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会  議  録

附属機関又は会議体の名

称
豊島区住宅対策審議会(第５２回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成３０年１月１６日（火）１０時００分～１２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、加藤仁美、佐々木誠、篠原みち子、浅原賢一、寺田章弘

＜区議会議員＞

磯一昭、中島義春、儀武さとる、高橋佳代子、永野裕子、里中郁男

＜区民＞

戸田汎、平松修二、松岡昭男、安山宣之、吉原美智子

（敬称略）

その他

政策経営部長、環境清掃部長、保健福祉部長、都市整備部長、地域

まちづくり担当部長、環境政策課長、高齢者福祉課長、福祉総務課

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、再開発担当課長、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、コンサルタント２名

公 開 の 可 否 公開・非公開・一部非公開     傍聴人数  ０人

非公開・一部公開

の場合は、その理由

会 議 次 第

１．開 会

２．出欠確認、資料確認

３．資料説明

４．質疑応答

５．その他

６．閉 会
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審 議 経 過      

●住宅課長 定刻となりましたので、ただいまより第 52 回豊島区住宅対策審議会を開催い

たします。 

皆様には、ご多用なところご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

本審議会は、今年初めての開催となります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

事務局を担当する住宅課長の小池です。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の会議の進行は、机上にある「第 52 回豊島区住宅対策審議会次第」に従い進める予

定ですので、よろしくお願いいたします。 

本日の出席状況です。委員のうち、大山委員と広瀬委員から欠席のご連絡を頂いていま

す。定行委員につきましては、特段ご連絡は頂いていません。間もなくお見えになると思

います。また、佐々木委員と寺田委員は、所要のため会議の途中で退席すると伺っていま

す。 

なお、本日の住宅対策審議会は、豊島区住宅基本条例第 18 条 11 項の規定に定める定足

数を満たしていますので、有効に成立していることをご報告いたします。 

また、事務局として住宅課の職員、マスタープランのコンサルタントである住宅・都市

問題研究所も同席しています。 

それでは小林会長にごあいさつを頂き、審議会の議事に移りたいと存じます。小林会長、

進行をよろしくお願いいたします。 

●会長 皆さん、おはようございます。昨年 12 月に空家活用条例が制定されたと伺いまし

た。これも、皆さまのご努力のたまものと、審議会の会長として敬意を表したいと思いま

す。また、今後、それをどのように運営していくかという課題がありますので、本審議会

としてもできる限りのバックアップをしたいと考えます。 

今後、マンション問題や高齢者問題、居住支援協議会も加え、おそらく、子育て支援と

住まいの連携をどのように図るかが大きな課題になると思います。それらに向け、皆さま

の活発なご意見・ご質疑をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

議事に入る前に、傍聴についてです。事務局にお尋ねします。本日、傍聴希望者はいら

っしゃいますか。 

●住宅課長 本日はいらっしゃいません。 

●会長 分かりました。傍聴希望者はいらっしゃらないということですので、議事に移り

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 まず、資料の確認をいたします。資料につきましては、事前に郵送でお送り

しています。本日の次第、名簿、座席表、資料 1 住宅マスタープランの策定フローA4・1

枚です。資料 2住宅白書（素案）です。クリップ止めの分厚い資料です。資料 3新たな住
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宅マスタープラン策定の論点整理の A4 横綴じをご用意しています。 

それから、本日は机上にご意見シートをご用意しています。これは、本日、発言もれ等

ある方が書き、後日渡していただくものです。 

以上が本日の資料ですが、漏れはありませんか。よろしいですか。それから、現行の住

宅マスタープランと住宅白書をご入り用の方は、事務局まで申し入れください。 

また、本日の会議録の記載事項のうち、審議経過については発言者の氏名を記載せず、

「委員」という表現に統一します。 

事務局および区側出席者は、「職名」で統一します。 

本会議終了後、事務局で会議録をまとめ、皆さまにご確認いただいた上でホームページ

に公開いたします。 

なお、本日の予定は、12 時を目途にご審議いただきます。 

最後にご案内です。お手元のマイクの使用方法についてです。ご発言されるときにスイ

ッチを押すと緑色の光がつきますので、その後ご発言し、終わりましたら再度スイッチを

押してください。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

●会長 説明が終わりましたので、議事 1 住宅白書（素案）に入ります。それでは資料の

説明をお願いします。 

●住宅課長 住宅白書（素案）の説明に入る前に、本日の審議会が策定フローのどの位置

にあるかを説明します。資料 1をお取りください。6月と 9月に審議会を開きましたが、

この間、住生活に関する現状や住まいに関する区民意識調査、さらに、住宅施策の実績に

ついて、2回にわたり資料等をもとにご審議いただきました。その内容を住宅白書として

編集し、本日ご意見を頂いた後に調整、3 月発行というスケジュールです。また、年度明

けの 6月からは、いよいよ住宅マスタープランの策定に向けた検討に入ります。 

こうした流れを踏まえ、住宅白書（素案）のご説明をいたします。少し長くなるので、

着席します。 

それでは、資料 2 豊島区住宅白書（素案）をお取りください。表紙をめくると左に目次

があります。全体は 4章で構成されます。第 1章住まいを取り巻く新たな動きは、国と東

京都の動向をまとめました。第 2章豊島区における住宅施策の取り組みは、特徴的な 6項

目を取り上げています。第 3章豊島区の住生活の実態は、データ集です。第 4章新たな住

宅政策の視点は、現行の住宅マスタープランの実績と評価、住宅施策の概要と実績、重点

課題をまとめました。 

はじめにの 4ページは住宅白書の発行の目的、5 ページは住宅白書の構成です。4ページ

下の囲みをご覧ください。豊島区住宅白書は、豊島区住宅基本条例第 8条の規定に基づき、

豊島区の住宅および住環境の実態に関する調査を行い、その結果を取りまとめ、公表する

ものです。この目的は 2 つあり、新たな住宅マスタープランを策定する基礎資料として活
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用することが 1つです。2つ目は、行政のみならず区民の皆さま、民間関連事業者の皆さ

まに、区の住宅・住環境に関する情報を提供し認識を深めていただきながら、共に施策を

進めていくことが必要です。5ページは白書の構成と注釈を記載しています。元号表示に

ついては、平成 31 年 5 月以降は元号が新しく変わる予定ですが、本白書では、現在の元号

を表記しています。 

ページをめくっていただき、第 1章住まいを取り巻く新たな動きです。国と東京都の動

向を記載しています。8 ページと 9ページをご覧ください。国の動向は、平成 28 年 3 月に

閣議決定された新しい住生活基本計画を載せています。計画の中の、若年・子育て世帯や

高齢者が安心して暮らすことができる住生活の実現が重視されていることを記載していま

す。9ページは、平成 29 年 10 月から施行された、改正住宅セーフティーネット法につい

てです。具体的には、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、登録住宅の改修や入居

者への経済的な支援など、住宅確保要配慮者への居住支援が大きな柱になっています。ま

た、都道府県が NPO 法人等を居住支援法人として指定できるようになりました。10 ページ

は、平成 30 年 6 月から施行される、住宅宿泊事業法（民泊新法）の概要です。 

11 ページをご覧ください。東京都の動向です。都は、平成 29 年 3 月に、平成 27 年度か

ら平成 37 年度までの 10 年計画、新たな住宅マスタープランを策定しました。下の図表は

概要で、目標実現に向け、1既存ストックの有効活用、2多様な主体・分野との連携、3地

域特性に応じた施策の展開の 3つの着眼点の下、8つの目標を掲げています。12 ページを

ご覧ください。東京都は、住宅マスタープランに先駆け、良質なマンションストックの形

成促進計画を策定しました。概要は、（1）マンションの適正な管理の促進、（2）老朽マン

ション等の再生の促進の 2つが大きな柱です。2040 年代を見据えた、目指すべき東京のマ

ンション居住の将来像を描き、その実現に向け、今後 10 年間の目標と施策展開について定

めています。これらは、豊島区にも関連するものと考えます。 

続きまして、第 2 章豊島区における住宅施策の取り組みです。1「豊島区は住みたいま

ち？」、「2豊島区には空き家が多い？」、「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？」という 6項目の特徴をまとめました。 

