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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、只今より、「第 45 回 豊島区住宅対策審議

会」を開催いたします。 

 皆さまにはご多用のところ、ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。本日の会

議の進行ですが、席上の「第 45 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、どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 まず、本日の審議会の出欠状況ですが、林委員、浅見委員から「所用のため

欠席」とのご連絡をいただいています。 

なお、本日の「豊島区住宅対策審議会」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。 

それではまず、資料の確認をさせていただきます。本日、席上に配布しています資料に

なります。上から確認いたします。次第の下に座席表があります。続いて、「豊島区住宅マ

スタープラン（素案）に対するご意見と区の考え方（修正版）」、「豊島区住宅マスタープラ

ン（案）修正箇所一覧表」、「豊島区住宅マスタープラン（答申案）」「第 44 回 豊島区住宅

対審議会会議録」、続きまして、「資料 1 豊島区住宅マスタープランの進行管理」、その下

に、この資料に伴う附属資料として、参考資料 1、2、3 が続きます。次に、「資料 2 平成 

26 年度 新規事業について」、「資料 3 豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例の制

定について」です。皆さま、お手元に揃っておりますでしょうか。 

また、現行の「豊島区住宅マスタープラン」と「豊島区住宅白書」を席上配布しており

ます。毎回のことで恐縮ですが、審議会終了時に事務局で回収いたしますので、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、皆さまにご確認をいただいたう

えでホームページに公開してまいります。 

本日の審議会の予定ですが、12 時を目途にご審議をいただく予定です。なお、本日の審

議会ですが、内容が 2 本立てになっています。まず、昨年の 7 月からご審議いただいてき

た「豊島区住宅マスタープラン（後期 5 年）計画」の改定に係る区長答申を本日行った後、

毎年年度末に開催しております「豊島区住宅マスタープランの進行管理」について報告い

たします。 

それでは会長、「豊島区住宅対策審議会」の進行をよろしくお願い申し上げます。 

●会長 皆さん、おはようございます。本日は、区長への答申も予定されておりますので、

どうぞよろしくお願いします。早速、議事の 3「豊島区住宅マスタープラン（後期 5 年）
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答申案 確認」に入りたいと思います。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

●住宅課長 恐れ入りますが、座って説明をさせていただきます。「豊島区住宅マスタープ

ラン（素案）に対するご意見と区の考え方（修正版）」をお取り出しください。こちらは、

前回の「豊島区住宅対策審議会」でも報告いたしましたが、このうちの 8 ページ 19 番につ

いてです。前回の第 44 回の審議会で、「内容について、もう少しわかりやすく書いた方が

いいのではないか」というご指摘をいただき、右側のマスの「区の考え方」という下線を

引いた部分を修正いたしました。内容は、まずご意見としまして、「区営住宅の入居資格に

おいて、“国に法改正を求める”」というところについて、「具体案を区民に示しつつ、都・

国に不都合な法律の改正を求めるべきである」というパブリックコメントです。これに対

しまして、区として新たに追加しましたのは、「課題の一例として、公営住宅は、住宅に困

窮する低額所得者に低廉な家賃で供給するものですが、入居時の資格審査では、所得は審

査対象となりますが、貯蓄等の多寡は審査対象となりません。これにより、本来は年金等

のフローの部分は少なくてもストックをかなりお持ちの方が、そうでない方と同様に審査

を受けることになりますので、入居機会の公平性について担保すべき」ということが課題

になっています。これに関する資産調査権がないため、適切な対応がなかなかできない状

況にあります。これについては、「一定の法改正を図っていくべきではないか」というよう

なことをわかりやすく付け加えています。 

 続きまして、資料「豊島区住宅マスタープラン（案）修正箇所一覧表」です。 

こちらと、本日お配りしています、その下にある「豊島区住宅マスタープラン（答申案）」

本編と、両方を見比べながら説明したいと思います。 

まず、本編 19 ページ[3]住環境①接道状況のところですが、ここを大きく変えさせてい

ただいています。前回お送りしました「豊島区住宅マスタープラン」は、「統計上接道条件

を満たさない住戸数が増えていますが、幅員 4ｍ未満の道路に接する住戸は新築されるこ

とはありません。狭あい道路に接して建っている古い独身寮や旅館、あるいは下宿等がリ

フォームされて住宅になっている可能性が考えられます」でした。下の棒グラフを見てお

わかりの通り、例えば、昭和 63 年と平成 5 年では右端の「道路に接していない」あるいは

「2ｍ未満」のカテゴリーで、平成 5 年には「道路に接していない」ものは減っていますが、

「2ｍ未満」は若干増えています。一方、平成 5 年と 10 年を比べて見ますと、「道路に接し

ていない」「2ｍ未満」がともに増えています。しかし、平成 15 年は両方ともまた下がり、

平成 20 年は両方ともまた上るという、いずれも逆行した動きが毎回調査結果として出てい

ます。こうなる理由は、先ほど申しました古い独身寮や旅館等がリフォームされ住宅にな

っている可能性も否定はできませんが、これよりも、「住宅・土地統計調査」が抽出調査で

あることから、調査年毎に調査対象数が異なり、年により増えたり減ったりしているとい

う状況の可能性の方が高いということで、書き換えさせていただきました。 



 
 

５ 

続きまして、53 ページをご覧ください。「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・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。こちらも前回の「豊島区住宅対策審議会」の中で、記述の訂正のご要望があ

りましたので、その内容で修正いたしました。 

続きまして、55 ページをご覧ください。「4 四季を感じられるまちづくり 4-2 みどり豊

かなまちづくり」です。こちらも前回にご指摘を受けまして、「グリーンとしま」再生プロ

ジェクトというような表現を追記しています。 

続きまして、59 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・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」です。こ

の見出しは、前回は「入居支援」でしたが、ご指摘を受け、確かに「居住支援」の方が適

切なため変えました。併せまして、「1-4 ひとり暮らし高齢者の生活支援」のところも、一

番下の表記を付け加えました。 

続きまして、73 ページをご覧ください。「目標 6 良質な住宅ストックの形成・2 住宅ス

トックバランスの適正化 2-3 ルームシェアによる住宅ストックバランスの適正化」、ある

いは「2-4 空き家・空き室の有効活用の促進」です。ご指摘の通り記載を付け加え、また

は修正いたしました。 

続きまして、74 ページをご覧ください。「2-5 活用困難な空き家の適正な維持管理」で

す。「まだ活用が困難な空き家に対してどのような対応をとっていくかについて、視点が欠

落しているのではないか」という、大きなご指摘をいただきました。よって、2-5 として

項目を 1 つ追加いたしまして、空き家の適正な維持管理に関する 新の条例の内容につき

まして、概要を掲載いたしました。 

続きまして、少しページが飛びまして、86 ページをご覧ください。「第 7 章 計画の実現

に向けて・1 区民・事業者との協働」の中の、[3]地域の活動団体（事業者、NPO、町会等）

の役割についてご指摘をいただいて、改めて記載を加えました。 

次に、98 ページをご覧ください。「巻末資料」（2）第 11 期豊島区住宅対策審議会委員で

す。ここは、非常に事務的なところですが、会長と委員の肩書きを 新のものに書き替え

ました。 

こういった修正を経まして、本日 終の「豊島区住宅マスタープラン（答申案）」に入っ

てきている次第です。 

資料の説明は以上でございます。 

●会長 ありがとうございました。只今、事務局から説明いただきましたが、皆さんいか

がでしょうか。昨年 7 月から審議していただいた内容が、このような形でまとまったわけ

です。本案について、特段のご意見がなければ、この内容でこれから区長に答申したいと

思います。皆さま、よろしいでしょうか。 

（同意） 
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 ありがとうございました。それでは、答申に入ります。 

 豊島区長、高野之夫さま。豊島区住宅対策審議会会長・小林秀樹。「豊島区住宅マスター

プラン」の改定について答申いたします。当審議会は、平成 25 年 7 月 9 日に、平成 21 年

3 月策定された「豊島区住宅マスタープラン」の改定について諮問を受け、約 1 年にわた

り審議を重ねてまいりました。その結果、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」とする、豊島区住宅マスタープランの改定を以下

