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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５０回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成２９年６月１２日（月）１０時００分～１１時５５分

開 催 場 所 ８０７・８０８会議室（本庁舎８階）

出 席 者
委 員

＜学識経験者＞

小林秀樹、定行まり子、佐々木誠、浅原賢一、寺田晃弘、広瀬達雄

＜区議会議員＞

磯一昭、高橋佳代子、儀武さとる、永野裕子、里中郁男

＜区民＞

戸田汎、平松修二、松岡昭男、安山宣之、吉原美智子

（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、地域まちづくり担当部長、企画課長、環境政策課長、

福祉総務課長、障害福祉課長、介護保険課長、子ども課長、子育て

支援課長、都市計画課長事務取扱、再開発担当課長、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  ０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で、ただいまより第 50 回豊島区住宅対策審議

会を開催させていただきます。 

 皆様には、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おります、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。後ほど、会長をご選任いただくまでの間、事務局で進行を務めさ

せていただきます。 

出席の状況ですが、中島委員、寺田委員、篠原委員、大山委員から「所用のため欠席」

とのご連絡をいただいております。 

また、本日の住宅対策審議会は、豊島区住宅基本条例第 18 条 11 項の規定に定める定足

数を満たしておりますので、有効に成立していることを報告いたします。 

本日の会議の進行は、席上の次第に従って進める予定です。ご協力のほど、よろしくお

願いいたします。 

続きまして、次第 2「委嘱」です。委嘱状の伝達につきましては、本来、高野区長から

お一人お一人に直接お渡しするところですが、時間の都合上、席上に配布をしています。

ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

それでは、本日ご出席しています審議会の委員、ならびに区側出席者の紹介をさせてい

ただきます。恐れ入りますが、お名前をお呼びした方は、その場でご起立願います。まず、

小林秀樹委員です。 

●小林委員 おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 定行まり子委員です。 

●定行委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 加藤仁美委員は、若干遅れています。続きまして、佐々木誠委員です。 

●佐々木委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 篠原みち子委員は、本日は所用のためご欠席です。続きまして、浅原賢一委

員です。 

●浅原委員 浅原です。よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 大山雄次郎委員ですが、本日はご欠席です。続きまして、寺田晃弘委員です

が、こちらも本日はご欠席です。続きまして、広瀬達雄委員です。 

●広瀬委員 よろしくお願いします。 

●住宅課長 磯一昭委員です。 

●磯委員 おはようございます。 

●住宅課長 中島義春委員ですが、本日はご欠席です。続きまして、高橋佳代子委員です。

●高橋委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。 
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●住宅課長 儀武さとる委員です。 

●儀武委員 よろしくお願いします。 

●住宅課長 永野裕子委員です。 

●永野委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 里中郁男委員です。 

●里中委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

●住宅課長 戸田汎委員です。 

●戸田委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

●住宅課長 平松修二委員です。 

●平松委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

●住宅課長 松岡昭男委員です。 

●松岡委員 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 安山宣之委員です。 

●安山委員 安山です。よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 吉原美智子委員です。 

●吉原委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 委員の任期は、平成 29 年 6 月 7 日から平成 31 年 6 月 6 日です。 

 続きまして、区側の出席者を紹介いたします。名前を呼びますので、その場で起立願い

ます。城山政策経営部長です。 

●政策経営部長 おはようございます。どうぞよろしくお願いします。 

●住宅課長 齋藤環境清掃部長です。 

●環境清掃部長 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 石橋保健福祉部長です。 

●保健福祉部長 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 金子子ども家庭部長です。 

●子ども家庭部長 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 奥島都市整備部長です。 

●都市整備部長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 宮川地域まちづくり担当部長です。 

●地域まちづくり担当部長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 高田企画課長です。 

●企画課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 松崎環境政策課長です。 

●環境政策課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 直江福祉総務課長です。 
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●福祉総務課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 渡邉高齢者福祉課長ですが、本日は欠席です。高橋障害福祉課長です。 

●障害福祉課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 松田介護保険課長です。 

●介護保険課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 副島子ども課長です。 

●子ども課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 猪飼子育て支援課長です。 

●子育て支援課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 野島都市整備部参事都市計画課長です。 

●都市計画課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 活田再開発担当課長です。 

●再開発担当課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 園田建築課長です。 

●建築課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 東屋建築審査担当課長です。 

●建築審査担当課長 どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 最後に、住宅課長の小池でございます。本日、事務局として住宅課職員が出

席しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、会長の選任についてお諮りいたします。豊島区住宅基本条例第 18 条 7 項の

規定により、「会長は委員の互選によって定める」ことになっています。委員の皆さまから

ご推薦をいただきたく、いかがですか。 

●委員 引き続き、前任の小林先生にぜひお願いしたいと思います。いかがですか。 

●住宅課長 ありがとうございます。ただいま、「引き続き小林委員に会長職を」というご

意見をいただきました。皆さまいかがですか。 

（異議なし） 

 小林先生、席の移動をお願いいたします。それでは、会長からごあいさつをお願いいた

します。 

●会長 皆さまのご推薦により、引き続き会長を務めさせていただくことになりました。

どうぞよろしくお願いいたします。実は、私が本審議会の委員を務めてから、20 年ほどに

なると思います。他自治体でも委員を務めていますが、あまり長くなると適切ではないこ

とから、多くは辞退申し上げています。しかし、豊島区に限り、続けています。なぜなら、

豊島区は住宅政策に非常に熱心で、これまでも全国初の事業を何度も行っているからです。

私が関わった最初にワンルームマンション税を実現、マンション管理推進条例も実現、

現在は空き家対策条例に向かい検討を進められています。全国に例がない、住宅政策に非
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常に意欲的な自治体と思います。それはおそらく、高野区長以下行政職員の意欲に関わっ

ていると思います。そのようなことから、本審議会に限り、関わることが私にとって大変

光栄なことで、ぜひ続けさせていただきたいと思います。もしかすると、行政の方は迷惑

かもしれませんが、続けさせていただくことにしました。 

 再び、新しい住宅政策に向かって、皆さんのお知恵をお借りしたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 会長、ありがとうございました。 

 続きまして、住宅基本条例第 18 条 9 項に基づき、職務代理者を指名する必要があります。

会長から指名をお願いいたします。 

●会長 それでは、職務代理者につきまして、前期に引き続き、定行委員にお願いしたい

と思います。定行委員、よろしいですか。 

●定行委員 はい。よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 それでは、委員からごあいさつをいただきたいと思います。 

●委員 それでは一言。また、よろしくお願いいたします。私の場合、会長のように住宅

政策に詳しくはありませんが、豊島区に住み、勤めている大学は文京区にありますが、実

は寮地区は豊島区にあり、学生たちの多くは豊島区に住んでいます。そのようなことから、

豊島区は非常になじみ深く、学生たちの研究テリトリーにさせていただいています。空き

家のことについて勉強し、マンションについても学生たちと一緒に勉強しています。そう

いう点からも、豊島区の住宅環境、住宅政策にしっかりと関わっていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 ありがとうございます。 

 続きまして、住宅マスタープランの策定について、高野区長より住宅対策審議会に対し

て諮問をいただきます。 

●区長 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 諮問第 13 号平成 29 年 6 月 12 日豊島区住宅審議会会長、小林秀樹さま。豊島区長高野之

夫、豊島区住宅基本条例第 7条 4項の規定に基づき、下記の事項について諮問をする。 

諮問事項、新たな豊島区住宅マスタープランのあり方について。なお、諮問事項はお手元

にありますので、省略をさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 ただいまの諮問書の写しは、コピーをして皆さまのお手元に配布しましたの

で、諮問事項等は後ほど確認してください。 

ここで高野区長より、諮問にあたって、あいさつがあります。 

●区長 皆さま、おはようございます。本日は、第 50 回という大変節目となる豊島区住宅

審議会となりました。開催にあたり、一文あいさつを述べさせていただきます。ただいま、

小林秀樹会長と定行まり子職務代理が、皆さまのご推薦をいただき決まりました。そして、
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本日ここに、13 期の住宅審議会の委員の皆さまに委嘱を申し上げました。皆さまにおかれ

