
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

豊島区における住宅施策の取組み 
 

 

 

１ 豊島区は住みたいまち？ 

２ 豊島区は空き家が多い？ 

３ 居住支援協議会ってどんなもの? 

４ 外国人にとって住みやすいの？ 

５ ファミリー世帯にとって住みやすいの？ 

６ 分譲マンションの維持管理はうまくいっ

ているの？ 
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1 豊島区は住みたいまち？ 

豊島区は、交通利便性が高く買い物にも便利なことから、近年、住みたいまちとし

て人気が上昇しています。日本経済新聞社と日経ＢＰ社の共働き子育て家庭向け情報

サイト「日経ＤＵＡＬ」が平成29年11月に発表した「共働き子育てしやすい街ランキ

ング2017」で総合１位となりました。本区の特徴を居住動向と区民意識からみていき

ます。 

 

１－１ 豊島区の居住の動向 

 

①豊島区の人口は現在も増加中 

昭和55年頃から平成のはじめまでは、住宅価格の高騰などによって、転出が転入よ

り多い状況が続き人口は減少していました。バブル崩壊後しばらくして住宅価格の下

落に伴い徐々に人口減少が止まり、平成９年の24万６千人を底に人口は増加に転じま

した。その後も人口は年々増加しており、平成29年１月１日現在においては284,307人

となっています（P30参照）。 

「豊島区人口ビジョン」では、現在のまま何の対策も講じなければ、将来の人口は

当面は増加するものの平成37年から減少すると予想しています。しかし戦略的な子育

て支援策や定住策などを実施した場合は、平成66年まで増加を続け人口は約30万人に

なると予想しています（P43参照）。 

 

②若い世帯が転入している 

人口の転入・転出状況をみると、若い人が転入してきています。転入・転出の移動

が多いのは、「20～24歳」「25～29歳」「30～34歳」の年齢層です。これは、進学・

卒業、結婚・出産に伴う移動が主な理由になっていることが考えられます。そして、

「転入」－「転出」がプラスになっている年齢層は「15～19歳」「20～24歳」「25～

29歳」です。豊島区においては、若い世帯が転入することによって、人口が保たれて

いるという特徴がみられます（P31、P141参照）。 

 

③単身者が多い 

国勢調査*によると、豊島区の単独（単身）世帯は、平成27年では111,692世帯で世帯

総数の63.3％を占めており、世帯全体に占める割合は調査年ごとに上昇しています 

ファミリー世帯と単独（単身）世帯のバランスを23区で比較すると、豊島区は23区

のなかでも、ファミリー世帯が少なく、単独（単身）世帯が多くなっています。単独

（単身）世帯の割合が高いのは、新宿区、渋谷区、中野区、豊島区です（P35、P36参

照）。 
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④住宅地の多様性が特長のひとつ 

豊島区の土地利用は、池袋駅を中心に商業・業務機能が集積し、その周囲に閑静な

住宅地が広がっています。また、大塚、巣鴨、駒込、目白など駅の周辺には特徴ある

まちなみが形成されています。 

区内には大学をはじめとする多くの高等教育機関や芸術・文化施設が集積するなど、

多様性に富んだまちが形成されています。 

交通利便性、生活利便性に加え、地域ごとに異なるまちなみの多様性も豊島区の特

徴のひとつです。 

 

⑤区民の満足度は高い 

平成29年７月～８月に区民5,000人を対象に実施した「豊島区住まいに関する意識調

査」によれば、現在の住まいについて「満足している」は31.1％、「概ね満足してい

る」は29.9％で、61.0％が現在の住まいに満足しているとしています。また、定住意

向については、「できれば住み続けたい」が60.4％と過半を占めています（P69、P70

参照）。 

 

⑥利便性の高さが評価されている 

「豊島区住まいに関する意識調査」では「豊島区に住むことの魅力」を聞いていま

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

79.6％、次いで、「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」が56.7％で、交通・生活の利便性が主な理由になっています。また、「池袋と

