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審 議 経 過       

 

●住宅課長 それでは、第 43 回豊島区住宅対策審議会を開催させていただきます。 

 皆様にはご多用のところ、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。また本日は、

本庁舎を遠く離れての開催会場となりましたことをお詫び申し上げます。 

本日の会議の進行ですが、席上の「第 43 回 豊島区住宅対策審議会 次第」に従いまして

進める予定ですので、よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 本日の、審議会の出欠状況です。佐々木委員、寺田委員から、「所用のため欠

席する」とのご連絡をいただいております。 

なお、本日の住宅対策審議会は、豊島区住宅基本条例の第 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。 

まず、資料の確認をさせていただきます。事前に配布しました資料も含めてですが、資

料 4-1 として「第 42 回住宅対策審議会発言要旨」、資料 4-2「第 42 回住宅対策審議会及び

意見・質問シートに対する回答」、資料 4-3「豊島区住宅マスタープラン改定の方針とスケ

ジュール」、資料 4-4「豊島区住宅マスタープラン改定素案」となっています。皆様、お手

元に揃っておりますでしょうか。 

また、現行の「住宅マスタープラン」と「住宅白書」、ならびに本日の参考資料といたし

まして、「パブリックコメントの実施について」と、前回の「第 42 回 審議会の会議録」を

席上配布しています。「住宅マスタープラン」と「住宅白書」につきましては、毎回のこと

で恐縮ですが、審議会が終了しましたら事務局で回収しますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

本日の会議録につきましても、これまでと同様、発言者の氏名は記載せず、「委員」とい

う表現になります。会議終了後、事務局でまとめまして、皆様にご確認をいただいたうえ

でホームページに公開します。 

なお、本日の予定ですが、主に 16 時を目途にご審議をいただきたいと思っていますが、

15 時 40 分頃に所用のため退席をされる委員もいらっしゃいますので、あらかじめご了承

いただきますようお願いいたします。 

なお、本日のマイクですが、会場の都合上いつものマイクではございません。このよう

なワイヤレスのマイクが会場に 4 本ございます。審議に入りますと、事務局職員がご発言

される方にその都度お渡しすることになりますので、どうぞご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

 それでは会長、審議会の進行をよろしくお願い申し上げます。 
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●会長 皆さんこんにちは。よろしくお願いします。 

この審議会の検討結果をパブリックコメントにかける、今日は 後の審議会ということ

になりますので、どうぞ議論については出し尽くすようお願いいたします。 

それでは 初に傍聴についてですが、事務局にお尋ねします。傍聴希望者の方はいらっ

しゃいますでしょうか。 

●住宅課長 本日、傍聴者はいらっしゃいません。 

●会長 分かりました。 

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

●事務局 早速ですが、説明させていただきます。 

資料 4-1 は、第 42 回住宅対策審議会における発言要旨として、「1.住宅マスタープラン

改定についての意見（計画の理念・視点・目標、住宅施策の方向）」、「2.住宅マスタープラ

ン改定についての意見（住宅供給促進計画、計画の実現に向けて）」の構成でまとめたもの

です。 

 まず、「1.住宅マスタープラン改定についての意見（計画の理念・視点・目標、住宅施策

の方向）」についてですが、（指標）（高齢者向け住宅）（住宅確保要配慮者）等につき、ご

覧のような質疑応答がございました。このうちのいくつかにつきましては、後ほど、別資

料にて回答させていただきます。 

 続きまして、2 ページ目をご覧いただけますでしょうか。「2.住宅マスタープラン改定に

ついての意見（住宅供給促進計画、計画の実現に向けて）」では、（公共住宅等の供給量）

（高齢者向け施策）（空き家対策）につき、ご覧のような質疑応答がございました。こちら

につきましても、いくつかを別資料にて回答させていただきます。 

当資料を本日の審議に際し、ご活用いただければと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。引き続きまして、資料 4-2 についてご説明させていただきます。 

 第 42 回住宅対策審議会の当日及び翌日以降、委員の皆様からいただきましたご意見ご質

問と、それに対する事務局からの回答をまとめたものが当資料となります。裏面の 1 ペー

ジ目をご覧いただけますでしょうか。 

 構成といたしまして、まず、ご意見ご質問のページとなり、次のページがそれに対する

回答となっています。1 点目の「耐震化率の向上は、ほとんどが建替えによる効果だと推

察され、施策の実行性を評価するには、耐震改修の実績等も示すことが必要ではないか」

とのご意見に対して、区で把握している耐震改修の実績は、助成金を交付した件数のみと

なる一方、区の助成金交付を受けずになされた耐震改修もあるため、区の耐震改修実績全

体を把握することは恐縮ですが困難な状況です。 

 2 点目の「“住宅確保要配慮者”に外国人は含まれるのか。また、“住宅弱者”“住宅確保

要配慮者”と表記が不統一なので整理してほしい」とのご意見に対してです。“住宅確保要

配慮者”には外国人が含まれます。そして、住宅マスタープランにおける表記は、“住宅確



 
 

５ 

保要配慮者”に統一させていただきます。 

 3 点目の「資金融資あっせん・利子補給を、耐震改修に対し実施してはどうか」とのご

意見に対して、資金融資あっせん・利子補給事業は、住宅建設及び住宅修築に対して実施

していましたが、現在は新規の受付を休止しています。これは、より緊急度の高い耐震改

修を重点的に進める必要があるため、耐震改修にかかる助成事業に予算配分をシフトさせ

ていることがその理由です。耐震改修については、助成事業の実績を積んでいきたいと考

えています。 

 4 点目の目標 5 の 1－2「“家具の転倒の防止”は、なかなか進んでいないのが現実である。

個人に任せた啓蒙活動にとどまらず、継続的な取り組みに位置付けて欲しい」とのご意見

に対してです。ご指摘の通り、「家具の転倒防止」は、首都直下型地震が懸念される中、重

要なこととして認識しています。区としても、普及を進めるための具体的な取り組みを検

討してまいります。 

 続きまして 5 点目です。「家賃助成等に加え生活保護による住宅扶助の件数を併記して

はどうか」とのご意見に対して、生活保護は、国民の生存権を保障した憲法第 25 条の理念

に基づき、 低生活の保障を行うことを目的としています。一方で、公営住宅を始めとす

る住宅施策の多くは、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することによ

り、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。家賃助成とい

う点では似ていますが、両者の目的が異なることから、恐縮ですが、住宅施策としてマス

タープランの中に並列記載する取扱いはしないこととさせていただきます。なお、区の住

宅扶助の実績につきましては、ご覧の通りです。 

 次は 6 点目です。「“重点プロジェクト”の着実な実施に向けて、数値目標を掲げるべき

ではないか」とのご意見に対して、改定住宅マスタープラン「第 6 章 住宅関連施策推進計

画」の中に、「居住支援モデル事業による入居実績」という指標を新たに設けました。 

 次の 3 ページ目をご覧いただけますでしょうか。7 点目の「高齢者の持ち家につき、耐

震化が必要であれば優先して対応するなどの取り組みができないか」とのご意見に対して、

耐震診断助成及び耐震改修助成は建物に着眼して実施することから、申請時に年齢の記載

を求めてはいません。そのため現状では、耐震改修が必要な家屋の所有者の年齢層を区で

把握するのは難しい状況になっています。対応につきましては、今後検討していきます。

 8 点目の「シェアハウスによる空き家の活用を行うにあたっては、シェアハウスの取り

扱いについて条例で定め、区が責任をとって規制・活用をしていくよう検討をして欲しい」

とのご意見に対して、シェアハウスについては、社会的需要があるものの、運用面で非常

に難しい課題であると認識しています。区といたしましても時間をかけ慎重に検討してい

きたいと考えています。 

 次の 5 ページ目をご覧いただけますでしょうか。 

9 点目の「“理念”に記載されている“魅力”の中身に注目すると、街並みや住環境、安
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全、快適、景観、地域特性と、多角的な視点が挙げられているところですが、建物や街並

