
-１- 

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４８回）

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成２８年１２月２６日（月） 午後５時００分～７時００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、大山雄二郎、

浅原賢一、寺田晃弘

＜区議会議員＞

磯一昭、中島義春、高橋佳代子、儀武さとる、大谷洋子、里中郁男

＜区民＞

浅見昭恵、内山雅之、戸田汎、松岡昭男、安山宣之

（敬称略）

その他

政策経営部長、子ども家庭部長、都市整備部長、地域まちづくり担

当部長、環境政策課長、福祉総務課長、高齢者福祉課長、障害福祉

課長、介護保険課長、子ども課長、子育て支援課長、都市計画課

長、建築課長、建築審査担当課長

事務局 住宅課長、（住宅課職員５名）

公 開 の 可 否 公開・非公開・一部非公開     傍聴人数 ５人

非公開・一部公開

の場合は、その理由

会 議 次 第

１． 開会

２． 出席確認、資料確認

３．報告（資料説明）

４．住宅マスタープラン策定について

５．空き家対策について

６．その他

７．質疑応答

８．事務連絡等

９．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４８回豊島区住宅対策

審議会を開会させていただきます。 

 皆様には年末の大変お忙しい中、ご出席を賜り、まことにありがとうございます。 

 この住宅対策審議会の事務局を担当しております、私、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ございますが、席上のほうに本日の次第をご用意しております。こ

の次第に基づきまして進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まず、冒頭に、平成２８年１２月１５日から独立行政法人都市再生機構、林委員から大

山委員のほうに委員の変更がございましたので、ご紹介をさせていただきたいと思いま

す。 

 大山委員でございます。一言、お願いいたします。 

●大山委員 大山でございます。どうぞよろしくお願いします。 

●住宅課長 任期は、平成２９年６月６日までとなります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、本日の審議会の出席状況でございますが、篠原委員と広瀬委員が欠席との

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ご報告させていただきます。

 続きまして、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、きょうの議題と

なります豊島区住宅マスタープラン策定についてと豊島区の空き家対策についてというこ

とで事前に資料１から９までの束を改めてお送りをさせていただいております。本日は、

そちらをご持参いただくということでご案内をさせていただいております。もし、お手元

にない方がいらっしゃれば、事務局におっしゃっていただければと思います。 

 それから本日の席上配付資料といたしまして、資料８関係としまして、表３．１補足資

料、戸建て住宅の全戸調査結果表という、Ａ３の縦のもの。それから同じくＡ３縦のもの

で表３．２補足資料、民間賃貸住宅等の全戸調査結果表というものがございます。それか

ら最後に表の３．３補足資料ということで、こちらは、分譲マンションの調査結果表とい

うふうになっております。こちらのほうも漏れなくございますでしょうか。 

 それから、あと、現行の住宅マスタープランあるいは住宅白書をお持ちでない方につい

ては、お知らせいただければ事務局のほうでお届けいたします。 

 こちらの資料につきましては、本審議会終了後、また、事務局で回収をさせていただき

たいと思います。 

 また、本日の会議録でございますが、会議録の記載事項のうち審議経過については、発
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言者の氏名を記載せず、委員という表現にいたします。また、事務局及び区側出席者につ

きましては、職名のみとさせていただきます。本会議終了後、事務局で取りまとめまし

て、皆様にご確認をいただいた上でホームページに公開してまいります。 

 本日の予定でございますが、終了目途を１９時とさせていただいておりますので、ご協

力のほどをよろしくお願いいたします。 

 お手元にありますマイクの使用方法ですが、ご発言をされる際にはマイクのスイッチを

押していただいて、このように緑色のランプが点滅いたします。発言が終わりましたら、

再度スイッチを押していただくとランプが消えるという形になっておりますのでよろしく

お願いいたします。 

 早速でございますが、これより開会をさせていただきたいと思いますので、会長のご挨

拶をいただきまして審議会の議事に移りたいと思います。 

 それでは、会長、進行のほどをよろしくお願いします。 

●会長 皆さん、こんばんは。久々の審議会になりますけれども、その間、世間では空き

家活用に関して随分関心が高まってきたと思います。この豊島区では、それに、かなり先

行して空き家活用のモデル事業などをやってきています。さまざまな課題について一番よ

くわかっているのではと思います。ぜひ、それを突破するような考え方、ないし政策をぜ

ひ提言できればというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、座って進行させていただきます。 

 まず、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 はい。いらっしゃいますのでお諮りいただきたいと思います。 

●会長 はい。傍聴希望者の方いらっしゃいますのでお諮りします。許可してよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

●会長 はい。それでは、許可しますので、どうぞ招き入れてください。 

（傍聴人入室） 

●会長 それでは、本日の議事に移りたいと思います。 

 最初が、豊島区住宅マスタープラン策定についてですね。そうしたら、事務局から説明

をお願いします。 

●住宅課長 はい。それでは、座って説明のほうをさせていただきたいと思います。 

 事前の配付資料をお取り上げいただきたいと思います。項目１点目の豊島区住宅マスタ

ープラン関係の資料ということで、まず、最初に資料１をお取り上げいただきたいと思い

ます。こちらは、改めて豊島区住宅マスタープランの策定の目的、計画の位置づけ、計画

期間についてご説明を差し上げたいと思います。 

 まず、策定の目的でございます。豊島区は、平成５年３月に作成した住宅基本条例の規
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定に基づいて、同年９月に住宅マスタープランを策定してございます。 

 ２段落目に入りまして、その後、平成９年、１６年、２１年、さらには２６年３月に現

行の後期５年計画ということでプランのほうを策定してございます。この間、「建物の適

正な維持管理を推進する条例」、あるいは「リノベーションまちづくり構想」の策定など

の事業を展開しているというところでございます。 

 また、国においては、本年３月に、「住生活基本計画」を新たに作成し、今後１０年の

課題に対応するための政策、こういったものを打ち出しております。また、あわせて、東

京都におきましても、現在、「東京都住宅マスタープラン」の改定作業が進められている

というところでございます。 

 こうした動向に対応して新たな対応をすべく、豊島区民が安心して安全に住み続けられ

る住宅政策を総合的にかつ計画的に推進していくために住宅マスタープランを策定すると

いうものが目的でございます。 

 ２ページをお開きください。こちらの計画の位置づけでございます。この住宅マスター

プランは、住宅基本条例に基づいて策定するものでありまして、「豊島区基本構想」、「基

本計画」を実現するための行政計画となっております。また、「東京都住宅マスタープラ

ン」との整合を図りながら、区内の関連計画との連携を図っていくというような性格も有

してございます。 

 また、（３）計画期間でございます。現在の住宅マスタープランのほうは、平成２１年

から平成３０年度までの１０年計画となっておりますが、今後、策定するマスタープラン

は、平成３１年から４０年までの１０カ年計画というものでございます。 

 続きまして、資料の２をお取り上げいただきたいと思います。こちらは、住宅マスター

プランの概要と策定に向けた視点ということでまとめております。資料の左側が現行の住

宅マスタープランの概要ということになっておりまして、第１章の「計画の目的と位置づ

け」から第７章の「計画の実現に向けて」というところまでの全体的な資料構成となって

おります。こちら表の中ほどに、策定に向けた視点ということで書かせていただいており

ます。後ほど詳しく説明をいたしますが、国の視点といたしましては、今年３月に策定さ

れた住生活基本計画で、居住者からの視点あるいは住宅ストックからの視点、産業・地域

からの視点ということで、目標１から目標８までが基本計画で掲げられております。そう

した国の動向を踏まえながら、本区のマスタープランという流れになろうかと思います。

 また、並行して東京都の住宅マスタープランでも目指すべき方向として二つ、生涯にわ

たる都民の豊かな住生活の実現に向けた目標、こちらが目標１から目標４まで。また、二

つ目の方向として、まちの活力・住環境の向上と維持に向けた目標ということで、目標の

５から目標の８まで挙げられております。 

 また、三つの着眼点ということで、既存ストックの有効活用、多様な主体・分野との連

携、地域特性に応じた施策の展開などが今回のプランの中で議論をされているところでご
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ざいます。 

 こうした基本計画等を踏まえて、本区の視点としまして、ここでは例示をさせていただ

いておりますが、既存住宅ストックの有効活用、空き家活用を含めた有効活用というとこ

ろでございます。それから、子育て・高齢者の居住環境の向上、さらには、住宅セーフテ

ィーネット、都心居住の場の整備、あるいは本区の課題でもありますマンションの適正管

理・建替再生の推進、こうしたところが今後の改定に向けた主な視点ということになろう

かと思っております。 

 右側のほうになりまして、３０年のマスタープラン策定に向けて、来年度につきまして

は、主には、住宅白書の作成を年度末までには行っていきたいと考えております。また、

左側の現行プランの表で申しますと、計画の目的と位置づけから住まいを取り巻く現状と

分析というところまでは来年度の現状分析のところで行っていきたいと考えております。

 ３０年度になりまして、いよいよ住宅マスタープランの策定作業に入っていくというこ

とでありまして、計画の理念、政策の方向性、あるいは推進計画、計画の実現に向けてと

いったところをご議論いただきたいと考えてございます。 

 続きまして、資料の３をお取り上げいただきたいと思います。こちらは、住宅政策を取

り巻く動向ということで、先ほどお話しました国の動向、東京都の動向などをまとめてご

ざいます。網掛けの部分をごらんいただきたいと思いますが、国の動向といたしまして

は、平成１８年制定された住生活基本法に基づく住生活基本計画（全国計画）が今年の３

月に策定をされているということでございます。それから、高齢者住まい法が２１年、２

３年、２８年に改正をされています。一つ、住生活基本計画のほうを大きく下のほうに掲

げておりますが、少子高齢化・人口減少等の課題を正面から受けとめた新たな住宅施策の

方向性を提示しているというふうに言われております。 

 ポイントが三つほどありまして、一つ目が、若年・子育て世帯あるいは高齢者が安心し

て暮らすことができる住生活の実現。 

 ポイントの二つ目としましては、既存住宅の流通と空き家の利活用を推進し、住宅スト

ック活用型への転換を加速させるということがうたわれております。 

 さらには、ポイントの三つ目、住生活を支え、強い経済を実現する担い手としての住生

活産業を活性化するというようなところが掲げられております。 

 ２ページをお開きいただきたいと思います。この三つのポイントの中の一つ目、居住者

からの視点ということでは、目標１から目標の３まで掲げられておりまして、目標の１で

は、結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現。それ

から目標の２といたしまして、高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現。３と

しましては、これはセーフティーネットになりますが、住宅の確保に特に配慮を要する者

の居住の安定の確保。こうしたところが目標として掲げられております。 

 さらに②住宅ストックからの視点ということで、目標４、新たな住環境システムの構
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築。目標の５、建替えやリフォームによる質の高い住宅ストックへの更新。目標６、急増

