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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５３回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成３０年５月２９日（火）１５時００分～１６時５５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、佐々木誠、上田鉄明、広瀬達雄、寺田晃弘

＜区議会議員＞

里中郁男、磯一昭、中島義春、儀武さとる、高橋佳代子、永野裕子

＜区民＞

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、地域まちづくり担当部長、都市整備部長、都市計画

課長、保健福祉部長、福祉総務課長、子育て支援課長、再開発担当

課長、介護保険課長、障害福祉課長、高齢者福祉課長

事務局 住宅課長、住宅課職員５名、コンサルタント３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      №１ 

●住宅課長 定刻となりましたので、ただ今より第 53 回豊島区住宅対策審議会を開催しま

す。本日は大変お忙しい中ご出席をいただき、誠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いる、住宅課長の星野です。この春に着任しました。どうぞよ

ろしくお願いします。本日の会議の進行ですが、事前にお配りしている次第に沿って進め

させていただければと思います。資料のボリュームが大変多くなっていますので、スムー

ズに進めたいと考えています。 

 次に委員の変更についてご報告します。人事異動に伴い、独立行政法人都市再生機構、

大山委員から、上田鉄明委員に変更となっています。任期は平成 31 年 6 月 6 日までです。

どうぞよろしくお願いします。次に、本日の出欠状況ですが、定行委員、加藤委員、篠原

委員、浅原委員の 4名より欠席というご連絡をいただいています。また佐々木委員は 16

時 40 分ごろに退席する予定となっていますので、あらかじめご了承いただければと思いま

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 条第 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報告します。併せて、事務局として、

住宅課の職員の他に、マスタープラン策定業務のコンサルタントである住宅・都市問題研

究所の職員が同席しています。 

 それでは、小林会長にごあいさつをいただき、審議会の議事に移りたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

●会長 皆さん、こんにちは。 

●一同 こんにちは。 

●会長 新年度の第 1回で、課長も変わりましたので、改めてどうぞよろしくお願いしま

す。前回までは、住宅白書のとりまとめを検討してきましたけれども、今回からはいよい

よ住宅マスタープラン、住宅政策の方針を検討する段階です。どうぞ積極的なご意見を頂

ければと思います。また昨年制定された空家活用条例が今年度施行になり、それをどのよ

うに住宅政策に生かしていくかということも大変重要な課題だと思います。また、最近よ

く聞きますが、豊島区が最初に作った罰則付きのマンション管理推進条例が、他の区でも

幾つかできるようになってきました。その模範となるというのも変ですが、これまでの内

容を検討しつつ、さらにどうしたらいいということを、都内 23 区に先駆けて検討していく

のも、我々に求められています。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。まず傍聴について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か。 

●住宅課長 いらっしゃいません。 

●会長 分かりました。本日の議事です。事務局から資料の説明をお願いします。 

●住宅課長 それでは、座って資料の確認をさせていただきます。事前に配布させていた
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だいたものとして、本日の次第、委員名簿、座席表、資料 1「住宅マスタープラン策定ス

ケジュール」、資料 2「豊島区住宅マスタープランの策定フロー」、資料 3「新たな住宅マ

スタープラン策定の検討イメージ」、資料 4「住宅セーフティネットの取組み」、資料 5

「高齢者のための安心居住の仕組み」、そして報告書として「住まいに関する意識調査報

告書」「区外居住者の住まいに関する意識調査」を事前にお送りしています。また本日の

配布となり恐縮ですが、参考資料として、区民意識調査による分析「民営借家に住むファ

ミリー世帯の収入と居住面積水準」という、A3 横の資料を 2セットご用意しています。資

料は以上です。お手元におそろいでしょうか。 

また「住宅マスタープラン」「住宅白書」をお持ちでない方は、事務局がお持ちします

ので、必要であればお知らせ願います。大丈夫ですか。 

 本日の会議録について、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」という表現になります。また事務局および区側出席者については「職

名」となります。会議終了後に事務局でまとめ、皆さまにご確認いただいた上で、ホーム

ページで公開します。 

 なお本日の予定ですが、午後 5時を目途に審議いただく予定です。マイクの使用方法で

すが、ご発言の際にはスイッチを押してからお話しいただき、終わりましたら再度スイッ

チを押していただくことをお願いできればと思います。資料の確認は以上です。 

●会長 皆さん、よろしいでしょうか。それでは議事の 1番です。資料 1 について、お願

いします。 

●住宅課長 資料の説明をさせていただきます。まず私からは、資料 1と資料 2について、

資料 1を使って説明させていただきます。資料 1 の「住宅マスタープラン策定スケジュー

ル」をご用意ください。A3 の横です。こちらは本年度策定するマスタープラン検討の全体

像のスケジュールなっています。上段のマスタープラン編集ということで、作成するスケ

ジュール感をこちらにお示ししています。 

 上から簡単にご確認いただきますと、基本理念・基本目標の設定、マスタープランの骨

子を 7月の半ばぐらいまで検討していくスケジュールです。9月の半ばまでにマスタープ

ランの素案を作成、併せて、項目別住宅施策と政策指標を同時並行で検討していくスケジ

ュールとなっています。そして、審議会を 2回経て、マスタープランの素案を 11 月末まで

に固め、パブリックコメントを 11 月末から 12 月終わりにかけて実施していきます。1月

末をめどに住宅マスタープラン案、3月上旬に住宅マスタープランとして策定します。編

集のイメージはこのように考えています。 

 住宅対策審議会での具体的な検討は、下の囲み書きをご覧ください。本日の第 53 回と次

回の第 54 回については、基本理念等に加えて、事務局で選定しました個別の検討事項につ

いてお諮りし、ご議論いただく予定になっています。本日は基本理念に加えて「住宅セー

フティネットの取り組み」と「高齢者のための安心居住の仕組み」をご議論いただきます。
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次回は「ファミリー世帯の居住支援」「良質な住宅ストックの形成」「豊島区の魅力を高

めるための住宅施策」をご議論いただいて、9月末を予定している第 55 回審議会において、

政策指標と住宅マスタープラン素案についてご審議いただきます。第 56 回で、さらに素案

について議論をいただき、年明けの 1月終わりに第 57 回審議会を開催し、パブリックコメ

ントへの対応と住宅マスタープラン案についてご審議いただきます。最終的な答申をいた

だく第 58 回は、3月頭から半ばにかけて開催させていただきます。全体のスケジュールは

このようになっています。 

 併せて、本年度の税務課が事務局となるワンルームマンション税の見直し会議も、良質

なストックの形成として検討がリンクする部分もありますので、スケジュールを参考まで

に示しています。 

 こちらで資料 1 の説明は以上です。なお、資料 2については、資料 1 の内容を個別にま

とめたもので、内容が重複していますので説明は省略させていただきます。後ほどご確認

ください。私からの説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。それでは、ただ今の策定スケジュールについて、皆さ

まから何かご意見やご質問はありますか。私から一つだけあります。今、検討事項が 5つ

挙げられていますけれども、もし審議の過程で新たな検討事項が出てきたら、55 回あたり

で審議するという理解でよろしいですか。 

●住宅課長 そのような認識です。 

●会長 他にいかがですか。よろしいですか。年内のパブリックコメントに向けて取りま

とめるということで、よろしくお願いします。それでは、この策定スケジュールについて

はおよそご了承いただけたということでよろしいですか。 

●一同 はい。 

●会長 ありがとうございます。どうぞ。 

●委員 5 つの提案をそれぞれの段階でやっていくのはいいとして、一回ごとに一つの結

論を出していくのではなく、最後のまとめる段階で要約するような、最後にもう一回見直

し議論をできる機会が持てないでしょうか。 

●会長 どうでしょうか。 

●住宅課長 今回、事務局では、あくまでも深く議論いただくために、最初の 2回につい

ては個別的テーマでやらせていただいています。委員のおっしゃるとおり、55 回以降は、

実際に文面となった計画を文書でお示ししていき、そこに書かれていること、もしくは少

し追加等が必要な部分など、さまざまな議論をいただきながら最終的にまとめていくとい

う認識です。 

●会長 よろしいですか。55 回・56 回がありますので、そこで審議されます。了承いただ

いたということでよろしいですか。ありがとうございます。 

 それでは、議事の 2番目「住宅マスタープラン策定の検討イメージ」について、説明を
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お願いします。 