いう都内でも屈指の繁華街がある」が48.6％で、都会らしさや賑やかさが評価されて

いるとともに、「治安が良い」が18.3％と４番目にあげられていることは、安全・安

心なまちづくりへの取組みによる効果ともいえます（P68参照）。 

豊島区外に居住している人を対象に実施した「区外居住者の住まいに関する意識調

査」によれば、「豊島区に住んでみたい」との回答は19.0％ありました。また、豊島

区について魅力を感じる点は「池袋という都内でも屈指の繁華街がある」が48.7％で

最も多く、次いで「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48.2％、「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」が41.6％となっており、交通・生活の利便性が高く評価されています。 

一方、住みたくない理由には「今の住まいに満足している」が42.6％で最も高く、

「治安の悪さ」が35.8％、「地域・街のイメージの悪さ」が25.7％となっています。

ステレオタイプ化された池袋のまちのイメージがマイナス要因になっていると思われ

ます（P74、P75参照）。 
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１－２ まちの魅力を向上させるための取組み 

 

豊島区では近年、女性にやさしいまちづくりを積極的に推進しています。保育需要

が伸びているなか、新たな施設を整備するなどして定員を増やし平成29年４月には待

機児童ゼロを達成しました。 

また、「国際アート・カルチャー都市*」という明確なビジョンの実現に向け、世界

中の人々に誇れるまちづくりを進めています。庁舎跡地開発では、2020年に世界でも

例を見ない８つの劇場群が誕生します。 

 

★コラム 庁舎跡地での再開発 Ｈａｒｅｚａ（ハレザ）池袋 

豊島区庁舎跡地と豊島公会堂跡地では再開発が進められています。豊島区庁舎跡地に

は地上 33 階地下２階建て、延べ床面積約６万８千㎡のオフィス・商業棟、豊島公会堂と

分庁舎の跡地には地上８階地下 1 階建て、延べ床面積約 1 万㎡のホール棟が整備されま

す。ミュージカルや伝統芸能を公演するホール、アニメ、サブカルチャーを楽しめる空間

など個性の異なる８つの劇場を備える新複合商業施設で、グランドオープンは 2020 年の

夏の予定です。 

「誰もが主役になれる劇場都市」をコンセプトに、池袋エリアの国際競争力を大きく

強化する本プロジェクトは、豊島区が掲げる「国際アート・カルチャー都市」のシンボル

プロジェクトとして位置づけられるものです。 

ハレザとは、“ちょっぴりおめかしして出かける特別な場所・非日常を体験できる場

所”を表す「ハレ」と、“多くの人が集まる場所・劇場”を意味する「座」を合わせた言

葉で、公募により決まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【完成イメージパース】 
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２ 豊島区は空き家が多い？ 

全国の空き家は約 820 万戸あり、特に地方では空き家が社会問題になっています。

空き家には、戸建ての空き家、賃貸用住宅の空き家など様々なものがあり、それぞれ

課題や対策が異なります。豊島区では、空き家の実態調査を行うとともに、空き家の

適正管理の推進、利活用の促進に取り組んでいます。本区の空き家の実態についてみ

ていきます。 

 