する空き家等の活用・除却の推進ということが掲げられています。 

 ３ページです。③産業・地域の視点としましては、目標の７、強い経済の実現に貢献す

る住生活産業の成長。目標８、住宅地の魅力の維持・向上。こういったことが住生活基本

計画の中で目標として掲げられております。 

 続きまして、５ページまでお進みください。こちらが、東京都の動向ということでござ

います。同じく網掛けのところをごらんいただきたいと思います。まず、東京都の住宅マ

スタープランが今年の１１月に答申がされております。今後１０年において重視する視

点。住宅政策の目標、施策が示されております。 

 それから②としましては、高齢者の居住安定確保プラン、こちらが２７年３月に改定を

されております。 

 それから③「良質なマンションストックの形成促進計画」というものが今年の３月に策

定されております。 

 また、今年の３月、同じですけれども、④子育て支援住宅認定制度が創設されておりま

す。以下、東京都の住宅マスタープランの改定、目指すべき方向、８つの目標と取り組み

の方向性などについて記載をしておりますので後ほどこちらのほうをお目通しいただけれ

ばと思います。 

 ８ページまでお進みいただきまして、本区の動向でございます。平成２６年３月以降の

動向ということでありまして、①としては、建物の適正な維持管理を推進する条例という

ものを作成しております。これは、平成２６年３月でございます。 

 それから２８年４月になりますけれども、「豊島区景観条例」を制定しております。 

 それから③としましては、「リノベーションまちづくり構想」というものを策定してお

ります。こちら遊休不動産を活用してまちを再生する取り組みでございます。 

 それから④として、豊島区の現状にあわせて各種計画の策定、改定が行われております

ので、そちらについて記載をしております。 

 続きまして、資料の４にお進みいただきたいと思います。こちらが住宅マスタープラン

策定に向けた検討体制について、事務局からの提案事項ということでございます。タイト

ルとしましては、専門部会の設置（案）についてです。 

 設置目的でございますが、住宅対策審議会の効率的な運営を図り、専門事項を調査検討

するために部会を設置するものでございます。 

 設置根拠は、今後、規則で定めたいと考えております。 

 ３点目の委員構成でございますが、専門部会は、本審議会の委員のうち部会員として選

任するもので構成をしたいと考えておりまして、部会は部会長が招集をいたします。部会

長は部会の審議の経過及び結果を本審議会に報告をするというようなものでございます。

下に検討体制のイメージをお示ししております。楕円で囲んでいる部分が本審議会となっ
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ておりまして、今後、住宅マスタープランの策定等の審議をしていただく。その下部組織

として、今回新たに専門部会を設けまして、ここで集中的に調査・研究・情報収集等を行

うというものでございます。この審議会に部会から報告・提案をいたしますので、この審

議会でご審議いただいて、その内容についてご意見をいただきご承認をいただく、そうい

ったような検討イメージで考えております。 

 また、四角の右側のほうには、庁内組織ですけれども、この住宅マスタープランを策定

のための策定会議というような仮称ですけれども、組織を設けたいと考えてございます。

こちらが検討体制についての提案イメージとなっております。 

 最後に、資料の５をお取り上げいただきたいと思います。今後の住宅プランの策定スケ

ジュール（案）でございます。今年度につきましては、この後、もう一度、３月に審議会

を開きたいと考えております。ここでは、現行住宅マスタープランの進捗状況等につい

て、ご報告をさせていただきたいと考えております。と申しますのも、今、皆様方の任期

が２９年６月６日までとなっておりますので、その間にプランの点検・評価を３月に審議

していただきたいと考えております。 

 ６月になりますと、審議会のほうが新たに新委員という形でスタートするということを

考えておりまして、５０回の会議では諮問をさせていただきたいと考えております。 

 その後、具体の検討が始まりまして、先ほど申し上げた部会を織りまぜながら、現状分

析の整理、視点等の課題との検討などを行っていきたいと思っております。 

 また、この審議と並行して住宅マスタープランの表の下から２番目にアンケート調査と

いうものがございます。こちらは、区内の居住の実態等についてのアンケート調査などを

プラン策定に向けて基礎調査として実施をしたいと考えております。おおむね秋ぐらいに

一次報告ができるというようなスケジュールで考えております。 

 こうしたアンケート調査の報告あるいはその現状分析の報告を踏まえまして、住宅白書

（案）を年内には一通りまとめていきたいというふうに考えております。年度末までには

最終的な審議会にご報告の後になりまして、取りまとめしていきたいというふうに考えて

おります。 

 ２９年度でいわゆる基礎調査、基礎資料がまとまりますので、平成３０年度からプラン

の具体の中身の協議を行っていきたいと考えております。おおむね秋口ぐらいに改定プラ

ンの素案をまとめまして、年内にはパブリックコメントをかけて意見公募をしていきたい

と考えております。年があけましてご意見を反映するような形でプランをつくっていきま

して、３０年度末には次の新しいプランを策定したいと考えております。 

 雑駁ですが、ここまでの資料説明、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

●会長 はい。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何かご質問、ご意見ございますでしょうか。主に、

平成３０年度に策定する住宅マスタープランですね。これに向けての検討体制ないしスケ
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ジュールが中心になっていました。いかがでしょうか。あるいはこの機会に住宅政策につ

いてご意見いただくというのでも構いません。特にありませんでしょうか。大丈夫でしょ

うか。 

 はい、じゃあ、どうぞ。 

●委員 先ほど、今、アンケートの調査ということで、スケジュールの中でございまし

た。現在、豊島区の中では、区民住宅の契約満了に伴いましてソシエの返還、要は、オー

ナーへの返還が始まっているところでございます。そのとき、議会のほうで条例の改正を

行うときに、やはり豊島区は非常にそういう意味では同じ平米数でも隣接区に比べると２

万円ほど家賃が高いとかですね、そういうような具体的な数字も出てきております。そう

した中でやはりさまざまな国や東京都の施策を見てみますと、やはり、若年層、ファミリ

ー世帯、また、高齢者ということでしっかりと記載がございますけれども、本当にそうい

う生活実態がどうなのかということですね。家賃が非常に高い中で、そこに、また、無理

があると、なかなか住み続けるという地域ではなくなってしまうので、そこら辺もアンケ

ートの中でしっかりと反映されていただくのかどうなのか、ちょっと確認だけさせてくだ

さい。 

●会長 では事務局、いかがでしょうか。 

●住宅課長 ご意見、ご質問ありがとうございます。今、委員がご指摘されたことそのも

のだと思っておりまして、世帯の状況とかあるいはその収入の状況については、住民基本

台帳ですとか、税システムで、ある程度、統計的にも分析が可能なんですが、そうした

方々が実際に戸建ての持ち家なのか、賃貸なのか、あるいは賃貸住宅でどの程度の広さに

お住まいなのかといった、資料はあいにく区のほうでは持ち得ていないというところがあ

りますので、今後、国や東京都のほうでも子育て世帯あるいは高齢者世帯をどのように居

住環境を整備していくかというところが大きな主眼になってくるというふうに捉えており

ますので、そうした項目についても実態を明らかにしていきたいと考えてございます。 

●会長 よろしいでしょうか。はい。どうぞ。 

●委員 やはり、今後、住宅マスタープランを考える上でも、今現在、空き家の調査等々

もやられておりますけれども、そういう意味で非常に重要なこのデータのとり方、今後の

住宅施策に大きく反映されていくというふうに思いますので、そこら辺しっかりよろしく

お願い申し上げます。 

●会長 そうですね。ぜひ、結果が出てから審議会に出すというだけではなく、アンケー

ト票の段階で、項目の段階で少し一度審議するといいですね。 

 はい、ほかにいかがでしょうか。 

●会長 はい、どうぞ。 

●委員 ちょっと、あの今回の策定に当たりまして、前回の策定並びに改定のときの専門

部会の設置というか、住宅マスタープラン策定の検討体制イメージというのとスケジュー
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ルを先ほど報告いただいたんですけども、この点につきましては、前回、策定においてと

ほぼ同じような流れになっているかと思うんですけども、前回こういう点がもう少し加味

したほうがいいよとか、そういった点があったんではなかったかなと思うんですけども、

それについて、今回のその策定の検討体制イメージ並びにスケジュールについて、この案

でよしとされているのかどうか、そこら辺、ちょっとお聞きしたいと思います。 

●会長 はい。じゃあ、お願いします。 

●住宅課長 はい。ちょっと説明が不足しておりまして申しわけございません。今回の、

その専門部会の設置については、今の住宅マスタープランを策定する段階ではこういった

下部組織というのは特に設けておりませんので、この住宅対策審議会のほうで全て議論し

ていただいて策定をしてきたと認識しております。 

 また、スケジュールのほうも先ほど申し上げた住宅白書、これを２９年度、３０年度に

実質的なプラン策定の審議をしていただくということで、２カ年でこの作成スケジュール

を組み立てているわけですが、前回は、同じ年度内にこの白書をつくり、前半で白書をつ

くって基礎データをお示ししつつ、プランの改定の中身の議論をしていただいたというこ

とで、非常にタイトなタイムスケジュールだったというふうに反省しておりまして、今回

は２９年度に基礎的なデータをしっかりとご用意して、それをお示ししながら、それをベ

ースに３０年度に計画の中身をご審議いただきたいということで今回のようなスケジュー

ル（案）をお出ししているというものでございます。 

●会長 はい。どうぞ。 

●委員 確か前回の策定のときも約２カ月に一回の審議会があって、それでいろいろ取り

組まれたと思います。やはり、今、委員からも話が出ましたように、住宅環境というか、

随分、１０年前とは差が出てきたと思いますので、そこら辺、今回、それを留意して前年

度に白書のということとか、アンケートをするということで、それであるならば、より３

０年度の審議会がかなり充実するんではないかなと思っておりますのでこのように進めて

いただければと、私自身は考えております。 

 以上です。 

●会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

●里中 では、会長、よろしいでしょうか。 

●会長 はい。どうぞ。 

●委員 すみません。遅くなりまして。 

 それで、今、質問申し上げましたのは、このところ、この住宅施策という範疇から外れ

るかもしれませんけれども、民泊の問題がいろんな地域で出ておりまして、非常に私ども

民泊についての勉強会ということになりますと、保健所の皆さんがおいでになって、保健

所のほうの立場からいろんな話をしていただいている状況ですね。今、どういう状況にな
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っているかということを聞くんですが、ですけど、マンション等も民泊に利用される、あ