みの“保存・再生”についてはほとんど触れられていない。“街並みや住環境、安全、快適、

景観、地域特性”と同列で、“保存・再生”という視点・選択肢を提示していただけないか」

とのご意見に対して、「保存・再生」は景観施策における課題の一つであると考えています。

改定住宅マスタープラン「5 章 住宅施策の方向」の「目標 1 区民だれもが住み続けたいと

思える魅力ある住まいづくり」の中で、景観施策に係る記述をしていますが、その具体策

として、既存住宅につき建替え以外のリノベーションによる再生を支援するなどの施策の

実施・検討をしてまいります。 

 続きまして、10 点目の「第 42 回資料 3-5 の 3 ページの文章全体で移管の記述が随所に

見られるが、区に移管されるのであれば、区移管と記述した方が分かりやすいのではない

か」とのご意見に対して、いただいたご意見を受けまして説明記述を一部修正いたしまし

た。 

 11 点目の「第 6 章 [3］移管基本方針 ② 移管協議の考え方の中に、老巧化が著しい団

地については建替時都営住宅移管制度の活用とあるが、具体的にはどういう内容を指して

いるのか」とのご意見に対してです。建替時都営住宅移管制度とは、建替え時期にある都

営住宅において、都が現居住者の仮移転先住宅の確保と移転折衝を行い、空き家となった

住宅を区市町村へ移管する制度のことです。移管を受けた区市町村は、住宅を除却し、地

域の実情にあった公営住宅を建設することになります。 

 12 点目の「第 42 回資料 3-5 の 6 ページの表の中で、池袋本町地区の木造住宅密集地域

整備事業（事業中）の具体的な内容は何か。延焼遮断帯道路計画の事か。他にもあるのか」

とのご質問に対して、木造住宅密集地域整備事業とは、延焼遮断帯を形成する都市計画道

路を整備する等により、木造住宅密集地域の改善を実施する事業のことです。 

 続きまして、13 点目の「サービス付き高齢者向け住宅について、“供給誘導や普及に努

める”としているが、入居者が集まらず立ちいかないものがあるとの記事があった。供給

とか普及だけではなく、本当に必要なサービスを付けることも政策として考えていく必要

がある」とのご意見に対してです。サービス付き高齢者向け住宅は平成 23 年 10 月に制度

がスタートし、平成 24 年以降、急速に登録数が増え、順調な供給が進んでいましたが、平

成 25 年 4 月以降は新規登録が減少しています。背景としては、「商品性に対する理解不足、

物件急増による競争激化と入居者募集の苦戦、建築費の上昇とオーナーの投資利回りの低

下など様々な要因が複合的に絡んでいる」との分析があります。本年 3 月の（一財）高齢

者住宅財団による、制度創設以来初めての実態調査では、平成 24 年 8 月末現在、平均入居

率は 76.8 パーセント、このうち入居開始から 12 ヵ月以上経過した物件の入居率は 86.9

パーセントという調査結果が出されています。ご指摘の通り、需要と供給がマッチするに

は、場所の確保だけではなく、必要なサービスを整えていくという視点が供給誘導にあた

って必要になると考えています。 
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 後に、14 点目の「住まいと緑の関係について、“四季を感じられる街”の実現のため

にもう少し強調した記載をしてもらいたい」とのご意見に対して、改定住宅マスタープラ

ン第 5 章住宅施策の方向の「目標 1 区民だれもが住み続けたいと思える魅力ある住まいづ

くり」の中で、「住まいと緑の関係」について追記させていただいたところです。 

 資料 4-2 の説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。前回出た意見についての事務局側の回答が今紹介され

ましたけれども、それについては素案にどのように反映されているかも含めて、確認して

いきたいと思います。皆さんのご意見をお願いできればと思います。 

 まず 1 番目の指標についてです。これは、回答の内容はよく分かりますが、一応助成金

を受けて耐震改修をした実績については、趣旨として分かります。そうしましたら、47 ペ

ージの「住宅の耐震化」の下の※印などで、「耐震実績は現状が何件。それを向上させたい」

というようなことを１行加えたらいかがでしょうか。 

●住宅課長 分かりました。そのようにいたします。 

●会長 それから 2 番目の「住宅確保要配慮者について」は、外国人を含むということで

すが、ご意見を出された委員の方、本文を参照して、大丈夫でしょうか。 他の方も、ご

自分が出された意見についての回答を確認していただいて、本文等について確認していた

だければと思います。1-2 の 2 についてはよろしいでしょうか。どうぞ。 

●委員 回答を受けて話す立場ではないですが、8 ページ目のところに外国人を入れても

良いのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

●会長 8 ページの「3 豊島区の動向  [2]豊島区居住者協議会の設立」の中の、低額所得

者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭の中に、外国人を入れてはどうかと

いう趣旨です。いかがでしょうか。 

●住宅課長 これは、住宅セーフティネット法のガイドから記述をそのままコピーしてい

ます。ただ、居住場所の確保に困窮する外国人も当然、住宅確保要配慮者の中に入ると想

定されますので、委員ご指摘の通り、外国人という言葉を入れた方がより丁寧だと思われ

ますので、次回までに追記いたします。 

●会長 実態としては変わらないので、それでは外国人を付け加えることができれば付け

加えた方が良いです。 

 それでは、次の 3 番目です。「資金融資あっせん・利子補給を、耐震改修に対し実施して

はどうか」というご意見ですが、これはよろしいでしょうか。耐震改修は助成事業を拡充

しているので、実質はより手厚くなっているという理解でよろしいですか。よろしいです

ね。 

 4 番目の「家具の転倒の防止」についてです。これについては、特に本文には反映され

ているわけではありません。ご意見を出された委員、「こうしたら良い」という感じはあり

ますでしょうか。どうぞ。 
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●委員 この「家具の転倒の防止」については、防災の面で言えば、例えば建物で言えば