●事務局 よろしくお願いします。資料 3「新たな住宅マスタープラン策定の検討イメー

ジ」についてご説明します。お手元に資料 3をお取りください。これは住宅マスタープラ

ンの全体像にいく前に、幾つかの項目を挙げているものです。左側の上で、まず豊島区住

宅白書 2018 とあります。これは、昨年度、皆さま方に検討いただいた内容を取りまとめた

ものです。豊島区の住宅事情や住宅政策の評価、東京都の住宅マスタープランや国の住生

活基本計画、あるいは改正住宅セーフティネット法に関係するようなことなどを含め、取

りまとめました。この中で「継続して取り組むべき課題」「より重点的に取り組むべき課

題」として、特にこれから検討していくべき項目まで、白書の中で取り上げています。 

 上の「継続して取り組むべき課題」は、住宅白書では 4章・99 ページ辺りに出ています。

現行の平成 26 年 3 月策定の住宅マスタープランの目標に関して、いろいろな施策を行って

きましたが、特に、てこ入れをした、よりしっかりとやっていくべきところを拾っていま

す。目標 1から 6 について、それぞれ取り上げています。 

 下の「より重点的に取り組むべき課題」は、住宅白書の可能性に一番に近いところで、

ページでいうと 136 ページを取りまとめたものです。全体で 6つ、今の動向、あるいは豊

島区の現況や住宅事情等を見た中で、課題として取り上げたものです。 

ここだけは少し詳しくお話しさせていただきます。1点目は豊島区の魅力という辺りで、

多様な世帯が住まうことができる地域をつくっていくことがあります。住宅・住環境の多

様性を確保していき、いろいろな人が入ってこられる区にしようということです。また、

そのようなことをアピールすることが、この課題です。 

 2 点目は空き家の対策です。ちょうど今、空き家に関しては、適正管理を行う内容と、

空き家を活用していくことで、豊島区は 2 つの条例を持っています。これを、より推進し

ていくという話です。あるいは職住近接で住めるまちという面で、そこに入ってきた方々

の人材育成にもつながる、空き家の活用・運営の仕方も検討してはどうかということです。

 3 点目は外国人です。今、豊島区は、約 1割が外国人住民ですが、そのサポートはどう

していくかということが課題になってきています。 

 4 点目は子育て世帯の住まいの確保です。子育て世帯・ひとり親世帯を含めて、所得に

占める家賃負担が高いこともあり、サポートが必要です。また共働き世帯に関しては、豊

島区は最近、比較的人気があります。この辺りも、住宅・住環境整備の中でサポートを充

実する必要があります。 

 5 点目に関しては、高齢者の住まいの確保です。単身で、特に民間の借家にお住まいの

高齢者はこれから増えてくるであろうと予測されている中で、住まいの問題というのはか

なり厳しくなっていくでしょう。福祉と住宅が連携しながら、施策の展開が必要だという

ことが課題として上がっています。 

 6 点目は分譲マンションです。特に豊島区の場合は集合住宅にお住まいの世帯が多く、
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分譲マンションを中心に、維持管理から今後の建替え再生ということに関しても、課題と

して取り上げていきます。 

 この辺りを踏まえて、真ん中の検討事項です。もう少し課題を類型化してみようと、全

体で 5つの検討課題に整理しました。その中で、特に今回のものは、検討事項 1番の「住

宅セーフティネットの取り組み」、検討事項 2番の「高齢者のための安心居住の仕組み」

を中心に、主に住まいに関して厳しいところのご議論をいただければと思います。 

 それから次回、54 回になりますが、検討事項の 3で「ファミリー世帯の居住支援」、検

討事項の 4で「良質な住宅ストックの形成」です。この中には、マンションや、いわゆる

空き家も含まれてきます。検討事項の 5番として「豊島区の魅力を高めるための住宅施策」

で、何か新しい切り口やアイデアが出てくるのではないかということです。検討事項を大

きく 5つに分けて、53 回・54 回の中で検討いただきます。 

 これらを住宅マスタープランとして、住宅対策審議会の 55 回以降で、実際の計画書の議

論に入っていきます。何となくイメージとしては、まだ仮ですが基本理念案として、多様

な人々がライフステージに応じて、安全・安心に暮らせる魅力ある住まいの創造というと

ころです。特に、多様な人々やライフステージの辺りでは、豊島区の場合、いろいろな人

が転入してくることが多く、人が動いていくことを少し背景に持ちながら、いろいろなラ

イフステージやライフコースに対応できる住宅ストックをつくっていこう、という理念を

提案させていただいています。 

 目標として、3 つほど挙げています。大枠で、こういった目標に対して施策が展開でき

ればと示しているものです。目標の 1番としては、住み手からの視点で目標を立てていき

ます。多様な人々が、適切な住宅に入居し暮らせる環境づくりです。「案」とありますけ

れども、子育て世帯や高齢者や障害者、あるいは外国人や住宅確保に少し配慮が必要な方

を含め、さまざまな方々が住宅に住めることを、まずは考えていかなくてはいけません。

 それから目標の 2番としては、住宅からの視点で、今度はハードウエアです。良質で機

能性の高い住宅を造っていこうということです。特に、マンションなり、老朽危険家屋や

空き家なり、あるいは豊島区は狭小住宅も多いので、こういったもののストックの質を高

めていくための工夫が、住宅マスタープランでの重要な内容になっています。これも何か

目標を設定し、方策を取っていく方向です。 

 目標の 3番目で、今回は「地域からの視点」と入れてあります。安心して暮らせる魅力

ある地域づくりでは、安全や防災も必要ですし、緑やオープンスペースあるいは地域活力

という、地域の魅力を高めていくことが重要になります。それから高齢化が進み、あるい

は少子化の中での子育ての問題等、福祉との連携も重要です。こういったハード・ソフト

の面から、一番多く取り囲んで戻すという目標に、地域という設定をしています。 

このような形で、課題に対応するというだけではなく、住み手・住宅・地域の視点から

の目標を前に進めていくため、施策の出だしというか入り口の提案を少しさせていただき
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ました。この後、個別に検討いただく中で、さまざまなアイデアを、皆さま、先生方から

頂戴できればと思い、こうした大枠のイメージを作成させていただきました。説明は以上

です。 

●会長 ありがとうございました。それでは、この検討イメージについて、何かご質問や

ご意見はありますか。最終的には修正されると思いますが、検討の初めの段階にある、た

たき台的なものだとご理解ください。どうぞ。 

●委員 資料 3の右側、目標 1・2・3は、非常に分かりやすいと思いました。その中で、

目標 1は住み手ですから、個人・家族の視点だと思います。目標 3 は地域ですから、地域

の団体や自治会・町会など、組織的な視点かと思います。しかし、目標 2 の住宅からの視

点というのは、少し分かりづらいです。もし言い換えるとすると、供給する事業者、ある

いは空き家・空き店舗活用をする事業者の視点かとも思ったのですが、仮にそうだとすれ

ば、少し文言を検討してもいいかと思いました。 

●会長 どうでしょうか。何か事務局からのご意見はありますか。 

●事務局 少し補足をさせていただきます。恐らく、目標の 1番と 3番は担い手が見えて

いるけれども、確かに、目標 2に関しては「住宅」と書いているので、ここに担い手が見

えてこないということが、ご質問の趣旨かと思います。目標 2では、住宅というハードウ

エアの性能を上げていくという目標を書く面から「住宅」という言い方をしています。ご

指摘のとおり、恐らく施策を検討する中で、誰がやるのかといった担い手が入ってくるか

と思います。そのような内容に追記していきたいと思っています。 

●会長 他はいかがですか。よろしいですか。それでは、これを少し念頭に置きながら、

本日の検討事項 1「住宅セーフティネットの取り組み」で、具体的な内容に入っていきた

いと思います。皆さん、よろしいでしょうか。議事の 3番目、検討事項 1「住宅セーフテ

ィネットの取り組み」について、資料説明をお願いします。 

●事務局 資料 4 をお取りください。検討事項 1 です。「住宅セーフティネットの取り組

み（住宅確保要配慮者の住まいの確保）」というテーマです。左側が現状と動向で、真ん

中に今回検討していただきたいポイントがあります。右側は住宅マスタープラン・施策の

イメージといったところで、まだ仮ではありますが、このような内容が入るかという整理

をしています。 

 まず左側ですが、このテーマに関する社会的動向です。やはり、国の法律でいわれる住

宅確保要配慮者に関しては、「新たな住宅セーフティネット制度」というのが、ちょうど

今年に入ってから、国のほうでもいろいろと動いています。この辺りの動向が背景にあり

ます。例えば、セーフティネット住宅という登録をして、その情報を提供するなどという

ことが行われ始めました。このようなことを踏まえながら、課題等の整理をしています。

 豊島区の現状ですが、一つは「豊島区住まいに関する意識調査」を、住宅白書を作成す

る中で行ってきました。ちょうど公営住宅の入居対象になるところは、月額所得で 12.3％
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ぐらいであると分かっています。あくまでもアンケートの結果です。それから豊島区から

転居したい方が 3 分の 1 ほどいらっしゃいます。理由には「家賃や住宅ローンの負担が大

きい」というところがあり、やはり家賃の問題というのは、一つのポイントになっている

ことが見えてきます。 

 住宅ストックに関しては、豊島区の特徴でもありますが、民営借家の居住者が 48.4％と

多いのです。また民営借家にお住まいの中でも、特に収入の低い世帯が一定数いらっしゃ

ることが分かってきました。収入の低い世帯で 200 万円以下の方の場合、住宅の延べ床面

積が 30 平方メートル以下というのが半数を占めるということがあります。30 平方メート

ルはちょうどワンルームマンションに重なってくるわけですが、やはり狭い住宅が多いか

ということです。 

 それから空き家に少し視点を置いていきますと、空き家数が約 3 万戸という中で、実際

に、賃貸住宅が 2 万、その他空き家で 2,000 か 3,000 ぐらいの数があったということです。

また豊島区が独自に行った空き家調査では、もう少し少ない数であると分かってきていま

す。特に目視で見ると、戸建て空き家は 600 ぐらい見つかって、その中で破損箇所がない

住宅の 380 戸ぐらいが活用できる数と捉えられています。 

 豊島区でのセーフティネットの取り組みです。居住支援協議会による取り組みというの

があり、実績の数としてはあまり多くはありませんが、この間、普及啓発まで含めればか

なり活動されています。低所得者あるいは高齢者に関しては、家賃助成やあんしん住まい

住宅の提供などにも取り組んできたそうです。そこまでのところです。 

 こういった現状を踏まえた上で、特に今回の検討ポイントとして、真ん中のところに大

きく 3つの枠があります。1つ目は民間賃貸住宅の利活用という観点で、住宅確保要配慮

者向けの住宅をどう確保していくかという点です。これについては、実は東京都が既に住

宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画というものを策定しています。これは先ほど申し上

げた、新たな住宅セーフティネット法という法律に基づいて策定することができるように

なりました。その中に供給計画などが作られ、これに対して豊島区はどうしていくのかと

いうことです。 

 これに関しての補足として、1枚めくっていただくと参考資料がありますので、ご覧く

ださい。別紙の 1 の 1、参考資料、新たな住宅セーフティネット制度です。特にこれのポ

イントになるところは、都道府県に賃貸住宅が登録され、要配慮者と書いている住まいに

少し困る方に情報提供されます。実は、これは都道府県単位ですから、東京の場合は東京

都が行うわけですが、居住支援として、区がこれに対するサポートをしていくという体制

になっています。その中で、住宅確保要配慮者と左下に書いていますが、住宅の登録基準

というのが国で定められています。月収 15 万 8,000 円以下が低所得者などと決めてあり、

高齢者・障害者・子育て世帯などとなっています。それから住宅の面積は 25 平方メートル

以上で、耐震性を有すると決まっています。 
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 もう 1枚めくってください。これに対して、東京都が計画を作っています。都道府県あ