ましては、大変お忙しい立場にも関わらず、審議会委員の大役をお受けいただきまして、

誠にありがとうございます。委員の皆さまには衷心より感謝申し上げる次第です。 

きょう、委員皆さまのお手元に名簿がございますが、大変素晴らしい方々ばかりです。

特に小林先生は、東京都の住宅政策審議会の会長も務めていただきました。あの会議は、

確か、30 人以上の委員がいらっしゃいましたが、その中に定行先生と、きょうはご欠席し

ています篠原みち子先生と加藤仁美先生が学識経験者という立場でご参加されていまし

た。豊島区審議会をお願いするのは恐縮するほど、豊島区の状況をよく把握いただき、そ

して、東京都のまさに最高の住宅審議会で取りまとめ等をいただいた方々です。 

 合わせて、区議会の先生方をはじめ、学識経験者、さらには区民から 5 名の方にご参加

いただきました。マンション管理を担当している方、弁護士の方、あるいは町会長、さら

には巣鴨のまちづくり、「としま F1 会議」からも吉原委員等などがご参加いただいていま

す。そういう意味からも、私は、議会をはじめ幅広いメンバー構成になったと自負してい

ます。 

さて、現在の住宅マスタープランは、平成 21 年度から平成 30 年度までの 10 年間を計画

期間とする後期 5 年間計画とし、平成 26 年に策定しました。このプランは、「人と環境に

やさしく、安全に暮らし続けられる都心居住の実現を目指して」を基本理念に、「災害に強

く安全な住宅」、「住環境の確保」など 7つの視点と、「区民誰もが住み続けたいと思える魅

力ある住まいづくり」をはじめとする 6つの目標を掲げています。この間、本プランに基

づき、各種住宅政策を展開しています。しかし、現在の住宅マスタープランの改定から 5

年経過し、少子高齢化の進行、空き家の増加という問題があります。特に空き家は、東京

23 区では空き家率 15.8％と、豊島区は一番高い状況です。また、新たな住宅セーフティー

ネットの制度構築など、住環境をめぐる課題も大変増えています。既存ストックの有効活

用と流通の活性化を含めた住宅の質の向上は、これまで以上に重要な要素ではないかと思

います。このような状況の下、国は、平成 28 年 3 月に住生活基本計画という全国計画を改

定しました。東京都も、本年 3月に住宅マスタープランを一新しています。この改定にあ

たっては、先ほどお話ししたように、お隣の小林会長の下、私も 23 区区長会を代表し審議

会に参加させていただきました。 

さて、ちょうど 3 年前の平成 26 年 5 月、日本創生会議は「ストップ少子化・地方元気戦

略」を発表しました。 

その中で、豊島区は、23 区内唯一の消滅可能性都市とのご指摘を受けました。この発表

は、われわれ区民にとって大変ショックなものでした。日本一高密都市で、人口も着実に

増え、若い人に人気のある街になりつつあるというときに行われたこの発表は、庁内職員

にとっても、また区民にとっても、また皆さまにとっても大変な衝撃ではなかったかと思

います。私はこのピンチをチャンスに変えるべく、ただ豊島区だけの問題ではなく、日本
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全体の問題として捉え、翌日に対策本部を立ち上げました。女性にやさしいまちづくり、

高齢化への対応、地方との共生、日本の推進力という 4つの柱を掲げ、消滅可能性都市か

ら持続発展都市へ、大きく転換するチャンスではないかと捉えました。本区の人口は、平

成 9年が底の 24 万人で、現在は 28 万 4,000 人を超えるなど、毎年増えています。豊島区

の場合は自然減で、人口流入が押し上げているという状況です。今後も東京への一極集中

が一定期間は続くと推測されますが、日本全体では人口減少社会へ進むと思います。 

また、依然として単身世帯が増加傾向にあります。その半数は、20 代・30 代の若年世代

が占めるものの、高齢単身者数も増加傾向にあり、独居高齢者の見守り等が課題です。他

方、ここ数年はファミリー世帯も増加に転じています。先ほど、消滅可能性都市の対策と

して、女性にやさしいまちづくりを主体にいろいろな政策に取り組んでおりますが、特に

子育て環境を整備する中で、待機児童対策には最大の力を注ぎました。平成 29 年度末には

待機児童ゼロという目標でしたが、おかげさまで豊島区は、平成 29 年 4 月、千代田区に次

いで待機児童ゼロを見事達成することができました。千代田区は、ご承知のとおり、人口

は 6万人少々で、お金持ちの方ばかりです。ですから、金に任せてと言うと失礼ですが、

対策もどんどん進めることができ、4年ほど前に早々と待機児童ゼロになりました。残り 2

2 区にとって、待機児童対策は最大の課題です。対策を進めてもゼロにはなかなかならな

い状況です。おかげさまで、豊島区はゼロを達成しましたが、ゼロになって喜んでいるわ

けではありませんし、これからますます対策を進めなければなりません。本年度は民間保

育園 13 園、さらに 780 名の定員増の計画を進めています。本庁舎 2階に、本年 4月、保育

園を開設いたしました。庁舎の中に保育園を開設するのは全国でも初めてです。さらに、

豊島都税事務所にも、保育園を平成 30 年 4 月にオープンする予定です。われわれは、活用

できるところは最大限活用する気持ちです。ただ、園庭がない保育園が非常に多いことか

ら、今度は小学校の校庭の活用に新たに取り組んでいます。 

われわれはこれからも、単にゼロではなく、質の良い保育に、お手本になるよう取り組

んでまいりたいと思います。 

また、介護制度そのものが大きく転換する中で、東京都は、混合介護を国家戦略特区と

位置付けました。そのモデル事業地に豊島区が指定を受け、これについても先般、有識者

会議をスタートさせたところです。これからの高齢化に向けた介護制度を、あらゆる面か

ら検討することにより、これからの世代に新たな取り組みを行います。 

 また、秩父市との CCRC など、アクティブシニアをどのように活用していくかという、少

子高齢化に向けたさまざまな取り組みをしています。こうした環境の下、住宅対策審議会

の委員の皆さまには、今、申したように、日本一高密度都市の豊島区にふさわしい安全・

安心で誰もが住みたい、住み続けたいと思えるようなまちづくりに向けて、新たな豊島区

住宅プランの策定作業にご尽力賜りたいと思います。長くなりました。今年度および来年

度の 2カ年にわたる長丁場になりますが、客観的かつ専門的な見地から幅広いご意見等を
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いただきたくお願いを申し上げ、豊島区の現況報告をしつつ、あいさつとさせていただき

ます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 ありがとうございました。恐れ入りますが、区長は次の予定がありますので、

ここで退席させていただきます。 

●区長 それでは、恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 それでは、これからの会議の進行は、会長にお願いいたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

●会長 まず、傍聴についてです。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 きょうは、希望はありません。 

●会長 分かりました。 

 それでは、議事を進めさせていただきます。議事について、事務局から説明をお願いし

ます。 

●住宅課長 まず、お手元の資料の確認をいたします。まず、本日の次第です。事前配布

した資料は、資料 3「住まいに関する意識調査」、資料 4「インターネットによる住まいの

ニーズ調査」です。次第の下に、委員の名簿と座席表があります。それから、資料 1「豊

島区住宅マスタープランの策定フロー」、閉じ込みの資料 2「豊島区の住宅事情」、資料 3

と 4が事前配布資料です。最後に、A3 の資料 5「住宅施策の目標と関連事業の実績」です。

これが本日の会議資料になります。また、現在の「住宅マスタープラン」と「住宅白書」

は事務局で用意していますので、ご利用の場合は事務局にお申し付けください。資料の過

不足はありませんか。よろしいですか。 

 なお、本日の会議録についてですが、会議録の記載事項のうち、審議経過については、

発言者の氏名を記載せず、「委員」という表現で整理します。また、事務局および区側出席

者については、「職名」で整理します。会議終了後、事務局でまとめ、皆さまにご確認いた

だいた上で、ホームページに公開します。 

 なお、本日の予定ですが、12 時を目途にご審議いただく予定です。ご協力のほど、よろ

しくお願いいたします。 

 早速ですが、資料について説明いたします。着座にて失礼いたします。資料 1「住宅マ

スタープラン策定フロー」をお取りください。まず、裏面をご覧ください。今後の審議会

のスケジュールは、平成 29 年度と平成 30 年度にご審議いただきます。大まかに申します

と、平成 29 年度は現状分析や現行計画の点検・評価が中心になります。合わせて、「住宅

白書」を今年度末に向けて編集します。そのための審議会を、本日 50 回が 6月、51 回が 9

月、52 回が平成 30 年 1 月の 3回に分けてご審議いただく予定です。 

そして、平成 30 年度は、第 53 回から第 57 回まで、新たな住宅マスタープラン本体につ
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いてご検討をしていただきます。これが全体スケジュールとして考えています。表面にお