るいは住宅も民泊に利用されている、こういう現状がある中で、この担当の、所管として

はどのような考え方をお持ちになっているかというのをちょっとお聞きしたいなというふ

うに思います。 

●会長 じゃあ、民泊について、いいでしょうか。 

 事務局、お願いします。 

●住宅課長 今、委員のほうからご質問いただいた、その民泊ですけれども、今、簡易宿

泊所とかになりますと旅館業法という形の許可になりますので、これは所管が保健所にな

るということでございます。今、国においてはその民泊新法となるものを厚労省と国交省

とあわせて協議がされておりまして、区でも政経部がその全体的な調整はしつつ、我々、

都市整備部住宅課とあるいは建築課あるいは建築審査担当と保健所と適宜、情報を共有し

ながら進めていくということで、まず全体的な取り組みとしては調整をしているというと

ころがございます。 

 それから、もう一つ、マンション内で実際起こっているというようなところがございま

して、特に私どもは分譲マンションを所管しているわけでございますが、管理組合の方々

からご相談なども受ける機会が非常に増えてきているというところがございます。そうし

たときには、なるべく、まずはその管理組合の中のいわゆる管理規約の中で規制ができな

いかということでアドバイスなどもさせていただきながら進めているところでございま

す。 

●委員 じゃあ。 

●会長 はい。どうぞ。 

●委員 すみません。もう一言だけ。結局、きょうは、マスタープランの新たなことを決

めていくということでございますけれども、やはり、東京オリンピック・パラリンピック

の開催される日時を中心として、恐らく、今の民泊の勢いといいますか、いわゆるホテル

が間に合わないというような状況の中にあって、恐らく、民泊というものが今後増えてい

く状況にあるんではないかなというふうに、私は理解するんですけれども、その中でいわ

ゆるこのマスタープランの中に、そういった民泊の概念といいますか、そういうものを含

めて、そういうものも含めながら、ひとつその住宅対策、空き家対策もあると思いますけ

れども、それも含めた中での議論をしていくという理解でよろしいのかどうかということ

をちょっとお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。 

●会長 はい。どうぞ。 

●住宅課長 今の国において議論されているのが、その住宅の用途のまま、例えばホーム

ステイ型として、家主がその建物の中にいるというパターンと家主不在の事業者が要は管

理をするような家主不在型の民泊という、この二つの類型、いずれも住宅の空き家とか空

き室を転用するということで捉えておりますので、空き家の利活用というところでは、当
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然、住宅マスタープランの範疇には含まれてくるということで理解をしております。そう

いった住宅の中で民泊が行われるということですので、当然のことながら、その地域で問

題にならないように考えていく必要があるんではないかと考えております。 

●委員 はい。ありがとうございました。 

●会長 民泊は住宅を転用するわけで、特にマンション政策と非常にかかわり深いです

ね。ぜひ、策定の中で深めて議論いただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい。どうぞ。 

●委員 区の視点といたしまして、国や東京都の基本計画を踏まえた策定というところが

あります。その中で空き家の活用というのは、もうかなり進んでいるかと思われますけれ

ども、都心居住の場の整備というところがありますけれども、既に国や東京都の補助を受

けて、そして、若い世代が働きながら、この東京、豊島区で長く住み続けられる住環境整

備というのが重要になるかと思いますので、国や都の補助金制度を有効に大いに活用でき

るように、その施策の充実性というところに着目を置いて進めていただきたいと、これ意

見として述べさせていただきます。 

●会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。今のようなご意見でも結構だと思います。 

 はい。どうぞ。 

●委員 先ほどから民泊のお話が出ていますけども、一つはこのマスタープラン策定する

に当たって、その民泊の実態といいますか、それを資料として提出していただきたいと思

います。というのも、やっぱり私のところも巣鴨なんですけども、空き家がいつの間にか

戸建てなんですが民泊になっていまして、近隣住民からやっぱり騒音ですとか、夜間でも

電気がこうこうとついて音がうるさいとか、ごみの問題ですとか、やっぱり近隣住民から

出ているんですよね。調査をしますと、きちっと、その届けがない。不法ではないかとい

う、区のほうも調査を依頼したんですけど、なかなか実態がつかめないということなんで

すが、実態をつかむというのは大変なことだとは思うんですが、でき得る限り、その実態

を調査した資料を一つ出していただきたいと。 

 それから、今、本当に格差と貧困が進んで若い世代、年収２００万円未満の若い世代

が、自立ができないと。年金もらっている親と一緒じゃないと生活ができないという実

態、７７％ぐらい、政府の確か資料だったと思いますけども、そういう実態もありますの

で、区の現状はどうなっているのか。それもマスタープランをつくるに当たって、大事な

視点になってくるんではないかなと思っています。 

 それから、その居住支援協議会ですとか、住宅確保要配慮者ですとかいろいろ政策打ち

出したんですけど、これについての一定のこの検証、これが必要ではないかなと思うんで

すよね。本当に実績はどうだったのか。やっぱり幅広く議論していく必要があるんではな
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いかなと思っています。 

 以上です。 

●会長 はい。ありがとうございました。 

 じゃあ、事務局、ぜひ、お願いします。何かお答えになりますか。よろしいですか。 

●住宅課長 はい。 

●会長 じゃあ、今後、ぜひ、よろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

●委員 ちょっと、いいですか。 

●会長 はい。どうぞ。

●委員 その今の民泊にはかかわらないと思うんですが、豊島区内でどうなのかと思うん

ですけども、いわゆる今、貧困ビジネスというのが相当はびこっていると。いわゆる生活

保護者ですか、彼らを安いあるいは無料の宿泊所、あるいは窓がない脱法ハウスなんかに

泊めて、いわゆる生活保護費をピンはねしちゃうというようなことが現実に豊島区内でそ

ういったことがあるのか、そこら辺、ちょっとわからないんですけども、ちょっとそうい

う話題がありましたので、ちょっとお聞きしたいなと、実態を。 

●会長 はい。お願いします。 

●建築審査担当課長 区内の状況と申しますと、脱法ハウスがゼロとは言えません。実

際、国のほうから調査依頼が来ている件数と現場に入った件数が約８０件程度ございま

す。その中でやはり違法性のあるものについては違法の指導を随時やっておる次第でござ

います。 

●会長 はい。いずれにせよ、今後、議論していくに当たって無料低額宿泊所も住宅の一

種だという位置づけで、この住宅施策の中でぜひ議論していければいいとは思いますね。

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい。どうぞ。 

●委員 一昨日、糸魚川市市街地で広域大火災が発生し、30時間以上燃え続けて、大小
150棟近くの家屋が被災し、焼失地面積は 40000㎡を超えるに至ったことは、日々「木
密地域」で生活する我々には人ごととは思えぬ出来事で、改めて、「災害に強いマチづく

り」の重要性を実感させるものとなりました。等地域の住宅マスタープランにおいても、

より具体的な施策をもって「不燃化 10年プロジェクト」の具現化に貢献するスタンスで
臨んでほしいと思います。 

●会長 はい。これは、要望ということでよろしいでしょうか。なかなか、解決が難しい

課題ですね。それぞれの個人の権利がかかわっているので、区がこうしたいと言っても、

なかなか進まないのが現状ですね。ただ、それをどうやったら乗り越えられるかというこ

とについて、ぜひ、皆さんのお知恵を出していただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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 それでは、今回は、まだ、マスタープランの検討に入ったというよりは、検討をこれか

らしますというご報告ですので、ぜひ、内容については今後詰めていっていただければと

思います。 

 東京都の住宅政策審議会でも豊島区の先進的なマンション管理推進条例とかが話題にな

りますので、ぜひ、都の政策をリードするくらいの心構えで、取り組んでいただければと

思います。 

 それでは、今の事務局からご説明があったこの検討体制ですね。今後、専門部会を設け

てかなり密に議論するというご提案と、あと、スケジュールについて、おおむねこの方向

で進めてよろしいでしょうか、皆さん。 

（はい） 

●会長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移ります。次が、豊島区の空き家対策についてですね。これにつ

いて、事務局から説明お願いします。 

●住宅課長 それでは、事前配付資料の、資料の６をお取り上げいただきたいと思いま

す。 

 まず、空き家を取り巻く動向ということで、こちらは国あるいは東京都の動向等をまと

めた資料となっております。 

 まず、（１）国の動向でございます。ご案内のとおり、平成２７年２月２６日に「空き

家等対策の推進に関する特別措置法」というものが施行されております。こちらの特措法

という概要ですが、定義のところの丸の二つ目をごらんいただきたいと思います。 

「特定空家等」とはと書いてあります。①倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状

態。②著しく衛生上有害となる恐れのある状態。③適切な管理が行われないことにより著

しく景観を損なっている状態。④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置すること

が不適切であるという状態。のものをこの法律の中では特定空家というふうに定義をして

おりまして、こちらのほうの特定空家ということになりますと、施策の概要のところのオ

レンジ色のところをちょっとごらんいただきたいと思います。 

特定空家等に対する措置というところがございまして、空き家に対しては、除却、修

繕、立竹木の伐採等の措置の助言、指導、勧告、命令が可能ということであります。さら

に、要件が明確にされた行政代執行の方法により強制執行が可能ということになっており

ます。 

さらに、あわせまして、表の中段ピンク色のところですね。空き家等についての情報収

集というのが、この法律に基づいて可能になっております。と申しますのも、空き家の所

有者を特定するために固定資産税の情報などを使うということなんですが、２３区におい

ては、固定資産税台帳は東京都が管理をしておりますので、現在この法律に基づいて豊島

区は都税事務所に対して、こうした所有の情報照会を行っているというところがこの法律
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が制定されたことで変わったところであります。 