るいは自治体が計画を作ると、今の規制などが緩和できるのです。2で、東京都の場合は、

住宅確保要配慮者に関し、非常に範囲を広げています。それから 3 ですが、登録の基準に

関しても、面積の狭いものも対応としています。平成 7年度までであれば 15 平方メートル

まで登録できるようにしてあり、国の 25 平方メートルからは随分小さくなっています。 

 このようなことも見ながら、また資料 4に戻っていただきます。豊島区の場合は、5月 1

1 日に専門部会を開かせていただいた中でのご議論では、恐らく面積は東京都の基準でよ

さそうだということです。あとは、数をどのぐらいか、誰を対象とするかなどに対して、

議論がもう少し深まっていく必要があり、検討課題として今日お示ししました。 

 2 つ目で、住宅確保要配慮者向けの支援制度の検討です。一つの手法として、家賃を低

廉化するための支援です。家賃助成、住宅改修の支援をする、家賃債務保証をして入居し

やすくするなど、この辺りが手法として出てきます。専門部会でのご議論の中では、もう

少し、誰を対象として、どのぐらいやっていくのかというあたりで、豊島区らしいところ

を出していったほうがいいということです。その中に一つ、矢印で書いてありますが、豊

島区の場合は利便性が高いこともあり、ひとり親世帯などに重点を置いてはどうかという

ご議論がありました。モデル的に何かできないだろうかということで、今日少しアイデア

をいただければと思っています。また家賃助成でも、対象者としては、誰が一番困ってい

るのか、少し絞り込んでいく必要があります。 

 これに関して、統計データを用意してありますので、少し説明させていただきます。2

枚めくっていただき、別紙の 1の 3「民営借家における居住の実態」です。特に民営の借

家にお住まいの方が、48％で 7万 8,230 世帯いらっしゃいます。これらに対し、所得と住

宅との関係を少し詳しく分析したものです。住宅・土地統計調査を特別集計しました。 

 1 つ目の左側のグラフですが、家賃と年間収入との関係を見ています。およそ、年間の

収入が 200 万円から 300 万円のところが一番多く、そこを中心に広がっていることが、住

宅・土地統計調査では出てきました。月額の家賃は 5万円から 9万円ぐらいのところが中

心かということが見えてきています。それから、その下のグラフですが、民営借家に住む

世帯の延べ床面積と世帯人員です。民営借家にお住まいの方では、1人世帯が 68.5％と単

身の方が非常に多いという話です。それから、数字が小さいのですが、面積では 19 平方メ

ートル以下が 24.1％、20 から 29 平方メートルの方が 30％と、かなり小さい住宅にお住ま

いの方が多いことがよく分かる内容でした。右上にきていただき、民営借家に住む世帯の

世帯主の年齢と月額家賃を見ました。お住まいの方は、やはりおよそ 30 から 34 歳ぐらい

の若い方が中心です。ただ年齢層は、高齢の方も含めて、かなりばらつきがあるというこ

とがよく見えます。それから世代が変わっても、あまり家賃が変わるわけではないという

ことも見えました。およそ 5万円から 9万円の間が多いかもしれません。 

 その次の右下のグラフですが、民営借家に住む世帯の月額家賃と延べ床面積を見ていき
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ました。やはり家賃と面積には関係があり、延べ床面積は横の軸で、右側に行くほど、月

額家賃は下の高い方へと推移します。おおむね、この中で家賃の水準は捉えられたかと思

っています。 

 もう一つめくっていただき、別紙 1の 4 で、公営住宅と民営借家を比べてみようと思い

ます。公営の借家は都や区が入っています。民営借家に関しては、特に居住面積水準未満

の世帯と比べてみました。居住面積水準未満に関しては、右下にある算定式がありますが、

基本的には世帯の人数・家族構成に応じて面積が定められています。単身では 25 平方メー

トル、2人では 30 平方メートル、3人では 40 平方メートル、4 人では 50 平方メートルと

いう面積です。その中で、この面積水準よりも低い方の部分を、民営借家に関して集計し

ました。左側の 2 つのグラフは、月額家賃と年間収入をクロスにしたものです。公営借家

が上のグラフですが、やはり収入を見ると 200 万円から 300 万円までで、そこよりも上は

少なくなっています。おおむね 200 万円以下です。月額家賃では 4 万円以下です。所得と

家賃のどちらにも規定がありますから、こういった結果になります。 

 一方、民営借家はどうなっているかというと、最低居住面積水準未満の世帯ですが、収

入で見ると 500 から 700 万円のところまで、かなり幅広く収入層があります。月額家賃で

は、およそ 4万円から 10 万円に分布されています。やはり公営借家と民営借家では、ちょ

うど重なり合わないことがよく分かる結果でした。 

 右側は面積ですが、公営借家はおよそ 30 から 39 平方メートルが多く、3分の 1がその

面積であると分かります。逆に民営借家では 30 平方メートル未満が多いです。これは最低

居住面積水準未満だけを取っていますから、このような結果になります。このように、や

はり少し公営借家は狭めの住宅の方が多いということが分かってきます。 

 それから、もう 1枚統計書が付いています。世帯の状況で、公営借家の世帯人員と延べ

床面積を見たグラフです。1人世帯が 48％、2人世帯が 32.3％と、2人世帯の方がそれな

りに見られます。民営借家の最低居住面積水準未満の世帯で見ると、ほとんどが単身の方

で 73.8％です。住宅はこのように、民営世帯はかなり住みにくい状態であることが分かり

ます。 

 最後のグラフです。世帯主の年齢と月額家賃を見ていきます。ちょうど公営借家では、

家賃の部分が 4万円以下に全部入っています。もう一つ見ていただきたいのは、公営借家

の年齢で、75 歳以上が 34.6％と、高齢者が非常に多いです。反対に、民営借家の最低居住

面積水準未満で見ていくと、家賃では 5万円以上ですが、30 から 34 歳と若い方が多く、

年齢層としても幅広く分布しています。このように、住まいに課題のある、民営借家の最

低居住面積水準未満の世帯の方の属性と、公営借家にお住まいの方の属性は、ちょうど重

ならず、だいぶ違った層であるということが分かりました。 

 それからもう一つ、少し関連したデータがあります。今日、追加配布をさせていただい

た資料について説明します。追加配布の参考資料「民営借家に住むファミリー世帯の収入
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と居住面積水準」をお取りください。これは、先ほどセーフティネットの取り組みの中で

も申し上げました、ひとり親に関して分析しました。グラフをご覧いただくとよいと思い

ますが、これは民営借家にお住まいの方だけを集計しています。 

 夫婦と子からなるファミリー世帯の場合です。ここの横軸は年間収入になり、おおむね

300 から 400 万円が多く、700 から 1,000 万円あるいは 1,000 万円から 1,500 万円と、比較

的高額な所得で民営借家に住んでいる方も出てきます。家賃に関しても、12 万円から 15

万円あるいは 15 万円から 20 万円といった、それなりの家賃を支払う方々が多いというこ

とが見えてきます。それに対し、ひとり親世帯の場合はどのようになっているかというと、

収入では 200 から 300 万円、300 から 400 万円の辺りが中心になっています。所得に関し

ては、やはりファミリーである夫婦と子どもに比べると低いということが分かります。ま

た家賃でも 10 万円から 11 万円が一番多く、少し低額のところに入っています。そうはい

っても、かなり高い金額です。このようなことが分かってきました。やはり夫婦と子とか

らなる世帯に比べて、ひとり親世帯というのは、所得の面と住宅確保のための家賃の面で、

若干、一つ下のところにきています。 

 1 枚めくっていただき、こちらは夫婦と子からなる世帯の月額家賃と延べ面積を比べた

ものです。これで見ていただくと、面積は 30 から 39 平方メートル、40 から 49 平方メー

トルと、もう一つが 70 から 79 平方メートルのところです。家賃を比べていただいても、1

5 から 20 万円のところに 750 とあります。ファミリー世帯の場合、比較的家賃の高い住宅

に住まれている方がいらっしゃいます。そういう面で、比較的安めの狭い住宅に住まれて

いる方と、かなり広めの住宅を借りられている方で、二極化している感じがします。 

 下はひとり親世帯の月額家賃と延べ面積ですが、やはり 20 から 29 平方メートル、30 か

ら 39 平方メートルぐらいの面積のところで、家賃はおよそ 10 から 11 万円辺りです。ファ

ミリー世帯と比べると、狭い住宅に住んでいる方が多いことが見受けられます。右側は、

さらに最低居住面積水準未満で比べてみました。実は、これは住宅・土地統計調査の中で

も件数が少ないものです。統計的にはあまり十分なデータではありませんが、あえて作り

ました。見た限り大きな違いが見受けにくく、最低居住面積水準にお住まいの方になると、

ファミリーもひとり親世帯も、住宅の状況というのは大きく変わらない可能性があること

が分かってきました。 

 説明が長くなりました。追加配布は、あと 2つあります。民営借家の居住の実態と高齢

者の居住の実態で、区民意識調査による分析しています。豊島区独自で行ったデータです。

月額家賃と年間収入、年齢と月額家賃、月額家賃と延べ面積の問題を、住宅・土地統計調

査と同じく整理をしましたが、おおむね同じ傾向が捉えられているので、説明は省かせて

いただきます。セーフティネットに関しては、統計を分析したことも含め、このような分

析をしました。 

 資料の 4に戻っていただき、もう一つ、最後のところです。3つ目の検討課題として、
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入居支援の実施です。これは、誰がどのようなことを支援していけばいいかということで