２－１ 空き家の状況 

①空き家が増えると住環境に影響が生じる 

ここ数年、空き家が社会問題になっています。空き家になると建物が適正に維持管

理されないことから、掃除がされない、ゴミが散乱する、庭の樹木が繁茂する、建物

が傷んで外壁や瓦が落下しそうになるなどの問題が生じます。このため、空き家が増

えると、防犯、防災に関することは勿論、地域に悪影響を与えます。 

「豊島区住まいに関する意識調査」で「行政による空き家対策についての考え」を

聞いたところ、「空き家の増加は社会問題なので積極的に取り組むべき」との回答が

71.3％となっています（P185参照）。 

②豊島区の空き家率は23区で最も高い 

平成25年の住宅・土地統計調査によれば、豊島区の空き家は30,370戸で住宅総数の

15.8％を占め、空き家率は23区のうち最も高くなっています。 

豊島区の空き家の内訳は、「賃貸用の住宅」が25,450戸(83.8％)、「その他の住宅」

が3,720戸(12.2％)、「売却用の住宅」が840戸(2.8％)、「二次的住宅」が360戸

(1.2％)となっています。豊島区の空き家は多くが賃貸用の住宅で、そのうち97.1％が

共同住宅となっています（P44参照）。 

③見た目は空き家でも使用されている建物が多い 

豊島区は平成28年度に「空き家実態調査」を行い、外観目視調査により空き家と判

断した建物の所有者にアンケート調査を実施しました。空き家と判断した建物は、戸

建て住宅では594戸で空き家率は2.1％、民間賃貸住宅では4,588戸で空き家率は4.3％、

分譲マンションでは981戸で空き家率は2.2％でした。 

アンケート調査では、戸建て住宅の空き家については70.6％が「使用している」と

回答しています。外観からは空き家と判断した建物であっても、「ご自身（親族等）

の住宅」「物置、倉庫として使用している」「事業用として貸し出している」「居住

用として貸し出している」「週末または休暇時に居住している」など、何らかの利用

があることがわかりました（P54参照）。 

④空き家の活用は改修が必要 

空き家には建物に腐朽破損した個所がみられるものも多くあります。また、旧耐震

基準*により建築された建物も多いため、空き家の利活用はそのままでは難しいといえ

ます。 
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「空き家実態調査」の調査結果（戸建）によると、接道道路幅員４ｍ未満が76.6％、

接道間口が２ｍ未満のものが26.7％となっており、接道が不十分なために建替えが難

しい建物があります。このため、建替えられずに古い建物が放置されていることも空

き家の発生要因になっています（P53、P54参照）。 

 

 

２－２ 豊島区の空き家対策 

 

豊島区は、平成25年度に「豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例」を定め

ました。この条例により、建物などの所有者の責務を定め、適正な維持管理を促すと

ともに、区による指導などができるようになりました。平成29年には条例を改正し、

これまで条例の対象ではなかった管理不全な空き地、樹木の繁茂、ゴミ屋敷も指導な

どの対象としました。 

また、空家などについては「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき指導

などを行い、条例と合わせて、対応を行っています。 

 

一方、利活用については、平成27年度に空き家や遊休不動産を活用することで、都

市・地域経営課題を解決し、住んで働いて暮らせる持続可能なまちの実現をめざす目

的で「リノベーションまちづくり構想」を策定しました。「リノベーションスクール」

は専門家を招へいし、遊休不動産を活用した都市再生手法を、短期間の実践を通して

学び、実在の遊休不動産の活用事例を提案します。スクールで提案された事例が不動

産所有者に認められ、活用に至った物件もあります。 

また、平成24年度に設立した「豊島区居住支援協議会」が、ＮＰＯ法人と連携し住

宅確保要配慮者*の入居の支援に取り組むとともに、「としま居住支援バンク」という

空き家バンクを運営しています。 

さらに、空き家の活用を促進するために「豊島区空家活用条例」を制定し、平成30

年４月に施行されます。 

★コラム リノベーションスクールによる空き家利活用の取組み（シーナと一平） 

リノベーションスクールにより実現した空き

家利活用の事例です。築 45 年の元とんかつ店

をリノベーションし、宿泊施設とカフェの複合

施設として再生しました。１階はシェア・ミシ

ンを置いたカフェ、２階には旅館として５つの

客室があり、まちづくり会社の「株式会社シー

ナタウン」が運営しています。 

1 階のカフェに置かれたミシンは、ワンドリ

ンクで利用でき、「手作りの愛着」を大切にす

る地元の人達の憩いの場として開かれていま

す。連日、様々なイベントが開催され、夜は宿

泊者のラウンジとして利用されています。 
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●豊島区空家活用条例 

