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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５１回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成２９年９月１５日（金）１７時００分～１９時０３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、佐々木誠、浅原賢一、大山雄二

郎、広瀬達雄

＜区議会議員＞

磯一昭、中島義春、儀武さとる、高橋佳代子、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、

高齢者福祉課長、障害福祉課長、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

＜説明者＞

NPO コレクティブハウジング社 狩野

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  １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 51 回豊島区住宅対策審議

会を開会させていただきます。 

皆様には、大変お忙しい中、会議にご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

この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。 

本日の会議の進行ですが、事前にお配りした次第に沿い、進める予定ですので、よろし

くお願いいたします。 

また、本日の審議会の出欠状況です。篠原委員がまだお見えになっていませんが、本日

の審議会は、基本条例の第 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。 

また、本日は、会議の中で新しい住まい方の事例紹介を予定しています。説明者として、

NPO 法人コレクティブハウジング社の狩野さまにお越しいただいています。また、事務局

として、住宅課職員、マスタープラン策定業務のコンサルである住宅・都市問題研究所も

同席させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、小林会長からご挨拶をいただき、審議会の議事を進めたいと思います。小林

会長、進行をよろしくお願いいたします。 

●会長 皆さん、こんにちは。本日も、盛りだくさんな内容で、特に豊島区の住まい調査

結果が出たので、住宅マスタープランの作成に向け、データは整ったと思います。ぜひ、

活発なご議論をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

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。

●事務局 いらっしゃいますので、お願いいたします。 

●会長 傍聴希望者がいらっしゃいますので、お諮りいたします。 

傍聴を許可してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

分かりました。傍聴が許可されましたので、お入りください。 

（傍聴人入室） 

それでは、本日の議事に入りたいと思います。事務局から、説明をお願いします。 

●住宅課長 それでは、まず、資料の確認をさせていただきます。事前に、次第、空き家

条例、参考資料として、マスタープランに関する事業制度の実績一覧表、国交省の新たな

住宅セーフティネット法の概要までを郵送しました。お手元にない場合、事務局に申し付

けください。 

それとは別に、本日の座席表、委員名簿、追加資料として資料 3の改定版「豊島区の住

宅事情」を用意しました。ピンク色の冊子は、参考資料として、豊島区の住まいのガイド
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を用意しました。 

そして、本日紹介します、新しい住まい方の事例として、『タウンコレクティブを始めま

せんか』というタイトルの、クリップ止め資料があります。コレクティブハウジング社さ

んで発行されている、『これこれ新聞』、第 15期年次報告書を参考資料に頂いたので、皆さ

んに配布します。 

以上が本日の資料です。不足等あれば、事務局が手配いたします。 

資料はお揃いでしょうか。 

それでは、早速、資料を説明いたします。着席にて失礼いたします。 

資料 1をご覧ください。豊島区住宅マスタープラン策定フローです。6月に第 50 回審議

会を開催し、マスタープラン策定について、区長が諮問し、そこから審議はスタートしま

した。本日は、資料の中間の網掛け部分になります。審議内容は、1つは豊島区の住生活

に関する現状で、前回からの継続事項になります。本日は、特に、国と東京都の計画、区

内部の関連計画等との関連性について説明する予定です。2つはアンケート調査の集計・

分析結果の報告です。7 月後半から 8月にかけ、区民意識調査と区外在住者にインターネ

ット調査を実施した結果の報告です。3つは豊島区の住宅施策の実績と評価で、これも前

回からの継続事項です。主に、実績の整理と評価、それから、マスタープラン全体の総括

です。これら 3点により、今後のマスタープランの見直しの方向を進めるべく、重点課題

の抽出を行いたいと思います。また、住宅白書の発行が、年度内の目標スケジュールとな

っているため、本日は白書の内容構成案についても説明いたします。資料 1については、

以上です。 

続きまして、議題と前後しますが、今申し上げた住宅白書の内容構成について、先に説

明いたします。恐れ入りますが、資料 8をお取りください。A3 横長の資料です。よろしい

でしょうか。それでは説明いたします。 

資料の中間部分が、住宅白書 2018 目次構成案です。章立ては第 1章から第 4章、そこに

「はじめに」と参考資料を加え、全体を構成します。参考までに、前回の住宅白書 2013

の目次構成を左に表示しました。前回は、第 1章「豊島区の住まいは今」という、主にデ

ータ集から始まりました。今回、データは、第 3 章「豊島区の住生活の実態」に表示した

いと思います。今回の特徴は、第 2章「豊島区の住宅政策」です。前回から今回までの間、

豊島区で取り組んでいる居住支援協議会、リノベーションまちづくり、空き家の適正管理

と利活用など新しい動きを最初に紹介する構成にしました。また、第 1章として、国や東

京都の動向等を少し整理する必要があります。しかし、先日開催した専門部会からのご意

見を受け、国や東京都の下請けというイメージを持たれないよう、書き方を工夫したいと

思います。本区の特性を踏まえ、豊島区らしい住宅政策を今後展開していくことを第 1章

でしっかり書いていきます。そのような全体構成としたいと考えます。また、これまでの

統計資料については、第 3章あるいは参考資料に表示します。今、「統計表という記載」は
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抜けています。統計表、住生活基本計画、東京都マスタープランは参考資料に収めたいと

考えます。資料の右側は、本日配布した上位・関連計画、統計データ等の資料が、住宅白

書の第 1章や第 3 章、第 4章に収めるイメージを表しました。そのイメージを持ちながら、

資料説明を聞き、ご意見をいただきたいと思います。簡単ですが、資料 1 と資料 8につい

ての説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

●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、ご質問やご意見

はありませんか。住宅白書の構成は、このような形でよろしいでしょうか。私から 1点あ

ります。以前も意見を申しあげたと思いますが、昔からの政策であるワンルームマンショ

ン税などは、全国的にも特別な政策のため、第 2 章に取り上げていただきたいと思います。

●住宅課長 それについては、前回、ご指摘いただきました。 

●会長 他にいかがでしょうか。ご意見はありませんか。 

それでは、住宅白書の構成は、この方向で進めてもよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございました。 

続きまして、議事 1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。 

●事務局 住宅都市問題研究所の露木と申します。まず、豊島区の住生活に関する現状に

ついて、資料を説明いたします。 

資料は、2と 3です。まず、資料 2計画の位置づけと上位・関連計画について、をご用

意ください。資料 2は、特に住宅マスタープラン、住生活基本計画に関連する国や東京都

の法律、条令、計画を取りまとめています。豊島区に関しても、関連計画を取りまとめて

います。 

1 ページの表をご覧ください。左側上から 2番目に、豊島区住宅マスタープラン（豊島

区住生活基本計画）がありますが、これを今検討しています。豊島区住宅基本条例に基づ

いて策定されています。その下の東京都住宅マスタープランが、平成 29 年 3 月に策定され

ました。平成 28 年 3 月には住生活基本計画（全国計画）が策定されています。さらに、基

となる住生活基本法は、平成 18 年 6 月に策定されています。これら背景の中に位置づいて

います。これをそのまま豊島区に置き換えるのではなく、豊島区オリジナルを作りますが、

整合性等は検討の中で配慮したいと思います。それから、右側のグレーの枠は、豊島区基

本構想で、平成 27 年 3 月に策定されました。そして、豊島区基本計画、豊島区未来戦略推

進プラン、豊島区まち・ひと・しごと創生総合戦略という、行政の基本となる計画が策定

されています。それ以外では、街づくり等々の条例があります。最後の枠は、豊島区環境

基本計画、地域保健福祉計画、子どもプラン、みどりの基本計画、景観計画、耐震改修促

進計画が、ここ数年の中で見直しをされています。これらの変更箇所などを押さえた上で、

今回の住宅マスタープランの中に汎用していくことを、留意点としてご理解いただきたい

と思います。 
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住宅は、住宅だけではなく、街の問題、環境の問題、子どもや高齢者の問題、暮らし方