戻りください。 

 本日のテーマは大きく 3つです。1つ目は、左側のボックス「豊島区の住生活に関する

現状」です。人口世帯や住宅ストックの特性、着工数等現況について説明いたします。現

状につきましては、本日のみならず、9月に予定している第 51 回でも継続的に整理したい

と考えます。また、第 51 回は、国や東京都の計画、区の関連計画などの分析も合わせてご

議論いただきたいと考えます。第 50 回にお戻りください。2つ目は、真ん中のボックス「ア

ンケート調査の実施」です。本日、お示しします区民意識調査とインターネットアンケー

ト調査について、本日中、あるいは会議終了後にご意見をいただき、今月内にまとめ、7

月に実施したいと考えます。第 51 回で、アンケート調査の結果報告等をする予定です。 

3 つ目は、右側のボックス「豊島区の住宅施策の実績について」です。現住宅マスター

プランの施策の体系と対応する事業の実績を、最後に報告いたします。このテーマに付き

ましても、9月の第 51 回で継続し、次は施策の実績プラス評価をご審議いただきたいと思

います。この 3つテーマの検討から、第 51 回は「豊島区の住生活に関する重点課題と住宅

白書の構成等」をご議論いただき、平成 30 年 1 月に実施する第 52 回は、「住宅マスタープ

ランの見直しの方向性」と「住宅白書案」をお示しし、年度内に白書を編集したいと考え

ます。最後に、「住宅マスタープランの策定」という流れで進めていきたいと思います。 

説明は以上です。 

●会長 それでは、ただいまの説明について、ご質問やご意見はありますか。よろしいで

すか。2年後に成果を出すということです。よろしくお願いいたします。 

 きょうは盛りだくさんの内容なので、次に進みたいと思います。それでは、「豊島区の住

生活に関する現状について」、説明をお願いします。 

●住宅課長 続きまして、資料 2「豊島区の住宅事情について」をお取りください。まず、

目次です。大きな項番として、「1人口・世帯に関する動向」、「2 住宅に関する動向」、「3

空き家・空き室対策の基本的な考え方」、「4高齢者の転入・転出等の動向」、「5外国人の居

住者の住まいに関する意識」をまとめています。この資料につきましては、次の会議に向

けて、例えば、国の「住宅・土地統計調査」の特別集計なども反映しながらアップデート

していきたいと考えます。表紙をめくっていただき、1ページをご覧ください。「1人口・

世帯に関する動向」です。「1-1 増加している人口」の図表 1 をご覧ください。豊島区の人

口は、平成 9 年の 24 万人を底に、V 字回復しています。直近 1月 1日現在の人口は 28 万 4,

000 人で、昭和 55 年ごろの人口にほぼ回復している状況です。2 ページ図表 2をご覧くだ

さい。「外国人の登録者数の推移」です。外国人登録法が改正され、現在、住民基本台帳法

の中で管理されていますが、直近の 1月 1 日の外国人の登録者は 2 万 7,000 人と、人口の

約 1割を占めている状況です。図表 3は「国籍別割合」です。中国が 54％で、半数を占め

ています。次いで、韓国・朝鮮が 30.8％、アジアが 34.4％です。アジアの中でも特にベト
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ナムの人口が多い状況です。 

 続きまして、4 ページをご覧ください。「1-2 人口動態の推移」です。左図が社会動態、

右図が自然動態です。直近では、豊島区は転出よりも転入が上回り、社会増に転じていま

す。また、出生数と死亡数の関係は、こちらも出生数が若干上回っている状況です。5ペ

ージをご覧ください。図表は平成 22 年のデーターで、「定住率とは現住所に 5年間居住し

ている区民の割合です。男性が 42％、女性が 49％です。20 歳から 24 歳が 5年間ですから、

25 歳から 29 歳までの男女の定着率が最も低い状況です。図表 7-2 は、23 区の比較です。

豊島区は 46％で、港区・中央区・新宿区に次いで低い状況です。6 ページをご覧ください。

平成 26 年 6 月から 1年間の転出・転入の状況です。20 歳から 24 歳、25 歳から 29 歳、30

歳から 34 歳の年齢層が、転入・転出が多いことが分かります。また、15 歳から 19 歳、20

歳から 24 歳、25 歳から 29 歳については、転入が転出を上回っている状況です。 

 続きまして、7ページをご覧ください。移動先との関係です。転入は関東からが約 78％、

転入が多い近隣区は、板橋区、練馬区、新宿区、文京区の順です。転出も、関東が 80％を

超えています。転出が多い近隣区は、板橋区、練馬区、新宿区、北区の順です。下の図表

は、矢印で状況を示したものです。太い矢印は 500 人以上の転出がある所という関係図で

す。8ページをご覧ください。「1-3 進む少子・高齢化」です。続きまして、10 ページをご

覧ください。「1-4 単身世帯の増加」です。図表 13「世帯数の推移」をご覧ください。直近

の平成 27 年国勢調査の世帯数は 17 万 6,000 世帯で、このうち単身世帯は 11 万 1,000 世帯

です。参考までに、下のグラフをご覧ください。65 歳以上の単身世帯数の割合が年々増え

ています。平成 17 年は下がっていますが、増加傾向にあることが分かります。13 ページ

をご覧ください。「2住宅に関する動向」です。「2-1 住宅ストックの特徴」は、平成 25 年

の国の住宅・土地統計調査のデーターです。区内の住宅数は 3万 6,000 戸ほど増加し、19

万 2,660 戸でした。そのうち、居住世帯のない住宅は約 3万 1,000 戸ある状況です。14 ペ

ージをご覧ください。住宅の所有の関係です。持ち家は 40％、借家が 52％で、借家が半数

を超えています。 

 続きまして、16 ページをご覧ください。建て方別に住宅数を見ました。約 8割が共同住

宅です。図表 23「建て方別住宅数の推移」をご覧ください。白い部分が 6階建て以上の共

同住宅で、平成 15 年、平成 20 年、平成 25 年が増加していることが分かります。19 ペー

ジをご覧ください。「2-2 居住面積水準の状況」です。 

国が定めた最低居住面積水準は、一人当たり 25 ㎡です。居住の広さを見ます。図表 32

の左、持ち家は 36 畳以上が大きく増加していることが分かります。一方、右の借家は、6

畳から 12 畳程度が最も増えている状況です。20 ページをご覧ください。「2-3 地価・家賃

の動向と住宅供給の変化」です。図表 33 は、新設住宅着工数の推移です。約 3,000 戸で推

移している状況です。また、図表 34「地価の推移」は、バブル崩壊後下落を続けましたが、

平成 17 年に底を打ち、その後上昇に転じています。現在は、バブル崩壊前の昭和 60 年前
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後の水準です。21 ページをご覧ください。23 区の家賃の比較です。豊島区の家賃は、特別

区の平均を若干上回り、近隣区に比べても若干高い傾向です。22 ページをご覧ください。

「2-4 分譲マンションの動向」です。現在、1,117 件約 52,000 室で、こちらも増加傾向で

す。中古に比べ竣工戸数が大きく伸びているため、大規模なマンションンが建設されてい

ることが分かります。 

 続きまして、23 ページをご覧ください。「3空き家・空き室対策の基本的な考え方」です。

豊島区は、区長からの冒頭あいさつにもあったとおり、国の調査では空き家率 15.8％で、

23 区で最も高い状況です。この実態を細かく見ていきます。昨年度、区内全域で空き家実

態調査をし、調査結果を下の表にまとめました。一戸建て住宅は、空き家と思われるもの

が 594 戸で、全体の 2.1％です。民間賃貸住宅は、空き家と思われるものが約 4,600 戸で、

全体の 4.3％です。分譲マンションは、空き室と思われるものが 981 室で、全体の 2.2％で

す。24 ページ以降は、それぞれの特徴をまとめたものです。一戸建て住宅の空き家は、古

い家が多く、昭和 45 年以前に建てられた住宅が半数を占めています。所有者は 65 歳以上

が 54％でした。空き家と判定した建物のうち、70％はなんらかの使用をされています。ま

た、使用されなくなった主な原因は、「相続したが他に家がある」が 28.2％、「居住者が施

設に入居した」が 12.8％です。 

25 ページをご覧ください。「建物について困っていること」を所有者に聞いたところ、

「特に困っていない」という回答が最も多い状況でした。次に、「利活用の意欲」は、「利

活用したくない」が 46％でした。「区に期待する支援内容」は、「相談窓口の設置等」が最

も多い状況です。26 ページは「3-2 民間賃貸住宅の空き家」、27 ページは「3-3 分譲マンシ

ョンの空き家」です。29 ページをご覧ください。「4高齢者の転入・転出等の動向」です。

調査時点で、65 歳以上の住所移動の状況を調べたものです。結果は、ほぼ移動がない状況

です。「4-2 定住し 65 歳以上になった高齢者」は、現在集計分析中ですので、次回お示し

したいと思います。本日欠席していますが、これは寺田委員からのご要望です。 

「高齢の単身者は、外から豊島区に転入している割合が多いのか、それとも、もともと

豊島区に住み、その後一人になった割合が多いのか、実態を知りたい」というご要望を受

け、現在、集計・分析しています。30 ページをご覧ください。「5外国人住民の居住状況等」

です。平成 27 年 12 月、区内 20 歳以上の外国籍区民対象の意識調査がありましたので、内

容を記載しました。ページをおめくりいただきまして、31 ページをご覧ください。世帯構

成は、「単身者」と「夫婦のみ」の割合が非常に多い状況です。また、住まいの形態は、「集

合住宅」が約 60％を占めています。豊島区での居住期間は、「1年未満」が 24％、「3年未

満」が 24％で、この 2 つで半数近くを占めています。豊島区に住むことになったきっかけ

は、「交通の利便性」や「日常生活での利便性」などがあげられました。33 ページをご覧

ください。定住意向については、「住み続けたい」と「当分住み続けたい」を合わせて 70％

を超えました。豊島区の住みやすさについては、90％ほどが「住みやすい」という回答で
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した。35 ページをご覧ください。近くに住む日本人とのトラブルの経験は、「部屋からの