本条例は、空家の有効活用に関し必要な事項を定めることにより、生活環境及び景

観の悪化等の社会問題による都市の活力や魅力の低下並びに火災及び犯罪の発生を防

止し、安全で安心して住み続けられるまちづくり及び区民等の多様なライフスタイル

の実現に寄与することを目的としています。 

本条例では、空家活用について、区の責務、空家所有者の責務、区民等の責務、関

連団体の責務を定めた上で、空家の登録制度、空家活用事業者の登録制度など設けて

います。 

また、空家の活用を促進する一つの方法であるシェア居住*について、家族的な住ま

い方の認定制度を新たに設けています。空家をシェアハウス*として活用する場合、建

築基準法では「寄宿舎」となるため用途変更が必要になります。用途変更するために

は、現行法規に不適格となっている部分の改修工事が必要となり、空家の活用を諦め

る所有者もいます。そこで、区が定める要件を満たして認定を受けた場合には、用途

変更をせずに住宅のまま使える仕組みとして条例に規定しています。 

 

  
～豊島区空家活用条例の特徴～ 

 

❀空家の登録制度  

空家所有者は空家を活用するために空家を登録することができます。空家を登録した所有者 

は、区の専門家派遣制度や活用支援事業者による相談から活用提案まで、ワンストップで活用 

に向けた支援を無料で受けることができます。 

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する特定空家を除き、空家、空き店舗、空 

き事務所等広く登録することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

❀空家活用事業者の登録制度 

空家を活用しようとする事業者は、空家活用事業者として登録を受けることができます。 

登録された事業者情報は事業者リストとして区のホームページで公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❀家族的な住まい方の認定制度 

   空家所有者が家族的な住まい方として空家を活用しようとするときは、一定の要件を満たし 

た場合に区長から認定を受けることができます。家族的な住まい方とは、互いに親族関係にな 

いものがシェア居住しながら共同生活を営む居住形態です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

空いている家や

店舗を何かに使

いたいなぁ 

リフォームしたいけ

どどの事業者に頼め

ばいいかなぁ 

シェアハウスとし

て貸したいなぁ 

登 録 

認 定 

空家登録すると所有者の

意向に沿った内容で活用

に向けた各種支援メニュ

ーが受けられるよ。 

区に登録された事業者情

報から事業者を選べて安

心だよ。 

 

従来の用途のままでシェア

ハウスやシェアルームへ転

用できるから、所有者の負

担が軽減されるよ。 
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3 居住支援協議会ってどんなもの? 

公営住宅*は、低所得世帯の居住面でのセーフティネットとして重要な役割を担って

います。しかし、全国的に人口が減少し空き家が増加するなか、公営住宅*の新規供給

は見込まれなくなってきています。このような背景のもと、国では「住宅セーフティ

ネット*法」を改正し、民間賃貸住宅の活用による居住支援の仕組みを構築しています。

その担い手として居住支援協議会*が活動しています。 

 

3－１ 民間賃貸住宅に入居しづらい世帯 

 

住まい探しにおいて、民間賃貸住宅の入居に困難な世帯があります。(公財)日本賃

貸住宅管理協会の調査によれば、「高齢者世帯」については所有者の70.2％が、「障

害者のいる世帯」については、所有者の74.2％が入居に拒否感があると回答していま

す。「小さい子供のいる世帯」についても拒否感のある所有者がいます。 

入居を拒否する理由には、「家賃の支払いに対する不安」「居室内での死亡事故等

に対する不安」「他の入居者・近隣住民との協調性に対する不安」があげられていま

す。こうした所有者の不安を減らすことができれば、民間賃貸住宅の入居が困難な世

帯も入居しやすくなってきます。そのためには、家賃債務保証、見守りや入居後の生

活支援等により、住宅を貸しやすい環境とすることが必要です。 

 

図表2-3-1 民間賃貸住宅賃貸人（オーナー）の意識 

 

出典：国土交通省ホームページ  
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3－2 豊島区における居住支援の取組み 

 