す。今、豊島区では、居住支援協議会が住宅と福祉の連携に取り組んでいます。専門部会

では、各種制度の隙間となるような世帯を支援できないかという意見を承っています。事

業者に対する支援も必要で、入居者だけではなく、住宅を貸しているほう、あるいはサポ

ートをしているほうに対する支援も必要という意見がありました。入居支援の仕組みに関

しても、少しご議論いただければと思います。このように、ご検討のポイントを 3つに整

理させていただきました。 

 右側が、新しい住宅マスタープランの策定イメージです。おおむね、この辺が施策とし

て書けるのではないかと、項目として挙げています。1つ目は、住み手からの視点です。

対象者に視点を当て、低所得者に対する家賃助成を含めた展開をしていくことです。これ

に関しては、特にご議論いただきたいということで、「重点」というマークを付けていま

す。また、住宅確保要配慮者全体に対する住まいの支援で、家賃の低廉化や債務保証や入

居後の生活支援など、手法として新しいアイデアがないかということです。 

 2 つ目の住宅からの視点では、空き家をうまく活用できないか、もう少しアイデアを深

める必要があり、重点としています。住宅の改修も、福祉の視点、あるいは住宅の質を上

げていくという視点で、成功していく必要があります。 

 地域からの視点では、住生活を支えるサービスの充実です。そこに住まうためには、地

域にいろいろなサービスを展開することが、施策として必要ではないでしょうか。最後の

②ですが、住宅と福祉の連携強化で、施策・制度での連携にはさまざまな課題があります。

特にセーフティネットの視点で住宅施策を展開する中では、やはり不動産団体や居住支援

団体、地域福祉団体を含めて連携を強めることが必要です。そこに対して、何か新しい支

援策がないか、施策が書ければということです。 

 このように、検討のポイントを 3つに整理させていただきました。まだ、これはたたき

台ですが、少し先のイメージとして示しています。検討のポイント 3点に関して、新しい

アイデアあるいは課題点を含めて、ご議論いただければと思い、この資料を作成しました。

私の説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。今日、追加された資料もなかなか興味深いものでした。

セーフティネットについては、この住宅政策の核の一つですから、皆さまにぜひ積極的な

ご意見を頂ければと思います。いかがでしょうか。 

●委員 少しいいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 今ご説明いただいた検討事項で、資料 4 の表があります。民営借家に住む世帯の

月額家賃と年間収入というグラフです。年間収入というのは、どう考えているのですか。

このバランスで、例えば年間収入 200 万ぐらいの方が、家賃 10 万ぐらいのところに住むと

いうことです。当然、家賃は年間 120 万になりますが、その人に住めるでしょうか。この
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辺の数字がよく分かりません。 

●会長 いかがですか。 

●事務局 確かにご指摘のとおりの謎があります。これは住宅・土地統計調査という総務

省の調査で、5年に 1回行われているものです。この中の年間収入というのは、世帯の収

入をダイレクトに聞いている内容です。月額家賃も世帯でお住まいの住居費です。ここは

特に民営借家だけを集計していて、本当に家賃と管理費です。今ご指摘があったように、

確かにクロス集計を取ってみると、この収入でこの家賃を本当に払えるのかといった結果

が出てきますが、統計としてはこのようになっています。この月額家賃で、もしかすると

実際には、貯金を取り崩しているのか、あるいは他に、収入には入ってこない形で誰かが

家賃を負担しているのか、何か事情が考えられなくはありませんが、統計としてはこのよ

うな結果が出ています。 

●会長 よろしいですか。他にはいかがですか。 

●委員 はい。 

●会長 どうぞ。 

●委員 以前にもこの住対審で、住宅セーフティネットの法律改正のときから、ずっと質

問しています。現在、豊島区は、住み替え家賃の助成でこの部分を補うという制度を展開

しています。従来の国のセーフティネット法の改正の内容が、例えば、最大家賃は国と自

治体で合わせて 4 万円までなり、期間も 5 年から途中で更新すれば最大 10 年など、基本的

に区は、今はこれでやりますとされています。私たちが法改正されたときに喜んだ、実際

に大変な方々が非常に期待した部分とは、その中身に少し乖離（かいり）があります。 

 実際に現在行われているのは、家賃の 1 万 5,000 円の補助です。住み替え家賃の補助の

対象者は、特別区分が 21 万幾らなど、確かに国の制度よりは多少緩和されている部分もあ

ります。ただ、国の方針というか、やってもいいですよといわれている部分と、実際に区

が現在やられている部分では、はっきり言うと、一致していないところが見受けられ、非

常に気になります。 

 まして、以前の住対審で、同じような住宅でも、確か近隣の家賃より 2 万ぐらい高いと

いう発言もあったかと思います。そういった意味で、住み続けられる地域として何が必要

なのかということです。ここにファミリーや定住化など、今後いろいろと出てきますが、

高齢者や障害者など、いわゆる居住に対して支援が必要な方々をどうするかです。また貸

すほうにとっても、なかなか高齢者の一人暮らしには貸しにくいなど、さまざまなことが

あります。 

 この住宅セーフティネット法の改正には、そういったサービスや支援、見守りなど、い

ろいろな制度も付けられることも含まれていると思います。それをトータルして、豊島区

バージョンとしてどうやって構築していくのかが、非常に大きな課題だと思います。その

辺を議会で取り上げると、住宅マスタープランで検討しますと、常に言われ続けてきたの
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で、ぜひここでしっかりと議論していきたいと思っています。 