の問題等、さまざまな問題と関連するので、少し幅広い見方で検討していただきたいと思

い、本資料を作成いたしました。2ページ以降に、概要を表記していますので、お読みい

ただきたいと思います。 

続きまして、資料 3豊島区の住宅事情について説明いたします。項目は、人口・世帯に

関する動向、住宅に関する動向、空き家・空き室対策の基本的な考え方です。 

高齢者の居住状況、外国人住民の居住状況等で、現況データを整理し、それぞれの課題

となりうるものを取り出しました。これは、前回の住宅対策審議会のときに説明したこと

と重なるところが多いので、今回は追加した箇所のみ説明いたします。 

ページをめくりまして、改訂履歴を掲載しました。8月からの、変更した箇所について

の説明です。 

ページ飛びまして 13 ページです。将来の人口の予測です。豊島区は、人口減少が予測さ

れている中、さまざまな対策により、目指すべき将来人口は平成 66 年に 30 万人です。豊

島区の将来人口パターン Bを加えたグラフを追加いたしました。 

ページ飛びまして、高齢者のデータを追記しました。45 ページの 4-2 の 65 歳以上の高

齢者の居住年数です。これは、住民基本台帳のデータを特別に集計したものです。65 歳以

上単身者は、豊島区に住みながら単身高齢者になったのか、豊島区外から入ってきたのか

を確認するため、豊島区民になった年を住民基本台帳から整理しました。整理の結果、豊

島区に長く住まわれている方が多いことが分かりました。30 年以上豊島区に住み続け単身

高齢者は 58 パーセントです。 

ページをめくりまして、46 ページの、65 歳以上の単身高齢者の異動事由状況です。なぜ

単身になったかについて、同じく住民基本台帳から分析しました。死別が 12.2 パーセント、

単身のままが 85.3 パーセントなど、過去 5年間を見て、単身のまま高齢になったことが分

かりました。 

もう 1点追加したのは、外国人の居住状況です。57 ページ図 60 外国人の在留資格につ

いてのデータを追加しました。多いのは、留学など短期間に豊島区内に住まう予定の方で、

40 パーセントでした。このような分析内容です。 

概略ですが、説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。あとから配った資料 3改訂は、そのまま資料を差し替

えるのですか。 

●住宅課長 13 ページは、参考という下の将来人口は、前半は 5年スパンで出ていますが、

40 年以降は 10 年スパンになっていたため、細かいですが、図表を改めました。14 ページ

は、図表の番号が違ったため、図 19 に改めました。ページ飛びまして 25 ページ、2-5 地

域別の状況です。今の説明ではもれましたが、本体には追加資料が入ります。 

国は、住宅・土地統計調査を 5年に 1度実施しています。そのうちの平成 25 年と平成 2
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0 年の区内のデータを、特別集計するために提供していただき、地区別にそれぞれ分析し

ました。27 ページは住宅ストックの地区別状況です。28 ページは空き家の状況です。34

ページは接道状況です。本日お配りした資料は、地域別の居住面積水準の状況です。居住

面積水準とは、国が住生活基本計画の中で定める、1人当たりの最低居住面積の水準です。

下の囲みに書かれています、単身者 25 平方メートル、2人以上世帯は、10 平方メートル×

世帯人員＋10 平方メートルなので、2人なら 30 平方メートルになります。この面積水準に

満たしているのか、満たしていないかを集計したものが、平成 20 年と平成 25 年の図表で

す。 

説明は以上です。 

●会長 皆さん、ご質問やご意見はありませんか。どうぞお願いします。 

●委員 13 ページの将来人口の予測についてです。図 18 を見ると、将来人口推計のパタ

ーン Aと、目指すべき将来人口パターン B があります。日本全体が人口減少社会に入って

いきますが、目指すべき将来人口は右肩上がりで人口が 30 万 1,925 人に増えていきます。

このように人口を増加させるための、戦略的な子育て支援策や定住策とは、具体的にどの

ようなものですか。 

●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 ページ冒頭に書いているように、趨勢に任せ対策を何もしないと人口減少と

なります。豊島区も、全国の例にもれずこのように減っていきます。数年前、豊島区は東

京 23 区で唯一、消滅可能性都市になるとの指摘を受けましたが、その指摘以降、豊島区は

戦略的な対策を講じてきました。1つは女性にやさしいまちづくりです。2つは高齢者、3

つは地域との共生、4つは日本の推進力という、4つを柱に進めています。特に、皆さんの

記憶に新しいのは、待機児童対策を積極的に行った結果、来年は待機児童ゼロになります。

そうした、暮らしやすい、子育てしやすい取り組みを加味したパターンが Bで、豊島区と

してはこれを将来人口の目標として設定しています。 

●会長 対策がうまくいけばこうなるということです。 

●委員 すみません、もう 1点いいですか。本当に楽観的と言いますか、納得がいかない

と言いますか。2035 年までは横ばいで、2040 年は少し減少、2050 年まで横ばいで、いき

なり 2050 年に増えます。0歳から 14 歳の統計を見ると、2040 年から 2050 年は若干減り、

2060 年に 3万 4,000 人に増えると見込んでいます。今の課長の説明では、大いに増えると

は、とても思えません。これは、いかがなものでしょうか。 

●会長 事務局、何かありますか。 

●住宅課長 これは私どもで推計したものではなく、策定された豊島区人口ビジョンが、

統計手法を用いて出した数字なので、細かいところについてはお答えできません。 

●会長 これはむしろ、予測というより目標ということで理解されるといいかもしれませ

ん。他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 
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●委員 追加資料の中に、2-5 地域別の状況があります。最後に説明された資料です。こ

れによると、平成 20 年から平成 25 年にかけて、中央地区は、最低居住水準未満が急に増

えています。これに関して説明があったか分かりませんが、こうなった要因がとても気に

なりました。分かることがあれば、教えてください。 

●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 細かいところまで分析していませんが、中央地区は東池袋や南池袋という池

袋駅周辺に位置します。そこに、ワンルームタイプの大きな物件が作られると、それが居

住面積の数字に影響を与えることも考えられます。 

●会長 それでよろしいでしょうか。ワンルームは 18 平方メートルや 20 平方メートルな

ので、これが多くなると自動的に最低居住面積水準以下になります。 

●委員 自動的になりますか。 

●会長 現在の最低居住水準は単身で 25 平方メートルですので、そうなります。 

●委員 先ほど、ワンルームマンション条例を作ったという話がありましたが、それには

引っ掛かりますか。 

●会長 直接は関係ありません。 

●委員 分かりました。 

●会長 それでは、これは前回資料の追加ですから、この形にさせていただき、本題であ

る調査結果の説明に入りたいと思います。 

議事 2アンケート調査の集計・分析結果について、資料の説明をお願いします。 

●事務局 それでは、アンケート調査の集計・分析結果に関する資料に基づき説明いたし

ます。資料 4は、郵送で行った区民へのアンケート結果です。1ページに 1点訂正があり

ます。4アンケートの回収結果が 1,238 人になっていますが、1,249 人の間違いです。回収

率は 25 パーセントです。ちょうど 4分の 1の回答を集計した結果が、2ページ以降になり

ます。特に前半は属性データなので、後ほどお読みいただきたいと思います。豊島区民の

意向は、13 ページ問 22 からです。 

あなたは現在のお住まいについて総合的に満足していますかという問いに対して、満足

している 31.1 パーセント、おおむね満足している 29.9 パーセント。合わせて約 6割の方

がおおむね満足して住まわれている結果でした。14 ページは、問 22 の結果に、住宅の種

類でクロス集計したものです。持ち家一戸建てにお住まいの方は満足度が高く、逆に、賃

貸にお住まいの方は低いという、差が少し見えました。15 ページをご覧ください。住宅面

積ごとの満足度を見ると、広い住宅のほうが、満足度が高いことが明確に分かりました。

ワンルームマンション等、住宅面積が 25 平方メートル未満になると、他に比べて、やや不

満 30 パーセント、不満 12 パーセントという、差が読み取れました。これが今回の見方で

もあります。 

16 ページをご覧ください。問 23 は、現在の住まいについて不満だと回答した方に、そ
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の理由を聞きました。不満の大きな理由は、押し入れ等の収納スペースが足りない、住宅