ページをめくっていただき、14 ページと 15 ページです。1「豊島区は住みたいまち？」。

豊島区は、近年住みたいまちとして人気上昇しています。平成 29 年 11 月に『日経 DUAL』

が発表した「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。このよ

うな流れの中、豊島区の人口は増加中で、若い世帯の転入が特徴です。特に 20 代と 30 代

前半が多い状況です。属性は、単身者が世帯の 63％を占めている状況です。15 ページです。

住宅地の多様性が特徴の一つです。 

区民の満足度は、意識調査の結果から、全体の 61％が現在の住まいに「満足している」

状況です。また、利便性の高さも評価されています。これは、区外の方々を対象に行った
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調査においても、生活利便性が高く評価されています。区内の調査では、「治安が良い」と

いう回答も 4番目に高くなっています。本区が進める安全安心なまちづくりへの取り組み

の効果が、一定程度出てきたと考えます。一方、区外居住者への調査では、豊島区に住み

たくない理由は、「今の住まいに満足している」が最も高く、「治安の悪さ」が約 36％と「街

のイメージの悪さ」が約 26％でした。過去の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。 

ページをめくっていただき 17 ページをご覧ください。2「豊島区には空き家が多い？」。

空き家が増えると住環境に影響が生じます。国の調査によると、豊島区の空き家率は 15.

8％で、23 区の中で最も高くなっています。内訳は、約 84％が「賃貸用の住宅」です。ま

た、「その他の住宅」という活用用途が決まっていない、相続されて誰にも管理されていな

いなど、地方で問題になっている空き家は、23 区の平均を下回っています。このことから、

全国的な空き家問題と豊島区の空き家問題とは性格を異にしていると考えます。 

豊島区は、平成 28 年度に空き家実態調査を行いました。目視調査によると、戸建て住宅

の空き家は 594 戸で空き家率は 2.1％、民間賃貸住宅は 4,588 戸で空き家率 4.3％、分譲マ

ンションは 981 戸で空き家率 2.2％という内訳です。戸建て住宅の所有者の約 70％は、「使

用している」との回答でした。 

18 ページと 19 ページをご覧ください。本区の空き家対策は、適正な管理を推進するこ

とを目的に条例を定め、取り組んできました。1 つは、これまで対応できなかった管理不

全な空き地・樹木について、条例を改正し、踏み込んだ対応を図ります。さらに、小林会

長から冒頭ご発言があったとおり、昨年、豊島区空家活用条例が議会で可決され、本年 4

月から施行されます。19 ページにその概要をまとめています。豊島区空家活用条例は、オ

ーナーの空家登録制度、事業者登録制度を規定しています。また、空き家活用を促進する

方法の 1つであるシェア居住は、家族的な住まい方の認定を新たに規定し、要件を満たし

認定を受けた場合、用途変更をせずに住宅のまま使える仕組みです。 

20 ページをご覧ください。3「居住支援協議会ってどんなもの？」。下の図をご確認くだ

さい。入居に拒否感がある賃貸人の割合は、高齢者世帯が 70％、障害者のいる世帯は 74％、

小さい子どものいる世帯は 16％でした。このように拒否感を持たれた方々を住宅確保要配

慮者とし、住宅確保要配慮者の居住支援を進めるための主体が居住支援協議会です。21 ペ

ージは、豊島区の居住支援の取り組みです。 

空き家を活用した居住支援事業、としま居住支援バンク、居住支援団体登録制度を展開

しています。22 ページにその事例を載せています。区内の、6部屋のうち 3部屋が空き家

になっている集合住宅に、ひとり親世帯が現在入居されています。この物件のオーナーか

らは、居住支援協議会が関わっていることで、貸しても安心感がある、という声が寄せら

れています。 

23 ページをご覧ください。4「外国人にとって住みやすの？」。外国人住民の実態は、現
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在、豊島区総人口の 1割を占めるほどです。そのうちの 7割が単身世帯です。在留資格は

約 42％が留学で、永住者と特別永住者とを合わせ 18.5％です。平成 27 年 12 月に実施した

豊島区外国人居住者の住まいに関する意識調査によると、定住意向は高く、「いつまでも住

み続けたい」、「当分住み続けたい」を合わせて 73％でした。また、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％でした。差

別や偏見の内容は、「住まいさがし」が 51.6％で一番多い状況です。 

24 ページをご覧ください。豊島区は、多文化共生に取り組んでいます。行政の窓口では、

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し

ています。また、ホームページも多言語に対応し、さまざまな場面から情報収集がしやす

くなっています。一方、委員の方からは、「もう 1歩踏み込むべき」というご意見が出され

ているところです。 

25 ページをご覧ください。5「ファミリーにとって住みやすいの？」。ファミリー世帯の

住宅事情をまとめました。住宅ストックは、単身向け住宅が非常に多い状況です。ストッ

クのうちの半分が民営借家、借家の専用住宅のうち 53.6％は延べ面積 29 ㎡以下のワンル

ームです。一方、ファミリー世帯の数は増加傾向にあります。夫婦と子、ひとり親と子の

世帯の実数は、平成 17 年の 30,635 世帯を底に、平成 27 年は 35,649 世帯と、約 5,000 世

帯増加しています。 

同居・近居の状況は、「同居している」と「近居している」はそれぞれ 20％弱でした。

今後の意向は、「近居したい」が 25.9％でした。26 ページは、ファミリー定住の取り組み

で、コラムを 1つ載せています。東長崎駅南口では、西武鉄道が商業施設・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。賃貸住宅部分は、豊島区で初めて東京都

子育て支援住宅認定制度の認定を受けたものです。現在まで、都内で 10 件が認定を受けて

います。 

27 ページをご覧ください。6「分譲マンションの維持管理はうまくいっているの？」。豊

島区のマンションストックの状況は、小規模で高層が多くなっています。49 戸以下の物が

全体の 73％を占めています。階数は「6～10 階」が 518 棟で全体の 44％を占め、比較的高

層マンションが多い状況です。耐震性不足の可能性のあるマンションは 303 棟で全体の 2

6％です。また、築後 30 年を経過した高経年マンションでは、区分所有者も高齢化してい

るという、2つの老いと言われる状況が見られます。管理組合に実施したアンケートでは、

大規模修繕で困っていることとして、「修繕積立金が不足している」との回答が最も多くな

っています。建設時期が昭和 57 年から平成 2年の新耐震以降のマンションと思われ、2回

目の大規模修繕の時期にあたるため、修繕積立金が不足している状況が垣間見られます。

連動して、「配管等の設備の老朽化が進んでいる」という回答が、昭和 57 年から平成 2年

のマンションでは高い割合になっている状況です。 

28 ページは、豊島区のマンション対策です。豊島区は、平成 25 年 7 月にマンション管
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理推進条例を制定・施行しています。この条例に基づく管理状況の届け出は、平成 29 年 1