 続きまして、２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。特措法に基づいて

国は本年の２月に基本指針を策定しております。この中では基本的な事項と空き家等対策

計画に関する事項というものを定めております。 

③として、その他空き家に関する国の施策として、これは、あくまでも例示ということ

で取り上げさせていただいております。このほかにも国で空き家に関する施策というのは

進められておりますが、例えば、ａというところでは、今年の税制改正によって空き家の

発生抑制するための特例措置ということで空き家の譲渡所得を３，０００万円まで特別控

除するというものになっております。それ以外にも先駆的な空き家の対策モデル事業の開

始、これは全国で２０事業展開がされております。また、空き家対策の総合支援事業の開

始というものも行われております。これは、先ほどの法律に基づく空き家等の対策計画に

基づく事業を支援するというものになっております。 

 それから、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業というもので、住宅確保要配慮者に

対しての居住の用途に供するための改修費用を国が例えば助成をするというような内容に

なっております。 

 ３ページが東京都の動向でございます。①空き家に関する施策ということで、東京都居

住支援協議会が２６年６月に設立されております。広域的な自治体である東京都が地域で

身近な自治体である区市町村が自ら協議会を設立し、住宅確保要配慮者への支援に係る具

体的な取り組みを円滑に進めるということでの設立促進あるいは活動支援に向けた取り組

み、あるいは普及啓発活動などを東京都居住支援協議会において行っているということで

す。 

 それから東京都における居住支援協議会の設立状況でございますが、豊島区は２４年の

７月に協議会を設立しておりますが、特別区では、江東区、板橋区、千代田区が既に設立

をされております。また、今年度中には、世田谷、杉並区も協議会を設立するような動き

があると伺っております。また、都下においては、調布市、八王子市が既に立ち上げ済み

で、今後、日野市が立ち上げ予定だということになっております。 

 ②「空き家利活用等の区市町村支援事業」これは、２７年度からスタートしておりま

す。後ほどご説明します本区の空き家の実態調査などについても、この支援事業を使って

おります。補助対象としては、①空き家の実態調査。②対策計画の作成。③改修工事への

補助などを行っております。 

その他の空き家に関する都の施策としましては、専門家団体との協定締結ということ

で、専門の相談窓口を開設しております。今年の７月時点で、弁護士会とか、司法書士会

等の９団体と協定を結んでいると聞いております。 

 また、空き家のワンストップ相談窓口の設置ということで、現在３団体とワンストップ

窓口の設置の事業を今年の１２月からスタートしていると聞いております。 
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 ４ページをお願いいたします。他の自治体の動向ということでは、全国的には空き家の

管理の条例については多数定められておりますが、活用に少し触れたような条例というこ

とで、京都市、弘前市などが条例として定められております。 

 また、（４）本区の動向ということでは、繰り返しになりますが、建物等の適正な維持

管理を推進する条例を２６年３月に定めております。また、活用事例ということで、リノ

ベーションまちづくり構想を本年１月につくっております。また、活用した事業というこ

とでは、先ほどもお話の出ました豊島区の居住支援協議会というものを立ち上げておりま

す。 

 また、５ページになりますが、リノベーションまちづくり。こちらは、遊休不動産を活

用して地域の課題を解決するというようなものでございます。既に、事業内容としまして

は、まちづくり塾の開催であったり、リノベーションスクールの開催などをしておりま

す。既にスクールは２回ほど開催しておりまして、このうちの２案件が事業化ということ

で実際にスタートしております。 

 続きまして、６ページにお進みいただきたいと思います。こちら人口と世帯の推移とい

うことで、今後、詳しくこういった基礎データをお示ししますが、きょうはトピック的に

ちょっと出しております。これは、人口を年齢区分別に見た推移ということですが、確実

に豊島区内においても少子高齢化が進んでいるというようなことがございます。直近１２

月１日現在で豊島区の人口は２８万４，０００人でございます。今後も増えていくような

傾向がございます。 

 また、７ページ、世帯の推移をごらんいただきたいと思います。こちらにつきまして

は、茶色い折れ線グラフが単独世帯数をあらわしておりますが、こちらが２７年の国勢調

査、これまだ速報値ですので確定値と異なる場合があるということでご了解いただきたい

と思いますが、確実に単独世帯数というのが増えているということでございます。また、

微増ではありますけども、ファミリー世帯層も平成１７年に底を打ってから２２年、２７

年ということで若干増えてきている、このような状況もございます。 

 さらに、８ページをごらんいただきたいと思います。本区の空き家の推移ということ

で、これは、総務省が５年おきに実施しております住宅・土地統計調査の資料の抜粋でご

ざいます。平成２５年には、豊島区の空き家が３万３７０戸あると言われておりまして、

これが②の空き家率で申し上げますと、２３区の中で最も高いということでございます。

東京都の平均でも１１．１％、全国でも１３．５％となっておりますので、それと比較し

ても豊島区は高い空き家率ということが言えるかと思います。 

 空き家の中身について分析したものが③になっておりまして、種類別の割合というのが

左のほうの円グラフに示しております。８４％を賃貸用の空き家が占めておりまして、そ

れ以外が売却用の空き家、あるいは二次的住宅。二次的住宅というのは別荘とかセカンド

ハウスというふうに使われているような住宅を指しております。それ以外、その他の空き
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家というのが、いわゆるその長期不在の管理をされていないような全国的にも問題になっ

ている空き家ということでございまして、そうした空き家が１２．２％、戸数にして３，

７２０戸ほどあるというような統計が出ております。 

 また、④については、建て方別・構造別の割合となっておりまして、共同住宅、特に非

木造のものが多数を占めている状況でございます。 

 続いて資料の７にお進みいただきたいと思います。空き家が抱える課題ということで幾

つか整理をさせていただいています。こちらも現在、空き家の実態調査をしておりますの

で最終的には意向調査というものもやりますので、こちら更新されるということですが、

２３年度に行った空き家の実態調査、その集計結果をお示ししております。空き家を利活

用する上での課題ということで、「借り手・買い手がつかない」とか、「遠方に住んでおり

維持管理ができない」というような回答が挙げられる一方で、「特に困っていることはな

い」という回答割合が６割弱あるというようなところが非常に特徴的なところかと思いま

す。また、表の下です。空き家の利活用の意向についてですが、グレーは「利活用するつ

もりがない」ということで、全体合計では約４割の方が「利活用するつもりがない」。特

に、建て方種別に見ていただくと、共同住宅、これが豊島区では非常に多いわけですが、

半数を超える５４％の方が「利活用するつもりがない」というような回答がなされている

というところでございます。 

 ページをお進みいただきまして２ページ、先ほどの特措法に基づく特定空家における課

題ということで、防災性の低下から防犯性の低下、ごみの不法投棄、衛生面あるいはその

景観面の悪化といったような課題が挙げられておりまして、下の表は特定空家等その他の

苦情件数というものを整理しております。この見方でございますが、例えば、平成２６年

度のところで、建物と、そもそも今空き地というのは、条例上は範囲としておりません

が、９７件と２件ということで都合９９件の件数がありました。このうちの区の条例で助

言をしているのが２１件、特別措置法で助言しているものが６件、その他区あるいは法律

に基づかない協力依頼ということで４５件、その他以外で２７件。２１件、６件、４５

件、２７件を足しますと９９件になっているというような表の見方でございます。このう

ち区条例で助言があった２１件のうち４件は指導中、解決が９件ありまして、その残り

が、まだ、未解決で残っているというような見方をしていただければと思います。 

 また、３ページのほうに行っていただきまして、今度は活用事業における課題というこ

とでございます。豊島区居住支援協議会、これ２５年度に居住支援バンクというものを立

ち上げております。これは、住宅確保要配慮者に入居を拒まない住宅を登録したデータベ

ースということで、情報を集めて住宅として、活用あるいはその地域貢献活動などに取り

組む区民グループにあっせんする仕組みということでやっております。 

現在の登録状況でございますが、南長崎三丁目と要町三丁目のわずか２件の登録という

ことになっております。 
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一方で、お申し出いただき登録できなかった物件というのが②４１物件、これまでにご

ざいました。登録できなかった理由を複数重複しますが入れております。建物が旧耐震だ

った。あるいはその接道条件がよくなかったとか、あるいはその用途が合わない。あるい

はその建築確認の文書がとられていないとか、あるいは確認申請が出ていないとかという

ような不備というものが多かったりというのがあります。また、そもそもなんですが、オ

ーナーさんからの拒否、あるいはオーナーさんから相談だけだったというものも含まれて

おります。 

 また、次の活用できなかった事例ということで、規模としては延床面積が１３５平米を

超える共同住宅、ＲＣ構造、新耐震のものです。しかしながら、検査済証がとられていな

かったということでございまして、この場合の不成立の理由としましては、検査済証がな

かったので耐震性能が確認できなかったということと、１００平米を超えておりますの

で、シェア居住をするためには寄宿舎としての用途変更が必要となったために断念をして

いるというような状況がございました。 

 ④協議会から見えた活用の課題ということで３点ほど挙げております。改修等が必要で

所有者の負担、コスト的な負担が大きいということ。それから基準法の関係で用途変更が

必要になるというようなところから活用を躊躇してしまうというようなケースが見受けら

れています。それから所有者と住宅確保要配慮者のマッチングが進まないというところ

は、これは時間的なタイムラグを言っております。貸し手としては早く入居して家賃を得

たいというところがあるんですが、実際入居する例えばひとり親家庭の方については、子

どもの進級にあわせてとか、保育園の関係とか、そうしたところの諸条件が整わないとな

かなか入居が決められないというところで時間的なずれが出てしまうというようなところ

が課題として見えてきております。 

 次に、４ページをお願いいたします。同じ利活用の事業でリノベーションまちづくり事

業を取り組んでおります。こちらについても物件探しが課題ということになっておりま

す。職員がまちを歩いて空き家マップというものをつくってまちのキーパーソン、町会

長、あるいは商店会長にいろいろ情報を聞きながら対象家屋が空き家かどうかというもの

を精度として高めながら登記簿等によってオーナーさんへの接触を図るということなんで

すが、今年スクール題材として空き家として集めた候補件数が７０件ほどございます。 

そのうち②所有者と接触を試みた結果というところが、接触できたのが９件ということ

になっておりまして、なかなかオーナーと接触ができないというようなところが一つ課題

として浮き彫りになっております。 

また、スクール題材を断られた理由としては、活用予定がないとか、貸出中だとか、そ

うしたようなものが内容となっております。 

 誰に相談してよいかわからない。どこに頼んでよいかわからない。そのため空き家をそ

のまま放置していくというような状況が見てとれます。 
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 ５ページに進んでいただいて、先ほども出ましたが、区の建築物の状況というところ