の面積や部屋数が足りない、建物が古い、耐震性に不安があるなどです。17 ページ問 24

は、豊島区に住むことの魅力についてです。多数の路線を使えるのでアクセス環境が非常

に良く通勤・通学に便利が、高い割合で出ています。次に、24 時間営業のスーパー、コン

ビニ、飲食店が多いので日常生活が便利、池袋という都内でも屈指の繁華街がある、でし

た。これら 3点が、豊島区が評価されるポイントになっています。 

一方、問題になっていると思われるポイントをいくつか整理しました。19ページ問 25

は、外国籍居住者とのトラブル等を聞きました。特に問題はないが 70 パーセントでしたが、

ごみ出しのルールが守られず、ごみが散乱していることがある、部屋やベランダなどで騒

いでいることがあるという指摘が、わずかながらありました。地域別で見ると、上池袋、

池袋、池袋本町等で、外国籍居住者とのトラブルを持つ地域ということが分かりました。

21 ページ問 26 は、空き家や空き室を利用した宿泊ビジネス（民泊）についても聞きま

した。近所では見かけないが 73.5 パーセントでしたが、不特定多数の人の出入りがあり、

防犯上の不安を感じている、近所にあり、生活ルールが守られない等のトラブルが発生し

ていることが、わずかですがありました。地域別に見ると、北大塚、池袋本町が、民泊が

近所にあり、生活が守れない等のトラブルが発生していることが、他地区に比べて高く、

地域差があることが分かりました。 

この結果は、豊島区のいい点と悪い点などが見えてきて、今後の課題になると考えます。

今回、新しく問いを設けた中で興味があるのは、28 ページ問 32 のシェア居住に関して

です。全体結果を見ると、他人とは一緒に暮らしたくないと答えた方は 62 パーセントほど

ですが、住居費が安くなるなら住みたいなど、シェア居住を考えている方は 6パーセント

ほどいました。年齢階層別で見ると、70 歳以上など年齢が高くなるほど、分からない、一

緒には暮らしたくないとの回答率が高くなります。20 歳から 29 歳という若い層では住居

費が安くなるなら住みたいとの回答が、全体結果より高く、11 パーセントを超えました。

このように、世代間でシェア居住への関心に違いがあることが分かりました。 

もう 1点説明いたします。31 ページ問 33 は、今後の住居に関してです。今後も現在の

場所に住み続けたいかという問いに対し、満足度とも関連があると思いますが、6割の方

ができれば住み続けたいと答え、定住意向を持っていました。できれば転居したい、いず

れは転居せざるをえない、すぐにでも転居したいと答えた方は、合わせて 35 パーセントを

超えるという状況でした。その理由は、31 ページ下のグラフで、今住んでいる住宅に不安

や不満があるが最も多く、次に、老後の生活が不安、転勤など勤務先の都合のため、住居

費の負担が苦しいためでした。これら理由は、今後の課題になると考えます。 

内容を端折って説明しましたが、調査により豊島区民の意向が把握できました。 

引き続き、資料 5 インターネット調査の集計結果を説明いたします。この調査は、豊島

区以外の、新宿区、練馬区、板橋区、北区、文京区、そして都心区に住む方を対象に行い
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ました。豊島区民への調査結果とも比較することができます。調査手法は、インターネッ

トのモニター調査で、1,007 件の回答を得、年齢別・地域別ともにバランスが取れた結果

になりました。 

前半は属性データなので飛ばしまして、12 ページ問 11 です。こちらでも現在の住宅の

満足度を聞いています。今後も現在の場所に住み続けたいと思いますかという問いに対し、

6割の方が住み続けたいと答えました。区外も定住意向は高く、豊島区民調査結果とも違

いがないことが分かりました。地域別で見ると、新宿区が 6割弱で少し低く、板橋区は高

いという、区によって差があることも分かりました。16 ページ問 15 は、持ち家と賃貸住

宅どちらを希望するかを聞きました。一戸建て持ち家と分譲マンションを希望する方が多

く、約 7割近くに上りました。これについても、豊島区民への調査結果と違いは見られま

せん。年齢別に見ると差があり、20 代は賃貸住宅を希望する方が多い結果でした。定住す

るより移動しているため、新たに豊島区民になる可能性がある層と思われます。 

21 ページ問 19 です。このアンケートで一番大きなポイントとなる設問で、豊島区に住

んでみたいと思うかをダイレクトに聞きました。豊島区に住んでみたいと答えた方は 19

パーセント、住みたくないと答えた方は 36.7 パーセント、分からないと答えた方は 43.7

パーセントでした。全体結果では、豊島区は少し人気がないことが分かりました。年齢別

に見ると、若い世代は豊島区に住んでみたい 24.6 パーセントと世代の中では一番高く、5

0 代から 60 歳以上は激減します。特に 60 歳以上は住みたくないとの回答が 50 パーセント

を超えました。このように、年齢により差があることが分かりました。区別で見ると、さ

まざまな背景があると思いますが、板橋区は、住みたくないが 60 パーセントを超え、住ん

でみたいは 7.9 パーセント。一方、文京区は、住んでみたいが 30 パーセントで、住みたく

ない、を上回る結果でした。内側と外側とでは、意識が大きく違うことが興味深い点です。

22 ページは、豊島区に住んでみたい理由です。一番多いのは、池袋という都内でも屈指

の繁華街がある、次に多数の路線を使えるのでアクセス環境が非常に良く通勤・通学に便

利、24 時間営業のスーパー、コンビニ、飲食店が多いので日常生活が便利です。23 ページ

は、豊島区民への調査結果で、同じ結果になっていることが分かります。 

26 ページは、逆に、豊島区に住みたくない理由です。一番多いのは、今の街に満足して

いるで、次に治安の悪さと答えた方が 35.8 パーセント、地域や街のイメージの悪さと答え

た方が 25.7 パーセントでした。この結果は、豊島区民の調査結果と大きく異なり、治安と

イメージの悪さが突出していることが分かりました。 

住宅に関する満足度や評価に関しては、豊島区内に住んでいる方、豊島区近隣区・都心

区に住んでいる方との差はありませんが、豊島区のイメージ・印象は、大変差があること

が、今回の調査で分かった一番の特徴と思われます。 

長くなりましたが、調査結果の概略説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。それでは、調査結果に関するご質問や、調査結果を踏
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まえ、住宅政策ではこの点を重視したほうがいいという提案も含め、ご意見をいただきた

いと思います。いかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 今、ご説明いただいた区外に住んでいる方を対象としたインターネット調査の集

計結果は、非常に面白いと言いますか、興味深いものができたと思います。私は、豊島区

基本構想・基本計画審議会の委員として審議をしたとき、人口動態調査等の参考に、こう

いったものを取ることができれば、という話しをしました。ただ、どのような手法がいい

か、そのときは答えがなかなか出ませんでした。インターネットという手法は、対象が限

られ、正確性をどのように確かめるかという点はあると思います。特に、インターネット

は、ある程度限られた層の回答になると思いました。 

今回の調査は、もともと枠を当てはめて行ったこともあり、20 代から 60 代以上まで同

程度の回答数が得られたことも、非常に興味深いです。21 ページの説明では、豊島区に住

みたくないという回答が多く人気がない、というお話しでした。この対象者は、特に住ま

いを探している方ではありません。豊島区に住みたくない・分からない理由のトップは、

今の住まいに満足しているで、半数近くを占めています。このように、引っ越しや住まい

を探していない方を対象にした調査なので、住みたくないという理由は、必ずしも悪いイ

メージからきているものではありません。住みたいと答えた数が少ないから人気がないと

思いたくないと言いますか、冷静に分析したいと思います。しかし、ご説明にあったよう

に、豊島区に住んでいる方、われわれ議員などのように直接いろいろな施策に関わってい

る者から見ると、豊島区の、特に池袋周辺のイメージは、ここ数年で相当変わったと思い

ます。実際に、そういう評価を得ていると思いつつ、しかし、治安と街のイメージが悪い

という、かつてのステレオタイプのイメージが根強く残っていることを、改めて知りまし

た。そこをどのように払拭（ふっしょく）していくかが、課題になると思いました。基本

構想からの流れがあったため、調査について感想を言わせていただきました。 

●会長 ありがとうございました。インターネット調査結果 26 ページの治安の悪さ、街の

イメージの悪さを、どのようにイメージアップしていくかは、一つのテーマです。 

他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 豊島区民への調査は、郵送での回収で、今のお話しでは 1,249 件、25 パーセント

の回収率ということでした。25 パーセントは高いのか、低いのか、事務局としてはどの程

度の位置づけと言いますか、認識をしているのかお聞きします。 

●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 この手のアンケート調査の回答率・回収率はいろいろありますが、平均は 3

割前後で、今回の 25 パーセントは低めではありますが、調査としては適正な数が確保でき

ているとの認識です。 

●委員 それから、もう 1つあります。 

●会長 どうぞお願いします。 
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●委員 インターネット調査は、区外在住者対象です。例えば、豊島区で同じ調査を行っ

た場合、どのような答えが出てきますか。インターネット調査を、豊島区で実施しなかっ

た理由はありますか。 

●住宅課長 今回のインターネット調査は、ある調査会社にモニター登録をされている方

を対象にしています。こちらからは、20 歳代、30 歳代、60 歳代の各対象人数もオーダー

しました。これらに対応し、提供してもらう流れです。調査会社には、豊島区民もモニタ

ー登録しているので、対象とすることも議論に出ました。しかし、豊島区民には、大々的

に 5,000 名郵送アンケートを行うため、最終的にこのような形にしました。 

●会長 よろしいでしょうか。 

●委員 要するに、調査は、郵送で実施しても、インターネットで実施しても、ある程度、

回答の予測は立てられたと思います。今回の結果は、予測に近いということで理解しても

いいですか。 

●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 第一印象として、それぞれ、ある程度想定した回答が出てきたと思いました。