0 月末現在、1,164 管理組合中 784 件で届出率は、67.4％という状況です。 

第 3章豊島区の住生活の実態に進みます。ここはデータ集なので、項目のみを紹介しま

す。30 ページと 31 ページは、人口と世帯で、増加している人口と人口動態の推移をまと

め、社会増になっていると記載しています。33 ページは進む少子高齢化で、近年は 0 歳か

ら 14 歳までの子どもの数が、若干増加傾向にあります。33 ページは、世帯構成の変化で、

単身世帯が全体の約 64％を占めている状況です。一方、夫婦と子、ひとり親と子の世帯も

増加傾向にあります。 

35 ページをご覧ください。平成 17 年から平成 27 年の国勢調査を見ると、6歳未満や 18

歳未満の世帯員のいる世帯の、いわゆる子育て世帯が増加しています。37 ページをご覧く

ださい。収入と住宅です。年間の収入は「300 万から 500 万未満」が 24％と最も多く平均

的な収入になっています。「持ち家」では1,000万円以上が22.4％と最も多く、「民営借家」

は「300 万から 500 万円未満」が 29％と最も多い状況です。38 ページは、家賃の状況です。

民営借家の家賃は、豊島区全体で「7万円から 10 万円未満」が 35.6％と最も多くなってい

ます。 

39 ページは外国人住民の増加です。先ほど申し上げたように、豊島区の外国人住民数は

総人口の 1割を占めています。世帯の状況は、単身世帯が 77.7％です。40 ページは在留資

格と在留期間で、「留学」が 41.7％、在留期間は「1年以上 2年未満」が約 50％と多い状

況です。 

41 ページは将来人口の予測で、人口ビジョンから抜粋しました。42 ページからは住宅ス

トックです。豊島区の住宅数は年々増加しています。43 ページは住宅の所有の関係で、持

ち家が 40.9％、借家が 51.9％です。23 区と比べ、持ち家率は低く、民営借家が高い状況

です。44 ページは住宅の建て方で、約 80％が共同住宅です。近年は 6 階以上の共同住宅の

戸数が増加傾向にあります。45 ページは住宅の建築時期で、古い住宅が年々減っているこ

とが分かります。46 ページは居住面積水準の状況です。国は、基本的に、世帯人数に応じ

健康で文化的な生活ができる、必要不可欠な住宅面積を定めていますが、最低居住面積水

準未満の割合は豊島区全体で 20.8％です。所有関係別に見ると、持ち家が 5.4％に対し、

借家は 35.7％と高く、特に民営借家は 36.8％と非常に高くなっています。 

50 ページに移ります。空き家の状況です。先ほど申し上げたように豊島区の空き家率は

15.8％で、23 区の中で最も高くなっています。そのうち、賃貸用住宅の空き家が 13.2％で、

23 区の中で最も高いことが分かります。一方、その他の住宅の空き家の 23 区平均は 2.2％

で、本区の 1.9％は下回っている状況です。51 ページは、豊島区が実施した空き家実態調

査の結果です。 

53 ページをご覧ください。住宅建設・住宅市場です。新設住宅着工数は、平成 22 年以

降おおむね 3,000 戸台が継続して供給されている状況です。また、下のグラフは戸あたり
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床面積の推移で、持ち家は 118.6 ㎡、借家は 39.8 ㎡です。54 ページは共同住宅の供給動

向です。狭小住戸集合住宅税・通称ワンルームマンション税の導入の前後で供給動向がど

のように変化したかを、図表 3-3-4 に表示しました。左の 30 ㎡未満 9戸以上が税対象規模

で、導入前の平成 11 年から平成 15 年の平均が 34.1％に対し、導入後の平成 16 年から平

成 28 年の平均は 25.3％と、一定の抑止効果になったと考えます。その代わり、30 ㎡から

50 ㎡未満が増えているので、ぎりぎり 30 ㎡という物が入っているのではないか。一方、5

0 ㎡以上は 39.1％から 25.9％に減少している状況です。55 ページは不動産市場です。地価

と民営借家の家賃を記載しています。民営借家の家賃は、本区は 23 区中 10 番目で、23 区

平均よりやや高い相場となっています。56 ページと 57 ページは、民間市場を調べたもの

を掲載しています。3LDK タイプの物も、23 区の中で上から 8番目という状況です。 

58 ページからは分譲マンションです。59 ページのデータを見ると、先ほど申し上げたよ

うに、50 戸未満の「小規模マンション」が非常に多い状況で、階数は「6階から 10 階」が

多くなっています。 

62 ページからは住環境についてで、まずは土地利用の現況です。63 ページは、豊島区内

で住環境を重点的に整備すべき地域です。東京都の住宅マスタープランでは、重点供給地

域を定めています。豊島区内は、記載のとおり、7つの特定促進地区が定められている状

況です。65 ページは敷地面積の状況です。戸建て住宅の敷地面積の、平成 20 年と平成 25

年を比較すると、「49 ㎡以下」は 760 戸増加しています。「50 ㎡～74 ㎡」も 490 戸増加し

ています。一方、「100～149 ㎡」は 80 戸減少していることから、敷地が分割されているこ

とが推察されます。また、200 ㎡を超える広い戸建て住宅も増えている状況です。 

66 ページからは住まいに関する意識です。豊島区に住むことの魅力、豊島区に住むこと

の満足度などを記載しています。68 ページは定住意向、69 ページは同居・近居の結果です。

71 ページは月額所得と住居費についてです。72 ページからは区外居住者の住まいに関する

意識調査です。 

74 ページからは地域別の特性です。豊島区を 5 つの地域に区分し、地域特性を見ていき

ます。東部を例に説明します。まず、人口と世帯数の動向を豊島区全体と比較しています。

76 ページをご覧ください。住宅ストックの特性は、「戸建て」か「共同住宅」など建て方

別に見ています。敷地面積別一戸建て住宅数も出しています。77 ページは、分譲マンショ

ンの特性と、区民意識調査結果から住生活と居住に関する課題をまとめています。以降、

北部、南部、西部、中央と、それぞれのエリアごとに特徴をまとめています。 

91 ページからは、第 4 章新たな住宅政策の視点です。92 ページと 93 ページに、現行の

マスタープランの実績と評価を記載しています。93 ページの指標の達成状況を実績として

入れています。住宅の広さと居住水準、最低居住面積水準は、目標値にはまだ届いていな

い状況です。住宅のバリアフリー化と耐震化は、数値に近づいてきている状況です。95 ペ

ージは公共住宅等の供給目標の状況です。現行のマスタープランの住宅供給目標値に対し、



 - １０ -

実績値を載せているので、後ほどご覧ください。97 ページは目標ごとの取り組みと課題で

す。目標 1から 6 までの取り組み、課題と今後に向けた方向性をまとめています。時間の

都合上詳しい説明は省略させていただきます。 

101 ページからは住宅施策の概要と実績です。各施策が俯瞰（ふかん）できるよう整理

しています。103 ページは住宅相談事業の実施状況です。105 ページは公的住宅等の供給で

す。区営住宅・一般住宅から福祉住宅、安心住まい提供事業までの供給状況等をまとめて

います。111 ページからは民間住宅の供給誘導です。高齢者向け優良賃貸住宅は、現在、4

団地 85 戸が供給されています。また、サービス付き高齢者向け住宅は、現在、2団地 86

戸が供給されています。民間住宅への入居の支援は、家賃助成、入居支援等をしている状

況です。116 ページからは住宅に関連する助成です。住宅修繕・リフォーム資金助成、介

護保険により住宅改修費助成事業、高齢者自立支援住宅改修助成事業を記載しています。

120 ページからは分譲マンションの管理に関する支援です。121 ページは適正管理の支

援、123 ページは維持管理に関する支援、124 ページはマンションの耐震化に関する支援を

記載しています。125 ページからは住環境の整備です。地区計画制度等を記載しています。

129 ページをご覧ください。その他の事業は、リノベーションまちづくり事業という空き

家の利活用を推進する事業の取り組みを記載しています。130 ページは通称ワンルームマ

ンション税の概要を記載しています。 

131 ページは「別紙」と書かれていますが、今後、重点課題を整理し載せます。資料編

として、1統計表、2公的住宅等一覧、3 豊島区住まいに関する意識調査の結果、4区外居

住者の住まいに関する意識調査の結果、5用語の解説、6参考・引用した調査をまとめまし

た。 

長くなりましたが、説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。資料がたくさんありますので、区切って進めます。最