●会長 分かりました。むしろ事務局よりも、皆さんに意見を伺ったほうがよいでしょう。

いかがですか。何かご意見がある方はいらっしゃいますか。整理すると、住宅に困ってい

る人に対しては、区営・公営住宅を提供するという施策と、民間の賃貸住宅活用がありま

す。民間賃貸住宅活用は、豊島区の場合、要するに家賃が高くなるので、それにプラスア

ルファの施策が加わらないと目的を達せません。そのプラスアルファで、一つは新たに国

が作った家賃補助という制度を使えないかどうかです。もう一つは、豊島区は空家活用条

例で共同居住をやりやすくしたので、それによって家賃が下げられないかです。恐らく、

この 3つの方法になると思います。 

 今の委員からの問い掛けは、家賃補助の政策について、豊島区バージョンをどのように

していったらいいかです。恐らく、財源には限りがありますので、何らかの形で対象を絞

り込まないといけないと思います。例えば、このような人たちに絞り込んではどうか、あ

るいは今の住み替え家賃助成の延長でいいのか、住み替えではなく、もう少し定常的な家

賃助成があってもいいかなど、幾つか議論があろうかと思います。何かご意見がある方は

いらっしゃいますか。 

 参考までに、専門部会では「子育てに優しい豊島区」と掲げ、ひとり親世帯を対象にし

てはどうかという意見が出ていました。そうすると非常に PR 効果が高いのです。今日のデ

ータを見ても、ひとり親世帯というのは、職住近接が求められるにもかかわらず、家賃負

担力が低いので、やはり都心区において非常に求められている施策ではないかということ

です。皆さん、どなたかご意見のある方はいらっしゃいますか。あまりありませんか。 

●委員 質問になるかは分かりません。住み替え家賃やファミリー世帯への家賃助成とい

うのは、当初は年齢制限や所得制限がいろいろとありましたが、子どもが中学を卒業する

までに年齢を少し拡充するなど、家賃助成を拡大してきました。ただ、本当に住み続けら

れる状況になされているのかというと、やはり結構郊外のほうへ移るなどが多いのです。

ここに重点と書いてありますが、現実問題として、今の家賃助成だけでなく、もっと抜本

的に考えなければいけない部分があるのではないかと思います。 

 やはり、子どもが保育園などに行っている時はまだいいけれども、小学校に上がる時に、

まず引っ越しや住居を考えます。あるいは、今度は小学校から中学校に上がる時にも、や

はり住居を見直さなければいけません。それぞれにライフスタイルがあるのですが、おお

むね皆さん、そのような時期に、住宅を各家庭で考えられます。そのようなタイミングを

踏まえた家賃助成のあり方はどうかと思います。あと、先ほど、ひとり親と言われていま

したが、僕はやはりひとり親以外にも夫婦そろっても駄目だと、ひとり親でなくてもとて

も厳しい状況の人は、この統計を見てもたくさんいます。 

●会長 おっしゃるとおりです。 

●委員 ひとり親というのは分かりやすいのですが、先ほど会長が言われたように、住み



 - １６ -

やすいまちというアピールはあるでしょうけれども、そのようなアピールをするよりもで

きるほうから考えたいと思うのです。 

●会長 大事なご指摘だと思います。 

●委員 すみません。余計なことです。 

●会長 いかがでしょうか。どのように考えるかですが、各世帯の年齢が上がって、持ち

家取得の段階になると、豊島区では買えないので、当然郊外に行って買うことになると思

います。それそのものを問題と考えるのか、しかしそれはやむを得ないと考えて、若い子

育て世帯の時だけでも楽しく豊島区で暮らしていただくと考えるのか、それはある種の判

断だと思います。やはり若い時でも豊島区で子育てできれば、恐らく豊島区に愛着を持っ

てくださるので、そのお子さん方が成長し、また豊島区に住んでくれるかもしれません。

そういうことを期待することも一つの考えです。皆さん、どうでしょうか。持ち家取得支

援をやると大変だと思います。どうでしょうか。どうぞ。 

●委員 すみません。今、会長がおっしゃった視点は非常に重要だと思っています。そも

そも政策経営部などでは、区全体の政策目標をどう捉えているのでしょうか。基本構想の

ときにも何度かご紹介しました。3歳までの目標は立てているのですが、どこまでを視野

に入れているかというのは、少しよく分かりません。私もいろいろな区の施策を考えたと

きに、子育て世代が、住まいと暮らしを一番の主眼に置き、目標として、どの段階に焦点

を当てて、生活設計・人生設計をしてくるかということを、もう少し掘り下げて考え、区

の施策全体に落とし込む必要があると思います。 

私も今、子どもが 2人とも小学校に入ったところです。段階に応じて視点は変わってき

ます。今はそういう立場だから、そう思うのかもしれませんが、やはり学校のあり方など

が大きいかと思っています。3歳までを基準にするということに、どれだけの意味がある

のかということです。3 歳まで住んでいれば、愛着があって、また戻ってくることも、確

かにあるかもしれませんが、やはりもう少し先まで捉える必要があると思います。区の政

策的にはどうお考えなのでしょうか。 

●会長 これは、どなたが。 

●政策経営部長 よろしいですか。 

●会長 どうぞ、お願いします。 

●政策経営部長 ご指名ですので、政策経営部長からお答えします。大変難しいです。少

し前までは、定住化が大事だと簡単に言ってきた時代もありました。けれども、ここにき

て、人口減の問題を背景に、さまざまな分析をしますと、今ご議論いただいていたように、

やはり最近は、いわゆる社会増する世帯を無視しては、都市の活性化もありませんし、生

き延びることもできないという議論になってきています。ただ一方で、では定住化は要ら

ないということでは、もちろんありません。まちづくりをする上で、住み続けている人が

1人でもいなければ、歴史も長くできません。その最適解がどのぐらいなのかは、東京全
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体の場合と、豊島区という土地柄で考える場合では、また違っているでしょう。非常に悩

ましく、何パーセントなどとは軽々しく言えません。移り住んでいく方々もいて初めて都

市の活性化があり、一方で定住化の率がゼロでいいわけがありませんので、そのバランス

を最近は考えています。 

 年齢については、ご議論いただいているように、決して 3歳までいていただければいい

などと限定しているつもりはありません。これからも、こちらでのご議論を参考にしなが

ら考えていきたいと思っています。施策全体としては当然、小学校・中学校までいていた

だくような展開をしていくつもりです。足りないところはあるとは思います。例えば、相

談の領域でも、子ども・若者相談と、なぜそこまで入れているかは、少しそのような気持

ちが入っているとお考えいただければいいかと思います。お答えにはなりませんが、どう

ぞよろしくお願いします。 

●会長 特に年齢を区切っているわけではないそうです。よろしくお願いします。どうぞ。

●委員 これは日本全体の課題かもしれません。欧米を見ると、もっとライフステージに

おいて住み替えていて、日本よりも住まいに関して柔軟なのかと思います。持ち家施策を

国全体としてやってきて、その限界がきているような気がするので、それを前提には考え

なくてもいいでしょう。豊島区という都市を考えても、やはり交通の便がよく、多様な人

たちが出たり入ったりできることも一つの魅力だと思うのです。ですから、住み替えが簡

単なまちということも、ある一つの視点かもしれないと思います。取得が目標ではない気

がします。 

●会長 それも大事な考えです。他にご意見がある方はいらっしゃいますか。どうぞ。 

●委員 恐らく、今の家賃補助などの考え方を含めて、この中でも矛盾している表現かと

思われます。住み続けてほしいといいながら、いわば家賃補助をしなければいけないよう

な人をどうするかというのですが、そういう人たちにここに住み続けられても困ると思う

のです。ここで住み始める世帯、住み続ける世帯、住み終わる世帯があると思います。そ

の世帯に対して、ある種の支援の仕方があるという感じがします。 

 今は、この中でも、例えば基本理念のところで「多様な人々が、ライフステージに応じ

て、安全・安心に暮らせる魅力ある住まいの創造」と、非常に立派な言葉が書いてあるの

です。けれども、どうも一つのキーとして、生きがいのような生き生きとした姿が、この

言葉の中で抜けています。何かそういう言葉を含めて、多様な人々というのも、今の三世

帯や外国人までも含めて多様な人々と呼ぶのか、一体どの幅を多様と捉えるのですか。最

初の切っ掛けの言葉ならば、こういうことだとは思いますが、少しその辺を明快にしなが

ら、マスタープランのイメージを固めていきたいという気がしています。 

●会長 全体については改めて、踏まえて議論できればと思います。今はまず、セーフテ

ィネットについてどうすればいいかということを進めていきます。他にご意見はいかがで

すか。どうぞ。 
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●委員 本当に、共働き世帯・子育て世帯に、特に家賃補助などをいろいろと手厚くする

ことは、豊島区に住み続けられるために、非常に重要な施策だと思います。私たちも日常

的に、区民から住宅問題のいろいろな相談を受けます。やはり 60 歳で定年退職をして、人

生設計を立て、貯蓄もしたけれども、まさか 80 歳を過ぎるまで生きているとは思わなかっ

たということです。ほとんど預金も食いつぶしてしまい、これからどのようにするか、何

とかもっと安くて質のいい住宅に住めないかということで、区営住宅や都営住宅への申し

込みを盛んに勧めている状況です。そういう意味では、今、高齢者も増えてきますし、こ

こに早く手を打たないと、住宅問題は大変な事態になると、私も危機感があります。皆さ

んもそういう思いでいらっしゃると思います。 

 先ほど、区営・都営住宅の建設や家賃補助、共同居住などのシェアという考え方もあり

ました。私は、どの分野も非常に大事で、やはり低所得者や高齢者が増えていますし、区

営住宅の施策も必要だと思います。お聞きしたいのは、月額所得 15 万 8,000 円以下が 12.

3%を占めているとあります。これは、都営住宅・区営住宅に占めている数字なのか、アン

ケート調査をして、そういう所得層が 12.3％を占めているのか、どういう意味合いなのか

確認したいのです。 

●事務局 今ご質問があったのは、「豊島区の現状」にある「月額所得 15 万 8,000 円以下」

のところです。これはアンケート調査にご回答いただいた方です。この調査は、個人に対

して郵送でアンケートを行い、回答をいただきました。その世帯の所得を書いていただく

内容です。そのような数字です。あくまでもアンケートですから、先ほどの住宅・土地統

計調査、あるいは家計に関する調査とは、若干違いが出てくるかもしれません。参考の数

字と考えています。 

●委員 豊島区の公営住宅は、都営住宅と区営住宅があります。入居率は、23 区で見た場

合には、どれぐらいの位置を占めているのですか。分かりますか。 

●会長 入居率とは戸数ですか。 

●委員 戸数です。 

●住宅課長 東京都の 29 年度の事業概要によりますと、豊島区の区営住宅は 645 戸です。

区営住宅が多い区は、2,281 戸の大田区や世田谷の 2,135 戸です。一方少ない区は、例え

ば江戸川が一番少なく 85 戸で、文京・台東あたりも 438 戸・497 戸と、地域によって戸数

にはばらつきがあります。 

●委員 江戸川区は、区営住宅は少ないでしょうが、都営住宅がたくさんあると聞いてい

ます。具体的な数字はすぐには出ないのでしょう。セーフティネットをつくる場合に、や

はり所得の低い層がどのぐらいいらっしゃるのか、数というか実態をしっかりとつかんで、

施策に反映させていくほうがいいのではないかと、私は思います。 

 ここで、ひとり親世帯に絞り込むなど、いろいろといわれています。そういう考え方も

あるでしょうが、まずは住宅確保要配慮者がどうなのか、実態を正確につかんで、計画・
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目標に反映させ、この 5 年間や 10 年間で、どう整備し、あるいは制度を作っていくかとい