で、違法貸しルームの対応内訳になっております。こちら国交省に８月に報告している時

点の数字、是正指導中が７３件、違反なしが５件、是正済が１件、廃業７件、連絡不可が

５件というような状況になっております。 

 また、これは、②は、建築確認申請の件数を記載しております。 

 また、③では、用途変更ということで、これは用途を問わず２６年度に２４件、２７年

度３０件があったということでございます。 

 資料８をお取り上げいただきたいと思います。空き家の発生メカニズム分析調査業務。

これは、中間報告でございます。これは、今年、東京都の補助事業を使って、補正予算で

９月から着手している空き家の実態調査というふうに捉えていただければと思います。 

 一つは、大きく現地調査。それから二つ目に所有者調査。さらには、民間不動産事業者

に対するヒアリング調査。こうしたものを通して、空き家対策の基礎資料を得ることを目

的として実施しております。 

 ２の現地調査でございます。対象は、戸建て、民間賃貸住宅・民間賃貸マンション、そ

れから分譲マンションの空き室でございます。現地調査は２種類ありまして、まずは①全

戸調査。こちらは、９月末から１０月１８日までに行っております。 

 区全域を対象に、戸建てであれば表２．１の基準、民間賃貸住宅であれば表２．２の基

準に基づいて空き家・空き室の有無を確認するということになっております。 

 さらに②詳細調査。この全戸調査で空き家・空き室と思われる建物について、さらなる

詳細調査を実施しております。戸建てについては、全ての空き家。それから民間賃貸住宅

については、空室率３０％あるいはそのオートロックで調査不能だったというところの調

査を詳細調査で追跡調査をしております。 

 その現地調査の調査票が別紙１、別紙２でお示めししておりますので、ちょうど４枚ほ

どめくっていただいたところ８ページの後ろです。こちらに別紙１、現地調査の調査票、

これは戸建て住宅になっております。整理番号４のところの生活感の有無というところを

ごらんいただきたいと思います。調査員が現地に行きまして生活感がありというふうに判

断しますと、次の項目５に行きまして、その理由を記載をすると。住民がいた、あるいは

生活音がする、洗濯物が干してある、植栽がきれいに管理されている、あるいは車、自転

車があるといったような理由で幾つか複数をチェックをしていると。最終的にそうした総

合的なところでこれは居住中ですということで調査を終わります。 

 一方で、生活感がないというところについては、例えば、その項番の６、表札・名札の

有無ですとか、郵便受けの状況、電気メーターの状況、あるいは売り・貸し看板の有無、

そうしたものをまず調査をいたします。そうした上で、外観で建物の状況、１１番から３

０番までの状況を調査員が調査をするというものでございます。 

 また、別紙の２は民間賃貸住宅の調査票となっておりまして、こちらも項番の６、７を
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ご覧いただきたいと思いますが、空き家の判定のところで、全体の総戸数に対して、空き

室数が、どの程度あるのかというものを書いて、調査員が見ると。さらには主要な住戸タ

イプというものを単身用なのかファミリー用なのかということを例えばバルコニーの隔て

板などを見ながら調査をしてくるというものでございます。 

 資料お戻りいただきまして２ページをお願いいたします。こちらが調査結果ということ

で全戸調査の速報値を挙げております。戸建て住宅、民間賃貸住宅、分譲マンション別に

記載をしております。本日、町丁目別の細かい資料については、席上配付のほうで、Ａ３

で配付しておりますので、そちらも後ほどご確認いただきたいと思います。 

 表の３．１、戸建て住宅調査棟数が２万８，７２３棟あるいは表３．２、民間賃貸住宅

調査棟数１万２，１００棟とありますのは、これ今回の調査は、住宅地図会社のゼンリン

にお願いをしておりまして、ゼンリンが持っております建物のポイントデータというもの

がありまして、それの建物の棟数でこの数を把握しております。その棟数に対して、今回

の全戸調査で空き家の候補あるいはその空き家かどうかというクエスチョンをつけている

ようなものの棟数、これが１，７２４棟ございましたので、これを全体で割り返します

と、戸建ての空き家率というのが６％ということで今速報値として出ております。同様に

民間賃貸住宅については、総戸数に対して空き室数がどの程度あるのかというようなこと

で表現をしております。割合としては４．３％。同じように分譲マンションでは２．２％

というふうになっております。 

 また、空き家率の分布というものを別紙の３のＡ３の横表でお示ししております。これ

は、戸建ての空き家候補、先ほどの８７０戸をそれぞれ町丁目別に空き家率を分布で示し

たものになっております。ゼロから１２．１％以上ということで色の濃さで表現しており

ます。この中で例えば目白の一丁目とか、東池袋三丁目とか、駒込五丁目とか、０％とい

うところがあります。これについては、例えば駒込五丁目であれば、大半が染井霊園であ

ったり、目白一丁目であれば学習院であったりと、あるいは東池袋三丁目であればサンシ

ャインあるいは郵便局、豊島消防といったような官公庁とか高層ビル群で、そもそもその

戸建て住宅が少ないようなところというのは０％というふうに出ております。また、逆

に、濃い茶色の部分ですね。南池袋二丁目とか、東池袋四丁目、このあたりは木密エリア

で今再開発の事業が例えば進んでいるということで空き家が増えているというところと

か、西池袋一丁目であれば、そもそも空き家の戸建ての数が少ないがために１軒、２軒あ

っても率が高いというような状況です。これは、後ほどＡ３の補足資料をごらんいただけ

ればと思います。 

 また、資料の２ページにお戻りいただきまして、４番目が平成２３年度に実施した空き

家の実態調査を追跡調査した結果を示しております。表の３．４のほうが全体的な前回の

調査。棟数としては５５１棟把握しておりますが、そのうちの戸建てが３３７、長屋が２

２、共同住宅が１５１、その他が４１というような状況だったものが３ページのほうにい
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きまして、現状どうだったかというところを示しております。例えば、戸建てで申し上げ

ますと、前回３３７の空き家の棟数があった。右の本調査で見ますと、今も引き続き空き

家の状態となっているのが８１棟、約４分の１になっております。１９２軒がもう今は住

んでいるというような居住が確認できたというものが全体の５７％を占めているというよ

うな形でごらんいただければと思います。 

 以下、３ページ、４ページで共同住宅あるいはその他住宅というふうになっておりま

す。 

 ５ページの今後のスケジュールのところでございますが、今後は民間事業者へのヒアリ

ング調査。それから所有者へのアンケート調査などを行いまして、年度末までには調査報

告としてまとめていくようなことで考えております。 

 ヒアリング項目については、アンケートについては記載のとおりの内容を今のところ想

定をしております。 

 最後に、資料の９をお取り出しいただきたいと思います。（仮称）豊島区空き家等活用

条例の制定についてということでございます。こちらの条例は検討案ということで、管理

に関する条例というのは全国的にも多く、本区も策定済みでございます。利活用に特化し

た条例というのが、京都あるいは弘前など一部盛り込まれておりますけども、ほとんど事

例がないということですので、本区では、今後、条例化を目指して検討していきたいとい

うことでの頭出しでございます。 

 この条例の目的としましては、有効活用に関して必要な事項を定めるということで、空

き家の発生を防止するというようなことで、良好な生活環境の保全あるいは安全安心で住

み続けられるまちに寄与するということで目的を定めております。 

 （２）の空き家の対象ということなんですが、こちらでは、現に人が居住せず、若しく

は使用していない状態にあるものにしております。一方、空き家のいわゆる特別措置法に

おける空家の定義は、使用されていないことが常態であるものとなっておりますが、この

活用においては、その瞬間、人が居住していないあるいは使用していないというもので積

極的に利活用を進めていこうというふうに幅広く捉えております。 

 （３）視点でございます。１点目が役割。それから２点目が空き家の登録。３点目が活

用事業者の登録。最後に、家族的住まい方の認定というものでございます。 

 （４）が条例の骨子の案で、①としては、基本理念。②基本施策（区が講じる施策）と

いうことでありまして、こちらは、区は自主的に取り組むように、広報活動、普及啓発の

活動など必要な措置を行うということと、活用等に関する相談に応じる情報提供、助言そ

の他必要な支援を行うということを基本施策として、定めていこうというふうに考えてお

ります。 

 ２ページ目、空き家の登録。こちらは、所有者が空き家を活用するために区に空き家の

情報を登録することができるとするものでございます。④は、活用する事業者の登録とい
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うことです。さらに⑤家族的住まい方の認定ということで、空き家等所有者がシェアハウ

ス等で活用する場合に、区に届出をいただくというようなことで考えております。 

 ３ページのイメージ図をごらんいただきたいと思いますが、現況では、普通の住宅とし

て使うケースは当然、建築基準法の扱いとしては住宅としてなっておりますが、空き家を

シェアハウスとして活用するといった場合には、平成２５年の国交省の技術的な助言によ

って用途を寄宿舎として取り扱うようになっております。なかなか、その用途変更があっ

て進まないというようなところが課題だというふうに先ほども申し上げました。この家族

的住まい方の認定ということで、下の活用条例（案）のところをごらんいただきたいと思

いますが、シェアハウス等として活用する者がこの条例に基づいて届出をします。一定の

基準で家族的住まい方として認められるシェアハウスの場合には、そのまま住宅の用途と

いうことで、その後、区のほうに定期報告をしていただくような流れを考えております。

 条例に基づいて届出をしましたが、家族的住まい方として認められない場合には、従前

どおりの寄宿舎という扱いになるというものでございます。 

 ２ページ目にお戻りいただきまして、その家族的住まい方の適合条件の、まだ、あくま

でも例示ということでございます。以下の①から④の全てを満たすものということで、

①、②はいわゆる居室の上限であったり、最低一人当たりの面積基準を入れております。

③が所有者と入居者の入居契約が、入居者全員が契約名義人になっているということ。そ

れから契約者以外の入居を認めないということと、別の入居者が交代することができない

というようなことがございます。これは、ＵＲ都市機構が既にハウスシェアリング制度と

いうものをしておりまして、入居者にグループを組んでもらってグループ全員が入居する

住居のいわゆる契約名義人となる契約方式と。この場合は、グループが準家族的関係だと

いうふうに見ておりますので、それにならった形で家族的住まい方ということでこの条例

で定めてはどうかということで現在考えております。 

 説明が長くなりましたが、資料のほうの説明は以上でございます。 

●会長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、最初にこの調査の中間報告の部分について、少し質問をお受けして、その

後、この空き家に基づく政策の方向性について自由にご意見をいただくということで進め

たいと思います。 

 まず、この中間報告について、何かご質問、ご意見ある方はいらっしゃいますでしょう

か。かなり詳細な調査を実施しておりますので、大変貴重な内容だと思います。あるいは

注文でもいいと思います。 

 はい。じゃあ、どうぞ。 

●委員 詳細な説明ありがとうございます。 

 その中で調査はした会社はゼンリンというお話が１点出てきましたけれども、期間は書

いてありますけれども、延べゼンリンの社員さんか何かわからないですけれども、調査に
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かかわった方が何人で、調査費用はどれくらいゼンリンに支払ったのか。そして、平成２