声、物音」、「言葉の行き違い」、「ごみの出し方」等があげられましたが、67％は「特にな

い」という結果でした。日本人から外国人に対する偏見・差別の有無は、「よくある」と「時々

ある」を合わせて 62％を占めました。その内容が下のグラフで、「住まい探しや仕事探し

で偏見・差別を受けた」という結果でした。 

38 ページをご覧ください。「5-2 外国人等による不動産の所有状況」です。豊島区は、分

譲マンションを含め区分所有の建物が非常に多いため、外国に住所のある区分所有者が区

内にどの程度いるかを調べました。今後、分譲マンション等の合意形成に大きく影響する

と思われるため、不動産登記簿から居住物件の住所が海外の所有者を算出しました。合計

欄をご覧ください。居住物件数は 10 万 6,000 棟、区分所有者は 13 万人で、そのうち外国

に住所のある区分所有者は 1,400 人ほどで、約 1％を占めている状況です。 

雑ぱくになりましたが、以上が「豊島区の住宅事情」の説明です。 

●会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の説明に関して、ご質問・ご意見をいただきます。感想でも結構です。「さ

らに、このような調査結果があるといい」というご意見でも結構です。 

 私から確認事項があります。38 ページの資料は、区分所有のみの集計ですか。それとも

一戸建て住宅も含みますか。 

●住宅課長 一戸建て住宅も含みます。失礼しました。 

●会長 分かりました。いかがですか。感想でも結構です。この機会に発言されたい方も

歓迎します。いかがですか。どうぞお願いします。 

●委員 33 ページの「定住意向」についてです。外国人の登録者がとても増えていると聞

きましたが、今後の動向を把握するため、在留する目的を聞きたいです。「留学か」、「就労

か」、「将来的に自分の国に戻ることがあるか」ということも知ることができるといいとい

う感想です。 

●会長 今のご意見について、いかがですか。 

●住宅課長 在留資格を、統計データーとして出すことはできます。ご用意いたします。

●会長 他にいかがですか。今の、「こういうデーターがあるといい」という要望でも結構

です。 

●委員 きょう配られ、数字的な部分について質問するのは、いささか難しいと思います。

持ち帰って、いろいろな部分についてしっかり検討したいと思います。統計としては、年

数がたっています。資料の中に、平成 22 年の数字が使われているところがあります。5年

たつと事情が大きく変わることが、実際にあります。前にお話ししたと思いますが、私が

住む雑司が谷では民泊がとても進んでいます。それも、合法的な民泊ではなく、非合法な

民泊です。民泊に対する苦情は、住宅課にはいかないことをお聞きしました。環境課に騒

音やごみ出しの苦情があって、初めて民泊の実態が分かることを聞きました。今、各地域
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は、雑司が谷らしさや、駒込らしさ、巣鴨らしさという、「らしさ」をテーマにまちづくり

をしているので、民泊の実態も環境課だけではなく、住宅課も調べていただき、ぜひ、住

宅対策審議会に反映させていただきたいと希望します。 

●会長 大事な視点です。民泊について、分かる範囲でぜひ調べてください。 

●住宅課長 今、住宅宿泊事業法案が国会をとおり、来春ごろには施行されると聞いてい

ます。庁内は、企画課を中心に関係セクションが集まって、情報共有などもしています。

民泊に関する苦情は、旅館業法に基づくものなので、今はどちらかと言うと、保健所に多

く寄せられます。そのような資料なども調達し、審議会にお示ししたいと考えます。 

●会長 他にいかがですか。 

●委員 非常によくまとまった資料です。いろいろな状況を知る、今後の資料としては非

常にいいと思います。区民の生活実態と言いますか、例えば、住み続けられる対策など、

ファミリー世帯等の定住化は、住宅対策審議会でいつも課題に出てくると思います。先ほ

どもお話がありましたが、豊島区は家賃が近隣区に比べて多少高いことから、子どもが大

きくなるとどうしても転出される傾向があります。アンケートをとられると思いますが、

所得など、家賃が占める割合はどのような状況か、今後の住宅施策を考える上で貴重な資

料になると思います。そういうものも合わせて、議論させていただきたいと思います。 

●会長 今度の調査には、家賃水準などに関する、家賃が「高い」「低い」という回答は入

っていますか。 

●住宅課長 入っています。 

●会長 今度の調査に入っているそうなので、それを見て議論を深めていきたいと思いま

す。他にいかがですか。 

 私からあります。30 ページ以降の外国人の結果を見ると、思ったほど問題がないという

印象を持ちました。これは、回答されている方が優良外国人中心と理解してもいいですか。

●住宅課長 アンケートに回答があったなかでの割合かと思います。 

●会長 分かりました。実態はもう少し違う、という理解でいいですか。 

●住宅課長 そのように認識しています。 

●会長 今度の意識調査には、周りに住んでいる方から見て、「外国人をどのように思う

か」という項目は入っていますか。 

●住宅課長 ストレートに外国人と指定していませんが、「地域でトラブルや問題がない

か」という項目は入れています。 

●会長 分かりました。他にはいかがですか。 

●委員 今、会長が「外国人」のことおっしゃっていましたが、豊島区も池袋近辺に限ら

ず、民泊も含めて多くの外国人がいらしています。住宅には関係ないかもしれませんが、

その中で、区は英語を含めた言語を駅のホーム等に分かりやすく表示するなどしています。

外国人が来たとき、ウェルカムというおもてなしの地域を作る意識はとても高いです。私
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は、対応としてはいい形になっていると思います。しかし、実際に豊島区にお見えになっ

たとき、極端な話、急病になることもあります。そうすると、医療機関の受入体制が気に

なります。言葉が通じない、うまく会話ができないなどです。住宅にもあると思いますし、

さまざまあると思いますが、医療現場はどのような受入体制をとっているのか、どのよう

にすると意志が伝わり、治療を受けて薬をもらえる状況になるか、住宅に直接関係ないか

もしれませんが、聞きたいと思います。 

●会長 外国人に対する暮らしのサポートは、広い意味で住宅政策です。今、豊島区は、

アパート暮らしをする人に、ルール等を説明する各外国語パンフレットはありますか。 

●住宅課長 全ては把握していませんが、外国語表記のごみ出しルール案内をお渡しして

います。また、緊急時やかかりつけ医は、保健所に確認しないと分かりませんが、外国人

の方がとても多いことから、そういったアナウンスは積極的にしていると思います。 

●委員 私も、監査委員のお役をいただいたとき、そのような情報をたくさん知りました。

豊島区として、細かい部分まで熱心に取り組んでいますので、いいと思います。しかし、

事細かくさまざまなことを考えると、一歩も二歩も踏み込んだ対策をしないと、日本へ来

て、池袋に来て、「良かった」と思い帰ってくれるか、くれないかにつながります。そうい

う意味では、言語も含め、外国人に対するおもてなしの気持ちはしっかり出したほうがい

いと思います。今のパンフレット等も含め、分かりやすいものをできるだけ作ることが必

要ではないかと思います。 

●委員 私からも 1つあります。 

●会長 どうぞお願いします。 

●委員 私も、地元の巣鴨や駒込で相談を受けました。巣鴨は一軒家、駒込は中古マンシ

ョンの方から、「外国人の方が深夜大きな音を出し、ガタガタ入ってきて大変うるさい」と

いう相談を受けたことがあります。 

 このアンケートは、住民登録された方々を対象にしたものです。35 ページ「近くに住む

日本人とのトラブルの経験」では、「部屋からの声、騒音」が 13.2％、「ごみの出し方」が

8.8％という結果です。先ほど、会長が「回答者は、外国人の中でも比較的質のいい方だ」

と話されました。私は、違法民泊で本当に困っている近隣住民はたくさんいらっしゃると

思います。ですから、周辺の人も含めた、住環境に関するしっかりとした対策が必要です。

民泊新法はできましたが、違法民泊を取り締まっていないという実態があります。 

私は、区としてできることはあると思います。外国人が観光客として来て、雑司が谷の

文化や歴史を知っていただき、お互いに理解し合い、深める立場に立つのであれば、対策

が必要です。住民の外国人に対するイメージはとても悪くなっています。悪い感情が先に

立ち、「許せない」と話す方もいます。民泊の新法ができましたが、区としても、住宅対策

に生かしていく必要があると感じます。 

●会長 分かりました。 
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●委員 資料は具体的な効果が出て、非常に興味深く見ていました。先ほどから民泊の話