豊島区居住支援協議会では、空き家を活用した居住支援事業、としま居住支援バン

ク、居住支援団体の登録制度等により住宅確保要配慮者*の居住支援に取り組んでいま

す。 

①空き家を活用した居住支援事業 

豊島区居住支援協議会が居住支援活動に取り組もうとする団体や個人を公募し、利

活用可能な空き家をコーディネートすることによって、住まいの確保に困っている世

帯の入居の支援を行っています。現在は多様な人々がかかわりあって暮らすタウンコ

レクティブ及び高齢者の自立のための地域善隣事業を行っている２団体が活動してい

ます。 

②としま居住支援バンク 

平成26年２月より「としま居住支援バンク」を開設し、居住支援に活用可能な物件

の登録制度を設けました。 

空き家を活用する際の課題として、安全に利用するには耐震診断を行い、耐震基準

を満たしていない場合には耐震改修が必要になります。豊島区には耐震診断や耐震改

修の助成制度があり、これを活用することが出来ます。 

また、空き家をシェアハウス*として活用すると入居者の家賃を低くすることができ、

居住支援用の住宅の運営方法として有効です。しかし、シェアハウス*に用途変更をす

るためには、改修費用が必要なため、これが負担となり活用を諦める所有者もいます。

平成30年４月から施行される「豊島区空家活用条例」では、一定の条件を満たして家

族的な住まい方として認定を受けた場合に、用途変更せずに住宅のままシェアハウス*

として利用できるようになります。 

③居住支援団体登録制度 

豊島区居住支援協議会では、地域に密着した居住支援を行うため、豊島区内で居住

支援に関する活動を行っている団体等の登録制度を平成 28 年度より開始しました。ひ

とり親など子どもを養育する世帯、障害者世帯を対象とした団体、空家再生の仕組み

の構築を行う団体等、平成 28 年度末現在４団体が登録しています。 
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★コラム 豊島区居住支援協議会の空き家利活用の取組み 

（ひとり親世帯向け住宅） 

ひとり親家庭は、小さな子どもを持つためにフルタイムで働けない、キャリアアップ

のための勉強時間が取れないなどの理由で、経済的に弱者となるケースがあります。 

平成 27 年度より、６室の集合住宅のうち３室が空き家になっていた物件に、豊島区居

住支援協議会のコーディネートにより、ひとり親世帯が入居しています。ひとり親世帯を

支援しているＮＰＯ法人がオーナーから空き家になっていた３室を借り、ひとり親世帯を

対象にサブリース*方式で賃貸しています。居住支援協議会*の事業として、見守りや家賃

助成が行われています。 

オーナーからは、居住支援協議会*が関

わっていることで賃貸していても安心感が

あるとの声が寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２章 豊島区における住宅施策の取組み 

23 

 

 国は、留学生 30 万人計画をはじめ、海外から人を呼び込む方策を推進しています。

国際化が進むことは、経済的、文化的な豊かさにつながる面があります。しかし、身

近な地域に外国人の住民が増えることで、住生活上のトラブルが起きることもあり、

きめ細かな対応が必要です。本区の外国人居住の実態についてみていきます。 

 

４－１ 外国人住民の実態 

 

豊島区は外国人住民の人口が増加傾向にあり、平成29年１月１日現在の外国人住民

は、27,060人で総人口の9.5％を占めています。外国人住民を含む世帯は22,280世帯で、

そのうち77.7％が単身世帯です。外国人のみの世帯が12.1％、日本人との混合世帯が

10.2％となっています。在留資格は41.7％が留学、永住者と特別永住者が、合わせて

18.5％となっています（P41、P42参照）。 

「豊島区外国人区民意識調査（平成27年12月実施）」によると、豊島区の定住意向

は高く、「いつまでも住み続けたい」が34.6％、「当分住み続けたい」が39.0％とな

っています。また、62.2％が「住みやすい」と回答しています。豊島区の良いところ

を聞くと、「買い物など日常生活の便利さ」「通勤・通学」をあげる人が多くなって

います。外国人住民に対する偏見や差別の有無については、「よくある」が11.6％、

「ときどきある」が51.1％となっており、62.7％が偏見や差別がみられると回答して

います。偏見や差別を受けた内容としては、「住まいさがし」が51.6％で一番多くな

っています（P149、P150参照）。 

 