しかし、そもそも、モニターに登録された方は、調査への回答意欲がある方です。豊島区

全体を見て、こういうことを言おうと思っている人たちです。こういった調査には、声な

き声をいかにすくい上げるかという要素もあります。そうすると、郵送アンケートに自由

意見を書いてみようと思われる方もいて、意外な声を聞くことがあります。2つの調査は、

それぞれ一長一短あると思いますが、そうした意味から、目標はある程度達成できたとい

う理解です。 

●委員 ありがとうございました。 

●会長 どうぞお願いします。 

●委員 委員のご意見の続きです。確かに、私も、治安が良くなっていると思います。今、

ここに出ているインターネットの母集団は、23 区の中でも近隣区の方たちです。その方は、

豊島区に来たいというより、自分たちの区に満足しているのではないですか。今、池袋に

来ている方は、近隣区より、多くは埼玉県などの若い方です。ですから、池袋に来ている

若い方への調査も、今回の結果の裏返しとして必要ではないかと思います。治安が悪いと

言いながら、現実には若い方は多く集まっています。しかも、夜はとてもにぎやかな感じ

です。もう少し、プラスアルファの良き情報をもらいたいと思います。いかがでしょうか。

●住宅課長 きょう、お配りした資料 3豊島区の住宅事情の 7ページに、豊島区への転出・

転入の状況を表しています。今、委員がおっしゃったように、豊島区に転入している方は、

近隣区では板橋区や練馬区が多く、埼玉県や千葉県からの転入・転出も非常に多い傾向に

あります。そういう人たちから見た豊島区は、好印象です。先ほどの説明で、人気がない

と言いましたが、民間不動産マーケットの調査では、借りて住みたい街ランキングで池袋

がトップという結果もあります。悪いイメージが払拭されていないのは事実ですが、印象
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はさらに良くなっていると見ています。 

●会長 今の話は、資料 4の住まいに関する意識調査の、年齢別分析を見るともう少し分

かると思います。若い世代には豊島区のイメージは悪くないと思います。どうぞお願いし

ます。

●委員 インターネット調査結果で、私が注目しているのは、22 ページと 23 ページです。

商売・事業が営みやすい、働く場が多いという回答が、区内より区外のほうが多いことが

分かります。これは、豊島区は職住近接で、若い世代が新しい事業を始めるのに向いてい

るエリアということが読み取れると解釈します。それは、すでに取り組まれている、リノ

ベーションまちづくりの狙いどころだと思います。特に、若く、クリエーティブな、新し

い事業を始めようという層に向けて、ぜひアピールしていただきたいと思います。人材発

掘、人材育成が、人口増にもつながっていくと思います。 

●会長 ありがとうございました。解説を書くときに、少し配慮してもらえればと思いま

す。他にいかがでしょうか。 

●委員 豊島区民への意識調査についてです。回答された方の年齢層は偏っていないと思

いますが、回答された方で気になったのは、4ページの問 7と問 8 です。豊島区は、どち

らかというと共同住宅・賃貸住宅が多いと思いますが、回答された方は持ち家や分譲マン

ションにお住まいの方が多いです。豊島区はワンルームマンションが多く、25 平方メート

ル未満の部屋がとても多いと思います。しかし、問 8を見ると、25 平方メートル未満に住

んでいる方の回答率は 1 割です。よって、この調査は、ある程度、余裕のある方が答えて

いると見なければならないと思います。そこは加味して分析する必要があると思いました。

●会長 ご指摘のとおりです。その点も、解説を書くときに、配慮が必要です。特に、単

身でワンルームに住んでいる方は回答していないと思いますので、そこに注意して書いて

ください。他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 家賃に関して、金額が分かるデータもありますが、所得に対しての家賃の割合が

知りたいです。家賃の割合が高いと、定住するのは非常に難しいです。割合は分かります

か。 

●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 居住費と所得をそれぞれ取っているので、クロス集計で、負担割合の資料を

出すことは可能です。 

●会長 ぜひ、お願いします。他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 住まいに関する豊島区民の意識調査の、34 ページに興味があります。同居政策ま

たは近居政策についてです。UR 物件にも空き室が多いため、UR では近居政策をとおして、

空き室を解消しようという動きがあります。空き室を近居に活用すると家賃を助成するな

ど、いろいろ行っています。以前から、空き室や空き家は存在するので、こういう近居政

策や同居政策、特に近居政策について豊島区はどの程度関心を持っているか気になってい
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ました。アンケート結果では、同居または近居していない方に、将来、同居したいか、近

居したいかを聞いた結果が 35 ページにあります。分からないという回答が多い結果で、正

直な感想と思います。イメージがわかないため、分からないのかと思います。積極的に、

同居も近居もしたくないと答えた方は 26 パーセントです。一方、近居したい方は 25 パー

セントでした。近居したい方と近居したくない方が半々という結果でした。分からないと

答えた方はイメージがわかないので、近居政策を行うことにより、しようと思うかもしれ

ません。そういう方は意外にいるかもしれないと、結果を見て興味を持ちました。豊島区

も、一つの考えとして持つことはいいと思いました。 

もう 1つは、38 ページの住宅施策の認知度です。施策はいろいろ行っていますが、区民

にはほとんど知られていません。これは、大変情けないと思います。どうして知られてい

ないのか、アピールが少ないのか。もしかすると、さまざまな住宅制度があっても、区民

にマッチングしていないイメージがあるため、知られていないのかもしれません。今後は、

それも含め、考えなければならないと思います。以上です。 

●会長 大変重要なご指摘です。同居は好みがあるので、近居が進めやすいと思います。

政策上、新しい視点となりそうです。特に最近は、マンション内近居があります。豊島区

にあっていると思います。 

●委員 今の近居の件についてです。私も非常に関心があります。マンション内近居もあ

るかもしれませんが、親が戸建て住宅を持ち、息子・娘のために近くにマンションを買う

話はよく聞きます。そうなると、次の世代が近くにいることになり、親が亡くなったあと、

子どもが親の戸建て住宅に住むことになると理想的です。空き家問題も解決され、都市区

内での良い循環が作られると思います。ですから、分析は、戸建て住宅とマンションなど

の分類を加えるとよりいいと思いました。その結果を知りたいと思います。 

●会長 そのクロス集計はできますか。 

●住宅課長 住まいの形態、年齢などで分析が可能です。 

●会長 それは大事な分析です。保育所があっても、病気になると預かってくれないので、

親が近くに住むと非常に助かります。他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 区民調査結果の 29 ページシェア居住についてです。シェア居住は、住居費が安く

なるなら住みたいという回答が多いと指摘されましたが、それはそのとおりかと思います。

そうではなく、同居人がいたほうが安心なので住みたい、という前向きな回答がもっとあ

るべきです。あってほしいと思います。見せ方で、もう少し多く見せる方法はあると思い

ます。クロス集計の方法を工夫すると、多く見えるはずです。29 ページには若い世代の単

身者の結果もありますが、少ないです。若い世代でシェア居住をすでにしている方を見る

と、前向きな部分がもっとクローズアップされるのではないかと思いますので、少し工夫

するといいと思いました。 

●会長 このあと、コレクティブハウスの事例紹介もありますので、その一環でとりあげ



- 14 - 

るとようと思います。他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 インターネット調査結果の、21 ページ問 19 豊島区に住んでみたいと思いますか

についてです。地区別では、板橋区の住みたくないという回答率が突出して多い結果です。

しかも、60 パーセントという半数を超える方が住みたくないと答えています。27 ページに、

地区別の住みたくない理由があります。板橋区の結果を見ると、他区と比較しても、突出

した理由は見当たりません。板橋区は隣で近いですが、豊島区を敬遠する理由として考え

られるものはありますか。私は思い当たりませんでした。 

●会長 事務局、どうでしょうか。 

●住宅課長 この結果については、正直分かりません。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 インターネット調査結果では、住みたくないということ、それから、治安上の問

題などがありました。先ほどからのお話しでは、豊島区イコール池袋というイメージが強

いところがあります。豊島区には、居住地として適切なエリアがさまざまあるという、売

り方はないかと思います。売り出し方の工夫も大事です。 

●会長 地域で大きな差が出ていますので、多様な地域があることを PR していく、伝える

ことも大事です。他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 住宅マスタープランという大きなテーマから考えたとき、住宅そのものの質と、

住環境の問題があると思います。この調査の中で扱われている事柄は、住環境問題に焦点

は当たってなく、むしろマンションや戸建て住宅といった住宅の種類にポイントを絞って

いるようです。住みたい、住みたくない、を考えたとき、住宅一戸の質の問題より、周辺

がどのようなイメージか、どのような環境か、ということが関係する気がしました。その

とき、今もお話しにも出た、池袋だけが強調されているという、地域のアピールの方法の

問題もあります。豊島区は、もっと多様ということがアピールされていません。 

それから、もう 1 点。先ほどもご指摘がありましたが、政策的にどのような住宅を供給

し、どのような方たちに住んでほしいかという力点がよく分からない気がします。ターゲ

ットなしに、調査結果により傾向を分析するという事実関係だけの流れで終わっていると

ころがあり、積極的に政策が絡んでいない気がします。今後、マスタープランの見直しの

中で、そこをより強化できればと思います。 

●会長 おっしゃるとおりで、こういった実態調査を踏まえ、その後、政策についての議

論に入ると思います。ありがとうございました。 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、調査結果については、いったん終了し、次に進みます。議事 3 豊島区の住宅