が出ていますが、ここは住基法で居住されている方が対象なので、民泊の話と分けて考え

る必要があると思います。また、こうした居住実態をしっかり見ていくことは、これまで

漠然と迷惑行為などが際立ってきたと思いますが、区の今後の戦略として、アジアヘッド

クォーター特区の外国活力をしっかりと地域に吸収し、地域活性化に生かすという政策目

的もあります。一面的な見方だけではなく、どのような形で地域に溶け込み、より発展さ

せていくことができるかということが必要と思います。 

 そして、偏見・差別を受けた内容の中に、「住まい探し」という回答が多かったです。住

まいの形態の実態として、86.6％が賃貸です。そうなると、ある程度決まったところにコ

ミュニティーがあり、住宅あっせんや保証人になる部分もあると思います。外国人の実態

はつかみにくいですが、そういうコミュニティーや実態のポイントを押さえておくことも、

区の情報収集として重要と思います。 

●会長 いずれにしても、今期の住宅マスタープランは、外国人問題が重点的テーマの一

つになりそうです。 

●会長 「3住まいに関する区民意識調査」について説明をお願いいたします。 

●会長 事前配布した資料 3と資料 4をお取りください。今回、「住まいに関する調査」を

郵送で実施したいと考えます。資料 3です。区内在住の 20 歳以上の区民 5,000 人を対象に、

区内を東西南北・中央の 5地域に分割し、各地域から 1,000 名ずつの無作為抽出を考えて

います。調査は 7 月を予定しています。豊島区民が区の住宅、住環境をどのように評価し

ているかを調査し、今後の住宅施策を検討するための基礎資料とします。早速、アンケー

トの内容に入ります。 

 2 ページをご覧ください。基本属性です。性別、年齢、住まいの年数、住まいの場所、

勤務先・通学先を聞きます。3ページに移り、職業を聞きます。さらに、現在のお住まい

の形態では、住宅の種類、延床面積、居室数・構造。4ページに移り、建築時期、省エネ

設備の有無を聞きます。大きな項目の 3は、住生活についてです。家族構成、居住人数、

その中に 65 歳以上の方は含まれるか、18 歳未満の方は含まれるかを聞きます。5ページを

ご覧ください。現在の場所に住む前はどこに住んでいたか、現在の家に住んで何年たつか、

どうしてそこに住むかという理由を聞きます。先ほどご質問のあった、世帯全体で住居費

は月にどのぐらいか、問 21 では世帯の月額所得を聞きます。6ページをご覧ください。現

在の住まいに対する評価です。総合的な満足度を聞きます。不満のある方について、どの

ような点が不満かを聞きます。豊島区に住むことについての魅力は何か。問 25 は、先ほど

話題になりました、住まいの地域での問題点・課題はあるか、ないかを聞きます。 

 7 ページをご覧ください。これからの住まいについてです。今後の住まい選びについて

重要と思うこと、持ち家・借家の希望。中古住宅を購入の対象にするか、しないか。中古

住宅を希望しない方にはその理由を聞きます。8ページ問 30 は、シェア居住への意向を聞
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きます。次は定住意向についてです。現在の場所に住み続けたいと思うかを聞き、転居し

たいと答えた方に、その理由、転居したい場所、住み替えたい住宅の床面積。9ページに

移り、部屋数を聞きます。 

 続きまして、子育て期や高齢期の住まいについてです。これは、自分がその状況になっ

たと仮定して回答してもらう設問です。まず、子育て期の住まいについて重要と思う項目

を聞きます。同居・近居の現状、同居・近居されている方との距離、今後の同居・近居の

意向について。高齢期になった老後の住まいの場所。10 ページに移り、老後の住まいにつ

いて、現時点で不安を感じるかどうか、その不安は何か。問 42 は、一戸建て住宅に住まう

方に限定し、いわゆるホームシェアという、余っている部屋を他人に貸す意向はあるかど

うかを聞きます。そして、住宅政策に関してです。住宅政策について重要と思うこと。11

ページに移り、既存事業の認知度と、空き家問題についての考えを聞きます。最後に自由

記入という内容です。 

 先に進めます。資料 4 をお取りください。これは、豊島区民以外の方を対象にした、イ

ンターネットによる住まいのニーズ調査です。対象は、新宿区、練馬区、板橋区、北区、

文京区です。先ほど説明した住宅事情の中の、23 区の中で豊島区への転入・転出が比較的

多いエリアです。さらに、千代田区、中央区、港区の都心 3区を加え、それぞれの地区と、

年齢ごとに 30 名から 50 名程度を集め、トータル 1,000 名を抽出します。この調査は、マ

ーケティングリサーチ会社にモニター登録をしている方々を対象にします。年齢、性別、

婚姻の状況、子どもの有無、職業、収入等については、モニター属性データーの使用を想

定しています。 

 ページをおめくりいただきまして、先ほどの郵送による区民の意識調査の項目と、ほぼ

同じ内容を聞きます。家族構成、同居人数、住まいの種類、広さ、構造、建築の時期、住

居費が月にどの程度かかるかを聞きます。3ページに移ります。問 19 は、今後豊島区に住

んでみたいと思うか、否かで、問 20 は豊島区に住むことにどのような魅力を感じるか、を

聞きます。また、豊島区に住みたくないと思われる理由を、問 21 でストレートに聞きます。

 雑ぱくですが、資料の説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。ご質問・ご意見はありますか。 

●委員 アンケートについてです。問 28 と問 30 です。問 28 で住宅購入する場合、中古住

宅でも構わない方に、次は問 30 を答えてもらう流れになっています。中古住宅でも構わな

い方に、問 30 でどうしてシェア居住になるのか、意味が分かりません。そこについて伺い

ます。 

●住宅課長 ここは問 28 からのスキップではなく、抵抗がある方には問 29 に答えてもら

います。問 29 を飛ばして問 30 に進むということです。紛らわしく申し訳ありません。 

●委員 中古住宅を買わされたので、問 30 ということですか。 

●住宅課長 そうではなく、問 28 を答えた方は全て問 30 に進むということです。 
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●委員 分かりました。もう 1ついいですか。 

●会長 どうぞお願いします。 

●委員 問 26 住まい選びに重要と思うことについてです。豊島区に住む方に、なんと言い

ますか、「家賃の相場が自分の水準に合う」、「買う価格がいい」という項目も入れたほうが

いいと思います。借りる場合、どうしても「家賃はいくら」というように、お金の面から

入ってくる方が多いと思うからです。 

●会長 いかがですか。 

●委員 それから、問 37 です。近くに住むという近居が、徒歩 15 分以内程度が基準にな

っています。この根拠はなんですか。 

●会長 いかがですか。15 分以内にした根拠です。 

●事務局 説明いたします。近居は、東京都の住宅マスタープランにも出てきます。それ

は 15 分が目安という考えで、それに合わせました。 

●委員 15 分というと車や自転車のような感覚です。歩いて 15 分が近居というのはどう

か、という気がします。逆に、「区内」を入れたほうがいいと思います。豊島区で徒歩 15

分が近居として合うかどうか気になりました。以上です。 

●会長 近居の定義と聞き方について、検討してください。他にいかがですか。 

 私からあります。6 ページ問 25 です。先ほど、外国人関係で質問がありました。回答の

中に「深夜、若者や外国人」とあります。若者と外国人を一緒にしていますが、分けて聞

いたほうがいいと思います。なぜなら、若者と外国人では、対策がまったく異なるからで

す。分けて聞くことができるか、検討してください。他にいかがですか。どうぞお願いし

ます。 

●委員 私はマンション管理に関わっているため、どうしてもそういう見方をしてしまい

ます。今回、住まいの意識調査の中に、「共同住宅で何が大きな問題になっていますか」と

いうような項目が、一戸建て住宅に比べてほとんどないと思います。豊島区の場合、共同

住宅に居住している方が多いので、実際に住んでいる方に「これからもマンションに住み

続けますか」、「何が一番問題になっていますか」ということを、細かく聞く必要はありま

せんから、聞いてほしい。それは高齢者の問題なのか、パーソナリティー障害など個別の

問題があって合意形成ができないことがあるか、否か。そういうことをアンケートの中で

聞いてほしいと思います。 

●会長 マンションに限定した質問を、1 項目起こしてはどうかという提案です。可能性

を検討してください。他にいかがですか。どうぞお願いします。 

●委員 問 33 で、豊島区以外を選択した方に、豊島区がもれた理由をダイレクトに聞くの

はどうですか。問 32 とかぶりますか。 

●会長 そこは問 32 とクロス集計すれば明らかになると思います。 

他にいかがですか。 
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●委員 問 25 についてです。問の文章の最後に「問題はありますか」と聞き、選択肢 3「宿