「耐震を進める」ということで、「新しい建物については耐震化が進んでいる」ということ

です。ただ、実際に災害があった時に、建物は大丈夫だったのに家具が倒れてしまった例

がかなりの比率であります。そういう意味では、啓蒙活動だけではなかなか進みません。

例えば、阪神淡路大震災という地震があったわけですが、その時点では 1 年ぐらいは注目

を浴びるのですが、それを過ぎてしまうと忘れ去られてしまうということです。 

実は私は、内閣府が「耐震金具の取付けについて進める」ということで、委員を務めま

した。具体的に金物をどのように選べば良いのか、どのように取り付けるのか。それから、

どのようにすれば普及をするのかということを検討し、進め方についてはまとめたものを

出しました。例えば、全国的に言えば、静岡や愛知はかなり進んでいます。 

この取り組みについては、東京で言えば、消防庁が独自に家具の転倒防止の取付け方の

ビデオも出しています。そういうものがあるのに、なかなか活用ができていないのが実態

です。啓蒙パンフレットで「危ないですよ」と警告するだけではなく、日常的にその危険

度についてきちんと位置付けて推進して欲しいと思います。 

マスタープランの中でも、数行で同じような文書です。具体的には、自治体でイニシア

チブをとった家具転倒の相談窓口です。どこに付けるのか、何を選ぶのか、どういう物が

危ないかについて、常設の相談窓口で区民の皆さんが受けられるような体制を検討して欲

しいというのが本当の気持ちです。 

●会長 66 ページの「目標 5 安全に暮らせる住宅、住宅地の形成」の「1 災害に強い住ま

い・まちづくり」の「1-2 住宅の防災性能の向上」の 後の 2 行です。この表現をもう少

し書き足すかどうかということですね。それについて、何か具体的な動きがあるところは

ありますか。 

●住宅課長 確かに、66 ページの記載ですと、従来通り情報提供に努めるというように、

「前進しているとは見受けられない」というご指摘はその通りだと思います。ただ、耐震

金物の取付け等具体の安全対策について、それをどのような形で、例えば事業化できるか

どうかは予算の裏付けも必要になってきますので、この場ですぐに「事業化に向けて」と

いう表現は難しいと思います。一方で、委員のご指摘があった通り、東日本大震災を受け

て後期 5 年計画をリニューアルすることが今回改定の大きな目的ですので、安全対策につ

いて具体的にどのように取り組んでいくかについて、「研究していく」というような文言を

付け加えていきたいと思います。 

●会長 今日はパブリックコメントの 後なので、具体的にどうするかを確定したいので

すが、「情報提供」の次に何か言葉を入れますか。 

●住宅課長 これは本区の防災セクションとも、どこまで記載するかを確認させていただ

きます。今のままの「情報提供を図る」というような形ではなく、もう少し踏み込んだ形

で記載をしていきたいと思います。 
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●会長 よろしいですか。 

●委員 その方向で結構です。 

●会長 それでは次にいきましょう。 

「家賃助成等に加え、生活保護による住宅扶助の件数を併記してはどうか」は、私の意

見です。これは回答の主旨が少し違います。家賃助成という点で似ているからという意味

ではなく、低所得者向けの住宅施策として重複がかなり多くなっているという意味なので、

これは施策のところに書く必要はないですが、背景のところの第 3 章住まいを取り巻く現

状と分析の「2 住宅施策の現状と課題」の「[1]公共住宅の供給」が 20 ページから 30 ペー

ジまであります。この中にデータとして紹介してはどうでしょうか。 

今のままでは、公共住宅全体が減っているという印象を与えると思います。しかし、生

活保護は増えているので、実際には区が関与している低所得者対策は拡大しています。そ

れは正確に伝えた方が良いと思います。データとして入れるのはいかがですか。 

●住宅課長 住宅マスタープランは住宅施策の計画書としてとらえています。計画書の中

に、資料 4-2 の 2 ページで提示している平成 20 年から平成 24 年度の住宅扶助の実績を出

すのが良いのかを検討した結果、プランへの掲載はしないこととしました。ただ、今のご

指摘を受けての提案ですが、別冊で作成している住宅白書に参考資料として関連するペー

ジに掲載するというのは、いかがでしょうか。 

●会長 事情はよく分かります。区役所の中では、部署が違うので書き難いのだと思いま

す。しかし、そういう縦割が良くないので、私は敢えてこれは入れるべきだと思います。

参考データとして入れれば済む話ですから、調整もそれほど必要ある話ではないので、こ

れは区の姿勢として入れないと、「住宅対策が進んでいく」という印象を与えないので、是

非入れてください。 

●住宅課長 分かりました。審議会長の強いご要望ですので、整合が取れるような形で掲

載したいと思います。 

●会長 ありがとうございました。それでは次にいきましょう。 

 6 番目の「“重点プロジェクト”の着実な実施に向けて、数値目標を掲げるべきではない

か」というご意見に対する回答ですが、これについてはいかがでしょうか。  

●委員 これは、前回に聞いて、課長も「検討したい」ということでした。ただ、具体的

に数値目標をどのような形で表すかということも含めて、「検討します」というお話でした。

今日、これを見ましたら、20 件と載っています。かなり具体的な数字が出て、分かりやす

くなっていると思います。しかし、その 20 件の目標を達成するにあたり、今の 2 件から 2

0 件へ、この 5 年間で相当な努力をしないと大変かなという感じはします。この 20 件の背

景というか、例えば、今 2 件行われているモデル支援事業の、3 事業が支援事業に選定さ

れました。それにあたっては、当然空き家も確保しなければならず、これは空き家の登録

制をしなければなりません。それに伴い、今度は使えるように改修しなければならず、予
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算の確保も絡んでくるなど、いろいろな背景はあると思います。その辺を、今度は重点プ

ロジェクトの中に指標を入れたので、より細かくそちらの重点プロジェクトの方に書き込

みがあるのかどうか、検討した結果を教えていただけますか。 

●会長 お願いします。 

●住宅課長 ご指摘の通り、素案 72 ページ「第 6 章住宅関連施策推進計画」の「1 公共住

宅等の供給目標」の「[2]家賃助成・住宅改善等」の、上から 4 段目に「居住支援モデル事

業による入居実績」のところで、「現在 2 世帯のところを後期 5 年計画では 20 世帯新規に

受け付ける」という表記にしています。この内訳は、現在、3 モデル事業を同時並行して

進めていますが、進捗状況は同じではありません。入居支援の対象者が一人親家庭なのか、

障害を持っている方なのか、といったことによっても全く事業の進捗状況は変わってきま

す。今の 2 世帯はシングルマザーですが、3 件目のシングルマザーも入居を検討している

ということですので、おそらく少しずつ輪が広がっていくだろうと考えています。大体 1

年に 2 件程の新規受付けは、おそらくこのままの調子でも達成可能だろうと思います。た

だ、この事業に協力していただける新たな物件を並行して探さねばならないので、2 件と

いう数字もそれほど容易な数字ではなかろうと考えています。 

 もう一つの障害者を支援する事業についてですが、これは相当に時間がかかるだろうと

思っています。物件オーナーの理解であるとか、あるいは知的障害を持っている方のご家

族の同意を取り付けることが思いのほかに大変だということが、この 1 年の活動で分かっ

てきたことから、後期 5 年計画の中で数字としては入居実績を見込んでいません。まだ諸

条件の準備などにかかる時間が相当にかかるだろうとみています。 

後は、1 年で大体 5 世帯ないし 4 世帯が入るとみていますが、コレクティブハウジン

グという、地域の緩やかな連帯の下で共同生活を行うというモデル事業があります。この

事業では、核となる物件が見つかった時にこうした住まい方に賛同される皆さんが一緒に

入るということが想定されますので、該当物件を見つけることができれば、1 度に 4 世帯

から 5 世帯程が同時に参加するのではないかと思います。ただ、これも、毎年コンスタン

トに実績が出るというよりは、2 年に 1 回程のペースと想定しています。押し並べてこの 3

モデル事業をみた時、推測ではありますが、大体 1 年間で 4 世帯から 5 世帯ぐらいの新規

受付が現実的な見込みではないかということです。 

●委員 いいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 今、モデル支援事業ということで 3 事業の提案があり、それを実行しているわけ

ですが、僕はこの 5 年間で、また新たなモデル支援のようなものを提案し、それがまたで

きるのかと思いました。その辺のことはここには何も載っていません。一応は、3 支援事

業はやりますということですが、それでは、この居住支援事業でとしてまた新たな支援事

業というようなものを公募して行うことはないのですか。 
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●会長 どうぞ。 