政策の実績と評価について、事務局から説明をお願いします。 

●事務局 それでは、資料について説明いたします。資料 6と資料 7をご用意ください。

資料 6住宅政策の実績は、豊島区の住宅・住環境に関する施策について、概要と実績の
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数字をまとめたものです。ページをめくりまして、目次にあるような形になります。特に、

公的住宅の供給、入居の支援など、住宅施策の中でも、住宅・住環境、居住支援に関する

施策を取りまとめました。内容は個別に書いていますので、後ほどお読みください。 

28 ページに飛びます。豊島区の住宅政策の整理は、たくさんある施策を、手法により 4

つに区分し、主な実績と今後の方向をまとめたものです。区分 1は公共住宅等の供給で、

住宅を直接区が提供する手法です。区分 2 は借り上げ住宅で、民間が建てた住宅を借り上

げ方式により提供する手法です。区分 3は家賃助成という手法です。区分 4は入居支援で

す。例えば、空き家の活用、さまざま理由で入居困難な方へサポートする手法です。これ

が、住宅施策の 4 つの大きな手法で、ここに個々の施策、制度が該当します。主な実績は、

主要なものを上げています。区分 1の公共住宅の提供の主な実績として、区営住宅 11 団地

221 戸を豊島区は提供しています。特に、平成 27 年度より、空き家発生に伴う入居登録者

募集を導入し、年 1回抽選を実施するなど、支援しています。 

今後の方向としては、区営住宅は建て替えなどを進めます。都営住宅という、区営住宅

以外の公営住宅があるので、区の住宅として使えるよう、区への移管を進めます。福祉住

宅つつじ苑は、直接建設・買取で住宅を提供している物は、15 団地 253 戸です。その中で、

区が直接建設したものは 4団地 86 戸、買い取りは 2団地 35 戸です。区分 2は借り上げ住

宅です。主な実績として、福祉住宅つつじ苑の 9 団地 132 戸は借り上げにより提供してい

ます。今後の方向としては、福祉住宅は高齢者等を含め重要な住宅として引き続き提供し

ていきます。福祉住宅つつじ苑以外にも、区民住宅ソシエがあり、借り上げにより 3団地

52 戸を供給しています。今後の方向としては、区民住宅に関して、借上期間が満了する役

割を終えた物は適宜返還します。あんしん住まいの提供事業は、区が民間アパートを借り

上げ、立ち退きなどにより住宅の確保に急を要する高齢者世帯・障害者世帯・一人親世帯

に低廉で提供します。現在、166 戸を借り上げ、確保している状況です。今後の方向とし

ては引き続き提供します。 

区分 3の家賃助成の主な実績は、ケア付き住まいの提供です。高齢者向け優良賃貸住宅

という、民間住宅を活用したもので、上限 4万円の家賃補助を、所得等に合わせて行いま

す。今後の方向としては、区が関与する期間内は、家賃助成を引き続き行います。 

高齢者世帯等住み替え家賃助成事業は、取り壊しなど、今の住宅に住み続けることが困

難になり住み替えが必要になった高齢者世帯・障害者世帯・一人親世帯に、転居後の家賃

の一部を助成します。現在、国の新たな住宅セーフティネット法が改正されるなど、制度

が変わっていく最中です。今後の方向としては、経済的支援として家賃助成を考えるとこ

ろもあるなど、役割分担や制度の整合性など、検討を進めます。高齢者世帯の家賃助成事

業については、22 ページにまとめています。対象世帯は 60 歳以上の一人暮らし、または 6

0 歳以上の高齢者のみの世帯。身体障害者手帳 4 級以上、愛の手帳 3度以上。一人親家庭

も対象に、月額 1 万 5,000 円を上限に、期間 5 年間で家賃助成をする事業です。 
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29 ページの家賃助成に戻りまして、子育て世帯への家賃助成です。15 歳以下の児童のい

る子育て世帯を対象に、家賃助成をします。助成世帯は約 100 で、増加傾向にあります。

今後の方向としては、引き続き行います。区分 4 は入居支援で、主な実績は居住支援協議

会による居住支援事業です。空き家を活用した居住支援を数年来行っています。高齢者入

居支援事業は、民間住宅への入居が難しい高齢者世帯・障害者世帯・一人親世帯に、住宅

の提供、身元保証、同行サービスなどの支援をしています。今後の方向としては、国や東

京都の新たなセーフティネット法の動向を見つつ、見直しや効率的な運営を図ります。 

豊島区の主要な住宅施策をこのように分類し、整理しました。参考資料として、個々の

事業の実績に関する資料を付けましたので、確認していただきたいと思います。 

次に、資料 7現行住宅マスタープランの総括です。今、資料 6で説明した施策の実績が、

現行マスタープランに書かれた方向性として、どの程度進んだかをまとめたものです。 

1 ページ左は現行住宅マスタープランの総括で、6つの目標があります。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。目標 2 ライフスタイルを大切にした住まいづく

り。目標 3環境を大切にした住まいづくり。目標 4安心して住み続けられる住まいづくり。

目標 5安全に暮らせる住宅、住宅地の形成。目標 6良質な住宅ストックの形成。6つの目

標には、具体的な施策があります。上位・関連計画は、国の計画、東京都住宅マスタープ

ラン、豊島区基本計画・豊島区都市づくりビジョン等です。見直されたものを含め、方向

性を踏まえる中、現行住宅マスタープランの中に書いている理念・目標に足りないものが

あるか、新しい方向性があるかについて整理し、現行住宅マスタープランの総括とします。

また、グレーの枠の下の中間は、資料 6で説明した、現行住宅マスタープランに基づく住

宅施策の実績です。具体的な制度事業、実績があるかを整理し、これも含め、上位・関連

計画、住生活を取り巻く状況という 3つの視点により整理します。 

課題の設定は、各目標に関し、残る課題をまとめました。今後の検討については、現行

住宅マスタープランを見直し、書き換えるのではなく、総括をした上で、新たな施策の体

系化という、新しい視点に立って組み立て直します。この総括は、新しい住宅マスタープ

ランを作る作業につなげるための、前提作業としてまとめました。 

目標ごとに整理しています。1つの目標に対して 1シート、基本目標があり、方針と施

策、取り組み。右に移り、上位・関連計画、上位・関連計画による方向性、住生活を取り

巻く状況、現時点での課題と今後に向けた方向性です。目標ごとに、課題と今後の方向性

のみ説明いたします。 

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は、住環境の向上に取り

組むものです。課題としては、再開発や都市基盤整備は進んでいますが、緑やオープンス

ペースの確保など身近な地域に取り組みを広げていくことが必要です。 

目標 2ライフスタイルを大切にした住まいづくりは、単身世帯・子育て世帯・高齢世帯

等のライフステージに必要な住宅についての支援の検討です。課題として、居住支援協議
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会は数年来取り組んでいる重要施策で、国や都の動向を踏まえつつ、制度の見直しが必要