の通り取りまとめましたので答申いたします。どうぞよろしくお願いします。 

●区長 ありがとうございます。 

●住宅課長 こちらの方に、よろしくお願いいたします。 

●区長 はい。 

●事務局 ありがとうございます。 

●区長 只今「豊島区住宅対策審議会」の小林秀樹会長より、答申をいただきました。今、

お話のように、平成 21 年 3 月に策定いたしました「豊島区住宅マスタープラン後期 5 年計

画」の改定に係る答申でございます。会長さんを中心に住まいに関する専門家、あるいは

区議会の先生方、さらには公募の区民の皆さん、総勢 20 名というそれぞれの専門の皆さん

に委員になっていただきまして、約 1 年をかけて改定作業に従事され、5 回もの審議を経

まして今後の住宅政策の指針を作り上げていただきました。皆さん方の、大変長期にわた

るお力添えに、改めて感謝を申し上げます。 

 本区の人口は、昨年 4 月、24 年ぶりに 27 万人を突破いたしまして、高密度がさらに増

した日本一の高密都市でございます。このような中、豊かさを実感できる地域社会の実現

のためには、まさに住生活の向上を図ることが不可欠ではないかと思っています。こうし

た中で豊島区は、住宅ストックバランスの是正を目的に改定をいたしましたが、「狭小住戸

集合住宅税」という、いわゆるマンション税等々の導入や、あるいは「マンション管理推

進条例」、さらには「建物等の適正な維持管理を推進する条例」という、住まいの適正な維

持管理を推進するための条例を他の自治体に先駆けて制定をしましたところです。また、

住宅に困窮する人と、空き家・空き室をマッチングさせる「豊島区住居支援協議会」とい

った先進的な事業も積極的に展開しており、大変注目を集めているところです。 

 このような、様々な取り組みの効果があってか、先日、公表されました大手不動産の住

宅サイト「リクルート住まいカンパニー」で調査を行った結果、2014 年「みんなが選んだ

住みたい街ランキング関東版」で池袋が 3 位になったという日経の報道もございました。

今まで13位だった池袋が、ごぼう抜きで3位になるほど注目をされているということで、

これについても我々の政策面とともに、いろいろな住宅について大変強い関心をいただき

ながら、審議会でのご審議等々も大きな力となっているのではないでしょうか。また、1

ヵ月程前の話ですが、ホームズという住宅情報社の調査では、池袋は 2 年続けてトップで

す。これは、「住みたい街」というか、問い合わせが一番多かったということですから、「住
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む」「住まない」はわかりませんが、大変な注目と人気を集めているということです。これ

に甘んじることなく、皆さんの期待に応えられるような、そういう街づくりを考えていか

なければならないと思っております。今後、人口減少社会を見つめた都市間競争の激化も

予想されるわけですが、まさに「住みたい街」「訪れたい街」として多くの方々から選ばれ

るような、そういう住宅政策を中心にしながら、街づくりを進めていくことに努力をして

まいりたいと思っております。 

 委員の皆さんには、会長を中心にしながら、大変なご尽力、お力添えを賜ったことに心

から感謝を申し上げます。本日、答申をいただきましたこの「豊島区住宅マスタープラン

（改定版）」につきましては、住宅施策に対する指針として真摯に受け止め、皆さま方のこ

れ等については十分活かし、魅力ある街づくりに向けて今後も取り組んでいきたいと思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 重ねて、委員の皆さん、本当に長い間ありがとうございました。心から感謝を申し上げ、

お礼を含めたご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

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

で、ここで退席させていただきます。 

●区長 失礼いたします。それでは、よろしくどうぞお願いします。 

●住宅課長 ここで、会長から、「豊島区住宅マスタープラン」の改定作業完了にあたって

のご挨拶をいただきたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

●会長 それでは座ったままで失礼いたします。今回のマスタープランは、10 年間の中間

という位置付けでしたが、前回策定したあとに東日本大震災が起こり、空き家が増え、そ

の一方で、先ほど区長からもお話があったように、池袋が非常に評価されるようになりま

した。このように、社会状況が大きく変わったのです。そのため、中間の改定ということ

でしたが、実質的には 1 から大きく検討しなければいけないという、そういう内容だった

と思います。その中で、皆さんの協力を得て、素晴らしい内容にまとまったと思いますの

で、私からも感謝したいと思います。 

後に、1 つ付け加えますと、豊島区は、先ほどの区長のお話にもありましたように、

住宅政策の上では非常に先進的です。そういう意味では、私はこの「豊島区住宅対策審議

会」の会長を務めますことを非常に嬉しく思っております。これだけ先進的な取り組みを

されている自治体はないと思います。ぜひ、この在り方を続けていただきたく、よろしく

お願いいたします。「マンション管理推進条例」も軌道に乗るのはこれからですので、ぜひ、

頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、早速、次の議題に進みたいと思います。 

●住宅課長 恐れ入りますが、事務局から、事務的な連絡をさせていただきます。本日、

答申をいただきましたので、このあとは製本作業に入ってまいります。製本されました「豊

島区住宅マスタープラン」および「概要版」もこれから作成することになります。4 月に
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入るかと思いますが、出来上がり次第、委員の皆さま方に送付するという流れになります。

 あとは、前々回の住宅対策審議会だったと思いますが、「こういう行政計画書を出されて

も、一般の区民は手に取って見てもわからないのでは」というご指摘がございました。そ

の中で、例えば子育てファミリーであるとか単身高齢者であるとか、その方々の属性やラ

イフステージに合わせて、「“私だったら、どういう住宅政策を受けることができるのか”

というようなものを概要版に載せてもらえないか」というご意見ご要望がございました。

それに対して事務局で検討いたしましたが、概要版も本編と同じく、5 年間使うという形

になります。一方で、住宅施策はどんどんその時に必要な施策にリニューアルしていく必

要性がありますので、概要版に載せるという形ではなく、今、ご利用いただける住宅施策

をまとめた事業ガイドのようなものを別途作り、それを毎年 新のものに更新していくと

いう形で作成を検討したいと思っています。「豊島区住宅マスタープラン」と同じタイミン

グで用意できない可能性はありますが、こちらにつきましても、でき上がり次第、また送

付したいと考えています。 

 事務連絡は以上です。 

●会長 ありがとうございました。 

 それでは、議題 5「豊島区住宅マスタープラン進行管理報告」に入りたいと思います。

事務局から説明をお願いいたします。 

●住宅課長 それでは、資料に基づいて説明いたします。恐れ入りますが、「資料 1 豊島

区住宅マスタープランの進行管理」をお取り出しください。資料を広げながら説明します

ので、また座らせていただきます。 

 まず目次です。今年度は、4 つの住宅事業につきまして報告いたします。「1.家賃助成事

業（子育てファミリー世帯・高齢者世帯等住み替え）について」です。「2.ケア付き住まい

の供給助成事業について」です。「3.応急仮設住宅について」です。「4.豊島区居住支援協

議会の取り組みについて」となります。 

ページをおめくりいただきまして、「1.家賃助成事業」についてです。現行の「豊島区住

宅マスタープラン」の中で、「目標 2 ライフスタイルを大切にした住まいづくり」に位置

付けられている事業です。「（2）子育て世帯」「（3）高齢者世帯」というようになっていま

す。「①の子育てファミリー世帯への家賃助成事業」ですが、豊島区内の良質な賃貸住宅に

転入・転居した場合に一定の要件を満たす子育てファミリー世帯に対し、転入・転居後の

家賃と基準家賃との差額の一部を一定期間助成する事業です。中ほどは割愛させていただ

きまして、「Ⅲ 実績」です。本事業は平成 21 年度から開始し、その関係で平成 21 年度の

年度末助成者 3 件、助成額 25 万 5 千円となっています。その 5 年後の平成 26 年度は、当

初予算ベースで年度末助成者 88 件、助成予算 1,350 万円まで、大きく成長するに至ってい

る事業です。 

続きまして 2 ページ「②高齢者世帯等住み替え家賃助成事業」です。こちらにつきまし
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ては、民間賃貸住宅に住んでいる高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親家庭の方が、取り壊