泊ビジネスをしている」とあり、宿泊ビジネスイコール問題という書き方です。確かに、

問題は多いかもしれませんが、必ずしも問題があるわけではないと思うので、問の文章を

「気になる点はありますか」とやわらかくしてはどうですか。あるいは、選択肢に直接的

な問題を例示するなどです。宿泊ビジネスイコール問題というのは、言いすぎる印象を持

ちました。 

●委員 今のご指摘に関連します。この 1、2、3 が並列になっているのが不思議です。先

ほどから民泊の話が出て、皆さんの中で重要であれば、3を新しくしてはどうですか。「実

際に近くでしている」という実態も知りたく、取りあげたほうがいいと思いました。 

●会長 民泊関係は、項目を独立させて聞いたらどうかということです。1項目、2項目増

やすことはできると思います。検討してください。 

●事務局 はい。 

●会長 他にいかがですか。どうぞお願いします。 

●委員 住宅政策として、住宅セーフティーネットの問題も取り上げられています。格差

社会化傾向が強まる中、ホームレスや低所得者層に関するデーターはどの程度把握されて

いるのでしょうか。 

●会長 ホームレスないし低所得者についてのデーターはありますか。 

●事務局 ホームレスの実態は、数字で把握しにくいところがあります。 

●会長 もしデーターがあるとすると、無料簡易宿泊所など、いわゆる貧困ビジネス系が

豊島区に今どれほどあるかという数字は把握できますか。 

●事務局 はい。 

●会長 一般の方が、住宅セーフティーネットという言葉が理解できるかどうかという問

題もあります。むしろ、「住宅に困っている人への対策」のほうがいいかもしれません。表

現を工夫してください。 

●住宅課長 はい。 

●会長 他にいかがですか。アンケートは、成案にして配布するのはいつですか。 

●住宅課長 会議後、お気づきの点があれば事務局にお寄せいただき、できれば今月末ま

でにはアンケートをまとめたいと思います。 

●会長 分かりました。今月中が締め切りですので、今、気が付かなくても何かあれば今

月中に事務局にご連絡いただきたいと思います。この場では、それでよろしいですか。 

 それでは次に進みます。議事 4「現行住宅マスタープランの目標と実績について」、説明

をお願いします。 

●住宅課長 それでは、A3 の資料 5「住宅施策の目標と関連事業の実績」をお取りくださ

い。こちらは、先ほど申しましたとおり、豊島区の現在の住宅マスタープラン基本理念の

実現を目指し、目標 1から目標 6まで据えています。現在、区が進める事務事業との関連
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性と関係性を目標別に整理し、その事務事業の現在の執行実績等を含め、どのような状況

になっているかをまとめたものです。さらにこれからも追加等をしていきながら、施策の

評価なども次回以降していただきたいと考えます。 

 それでは具体的に説明します。1ページをご覧ください。「目標 1区民誰もが住み続けた

いと思える魅力ある住まいづくり」の「1 豊島区の特性を踏まえた住まいづくり」、「1-1

オープンスペースの創出」です。主に再開発事業等から、公開空地、歩道状空地、駅前広

場などの整備が広がっていくということで、現在の事務事業は、各種の再開発事業等の事

業進捗を載せています。「2地域の魅力を生かした住宅地の形成」、「2-1 魅力的な住環境の

保全・形成誘導」は、地区計画や道路、再開発などが入ってくるので、現在の地区計画の

設定状況、道路事業状況、さらに、再掲ですが、再開発事業等を載せています。加えて、

安心な住まい等の提供など住宅支援も含まれますので、関連事業として載せています。3

ページをご覧ください。「3まちづくりと連携した住まいづくり」、「3-1 木造住宅密集地域

における住宅・住環境整備」は、住宅等の建て替え支援など、居住環境の総合整備事業。4

ページに移り、優良建築物等の整備事業等がひもづいています。「4 四季を感じられるまち

づくり」は、先ほどの「らしさ」につながると思います。豊島区発 染井吉野桜によるま

ちづくり、「緑豊かなまちづくり」ということで、ソメイヨシノプロジェクト等をはじめ、

「グリーンとしま」再生プロジェクト等がひもづいています。 

続きまして、5ページをご覧ください。「目標 2 ライフスタイルを大切にした住まいづく

り」、「ライフスタイル」ということで、単身世帯、子育て世帯、高齢世帯にジャンルを分

けています。「1単身世帯の住まい方の検討」は、現行プランは、「1-1 ルームシェア型賃貸

契約等の検討」を掲げていますが、居住支援協議会で特に検討してはいない現状です。「2

単身世帯と地域コミュニティーとの関係づくり」では、町会等の加入の促進を掲げていま

す。現在、区民活動推進課を中心に普及啓発を進めていますが、平成 28 年度町会加入率は

49.4％で半数をきっています。「2子育て世代」は、「1子育て住宅の供給誘導」です。また、

区民住宅の家賃支援もあります。このプランの中で、区民住宅は借り上げ期間終了後に民

間オーナーに返還する方針が決まっています。現在、そのとおり返還が進んでいます。そ

れから、家賃助成の実績も加えています。 

6 ページをご覧ください。「2-1 子育てしやすい住環境の構築」です。マンションの認定

制度等を掲げていますが、現在、区としての認定制度は実績がありません。東京都は、子

育て支援の住宅認定制度を立ち上げています。「3高齢者世帯」です。「1 高齢期の安心居住

の支援」、「1-1 高齢者等の居住支援・身元保証の普及」。住宅課では、高齢者等の入居支援

事業、住宅相談事業等をしています。また、見守りでは、福祉部局を中心に、福祉電話の

貸与、配食サービス、コミュニティーソーシャルワーク事業、一人暮らし高齢者のアウト

リーチ事業などが展開されています。7ページをご覧ください。「2 高齢者向けの住宅の供

給」です。福祉住宅、ケア付き住まいの供給、グループリビング等の推進、認知症・高齢
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者グループホームの整備という目標を掲げ、それぞれの進捗状況を右側に記載しています。

8ページをご覧ください。「3住宅住環境のバリアフリー化」です。関連する住宅改修事

業等を記載しています。続きまして、10 ページをご覧ください。「目標 3環境を大切にし

た住まいづくり」、「1環境に配慮した住宅や設備の普及」です。環境政策課をメインに、

エコ住宅普及促進事業、家庭の省エネ推進事業等に取り組んでいます。「2環境にやさしい

住生活の普及」は、今申しました事業を再掲示しています。11 ページをご覧ください。「3

長寿命住宅の普及・推進」の中に、マンションの問題があります。マンションの専門家派

遣事業、マンション計画修繕調査費助成事業、マンションン管理支援チーム派遣事業を行

っています。12 ページをご覧ください。「目標 4安心して住み続けられる住まいづくり」

です。「1.住宅ストックの充実と住情報の提供」の、「1-1 安心住まい提供事業の強化」は

高齢者世帯等住み替え家賃助成事業を実施しています。「2住宅困窮時のサポート体制の

構築」では、高齢者等の入居支援事業、居住支援事業に取り組んでいます。 

豊島区は、居住支援登録バンクという、空き家オーナーが登録した物件を、入居者にご

紹介する制度を作りましたが、実績はなかなか上がっていなのが現状です。13 ページをご

覧ください。「4区営住宅入居制度の適正化」です。「4-1 区営住宅の供給」は、高額所得者

や収入超過者の明け渡しに関する規定を書いています。現在、区営住宅に高額所得者は入

っていません。収入超過者は記載どおりの入居状況になっています。続きまして、14 ペー

ジをご覧ください。「目標 5安全に暮らせる住宅・住宅地の形成」です。「1災害に強いま

ちづくり」は、「1-1 住宅の耐震改修」、「1-2 住宅の建て替え支援等」です。緊急輸送道路、

沿道建築物の耐震化の助成、分譲マンション等の耐震診断、改修造成などを掲げています。

また、家具の転倒・落下等のあっせんなどを行っています。続きまして、15 ページをご覧

ください。「3-1 震災後の迅速、円滑なまちの復興」は、地域まちづくり課が行う震災復興

まちづくり模擬訓練事業です。「6ユニバーサルデザインの普及・啓発」では、セーフコミ

ュニティー推進事業に取り組んでいます。バリアフリー推進事業は、ユニバーサルデザイ

ンにひもづいています。 

18 ページをご覧ください。最後の、「目標 6良質な住宅ストックの形成」です。「1住宅

ストックの適切な維持管理」は、分譲マンション、賃貸住宅、一戸建て住宅に分けてまと

めました。17 ページ「2 住宅ストックバランスの適正化」、「2-1 法定外税による狭小住戸

建設の抑制」、整理番号 74 です。豊島区は、いわゆるワンルームマンション税を平成 16

年度から導入しています。30 ㎡の住戸が 9戸以上ある集合住宅の建築を行うときに、一戸

につき 50 万円を課税するものです。右側にワンルームマンション税収を記載しましたが、

3億円から 4億円の実績があります。「3健康に配慮した住宅の普及」では、現在、環境保

全課はアスベスト分析調査費用の助成を行っています。資料の最後 18 ページです。現在、

住宅マスタープランの目標供給量を設定しています。目標に対し、現行はどのような状況

かをまとめています。例えば上の区営住宅は、管理戸数 221 戸で、目標数は 221 戸なので、
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達成率 100 パーセントです。このような内容です。下の図表は、「家賃助成・住宅改善等」