です。子育て世帯と高齢世帯についてそれぞれ取り組んできましたが、見守り、支え合い

というサポートの充実も必要です。 

目標 3環境を大切にした住まいづくりは、環境に配慮した住宅や設備の普及などです。

環境問題は、CO2 削減や再生可能エネルギー、ごみ問題など幅広く、課題としては、環境

に関する技術開発は進んでいるため、施策がそれに追いつくよう取り組むことが必要です。

目標 4安心して住み続けられる住まいづくりは、住宅に関する支援や情報提供です。課

題としては、公営住宅供給は、家賃助成等の拡充により、居住支援協議会のような民間住

宅を活用する方向に大きくシフトしていくことも含め、検討します。 

目標 5安全に暮らせる住宅、住宅地の形成は、防災や防犯の推進がテーマです。課題と

しては、木造住宅密集地の不燃化・耐震化は難しい課題として残っています。また、地域

の防災力を高めるための対策が必要です。 

目標 6良質な住宅ストックの形成です。豊島区は特に分譲マンションが多く、マンショ

ン登録制度などが動いてきているので、情報がよく把握できている現状です。課題として

は、管理状況が未届けのマンションに対するアプローチ、問題がありそうなマンションへ

の専門家の派遣などを、引き続き進めます。 

目標に関して、簡単ですが、それぞれの課題をまとめました。今後、新たな施策の体系、

理念、目標を検討するための材料として作りました。 

説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。現在の住宅政策の評価は重要で、特に資料 7は濃い内

容です。これについて、次回審議会で議論を深めるスケジュールになっています。 

 それでは、ご質問・ご意見はありませんか。どうぞお願いします。 

●委員 説明の中では取り上げていませんが、資料 8住宅施策の実績の最後 58 ページに、

狭小住戸集合住宅税があります。会長がおっしゃったように、豊島区の施策としては、安

定的な税収を課した、特徴的で注目すべき施策です。説明文に、得られた税を良好な住宅

支援供給の支援に投入することによって、ゆとりある住環境を実現していきます、とあり

ます。前回も申し上げたと思いますが、法定外普通税として、平成 16 年に審議・導入した

流れが背景にあります。当時、放置自転車税は法定外目的税という、政策目的のために税

収を投入する目的税もありました。こちらは普通税で、やはり政策目的のために税収を投

入し、当初、住宅基金に積まれていました。しかし、平成 24 年に待機児童対策に急きょお

金が必要となり、要綱を改正し、住宅改修に当てる分のみ積み立てることになりました。

これについて、昨年の区議会にて取り上げました。 

確かに、待機児童対策にお金はかかりますが、安定的な税収があり、他の税収も回すこ

とができます。今、基本構想や基本計画、区のまち・ひと・しごと創生総合戦略等実行政

策の中で、豊島区は、若い子育て世代の定住化を柱として推進していくとことになったと
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き、その対策にこの税収を当てる方向性を改めて出す必要があるのではないかと言ってき

ました。しかし、その後、要綱を改正したという話は聞いていません。今回、導入する方

向性を打ち出したと捉えていいですか。ここに、マスタープランと住宅保障より抜粋と税

務課が書いていますが、税務課と、自信を持ってその方向で実施する確認がなされている

か、確認させてください。 

●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 申し訳ございません。今の箇所は税務課に書いてもらいましたが、庁内とし

てリセットしたという合意は実際には取っていません。現状は、委員がおっしゃったよう

に、平成 24 年に、積んできた基金を投入し、今も区営住宅の大規模改修のみに基金を投入

している状況に変わりありません。 

●委員 今後はぜひ、審議会でも議論してください。これを財源に、住宅政策や、豊島区

が大きく掲げている人口政策に持ち込む方向性に、組み入れていただきたいと思います。

それから、これまで議会でも、狭小住戸集合住宅税の効果として、30 平方メートル未満

の住宅がどれほど減ったか、税収がどうなったかを中心に注目してきました。この資料を

見て気づいたのは、30 平方メートル以上 50 平方メートル未満は圧倒的に増えていますが、

50 平方メートル以上が減っていることです。税の導入目的は、もちろん抑制が一番で、同

時に、住宅ストックの均衡を図り、ファミリー世帯の供給を増やすことでした。しかし、

この資料で、ファミリー世帯の供給が増えていないことを改めて知りました。この辺の分

析は、どうですか。 

●会長 事務局、何かありますか。 

●住宅課長 正直に言いますと、そこまで細かい分析はしていません。確かに、マンショ

ンの建設は、年度々々でばらつきがあります。税務課が作った資料のように、ワンルーム

マンション税により、建設抑止に効果があるように一見見えます。しかし、50 平方メート

ル以上の物が減り、当初のファミリー世帯にシフトさせる目的は達成していないところが

確かにあるので、もう少し細かく分析したいと考えます。 

●会長 これは大事なテーマです。他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 今のことに関連しますが、考査資料、施策の効果などの分析と評価を大切にして

ほしいと思います。例えば資料 6「住宅政策の実績」1ページ１－１指標の達成状況では、

いずれの項目についても数値変化の動向を述べているだけでそれに対する評価をしていま

せん。特に、６の住環境水準では平成 25 年以降調査未実施とあり、この件に関する対応を

放棄してしまっているように見えます。これではこの指標を取り上げた意味がないものと

思われます。他の指標についても、目標に「近づいた」あるいは「値が少なくなった」と

かの表記のみで評価の文言は見当たりません。施策の評価に則り、施策の対応を考えるの

がこの委員会の目的ではないかとおもいますので、元詳細な分析と評価を追加願えないで

しょうか。 
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またそのような評価の基準は定められたものがあるのでしょうか、評価基準も含めて資料

を作成いただけると判断しやすいのかと思います。 

●会長 検討をお願いします。他にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 今の委員のご意見に関連します。目標の達成状況に関して、1)は、50 平方Ｆメー

トル以上の住宅ストックが約 10 パーセント落ちています。5年後の平成 30 年までに 50 パ

ーセントにするためには、20 パーセント上げなければなりません。勝算はありますか。 

●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 資料 6の 2 ページ 1)50 平方メートル以上の住宅ストックの割合の、目標達成

は厳しいと見ています。ワンルームマンション税以外の、50 平方メートル以上の良質な住

宅へ誘導するような決定打も、特に持ち合わせていませんので、非常に厳しいという見方

です。 

●会長 ここは、むしろ、皆さんから政策のアイデアを出していただけると幸いです。他

にいかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 きょうは、最初に住宅白書の構成案の説明がありました、これは重要な資料で、

マスタープランともつながるものです。この資料は、どのような形で白書やマスタープラ

ンに反映されますか。これは単に、審議会のための資料なのか、確認させてください。 

●会長 事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 住宅施策の実績と評価は、白書の第 4章に、現行マスタープランの評価と実

績も入れる予定です。これをベースに、次のマスタープランの改定作業に入るイメージを

持っています。 

●会長 よろしいでしょうか。いずれにしても、これは重要な資料ですから、今後、マス

タープランの検討と白書の検討の際は、この内容を盛り込み、ご意見等をいただきたいと

思います。 

それでは、次に進みます。議事 5その他 1)新しい住まい方の事例紹介です。よろしくお

願いいたします。コレクティブハウジング社からの説明です。10 分程度でお願いします。

●説明者 NPO 法人コレクティブハウジング社の狩野と申します。よろしくお願いいたし

ます。われわれの活動は、開始から 17 年が経過し、今は目白にオフィスがあります。豊島

区でも、スガモフラットという名前でコレクティブハウスを実践していますので、それに

ついても紹介しながら話したいと思います。 

このあと、空き家活用条例のお話があると思いますが、その中に家族的住まい方という

言葉が出てきます。その一例として、われわれのコレクティブハウジングを紹介するとと

もに、空き家活用事例についても触れたいと思います。まず、家族的住まい方が必要とさ

れる背景です。私どもは、この活動をとおして、12 年間で約 800 人の居住相談に乗ってい

ます。 

内容を少し紹介いたします。誰もが住まいを安定的に得られることが基本ですが、実際
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には、多くの人が何かをきっかけに孤立する要因を持っている時代です。豊島区もそうだ

と思いますが、一人暮らしの増加と少子高齢化は進み、23 区ではすでに半数の世帯が単身

です。単身者は、子どものつながりもないため、街の中でつながりを持つことができず、

暮らしのセーフティネットから多くの人が外れています。子どもが身近にいる暮らしをし

ていない方たちが増加していく中、周りの方の子どもに接していないことからくる無理解

から孤立した子育てを強いられている親の状況も見えてきます。これから子どもを生み育

てる世代が、豊島区に住んでもらうことが重要と思いますが、この世代は、子育てしてい

る方は少なく、子どもに触れる機会もとても少ない。さらに不安定な収入もあって、子ど

もを育てることへの不安があります。周りは、子育ては私にもできる、子どもが欲しい、

子どもはかわいい、子どもは成長していくという楽しい経験をしていない方がとても多い

状況です。加えて、少子化が進むということは、高齢化もかなり進んでいます。高齢者が

いつまでも健康で、いつまでも活躍できる社会の実現のため、介護予防や健康寿命を延ば

すためのさまざまな施策が進められています。しかし、医療や介護までいかない身近な助

け合いが地域で失われていることもあり、孤立が如実になっています。 

家族の小規模化と、閉鎖性による弊害も出ていると感じます。隣人との関係が切れ切れ

になり、孤立しているのは家族も同じです。スガモフラットは、白山通り沿いにあります。

近隣は高層マンションが増え、孤立して 14 時間も乳飲み子と母親だけで暮らし、息が詰ま

るという方たちが多く暮らしていることが、付き合いの中から見えます。孤独に子育てを

している状況は、子育て予備軍にとって、子を持つ選択に影を落とします。また、単身の

子どもが親の介護をし、見取ったあとの暮らしの相談も多く受けます。子どもは早期に離

職し、社会と切り離れ、介護でも孤立する状況の中、自分のネットワークを地域で新たに

作っていくことが必要となってきています。 

このように、誰もが暮らしの変化に陥り、孤立する可能性を持っています。それをどの

ように回避していくか。他人と暮らし、隣人との心地良い関係を作ることが、暮らしの質

を保つのではないかという考えの下、多世代でコミュニティーを作って暮らす、コレクテ

ィブハウジングを進めています。 

コレクティブハウジングは、北欧発祥の住まい方で、性別役割分業ではなく、一人一人

が家事や子育てなどを担い合う暮らしの仕組みです。日本が現在抱えている社会問題を解

決するために、われわれは 2つの方法を用います。1つは、コレクティブハウスで、集合

住宅形式で複数世帯が暮らす新しい住まい方。ファミリー、高齢者、単身の若い方もいる

住居の提案です。独立した住戸に、コモンスペースを設けた形態の住居を展開しています。

１つは、主に戸建ての空き家を活用した、地域とつながりながらの住まい方です。主に

単身の方が住む、タウンコレクティブを展開しています。コレクティブハウスの状況は、

お配りした資料にあります。A3 資料 2ページをご覧ください。スガモフラットのコモンス

ペースの風景です。3ページも含め、子どもの多い住まいです。オープン時、子どもは 3
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人でした。現在、オープンから 10 年経過し、単身の方も含め大人 15 人、子ども 9人にな