●住宅課長 新しい 4 つ目 5 つ目のモデル事業というものができれば素晴らしいと思いま

すが、現行の 3 モデル事業も実績がままならないという状況にありますので、まずは地道

に現行の 3 モデル事業で実績を積み上げ、それが安定軌道に乗った時に、4 つ目の公募を

将来的にかけていきたいという想定はあります。そのため、後期 5 年計画の中で 4 つ目 5

つ目の事業実施を織り込むにはまだ早過ぎると考えています。 

●会長 よろしいでしょうか。いろいろな課題があるので、今の段階では試行錯誤という

ことです。努力はされているので、このまま続けていけば、いつかは 4 つ目 5 つ目が出て

くるのではないかと思います。 

 それでは次、7 番目の「高齢者の持ち家につき、耐震化が必要であれば優先的に対応す

る」ということですが、これについてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ではこ

れはよろしいということです。 

 次は 8 番目の「シェアハウスによる空き家の活用を行うにあたって」ですが、これは私

の意見です。これは非常に難しい課題があるということはその通りです。前回お話しまし

たが、法規制については我々の方で詳しく検討した結果、「自治体がきちんと首長決裁によ

り行えば、対応できる可能性がある」ということが分かりました。本文の中に、「検討する」

という言葉を入れていただければと思います。例えば、第 5 章住宅施策の方向の「目標 6

良質な住宅ストックの形成」の 70 ページ、「2 住宅ストックバランスの適正化」の「2-4

空き家・空き室の有効活用の促進」に、○を 1 つ加えていただき、「○空き家をシェアハウ

スやグループホーム等に活用するための適切な方策を検討する」というような言葉を付け

加えてくださいませんでしょうか。 

●住宅課長 住宅マスタープランですので、方向性を示すことは非常に大事だと考えてい

ます。本来、この場で決めるべきことだと思っていますが、この内容は、会長もおっしゃ

る通り、非常に難しいところもあります。マスタープランのなかで目標だけ立てて、結局

は何も成果が出なかったというのが一番良くないと思いますので、実現可能性、検討可能

性も踏まえて、今回、プランに直接記載せずに区の住宅施策として今後、どのような形で

考えていくかを検討させていただきたく思います。 

●会長 「検討する」という言葉にするのです。 

「実施する」という言葉であれば、今のお答えはその通りだと思いますが、「検討するこ

ともしない」ということになりますので、これは是非付けて下さい。 

●住宅課長 分かりました。 

●会長 参考までに言うと、前回の審議会の後で、建築審査担当課長とお話した時に、「や

はり、都や国の承認がないとできないのではないか。」というお話を受けました。その後、

調べた結果、建築の方には「住宅」と「特殊建築物」と 2 つあり、「特殊建築物」の場合は

そこに上乗せ規制や緩和など、何か変更を加える場合は、国及び都の承認が必要です。と
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ころが、「住宅」と判断したものについては、国及び都の承認は必ずしも必要というわけで

はないことが分かりました。ただし、都との調整は必要だと思います。ということですの

で、きちんと検討したうえで対処すれば、十分可能性はあると考えています。是非検討し

てください。 

 次は 9 番目です。「“理念”に記載されている“魅力”の中身に注目すると、街並みや住

環境等多角的な視点が挙げられているが、建物や街並みの“保存・再生”については触れ

られていないので、“保存・再生”という視点・選択肢を示していただけないか」というこ

とです。これについての回答は、記述の通りということになりますが、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。このご質問をされた委員の方、いかがでしょうか。 

●住宅課長 このご質問は、今日ご欠席の委員のものです。 

●会長 本文については、どこか変更したところはありますか。 

●住宅課長 「第 5 章 住宅施策の方向」の「目標 1 区民だれもが住み続けたいと思える

魅力ある住まいづくり」のところに、景観政策に係る記述が書いています。この中で、委

員がご指摘された「取り壊しだけではなく、保存・再生というような視点」も取り込んで

いきたいという内容を掲載しています。 

●会長 結構だと思いますので、次に進みます。 

 10 番目の「都営住宅の移管」については、表現の修正ですので、これは良いかと思いま

す。 

●委員 どこを修正したのか、教えてください。 

●会長 どこを修正したのか、説明をお願いします。 

●委員 できれば目的の中で１回謳えばいいことなのです。都営住宅の移管を、例えば「本

区に移管」などです。 

●会長 何ページですか。 

●委員 「3 都営住宅の移管計画」の 74 ページの「[1]目的」に、「区移管」を 1 ヵ所入れ

ていただければ、あとは「移管」で全て通じると思います。 

●住宅課長 分かりました。確かに、少し分かりづらいところがありますので、そのよう

に修正させていただきます。 

●会長 これは言葉の説明ですので、そのようにお願いします。 

それでは次の 11 番目です。これは「老巧化が著しい団地については、建替時都営住宅移

管制度の活用とあるが、具体的にはどういう内容を指しているのか」というご質問です。

よろしいでしょうか。特に「修正して欲しい」というご意見はなかったということですが、

この質問をされた委員の方、よろしいでしょうか。 

それでは、次の「2-3 特定促進地区について」です。これも質問です。これについては、

ご質問された委員の方、よろしいでしょうか。どうぞ。 

●委員 内容が長くなるので、量としては、記述はこれで良いと思います。 
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●会長 分かりました。ありがとうございました。 

それでは、13 番目の「サービス付き高齢者向け住宅について」です。これについては、

回答がかなり細かく書かれていますが、これにより本文を修正したところはありますか。

 お伺いします。 

●住宅課長 本文については、6 ページの回答欄をそっくり書き込んではいないのですが、

「住まいの場に加えて、サービスの質の確保」といったような旨のことは、ケア付き住ま

いに記載していたと思います。「第 5 章 住宅施策の方向」の「2 子育てしやすい住環境の

構築」の、58 ページの「2-2 ケア付き住まいの供給」では、「バリアフリー仕様や緊急時対

応を確保した優良な高齢者向け民間賃貸の供給」という言い方なので、「本当に必要なサー

ビスを付けることが必要だ」というご指摘に真摯に受け止めきれていないような記載にな

っています。ここはもう少し、委員の指摘を受けた内容に膨らませて書き直したいと思い

ます。 

●会長 例えばここの「バリアフリー仕様や緊急時対応を確保した」というところに、「サ

ービスの確保」という言葉を追加してはいかがでしょうか。内容的には同じことだと思い

ます。それでよろしいでしょうか。 

 それでは 14 番です。「住まいと緑の関係について、“四季を感じられる街”の実現のため

にもう少し強調した記載を」については、追記したということです。何ページに追記した

か、教えてもらえますか。 

●住宅課長 第 5 章住宅施策の方向の 53 ページに「4 四季を感じられるまちづくり」があ

りますが、4-1 として豊島区発の染井吉野といったものとか、「4-2 みどり豊かなまちづく

り」の 3 つ目の「界わい緑化等を進める」といった形で、もう少し緑を前面に出したまち

づくりといったものを追記しています。 

●会長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、前回出た意見についても、回答についてはそれぞれのご指摘や意見交換の中

で具体的に修正内容を確定させていただきました。 

 それでは、改めて、この住宅マスタープラン全体について、どこからでも結構ですので、

皆さんからご意見があればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 私の勘違いかもしれませんが、住宅マスタープランの 25 ページ、第 1 行目の「年