し等により家主から転居を求められた場合、区内の新しい民間賃貸住宅に転居する時に転

居後の家賃の一部を助成する事業です。実績を申し上げます。平成 21 年以前から行ってい

る事業ですが、年度を揃えて報告いたしますと、平成 21 年度末時点で助成者 16 件、助成

額 250 万円程、平成 26 年度は助成者 41 件、助成額 680 万円と、毎年実績を伸ばしている

需要が高い事業であると考えています。 

ページをおめくりいただきまして、3 ページ「2.ケア付き住まいの供給助成事業」につ

いてです。こちらの事業につきましては、同じく「目標 2 ライフスタイルを大切にした住

まいづくり（3）高齢者世帯」の展開事業として位置付けています。内容は 2 つございます。

①高齢者向け優良賃貸住宅は、高齢者が安心して居住できるように、バリアフリー化され、

緊急時対応サービスの利用が可能な民間の賃貸住宅です。 

現在、区内に 4 つの民間主体で建てていただいた高優賃があります。戸数は 85 戸で、ほ

とんどどちらも常に満室が続いているという住宅です。こちらには書いていませんが、サ

ービス付き高齢者向け住宅と同じように、所得に応じて月額 4 万円の家賃助成を入れてい

ます。 

「②サービス付き高齢者向け住宅」です。これは新しく始めた高齢者向けの住宅ですが、

上の高優賃と比べ、ケアの専門家が日中常駐することで安否確認や生活相談サービスなど、

高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー化された民間の賃貸住宅です。な

お、この住宅につきましては、東京都もかなり力を入れ、平成 26 年度まで、同住宅にかか

る整備費等の上乗せ補助を行います。こうした状況を踏まえ、昨年、区内での適切な供給

促進を図るため、豊島区独自の同意基準及び補助要綱を策定しています。下のチャート図

で、簡単に説明いたします。左の「同意基準・要綱の内容」は 1 から 5 まであります。1、

2、3 につきましては一般的な内容ですので、どこの自治体も同様だと思いますが、本区の

特徴が出ているのは 4、5 です。まずは、「4 木密地域の改善に伴う従前居住者優先入居」

についてです。本区におきましては、大きな大震災や火災が起きた際に、延焼が予想され

るような木造密集市街地が広い範囲であります。こういったところに、延焼を遮断するよ

うな道路の築造や住宅の不燃化など、そういう街づくりが求められています。逆の見方を

しますと、木造賃貸住宅に長年お住まいになっている高齢者の方が、立ち退きを余儀なく

されるという側面もあります。こうした方々の次の住まいに資するように、本区内にサー

ビス付き高齢者向け住宅を建設する際には、優先的に入居していただくことを条件にして

います。ただ、優先入居と申しましても、家賃が高いと入居できず、絵に描いた餅になっ

てしまうことも想定されますので、一定の割合ですが、新しく建設されるサービス付き高

齢者向け住宅の住戸については、「5 低廉家賃住戸の設定」にしてくださいということも、

事業者に要望しています。これら 1 から 5 までの区の要綱を理解・協力いただける事業者

に対しては、東京都と豊島区の上乗せ助成を行うといったスキームです。サービス付き高
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齢者向け住宅につきましては、中ほどにあります通り①②の 2 つのパターンがあります。

いずれにしましても、こういった 1 から 5 の同意基準等を拒否された場合には、例えば①

医療・介護確保型では国庫補助のみで、具体的には戸限度の 100 万円の助成しか出ません

が、承諾いただいた場合にはさらにこれに都の補助が付くというような内容になっていま

す。 

続きまして、4 ページ「3.応急仮設住宅について」です。東日本大震災の発生からちょ

うど 3 年が経過いたしました。区内で避難生活をされている方はまだたくさんいらっしゃ

いますが、こういった方々から一番多く聞かれるのは、「いつまで今の住まいに暮らすこと

ができるのか」ということです。昨年末までは、「入居日から 3 年間まで住宅を提供します」

としていましたが、被災県の意向でありますとか、東京都の延長措置等に合わせまして、

豊島区も期間をさらに延長しましたので報告いたします。内容としましては、囲みの部分

で、「岩手県及び宮城県からの避難者については、供与期間を「入居日から 4 年間」に延長

する」。「福島県からの避難者については、供与期間を「入居日から平成 27 年 3 月末日まで」

に延長する」。いずれも、被災県の要望内容に即しているものです。今月 1 日現在の区内の

「1.入居状況」です。区民住宅は世帯用の住宅として、単身者の方には安心住まい住宅を

それぞれ提供していまして、合計 35 戸 82 名の方が未だに区内で避難生活をされている状

況です。 

なお、「2.都内避難者人数」は、2 月 6 日現在と若干古いですが、避難者情報システムに

基づくデータでは、都内における避難者数はご覧いただいた通り合計 8,030 名、区内にお

ける避難者は合計 181 名です。区が提供する住宅以外に、ご自身で賃貸住宅を契約された

り、あるいは親族の方と同居され避難している方が多数いらっしゃることがわかります。

ページをおめくりいただきまして、5 ページ「4.豊島区居住支援協議会の取り組みにつ

いて」です。「目標 5 良質な住宅ストックの形成」に位置付けている事業です。「①進捗状

況」についてです。3 つのモデル事業のうち、シングルマザー支援事業については、平成

25 年 5 月に第 1 号となる入居実績がありました。その後も、入居者説明会の開催、関係先

へのチラシ配布、広報としまへの記事掲載、物件内覧会の随時実施等、いろいろな活動を

行って入居者の募集に取り組んでいるところ、平成 26 年 3 月に 2 世帯目、4 月には 3 世帯

目の入居が予定されています。他 2 つのモデル事業の、タウンコレクティブ支援事業、知

的障害者支援事業は、見合う物件の確保や支援団体との調整など、入居実績に結び付ける

ための作業に取り組んでいます。とくに知的障害者支援事業は、非常に難しい部分があり、

まだ入居実績には結びついていませんが、平成 26 年度以降も引き続き頑張っていきたいと

思っています。 

ここで、恐れ入りますが、この後に付いています参考資料 1 をお取り出しください。「豊

島区居住支援協議会 事務局の活動」を時系列に並べたものです。1 は、平成 24 年 7 月 3

日に居住支援協議会を設立し、4 居住支援モデル事業の説明会を行い、10・11 と続きます



 
 

１１ 

が、提案していただいた団体のヒアリングを行い、その中からモデル事業を 3 段階選考し

たという流れになっています。 

ページをおめくりいただきまして、2 ページです。すべてを読み上げられませんが、例

えば、34 の NHK 取材、37 の世田谷トラスト来庁、あるいは 39 の大分県景観まちづくり室

来庁、40 の神戸市来庁など、いろいろな自治体や報道機関からも注目を集めておりまして、

こういった視察対応もこなしながら、入居者の実績、物件の確保に努めているところです。

こちらにつきましては、物件管理者より物件提供の申し出があり、物件を見に行ったり、

オーナー訪問します。あるいは UR への協力要請では、「空き室の多い UR 物件を貸してもら

えないか」という活動も行っているところですが、課題が多くあり、上手く進んでいない

という状況です。 

本編の進行管理資料にお戻りください。「②主な課題」です。今、「いろいろな課題があ

って難しい」と申しましたが、ここで 5 点ほど課題をまとめました。1 つ目は、物件の確

保が困難なことです。住宅確保要配慮者は低額所得者が多いため、家賃滞納や、単身高齢

者の場合は孤立死等によるリスク不安が高いため、オーナーに事業の説明をしても理解と

協力を取り付けることが難しいという状況が続いています。2 つ目は法令等による利用制

限です。国の補助金を利用した公的支援事業ですので、使う物件も違反物件はもちろんの

こと、既存不適格物件についても安易に利用するわけにはいかず、慎重に選定せざるを得

ない状況にあります。また、古い空き家は人が住んでおらず利用しやすいということはあ

りますが、旧耐震の建物が多く、そのままでは人が住むには不適切な物件が多いのが実情

です。3 つ目は、入居者の問題です。賃貸住宅へ入居する際には、連帯保証人が必要にな

りますが、なかなか保証人を用意できないという方々が多いのが実情です。 

ページをおめくりいただきまして 6 ページです。 

4 つ目の NPO に対する偏見も、軽視できません。居住支援モデルを行うのは実際には NPO

で、入居者に代わって NPO が賃貸借契約を締結しようとする場合、物件オーナーが「NPO

とはどんな団体なのだろう」と不信感を抱き、なかなか貸してもらえないという報告も受

けています。5 つ目は家賃負担です。先ほど、「いろいろな課題がある」と申しましたが、

耐震基準でありますとか、各種の法令をクリアした物件というのは、いわゆる「安かろう

悪かろう」といった物件ではなくなってしまいますので、どうしても家賃が高くなってし

まいます。そうした結果、せっかくオーナーの理解を取り付けた物件でも入居ができない

事態が散見されています。これらの課題に対し、今後、どのような対策を行うかについて

です。オーナーの協力を取り付けた物件を事前登録する「としま居住支援バンク」を 2 月

に創設いたしました。また、保証人の不在を代替するような信用保証会社との協定を締結

すること。これは、現在、民間信用保証会社と協議を進めているところです。あとは、家

賃の助成制度です。高過ぎて入れないということでは本末転倒になりますので、一定程度

の家賃助成も行うことを制度化しています。時間を要する調整もありますが、課題解決に
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向けて頑張っていきたいと考えています。 