りました。コレクティブハウスは都内に 4 棟ありますが、どのハウスも子どもが増えてい

る状況です。安心して子どもが育てられる環境ということです。小さなことから、面倒を

見てもらいながら暮らすことができる表れと思います。 

これを街に展開していく方法を志向しています。それをまとめたのが、カラー刷りの『タ

ウンコレクティブを始めませんか』というパンフレットです。空き家になった一軒家を、

シェア形式で住むことはありますが、周りの人と少しつながりを持つ住まい方を志向して

います。最近、オープンしたタウンコレクティブ南小岩のチラシも付けました。90 平方メ

ートル弱の木造2階建て戸建てのごくありきたりの一軒家です。最寄り駅から徒歩18分で、

単身者が住むのに、立地がいいわけではありません。しかし、地域とつながりながら暮ら

す形を模索する方は多く、主に単身者が住んでいます。今、われわれが手掛けているのは

4棟で、20 代から 60 代後半の方たちが住んでいる状況です。タウンコレクティブのモデル

の特徴は、空き家を活用しますが、住むだけではなく、地域のコミュニティーに何らかの

アプローチをしたい人が住むことで、コミュニティー再生にも寄与できる可能性がありま

す。 

また、空き家の片付けなど、家主さんは面倒を多く抱え、活用に消極的になるため、家

主さんに寄り添うプロセスも、居住希望者などと共有しながら進めることができます。先

ほど、シェア居住の話が少し出ていましたが、単に家賃を低く抑える手法としてではなく、

一人で孤立する不安を解消する、ともに何かに取り組む可能性への期待から、どのハウス

も埋まるのだと思います。今は、オープンするとすぐに満室になる状況です。 

しかし、コレクティブハウスと違い、タウンコレクティブは多くて 4人ほどしか住めな

いため、もう少し地域とのつながりを作りながら、多世代の多様な人との交わりを作るこ

とが今後の課題です。ハードとソフトを一体化させ、階層を分けずに混ざりながら暮らす

ことにより、助け合いの関係性を生み出す。それにより、子どもも大人も育っていく環境

を作り、行政にとっても、医療費・介護費の削減につながると考えます。子育て家族や単

身女性も安心して暮らせることから、子どもを生み育てる環境整備にもつながると考えま

す。 

以上です。ご清聴ありがとうございました。 

●会長 ありがとうございました。コレクティブハウスは、現状では寄宿舎扱いになるの

で、空き家活用において建築基準法上の問題が発生します。 

時間がないため、ご質問を 1つ受けたいと思います。何かありますか。よろしいでしょ

うか。 

●委員 豊島区にも、こういう事例が出るといいと思います。 

●会長 ありがとうございました。 

それでは、関連する空家活用条例の説明をお願いしてもいいですか。事務局、説明をお
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願いします。 

●住宅課長 資料 9豊島区空家活用条例（案）をお取りください。条例の概要と目的は、

空き家は放置すると建物の老朽化が著しく進み、防災・防犯、衛生面等、地域へ悪影響を

及ぼします。豊島区としては、区民の安全・安心なまちづくりを進め、今、ご紹介にあっ

たような、多様なライフスタイルの実現に寄与するため、空き家の利活用を促進すること

を目的とした条例を定めたいと考えます。条例の内容は、空き家や活用事業者の登録とマ

ッチングの構築、新たな居住スタイルとして適正なシェア居住の誘導を進めます。今後の

スケジュールは、本日の審議会に説明したことから、9月 21 日から条例の骨子案のパブリ

ックコメントを実施します。約 1カ月の意見公募をへて、11 月からの第 4回区議会定例会

に上程します。そして、議会でお認めいただくと、平成 30 年 4 月から条例施行となります。

ページをめくりまして、活用条例（骨子案）を説明いたします。用語として空家と定義

したのは、区内にある建築物、またはそれに附属する工作物で、現に人が居住せず、また

は使用していない状態にあるものです。住宅のみではなく、店舗や事務所も含め、今使っ

ていない物も空き家として広く捉えます。国は、空家特別措置法を制定していますが、そ

の定義は、どちらかというと、使っていないことが常態化している物なので、こちらはも

う少し広げて考えます。次に責務です。区の責務から、空き家の所有者の債務、区民等の

債務、関連団体の債務。ここでいう関連団体とは、不動産業界、建設業、その他関連する

事業者の団体を想定しています。これらの責務を定めています。また、空き家に限らず、

建物の所有者は、空き家の発生予防に努めることも条例の中にうたっていきたいと思いま

す。 

ページをめくりまして、空き家の活用の登録です。空き家の所有者等は、空き家の活用

について登録を受けることができます。登録を受けると、区からさまざまな支援を受ける

ことができます。区としては、金銭的な助成は考えていませんが、専門家の派遣など、今

後、支援について検討したいと考えます。一方、活用する事業者の登録です。所有者から、

活用したいが誰に頼んでいいか分からないという話を聞きますので、一定の要件・基準を

満たした事業者を登録し、リスト化します。 

次は、先ほどのお話しにも出ました、家族的な住まい方の認定です。1)居住者数は 4人

以上で、かつ、居室数を上限としたものであること。2)居住者は、18 歳以上であり、全員

が親族関係にないこと。3)居室の床面積は、7平方メートル以上であること。4)所有者と

居住者の入居に係る契約は、居住者全員の連名で行い、その契約に基づく一切の債務につ

いて連帯して履行の責任を負うものであること。5)入居契約は、契約者以外が入居できな

いものであること。この基準をクリアした方は、認定審議会の意見を聞いた上で、区長が

家族的な住まい方として認定することができます。また、1)から 5)までの要件によらず、

区長が必要と認めた場合は、認定することができる規定を設ける予定です。次に、安全確

保です。先ほどの事例紹介にもあったように、基本的に所有者および居住者は、自己責任
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で住まうことが基本ですが、条例には、防災訓練の実施など安全確保に関する事項を遵守

しなければならないことを定めます。 

簡単ですが、説明は以上です。 

●会長 ご質問・ご意見はありませんか。分かりにくい説明だったと思いますので補足し

ます。家族的な住まい方は、建築基準法上、用途は住宅として扱うことができることが重

要な点です。同時に、5 つの要件を満たすと自動的に該当し、それ以外に、区長は審議会

の意見を聞き、必要と認めたときは、家族的な住まい方として認定します。その場合は、

空き家活用として住宅の用途で扱うことができることが、条例の意義です。 

いかがでしょうか。どうぞお願いします。 

●委員 今の会長のご意見と同じような意見です。区長が必要と認めた場合の認定につい

てです。説明では 1)から 5)に限らずということでしたが、内容を読むと分かりにくいので、

5つの要件でなくとも認める場合があることを強調してください。コレクティブハウスジ

ングの良さが読み取りにくいので、よろしくお願いいたします。 

●会長 伝わるように、少しでも工夫してください。他に、ご質問・ご意見はありません

か。 

●委員 家族的な住まい方の認定 5要件以外も認定するという話でした。4人以上で登録

し認定してもらい、その後、1人が抜けたなど、時間軸でいろいろな問題が起こると思い

ます。どのように対応するのか、教えてください。 

●住宅課長 原則として、5)契約者以外が入居することは禁止しています。UR さんにはシ

ェアリング住宅がすでにあり、これには、国交省は住宅の用途という見解を示しています。

実際は、どこまで細かく見るかという運用面の問題になると思います。認定審議会という

第三者機関を設けますので、そこで、運用について定めたいと考えます。 

●会長 よろしいでしょうか。 

●委員 運用しながら考えるということですか。 

●会長 そうです。このような事業をする事業者には、事前の予測可能性が必要なので、

運用段階で、審議会としてはこのようなものを認定する可能性が高いと、いずれ公表する

ことになると思います。それは、条例制定後の運用方法の検討段階です。 

●委員 契約は、4人の場合、1対 1で行いますか。 

●住宅課長 大家さんと居住希望者です。 

●委員 4 人対区か、それとも 1対 1で契約が結ばれるのか教えてください。 

●住宅課長 ここでいう契約は、空き家の所有者です。所有者と入居者との賃貸者契約を

さすので、区と契約関係にあるものではありません。 

●委員 分かりました。 

●会長 どうぞお願いします。 

●委員 今、住宅課長さんのお話しを聞き、家族的な住まい方では、子どもの問題が重要
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と思います。時間軸で見ると、少なくとも子どもが生まれる可能性があるのに、18 歳以上