に関して、高齢者の入居支援が現状どのようになっているか記載しています。 

雑ぱくですが、説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明について、ご質問・ご意見

をお願いします。「特にこの辺りに注目したい」ということでも結構です。どうぞお願いし

ます。 

●委員 先ほどのアンケートにも書かれ、下の 14 に入れていない事業があります。アンケ

ートの 11 ページ住宅政策助成制度の、「カ住宅修繕・リフォーム資金事業」がここには入

っていますが、こちらの事業実績には取りあげられていません。どうしてかと思いました。

 この事業について、私の団体が受けている相談件数は、約 72 件です。助成はどの程度使

われているかというと、6件です。継続中は 2件です。ただ、この制度は、色々と制限が

かかっているため、そこで相談では「使えない」ということになります。事業の進捗状況

に載っていないので、どこかの政策にぜひ入れて、評価をきちんとしたほうがいいと思い

ます。 

●会長 事務局、お願いします。 

●住宅課長 大変失礼しました。具体的には、8 ページと 9ページの自宅のバリアフリー

化など、住宅改修に入ると思います。例えば、整理番号 45・46 は、介護保険に該当する方、

介護の非該当の方々に対する住宅改修の助成件数は入れているので、本来ならここに入れ

なければならない事業と思います。大変失礼いたしました。 

●会長 その改修は、高齢者だけですか。高齢者以外も含みますか。 

●住宅課長 高齢者だけではありません。 

●会長 入るとすると、むしろ 12 ページのストック対策のところになります。他にいかが

ですか。どうぞお願いします。 

●委員 ここから離れるかもしれません。国のセーフティーネット法の改正の関係で、新

たにいろいろな施策が展開されるようになると思います。今後の住宅マスタープランを考

える上で、やはり、そこも関わってきます。先ほど、区が行う居住支援登録バンクの話が

出ましたが、改修費を使うにあたって東京都に登録しなければならないなど、今後、関わ

ってくることがいろいろありますので、その説明をどこかでしていただきたいという要望

です。 

●会長 どうぞお願いします。 

●住宅課長 4 月中旬ごろに法律がとおり、可決後 6カ月以内に施行されるので、10 月中

旬以降に新たな制度が始まると、国から説明を受けました。具体の説明会は 7月に入って

からなので、その資料が手元に入り次第、皆さまにも情報共有させていただきます。 

●会長 今後、データーを示すときの提案です。最後のページに戸数が書かれていますが、

全体的に区営住宅の直接供給は減少気味で、それを補うため、今の話の家賃助成などが増
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えていくということです。それらを合わせた戸数が、政策対象戸数として見えるようにし

てください。これだけ見ると、単に公共住宅が減っているように見えるので、見え方を工

夫してください。他にいかがですか。どうぞお願いします。 

●委員 6 ページの「子育てしやすい住環境の構築」についてです。特に区としては、ま

ず基本構想があり、基本計画があり、その大目標に向かって各行政計画があると思います。

その中の大きな課題として、子育て世代の定住が目標としてある中で、どうして子育て世

代が定住できないかというと、住宅の問題が非常に大きいのは明白です。 

東京都が行う認定事業があります。個人的なことで恐縮ですが、平成 19 年にすでに提案

しています。そのときの区の状況や温度は違いました。マンション政策と、子育て世代の

定住率を上げる政策は、積極的に進めるべきと今も思います。もう 1点です。狭小住戸集

合住宅税は、ご存じのとおり、会長が最初におっしゃった平成 17 年から始まったものです。

ちょうど私が初当選のときに審議しました。法定外普通税という普通税ではありますが、

目的税的性質を持ち、税収は対策費に当てるという形で導入された経緯があります。途中、

保育園の財源等の問題があり、一般財源化しました。また、それを見直すという方向性も

あったと思います。これは、私が予算・決算特別委員会のときに提案しています。抑制税

でありながら、安定的な税収があり、抑止効果も出ていますが、この財源を区の政策にし

っかり当てていくことも重要と思います。基本構想が新たになり、目標も定まりましたの

で、今言った、子育て世代の住宅問題などへの目的化を検討する具体的な議論に入ってい

く必要があると思います。 

●会長 途中で変わりましたが、確かにワンルームマンション税は、税収をファミリー向

け、子育て向けに使うという名目でとおりました。資料を見ると、子育てしやすい住環境

の構築は「なし」になっているので、ここに先ほどの保育園の話を入れてはどうですか。

●住宅課長 はい。 

●会長 大事な指摘です。他にいかがですか。どうぞお願いします。 

●委員 16 ページです。成果が見える結果として、マンション管理推進条例ができて以降、

整理番号 70 のマンション管理状況届出書の届出率は、平成 25 年度 52.4％から平成 28 年

度 67.1％に増えています。 

よく、「豊島区は、先進的な施策を実施したあとの状況はどうなのか」と聞かれます。そ

ういった意味でも、平成 28 年度 67.1％まで増えたことは、大きな口をたたいてもいいと

思います。こういう成果が見える住宅課が行う事業を、もっと大々的に PR してもいいと思

います。また、こういう資料を出していただくと、区の施策に賛成する方も増えると思い

ます。 

●会長 全体をとおして見ると、分譲マンション対策は件数がかなり増えている事業が多

いです。マンション専門家派遣事業も含めてです。場合によっては、分譲マンション対策

だけを取り出したものを作ってもいいかもしれません。他にいかがですか。よろしいです
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か。これは、今後、検討の資料にするということです。 

きょうは、今期最初の会議ですから、皆さまが日ごろ住宅政策について関心のあること

を、お話しいただく機会を設けたいと思います。いかがですか。 

●委員 外国人調査に関して、私の考えが違うのかもしれません。母数 1,255 人は全て外

人です。しかし、「8近くに住む日本人とのトラブルの経験」は、答えているのは外国人で

はなく、日本人という気がします。 

●会長 これについて、いかがですか。 

●委員 この問は、「このようなトラブルがあった」と外国の方が言っているということで

すか。私には、「こういうトラブルがあった」と日本人が答えているように感じました。 

●住宅課長 このアンケートの対象は、日本国籍の方ではなく、外国籍の方です。1,255

人は外国籍の方で、その方が答えた内容になります。 

●委員 「近くに住む日本人とのトラブルの経験」の内容は、日本人が近所の外国人居住

者に対して言っているような感じを受けました。そういう意味です。 

●会長 「日本人からそういう指摘を受けた」という意味と理解します。豊島区は町内会

といいますか、自治会といいますか。 

●住宅課長 町会です。 

●会長 町会で、外国人のトラブルについて聞いたことはありますか。 

●委員 若干あります。中国、マレーシアなど、雑居ビルというかビルの中に住んでいる

方の、やはり、夜の騒音などです。生活の様式が日本と違うと思います。まして、雑司が

谷は静かな所です。そういう問題が起きている所は数カ所あります。 

●会長 分かりました。ありがとうございました。それでは他にいかがですか。この機会

にぜひご意見をいただきたいと思います。せっかくですから、公募委員の方からご発言い

ただくとありがたいです。戸田さん、改めて何かありますか。 

●委員 先ほどの発言の中に、マンションの合意形成阻害の大きな要因として、人の問題

があります。特に、パーソナリティー障害を持った方が理事長や管理者になっている場合、

合意形成はほぼできないという問題が、一部管理組合からあげられています。実際に、ど

うするといいか悩みを抱えています。こういったアンケート調査では出てこない隠れた問

題かと、最近は認識しています。 

●会長 分かりました。それに行政がどのように関わるかという、もう一つの判断があり

ます。民間が自力で解決するのか、行政が関わるものかについて、少し検討したいと思い

ます。 

●委員 私は普段弁護士をしています。きょうの議題の中で、外国人の民泊に関する相談

は最近増えています。一番多いのは、外国人が「単に住むため」と大家さんが貸したとこ

ろ、近隣の人から「民泊になっている」と知らされたことです。インターネットで検索し

たところ、一般の賃貸住宅なのに「一泊いくら」と募集が出てきたそうです。業態は最寄
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り駅まで迎えに行き、一緒にスーツケースを持って帰り、部屋に 1泊させ、帰るときはま