う考えが求められるのではないかと思います。 

●会長 ありがとうございました。それも含めて検討していきたいと思います。他にいか

がですか。ご意見がある方はいらっしゃいますか。どうぞ。 

●委員 先ほど家賃の件は、確かに国ではとにかく登録制度という一つのハードルがあり、

登録自体も進んでいない現状で、非常に難しいです。一つ、福祉との連携が今後は非常に

大事になるかと思います。 

 私たちは、京都の居住支援協議会の取り組みを見てきました。そういう意味では、なか

なか独り暮らしの高齢者や障害者が住宅を借りられない状況の中で、見守りやいろいろな

支援をプラスすることにより、オーナーが貸しやすくなるという取組みを積極的にやられ

ています。もう一つ、今はいろいろな保険や制度があります。例えば、万が一亡くなられ

た後でも、中の家財道具などを処分する民間の制度もあります。オーナーの皆さんに説明

しながら一生懸命に取り組まれ、今、割と住宅確保要配慮者の皆さんに貸されるオーナー

さんも増えてきました。そういった現場を見てきました。 

 本当に、豊島区は高齢者の独り暮らしの率が非常に高いエリアです。そういった福祉的

なサービスを付加することによって、やはりオーナーさんも貸しやすくなると思いますの

で、今後はその辺りにもしっかりと取り組まれたほうがいいかと思っています。 

●会長 ぜひ検討していきたいと思います。それは、もしかして次の課題でしょうか。 

●委員 すみません。 

●会長 ただ重要な内容だと思います。他はいかがですか。どうぞ。 

●委員 住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の登録制度の件です。登録住宅を増やしていく

ことが大事になるかと思います。登録住宅に登録することによって、住宅の所有者さんに

何らかのメリットはありますか。あったほうが、そういったところを見直すことになるか

と思います。頂いた資料に記載されているものだと、住宅改修支援などが主なものかと思

いますが、それ以上に何かメリットはありますか。もし何か付け加えられるのであれば、

登録をもっと促すことができるかと思いました。その点について教えてください。 

●会長 事務局、今のお答えができますか。私から答えたほうがよいですか。本来は、登

録されると家賃補助の対象になるのです。ただし、家賃補助ができるかどうかは、それぞ

れの区が判断しなくてはいけません。今、家賃補助をやっている自治体は、確か八王子ぐ

らいではないでしょうか。東京都ではほとんどありません。ですから、登録するメリット

が非常に少ないのが実態です。今後、家賃補助を行う自治体が出てくれば、登録が進むと

考えられます。 

 今のことで少し質問なのですが、豊島区は家賃補助をやったほうがいいと、皆さんは思

いますか。どうでしょうか。分かりませんか。本当に低所得者の方全員に行うと、とても

無理なので、やはり少しいずれにせよ絞り込まざるを得ません。先ほどから、子育ての方
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に絞り込んではどうかという意見が出ていました。 

●委員 少しいいですか。家賃補助で、本当に最終的には低所得者の全員にできればベタ

ーだと思いますが、やはりお金には限りがあります。しかし、今までは別の形で、家賃助

成をソシエなどにやってきました。ある意味では、そのソシエが 20 年たち、今はどんどん

手を引いています。今までそういう家賃助成をやっていたお金を、逆に別の家賃助成とい

う形で生かすことを、やはり区のほうでしっかりと捉えて、そうすると、これを今回のこ

とに使える。その辺も非常に大事ではないかと、僕は思います。 

●会長 何か事務局から、お答えできることはありますか。ご意見でもいいです。 

●住宅課長 家賃助成については、既存の高齢者の住み替え家賃助成なども含めて、今回、

国がセーフティネットとして設けた制度の枠組みがあります。これは登録住宅があって初

めて、そこの入居者に対しての支援ということで、なかなか登録がされない現状がありま

す。一方で私共も、この制度が始まった趣旨に合わせて、昨年度の第 3回定例会で補正を

認めていただきました。既存の家賃助成制度の中で、拡充というものをしてきています。

それが半年超たち、私共事務局でも、今日いただいた議論、事務局でもまだ検討している

段階です。実際、国の制度については、いろいろな情報収集をまさにしているところです。

登録住宅も、今ようやく東京都で 10 件、世田谷区が 2件と葛飾区が 8件出ている状況です。

国の制度については、情報を収集しながら、住宅対策審議会でのご意見を参考に、今後の

区の方針としてやらせていただくところです。答えになっていないかもしれませんが、こ

のようなことです。 

●委員 少しいいですか。 

●会長 では、簡単にお願いします。 

●委員 簡単にします。今の委員の意見には、私たちも本当に大賛成です。住宅政策では、

区民住宅などが撤退したお金で、ここ数年毎年のように住宅費が減っています。累計総額

でどれぐらい減ったのでしょうか。まずはそれを確認したいです。 

●会長 ありがとうございます。それは分かりますか。 

●住宅課長 資料が手元にございませんので、後ほどご説明させていただきます。 

●委員 20 年で契約が切れて撤退し始めた時期から、去年までの累計です。毎年のように

予算が減っています。 

●事務局 住宅費予算の決算額などは、住宅白書の 103 ページに載っています。よろしい

ですか。 

●会長 今のご意見は、その減った分をぜひ家賃助成に振り分けるべきだということです。

●委員 そこは共通認識としてほしい。 

●会長 分かりました。数値は後で確認しましょう。いかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 今、別紙 1-2 という、東京都のものを見ています。ここに住宅確保要配慮者の範

囲ということで、新たに 6番目の LGBT ということが入ってきました。これも要配慮者とい
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う範囲に入るという観点だと思います。豊島区では、これに類する質問等が何回かありま

した。取りあえず、住宅についてはまだ検討中という段階です。これについては結論がま

だ出ていない中で、ここに出ているので、豊島区はどう対応していくのか、誰か分かる人

がいれば教えてください。 

●会長 何かご意見がある方はいらっしゃいますか。 

●委員 区長でないと分かりませんか。何か少し厳しい状況です。厳しいというか、まだ

結論が出ていません。 

●会長 参考までに、他の自治体を紹介します。居住支援協議会で、LGBT の方に支援すべ

きか、議論が行われた例が何回かあります。その結論は、普通の民間の賃貸は、何も知ら

なければ受け入れますから、むしろ表に出さないほうがいいかということです。表に出す

場合は運動としてということが強いので、必ずしも支援が必要ではないのではないかと言

っていました。そういう意見が結構ありました。 

●委員 これは住宅とは関係ありませんが、例えば、別のことでは、病院に付き添いに行

ったときに、やはりペアだとは見られないということで、お見舞いを病院側で断られるこ

となどがあるという話を伺っています。区営住宅や都営住宅の関連で、いわゆる夫婦やパ

ートナーという関係と認めるか認めないかというところです。 

●会長 分かります。 

●委員 この住宅制度から大きく変わってくる可能性があります。 

●会長 公営住宅であるかもしれません。民間賃貸では、外観ではルームシェアと変わら

ないので、むしろ表に出さないほうがいいということがありました。 

●委員 分かりました。 

●会長 他はいかがですか。時間がオーバーしていますけれども、大事なテーマです。よ

ろしいですか。もう一つ、先ほど子育ての支援が大事だという話がありましたが、一方で、

今は保育士の方などの数が少ないそうです。空き家活用で、場合によっては、保育士のシ

ェアハウスを家族的住まい方と認定して、家賃を安くするというようなことを進めてはど

うかいう意見が、確かどなたかにありました。今回、シェアハウスも家賃補助の対象にな

りますので、保育士あるいは介護士対象というのも一つの考えだと思います。 

●委員 すみません。 

●会長 どうぞ。 

●委員 今のお話で質問です。空き家登録申請件数というのがあり、1件と書いてありま

す。一方で、事業者さんは 170 団体かのご希望があるということです。これは、要するに

事業者さんからのご希望はあるけれども、物件は登録されていないということなのですか。

●住宅課長 空き家の登録申請件数ですが、本日現在で 2件の登録があり、活用事業者等

につないでいるところです。4月に始まった制度で、いろいろな不動産団体等を通して、

今、周知を図っています。実際の登録までには 2 件しか至っていないのが現状です。 
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●会長 よろしいですか。 

●委員 ありがとうございます。 

●会長 それでは、もう一つ課題がありますので、次に移らせていただきます。これにつ

いては 2回目以降にもできると思いますので、よろしくお願いします。検討事項の 2番目

の説明をお願いします。大変申し訳ないのですが、少し時間が押しているので、説明は若

干短くしてください。 

●事務局 お願いします。検討事項の 2番です。高齢者のための安心居住の仕組みです。

セーフティネットと重なるところもあります。資料の 5をお取りください。こちらの現状

の動向というところです。皆さん、現状と動向の中で、地域包括ケアシステムがこの間の

議論になっています。福祉と住宅との連動は、高齢者のテーマでは随分必要になってきて

います。国の住生活基本計画や東京都住宅マスタープランの中での、高齢者の住まいの確

保と居住の安定というのが盛り込まれていて、かなり大きなテーマとなっています。 

 一方で豊島区の現状ですが、高齢化が進んでいます。特に、豊島区地域保健福祉計画の

中での将来の予測を見ていきますと、75 歳以上人口は平成 30 年には 10％で、まだこれか

ら伸びていきます。特に後期高齢者は増え、介護の問題も含めて、いろいろな課題が出て

くると指摘されています。住宅に関しては、下のほうに書いていますが、高齢者の住宅所

有関係は、おおむね持ち家が多いです。65 歳以上の単身世帯の場合では、半分ぐらいの方

が持ち家で、42％ぐらいが民営借家にお住まいです。やはり独り暮らしのお年寄りは、広

い持ち家に住んでいるかというと、そうでもないと見えてきました。 

 次のところです。借家に住む 65 歳以上の単身のうち、38％は木造の借家に住まれていま

す。これはバリアフリーの面だけでなく、住環境に関する課題もあります。面積も 29 平方

メートル以下に住んでいるのが 8割です。このように、住宅の今の状態にも格差や課題の

ある方が多いと分かっています。 

 豊島区の取組みです。福祉住宅が 253 戸あり、高齢単身はそのうち 212 戸です。立ち退

きの場合のあんしん住まいの提供事業や、高優賃への家賃補助、サ高住も何棟か建ってお

り、取り壊しなどで住み替える場合の家賃助成制度などもあります。かなりさまざまな取

り組みをやってきたのが、かなりいろいろなことを行ってきたのがこの間の経過だと思い

ます。 

 真ん中の検討のポイントですが、ここでも 3つ用意してあります。1つ目が、高齢者向

け住宅と、高齢者が入居しやすい住宅をどうすれば確保できるかです。今までの高齢者の

住宅を確保するための具体策とありますが、空き家活用、バリアフリー化への改修、家賃

助成、家賃債務保証で入居しやすくするなど、さまざまなことがあります。これをうまく

統合して、いろいろなアイデアを総合的にできるよう、もう一回体系化することについて、

どのようなコンセプトで、どのような人を対象に、誰がやるかという辺りを、少しご検討

いただければと思います。次に、ケア付きの住まいの供給です。サービス付き高齢者向け
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住宅に関する提案事項があります。分散型サービス付き高齢者向け住宅といったアイデア