「③今後の進め方」です。先ほど、「としま居住支援バンクを設置しました」と申しまし

たが、これについて丁寧に説明させていただきます。参考資料 3 をお取り出しください。

カラーで印刷されたものがあると思います。こちらは、 近開設しました「豊島居住支援

協議会」専用のホームページのトップページです。左に赤で囲んで「物件情報マップ・こ

こをクリック」と書いていますが、ここをクリックしていただきますと、裏面の豊島区全

域の地図が出てきて、今お配りしたものですと、豊島区域の左端に西武池袋線の左のとこ

ろに、薄いピンク色が付いた○があると思います。これが、入居者がすぐに入居可能な物

件をプロットしたものです。このプロットをクリックいたしますと、また画面が展開して、

その物件の外観写真ですとか間取りの写真、あるいは家賃情報といった基本情報が出てく

るという形になっています。本日お配りした資料では、1 軒しかプロットはありませんが、

今は 6 軒ほどに増えている状況です。この物件収集につきましては、区内の宅建協会や全

日本不動産協会など、不動産業界の皆さんに物件情報の協力を依頼し、これを 1 つずつで

も増やしていきたいと考えているところです。 

また、進行管理の資料本編にお戻りください。「③今後の進め方」の中ほどです。平成

24 年度～25 年度の 2 ヵ年度につきましては、モデル事業として 3 つの支援事業を採択して

いましたが、いよいよ平成 26 年度からは本格的に事業を実施する予定です。シングルマザ

ーの支援事業は、一定程度の入居者が出てきましたので、今後は入居支援だけではなく実

際の生活支援に向けた取り組みにも着手していきます。残る 2 団体につきましては、これ

までの 1 年半の活動の中で明らかになった課題を一つずつ解消しながら、入居実績が出る

よう引き続き関係団体と連携を図りながら活動していきます。 

続きまして、資料 2 をお取り出しください。「平成 26 年度 新規事業」について報告いた

します。住宅課では、平成 26 年度に住宅修繕・リフォーム資金助成事業を新たに実施いた

します。事業概要は、自己所有する住宅の修繕工事及びリフォーム工事を行う一定の所得

以下の方に対して、助成対象工事額の 30 パーセント以内で修繕工事は 10 万円、リフォー

ム工事は 20 万円を限度に助成をするという内容です。一定の所得以下の方に対し、工事代

金の一部を助成することで、住み慣れた地域での生活の安定と住宅ストックの適切なメン

テナンスを図ることを事業目的としています。 

この事業につきましては、このあと資料 3 として報告いたします「豊島区建物等の適正

な維持管理を推進する条例について」とも歩調を合わせた新規事業であることを、付け加

えさせていただきます。資料 3 の説明をお願いします。 

●会長 お願いします。 

●建築審査担当課長 恐れ入ります。右肩に資料 3 と書かれました A3 のペーパーをご覧く

ださい。こちらは、今回、議会の方で上程させていただいている「豊島区建物等の適正な

維持管理を推進する条例」の背景ならびに概要の説明です。まずは、「1.制定の背景」です。
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空き家や改修や修繕など十分に維持管理がされない建物が増加傾向にあるということで

す。それから、近隣住民からの瓦や外壁などの落下の恐れです。こういったことから、放

火等の防犯面に不安の声が寄せられています。また、区議会においても条例化に向けた一

般質問が 3 箇条ほどありました。それから、町会連合会からも条例化を求める要望があっ

たということです。 

「2.件数等の実態」です。「1)建物の通報・指導・解決件数の推移」で、平成 20 年度か

ら載せております。一番左の合計を見てください。通報件数は 195 件、その中で指導件数

は 79 件、解決件数 24 件、粘土等を貼るといった応急措置の実施 14 件、未解決 41 件で、

年々累積している状況がこういった数字から見てとれると思います。「2）建物等の老朽化

で指導した建物の特徴」を、平成 20 年から平成 24 年までの 65 件から分析した結果です。

①木造 2 階建ての住宅系建物が 9 割程度を占めています。②築年が判明した 41 件中 40 件

が築 40 年以上経過しています。それから、③65 件中、居住または使用が確認された建物

は 49 パーセントということで、純粋に空き家だけではありません。もう少しマクロで見た

ものが、「3）空き家実態調査報告書」です。「①調査対象」は建物棟数 11,990 棟、「②空き

家の推定数」は 551 棟、「③外観上破損があった棟数」は 201 棟です。「④破損項目と箇所

数」は、重複がありますが、外壁の一部破損または崩れ 119 箇所、瓦・トタンのはがれ 118

箇所という内容になっています。「⑤破損個所数別の棟数」201 棟から見ますと、1 箇所だ

け破損しているのは 139 棟、2 箇所 50 棟、3 箇所が 9 棟という結果になっています。「4）

空き家実態調査から破損が確認された建物等（201 棟）の属性と特徴」を見たものです。

やはり、「（ア）構造」は木造が 91 パーセント、「（イ）階数」は 2 階 1 階で 99 パーセント

を占めています。「（ウ）用途」は戸建・長屋で 90 パーセント以上という、住宅系の用途が

大半を占めています。それから、「（エ）築年」は昭和 56 年の新耐震の基準で分けた年次で、

昭和 56 年以前が 93 パーセントです。「（オ）破損項目が 2 箇所以上あった建物（築年数が

判明した 17 棟）」はすべて築 40 年以上という結果でした。「（カ）外観上空き家の所有者等

に対するアンケート調査」を行いましたところ、「使用している」という回答は 80 パーセ

ント以上です。この資料の実態と、空き家実態調査からは、木造 2 階以下の住宅系で築 40

年以上というところがキーワードになってくることが明らかになっています。 

これまで指導してきた中での「3.課題」です。「所有者の情報入手に時間がかかる」「迅

速な修繕、保全措置に進まない」「完了検査を受験していない建物が多い」。これにつきま

しては、木造 2 階建て住宅の、とくに平成 11 年以前という確認検査が民間に開放される以

前の建物ですが、全国的には検査済証を取っているものは約 30 パーセント、豊島区では

10 パーセント程度になっています。 

建築基準法上は、工事が完工してから 4 日以内に申し出て、7 日以内に検査をすること

が法律の決まりですが、実態は、平成 11 年以前は工事を完了したことを申請するところも

実は少なかったです。そういうことで、受検していない建物が多いということです。それ
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から、こういった老朽化する可能性が高い建物を予備軍と呼ばせていただいていますが、

こういう建物も豊島区に非常に多いということです。「老朽化の定義があいまい」「固定資

産税等の軽減措置とのギャップ」では、固定資産税、あるいは都市計画税も、税制等との

ギャップがあります。「係争」では、相続や借地・地主という問題の中で、なかなか終点に

いかないという問題があります。その中で、4.対策の方向性は、管理不全、危険な建物に

対する規制強化として、勧告・指導・命令・公表を条例の中で位置付けています。2 つ目

の措置は、管理不全な建物に移行しない予防的措置では、2 階建て以下の住宅等の調査・

通知制度を入れています。建築基準法上は、もう既に建っているものを改めて検査するこ

とは予定されていませんので、それを条例に入れ、改めて古い建物においても所有者から

の申し出があり区が調査をして通知をすることで、予防的にそれが悪くならない、維持を

してもらうきっかけにしてもらうため、この内容を盛り込んでいます。この内容は全国初

の試みです。応急的・緊急的な対応の拡充では、必要 低限の措置や資材の貸出、数値的

な基準の策定とそれに基づく措置・支援等、老朽化の度合いを数値基準に定めるです。専

門家派遣による助言制度の創設、老朽建物等の除却時の助成事業は上限 100 万円です。そ

ういったところで、来年度からこの事業も展開していきたいと考えています。 

「5.検討経緯と今後の予定」です。これまで 5 回、警察署と消防署に入っていただき、

条例を検討してきました。公布予定は平成 26 年 4 月 1 日、施行予定は平成 26 年 7 月 1 日

です。 

「6.条例（案）の構成と他制度との連携のイメージ」は、大きくは 2 本立てになってい

ます。左側のすでに悪くなっている建物については、危険性の排除ということで、修繕や

応急処置の徹底です。もう一方の右側は、悪くならないように老朽化を抑制していくこと

です。改修や市場流通への動機付けという準備をしたものです。左側は、通報やパトロー

ルをいただいて調査をし、台帳記録をします。その後、助言・勧告指導・命令・公表を通

知基準に基づいて行うこと考えています。それでもできない場合は、左側の緊急安全措置

で、区が 低限のネットを貼ることができる措置です。ただ、こういった規制だけではな

く、中ほどにある支援という除却助成・専門家派遣・応急資材貸出を行うことで、規制も

強化しますが支援も行うことを考えています。また、他制度との連携は、先ほどお話があ

ったように、住宅修繕リフォーム資金や耐震診断などという制度とも連携を図りながら進

めていくということです。続いて、右側の老朽化の抑制は、所有者からの申し出があれば、

建設に支障がない平成 11 年以前の木造 2 階建ての住宅については、調査をして調査結果を

通知していきます。こうした老朽化を予防していく点も、この条例の中に盛り込みました。

さらに、これでも解決しないものについては、各法律が所管する行政代執行を視野に置い

て検討を進めるというスキームを考えています。 

説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。只今、進行管理に関して説明していただきましたが、
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皆さまからご質問ご意見をいただきたいと思います。せっかくですから、順番にしましょ