４年、前回、調査をやっておりますけれども、これも同じゼンリンがやったのかどうか。

調査の継続性という意味では、違うものが同じ物件を扱っても違う見解が出る可能性もあ

りますし、ゼンリンは住宅地図の専門業者ですけれども、実際こういった空き家を肌で感

じて判断できるような能力というのか、ノウハウを調査員がどれくらいお持ちなのか、そ

の辺をちょっと質問したいと思いました。 

●会長 事務局、お答えできますでしょうか。 

●住宅課長 はい。今回プロポーザル方式で調査会社を選定しておりまして、最終的には

地図会社であるゼンリンにお願いをしているというような状況でございます。どの程度の

調査員がかかわっているかというご質問ですが、まず、その現地調査で全戸調査、区内全

域をローラー調査しておりまして、１日で２０名ぐらいの調査員を導入して空き家と思わ

れる調査を行っております。さらに、次の二次調査、詳細調査ですけども、全戸調査で空

き家と思われた、先ほどその調査票、幾つか判定票をお見せしましたが、それをもとにや

っている調査員は５名程度で、調査員人数が多いとそれだけぶれが生じますので、二次調

査では極力調査員を絞った形で実施しております。 

 また、費用のご質問ですけども、こちらは約２，０００万円の調査費をかけておりま

す。このうち２分の１、約１，０００万円が東京都からの補助金が入ってくるということ

で財源として当てております。 

 それから２３年度にやった業者ということなんですが、あいにく今回のゼンリンとは別

の事業者が前回調査はやっております。そこで調査の何ていうんですかね、精度の違いと

いうかそうしたところなんですが、まずは、かなり全国でも空き家の調査の質が全体的に

上がっておりまして、判定基準というものをそもそも国交省が定めておりまして、それが

前回も今回も最低限の判断基準として、その要素を使っております。加えて、今現在、区

のほうでいわゆる特措法の特定空家の判定基準、危険度判定みたいなものもありますの

で、それも調査項目として加えて調査をしております。当然、この調査に当たっては、２

０名あるいはその５名の調査員に対しましては、事前の研修あるいはその実地調査という

ものをゼンリンにお願いをしております。実際、我々も調査に同行して調査の進め方がき

ちっとされているかというチェックなどもさせていただいております。 

●会長 よろしいでしょうか。 

●委員 ありがとうございます。 

 蛇足ですけれども、港区、中央区でもマンションに関しては実態調査をやっておりまし

て、それに対する調査員を、マンション管理士を充てて専門的な立場から調査員としてマ

ンション管理士がやっていると。その結果、従来回答率が２０％ぐらいだったものが５

０％ぐらい上がったというような報告を聞いております。 

 以上です。 
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●会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかにありますでしょうか。はい。 

●委員 今回の調査は、目視を中心としてということですが、実際にちょっと幾つか、私

も研究室で調べさせていただいて、実際に空き家だと思ったものを町会長さんに聞いてみ

ると、ほとんど８割から９割は認識をしているという状況です。そして、これは空き家じ

ゃないですよということも教えていただける。やはり町に住んでいる人が一番知っている

と思うので、この結果をすぐにアンケートなのか。１回それをきちっと聞いてもらうとい

う、今後のスケジュールでヒアリングというのが直接アンケートになっているんですが、

それでいいのかなということを思ったんですが、いかがでしょうか。 

●会長 はい。どうぞ。 

●住宅課長 ただいまのご質問には同感だと思っておりまして、やはり幾ら外観目視をし

て、これが空き家だろうと思っても実際に住まわれていたり、あるいはその見かけ上、き

ちっと管理をされているのですが、実際聞いてみるとこれが長期間あいているような空き

家だということも地元のキーパーソン、町会あるいは商店会長のお話を聞くとそこら辺、

一番情報を持っているということを日ごろから痛感しています。その一方で、この調査を

お願いするときの町会あるいは商店会長への負担というものも実は考えあわせまして、特

に今回、戸建ての住宅だけなんですが、いきなりアンケートをするのではなくて、空き家

だと思ったところに対して、はがきを、一旦郵送で出しています。空き家のところは、郵

便配達員がここはもう空き家だからということで、戻してくるようなケースが非常に多い

ということも聞いております。また、管理をされているようなケースについては、あるい

は使っているという方については、そのはがきに使っていますと回答していただくという

ようなことを今回やっております。 

●会長 よろしいでしょうか。 

 それでは、この空き家のただいまご説明あった政策の方向とか、そういうことについて

ご自由にご意見、ご質問いただければと思います。さらに、調査の内容について補足の質

問でも構いません。いかがでしょうか。 

 じゃあ、どうぞ。 

●委員 先ほど課長の説明で、全戸調査における戸建て住宅の空き家率の分布ということ

で、南池袋二丁目、東池袋四丁目、木密地域だということで空き家率が高い１０％、１

２％以上というふうになっているとおっしゃいましたけども、例えば、駒込七丁目ですと

か、それから池袋本町、上池袋の特定整備路線が木密地域ということで整備を進めている

んですけど、空き家率がものすごく低いんですよね。そうしますと、課長の説明では、ち

ょっと説明がつかないんではないかなと思うんですが、例えば、これ西池袋一丁目ですと

か、南池袋二丁目、東池袋四丁目などは、本当に池袋駅に近くて住宅も高くて、私、これ

見たときに住宅が高くて、空き家になっているのかなと思ったんですが、木密で空き家と
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いうのは、ちょっと特定整備路線との関係で見ますと、ちょっと説明がつかないんじゃな

いかなと思うんですけど、事務局、いかがでしょうか。 

●会長 いかがでしょうか。はい。 

●住宅課長 すみません。ちょっと、言葉が過ぎたと思いますけど、まだ、そこら辺の細

かい分析というのをしておりませんので、ちょっと必ずしも木密エリアだから空き家率が

非常に高いような形で出ているというのは、ちょっと私のほうが、拙速に言ってしまった

ということもございます。 

 ただ、南池袋の二丁目のところにつきましては、再開発組合が立ち上がったりというこ

とで、このあたりはかなり転出されているというような状況で戸建ての空き家が多いとい

うのは、これは現状かと思っております。 

●会長 いずれにせよ、今後この空き家が発生する理由を調べるのはとっても大事なの

で、今後の調査でいろいろ出てくるとよいと思います。 

 はい、どうぞ。 

●委員 空き家のことなんですけども、豊島区が多いというのは、供給数がここのところ

急激に伸びてくるのに対して、需要が追いついていけないんじゃないかというふうに思う

ので、資料６の７ページに世帯数が伸びているというのが出ているんですけれども、こ

れ、できれば、ほかの区との比較も含めて資料があるといいのかな。２００５年から一番

右が多分２０１５年だと思うんですけど、ここのところがやっぱり急激に戸数が伸びてい

るというところが、豊島区が空き家が増える原因の一つじゃないかなというふうに思いま

す。 

 それで、あと、マンションの空き室なんかでは、これ今部屋の広さが載ってないんです

けれども、ワンルームが多分一番多いんじゃないかなと思うんですね。ですから、そのあ

たりもわかると、ちょっと、対策がしやすいんではないかなというふうに思います。 

 それと、あと、要望とかでもよろしいですか。 

●会長 はい。まず、この段階で、一度区切りましょう。 

●会長 それは私からお答えしたほうがいいかもしれないですね。この空き家が増えてい

るという、この住宅・土地統計調査というのは、もともと空き家を目的とした調査ではな

いのでかなり不正確です。ですので、政策を考える場合には、この全戸調査を今やってい

ますけれども、そちらに準拠されるということにしたほうがいいと思います。そうする

と、全戸調査ではそれほど空き家多いわけではないので、こっちのほうが信用性高いと思

います。 

●委員 なるほど。 

●会長 はい。じゃあ、続けてどうぞ。 

●委員 いいですか。あと、要望なんですけども、空き家が多くて、豊島区はほかの区よ

り賃料がちょっと高いというお話がありまして、賃料下げれば空き家は解消になるんじゃ
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ないかというのが１点あると思うんですけれどもね。ただ、賃料が下げられない理由とい

うのもあると思うんですよ。建てたときのどうしても返済があるので下げてしまうと返済

がきつくなるというところがあるので、できればその家賃でも入るように豊島区の価値を

高めていくというのも一つではないかなというふうに思いますので、そういった施策も何

か一つ入れていただきたいなというのと、それと、もう１点、空き家の予備軍というのが

あると思うんですね。高齢者の方が、うち今相談があるんですけど、庭の手入れがもうで

きないということで、庭がもうすごい状態になってしまって、あとは空き家になっても手

入れが誰もできない。それからお店をやっていて、もう自分もお店ができないのでシャッ

ターを閉めて上には住んでいるという方なんかもいらっしゃると思うんですね。そういっ

た方むけにその方がどこか別に住めて、そこを何か有効活用できるようなことを今後考え

ていくと、周りの何ていうんですかね。周辺環境もよくなるし、活性化になるんではない

かなと思いますので、そのあたりもちょっと、今度、考えていただけるといいかなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

●会長 事務局、よろしいでしょうか。今のはご要望ということで。 

●住宅課長 はい。 

●会長 ほかにいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

●委員 先ほど、町会長だとか商店会長が地域のことをよく知っているというふうにおっ

しゃっていたんですけど、一番知っているのは多分個別に存在している地域の民生・児童

委員だというふうに、私は思います。この１点だけですね。 

 それから、今、空き家率が豊島区が高いというのは、多分、今、委員さんも同じような

ことを考えているんだろうと思うんですけども、やっぱり豊島区が高齢化率高いんですよ

ね。７５歳だともう３２％ぐらいですかね。三人に一人、ひとり暮らしの中では三人に一

人がもう一人で暮らしている。世帯数でいうと二人以上のひとり暮らしを含めて３万人ち

ょっといるんですよね。ということは、これは逆に言えば、予備軍だろうというふうに、

私、思うんですよ。今、予備軍については、何ら、これ触れていないですよね。例えば、

さっきの調査の中でも、空き家であるか、ないかみたいな調査の中で、ありというのは多

分もうこれ予備軍なんじゃないかな。これがやっぱり大事なんじゃないですか、この部分

が。ここで防がなかったらどんどん増えるだけで、例えばその予備軍のことを考えると、

さっきの条例でもやっぱり空き家になる恐れがあるというようなことを何とか区として、

支援していくような体制の条例でなかったら意味がないではないかなというふうに、ちょ

っと思うんですよね。ですから予備軍を少し意識して何らかの支援をするか、あるいはつ

くっていくかということが大事かなというふうに、ちょっと思います。 

 以上です。 
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●会長 今お二人から予備軍に対する対応が非常に重要だということで、確かに広い家に