初に資料 1住宅マスタープランの策定フローの説明がありました。これについてご質問・

ご意見はありますか。今年度中に住宅白書を作成し、来年度は住宅マスタープラン策定に

向けて本格的に検討するというスケジュールです。 

●委員 すみません。 

●会長 どうぞ。 

●委員 まず、白書なので、現実をまとめたものとしてはよく比較されていると思います。

豊島区の住宅問題はマンションが非常に大きく、資産的価値の部分だと思います。マンシ

ョンは個人資産の集合体で、民間のため、行政はこれまで介入がなかなかできませんでし

た。しかし豊島区は、マンションをまちのインフラと捉え、条例等を積極的に整備してき

たことがマンション施策の特徴と思いますが、その視点の記述が少ない気がします。今後

のマンション施策についても、ここは重要と思います。私が平成 15 年に当選した時、マン

ション住民の議員が少なかったこともあり、議会はマンション問題の中の建設反対運動し
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か取り上げませんでした。 

そこから徐々に、マンションをインフラとして捉える、まちの資産という視点が加わっ

たことは重要と思います。具体的には、中高層集合住宅建築物の建設に関する条例の平成

18 年の改正で、一定規模以上のマンションは、地域貢献災害対策施設の設置について協議

することを盛り込みました。地域貢献災害対策施設とは、防災や災害時に貢献する施設で

す。それから、平成 25 年マンション管理推進条例も、個人資産の視点はもちろんのこと、

地域のインフラとして管理をしっかり行うと同時に、災害時の備え等についての報告義務

が入りました。その視点は、豊島区として独自に定めた重要なものと思いますので、PR す

る意味でこの視点を盛り込んでいただきたいと思います。 

●会長 分かりました。おそらく、今のご意見は、白書 28 ページの内容をもう少し充実し

たほうが良いということだと思います。この後、この部分についても質疑しますので、そ

の時に事務局から回答を頂きたいと思います。 

スケジュールについて、ご了承いただいたと思います。 

●会長 それでは、次に資料 2に入ります。資料 2の全体の構成および背景について、ご

質問・ご意見はありますか。ページは、最初から 12 ページまでです。全体の構成はこれで

よろしいですか。今回、初めて第 2章を面白い書き方にしました。どうぞ。 

●委員 はじめにと住まいを取り巻く新たな動きは、国の動向と都の動向という、いわば

大きなスケールから攻めていっています。できれば、地域から拡大していただきたいと思

います。豊島区で把握される問題から、都はどういう対応をしているか、国に行くのかな

ど、あたかも大きなことは国の責任であると逃げてしまう感じがします。書き方の順序を

変えられないかと思います。 

●会長 具体的には、第 1章の国および東京都の動向と、第 2章豊島区における住宅政策

の取り組みの、第 1章と第 2章の順序を替えたほうが良いというご意見でしょうか。 

●委員 視点は、自分の周辺から始めたほうが良いと思います。 

●会長 事務局の考えを聞かせてください。 

●住宅課長 国あるいは東京都の動向は、これまでの審議会の中でもご意見は出ました。

豊島区の地域特性を生かした住宅施策を展開するため、豊島区が最初にあり、それを取り

巻く東京都および国の動向という整理のお話は確かにありました。それに関し、例えば 8

ページに、豊島区としては国や東京都の動向も把握した上で、改めて地域特性に応じた具

体的な施策を効果的に展開していく必要があると、少し書いています。東京都と国がして

いるので、下請け的に豊島区がするものでは必ずしもない、と前置きした上で整理しまし

た。 

●会長 いかがですか。8ページ冒頭に理念が書かれています。よろしいですか。 

●委員 そこはもう少し明快にしてほしいです。上位計画から述べていくのは常套（じょ

うとう）手段だと思います。上位から来る形の、ある種の無責任さを感じます。特別な部



 - １２ -

分は表に出したほうが良いと思います。 

●住宅課長 表現を少し工夫します。 

●会長 それでは、表現を少し工夫し、今のご意見が反映されるようにいたします。他に

いかがですか。よろしいですか。 

今回の白書の最も新しい試みは、第 2章豊島区における住宅施策の取り組みです。ご質

疑をお願いいたします。先ほど、委員からご意見がありました、28 ページの 6-2 豊島区マ

ンション対策が、書き込み不足をしている印象は確かにありますので、充実して書かれる

と良いと思います。事務局はいかがですか。 

●住宅課長 第 2 章は、全体のボリュームを見ると、特に豊島区のマンション対策が薄く

見えるので、これまでの豊島区の取り組みの特徴を踏まえ、少し膨らませようと思います。

しかし、これまではどちらかというと、第 4章の住宅のさまざまな施策を 1つの扱いとし

ていましたが、今回はマンションに関する支援ということで、120 ページから内容を厚く

しています。そこに載せていますが、第 2 章の肉付けもさらにしたいと思います。 

●会長 ご意見は、28 ページの 6-2 を読むと、全国に先駆けて制定したことが淡々と書か

れ、制定した意味が説明されていないということです。個人の財産でありながら条例が踏

み込むことは、非常に大きな意味を持ちます。マンションをある意味で都市のインフラの

一部と位置付け、十分な検討をし、制定したという内容があると主旨が伝わるのではない

でしょうか。 

委員、どうですか。 

●委員 マンション管理士をしています。6-2 に関しては、委員の意見と少し違います。

私は、豊島区は、非常に先進的な施策を打っていると思います。管理推進条例に関しても、

豊島区に続き墨田区・板橋区も同じような条例を制定する動きが続いたため、豊島区は決

して遅れを取っているのではなく、先進的なことをしています。 

●会長 そういう意味ではなく、先進的に取り組んだので、それを充実して書かれてはど

うかというご意見でした。それでよろしいですか。 

●委員 よろしいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 委員には伝わっていなかったようです。私も、豊島区は非常に積極的だと思いま

す。良いものをもっと理念が伝わる表現で載せてはどうかということです。そして、6-2

マンション対策という見出しについてです。先ほど申したとおり、かつてマンションを建

てるときに必ず反対運動が起こり、議会に陳情が来る流れがありました。その辺の捉え方

は時代とともに変わってきたとは思いますが、対策という響きは、人によって違う受け止

め方をされるかもしれません。豊島区にマンション担当課を作ろうとしたとき、当初はマ

ンション対策課という名称でした。私は、対策という響きは良くないと思い、名称に対策

を入れないことにこだわりました。先ほど申しましたとおり、マンションはまちのインフ
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ラで財産という、まちにとってプラスの要素としていろいろな展開をしていくことが豊島

区の施策の特徴だと思います。見出しの表現を工夫していただくとより良いと思います。

●会長 例えば、マンション政策などのほうが良いということですか。 

●委員 はい。 

●会長 事務局は検討してください。他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 文言についてです。15 ページの利便性の高さが評価されているという文章の中

に、「治安が良い」が 18.3％と 4番目に高いと書かれています。しかし、住みたくない理

由の「治安の悪さ」は 35.8％で、18.3％が高いという表現はおかしいと思います。高いと

いう言葉より、4番目に位置しているという表現のほうが、全体からみて良いと思います。

もう 1点です。20 ページに民間賃貸住宅に入居しづらい世帯と、23 ページの外国人住民

に対する偏見が書かれていますが、実際、マンションオーナーの拒否反応の中には外国人

も含まれる気がします。その視点が、このデータの中にないのが気になりました。 

●会長 2 点のご指摘です。1点目はいかがですか。 

●住宅課長 15 ページの「治安が良い」が 18.3％で、高い順からいくと 4番目なのでその

ように表現しましたが、4番目に多いという形に改めても良いと考えます。 

20 ページの賃貸住宅オーナーの意識は、日本賃貸住宅管理協会が独自に調査した結果

で、全国的に行ったため、おそらく調査項目に外国人は含まれていないと思います。一方、

先ほどの外国人住民調査は豊島区が実施したものです。豊島区で回答した外国籍の方が、

入居に際して差別・偏見を受けたことがあると感じています。この関係性はないというこ

とです。 

●会長 他にいかがですか。私から 1 つあります。17 ページです。国の調査では豊島区の

空き家率は住宅総数の 15.8％で、豊島区が行った現地目視調査で空き家と判断した数値と

大きく違うため、疑問を持たれる方はいると思います。15.8％に注意書きを設け、住宅・

土地統計調査は調査期間中に居住が確認できないと空き家とカウントされるので、数値が

非常に高くなることを記すと良いと思います。実際に行った空き家実態調査とは、半年か

ら 1年間空き家になっているという定義が違うので、その点を少し補足されてはどうです

か。 

 他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 第 2章の書きぶりについてです。先ほどからお話にありますように、豊島区は住