が使えないかというところを、議論いただければと思っています。これに関しては後ほど

説明しますので、先に検討のポイントをお話しします。 

 2 つ目の検討のポイントは、高齢者の居住に必要なサービスの確保です。入居支援等の

ためのソフトのサービスを、もう少し広げていく必要があります。それから、先ほど来あ

った、住宅と福祉との連携です。地域の医療・介護、生活支援、見守り、相談などは、ど

のように進めていくと連携できるかが、ここでの検討事項です。また、総合的な住宅相談

体制の検討についてもアイデアを頂きたいです。これに関しては、神戸市の事例を後ほど

紹介させていただきますので、参考にしてください。 

 もう一点が、高齢者の多様な住まい方の検討です。シェア居住、ホームシェア、グルー

プリビングなど、一緒に住まうことにより、見守りや家賃の低廉化が可能です。今までの、

持ち家に住まうのか、民営借家か公営借家かとは、少し違った形の住まい方を、これから

は進める必要があるのではないかということです。それが可能かどうか、課題はどの辺に

あるか、行政にできることは何かといった、追加としてのご意見を頂ければと思います。

 右側に施策イメージがあります。今の話と重なってきますが、高齢者が住宅に入居しや

すい環境づくりで、住宅を取り囲むような、いろいろな仕組みができないかという検討が

必要です。それから、高齢者の多様な住まい方の推進では、グループリビングとホームシ

ェアをどのように流行らせるかについて、何か施策がないかというところです。 

 住宅に関して、高齢者の住みやすい住宅の確保です。先ほどあった、登録を促進し、高

齢者の入居を特に拒否しない住宅を増やしておくための制度のあり方というのが課題で

す。また、バリアフリー化をする、あるいはケア付きの住まいにするなど、サービスの面

でも、施策として書き込んでいく必要があります。それから、あんしん住まいの提供制度

です。今は区が確保している住宅を提供していますが、立地条件や賃料の面でなかなか入

居が進まない場合もあり、逆にお住まいにお困りの高齢者の方もいらっしゃいます。この

辺りの課題を少し書き込む必要があると、挙げてあります。 

 地域の視点では、セーフティネットも関連しますが、住生活を支えるサービスをどう提

供するか、住宅と福祉がどう連携するかを、施策として書く内容・項目としてイメージさ

れるところとして整理しました。 

 ページをめくっていただき、高齢者の居住の実態という統計資料を付けましたので、簡

単に概要を説明します。一つは住宅・土地統計調査です。豊島区の全世帯 161,590 世帯の

うち、39,000 世帯、24％ぐらいでは 65 歳以上のお年寄りがいらっしゃることが、統計上

で分かっています。左下は統計のグラフです。家賃と年間収入との比較です。最初に、民

営借家のデータを示しましたが、やはり、所得を見ていくと分かるように、200 万円から 3

00 万円より下のところが大部分で、収入は下がっていくのだろうと思います。ただ家賃で

は、最初のほうでご質問がありましたが、それなりの家賃を払っている方もいらっしゃっ
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て、4万円ぐらいから 8 万円ぐらいの家賃を払われているのが一般的だと見えてきました。

 右側にいき、65 歳以上の単身世帯に絞って見ると、より所得が下がり、所得階層は 100

から 200 万円のところにおおむね収まってしまいます。家賃も、4 万円から 8万円のとこ

ろに何とか入ってきます。これで住居費を払って暮らしていくのは、なかなか課題がある

かもしれません。下は 65 歳以上の夫婦のみの世帯です。こうすると、実は所得がそれなり

で、300 から 400 万円辺りまである方が多くなります。独り暮らしと夫婦のみでは、随分

違ってくるということが見えてきます。 

 またページをめくってください。65 歳以上の世帯主について、延べ面積と月額家賃を見

たものです。失礼しました。これは比較のために載せていますので、重なっています。左

下のグラフがここでのポイントで、月額家賃と延べ面積です。やはり住宅の面積に関して

も、民営借家にお住まいの高齢者では、29 平方メートル以下、あるいは 19 平方メートル

以下が中心になっています。やはり比較的狭い住宅に住まわれている方が多いことが分か

ります。右側の上のグラフは、65 歳以上の単身世帯の方を集計したものです。右側の下は、

65 歳以上の夫婦のみの世帯を集計したものです。面積や家賃水準が少し分散しています

が、特徴は捉えられるかと思います。 

 またページをめくっていただき、4番目です。今度は最低居住面積水準未満に関して、

同じ形の統計処理をしました。この辺りは数字を確認いただければと思います。 

 ここで検討いただきたい内容は、先ほど来申し上げて、分散型サービス付き高齢者向け

住宅です。別紙 2-2、参考資料をご覧ください。左側に絵が書いてあります。サービス付

き高齢者向け住宅というのは元々、相談と見守りを必ず行うこと、また住宅がバリアフリ

ー化されていることにより、建設費の助成金と家賃の補助があるという住宅です。 

それが従来の平成 27 年以前の場合は、同じ敷地の中に状況把握・生活相談ができるよう

なサービスがなければいけませんでした。けれども、下にあるように、緩和された後では、

近接地、徒歩圏で 500 メートルの範囲の中に、見守りや生活相談を行うサービスがあれば、

住宅はそこから離れてもよいとなりました。これは随分新しい展開をしています。 

 右側は事例です。板橋区の高島平団地の中の「ゆいまーる高島平」です。右下に図があ

りますが、団地の中の空き部屋を使って、サービス拠点として、見守りあるいは生活サー

ビスを行うところがあります。実は、団地の中でばらばらに、サービス付き高齢者向け住

宅に位置付く住宅があります。そこにお住まいの方々の相談や状況把握に関しては、少し

離れた場所にありますが、同じ団地の中ですから、おおむね徒歩圏で行うことができます。

これは UR の住宅を使っています。賃料や経費等の合計は 13 万円とあります。豊島区の一

般的なサービス付き高齢者向け住宅になると 25 万や 30 万などです。既存の住宅を使う分、

少し低廉化が可能になっています。 

 アイデアとしては、これを普通の街中で行うことができればと思います。新築で住宅を

造り、そこにサービス拠点をつくって、高いコストをかけるというよりは、今ある住宅や
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アパートを使い、サービス拠点は福祉の事業者さんが行うことにより、まちの中に一定の

規模で広がっていけば、さらに賃料を下げたサ高住ができるのではないかということです。

 ページをめくっていただき、どの辺であれば可能かと、2つの視点で検討しています。1

つは高齢者向け住宅のモデルがどの辺なら可能かということで、高齢化率と老年化指数で

見ていきます。老年化指数というのは、0 から 14 歳の年齢人口で 65 歳以上人口を割りま

す。より少子高齢化が進んでいるところは数字が高く出るという指標です。この中では要

町あたりが、やはり老年化指数も 65 歳以上人口も比較的高く、一つはこの辺りがありそう

です。ある意味で、長く住んでいる方がたくさんいらっしゃるということも含めて、特に

こういったコミュニケーションを図りながら住まう住宅のモデルとしては、地域がしっか

りとしていてやりやすいのではないかと、検討してみようということです。 

 もう 1枚めくってください。その周辺にはどのような施設があるかです。地域包括支援

センター、介護支援や訪問看護、訪問リハビリ、通所介護、短期入所のショートステイな

どの分布を見ていくと、実は結構、豊島区の中でも、かなりいろいろな施設がありました。

要町に限りませんが、高齢化が比較的進んでいそうな長くお住まいの方がいらっしゃる所

と、幾つか地域の特徴を見ながら、もう少し具体的に検討ができないかとやってみました。

 もう一つが、高齢者の多様な住まい方の事例です。失礼しました。その前に、次のペー

ジに出てくるものは参考資料で、神戸市の住まいの相談窓口です。別紙 2-3です。これは

相談を総合的に受け付け、ワンストップで行うことができる事例として取り上げています。

このパンフレットの左側をご覧ください。相談・アドバイス、情報提供、普及啓発、補助

制度の受け付けとあり、相談を受けたところで課題が見えてくると、ここではそのままお

金などの補助制度の受け付けも同時にできるのです。これは一つのつくり方として参考に

なると思います。めくっていただくと、住まいの相談メニューとして、住み替えの話から、

リフォームやマンション管理の問題、あるいは地震の問題やバリアフリー、補助制度を知

りたいなど、いろいろなことに対して同時に相談できるという仕掛けになっています。豊

島区と神戸市では、規模も違うかもしれませんが、行政の中での取組みができるかと思っ

ています。 

 最後に別紙 2-4です。住まい方の事例で、多世代型ホームシェアというのを出していま

す。これは福井で、大学と社会福祉協議会が連携し、比較的大きめのお宅で、空いている

部屋に学生を住まわせて、そのプロセスを研究しながら、実践した例です。都内でも世田

谷などで幾つかの事例があります。こういった持ち家のひとり暮らしのお年寄りが対象で

す。このようなことを、住まい方の広がりの中でのアイデアとして提案させていただきま

した。資料の説明が少し長くなりましたが、以上です。高齢者をテーマにご議論いただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