額約 1,144 万円」というのは 114 万円の間違いで、第 2 行目の「約 758 万円」は 76 万円の

間違いではないですか。表は千円単位ですので、そう感じました。その点はいかがでしょ

うか。 

●住宅課長 ご指摘の通りです。大変失礼いたしました。単位が間違っています。 

●会長 どのように直せばよろしいですか。 

●住宅課長 表の中では、例えば、歳出のところに「戸あたり費用が 1,144」とあります

が、これは単位が千円ですので「1,144 千円」にならなければいけないのですが、文書の 1
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行目では「平均で年額約 1,144 万円」になっています。これは万円でなく千円単位ですの

で間違っています。 

 同じような形で、そのいくつか下のも同様に誤っています。 

●委員 下の行です。 

●住宅課長 「約 758 万円」ですが、ここも同じように千円単位ですので修正いたします。

●会長 分かりました。修正をお願いいたします。 

 他にいかがでしょうか。 どうぞ。 

●事務局 恐れ入りますが、資料の説明がまだ全て終わっていません。 

●会長 この資料の説明をされるのですか。  

●住宅課長 そうです。 

●会長 住宅マスタープランについて、ご説明いただけるということです。それでは、事

務局よろしくお願いします。 

●住宅課長 今日は、資料 4-1 と 4-2 という過去 42 回審議会の確認をさせていただき、続

いて 43 回審議会の資料についてこれから説明いたします。 

資料 4-3 をお取り出しください。これは、これまで 3 回に渡ってご審議いただきました

内容を「豊島区住宅マスタープラン・改定素案」として取りまとめました。本日はこの素

案の第 1 章から 7 章及び巻末資料までの全体を再度見ていただきます。すでに一部審議に

入ってしまいまして、こちらの不手際で申し訳ございません。 

同じように、「まだ記載内容が不足しているのではないか」という視点について、補強を

していただくという作業をしていただきたいと思います。 

第 43 回の本日、これを全部通しまして、この後のパブリックコメント等のスケジュール

は後ほどご説明いたしますが、年明けにパブリックコメントを行いまして、その結果を反

映したものを、大体 2 月中旬に予定しています第 44 回審議会で改定案という形で取りまと

め、 終的な審議をしていただきたいと考えています。 

 続きまして、資料 4-4「豊島区住宅マスタープラン（素案）」の本体をお取り出しくださ

い。こちらについて、改めてご説明申し上げます。前回の第 42 回から本日まで、どこが変

わったのかというところを中心に説明いたします。 

まず、「第 1 章 豊島区住宅マスタープラン改定の目的と位置付け」です。住宅マスター

プランの改定の目的と計画の期間等について記載しています。3 ページは計画期間で、平

成 26 年度から平成 30 年度までの後期 5 年間になっています。 

ページをおめくりください。全体像ですが、計画の理念と視点については第 4 章に書い

ています。視点については、現行住宅マスタープランは 7 つの視点がありましたが、改定

素案も 7 つです。ただ、内容が若干変わっています。現行住宅マスタープランの、「子育て

世帯の住生活支援」「高齢期における住まいの確保」といったものを、改定住宅マスタープ

ランでは、「[3]さまざまなライフステージ、ライフスタイルに応じた住宅の確保」という
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ようにまとめる一方で、新たな視点として、「[4]居住支援の充実」といったものを盛り込

んでいます。 

現行住宅マスタープランでは、「[6]安全で安心な住環境の確保」とありますが、改定住

宅マスタープランでは、東日本大震災の事例を受けまして、「[6]災害に強く安全な住宅・

住環境の確保」というように内容を若干変えています。 

目標については、第 5 章に柱立てしています。現行住宅マスタープランは 5 本の目標が

ありましたが、今回の改定素案では 6 本の目標を立てています。とりわけ、「安心安全」と

いった時代のキーフレーズを、「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」というようにより細かく丁寧に目標として取り扱い、

具体的にそこに繋がってくる住宅施策などについて記載をしています。 

続いて、「第 2 章 住まいを取り巻く動向」です。これは、「1 国の動向」「2 都の動向」

「3 豊島区の動向」についてまとめた章になっています。6 ページをお開きください。「1

国の動向」は前回からの変更はほぼありません。7 ページの「2 東京都の動向」ですが、

後の「[4]木密地域不燃化 10 年プロジェクトの策定」について記載している内容の通り、

新たに細かく今回は追記しました。ページをめくっていただきまして、8 ページの「3 豊島

区の動向」です。「[1]セーフコミュニティの認証」については、前回にはない新たな記載

事項として書いています。 

「第 3 章 住まいを取り巻く現状と分析」についてです。それぞれに現状と課題について

踏まえていますが、このページ以降、現状については国勢調査と住宅・土地統計調査など

に基づいて、数値更新をかけています。説明は割愛させていただきます。 

今回の後期 5 年計画から、新規に記載したものを中心に簡素に説明させていただきたい

と思います。恐れ入りますが、ページを飛ばしまして 29 ページをお開きください。 

⑤「ケア付き住まいの供給」については、具体的にはカッコ書きしてあるように、（高齢

者向け優良賃貸住宅）及び、次のページになりますが、（サービス付き高齢者向け住宅）の

総称ということになっています。こういった高齢者向けの安心施設に住めるような住宅の

供給を進めていくということを、両ページで記載しています。 

続きまして 33 ページです。新しい記載としまして、「③子育てファミリー世帯への家賃

助成事業」です。これは、平成 21 年度の新規事業になっていまして、助成件数もこの表に

ある通り、着実に伸びているところです。 

続きまして、34 ページの「[3]住宅に関する助成事業」の「①住宅修繕資金助成事業」

についてです。これは平成 25 年のモデル事業として位置付けられている事業ですが、住宅

所管課といたしましては、1 年だけのモデル事業ではなかなか実績が出しきれないところ

があると思いますので、引き続き来年度も予算要求をしていきたいと考えています。ただ、

全体の中での予算配分ということになりますので、この事業そのものが、来年必ず同じよ

うな形で行えるかどうか、確定的なことは申し上げ難い状況です。 
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続きまして 35 ページです。新しい記載として、「⑥エコ住宅普及促進費用助成事業」で