 

  

4 外国人にとって住みやすいの？ 
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４－２ 豊島区の取組み 

 

豊島区では、多文化共生*に取り組んでいます。行政の窓口においては、多言語対応、

通訳サービスを行うことで、言葉の問題を解決し諸手続きができるようになっていま

す。また、豊島区のホームページにおいても多言語対応になっており、外国人住民が

区からの情報を収集しやすくなっています。 

 

図表2-3-2 豊島区の外国人を対象とした事業(住生活に関わる主なもの) 

事業名 使用言語 内容 

インターネット 
英語・中国語・ハン
グル 

豊島区ホームページ(PC 版、スマートフォン版) 
自動翻訳システムの利用、手動翻訳により３外国語で区
政情報を提供。 

救援センター・避難場所等
の案内標識の更新 

英語 
老朽化が著しい救援センター・避難場所等の案内標識を
更新している。 

各種相談に関するパンフレ
ット 

英語・中国語・ハン
グルなど 

国や東京都が発行した労働相談、教育相談に関する各種
パンフレットを区民相談コーナー窓口にて配布。 

区民相談コーナー 英語・中国語 
日常生活全般、区の行政サービスに関することについて
の相談。 

庁内案内板 
英語 
中国語、ハングルは
一部併記 

庁内の案内板の外国語表記。 

住民票の異動等に係る手続
き確認シートの作成 

英語・中国語 
住民異動に係る「手続き確認シート」を手続き時に配
布。 

マイナンバーカード交付等
に関する案内文の作成 

英語・中国語 
マイナンバーカード交付時に案内チラシ配布、マイナン
バーカード交付申請不受理のお知らせ等住民への通知文
に訳文添付。 

外国人住民に係る通訳等業
務 

英語・中国語 
来庁の目的・申請内容などの確認、受付での職員応対の
通訳。 

税に関する相談 中国語 
中国語に対応できる相談員による納付案内と窓口におけ
る税に関する相談。 

日本語指導教室 日本語 
教育センターで、日本語指導が必要な外国籍・帰国児
童・生徒に対する、学校生活への適応指導、日本語や日
本の生活習慣・伝統文化等の指導。 

外国人向け資源分別回収パ
ンフレット 

英語・中国語・ハン
グル 

資源とごみの分け方、出し方等についてパンフレットを
作成、配布。 

豊島（平日準夜間）こども
救急事業、休日診療所の案
内等医療情報リーフレット 

日本語・英語・中国
語・ハングル 

豊島（平日準夜間）こども救急事業、休日診療所の開設
案内、急病時に役立つテレホンサービスなど、医療情報
等を掲載したリーフレットの配布。 

外国語・日本語併記母子手
帳の交付 

日本語・英語・スペ
イン語・ポルトガル
語・中国語・ハング
ル語など 

妊娠届出の際、豊島区在住の外国人で希望した者に外国
語・日本語併記の母子手帳を交付。 

外国人向け自転車の安全利
用パンフレットの配布 

英語・ポルトガル
語・中国語・ハング
ル語 

「自転車安全利用五則」の周知・徹底のため、外国籍の
方の転入手続き時等に配布。 

外国語指導助手活用 英語 区立小・中学校において、外国語指導助手として活用。 

日本語初期指導事業 英語・中国語など 
日本語の理解が十分でない外国人児童・生徒の在籍する
区立学校に一定時間通訳を派遣。保護者も対象。 
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５ ファミリー世帯にとって住みやすいの？ 

少子高齢化が進み、子育て環境の向上、若者への住宅支援が求められています。国

や東京都の住宅政策においてもファミリー世帯への住宅支援が重視されています。フ

ァミリー世帯が求める住みやすい地域は、十分な広さの住宅があると同時に住環境が

整っていることです。本区の実態及び取組みについてみていきます。 

 

５－１ ファミリー世帯の住宅事情 

 