お年寄りひとり暮らししているという、その段階でいろいろ手当をするというのは大事で

すね。その場合、部屋が空き部屋としてあいているので、最初は、まず空き部屋活用とい

うのも考えていくというのが大事だというふうに思われます。今後の課題として、ぜひ進

めていければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。はい。どうぞ。 

●委員 これは、会長に伺ったほうがいいのかもしれないですが、先ほどの調査の中で

も、このままにしておくというような方の中にやはりその改修の費用が負担が大きいとい

うようなことがあったかというように思いますけども、そうした中で昨日の新聞に、国の

ほうでやはりこの空き家を活用するために住宅の家賃の補助とか、また、改修費の補助を

確か明年の秋ごろに向けてというようなことがあったんです。逆に会長にお聞き、そこの

動向もやはりこの今後の豊島区の施策にも関係するかなと思いまして、すみません。も

し、わかれば。 

●会長 そんな詳しいわけじゃないので。いずれにせよ、今、空き家活用というのは国の

大きな政策課題ですので、できるだけ補助ないしお金をつけて活用の方向に行こうという

のはあると思います。そのときに家賃を補助するというのと改修費を補助するというのが

二つあるんですが、恐らくこれから私の個人的意見ですが、改修費補助というのは住宅を

住宅として扱う場合には結構有効に機能すると思います。というのは、それほど大きな改

修費かけなくても使えます。だけど、住宅をほかの用途に変えるという場合ですね。グル

ープホームにするとか、そういうときにはとても足りないですね。ある例では、改修費

１，０００万くらいかかるんですね、寄宿舎の基準にあわせて改修するためには。そうす

ると、とても家賃合わないと思います。ですからこの後の条例案にありますけど、ある程

度、住宅のまま活用できるという範囲をなるべく広げて、それほど大きな改修費をかけな

くても使えるような方向をやはり考えていかなくてはいけないというふうに思います。 

 はい。どうぞ。 

●委員 この条例、非常におもしろいなというふうに思いました。やはり先ほどの委員が

おっしゃっていたんですけれども、この空き家の状況ってものすごく変化が大きいんです

ね。先ほどのご説明の中でも前にやった調査のところを見てみたら、入居率が結構上がっ

ていた、入居をしていた状況がわかったり、ということは、やはり、相当、地元、地域の

町会とか自治会とか、それからひとり暮らしの情報なんかもやはりご近所の方が、一番ご

存じなので、地域密着型で進めていくのがいいかなというふうに非常に思っています。そ

れは、一つの意見なんですけれども、もう一つ、資料の７の５ページのところにございま

すけれども、区の建築物の状況の中に、用途変更の申請件数がございまして、この中身に

ついてのご説明はなかったんですけれども、まさにこの条例の中に盛り込もうとしている

シェアハウスをどういうふうに捉えるかみたいな話。用途の変更の話ですので、それ以外
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に、例えば戸建てを実は申請していないけどデイサービス的に使っているとか、何か、も

しかしたら、そういうのがあるかなと思うんですね。申請をしていなくてもそういう動き

があるということを捉えておくと、非常に次のステップになるかなと思いますので、すみ

ません、ちょっと、部署がよくわからないんですけれども、そういう建築関係の部署です

かね、ここは。一緒に連携をしてその用途変更についての中身も調べていただけるといい

かなというふうに思いました。 

●会長 ご要望ということでよろしいでしょうか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

●委員 じゃあ、いいですか。 

●会長 はい。どうぞ。 

●委員 今、保育園の待機児童がものすごく年々増えていて、豊島区でも高野区長が２９

年３月をめどに待機児童ゼロにするということを宣言されておるわけですけれども、この

都知事選挙で、今、小池都知事になりましたけれども、選挙の期間中に待機児童をゼロに

するということは当然だけれども、その子どもたちをみる先生ですよね。いわゆる保育士

さんとおっしゃるのかな。いわゆる子どもたちを預かる先生が非常に不足しているし、非

常に離職率も高いということで、この空き家対策をうまく活用しながら、そこに保育園の

先生方に住んでいただいて、それで保育園に通ってもらうというような、この空き家対策

みたいな話を確か選挙中に話をされていたんじゃないかなという記憶があるんですが、今

度の条例については、そのことを絡めたという話はないのね。 

●住宅課長 まだ、具体的には検討が進んでおりません。 

●委員 ないの。じゃあ、する機会があったら、ちょっと。 

●会長 でも、保育士の方に安い家賃の住まい提供するってとても大事ですね。 

●委員 それ、どうかなと思って、区のほうではそのことについて多少なりとも、その頭

の片隅でもそういった話が入っているのか、入っていないのか、ちょっとその辺のところ

を聞きたいと思います。 

●子ども家庭部長 ご意見ありがとうございます。 

 ちょっと、今日、保育の直接担当いないんですけれど、私の知っている限りで、いろん

なお話、都政のほうで出していただきまして、助かっている部分はいっぱいあります。特

に、現在、力が入っているのは、住んでいるアパートの借り上げ代について、幾らか援助

をしてなるべく下げて、近くに住んでいただくということでやっております。先日も議会

の中で区内じゃないとだめなのかということでさんざん論議ありましたけど、通える範囲

であれば結構ですということで進めさせていただいております。それで、期間の長さとか

いうのについても上乗せのことを知事がやっていただいたので、大いに活用させていただ

いております。 

 今、ご質問がありました空き家を活用して、まさに、豊島区内にどんどん住んでいただ
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こうというのは、非常に興味深いところでございまして、ただ、現実そういうふうにやる

というところまで、まだ施策行っておりませんので、こちらの施策の進みぐあいも含めま

して、寝かしながら、うちのほうとしてもそういうことがもしかなうならば、要望として

も出していきたいし、できるだけ区内に住んでいただいて保育をしていただくということ

はありがたいことだと思っております。 

●委員 ありがとうございます。 

●会長 特に、普通の空き家をそのまま使うと家賃、幾ら補助があっても高いと思うんで

すね。それで、ここに出ているシェアハウス的に保育士の方に住んでもらうとかなり家賃

下げられますので、その場合は区長が認めるということで住宅課も押してやれば相当保育

士の人は安い家賃で豊島区に住めるんで、いい政策になると思いますよ。 

 はい、どうぞ。 

●委員 やっぱり、今、この住宅マスタープラン、平成３０年度までのその中のやっぱり

重点項目の中にもやっぱり空き家対策ということは載っているわけですよね、５年間で。

中でもやっぱりリノベーションを活用してとか、あるいは居住支援協議会を活用して、そ

れで空き家対策やりましょうと。来年の３月に、また、進捗状況が住宅、これ審議会で説

明があるということなんですけれども、ただ、きょうのやっぱり実態を見ても、現実に、

今、居住支援協議会の登録数も２件だし、前回０件とかだったんでしょう、やっと２件に

なった。あるいはリノベーションもこれやっぱり住宅が空き家活用しようとしても思うよ

うにオーナーの理解が得られなくて、その件数が思うように上がってこないというふうな

中で、今、実際に空き家、これ活用しましょうという条例なんかも組もうとしているんだ

けど、実態として、何か絵はあるけれども、実際、本当どうなのかなと、一番やっぱりポ

イントは何なのかなということで、先ほどから、いろいろある、やっぱり、建築基準法の

中のそういう規制もあるだろうし、じゃあ、それ区として、本当にこれをやっていこうと

なると、さっき先駆的にと会長言われましたけれども、そういうことを本当にもっと区で

提案してやるしか、もう、これ進めること、それで全国で豊島区はこういう政策でやって

いるんだということを本当に可能なのかどうか、これはやっぱり一番ポイントだと思うん

だけれども、この辺はどうなんですか。もう、それやんないと、幾ら、正直言って申しわ

けないけど、これやっても、何か思うように進まないのかなという、計画が。 

●会長 そうですね。おっしゃるとおりで、今の状態であれば、オーナーのほうは、区に

届けるとさまざまな規制がかかるんで、むしろ避けるというのが実態です。それで、この

空き家活用条例をしっかりつくれば、合法的に使えるという状態をつくり出せば、かなり

登録してくださる方も増える可能性はあると思いますね。だからチャレンジする価値はあ

ると思います。 

 はい、どうぞ。こちらから。 

●委員 今の話に、かかわるのかもしれませんが、資料の７の３ページあたりに、活用事



 - ２９ -

業における課題の中に、今出てきた豊島区居住支援協議会の活動の中身がまとめてありま

す。これがどのくらいの規模で、何人くらいでやっているのかわからないんですが、登録

できなかった物件の理由の中に、例えばオーナーからの相談のみが１０件あって、じゃ

あ、その１０件は追えなかったのかとか、４番のところの活用の課題の中で、先ほどの改

修費とか所有者への負担が大きいとか、用途変更がいろいろ大変、マッチングが進まない

んどがあります。この中の例も入居する場合に、子どもの進級の４月にあわせて居住地を

変えるのは当たり前で、それが間に合わないから８月にとか７月にというだとか、やっぱ

り住居を変えようとする人は、特に子どもを抱えている家族は進級や保育園に入れる時期

じゃない限り、普通は転居できないんです、働けなくなってしまうので。こういう時に間

に立つ、先ほどおっしゃったように法律とか枠組みを決めても、仲立ちに立つようなとこ

ろがもう少し強くというか、強制とはちょっと違うんですが、力のあるアドバイスの仕方

で仲立ちをしていくような形に変えていかないと、ここの本当に耐震の問題があって５件

無理でしたとか、接道不良が４件、その辺はかなり難しい問題ですが、マッチングしない

６件、オーナーの拒否３件、相談のみ１０件、すごいもったいない気がします。これって

かかわれる人数の問題があって、それ以上掘り下げられなかったのかもしれませんが、こ

ういう間に立つ、せっかく立ち上げた団体がもう少し力を持って活動する形に条例と一緒

にしていくべきではないかと感じました。 

 以上です。 

●会長 はい。事務局から説明いただくといいんじゃないでしょうか。 

●住宅課長 ただいまご質問ありました居住支援協議会の体制なんですけれども、行政も

住宅課と保健福祉部の所管がそれぞれ入っておりますが、基本は不動産関係団体。今日も

宅建の幹事長さんがいらしていますが、宅建あるいは全日、後は、建築士事務所協会の方

とか入っていただいています。それと学識経験者として、小林先生や定行先生、後は、豊

島区の社会福祉協議会が基本的な会員構成ということでやってはおります。ちょっと、強

力なアドバイスをもって、活動をきちっと継続してできているかというと、なかなか、そ

こも弱いところではあるというふうに考えております。実際に、入居者とオーナーさんを

つなげるために、今申し上げた会員だけでは当然対応できませんので、ＮＰＯと連携をと

りながら取り組んでおります。これまでは三つのＮＰＯ法人、一人親だったり、高齢者だ

ったりという、それぞれのジャンルのＮＰＯと連携しながらやっているんですが、それで

も、まだ、足らないということで、今年度から団体登録制度というものを設けまして、区

内でさまざまな活動をしているＮＰＯ法人等がおりますので、まずは登録をして一緒にな

って動いてくれる団体を増やそうということで今年度少し強化を図っているところでござ

います。 

●会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

 はい。どうぞ。 
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●委員 空き家の活用条例の制定についてということで、非常に興味深いというか、ぜひ