宅課題に対し、全国に先駆けて条例などいろいろなものを作ってきたことが特徴と思いま

す。長い時間軸でその取り組みを一覧にし、下には国と都の取り組みなどを表した、A3 程

度の年表があると非常に分かりやすいと思います。それが欲しいという気持ちもします。

白書は詳細に書かれていますが、分かりやすさからいうと、一覧資料が欲しいと思います。

●会長 可能であれば年表を作っていただくと、住宅政策はむしろ豊島区がリードし、次

に都の政策が出てくることが伝わるかもしれません。特にマンション施策は豊島区が先で、
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その後、都の審議会は豊島区を参考にしています。今回も答申が出ています。それが伝わ

ってくるかもしれません。年表については検討してください。 

 他にいかがですか。よろしいですか。それでは第 3章のデータについてです。いかがで

すか。 

●委員 先ほども出ました、39 ページの外国人についてです。外国人住民単身世帯が 77.

7％ということですが、私は仕事柄、この単身の割合には疑問を感じます。この数字は、ア

ンケート調査からですか、それとも豊島区住民票から出しましたか。 

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 これは住民基本台帳から抽出した数です。 

●委員 今後、豊島区の空き家が増える可能性があります。着工数が減っていませんし、

少子高齢化もあるからです。そうなると、今度は、外国人住民への空き家活用も当然出て

くると思います。この資料から、外国人住民の増加がこれほど多いのであれば、例えば、

収入や現在の家賃等の資料があると、今後、外国人向けの住宅に空き家活用も可能と思わ

れます。ご検討いただきたいと思います。 

●会長 そういう資料を出すことは可能ですか。外国人の収入や家賃などです。難しいで

すか。もし、そういうデータがあれば出してください。 

●住宅課長 庁内で検討します。 

●会長 次のページを見ると、外国人の単身者の多くは留学生です。他にいかがですか。

第 3章について気になるところはありませんか。どうぞ。 

●委員 消滅可能性都市と言われた時代がありますけれども、その時の基準は 20 歳から 3

9 歳までの女性人口が減少することだったと思います。人口動態の中でそこについての反

論というか、実態についてコメントがあると良いと思います。 

●会長 事務局、いかがですか。人口構成についてです。 

●住宅課長 過去に、2040 年までに女性人口が半減することに関し、区で検証したデータ

はあります。それを載せることも考えましたが、それはそれとして取り上げずに淡々と書

き進めたほうが良いと思い、あえて入れませんでした。 

●会長 今は、男女別人口は入っていますか。 

●住宅課長 男性・女性の人口を加え、現在の傾向を少し整理したいと思います。 

●会長 男女別人口が入ると、コメントで触れられると思います。 

他にいかがですか。これでよろしいですか。 

●委員 質問してもいいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 すみません。第 3章に、私がこれまで希望してきた、区内の家賃、生活費全体の

中で家賃が占める割合など、実態が入っています。ファミリー世帯の定住化に向け、そこ

にしっかり切り込む必要があると思います。そこには、ひとり親と子などが書かれていま
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すが、どのぐらいの年齢のお子さまか、調査時に区切りましたか。 

●会長 71 ページでしょうか。 

●事務局 住宅・土地統計調査での家族構成別を見ました。ひとり親の場合はひとり親と

子、主に親が家計を支えている者を集計しました。ひとり親でも子が生計を支える場合は、

その他として集計しました。年齢は分かりません。 

●会長 よろしいですか。他にいかがですか。今回、この場で意見を出せなかった場合、

後からご意見シートに記載して事務局に提出できるということです。 

次に進みます。第 4章新たな住宅政策の視点についてです。どうぞ。 

●委員 私は民生児童委員です。目標 4の福祉と連携した住宅の整備は、99 ページに、知

的障害者グループホームの開設や運営についての補助が少し書かれています。実は、2025

を意識し、厚生労働省は地域包括ケアを進め、豊島区もこれに乗っていると思います。こ

の中に、新しい介護の仕方として、住み慣れた地域の中で最後まで暮らすことがあり、介

護・医療・生活支援より最初に上げられているのは住み方です。ですから、それを最終的

にこの中に入れていただくとありがたいと思います。逆に言えば、地域で生活するために

は住宅改修も必要になります。バリアフリー化しなければならないことも含め、総合的に

考えると、今は住み方についての技術的なものは何も保証されていません。確かにバリア

フリーの窓口はあっても、ケアシステムの中に住み方や住むための専門家を同時に入れる

ことで、完成しなければならないと思います。できれば、今新しく取り組んでいることを

少し入れていただけるとありがたいです。 

●会長 事務局、いかがですか。 

●住宅課長 大事なご指摘を頂だいたと思います。99 ページについては、今のマスタープ

ランに書かれている施策についてまとめているので、地域包括ケアの発想は記載していま

せんけれども、これから次の計画を策定するにあたり、今の視点を加えたいと思います。

次のテーマとして大事な視点ですので、議論していただきたいと考えます。 

●会長 深い議論は今後の住宅マスタープランの策定時になりますが、地域包括ケアが発

足していることは書かれたほうが良いと思います。 

 他にいかがですか。 

●委員 99 ページの目標 5についてです。防災力を高める施策として不燃化促進事業があ

り、不燃領域率は 70％に達していません。全体の流れの中で、緊急性がもう少しあると良

いと思います。住宅施策と並行し、首都直下型地震が起こると言われているので、防災力

というか防災性についてもう少しボリュームアップしていただきたいと思います。特に地

域によっては緊急を要する所もあり、そこに関しては、早急に共同化や不燃化を進めなけ

れば深刻な問題となることを取り上げていただきたい。木密が多い点が豊島区の特性です。

皆さんのご議論で、要らないのなら従いますが、防災面をボリュームアップしたほうが良

いと感じました。 
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●会長 いかがですか。目標 5の防災についてです。現状、豊島区に取り組みがあれば、