①単独（単身）向け住宅が多い 

豊島区の「居住世帯ありの住宅」のうち、民営借家が48.4％を占めています。そし

て、借家83,930戸のうち延べ面積29㎡以下のワンルームは45,020戸（53.6％）です

（P45、P153参照）。 

交通利便性や買い物の利便性が高く、単独（単身）世帯向けの賃貸マンションが多

いことから、単独（単身）世帯が転入しやすい条件が整っています。一方、ファミリ

ー世帯に対しては、間取りの広い住宅は住居費が高くなること等から多くは供給され

にくい状況となっています。 

②ファミリー世帯が増加している 

豊島区における世帯構成は、平成27年の国勢調査*によると、単独（単身）世帯の割

合が63.3％と23区の中で新宿区に次いで高く、ファミリー世帯は21.1％で新宿、渋谷

に次いで低くなっています。単独（単身）世帯が多くファミリー世帯が少ないのが豊

島区の世帯構成の特徴です。単独（単身）世帯の増加が著しいため、夫婦と子の世帯

等のファミリー世帯の割合は低く留まっているものの、「夫婦と子」「ひとり親と子」

の世帯の実数では、平成17年の30,635世帯を底に、平成22年は34,553世帯、平成27年

は35,649世帯と増加しています（P35、P36参照）。 

③同居・近居の状況 

親子や兄弟で同じ建物に住む事を「同居」といい、お互いに行き来ができる距離の

別々の家に住むことを「近居」といいます。 

「豊島区住まいに関する意識調査」によれば、親子または兄弟等と同居・近居して

いる人の割合は、「同居している」が19.7％、「近居している」が18.9％となってい

ます。また、今は近居も同居もしていない人に対して将来の意向を聞くと、「同居し

たい」は4.7％、「近居したい」が25.3％となっています（P71、P72参照）。 
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５－２ ファミリー世帯定住の取組み 

 

豊島区では、ファミリー世帯に対して良質な賃貸住宅へ誘導し居住環境の改善を図

るため、家賃助成を行っています。豊島区内の民間賃貸住宅に転入・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制度です。 

豊島区は、狭小な住戸の建築を抑制し、住宅ストック*バランスの回復を図るため平

成16年度から「狭小住戸集合住宅税」を導入しています。これは、豊島区内に１住戸

の専用面積が30㎡未満の住戸を９戸以上有する集合住宅の建築などの行為にかかる

「法定外普通税*」で、１戸につき50万円が課税され、納税義務は建築主にあります。 

また、豊島区では待機児童対策にも積極的に取り組んでおり、保育施設等を計画的に

整備しています。 

さらに、豊島区では女性にやさしいまちづくりを推進しており、子育て世代・働く世

代をはじめ、「住みたいまち」「住み続けたいまち」として選ばれるまちをめざしてい

ます。 

 

★コラム 豊島区初の子育て支援住宅認定 

東長崎駅南口において、平成 31 年の開業を目指して、西武鉄道（株）が商業施設、賃

貸住宅、認可保育所による複合施設の開発を進めています。賃貸住宅部分が「東京都子育

て支援住宅認定制度*」として豊島区で初めて認定を受けました。 

この認定制度は、東京都が平成 28 年度

から開始したもので、居住者の安全性や家

事のしやすさなどに配慮された住宅で、か

つ、子育てを支援する施設やサービスの提

供など、子育てしやすい環境づくりのため

の取組みを行っている優良な住宅を東京都

が認定するものです。平成 30 年 3 月まで

に都内で 12 件が認定を受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          【完成イメージパース】 
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６ 分譲マンションの維持管理はうまくいっているの？ 

分譲マンションを良好に維持管理するためには、区分所有者の合意形成が重要です。

管理組合の運営に無関心・非協力的な区分所有者が増えることでマンションの管理不

全が生じると、修繕や清掃が行き届かず居住性が低下するだけでなく、周辺地域への

影響も生じます。豊島区では全国に先駆けて「マンション管理推進条例」を制定し、

様々なマンション施策に取り組んでいます。 

 

６－1 マンションストックの状況 

 