う。 

初の、「1.家賃助成事業について」です。進行管理資料 1 ページ目です。これについて、

皆さんからご質問ご意見ございますか。 

私からです。先ほど、聞き逃したかもしれませんが、この助成取り消しというのは、ど

のような事情のものが多いですか。 

●住宅課長 これは、年度中に、豊島区から出て他の自治体に転居されるようなものです。

●会長 わかりました。他にご質問ご意見はございませんか。次に行ってもよろしいです

か。それでは、「2.ケア付き住まいの供給助成事業について」です。ご質問ご意見はござい

ませんか。 

●委員 サービス付き高齢者向け住宅については、国も都も区も補助があります。実績と

してはここに書かれていませんが、今は、アプローチはかなりあるのでしょうか。その辺

をお聞きしたいと思います。 

●住宅課長 実績といたしましては、豊島区内で今は 2 ヵ所あります。この 3 月末に新規

で入居開始をはじめるものと、12 月末辺りに竣工予定のものがあります。2 つ合わせて、

86 戸の供給が図られる予定です。 

●会長 よろしいでしょうか。2 について、他に皆さまから何かご意見ご質問ございませ

んか。よろしいでしょうか。それでは、「3.応急仮設住宅について」です。お願いします。

●委員 かつては、「入居日から 3 年間」でしたが、下にあるように、岩手県と宮城県は 4

年間で、福島県についてはきちんと「平成 27 年 3 月末」と書かれています。これには何か

理由はありますか？ あるのでしたら教えてください。 

●住宅課長 福島県に直接、他の自治体と期限が違う理由を電話で確認しましたが、福島

県の担当の方がおっしゃるには、「復興のためには、皆さんに戻って来ていただきたいとい

う狙いがあり、福島県内で避難されている方についても同じように平成 27 年 3 月末までと

させていただいた」と聞いています。 

●会長 他にいかがでしょうか。それでは次に進みたいと思います。「4.豊島区居住支援協

議会の取り組みについて」は、いろいろな変更があったと思いますが、ご質問ご意見はご

ざいますか。 

●委員 この「豊島区居住支援協議会」は、私も大変期待しております。せっかくですの

で、専門家だけではなく、入口も低くしていただきたいと思っていた時に、このホームペ

ージやいろいろな参考資料を拝見して、いろいろな方に情報が入りやすくできていて良い

なと思いました。参考資料 3-2 は、チラシなのかと思って読みました。その中に、「としま

居住支援バンク。お持ちの空き家・空き室を活用しませんか？」とあり、「としま居住支援

バンクとは？」と書かれている文章の中の、（ここでいう「住まいの確保にお困りの方」と

は）という説明があります。 
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これは確かに、正しい説明なのですが、「皆さん、お持ちの空き家・空き室を提供してく

ださい」と呼びかける時に、やはり一番皆さんが心配する、ためらってしまう居住の条件

と言いますか、それは高齢者やシングルマザーの方だと思います。こういう方たちをフォ

ローするというか、「きちんと不安を取り除くことをします」という言葉がないと、せっか

く皆さんが空き家・空き室を提供しようと思った時に、少しためらうようなことが書かれ

ていますと、情報提供し難いかと思いますので、その辺もお願いしたいと思います。 

●会長 そうですね。大事なご指摘です。いかがですか。 

●住宅課長 ありがとうございます。資料の作りがわかり難く、申し訳ありません。今、

ご指摘いただいた資料の前のページに、「ご協力いただける仲介業者様の作業手順」があり

ます。実は、ここからが 1 つの資料のかたまりとなっています。この資料は、協力いただ

ける不動産業者に、「居住支援協議会とはこういうものです。ついては、物件の登録にあた

っては、ここに書いてある通りステップ 1、2、3 という形を踏んでいただきます。こうし

た取り組みについて、協力いただけますでしょうか」という趣旨で、今のチラシが入って

います。そういった意味においては、委員ご指摘の通り、ただ「貸せ」とやみくもに言わ

れても「豊島区居住支援協議会」がどのようなバックアップ・フォローをしてくれるのか

という記載が確かに希薄だと思います。それについては、今後、付け加えていきたいと思

います。 

●会長 そうですね。オーナーの不安を解消するような説明をお願いします。他にいかが

でしょうか。どうぞ。 

●委員 細かいことで恐縮です。6 ページにあります、3 つのモデル事業の中のシングルマ

ザー事業が動いているということで、「一定数の入居世帯が出たことから平成 26 年度から

は生活支援に向けた取り組みにも着手していきます」とあります。この生活支援とは、具

体的にどのようなことなのかを教えていただきたいということが 1 つです。戻ってしまい

恐縮ですが、先ほどご説明がありました 3 ページ「②サービス付き高齢者向け住宅」の中

で、「4 木密地域の改善に伴う優先入居」があるのかどうか、それも教えてください。 

●会長 それでは、質問ということでお願いします。 

●住宅課長 1 点目でございます。シングルマザーの生活支援内容についてです。説明が

不足しておりまして申し訳ございません。参考資料 2「居住支援協議会の概要」をお取り

出しください。2 ページ下のちょうどページ数を表記したところの上に「②（ⅲ）シング

ルマザー支援活動」という、事業の内容を書いています。まだこの支援事業を行っていま

せんので、あくまでも想定ですが、どういうことをするのかと言いますと、当該シングル

マザー家庭が経済的・社会的・精神的自立を果たすことができるように、例えば、子供の

食事提供や補習塾、母親へファイナンシャルセミナーを開催します。このようなことを通

じて、少しでも所得が増えるよう経済的にも自立してもらうという生活支援を行うことを

標榜しています。 
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もう 1 点の、サービス付き高齢者向け住宅のご質問についてです。木密地域の改善に伴

う従前居住者優先入居についてですが、ご質問は、これをサービス付き高齢者住宅の中で

ということですか。 

●委員 何戸あるのかということです。 

●住宅課長 実績としてですね。恐れ入ります。 

まだ、実績として、これを適用した事例はありません。と申しますのは、「今、区内で 2

物件が建設されている」と申しましたが、3 月末までに入居者を募集しているものにつき

ましては、建築着工が東京都の補助金制度ができる前だったため、今回の東京都や豊島区

の制度の枠外で進んでいます。ですから、純粋な民間主体のサービス付き高齢者向け住宅

ということになります。もう 1 つの、今年 12 月末に竣工予定となっています住宅は、一定

程度従前居住者が優先的に入居する枠を同意のうえ、用意していただいていますが、実際

にはまだ、入居希望者が出ていませんので、今後、周知していきたいと考えています。 

●会長 他にいかがでしょうか。「豊島区居住支援協議会」の関係で、ご質問ご意見はござ

いませんか。お願いします。 

●委員 5 ページ「4.豊島区居住支援協議会の取り組みについて」の、「②主な課題」に 5

つ上げられていますが、5 つ目の家賃負担で高めの家賃になってしまうのは、2 つ目の課題

で上げられています法令等による利用制限の、旧耐震の建物が多く、そのままの状態では

使えないところが大きな理由かと思います。これを上手く活用すれば、安く、しかも古い

ので、リノベーションのし甲斐があると言いますか、魅力を活かす可能性があると私は思

っています。これに対して、例えば、耐震基準ということであれば耐震を高める補助など

が、集団規定が法令違反の場合はなかなか難しいかもしれませんが、単体規定であれば補

助制度により修繕をすれば、法令にも合った形で利用できるのではないかと思います。そ

の中で、今日の中では、資料 2 や 3 のものを上手く活用すれば可能性はあると思い見てい

ました。しかし、合致しづらいという気もしました。そのような可能性はあるのかをお聞

きしたいと思います。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 しっかりした住宅ですと、どうしても家賃が高くなってしまいますので、「古

い住宅に手を入れ、修繕ないしは改築をして住めるような状態にできないのか」というご

指摘はもっともだと思います。確かに、国と東京都では、そういった視点も踏まえ、耐震

リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネルギーリフォームを行う場合には一定の助

成をするという補助メニューを用意しています。オーナーが自己負担をしてでも建物を新

しくする場合、こういった国や都の助成を使ってリフォームし、その後の入居者に対する

支援を区で行うという、役割分担で今考えているところです。しかし、やはりオーナーの

費用負担がありますので、そこまでして住宅確保要配慮者に貸し出そうというご提案は出

ていないという状況です。 
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●委員 そうであれば、先ほどのチラシの話もありましたが、そうしたところに「国や都、