でなければ入居できないという縛りがあります。子どもを、周りの多くの方々とともに育

てるという事例があったと思います。それが可能になることが、5 要件を見るかぎり浮か

びません。それについて、どのようにお考えですか。 

●会長 今のご意見は、1)から 5)までの要件以外の、審議会が個別認定するというジャン

ルに入ります。 

●委員 それは大事な要素で、区長がそれを認定するよりも、先に事例を設けなければ、

使いにくいと思います。区長が事例を多く作るといいですが、最初は事例がないと申し込

みにくく、時間軸によっては子どもが生まれてしまう可能性も否定できません。その場合、

退去しなければならないなど、いろいろなことが起こります。 

●委員 今のお話に関わります。セーフティネット制度の中で、シェアハウスの登録基準

を国も示していますが、国と区との整合性というか、関係はどうなりますか。 

●会長 国のセーフティネット制度におけるシェア居住の定義は、あくまで補助対象なの

で、建築基準法上の判断は何ら触れていません。建築基準法上の判断は、何も条例がなけ

れば寄宿舎扱いとするので、厳しいハードルを抱えているのが、今のセーフティネット制

度の考えです。ですから、空き家を活用するためには、この条例を作り、一部について住

宅の用途と認定して空き家活用しやすくすることが必要です。

●委員 それでは、豊島区空家活用条例で認定されるものは、国のセーフティネット制度

の補助対象にならないということですか。 

●会長 いいえ、なると思います。国の条件は、面積水準と耐震性などで、それを満たす

ことが必要ですが、用途が住宅か寄宿舎かについては、セーフティネット制度の補助要件

には入っていないので、建築基準上合法となれば、おそらく大丈夫だと思います。 

 どうぞお願いします。 

●委員 認定という言葉が引っ掛かります。行政法上の許認可の中で、どのように認定を

取るといいのか、すんなり落ちません。これまでの住宅に対する認定制度は、補助の対象

として認定するものと、今回認定するものとは、重さがまるで違うと思います。 

●会長 最後の議事に進みます。参考資料 2新たな住宅セーフティネット制度について、

事務局から説明をお願いします。 

●住宅課長 それでは、時間もないので、簡単に説明します。参考資料 2 新たな住宅セー

フティネット制度という、国交省の資料をお取りください。 

ページをめくりまして、制度の全体像をご覧ください。新たな住宅セーフティネット制

度は、主に、1)住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、2)登録住宅の改修や入居者へ

の経済的支援、3)住宅確保要配慮者の居住支援から成り立っています。国が法律を改正し、

10 月から新たな住宅セーフティネット制度が施行されます。住宅確保要配慮者という、高

齢者・障害者・子育て世代・外国人・被災者など、不動産業者から入居を拒まれるような



- 25 - 

方々を支援する法律があります。現在、豊島区は、その法律に基づき、居住支援協議会の

活動をしていますが、その基となった法律が改正されたということです。 

1）住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録住宅制度は、オーナーが入居を拒まない賃貸住

宅を登録するものです。豊島区の場合、東京都に登録を申し出ます。東京都は、登録住宅

の情報を開示し、賃貸人の指導・監督などを行うことが、制度の 1 つ目の柱です。 

2)登録住宅の改修や入居者への経済的支援は、1 つは、国と地方公共団体による改修費

への補助です。1)の賃貸住宅の登録制度は、要配慮者の入居を拒まない制度ですが、2)の

登録住宅の改修や入居者への経済的支援は、要配慮者専用に受け入れると宣言し、国の補

助を受けるという性質です。国は、平成 31 年度まで、暫定的に直接補助をすると聞いてい

ます。2つは、住宅金融支援機構による改修費への融資等。3つは、国と地方公共団体が家

賃・家賃債務保証料の低減化への補助で、制度の 2つ目の柱です。 

3)住宅確保要配慮者の居住支援で、まず、都道府県が居住支援法人を指定します。この

法人は、NPO や社会福祉法人、民間の株式会社が、入居のための相談、債務保証、見守り

サービスなどを行います。これも東京都に、居住支援法人の申請し、指定を受けるもので、

制度の 3つ目の柱です。 

2 ページ以降は、具体的な内容ですので、後ほどお読みいただきたいと思います。現在、

豊島区では、先ほどの事務局からの説明にあったとおり、高齢者の住み替え家賃助成の一

部要件を拡充し、国の制度への対応を図ることを検討しているところです。 

雑ぱくですが、説明は以上です。 

●会長 ご質問・ご意見はありませんか。登録基準について、地方自治体がある程度裁量

を持ち、変更できることになっていますので、ぜひ、豊島区も、面積基準等について東京

都と相談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 基本的な質問かもしれません。区は、この制度にどのように関わりますか。制度

の窓口として関わりますか。 

●住宅課長 申し上げたように、登録は基本的に都道府県なので、豊島区の場合は東京都

が登録の窓口になります。この法律は 10 月 25 日から施行されますから、25 日から受け付

け開始すると聞いています。また、居住支援法人などは、東京都に直接申請しますが、東

京都は法人の把握が難しいため、間接的に区が関与することになると思います。基本的な

事務は東京都が行いますが、経済的支援は、区も助成するスタンスで、今後、検討してい

きます。 

●委員 民間に情報がいかに伝わるかが重要です。区からの情報は把握しにくいので、情

報を連携すると言いますか、伝える役割が重要です。 

●住宅課長 その点については、今、国は政省令のパブリックコメントを行っている状況

なので、詳しい情報を入手し次第、区からも積極的に情報発信していきたいと考えます。
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●会長 ちょうど 7時を越えたので、これで終了させていただきます。最後に、言い忘れ

たことはありませんか。よろしいでしょうか。それでは、短くお願いします。 

●委員 住宅マスタープランを構成する大きな要素として、「住宅」自体に関する課題と、

「住宅」を取り巻く住環境課題があるかと思われますが、首都直下型地震の発生確率が大

変高くなっている現在、木密地域を抱える豊島区としては後者の課題解消も取り上げるべ

きではないかとおもいます。狭隘道路の解消策を含め対応施策についての論議を深めてほ

しいと思います。 

●会長 検討をお願いします。 

それでは、本日は以上で終了させていただきます。非常に盛りだくさんの内容でしたが、

本格的な議論は次回からなので、実態データを踏まえた住宅政策の方向についてご議論い

ただきたいと思います。 

事務局から連絡事項があれば、お願いします。 

●住宅課長 きょうも盛りだくさんの資料と、つたない説明で大変申し訳ございませんで

した。 

本日の議事録につきましては、まず確認のため、名前入りの物で確認していただきます。

確認が取れたあと、個人名を外して、区のホームページで公表しますので、よろしくお願

いいたします。 

また、次回の審議会は、先になりますが、1月開催を予定しています。具体的な日時に

つきましては、日程調整のご連絡をいたします。 

事務局からは以上です。 

●会長 今日はありがとうございました。以上で終了いたします。 
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会 議 の 結 果

・豊島区住宅マスタープラン策定フロー、計画の位置づけと上位・

関連計画、豊島区の住宅事情、豊島区住まいに関する意識調査の

結果、インターネット調査の結果、住宅施策の実績、現行住宅マ

スタープランの総括、住宅白書2018の目次構成案、空家活用条例

（骨子案）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５１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５１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 計画の位置づけと上位・関連計画 

・資 料 3 豊島区の住宅事情 

・資 料 4 豊島区住まいに関する意識調査の結果 

・資 料 5 インターネット調査の結果 

・資 料 6 住宅施策の実績 

・資 料 7 現行住宅マスタープランの総括 

・資 料 8 住宅白書 2018 の目次構成案 

・資 料 9 空家活用条例（骨子案） 

・参 考 1 住宅マスタープランに関する事業制度の実績一覧表 

・参 考 2 新たな住宅セーフティネット法の概要 

〈机上配布資料〉 

・資 料 3 豊島区の住宅事情（改定） 

・コレクティブハウジング社提出資料 

そ の 他