す。これは、住宅用新エネルギー及び省エネルギー機器導入費用助成という事業名でした

が、これらは高効率省エネ機器である給湯器でして、これは機材としては標準になりまし

たので、行政が支援をする役割は終了したということで、新しく⑥の記載の助成事業に変

えています。 後の「⑨界わい緑化助成事業」は記載している通り、こういった新しい事

業を取り組んでいるところです。 

 続きまして、ページで言いますと 41 ページに相当する、「第 4 章 計画の理念・視点・指

標」です。ここでは、「1 基本理念」、「2 住宅施策の視点」で、これは 7 つあります。そし

て「3 指標」について記載しています。 

ページをめくっていただきまして 42 ページです。後期 5 年の改定住宅マスタープランで

は、基本理念を「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」

という形に踏まえています。 

ページを進めていただきまして、47 ページの「3 指標」の中の「[4]環境負荷の低減」

についてです。下の「太陽光発電設備導入量」は、前回提示した時は平成 30 年度の目標値

がまだ未確定でしたが、今回提示したように 4,450 キロワットに定まりましたので、改め

て記載しました。 

またページをめくっていただきまして、49 ページに相当する「第 5 章 住宅施策の方向」

です。ここに目標を 1 から 6 まで記載しています。 

ページをめくっていただきまして、51 ページの「目標 1 区民だれもが住み続けたいと思

わる魅力ある住まいづくり」についてです。目標の下に四角で囲った①から④までありま

すが、それぞれの柱立てがそれ以降、黒字に白抜きの文字で 1、2、次のページ以降に 3、4

とありまして、これら見出しのタイトルが囲みの柱立てに対応しています。タイトルにつ

いては、今回、若干変えさせていただいたところがあります。2 につきましては、「地域の

魅力を活かした住宅地の形成」というタイトルに変えています。 

ページをめくっていただきまして、53 ページの「4 四季を感じられるまちづくり」も内

容に沿うような、名は体を表すようなタイトルになるよういくつか手を入れさせていただ

いたところがあります。 

ページをめくっていただいて、54 ページの「目標 2 ライフスタイルを大切にした住まい

づくり」についてです。 

これは「（1）単身世帯、（2）子育て世帯、（3）高齢者世帯」という、3 つの世帯区分に

分けてそれぞれについて書いています。前回のご指摘では、「（1）単身世帯」のところで、

「単身かどうかというのが読み難い」というご指摘がありましたので、必要なところにそ

れぞれ「単身世帯の住まい方」といったようなフレーズに直しました。 

ページを進めていただきまして、58 ページです。先ほどの「2-2 ケア付き住まいの供給」

については、「サービスの確保等についてもう少し文書をボリュームアップしなさい」、「わ
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かるようにしなさい」というご指摘については、次回までのパブリックコメントまでに直

させていただきます。 

 続きましては、60 ページ「4-2 高齢者世帯への家賃支援」です。これも、前回ご指摘い

ただきました「取り壊しによる立ち退き」で、見え消しで誤った表示があり、大変失礼い

たしました。改めて正しい表記に直すとともに、2 つ目の「持ち家の老朽化などになり、

賃貸住宅へ転居せざるを得なくなった一定範囲の高齢者世帯について、家賃助成の適用を

検討する」としました。事例としてはそれほど数があるわけではないですが、例えば家自

体は自分の持ち家ですが、老朽化して取り壊わさざるを得ないが、地面が借地であるとい

うような事例です。こういった方が年に何件かご相談を寄せられ、自分の持ち家を取り壊

して民間住宅に引っ越すのだけれども、持ち家ですと高齢者家賃支援の対象者にはなりま

せん。現行では、賃貸住宅に住んでいる高齢者で、民間の賃貸住宅が取り壊しによって立

ち退きになる方が対象です。しかし、先程の事例のように「持ち家の場合は該当しません」

というのは、ある意味、不合理な面があります。そういったところを解消するために、2

つ目のような記載を付け、支援の対象者を広げていきたいということを記載しています。

「目標 3 環境を大切にした住まいづくり」の 62 ページの「2-1 環境にやさしい住生活

の普及・啓発」です。追記しましたのは、1 つ目の自然エネルギーの活用や環境に配慮し

たライフスタイルへの転換で、この中でＨＥＭＳやＭＥＭＳと書いていますが、これはホ

ームエナジーマネジメントシステムと呼ばれる 新の手法で、こういった温室ガス等の排

出量を「見える化」してマネジメントしていく、総排出量を減らしていくことにも普及に

努めていきたいということを追加記載しています。 

「2-3 緑化の推進」の 2 つ目の向こう三軒両隣方式による界わい緑化の推進等について

も追記しています。 

63 ページの「目標 4 安心して住み続けられる住まいづくり」の、「1 住宅ストックの充

実と住情報の提供」に、「1-1 安心住まい提供事業の強化」と「1-2 住み替え家賃助成事業

の強化」を新規に追加しています。これは、安心住まい提供事業と住み替え家賃助成事業

という既存の事業ですが、「強化」と謳っているのは、昨今マスコミ等を通じて報道されて

います、いわゆる「脱法ハウス」「違法ハウス」と呼ばれる居住場所・居住施設に居た方が、

施設の閉鎖等により次の住まいが見つからない場合、こういった方々も住宅困窮者でとい

う視点で取り組みますと、年齢要件で事業の対象者にならないことがあります。そうでは

なく、「一定程度の方については、既存の事業を見直すことで、生活再建に繋がるような柔

軟な対応をすべきである」というご指摘をいただきまして、既存の 2 事業の門戸を拡充す

るような形で対応していきたいというものを新たに追記しています。 

ページをめくっていただいて、64 ページの「2 住宅困窮時のサポート体制の構築」です。

「2-1 賃貸住宅のデータベース化」とありますが、これは重点プロジェクトのことになり

ます。豊島区居住支援協議会は不動産関係団体とも連携し、まだ仮称ですが、「居住支援バ
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ンク」を立ち上げることで住宅困窮者と空き家のマッチングをよりスムーズに図っていく

ことを標榜し、追記しています。 

 続きまして、66 ページの「目標 5 安全に暮らせる住宅、住宅地の形成」です。これにつ

いても、それぞれの小見出しを変更させていただいています。その中の、「2 マンションの

防災力向上」についてです。本区は共同住宅が非常に多いことが、ある意味では区の一つ

の地域特性と考えていますので、ここでマンションについて改めて取り上げています。 

ちなみに、共同住宅というくくりで統計をみますと、全国では約 4 割、東京都全体では

約 7 割ですが、豊島区については約 8 割が共同住宅ということで、非常に数が多く、マン

ションに対して住宅マスタープランの中で具体的な事業について、66 ページ 67 ページに

あります通り、事業の取り組み内容を改めて記載しています。 

 ページをめくっていただきまして、68 ページの「目標 6 良質な住宅ストックの形成」で

す。ここでは、住宅ストックということで、分譲マンション、賃貸マンション、戸建住宅

の 3 つに切りまして、それぞれにふさわしい施策ですとか、必要な取り組み内容について

書いています。 

 ページを飛びまして、71 ページに相当する「第 6 章 住宅関連施策推進計画」です。こ

こには、「1 公共住宅等の供給目標」等について記載しています。 

 72 ページの「[1]公共住宅等の供給量」の表の上から 4 つ目の「ケア付き住まい」とは、

先ほど申し上げました通り、高齢者向け優良賃貸住宅とサービス付き高齢者住宅の 2 つを

指したものです。あとは、先ほど委員からもご指摘いただきましたが、「[2]家賃助成・住

宅改善等」の表の上から 4 つ目の「居住支援モデル事業による入居実績」として、１行追

記したところです。 

 しばらくページを進めていただきまして、81 ページ相当になりますが、「第 7 章 計画の

実現に向けて」です。ここでは、「1 区民・事業者との協働」等、重点プロジェクトについ

て細かく記載をしています。ほとんどのところは前回と変わっていませんので、説明は割

愛させていただきます。 

87 ページまで進みまして、「7 重点プロジェクト」の「[2]豊島区居住支援協議会の活動

を推進するための取り組み」として、3 つほどを取り上げています。1 つ目は先ほど申し上

げました①居住支援バンクの構築です。「②入居に関する新たな保証制度」は、住まいに困

っている人、入居できる部屋が見つかっても、結局、保証人がいないとなかなか機能しな

いということがあり、保証制度を新たに構築する必要があるということで、これも並行し

て今進めているところです。 

ページをめくっていただきまして、もう一つ大事な視点として、「③建築・不動産関連団

体との連携」です。「安かろう悪かろう」ではなく、「安かろう良かろう」ということが一

番標榜されるところです。古い住宅はそのままでは住むのは難しい部分があるので、豊島

区居住支援協議会のメンバーでもあります建築士事務所協会等、専門家のご意見等もいた
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だきながら、住宅の改修も 3 つ目の視点として進めていきたいということを図式化したペ