実効性のある条例にしていただけたらなというふうに思います。その中で幾つか今日の資

料の中にありますけれども、リノベーションまちづくりに関して、関東では豊島区に続い

て、埼玉県の草加市でリノベーションまちづくりが始まっておりまして、先月、リノベー

ションスクールが開催されました。研究室で協力などもしております。リノベーションま

ちづくりは、空き家も含むということで今回取り上げられていると思いますけれども、空

き家以外も空き店舗みたいなものの活用も含まれていて、そこを住宅の部分に絞ってしま

う必要はないかなというふうに思っております。ほかにも民泊ですとか、あるいは、最

近、また、注目されています在宅勤務の話もありまして、住宅と非住宅の境界線がすごく

今、曖昧になってきているというふうに思います。その意味でもこのリノベーションまち

づくりの発想というのは活用していくべきです。さらに言いますと、やっぱり民間の活力

を非常にうまく使っているという部分がありまして、行政でやってしまうと、どうしても

法規にちゃんとのっとらないといけないということで、耐震性とか、接道とかそんなこと

で非常に身動きがとりづらい部分もあります。そこら辺は、民間だと突破力があるという

か、何度か会議でも言っていますが、多少は片目ぐらいつぶるとか、できることがあるか

なというふうに思います。その住宅という枠組みを少し変えるとか、民間の活力を使うと

か、そういうちょっと視野を広くした条例にしていただけると、よりよいものになるので

はないかなというふうに思います。 

●会長 はい。ありがとうございました。要望ということでよろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。はい。どうぞ。 

●委員 先ほど、委員からご質問あった部分の３ページですね。いわゆる所有者と住宅確

保要配慮者とのマッチングが進まないという件なんですが、これについて、いわゆる所有

者さん側のいわゆる居住者制限ですか。そのあたりはどうなっているんでしょうかね。 

●会長 居住者制限。 

●委員 というのは、要するに、条件いろいろあってということは、この今の３ページ

の、この表の上の１、２、３、４、５項目は、行政側の都合、いってみれば都合ですよ

ね。これ、この下の３項目、約１９件に関しては、オーナー側の都合だと思うんですね。

この都合の中にいわゆる居住者制限ですか、ということが相当の数で含まれているんでは

ないかなと思うんですけども、そこら辺どうでございましょう。 

●会長 入る方を制限したいということですか。 

●委員 例えばどういうことかというと、例えば、家賃が不払いになるという恐れなんか

ありますよね。これは、どういうことかというと、生活中心者の、離職していて、入って

こないとか、それからあるいは、居室内での死亡事故などが困るということで、いわゆる

単独の高齢者ですとかの入居を拒むとか、あるいは、外国人なんかは他の入居者との協調

性がないのは困るとか、そういったいろいろな結構ノーという部分があるんではないかな
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と。いわゆる。 

●会長 はい。わかりました。いかがでしょうか、事務局。 

●住宅課長 はい。入居制限という意味合いだと思いますが、そもそも、この居住支援協

議会の事の発端が、まず高齢者を理由にとか、障害を理由に、あるいは、ひとり親を理由

に、なかなか住まいがご自身で確保できない。特に高齢者の場合にとか、部屋で亡くなら

れて、そこがその物件としても事故物件としてなってしまうと。そうすると、当然、家賃

が減収するとか、あるいは、相当な改修費用がかかるとか、そうしたところがネック部分

となっていて、それを何とか入居者をうまくマッチングしましょうよということで住宅セ

ーフティーネット法に基づいて、こういった協議会の設置が都道府県レベルで、まずは図

られて、市区町村レベルでもかなり、今協議会が設置されているような状況です。それ

で、国でも新たなセーフティーネットを構築しようということで家賃を助成したり、ある

いは保証会社をつけることで、そうした家賃の不払いだとか、そうしたところに対応しよ

うということで、その保証料の一定額を補助しようとかいう動きが今出てきているという

ような状況でございます。 

●会長 よろしいでしょうか。はい。ほかにいかがでしょうか。 

 はい。どうぞ。 

●委員 できれば、席次表を用意してもらいたい。 

●住宅課長 次回ご用意します。大変失礼しました。 

●会長 ほかにいかがでしょうか。 

 はい。どうぞ。 

●委員 私、上池袋三丁目に住んでおりまして、今年はまちづくり協議会で空き家調査を

実際やりました、三丁目と二丁目で。そのときに主に動いていただいた方はお米屋さんの

奥さんです。民生委員、それから町の不動産屋さん、そういう方は本来知っている可能性

は高いんですけど、一緒に活動していただけないんですよね、残念ながら。それで、もち

ろん、どこに空き家があるかは事前に地元の町会長に当たって、ピックアップしてくださ

いというところをピックアップした先で、まちづくり協議会が実際３、４時間かけて歩い

て、上池袋一丁目、二丁目、三丁目では調査しました。それと、同じ時期にこの人たちも

調査しているんですね、同じ場所を。それで、係が、区役所の部署が違うせいか、ものす

ごい冷たいんですね。彼らは彼らで勝手にやっているんだと。うちらはうちらでやるんだ

ということで、やっぱり最終的に皆さんおっしゃっているように地域に住んでいる方が何

とかしなければ空き家対策というのはうまくいかないというのは、皆さんおっしゃるとお

りなんですけども、じゃあ、実際、誰が動くのかと。町会長は動かない、民生委員は余り

動かない。それでさっき言った町のお米屋さんとかそういう方が一番よく知っている。そ

の辺の地域の力をうまく空き家対策の解消に行政も一緒になってセクションじゃなくて何

とかやっていきたいというようなことを総合力で発揮できれば一番いいかなと、私の拙い
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経験ではそう思いました。 

 以上です。 

●会長 はい。今までの反省に基づいて今後、そのような連携とかあるいは自治会、町会

の方の力を活用するとか、ぜひ進めていくことにしましょう。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい。どうぞ。 

●委員 個人的な意見もなんですけど、要望というか意見ですね。空き家に関して私と

か、私の知り合いも逆にそれを活用したいと思っている人がいて、それこそ区役所住宅課

とかにお問い合わせしても、それは業者がやっていますということで何にも、先ほどＮＰ

Ｏというんですけど、私、まだ、拙い経験なので、どこの誰に相談したらいいのか、どこ

にそういうものがバンクされているのかが、逆に今度は、利用者側は全く、今、一般的に

わからない状態だと、活用しようと思ってもできないというのが現状だと思います。これ

は、私自身が区役所に行って聞いて、そういうお答えだったんで、そこで、ひとまず帰る

しかなかったということです。はい。 

●会長 ぜひ、この居住支援協議会の活動についてはＰＲをしっかりするということが大

事ですし、ただ、オーナー側の登録がそもそもほとんどないので、利用者側の相談に応え

られる状況ではないのも確かですね。ですから、まず、そこのオーナー側の登録が進むよ

うなことをまず考えるということが、まず先決ですね、ということだと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい。最後、どうぞ。 

●委員 「空き屋活用」に関しては、地域活性化の視点からは「従前の建物の用途を超え

た活用策」が注目されるところですが、実務的には建物の用途変更に関する建築基準法上

の手続きの煩雑さが障害になっていると言われています。法的手続きの簡素化に加えて、

建物の「機能」、「用途」を基軸として構成されている建築基準法のあり方にも課題がある

と思われます。建築の長寿命化がうたわれ、「用途」の流動化に加速がかかり、「建築」多

面的な再々活用が期待される現在、「用途」に軸足を置き「建築」のあり方を定めている

基準法の姿勢に対しても視野を広げ問題提起をしておく必要があるかと思われます。 

●会長 はい。国の法律そのものは、ちょっとここでは議論できないので、国の法律で定

めていない部分について、自治体のほうで判断するということを考えていくということだ

と思います。 

 ただ、国もいろいろ考えている。最近では、その民泊の用途判断については、かなり方

向性を出していますね。ただし、このシェアハウスについては、どちらかというと出して

ないほうなので、むしろ自治体のほうでいろいろ検討するということが大事だというふう

に思います。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 



 - ３３ -

（なし） 

●会長 それでは、さらに、もし、ご意見あったら事務局に、ぜひ出していただければと

思います。 

 今日いろいろご議論いただきましたけれども、特にこの空き家の問題ですね。これにつ

いては、この審議会では長い間議論してきました。それで、一つの方向としては、この空

き家活用条例によって、何か突破口ができないかというのが今の段階の目標になったと思

います。ぜひ、皆さんもご協力いただいて、これがよりよい内容になるように、ぜひご意

見いただければと思います。 

 それでは、大体、以上で審議内容を終わりましたけれども、事務局から何かありますで

しょうか。 

●住宅課長 はい。本日は、遅くまでありがとうございます。次回でございますが、一

応、３月を予定しております。日時については、早目に調整をした上でご案内を差し上げ

たいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、議事録でございますが、至急、調整をした上で、また、委員の皆様方にご確認を

していただいた上でホームページ等に資料も含めて公表していきたいと考えております。

 以上でございます。 

●会長 はい。それでは、時間になりましたので、本日は、これで閉会にさせていただき

ます。どうもありがとうございました。 

（午後７時００分閉会）


