはありませんか。それが心配です。

●住宅課長 北大塚の管理運営計画の詳細はまだ示されていないので、詳しいことは申し

上げられませんが、同じ積水グループのものでは椎名町があります。参考に、椎名町の費

用について報告します。家賃は月額 12 万 1,000 円から 16 万 2,000 円で、部屋のタイプに

より異なります。それに加え、共益費が 1 万 7,000 円から 1万 9,000 円。生活相談サービ

スとして月額 2万 9,000 円。食事の提供サービスが月 3万 7,000 円になりますので、トー

タルすると 20 万円ぐらいの費用がかかる状況です。 

●会長 結構かかります。費用負担と実際の収入の関係についても、ぜひ詰めていきたい

と思います。 

忘れていましたが、住宅マスタープラン策定スケジュールについて、皆さまの承認を得

る必要がありました。このスケジュールでよろしいでしょうか。特になければ、このスケ

ジュールで承認していただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

以上で審議は全て終了しましたが、よろしいでしょうか。 

それでは、事務局から連絡事項があればお願いします。 

●住宅課長 遅くまでご議論いただきまして、ありがとうございます。先ほど申し上げま

したように、現在の委員の任期は 6月 6日までなので、今後、委員の皆さんに任期満了の

通知、合わせて次期委員についてのご案内を送りたいと思います。また、区民公募の委員

の方につきましても、来月から公募の準備をいたしますので、できれば引き続き公募して

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

先ほど簡単に説明しましたが、第 50 回の住宅対策審議会は 6月 12 日を予定しています。

詳細は後程通知いたします。 

事務局からは以上です。 

●会長 次回は 6 月 12 日で、次の新しい期ということになります。他にございませんか。

 それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。 

（午後７時５０分閉会）
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会 議 の 結 果

・前回第48回での審議を踏まえた資料の提出および報告がなされ、

質疑及び意見があった。 

・「豊島区住宅マスタープラン」策定スケジュールが示され、質疑

及び意見があった。 

提出された資料等

・第４９回住宅対策審議会次第 

・第４９回住宅対策審議会座席表 

・資 料 1 サービス付き高齢者向け住宅について 

・資 料 2 豊島区空き家等発生メカニズム分析調査業務報告

書及び概要版 

・資 料 3 豊島区住宅マスタープラン策定スケジュールにつ

いて 

そ の 他