積極的に書かれたほうが良いと思います。 

●住宅課長 そういった取り組みや、今、委員がおっしゃったように、喫緊の課題でもあ

るので、少し強弱を付けます。 

●委員 付け加えて言いますと、今、会長さんがおっしゃったように、豊島区は区画整理

事業等にも一生懸命取り組んでいるので、もう少しアピールしたほうが良いと思います。

今、豊島区の職員さんたちが地域に入って一生懸命取り組んでいるので、理解を得るよう

付け加えると、豊島区の政策としても認識されると思います。ぜひ、入れていただきたい

と思います。 

●会長 ご検討ください。他にいかがですか。委員、どうぞ。 

●委員 93 ページの指標の達成状況についてです。なぜこの指標が設定されたのか、冒頭

を読むと分かるのかもしれませんが、数値では評価は分かりにくいと思います。97 ページ

の目標ごとの取り組みと課題では、いろいろな取り組みをしてきたことは分かりますが、

残念ながら指標は目標値に達していません。向上したものはいくつかありますが、むしろ

後退したもののほうが多いです。指標設定自体がどうかも含め、効果を検証する必要があ

ると思います。長期のものは、指標設定を持つことと、評価すること自体は難しいです。

基本構想にもそういう議論はあったと思いますが、一応、指標として設定し評価を得る以

上、評価がただの数値ではなく内容が分かると良いと思います。表現の工夫ができると思

います。 

●会長 事務局、いかがですか。94 ページはコメントが一切書かれていませんが、コメン

トを書くことは可能ですか。 

●住宅課長 検討させてください。 

●会長 他にいかがですか。よろしいですか。この後は資料編になります。特にご質問・

ご意見はありませんか。 

それでは、以上で住宅白書に関する審議を終了したいと思いますが、言い忘れたこと、

全体をとおして何かご意見があれば伺います。いかがですか。よろしいですか。どうぞ。

●委員 第 3章 7 地域別の特性についてです。概要等があり、住生活と居住に関する課題

という区民意識調査結果で締めています。このようにしたことは分かりますが、その上で、

区として、このエリアの重点課題と絡め、先ほど木密の話もありましたけれども、この地

域は何が課題かを書かれたほうが分かりやすいと思います。いかがですか。 

●会長 どうですか。白書に書くのか、それとも、次のマスタープランに書くことも考え

られます。事務局の考えはいかがですか。 

●事務局 この後、マスタープラン上で、地域ごとの住宅政策を変えて、重点としていく

と、捉えられるかもしれないため、そこは慎重に考えたいと思います。 

●委員 分かりました。 
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●会長 それでは、この件は、来年度住宅マスタープランの検討の際に深めていただきた

いと思います。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。議事（2）新たな住宅マスタープラン策定の

論点整理です。来年度に向け論点整理をするということですので、ぜひ、活発な議論をお

願いしたいと思います。事務局から、説明をお願いします。 

●住宅課長 資料 3をお取りください。資料 3新たな住宅マスタープラン策定の論点整理

です。左は、住宅白書で申し上げた統計データなどの概要です。右は過去 2回の審議会お

よび専門部会で出された主な意見で、論点を少し整理しました。 

1.豊島区（住宅地）の魅力の向上です。豊島区全体の人口は増加傾向にある。20 代・30

代の若い層が転入超過になっている。単身世帯の割合が 6割を超えさらに上昇傾向である。

子育て世帯も増加傾向にある。豊島区に住むことの魅力として、生活利便性が高評価を得

ている。このような状況です。 

主な意見です。「豊島区の特に池袋周辺のイメージは、ここ数年で相当変わったと思う。

しかし、豊島区イコール池袋というイメージが非常に強い」。「豊島区には、居住地として

適切なエリアがさまざまあるという、売り出し方がされていないので、売り出し方の工夫

が大事。豊島区は多様ということがアピールされていない」。「住宅施策の認知度は、区民

はほとんどない。さまざまな住宅制度があっても、区民にマッチしていないことも含め、

今後は考えなければならない」。「国際化の視点は、アジアヘッドクォーター特区の外国活

力をしっかりと地域に吸収し、地域活性化に生かす政策目的もある」。「地域の活力を生み

出すイノベーターを呼び込むことに力点を置いてはどうか」。このようなご意見が出されま

した。 

2.空き家対策です。豊島区の空き家率は 15.8％で、捉え方に差異が出ている。一方、戸

建て住宅の空き家の 7割は何らかに使用され、空き家ではないと認識している割合が多い。

今後の利活用意向は、「活用したい」が 33.8％、「利活用したくない」は 45.9％である。安

心して貸すことのできる仕組みが必要。建物の状況は、「破損箇所があり」、即活用するこ

とが難しい建物もあるという状況です。このような状況です。 

主な意見です。「インターネット調査では、商売・事業が営みやすい、働く場が多いとい

う回答が、区内より区外のほうが多いことが分かった。職住近接で、若い世代が新しい事

業を始めるのに向いているエリアということが読み取れる」。「空き家調査で現地に入る

と、空き家予備群であった住宅がミニ戸建て化している例が見られる。そこに若年ファミ

リーが転入している例があるが、密集市街地が再生されてしまう面もある」。「敷地細分化

を規制している地域では、住民から規制緩和の要請が出る場合がある」。このようなご意見

が出されました。 

2 ページに移ります。3.外国人住民です。先ほど来議論されている、外国人住民は豊島

区総人口の約 1割を占めている。そのうち留学生が 4割を占め、在留期間が 2年未満は 61.
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8％と短期滞在者が多い。偏見や差別の内容としては、「住まいさがし」が約 52％で最も多

かった。このような状況です。 

主な意見です。「外国人住民は、今後も増える。住まいと生活サポートをセットとして考

える視点が重要だ」。「外国人への対応は、細かいところまで熱心に取り組んでいて良いと

思うが、もう 1歩も 2歩も踏み込んだ対策をする必要がある」。このようなご意見が出され

ました。 

4.世帯構成のバランスの、ファミリーについてです。夫婦と子の世帯は増加している。

住戸面積を見ると、持ち家は 3人世帯のうち約 9 割が 50 ㎡以上なのに対し、借家では約 6

割が 50 ㎡未満の住戸に住んでいる。区民意識調査では、豊島区に住むことの魅力として、

「子育てがしやすい」は 6.6％に留まっている。親子または兄弟等と「同居している」が 1

9.7％、「近居している」が 18.9％。「近居したい」が 25.9％いる。このような状況です。

主な意見です。「若い子育て世帯の定住化を柱として推進していくことになったとき、そ

の対策にワンルームマンション税を当てる方向性を改めて出す必要があるのではないか」。

「子育て世代がなぜ定住できないかというと、住宅の問題が非常に大きいのは明白である。

マンション政策と、子育て世代の定住率を上げる政策は、積極的に進めるべきである」。「単

身世帯に比べて家族世帯は所得が高く、税収増も期待されるという面もある」。このような

ご意見が出されました。 

3 ページをご覧ください。世帯構成のバランスの、高齢者についてです。65 歳以上の高

齢者人口は一貫して増加を続け、人口の割合は 20.2％となっている。「65 歳以上単身世帯」

と「高齢者夫婦のみ世帯」は、調査のたびに増加している。区内のサービス付き高齢者向

け住宅の供給戸数は 86 戸となっている。 

主な意見です。「セーフティーネット登録住宅入居者への家賃助成 2万円は、住宅のスペ

ックを高めることで、住宅の家賃上昇分に相殺される懸念がある」。「木賃ではなく、ワン

ルームに居住している中高年層の実態はどうなっているのか。今後、課題となるのではな

いか」。「福祉施策との連携が重要となっている」。このようなご意見が出されました。 

5.分譲マンションの維持保全についてです。豊島区の住宅の 8割は共同住宅である。分

譲マンションは、総住宅数の 26％を占める。耐震性が不足している可能性のある分譲マン

ションは 303 棟で、26％を占めている。 

主な意見です。「マンション管理に関する施策について、需要がないから必要ないのか。

施策展開の工夫が必要と考えることもできる」。「マンションの維持管理が良好なことが不

動産価値につながる。情報を発信する仕組みがあると良い」。このようなご意見が出されま

した。 

最後のページに進みます。6.住宅ストックの質の向上です。最低居住面積水準未満世帯

の割合は 20.8％で、23 区平均と比べると 4.6 ポイント高くなっている。所有関係別に見る

と、持ち家は 5.4％であるのに対し、借家は 35.7％と高い。特に民営借家は 36.8％と非常
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に高くなっている。民間賃貸住宅のタイプ別に流通量を比較すると、流通している民間賃