区の支援がある」ということを書くことで、少しはオーナーも前向きに考える可能性があ

ると思いましたので、ご検討いただきたいと思います。 

●住宅課長 先ほどの指摘事項と合わせ、これも追加していこうと思います。 

●会長 他にいかがでしょうか。私からです。この住宅対策審議会でも何回かお話しまし

たが、空き家活用にあたっては、実は大きな壁があります。なぜ空き家になるかを考えま

すと、2 つの背景があります。1 つは、もともといろいろな権利関係の諸事情で、利用が進

まないケースです。 

もう 1 つは、家賃が下げられないということです。例えば、「他に入室されている方の家

賃に影響してしまう」などです。そして、この 2 つの理由を乗り越えて活用しようとしま

すと、現状は、「建物については、いろいろと助成します」と言って建物を良くしてもらう

と、やはり家賃が高くなります。家賃が高くなるということは、空き家対策にとっては非

常にマイナスで、普通は「空き家が活用できるのは、家賃が安いから」と皆さん思うと思

います。それが乗り越えられないので、このままでは多分、何をしても空き家活用が進む

ことはありません。結局、高い家賃のものをある程度安く入居できるようにするためには、

ルームシェアやシェア居住を推進するしか他に方法はありません。今、シェア居住につい

ては、法規制化の問題が取りざたされています。これについては、いわゆる脱法ハウスと

いう非常に悪いものと、健全なルームシェアやシェアハウスの境目はどこにするかを、豊

島区として明確にしていくことが大事だと思います。脱法ハウスについては厳しく対処し

ていく一方で、健全なものについては、どのように伸ばせるかということを皆で真剣に考

え、場合によっては、空き家活用条例などを制定して、明確にして取り組むことが必要と

思います。 

他に何か、ご質問ご意見ございませんか。 

●委員 今、会長のお話がありました、適正なシェアハウスについてです。確かに、家の

近所でもあります。脱法ではないと思いますし、適正にシェアしているかもしれません。

建物自体は適正ですが、入る方たちの問題もあります。それこそ、ワンルームのいろいろ

な問題点です。入っている方たちに、全く責任感がないのです。例えば、ごみ出しルール

を守っていないことです。私の近所でも、ごみの当番をしてくださっている、もともと住

んでいる年配の方たちが本当に困り果てています。大きなダンボールをそのまま出してみ

たり、曜日を守らなかったり。そういうことは、住宅課ではないでしょうけれど、区内で

連携していただいて、それこそ町会加入が今は住宅に対しても言われていますから、それ

と同じような形で少し注意を払っていただければ、まさにシェアしていくということがト

レンドなど、今風になっていくと思います。入る人たちに対して、ソフトも含めて、何か

対応していただきたいと思います。 

●会長 そうですね。ルームシェアを運営する事業者が一所懸命行うという対応と、一方
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で、居住者が自主的にルームシェアするという場合もあります。多分、こちらの方が問題

になります。こちらは、やはり、自治会や区がいろいろと関わっていかないと、ごみ出し

の問題にも対応できませんから、これは課題です。 

 他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。これは、課題がいろいろあり、今後とも

鋭意取り組むということです。 

 それでは、次の議題です。資料 2「平成 26 年度 新規事業について」、ご質問ご意見はご

ざいますか。どうぞ。 

●委員 続けてしまい、申し訳ございません。この新規事業は、住宅修繕・リフォーム資

金助成事業ですが、昔あった修築資金は、例えば 100 万円以下の事業で、銀行から融資を

受けた金利負担だったと思います。前の修築資金との違いを説明していただけますか。 

●会長 事務局でできますか。お願いします。 

●住宅課長 委員のご指摘通り、住宅の修築資金の融資あっせん、利子補給を行っていま

した。 

これは、昭和 52 年から始めた事業ですが、平成 14 年度以降、新規の受け付けはしてい

ません。今は、償還期間の残っているものに対して、利息助成を行っています。今回の「平

成 26 年度 新規事業」と非常によく似ている事業としては、平成 14 年度以降休止扱いにな

りました住宅リフォーム資金助成事業です。名称もほとんど同じですが、この内容は、区

内の自己所有の物件について、区内の施工業者に修繕の発注をかけ、工事金額が 20 万円以

上であること、工事見積額の 5 パーセントでかつ 10 万円を限度として工事費用を助成する

というものでした。実績がありましたのは、平成 11 年度と平成 13 年度の 2 ヵ年度で、平

成 11 年度は予算額 500 万円に対し、助成件数 74 件、助成工事の総額は 1 億 3,800 万円で

した。平成 13 年度は予算額が 300 万円に減りまして、助成件数 50 件、工事金額の実績は

7,400 万円でした。 

●委員 事業概要にも書いてありますように、今回は、助成対象者が社会的弱者に対して

ということですが、前の資金は助成対象に制限はあったのですか。 

●住宅課長 先ほどの住宅リフォーム資金助成事業は、所得制限は設けていませんでした。

●委員 何か、予算委員会のようです。「豊島区中の建物を良くしていこう」という時に、

やはり、社会的弱者だけではなく、対象がない方がいいという部分もあります。また、き

ちんとした事前の相談があり、助成の承認書や確認書があるという、この流れを見ていま

すと、確かにこれは不正ができないようなきちんとした助成だと思います。この流れの中

で、例えば工事が完了して、完了検査をして、助成されるまでにどのぐらいの時間がかか

りますか。これでいきますと、工事終了時に工事業者に工事費用を払わないといけません。

領収書となっていますから。そうしますと、直してもらった方は、それだけの手持ちのお

金を用意しておかなければならないということですよね。そして、このように申請して、

通知が来て、助成が交付される時間がどれほどかかるかを教えてください。 
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●住宅課長 「平成 26 年度 新規事業」を行う前に、平成 25 年度に非常によく似た事業を

1 年間だけ行いました。その住宅修繕資金助成事業の実績をもとに報告しますと、発注者

が工事代金をお支払いして、区との書類のやりとりをし、認められた経費の 10 パーセント

かつ 10 万円の助成額がご本人に渡るのには、大体 1 ヵ月程かかります。 

●委員 意見は様々で、「1 ヵ月は長い」という人も居れば、「1 ヵ月程度はしょうがない」

という人も居ます。しかし、ここにあるように、社会的弱者を対象にしているのであれば、

工事資金は銀行からの借り入れという形になるので、そこら辺はやはりスピーディに行わ

ないと、何のために社会的弱者を対象としたのかがわかりません。 

「社会的弱者の人が借りられる」という謳い文句ですが、実は手続きが煩雑で、時間が

かかり、「もう借りるのは止めよう」ということにならないでしょうか。我々も仕事で区の

助成事業を紹介しますが、今までの流れを見ていますと、「これだけ面倒な手間がかかるな

ら止める」というケースはよくあるのです。先ほど、会長がおっしゃっていたように、豊

島区は住宅に対して先進的で、他の区より進んでいるのですから、利用者が利用しやすい

ようにしてください。確かに不正があっては困りますし、そこはしっかり対応していただ

きつつ、利用される方が簡単に利用できるようにしていただきたいという要望です。 

●会長 そうですね。事業の実施段階ではぜひ配慮をお願いします。 

●住宅課長 ご指摘いただきました点は真摯に受け止めまして、公正な手続きを踏むとと

もに、極力迅速に交付ができるよう努めてまいります。 

●委員 新しい事業で、これは良い利用ですので、ぜひ、きちんとした形で行ってほしい

と思います。この、豊島区住宅相談連絡会、住宅修繕リフォーム相談員はどのような形で

すか、説明をしてください。 

●住宅課長 豊島区住宅相談連絡会の内容を説明します。豊島区内に工務店の団体があり、

住宅相談連絡会は、その主だった 5 つの団体で構成されています。スキームは、まず、区

に寄せられた修繕リフォームの相談があった場合、豊島区住宅相談連絡会に連絡します。

その後、住宅相談連絡会から直接、相談者と話をしてもらい、5 団体で順番に仕事を回し

ていただきます。その中で、先ほどもお話がありましたが、適切な見積・施工が行われて

いるのか、完了検査も含めてですが、工事を請け負った団体とは別の団体から出していた

だいた検査員がチェックをかけ、第三者機能を高めていくという内容です。 

●委員 そうしますと、豊島区住宅相談連絡会に加盟していらっしゃる方々が、順番に仕

事を受けていくという形になると思います。そうすると、ここに加盟していない工務店や

大工さんなどはたくさんいらっしゃると思いますが、こういう方は工事に参加できないの

ですか？ 

●住宅課長 現行ではおっしゃる通りになります。加盟されていない、いわゆる一匹狼的

な大工さんは、枠の外になるということです。 

●委員 豊島区住宅相談連絡会は、区民センターに 1 部屋借りて、区民向け住宅相談をし
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ています。それに加盟している団体と考えていいのですか？ 

●住宅課長 それを行っている団体が、豊島区住宅相談連絡会です。 

●委員 住宅修繕リフォーム相談員は、豊島区住宅相談連絡会に所属して相談相手になっ

ている方ですか？ 

●住宅課長 区民センターで直接説明を受けた団体が、いわゆる直請けをしないよう、豊

島区住宅相談連絡会の中で自主規制を設けていただいています。そうしませんと、受けた

相談をすべて自分の中でという不公平が生まれてしまいます。 

●委員 わかりました。 

●委員 それで、今年度の住宅修繕・リフォーム資金助成事業の取り組みにあたり、適切

な区のお金ですので、豊島区住宅相談連絡会のメンバーの中で、適切な人を選んでもらい、

派遣をします。登録制度にするということで、それぞれに「こういう助成の取り組みがあ

ります」というものを出してもらい、その団体からそれぞれきちんと責任を持ってできる

方を推薦してもらいます。そして、相談連絡会の全体会議の中で、その方が適切かどうか

を判断して推薦することになっています。ですから、それぞれのメンバーが区から派遣さ

れているという自覚を持って、相談されている方を訪問し、それが修繕の助成金に当たる

工事なのかどうかを判断し、また、「こういうような修繕をした方がいい」というアドバイ

スをします。写真と図面が必要な場合は図面も出すなど、管理者的に、きちんと適切な工

事がされているかどうか判断できる人ということになります。ですから、かなり条件は厳

しいです。あとは、保険に入っているかなどですが、住宅相談連絡会の会員全員が、この

仕事に携わるということではなく、その中から選ばれた人が行うという登録制度です。 

●委員 いずれにしても、前に行ったものよりも、金額的にも少し上っている部分もあり、

使い勝手も少し良くなってきた部分もありまして、実際に修繕やリフォームをしなければ

ならないと思っている方はたくさんいらっしゃるので、ぜひ、この事業が成功するよう私

も望んでいます。よろしくお願いしたいと思います。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 確認です。今までのお話は、戸建て住宅の社会的弱者に対する助成対象工事のよ