た駅まで送るというものです。そのあと、また募集をし、新しい宿泊者を、という感じで

す。近所の方からの苦情があり、大家さんが困っているというケースは多いです。今回、

民泊の問題が出ましたが、外国人が契約条項に反する使い方をしているケースは非常に多

いと思います。外国人旅行客はとても増えている中で、特に池袋は繁華街なので、そうい

うことにはうってつけの場所だと思います。そういった実態が把握できるといいと思いま

す。 

●会長 やはり民泊が増えているようなので、対策を考えたいです。推進するにしろ、規

制するにしろ、どちらにしろ、検討が必要です。その他、関心事などはありますか。 

●委員 今、雑司が谷は、未来遺産登録など盛んに取りあげられています。しかし実際の

雑司が谷は、それほど緑は多くなく、まちの高齢化は非常に進んでいます。私も後期高齢

者です。そうした中、相続等で 50 坪・70 坪の土地の所有者がいなくなり、そこに新しい

形態の住宅が建てられています。10 坪から 15 坪という小さな住宅敷地ながら 3階建て、

下にはベンツなど高級車があるというお宅が、20～30 件に増えています。そういう方を、

先ほどの実績にもあった町会に勧誘し、入っていただくことでまちを活性化する試みをし

ようとしています。そのような取り組みで、高齢者と若い人とのコミュニケーションをな

んとかとり、それを住宅にどのように生かすかについて、ぜひここで勉強したいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

●会長 ミニ一戸建て住宅問題です。区の、例えば東京でいうと世田谷区のような住宅区

では、敷地面積規制をすることがあります。これ以上狭い敷地に一戸建てを建てないよう

規制するものです。豊島区にそれが必要かどうか、まだ分かりませんが、場所によっては

検討する可能性はあるかもしれません。その対策は、条例による場合と地区計画による場

合があると思います。いずれにせよ、課題になります。 

●委員 マンション居住者と地域町内会との関連についてです。セキュリティやプライバ

シー保護が理由となってマンションは地域に対しては閉鎖的な構えとなっているものが多

いうえに、居住者と所有者が一致しない場合も多々あるうえ、マンション住民の方々も、

近隣づきあいを鬱陶しいものとして避ける傾向にあり、地域居住環境形成の視点からは「マ

ンション」は課題多き住まい方ではないかと思われます。「マンション」は「都心居住」に

は不可欠の居住形態だと思うものの、地域社会への姿勢の差が、地域にバリアーを生み出

していると思われます。旧態依然の町内会運営の在り方の見直しをふくめ、柔軟で多様性

に富んだ新たなる地域コミュニティーの在り方が求められているのではないでしょうか。

第 2は居住環境整備における整備手法に関する視点です。 

私の地域でも不燃化 10 年プロジェクトの一環として補助 81 号線整備計画が実施中です。

防災道路として実施される補助 81 号線は、その面のみが強調され、「道路」の地域環境に

及ぼす広範な役割に目が向けられていないように見受けられます。例えば道路の持つ「オ
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ープンスペース」としての働きです。「住宅マスタープラン」の「施策の方向」で掲げられ

た目標１の１－１に取り上げられている目標が「オープンスペースの創出」となっていま

す。木蜜地域などでそのための空間を独立して確保することは至難の業ですが、「道路事

業」等に相乗りして、並行して計画化されれば可能性が生まれてきます。具体的には、新

たに補助 81 号線ができることによって既存道路の「道路としての役割」が軽減される部分

も出てきます。そのような空間に着目し、地域の協力も得て緩やかな利用車両規制等をか

けると、これまで「車」に占拠されていた「道路」が、高齢者や子供たちに開かれた、「歩

行者空間」としてよみがえり、地域のオープンスペースとして活用できるのではないかと

思っています。 

●会長 道路の問題はとても難しいですが、できる範囲で少し検討したいと思います。新・

旧住民の交流については、マンション管理組合と自治会・町会の関係をどのようにするか

が大きな課題です。マンション管理組合が自治会に入ってくれることが、一番いい解決法

ですが、管理組合は強制加入団体で、自治会は任意加入という、差があるため、ストレー

トにはできません。 

例えば、千葉市は管理組合をそのまま町会と認める政策をとり、そのかわり、市に申し

出るときは自治会に加入したくない人の名簿だけを外す措置をとっています。豊島区も、

検討をする可能性はあります。 

●住宅課長 加入協議は、すでに条例の中でお願いしています。例えば、意志のない方を

除いて加入するということですか。 

●会長 はい。千葉市は、事実上、何々管理組合がそのまま町会になっています。それも

検討課題になります。他の方はいかがですか。今期のマスタープラン策定に向けて、ご発

言したい方はいらっしゃいますか。 

●委員 マスタープランから少し外れます。最近、豊島区でアートオリンピアを実施しま

した。絵画が中心ですが、世界各国から全部で 3,800 近い絵画を募集し、豊島区議会議場

を使い、その中から 180 点を審査しました。日本人の審査員 5名、外国人の審査員 5名、

合計 10 名が 1人 100 点という持ち点で、最終的な審査をしました。審査の様子を見ている

と、日本人審査員の先生方は意外に高得点を付けます。95 点などいい点数を付けます。点

数が高すぎると思っていると、外国人審査員は 20 点や 30 点という低い点数を付けます。

同じ一つの絵画を見ても、これほど評価が違います。お国柄もあるでしょう、国情もある

でしょう。 

豊島区は今、外国からの観光客も居住者も非常に増えています。そう考えると、一概に

日本人だけの感覚の中で、いろいろな政策を決めると、どこかでひずみが出る可能性があ

ります。幅をもう少し広くした上で、外国人の考え方も含めながら、政策を打っていくこ

とが私は大事な観点ではないかと、アートオリンピアを見て感じました。住宅政策は、日

本の国土に住むので、日本人の習わしに従えということが出てくるかもしれません。それ
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も大事かもしれませんが、国柄の違い、国情の違いはあるので、その部分も少し頭に入れ

ながら、この政策をしっかり決めていくことが大事かと思います。 

●会長 外国人をどのように受け入れていくか、前向きに受け入れていくことも大きなテ

ーマです。ご指摘のように、住宅政策の中で、外国人は迷惑な存在のようにどうしてもな

ってしまうので、その視点はとても大事です。他にいかがですか。よろしいですか。 

 それでは、以上で本日の議事は終了します。最後に、次回以降の開催に関連して、事務

局から連絡等をお願いします。 

●住宅課長 長時間、ご審議いただきましてありがとうございました。先ほど、資料 1で

もお示ししましたが、第 51 回審議会は 9月を予定しています。現時点での予定を案内した

いと思います。9月 15 日金曜日午後 5時から調整させていただきたいと思います。後ほど

事務局から日程調整のご連絡を入れますが、9月 15 日金曜日 17 時でお願いいたします。

また、先ほどの資料 3と資料 4の区民意識調査と、他区民へのインターネットアンケー

ト内容へのご意見についてです。できれば 2週間後の 6月 26 日月曜日までに、事務局へメ

ール・ファックス、電話等でお寄せください。最終的に、事務局と会長とで調整をさせて

いただき、7月にアンケートを発送したいと考えます。以上です。 

●会長 次回は 9月 15 日の予定です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは以上で、第 50 回審議会を終了させていただきます。どうもありがとうございま

した。 
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会 議 の 結 果

・第13期豊島区住宅対策審議会委員の委嘱、会長、職務代理者の選
任があり、小林会長、定行職務代理者が選任された。

・豊島区住宅マスタープラン策定フロー、「豊島区の住生活に関す

る現状、住まいに関する区民意識調査、現行住宅マスタープラン

の目標と実績についてに関する資料が示され、質疑及び意見があ

った。 

提出された資料等

・第５０回住宅対策審議会次第 

・第１３期豊島区住宅対策審議会委員名簿 

・第５０回住宅対策審議会座席表 

・資 料 1 豊島区住宅マスタープラン策定フロー 

・資 料 2 豊島区の住宅事情 

・資 料 3 豊島区住まいに関する意識調査 

・資 料 4 インターネットによる住まいのニーズ調査 

・資 料 5 住宅施策の目標と関連事業の実績 

そ の 他