貸住宅のうち 74.5％がワンルームで、23 区内で最も高い割合となっている。このような状

況です。 

主な意見です。「最低居住面積水準について、豊島区ではコンビニ等が多く、生活サービ

スの外部化が進んでいるので、住宅の面積としては 25 ㎡が本来的に必要なのか。例えば、

18 ㎡程度で算定することも検討してはどうか。特に若年層に対しては可能と思う」。これ

は専門部会で出されたご意見です。「ワンルームマンション税の効果として、30 ㎡以上 50

㎡未満が圧倒的に増えているが、50 ㎡以上が減っている。ファミリー世帯の供給が増えて

いないことを改めて知った」。「ミニ戸建て住宅問題で、例えば東京の世田谷区のような住

宅区では、敷地面積規制をすることがある。豊島区にそれが必要かどうか、場所によって

は検討する可能性はある」。このようなご意見が出されました。 

7.その他についてです。統計データはありません。主な意見です。「民間と行政との役割

分担として。政策と市場との線引きとして、税収は一般的に減っていく中、民間の役割が

高くなっている。リノベーションまちづくりの民間主導の公民連携のように、民間との連

携が政策として重要となっている」。「インターネット等の普及で情報が多く入り便利とな

っているが、住宅に関してはインターネットで検索して何番目にあるわけではない。リテ

ラシーのない人は弱者となってしまうことから、フォローが必要だ」。このようなご意見が

出されました。 

簡単ですが、説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。ご質問・ご意見を頂きたいと思います。活発なご意見

をお願いいたします。 

●委員 分譲マンションの維持保全の主な意見に、「マンション管理に関する施策につい

て、需要がないから必要がないのか。政策展開の工夫が必要と考えることもできる」とい

うご意見は、初めに出た永野議員のご意見にも関係すると思います。対策という言葉では

なく施策としています。住宅白書の参考資料 174 ページ問 47 のキ.マンション専門家派遣

事業を「知っている・知らない」の結果が出ています。「知っている」がわずか 1.6％で、

数年間この施策に関わってきた者としてびっくりした次第です。従って、こういう施策を、

分譲マンション居住者に有効に知らせていくことが、施策展開の工夫として必要ではない

かと考えます。これまで以上に広報活動を、区にお願いしたいと思います。以上です。 

●会長 需要がないから必要ないというのではなく、PR が行き届いていないのではない

か、というご意見です。今後の参考にしてください。 

他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 先日、友人から、空き家リノベーションのように自分たちで活用したいという相

談を受けましたが、答えることができず、住宅課さんに相談したことがありました。過去

の審議会で出された主な意見の最後、リノベーションまちづくりの民間との連携が重要と
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なっている中、そうしたまちづくりをしたい、空き家を活用して何かしたいという方は、

どこに相談すればいいですか。あるいは、そういうパンフレットはありますか。これから

準備しますか。 

●住宅課長 空き家活用条例が 4月からスタートします。そこでは、空き家の登録制度と

いう所有者が登録し、そこでマッチング事業なども実施しようと思います。そのような全

体像が分かるパンフレットを内部で検討していますので、それを広く区民の方々に発信す

る準備を進めているところです。取りあえず、空き家の利活用についての問い合わせは、

住宅課にご連絡をいただければ、対応いたします。 

●会長 いずれにせよ、気楽な相談窓口が必要になると思いますので、ぜひご検討くださ

い。他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 マスタープランの検討ポイントについてです。今の論点からすると、動向に対す

る対策が述べられ、ビジョンに相当するものが 1 つも見当たらない気がします。住まい方

をどのような方向に誘導するのか、方向性を示す部分があったほうが良いと思います。例

えば、住まい方の 1つに、老人と若者が共生する多世代共生があると思います。そういう

事例もあって良いと思います。それから、地域の魅力です。私は木密地域と言われる巣鴨

5丁目に住んでいますが、住まい方としては、向こう三軒両隣的な人間関係をどのように

扱うかです。また、木密地域を解消するということですが、狭隘（きょうあい）道路はど

うするかです。接道がない、狭隘道路があるという事実を、述べるだけではなく、対応す

る区の姿勢や方向性を示し、そして政策が組まれるという流れであってほしいと思います。

●会長 その辺のビジョンは、今後、皆さんからご意見を出していただき、まとめること

はできると思います。最初のご意見は、多世代共生・多文化共生などをどう考えるかとい

うご意見です。それは、今後、詰めていただきたいと思います。 

他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 今、話を聞き、白書はよくできていると自分なりに考えました。しかし、住宅施

策そのものの範囲が非常に難しいと思います。本来は国がやらなければならないこと、東

京都がやらなければならないことがあります。これは、豊島区の白書ということで見てい

ますが、その辺の境目といいますか、豊島区として扱っていいものはどこまでかの判断は

難しいと思いました。 

もう 1つは、マスタープランができますが、マスタープランの中には財源についても切

り込んでいくと思います。例えば、この施策についてこれだけの財源が必要です、という

部分が入ってきますが、この白書には何も書かれていません。財源は、区民から集めた税

金を投入するのですから、豊島区として白書で触れないのなら、マスタープランで触れる

べきです。施策にしっかり取り組んでいることを示すべきです。そして、今言った、国と

都と豊島区との関係をどのように分けるか、その辺をもう少しメリハリを付けるというか、

しっかりした示したほうが良いのではないかというのが、全体の感想です。 
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●会長 大事なことです。参考までにお話しすると、東京都の審議会では、東京都が取り

組めること、国に要望することをそれぞれ分け、最後に一覧表を作りました。それに基づ

き、最終的に住生活基本計画を作ったことがあります。途中段階で、豊島区が主体で取り

組むこと、都に要望すること、国に要望することを分けで整理していくことを検討される

と良いと思います。 

●委員 会長、もう 1つあります。財源は全部使えるわけではなく、限りがあると思いま

す。限りのある財源の中で、どれだけの施策を進めるかという、豊島区としての方向と方

針をしっかり打ち出していく必要があります。財源を湯水のごとく使うと素晴らしいもの

ができるかもしれませんが、豊島区として他の政策も進めなければならないため、財源の

配分についても、しっかり考えていかないといけないと思いました。 

●会長 同感です。財源は重要で、どのように配分するかも重要です。白書の中で取り上

げる、あるいは、住宅マスタープランで取り上げることは、いずれにせよ重要なことです。

確かに、これまで、財源そのものを記載したものはなかったと思います。しかし、むしろ

必要かもしれません。住宅政策にどれほどの財源確保が許されているか、今後それがどの

ような方向に向かうと望ましいか、はあっても良いと思います。今後の課題としてご検討

ください。 

他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 順番にいくつか申し上げます。先ほどもありましたが、白書の中の視点に、「外国

人にとって住みやすいの？」という切り口にまとまったのは非常に大きな意味を持ちます。

今後、外国人と共生していく、そういうまちであるという前提で住宅問題を考えることは、

重要なテーマです。白書にあるとおり、今は学生が中心です。住まい方やごみの出し方と

いう対策的な視点が多かったのは、以前も述べたと思いますが、アジアヘッドクォーター

特区や地域の活力を維持するために外国資本や活力を誘導する、区の政策の方向性も反映

されていると思います。過去のまとめでは対策になりますけれども、絵を画くのはなかな

か難しいところですが、先ほど委員がおっしゃったビジョンを少し出す必要はあると思い

ます。 

それから、ファミリーについてです。基本計画やひと・まち・しごと創生を基にした区

の施策の方向性もファミリー世帯の定住化です。最近、共働き子育てしやすい街ランキン

グの 1位になったことを、区長が大変 PR しています。『日経 DUAL』の評価点は、12 の視点

があり、これを見ると、小さいお子さんがいる方の視点です。今回、豊島区の評価が高か

ったのは、待機児童ゼロを達成したことと、放課後対策を全校で実施したことです。小さ

なお子さま向けの、子育て対策への評価点が高かったのです。しかし、住宅の問題はここ

には入っていません。住み続けることを考えると、住宅ストックの問題は非常に大きいと

思います。これが、以前から申し上げている、50 ㎡以上の供給量が減っていることをどの

ように捉えるかということです。ワンルームマンション税のあり方もそうですけれども、
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これに絡めて論点を整理する必要があります。しかし、民間の供給に、行政が関与するこ