①豊島区のマンションは小規模で高層が多い 

豊島区が把握している分譲マンションは、平成29年10月末現在、1,164棟、52,873戸

となっています。 

豊島区の分譲マンションの特性を戸数規模別にみると、「20～29戸」が最も多く、

268棟（23.0％）、次いで、「30～39戸」が190棟(16.3％)となっています。49戸以下

の小規模なマンションが全体の73.0％となっています。階数では「6～10階」が518棟

(44.5％)となっており、高層のマンションが多い状況です（P61参照）。 

②耐震性不足の可能性のあるマンションは２割強 

耐震性が不足している可能性のある昭和56年12月以前に建設された分譲マンション

は303棟で26.0％を占めます。これらのマンションには、耐震診断を行い、必要に応じ

て耐震改修が求められます。今後、建物の老朽化が進めば、建替えを視野に入れた検

討も必要になってきます。また、建築後30年以上の高経年マンションでは、建物の老

朽化と同時に区分所有者も高齢化しており、建物の維持保全は早めの対策が必要にな

っています。 

③修繕積立金が不足している 

平成28年度に行った分譲マンション管理組合へのアンケートでは、大規模修繕に困

っていることとして、「修繕積立金が不足している」との回答が16.3％で最も多く、

特に、建築時期が昭和57年～平成２年のマンションでは17.1％となっています。建築

後30年程度のマンションは、２回目の大規模修繕の時期であり、修繕積立金が不足し

ている状況が垣間みられます。マンション管理上の問題については、「配管等の設備

の老朽化が進んでいる」が10.9％、昭和57年～平成２年築のマンションでは15.0％と

高い割合になっています（P161、P162参照）。 

④マンションの維持保全は合意形成が必要 

分譲マンションは、戸建住宅や賃貸マンションとは異なり、区分所有者の合意形成

に基づく管理組合による建物の維持管理が必要です。そのためには、管理規約をはじ

めルールが欠かせません。分譲マンション管理組合へのアンケートからは、「管理へ
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の関心が低く居住者が非協力的である」が9.2％、「不在の区分所有者が管理に非協力

的である」が8.2％となっています（P161参照）。 

 

 

 

６－２ 豊島区のマンション施策 

 

豊島区では、平成16年に「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例」を制

定し、一定規模以上（地階を除く階数３以上で、かつ住戸数が15以上）の共同住宅を

建築するときには、この条例に基づき隣接住民への戸別訪問による説明を義務付ける

など、良質な集合住宅の確保、良好な近隣関係の維持向上及び高齢社会の進展に対応

した居住環境の整備に取り組んでいます。 

豊島区においては集合住宅に住んでいる区民が多数を占めていることから、この条

例では、中高層集合住宅について、防火用貯水槽や防災用備蓄倉庫の設置、地域住民

が利用可能な災害対策施設の設置を求めています。また、地域コミュニティの形成、

商店街の振興など地域と関係の形成についても求めています。マンションが地域に対

して開いた住まいとなることを推進してきました。 

平成24年12月に、全国の自治体に先駆けて「豊島区マンション管理推進条例」を制

定し、平成25年７月から施行しています。マンションの所有者又は管理者と、区の双

方で現在のマンションの管理状況を把握し良好な管理をめざしていくため、「マンシ

ョン管理状況届出書」の提出を義務化しました。豊島区に続き、同種の条例を墨田区、

板橋区が制定しています。この条例に基づく管理状況届出書の提出状況は、平成30年

１月末現在、1,166管理組合中785件、67.3％の届出があります。そして、マンション

管理の適正化を推進するための助言・指導及び情報提供を行うため、専門家（マンシ

ョン管理士*、一級建築士、建築設備士、税理士）を派遣しています。 

マンションに対する助成制度として、旧耐震基準*のマンションや高経年マンション

の建替え改修支援として、分譲マンション耐震診断助成、耐震改修助成、耐震補強設

計助成を実施しています。また、（公財）東京都 防災・建築まちづくりセンターの

「マンション建替え・改修アドバイザー制度」を利用した管理組合に費用の一部を助

成しています。 

 

 