ージです。 

後は、巻末資料等になっていますが、恐れ入りますが、93 ページ「2 策定経過」を見て

ください。確定しているところもありますが、この後は年明け早々に行うパブリックコメ

ントまではこの表の通りですが、それ以降の第 44 回住宅対策審議会につきましては、確定

次第、随時ここに追記していく形を取りたいと考えています。 

次の 94 ページは、住宅マスタープランの改定にあたって、ご審議いただいている皆様方

委員の先生方のお名前を記載させていただいています。一点、申し訳ございませんが、宅

建協会さんの（社）というところが、公益社団法人になられてもう 1 年以上経っています

が、ここが直っておりませんので後ほど直します。 

本日提示しました改定素案は、今後、事務局でパブリックコメント用の原稿を作成した

り、その後にはパブリックコメントを反映した改定案を作成することになりますが、その

際に、改定文章の「てにをは」などやページの体裁という軽微な修正については、恐れ入

りますが事務局で行わせていただきますことを、あらかじめご了承いただきたく思います。

また、プラン巻末の用語解説につきましても、まだ専門的な用語が記載されているとこ

ろがあります。それを分かりやすく解説するための追記作業を今後も行おうと思っていま

すので、ここも追記されることをご了承ください。このように事務局で修正した箇所は、

次回の改定案を提示した際に赤字で表記しようと思っています。また、パブリックコメン

トを反映した箇所については、青字で表記したいと考えています。 

なお、本日の素案ですが、一部、区の地図や貼付け画像が鮮明に出ていないものがあり、

大変失礼いたしました。パブリックコメント用原稿の時は、はっきり見えるように改善し

ていきたいと考えています。 

説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。 

それでは改めて、この住宅マスタープラン素案についてご意見いただきたいと思います。

いかがでしょうか。見ていただいて、ご意見がなければ、先ほど確認した修正をもって審

議会としては了解としたいと思います。どうぞ。 

●委員 73 ページです。平成 30 年の目標は、人口と世帯数で割ると１世帯当り 1.66 人で

すが、前回の住宅マスタープランは１世帯当り 1.78 人になっていました。その辺の変更に

ついて、何か理由があれば教えてください。 

●会長 事務局、お願いします。 

●住宅・都市問題研究所 豊島区だけではなく、東京都の住宅マスタープランにも同様の

記載が実はあります。少子高齢化が進むとともに、家族の世帯の構成人員はどんどん減る

一方で、これは今後もおそらくまだしばらく続くだろうという見込みがあります。ご指摘

いただいた通り、前回 4 年前のものよりも、さらに世帯構成員人数は減ってきていると思
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われます。これについては、確かに本区の住宅マスタープランの中では、将来推定数も入

れていません。これについて「良し」としているわけではありませんが、なかなか区でも

それについてコントロールする術が見当たらないので、「これについてどのような推移をし

ているのか」という資料が必要であれば、住宅白書に過去の経緯を統計的に表すことは可

能だと考えます。それでもよろしいでしょうか。 

●会長 いかがでしょうか。 

●委員 基本的には、別にどうということではないのですが、少子高齢化の少子の中で世

帯数が減っているからということではなく、人口と世帯数を先に出しておいて、その結果

1 世帯当りの人数が減ったというように解釈してよろしいですか。 

●住宅課長 おっしゃる通りです。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 課長に聞くよりも、どちらかというと会長に聞いた方が分かるかもしれません。

現在、国の動向として、来年消費税が上がる中で、国交省ではそれに関し、まず 1 つは

新築住宅のローン控除の額を上げるというものがあります。中古住宅のリフォームに関し

ても、それに対して助成金を新たにスタートさせるような方向を少しずつ打ち出している

ようです。 

決定かどうかは、はっきり分かりませんが、そういう方向になってくると、この住宅マ

スタープランの中に影響はありませんか。 

●会長 むしろ事務局に聞いた方がいいのではないでしょうか。どうでしょうか。 

●住宅課長 報道の範囲で、私も見てはいます。例えば、住宅ローン控除で引ききれない

方については、現金で住宅給付金という形で給付するという案が出ているのは承知してい

ます。ただ、これらは税制改正のなかで行っている措置ですので、これ自体を住宅マスタ

ープランの中に書くというのは、どうなのかという印象は持っています。 

●委員 税制と同時に、改修に関しても助成するという方向が打ち出されているようです。

決定ではありませんが、今後そのようになると、先ほどの空き家住宅のストックを確保す

ると改修も出てきますので、方向として出てくれば、大きな動きになってくると思いまし

た。 

●会長 私の意見ですが、国がいろいろな改修についての補助を検討することはあると思

いますが、実は社会的にはもっと大きな影響があります。実は、建築費が非常に上がって

います。約 3 割上がっていると言われ、この住宅マスタープランに書かれている戸数を確

保しようとすると、簡単に言えば約 3 割予算を確保しなければならないような今の状況で

す。そういう意味では、非常に厳しい状況にいるのは確かですが、これについてはあくま

でも、その年の予算の中で決める話ですので、住宅マスタープランに書ける話ではないと

思います。 

 他にいかがでしょうか。何かご質問はありますか。 
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●委員 40 ページの「②住宅不動産相談」についてです。こちらの窓口はかなり充実して

行っていると思いますが、文章の真ん中辺りに建築士事務所協会主催の「住まいの相談フ

ェア」とあり、これは豊島区が後援している事業ですね。他にも、豊島区が後援をする、

いろいろな相談窓口が行われていると思いますが、そういういった事業をもう少し具体的

に紹介してはいかがでしょうか。 

例えば、9 月の宅建協会主催の「不動産フェア」でも行っているなど、そういったこと

で拡充というか、もっと豊島区が行っていることを書いた方が良いと思いますがいかがで

しょうか。 

●住宅課長 おっしゃる通りだと思います。多大なるご協力をいただきながら行っている

事業ですので、しっかり記載していきたいと思います。 

●会長 行っていることはＰＲした方が良いので、ＰＲできることは是非書いていただけ

ればと思います。 

 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 こういった計画の中での、都の計画と区の計画との整合性などについてです。特

に 近感じたのは、先週の 10 日に、池袋本町の「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」の

中の、いわゆる老朽化した住宅や、一番大きいのは 73 号線と 82 号線の整備計画で、あれ

は都だと思いますが、非常に大きな計画があります。 

10 日に住民の方が 110 何名か集まられ、その前に行ったアンケート調査の結果の発表と

いう形で説明会がありました。 

多分、計画されている道路の 30 メートル程の拡張に当たる住民が主に居られたと思いま

すが、道路に関しては全く回答がありませんでした。関心があるのは、多分、自分の家が

3 分の 1 にかかっているか否かだと思います。そのような方たちは非常に心配して来られ

ていますが、区のまちづくり課の説明ですと、「今日は道路の話は一切しません。窓口は都

にあるので、そちらに相談してください」ということで、私は違和感を覚えました。まち

づくりは、住宅としての計画の中に、都が主体となって行うものと区が行うものがありま

すよね。その辺の整合性が、説明会なのに肝心要の一番大きな問題については、「回答でき

ません。それは都の相談窓口に行ってください」ということでした。しかし、やはり一番

身近なのは区ではないですか。 

ここにも触れています、79 ページの 10 年プロジェクトです。確かに住宅については、

古い住宅という、要するに「準耐火構造ではないものを建て替える場合には補助を入れる。

全体で 150 万円程の補助は入れる」ということについては区から説明はありましたが、道

路に関しては一切説明がなく、住民は不信感を持ったのではないでしょうか。この席でこ

の話は、担当されている課が違うのでなんとも言えないと思いますが、ただ、住宅という

ことを考えると大きな影響があるので、もし答えられる範囲であればお聞かせください。

●会長 道路については、住宅審議会は直接関係ないですが、今のご指摘の中で、都との
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関係はどのようになっているかは重要な内容だと思います。この中では、例えば 20 ページ