うな感じを受けましたが、マンションでも社会的弱者、いわゆる修繕積立金が積み上がっ

ていないマンションはいくらでもあります。対象工事が給排水や屋上防水、外壁など、そ

れこそ多くの不具合があった場合、外壁が落下したり、大きな被害が発生するわけです。

マンションの場合、耐震修繕には助成は出ていますが、こういう大規模修繕に対する助成

は、現在は出ていますか。 

●会長 マンションの共用部分の改修は対象にされるかということです。 

●マンション担当課長 マンション担当課長です。残念ながら、マンションについての共

用部分の改修助成のメニューは、現時点では持ち合わせていません。現在ありますのは、

劣化診断等を行う検査に対する補助になります。 
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●会長 この助成制度は、専有部分は対象になりますか？ 

●住宅課長 分譲マンションにお住まいの方で、自分の所有しているスペース部分は修

繕・リフォームの対象になります。 

●委員 共用部分が対象になっていないのでしたら、被害の点を考え、今後はマンション

の共用部分に対しても、もし予算が出るようでしたら、ぜひともご検討していただきたい

と思います。 

●会長 よろしいですか。どうぞ。 

●委員 また認識不足の質問になるかもしれません。 

この事業は、先ほどのご説明によりますと、資料 3「豊島区建物等の適正な維持管理を

推進する条例について・6  条例（案）の構成と他制度との連携のイメージ」の、 後の他

助成制度との連携にこの事業が入っています。現段階では、社会的弱者ということで、人

に着目をしているというスキームになっていますが、将来的に条例と連携をするというこ

とになりますと、どのような形になるのか。もし、お考えがあればお聞かせください。 

●建築審査担当課長 恐れ入ります。こちらの建物は、調査に行った時に、所有者と、「ど

のような状態か」というお話をまずさせていただきます。その中で、「こういう助成制度が

あります」ということで、諸条件はありますが、条件に合致したものであれば、我々と住

宅課が連携をとって制度の活用を促していくということを考えています。 

●委員 気になるのは、社会的弱者というキーワードです。どういう読み方をするのかも

含めて、今後、ご検討いただけるということでしょうか。 

●住宅課長 住宅課長です。この社会的弱者というのは確かに気になるところかと思いま

す。なぜ、このような制限を設けたかという説明が抜けていまして、申し訳ございません。

先ほど申しました通り、過去には所得制限は設けずに住宅リフォーム工事の助成をしてい

た経緯がありますが、あくまでも個人資産である不動産に対して、行政が漫然と助成する

ことについては様々なご意見があるだろうと考えています。公益性の観点からも、限りあ

る財源をいかに効果的に執行するか、適切に制度設計することが何よりも重要だと考え、

「平成 26 年度 新規事業」については、真に支援が必要な方を優先的に利用してもらうた

めに、所得制限を設けたという背景があります。 

●会長 よろしいですか。私から 1 つあります。本当の社会的弱者というのは、例えば、

独身アパートに住んでいる借家人などで、もし、借家人の方が所有者の同意を得て、申請

して、改修が可能であれば、耐震改修できるようにしていただければ良いのではないでし

ょうか。この新規事業で私が一番期待するのは耐震改修で、いわゆる耐震改修補助に当た

らないものです。筋かいを一本入れたり、少し壁を補強したりするだけで非常に効果があ

ります。それに使えますよね。 

●住宅課長 状況による場合もあります。 

●会長 簡易な改修という意味です。それもリフォームの一種ですから、使えるようにし
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ていただくといいのではないでしょうか。現行法に合わせた耐震改修は大変ですが、少し

強化するだけでも非常に効果がありますから、良い制度に発展させていただければと思い

ます。よろしいでしょうか。どうぞ。 

●委員 先ほど施工業者の話です。一匹狼的な大工さんは含まれないというお話でした。

自分の家を改修するのに、今までお付き合いしている業者は、多くの場合居ると思います

が、そういう方は登録しなければできないとなると、使い勝手は悪いかと思いますが、い

かがでしょうか。 

●住宅課長 今年度実施していました住宅資金助成事業でも、実はそういった事例が 1 件

寄せられました。「この施工業者にお願いしたい」と名指しで注文を受けましたが、その方

は相談連絡会に入っていませんでしたので、「助成の対象にはならない」と申し上げまし

た。これについては、制度上の仕組みで走らせているもので、豊島区住宅連絡相談会とも

協議しなければならなくなりますので、今後の課題にさせていただきたいと思います。 

●会長 いずれにせよ、1 年間いろいろやってみて、その上でまた見直すということでし

ょう。よろしいでしょうか。それでは、資料 3「豊島区建物等の適正な維持管理を推進す

る条例について」に入ります。なかなか興味深い内容です。これについて、ご質問ご意見

はございますか。どうぞ。 

●委員 右下の説明で、「老朽建物等除去費 6 パーセントの助成事業、上限 100 万円まで」

というお話がありました。老朽建物でも除却してしまうと、結局、更地になります。更地

になるということは、固定資産税がどのくらいかわかりませんが、結構上がるのではない

かと思います。 

それが嫌なために、老朽建物をそのまま放置して取り壊さないというケースもあると聞

いています。この老朽建物の除却費だけではなく、これを活用できるようにするために、

他の措置が必要ではないかと思います。それは、下の「他助成制度との連携」で何かを考

えておられるのかどうか、お聞きしたいと思います。 

●建築審査担当課長 委員のおっしゃる通りで、除却すると固定資産税が、200 ㎡以下の

土地では 6 倍、都市計画税でも 3 倍になるので、老朽化しても建物をそのままにしておく

ことは全国的な問題になっています。委員がおっしゃったように、この制度の中では、そ

の後の減税措置は継続するのかということではなく、あくまでも危険性の排除ということ

だけを目的にしていますので、税制度との連携は図られているわけではありません。しか

しながら、先ほどの他助成制度との連携というところで、不燃化特区の中にあります、老

朽建物については、100 万円の上限という条件はありますが、固定資産税・都市計画税の

減免措置も可能になると考えています。不燃化特区につきましては、全体 1,300ha のうち

の確か 240ha だと思いますが、その地域内につきましては、減免措置が 長 5 年までは可

能というところで連携を図っていきたいと思っています。 

●会長 他にいかがですか。どうぞ。 
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●委員 「豊島区空き家実態調査」ですが、豊島区全体の中で地区分布はどのようになっ

ていますか。例えば、外観上破損がある 201 棟の分布はどのようになっていますか？ 簡

単でいいですので、いかがでしょうか。 

●住宅課長 このベースになりました「豊島区空き家実態調査」は、平成 23 年度に行いま

した。ただ、豊島区全域を網羅した調査ではありませんで、空き家が多いと思われる 16

地区・町丁目をピックアップして行いました。その結果ですが、空き家率が一番高かった

のは、具体名を申し上げて恐縮ですが、南長崎 2 丁目が数字で言いますと 2.2 パーセント

です。大体、16 地区を押し並べて平均しますと、1.6 パーセントという調査結果が出てい

ます。 

●会長 よろしいでしょうか。私からです。先ほどの、委員からのご質問に関係しますが、

この空き家の適正管理推進条例では、違反者には公表だけで明確な罰則があるわけではあ

りません。そうしますと、 終的に除去されてしまうというのが 大の罰則になります。

固定資産税が 6 倍になりますから。そのために、固定資産税は現行のまま残しておいた方

がいいと思います。「6 倍になるから、きちんと適正に管理してください」、そうしなけれ

ば除去され、「固定資産税を 6 倍払ってください」というように。実際、大都市では、その

罰則の心理的効果は大きいので、事実上行政が代執行する例はほとんどありません。しか

し、地方に行くと、固定資産税が 6 倍になってもそれほど大きくないので罰則効果はなく、

実際に代執行をやらざるを得ないことが多いです。豊島区は、そういう意味では、6 倍の

効果は大きいので、それをむしろ活かして管理を適正にする方が良いという感じがします。

 他にいかがでしょうか。これは 7 月から執行ですね。どうなるのか、大変楽しみです。

 よろしいでしょうか、皆さん。 

それでは 後に、全体を通じて皆さまからご質問ご意見をいただきたいと思います。い

かがでしょうか。これは今日で、一度、区切りになるのですよね。 

●住宅課長 はい。 

●会長 あと 10 分ほどありますから、できましたら、皆さんから一言ずつ。とくに公募委

員の方から感想でもいただけたらと思います。公募委員の方に考えていただきたいと思い

ます。お願いします。 

●委員 初のマスタープランの時には関わっていませんでしたが、見直しに関わらせて

いただき、とくに、その間に東日本大震災があって、その点は非常に良く盛り込まれたと

思いました。あとは、ちょうど関わった時に、空き家調査を研究室でさせていただきまし

たので、今日いただきました資料 3「豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例につ

いて」というのは、「こういうものができると良いな」とずっと思っていたことでした。と

くに、空き家というものが利活用とともに、その地域の課題と、また、今後使えるという、

両方を持っていますので、地域とともに考えるということが非常に重要だと思いました。

●会長 ありがとうございました。とくに、話さなければいけないとうわけではありませ



 
 