とはなかなか難しいところです。税をかけて抑制することは、狭小住戸にはできますが、

大きな住戸を供給するためのインセンティブを与えることは非常に難しいと思います。 

白書の中に、東京都の子育てマンション認定制度が載っています。私は、平成 19 年の区

議会で提案していました。今後検討しますということでしたが、長年検討されずにきまし

た。その時は、墨田区の子育て支援マンション認定制度や世田谷区などを参考に提案しま

した。東京都の制度は、認定にあたっては、基礎自治体の支援というか、改修等に関する

財源は基礎自治体から出るというインセンティブもあったと思います。豊島区は、東長崎

については財源を出す方向になっていますか。 

●住宅課長 区として助成金を交付します。 

●委員 これについて、東京都の基準は 50 ㎡以上です。今、申し上げたように 50 ㎡以上

を増やすというインセンティブを作ることは難いですが、例えば、こういうことは多少出

てきたと思います。その辺を活用しながら、インセンティブを作るようにしてください。

●会長 広い住宅をどのように増やすかは大きな課題ですので、いろいろな政策手段につ

いて検討してください。他にいかがですか。 

それから、先ほどの委員の、地域別に住宅施策を重点化できるかどうかの論点もありま

すので、それを付け加えてください。他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 豊島区の空き家条例も登録制ではじまります。国の改正セーフティーネット法の

登録制など、いろいろ重なる部分があります。実際に物件はあるがオーナーが貸さないと

いう、空室になっている物をどのようにすると貸しやすくなるかを考えます。セーフティ

ーネット法の中には、居住支援法人などいろいろありますが、国もスタートはしたけれど

も進んでいません。必要な人がいる中で、他のいろいろな政策と分けながら、実施しなが

ら、豊島区としてどのように進めていくか。議会を聞くたびに、住宅マスタープランに反

映します、という答えだったので、その視点もぜひ入れていただきたくお願いいたします。

●会長 それも重要です。セーフティーネット法はできましたが、空き家の利用に家賃を

補助する場合、国だけではなく区も補助しなければなりません。それが本当にできるかど

うかは、かなり重要な論点です。いずれにせよ、メニューはあるがそれをどのように実施

していくかを、しっかり検討していかなければならないと思います。ありがとうございま

した。 

 他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 先ほどご意見が出ましたが、空き家の利活用に関して重要なのは、私の感触から

すると福祉との連携です。このお宅の方は最近施設に入居した、あるいは、その後のこと

に悩んでいるという情報は、民生委員やケアマネジャーなど福祉関係者が持っていると認

識しています。そういう意味では、先ほども地域包括のお話がありましたけれども、地域

包括がまだ機能していない部分もありますので、その部分と連携を組む施策が、今後必要
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になるのではないかと思います。当然それも考えていると思いますけれども、その柱をし

っかりと押さえて書いていただくと良いと思います。 

●会長 住宅政策と他の政策との連携は重要ですので、ぜひ詰めていただきたいと思いま

す。他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 分譲マンションの維持・保全に関して。私も分譲マンションに住んでいますが、

マンションの維持・保全について不安を感じている人がとても多く、この審議会に関わる

ようになって初めてマンション専門家派遣事業を知りました。先ほど、この制度の PR を広

げてほしいという話がありました。特にマンションの場合、それぞれの区分所有者は、マ

ンションの保全に心配を持っていても、管理組合の理事などをしていない限り意見を言う

機会がありません。年 1 回の総会で管理会社の説明を聞く程度です。管理組合側から、こ

ういった制度にアクセスするのはなかなか難しいのが現状と思うので、どのようにアクセ

スし利用すると良いか、実績と改善の具体例があると興味を持ち利用する動機付けになる

と思います。その辺を反映するとありがたいです。 

●会長 委員から、今の発言に関して何かありますか。 

●委員 私も、その趣旨のことを言うつもりでした。マンション管理条例ができ、管理組

合の登録数はかなりの数に上っています。登録した管理組合に、いろいろな情報をどのよ

うに発信していますか。豊島区のマンション施策について、どの程度発信していますか。

それをうまく利用することが必要ではないかと思います。 

●会長 事務局から何かありますか。 

●住宅課長 区内では登録が 7割程度まで進んできていますが、1,200 近くある管理組合

に、豊島区は最低年 2回、管理セミナーを実施しています。管理セミナーのご案内と、区

が取り組むマンション施策についてのご案内は、少なくとも年 1回か 2回、それぞれ送付

している状況です。また、平成 30 年に民泊新法が始まり、3 月から届け出の準備が始まる

ことから、2月初旬に規約の対応や総会・理事会で意思決定されているかのアナウンスな

どをします。しかし、マンションの区分所有者一人一人までに情報が伝わっているかとい

うと、管理会社や役員止まりが現状と思います。 

●会長 区と管理組合が直接対応するのには限界があります。他自治体では、管理組合連

合会を組織し、区がバックアップしている所もあります。例えば、大規模修繕などでは、

業者の情報を区は出せませんが、連合会であれば、これまでの経験に基づいた優良業者情

報を出すことはできます。そのような信頼できる情報は重要です。豊島区も、管理組合連

合会の支援をしても良いと思います。他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 先ほどの、委員からのご質問に関して。今、東京都と私ども管理士会が連携し、

東京都内のマンションのうち、管理不全になっている 100 軒をマンション管理士が調査し

ています。1人 5軒を担当し 20 人で調査中です。今、同じようなデータが出ています。要

するに、管理の仕組みを知らないため管理不全に陥っているというデータが明確に出てき
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ています。よって、住んでいる方に、いかに管理の方法と知識を PR していくかが、管理不

全解消に早く役立つと分かりました。修繕積立金ももちろん必要です。そして、100 軒中

数軒程度は、管理不全が見違えるほど解消された例も上っています。キーマンが誕生した

ことで解消されたのです。以上です。 

●会長 ありがとうございました。当然、マンションン管理士の活用も、大きな課題です

のでご検討ください。他にいかがですか。よろしいですか。 

 それでは、これをもって本日の審議は終了します。住宅白書については、皆さんにご了

承頂きました。なお、微修正がいくつかありましたので整理してください。住宅マスター

プランに向けての意見交換は、次回以降本格化しますので、ぞれぞれのご意見をぜひ出し

ていただきたいと思います。今日はご意見シートが配られています。 

それでは以上で審議会は終わります。事務局に返します。 

●住宅課長 どうもありがとうございました。先ほども申し上げましたが、ご意見シート

は、審議の内容について言い忘れた、あるいは、新たに思いついたご意見・ご質問等を書

き込むもので、1月 31 日水曜日までに事務局・住宅課政策推進グループまでメールかファ

ックスでお送りください。この書式に関わらず、メール本文に書いていただいても構いま

せん。よろしくお願いいたします。 

最後に、事務連絡です。白書につきましては、本日頂いた修正事項等を加え、会長と協

議し、3月末までの発行で進めたいと思います。 

次回の開催は 6月を予定しています。早い段階で日程調整をいたしますので、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

●会長 ご意見シートの締め切りは 1月 31 日です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれで終了いたします。どうもありがとうございました。 
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会 議 の 結 果

・豊島区住宅マスタープラン策定フロー、住宅白書（素案）、

新たな住宅マスタープランの論点整理に関する資料が示さ

れ、質疑及び意見があった。 

提出された資料等

・第５２回住宅対策審議会次第 

・第１３期豊島区住宅対策審議会委員名簿 

・第５２回住宅対策審議会座席表 

・資 料 1 豊島区住宅マスタープラン策定フロー 

・資 料 2 住宅白書（素案） 

・資 料 3 新たな住宅マスタープランの論点整理 

〈机上配布資料〉 

・ご意見シート 

そ の 他