に都営住宅について少し触れています。公営住宅には、都営住宅と区営住宅の 2 つがあり、

都営住宅は当然都が管理していますが、豊島区の住民にとっては都営住宅も区営住宅も差

はないので、それについてはいろいろ連携して取り組むことが大事だと思います。そうい

った意味で、少し配慮していくことになろうかと思います。 

●都市再生担当課長 今のご質問についてです。都市計画道路の 73 号線と 82 号線につき

ましては、東京都が整備を行い、区の役割はその沿道も含めた地域全体のまちづくりとい

うことです。先日の説明会では、そのまちづくりの部分についての説明という主旨で、地

域の皆様にご報告をさせていただいたところです。 

確かに、会場の中でも、聞きたい道路の話が聞けないということで、様々なご意見をい

ただきましたので、その件につきましては今後の課題として捉え、どのように応えていけ

ば良いのかを検討していきたいと思います。 

都と区の役割は、今申し上げた通り分かれていますが、今後も都と区が一体となって連

携して、様々な住民のご不安やご相談に応えいくと考えています。特に、地権者のご不安

の声は、説明会場でも多く聞かれたことですので、まずは都か、区でも結構ですので、ご

相談をいただきたいということで、これからも周知を図っていきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

●会長 よろしいでしょうか。 

●委員 計画は平成32年になっていて、今からあと7年程で完成するとは到底思えません。

現実的に、平成 32 年は無理だと皆分かっていると思います。時間軸で示されていない点が

一番不安に思うと思います。その辺のはっきりした時間はどうなのでしょうか。「いつ頃ま

でに、こういう風にやります」という例を挙げれば。前の通りの、消防署と警察署の間の

道路が山手通に繋がりましたよね。 

●会長 よろしいですか。その件は、この住宅対策審議会の主要テーマではないので、先

ほどの回答でとりあえずご了承いただけないでしょうか。 

●委員 分かりました。 

●会長 どうぞ。 

●委員 4 ページの表の中の「第 5 章 住宅施策の方向」に、「目標 5 安全に暮らせる住宅、

住宅地の形成」がありますが、初めて「住宅地の形成」という言葉が入りました。 

表の右側には、「1 まちづくり」や「3 円滑なまちの復興」ということが書き加えられま

した。しかし、第 6 章の「4 住宅市街地の整備方針」は、前回と同じような書き方をされ、

今回目新しいのは「住宅地の形成」が住宅マスタープランの中で初めてうたわれたことで、

方向性が少し変わったのかと思いましたが、66 ページ 67 ページの住宅地の形成の中の四

角の枠内の①と③が該当する箇所ですが、若干物足りない気もします。ただ、住宅マスタ

ープランですから、これ以上書くと都市計画マスタープランに関わってしまうので、その
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程度かと個人的には解釈しましたが、それでよろしいのでしょうか。 

●会長 これは事務局でお願いします。 

●住宅課長 ご指摘の通り、住宅地の形成というと、例えば「どこのエリアをゾーニング

して、どういう住宅地を形成するのか」というように捉えられ兼ねないところは多々ある

と思います。それについて、「目標 5 安全に暮らせる住宅、住宅地の形成」の項目の中に、

「具体的にそのような記載はないではないか」と言われてしまうと思います。これについ

ては、ご指摘いただいた通り、①と③のような安心や災害に強いというようなまちづくり

という住宅地の形成というイメージで捉えていただければと思います。 

住宅マスタープランのなかに、「どこの区域はこのような住宅地にします」ということを

書いてしまいますと、都市計画マスタープランとあまり変わらなくなってしまいます。我々

はどちらかというと、物理的な区分というよりは、住まい方に力点を置いて住宅マスター

プランを作ることを念頭に置いています。なかなか、名が体を表していないところがある

のは申し訳ございません。 

●会長 よろしいでしょうか。この住宅マスタープランというのは行政計画なので、それ

ぞれ持分があり、ある程度区分することは当然必要ですが、その背景となっている様々な

データについては、それほど区分を意識することなく、必要なことは載せていくことが大

事だと思います。 

 よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

 それでは、あと 3 分程見ていただき、ご意見がなければこの承認の決を採りたいと思い

ます。少し、ご覧ください。 

皆さん、大体よろしいでしょうか。 

それでは、「住宅マスタープラン素案」に、先ほど意見交換で出た修正を加えたもの、あ

とは事実及び用語の訂正等については事務局に一任することについて、皆さんご了承いた

だけますでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございます。それでは、これでパブリックコメントへの対応をお願いいたし

ます。 

 それでは、今後のスケジュールについて、ご説明お願いします。 

●事務局 参考資料の「豊島区住宅マスタープラン後期 5 年計画パブリックコメントの実

施について」を、お取り出しください。住宅マスタープラン後期 5 年計画の改定作業とし

まして、今年 7 月 9 日からの第 1 回目から本日まで 4 回に渡って集中的にご審議いただき

ましてありがとうございました。 

 この資料の「4.実施スケジュール（予定）」にあります通り、本日の素案を元に、年明け

1 月 7 日火曜日から 2 月 6 日木曜日までの 1 ヵ月間パブリックコメントを行いまして、そ

の内容等を反映させた「住宅マスタープラン案」という、素案の素が取れて今度は案にな
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りますが、案を 2 月中旬の第 44 回審議会にて提示したいと考えています。パブリックコメ

ントの実施期間、閲覧場所などについては記載の通りとなっています。  

 なお、次回の第 44 回審議会の開催についてですが、2 ヵ月強あることもあり、調整がま

だ進んでいません。後日調整をして、事務局から開催日について改めて連絡したいと思い

ます。以上です。 

●会長 このスケジュールについて、皆さん、何かご質問ありますでしょうか。よろしい

でしょうか。 

 それでは以上で、審議会の審議は全て終了しましたけれども、皆さんから「この機会に

意見を話したい」ということがあれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。よろしい

でしょうか。 

 それでは、以上で第 43 回の豊島区住宅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。 

（午後15時29分 閉会） 
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会 議 の 結 果 

・前回第42回での審議や、委員から送付された質問・意見を踏

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」の改定素案が示され、質疑及

び意見があった。 
 
 

 

 
 
 
 
 
提出された資料等 

・資 料 4－1  第 42 回 住宅対策審議会 発言要旨 

・資 料 4－2  第 42 回 住宅対策審議会及び意見・質問シ

ートに対する回答 

・資 料 4－3  豊島区住宅マスタープラン改定の方針とス

ケジュール 

・資 料 4－4    豊島区住宅マスタープラン 改定素案 

 

・参考資料  パブリックコメントの実施について 

・参考資料  第 42 回 住宅対策審議会 会議録 
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