２５ 

ん。なければ、今日は発言されていない委員に聞きたいのですが、よろしいでしょうか。

●委員 私は、不動産関係の仕事をしていますから、空き家・空き室は非常に重要な問題

であると認識しています。とくに、新耐震以前の旧耐震の建物に空き家が多いということ

で、それをどのようにしたらいいかを考えています。この間、日経にも載っていましたが、

借りた方が自分で部屋の中をリノベーションするという、今扱っている物件があります。

空室率 50 パーセント程でしたが、そういう形で募集をしましたら、トントン拍子で入りま

した。これからは、そういったライフスタイルというものも、空き室対策の 1 つになるの

ではないかと実感しました。今回は、非常に勉強になりました。ありがとうございます。

●会長 それでは、続いてお願いいたします。 

●委員 資料 3「豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例について」の 後の、課

長からもご説明がありました不燃化特区との関連です。今、私が住んでいるところの上池

袋 3 丁目は、おそらく南長崎 2 丁目に次いで空き家が多い地区だと認識しています。上池

袋は、池袋本町を含めて、不燃化特区の対象地区になっていて、補助 73 と 82 が通ってお

りますので、懇談会とまちづくりでは協議会と勉強会を開いて不燃化特区について盛んに

勉強をしています。その方々が、勉強した知識を地元住民に還元すべき取り組んでおりま

すので、今後ともこの政策については、推進していければ非常に良いと思っています。 

●会長 事務局からあります。 

●住宅課長 ここで訂正させていただきます。先ほど、ご質問に対して、「空き家実態調査

の結果で、1 番多かったのは南長崎 2 丁目」と申しましたが、よく確認しますと、1 番多い

のは 3.9 パーセントで上池袋 3 丁目でした。次に多いのが、長崎 4 丁目の 2.8 パーセント、

南長崎 2 丁目は 3 番目でした。大変失礼いたしました。 

●会長 それでは、お願いします。 

●委員 「豊島区住宅マスタープラン」は多岐に渡り、やることもとても多く、責任も重

く、これから実施していくのが大変だと思います。今まで、高齢者の方などいろいろの方

から住宅のご相談がありますと、「豊島区の住宅課にご相談になるといいです」というお話

をしていましたが、実際にお仕事の分量が多く大変だとつくづく思います。そういう意味

でも、今度できました「豊島区居住支援協議会」のホームページですとか、窓口を低くし

て皆の声が入るようなところができてくるのは、ありがたいなと思います。有効に活用で

きたらと思います。もうひとつ言えることは、こういう「住宅」というものは、ハードを

供給すればいいというものではなく、やはりソフト部分がとても重要だと思っていますの

で、地域のコミュニティと一体となり、本当に住み良い街をつくっていかなければいけな

いと思います。ハードをつくるだけでなく、ここは私たち住民も努力して良い街にしてい

かなければならないと思います。 

●会長 そうですね。マンションやアパートと自治会の関係というのは、今回取り上げな

かったので、今後の課題になります。例を挙げますと、千葉市はマンションの管理組合を
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そのまま自治会に加入することを認めるようになりました。ありがとうございました。お

願いします。 

●委員 今年度から住宅対策審議会に参加させていただき、いろいろ勉強させていただき

まして、ありがとうございました。なかなか、発言もできませんでしたが、来年度はもう

少し積極的にできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

●会長 よろしくお願いします。改めてお願いします。 

●委員 私も、去年から参加し、まだ 1 年経っていませんが、この豊島区住宅対策審議会

に出させていただいて、知っている人からもいろいろなことを聞いてきたので、大変ため

になりました。豊島区の中には審議会がいくつかあります。どうも、いろんな審議会がオ

ーバーラップしている部分があり、この住宅対策審議会も、例えば道路や街づくりは他の

課が専門なので、そこが発言するということだと思います。何か、審議会が横並びになり

統一性がない気がしています。もう少し上手く、審議会というものをまとめられて、下に

分科会という形にするような工夫をされた方がいいかと、私は感じました。 

●会長 ありがとうございました。今後の課題です。それでは、他に「ぜひ発言したい」

という方はいらっしゃいますでしょうか。どうぞ。 

●委員 私も参加して、いろいろな立場の方のご意見を聞かせていただき、大変参考にな

りました。私たちは区民の皆さんからよく相談を受けますが、住宅問題の相談が大変多い

です。先月も 1 件ほどありました。67 才の高齢者の方で、オーナーから「“建て替えるか

ら出ていってほしい”と言われた」という相談でした。この方は、「自分は生活保護を受け

るのは嫌だ」と、ダブルワークで一所懸命働いています。現在の家賃は 4 万円ということ

で、それ以上高いアパートに住むわけにはいかないので、同程度の家賃の住まいを求めて

います。本来、立ち退きですので、「安心住まい提供」に該当しますが、お元気なので「該

当しない」というお話でした。せっかく、「安心住まい提供」があるのですから、今回も若

干増えていますが、なかなか制度はあっても活用できない実態があるのだと、今、非常に

痛感しています。 

 そういう点から見ますと、私もずっと発言してきましたが、公共住宅・区営住宅がこの

5 年間で 0、福祉住宅も 5 年間で下がりました。区民住宅はマイナス 300 ということです。

本当に区民が求めているのは安くて質の良い住宅ですが、そういう要望に応えられるよう

なマスタープランになっていません。皆さんと一所懸命頑張ったのはよくわかりますが、

そういう点では残念です。心理的には「反対したい」という気持ちですが、皆さんのご意

見もいろいろありましたので、敢えてそういう態度はとらなかったのですが、残念な思い

も非常に強く持っています。以上です。 

●会長 貴重なご意見をありがとうございます。こればかりは、公共住宅を増やすか、そ

れとも民間への家賃助成で対応するかという、政治的な判断ですので、ぜひ議会で考えて

もよろしいかと思います。他にありますでしょうか。 
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 それでは、議事については以上で終了し、今後のスケジュールについて、事務局からお

願いします。 

●住宅課長 昨年の7月から5度にわたる審議をいただきまして、「豊島区住宅マスタープ

ラン」を策定いただきまして、誠にありがとうございます。改めて感謝申し上げます。平

成 26 年度は、今回と同じように、「豊島区住宅マスタープラン」に書かれた住宅施策がど

のように進捗していっているのかをちょうど 1 年後になるかと思いますが、報告し確認を

していただくという場になると思います。今回の「豊島区住宅マスタープラン」で、「いろ

いろなことを書いて威勢はいいものの、ほとんど何も実績は出ていないのではないか」と

言われることがないよう、大変ではありますが、一つ一つの事業の実績が出るよう頑張っ

ていきたいと思っています。引き続き、ご支援とご協力を委員の皆さま方にお願い申し上

げまして、お礼に代えさせていただきます。ありがとうございました。 

●会長 ありがとうございます。それでは以上で、「第 45 回豊島区住宅対策審議会」を終

了したいと思います。どうもありがとうございました。 

 
（午前11時50分 閉会） 
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会 議 の 結 果 

・豊島区住宅マスタープラン（後期５年）の答申案につき区か

ら示され、審議会の承認を経て、区長答申が行われた。 

・豊島区住宅マスタープランの進捗管理について区より報告が

あり、質疑及び意見があった。 

 

 
 
 
 
 
提出された資料等 

【住宅マスタープラン答申関係 】 

・ 豊島区住宅マスタープラン（素案）に対するご意見と区の考

え方（修正版） 

・豊島区住宅マスタープラン（案）修正箇所一覧表 

・豊島区住宅マスタープラン（答申案） 

・第 44 回 住宅対策審議会 会議録 

 

【 住宅マスタープラン進行管理報告 】 

・ 資料１ 豊島区住宅マスタープランの進行管理  

・ 資料２ 平成 26 年度 新規事業について 

・ 資料３ 豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例の制

定について 

・参考資料１ 居住支援協議会 事務局の活動 

・参考資料２ 居住支援協議会の概要 

・参考資料３ としま居住支援バンクについて 
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