●会長 ありがとうございました。それではご意見頂ければと思います。先ほど、委員か

らあった介護サービスとの連携は重要ですので、ぜひ反映していきたいと思います。それ
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では、何かご意見はありますか。 

●委員 意見というか、2つ質問です。分散型サービス付き高齢者向け住宅は面白いモデ

ルだと思いました。「近隣地への常勤」に緩和の「近隣地」とは、およそ距離的な目安は

どれぐらいですか。 

●課長 歩行距離でおおむね 500 メートル以内ということになっています。 

●委員 ここの資料に絵があると思います。ざっくりとした話ですが、ご案内のとおり、

狭小で人口が密集している豊島区においては、距離的要件はさほど問題にならない気がし

ます。モデル地域を幾つか選定するということですが、モデル地域の選定ありきでやるこ

とにどれだけ意味があるのかと先ほど思いました。やはり他のことも含めて、総合的な条

件がそろっているかという視点が第一だと思いますが、いかがですか。 

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 モデル地域ありきでというよりは、サービス付き高齢者向け住宅の議論を少

しでも深めるために、一例として示めさせていただいています。 

●会長 よろしいですか。どうぞ。 

●委員 豊島区の現状で、もう一つ大事なことを忘れているかと思っています。ひとり暮

らしの高齢者の現状は、どうしてもここにうたうべきではないかと思います。豊島区は特

徴的に高齢者の 3 分の 1 が独り暮らしだということが、ここには何も書いていません。や

はり、これは現状で一番大事なことかと思い、ぜひとも加えていただきたいのが一つです。

 それから、住宅と福祉の連携という括弧書きが真ん中にあります。地域における医療・

介護サービス、生活支援、見守り、相談など、住まいづくりとの連携は、社会的動向の中

でいわれている地域包括ケアシステムの構築そのものだと思います。ところが、セーフテ

ィネットでいわれる福祉との連携とは、見ていると分かりますが、居住支援協議会とのう

んぬんとの問題が生じているので、恐らくここは 2つぐらいの「・」になるかと思ってい

ます。ですから、下はあくまでも、イコール地域包括ケアシステムの実現か構築かは分か

りませんが、その辺を表しているのでしょう。やはり、住み慣れた地域の中で高齢者が生

活し、最後の住みかとする意味と、要するにセーフティネットとしての住宅のうんぬんと

いう問題とは、2 つに分かれるかと私は思っています。この 2点はいかがですか。 

●会長 確かに質が違うので、2つを分けて整理していきたいと思います。ご指摘とおり

だと思います。先ほどの入居支援というので、大家さんが不安を持たない居住支援サービ

スは、地域包括支援のサービスとは違います。これからは分けて進めてください。 

●委員 よろしくお願いします。 

●会長 ありがとうございました。 

●委員 それから、ひとり暮らしうんぬんも載せたほうがいいのかについては。 

●住宅課長 ひとり暮らしについても、マスタープランを作成していく中で、きちんと分

かるように整理させていただきます。 
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●会長 他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 神戸の事例を参考資料として取り上げられています。これに居住支援協議会は全

くかんでいないのですか。現実的なところでは、どのような感じになっていますか。 

●会長 神戸の例について、いかがですか。 

●事務局 特にこれ自体は、神戸市の場合も居住支援協議会がありますが、それとは別の

窓口ではないかと思います。すまいるネットのところです。パンフレットの 2枚目で、神

戸市すまいの総合窓口の「すまいるネット」のところに、建築士、消費生活相談員、融資

の相談員であるファイナンシャ・プランナーなど、専門相談員がアドバイスすると出てい

ます。居住支援協議会は、専門家というか、は重なるところがあるかもしれませんが、特

段ここで居住協議会自体が直接関わっているわけではないと、私は理解していますが、も

う少し調べます。 

●委員 会長、すみません。空き家の相談ぐらいなら、確か京都では居住支援協議会がや

っていらっしゃると思います。今後先々ですが、豊島区の居住支援協議会のあり方も、非

常に制度が多様化してくると、なおさら今後の課題の一つではあるかと思いました。先ほ

ど私の意見は言わせていただきました。本当に、いわゆる地域包括ケアシステムのような

制度づくりがどのようにできるかは、非常に重要なことです。ぜひ豊島区バージョンを構

築していきたいと思います。 

●会長 ありがとうございました。他にご意見を、どうぞ。 

●委員 地域包括ということで、CSW――コミュニティーソーシャルワーカーも、今は各圏

域で 2人、これからはさらに増員を図り、3名体制にしていこうという動きがあります。

やはり、地域の課題を把握し、それを個々の課題ではなく地域の課題だということで、咀

嚼して、政策へ反映させるのも、CSW の務めだと思うのです。ただ、どうしても手足が少

ない感じがします。逆に今の住宅に関しても、やはりこういう視点から、CSW さんの手足

やアンテナとなる人たちの要員なども、これからさらに検討していくべきだと思います。

それ等を含めてお願いします。 

●会長 では、できるだけよろしくお願いします。ご意見をたくさん出していただければ

と思います。 

 私から一つ、必ずしも高齢者のためというわけではありませんが、同居・近居をもっと

重視したほうがいいのではないかと思います。特に親御さんが豊島区にいる方のお子さん

がどのように住むかです。うまくいけば、高齢者の支援になり、さらに子育て支援にもな

ると思います。そこを少し意識してみてはいかがですか。 

●住宅課長 そこについても、引き続きご議論いただきながら検討していきたいと思って

います。 

●会長 他はいかがですか。もう一つ、せっかく家族的住まい方の認定制度ができました

ので、グループリビングやグループホーム、シェア等を、ぜひ豊島区で推進していただけ
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ればと思いますので、よろしくお願いします。他にいかがですか。 

●委員 よろしいですか。新しい住宅マスタープランの施策イメージで、住み手からの視

点の①高齢者が住宅に入居しやすい環境づくりです。家賃助成、家賃債務保証、見守りと

緊急通報、残置物処理などとあります。実は、私も大家さんから、高齢者が突然病気で亡

くなったときの残置物処理の相談をされたことがあり、住宅の修繕を含めて何十万と請求

されたケースもありました。残置物処理も区の制度として考えていくと受け止めてよろし

いですか。 

●会長 どうですか。 

●住宅課長 入居に際して様々な課題があるという認識がありますので、どうすれば円滑

に要配慮者が入居できるかという視点で、総合的に考えていきたいと思います。 

●会長 他の自治体では、社会福祉協議会が身じまいサービスを提供しているところもあ

ります。ただ、一時預かり金が 50 万円ぐらいで、そのうちの半分を自治体が補助する制度

です。やはり結構お金がかかるようです。他にいかがですか。何かご質問でも結構です。

●委員 では、質問いいですか。 

●会長 はい。 

●委員 あんしん住まいの提供制度の見直しです。以前からいろいろとやらせてもらって

いる中で、部屋はあり、入居する高齢者もいるけれども、やはりどうしてもミスマッチが

あります。階段で 2階まで上がれないとか、また地域的な部分もあり、これこそ本当に空

き家状況になっています。そこを例えば、エレベーター設置など、バリアフリー化へ区と

して助成することで、今まで入れなかったものが解消するなど、助成制度もそういう部分

での活用を何か考えたほうがいいのではと感じます。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 あんしん住まいの空き室活用の話だと思います。例えば、空き室が高齢者の

方には厳しい 2階であったり、住まわれている地域から離れるというところで、なかなか

現状のマッチングはうまくいっていないのは、委員のおっしゃるとおりです。一方で、実

際のハード面の補助は、セーフティネットでは登録住宅に対する改修費などがありますが、

あんしん住まいでは、現時点でまだそこまで考えていません。どちらかというと今は一棟

で借りていますが、今後はそれぞれ、借りている更新期にバリアフリー化をオーナーに促

したり、または一棟借りではなく個別にバリアフリー化された所を借り上げるなどの手法

で、使い勝手がいい制度にしていきたいというのが、今のところの状況です。 

●会長 一応、国には住宅改修費用補助の制度があるので、それをどう使えるかというこ

とが検討課題になるという理解でいいですか。では、他にどうぞ。 

●委員 高齢者の場合のポイントとしては、恐らく家賃を収入の面で補助するという部分

と、やはり地域でサービスをすることに力点を置いた、要はサービス的なほうからの支援

というのが、かなり大きいのではないかと思います。 



 - ２９ -

先ほどの統計データからも、持ち家の方が多いということで、住まい自体に困窮してい

るというよりは、自分の生きる場が探せない、一種の生きがいの場がないなど、生活環境

の整備が一つポイントになると思います。その住宅環境の整備というものを、マスタープ

ランの中でも一つ織り込んでもらえませんか。 

 それから、持ち家を流動化させることをお考えかと思います。例えば、自分の持ち家を

担保にして、バリアフリーの新しい住宅に入る権利が得られるといったシステムを構築で

きれば、自分の資産を有効に活用できるのではないかと思います。 

●会長 事務局、いかがですか。後者はリバースモーゲージとしてできる部分もあります

ので、今回は入っていませんができるかもしれません。 

●事務局 リバースモーゲージに関しては、前回の住宅マスタープランでは若干触れてい

ました。経済的な変動などでなかなかうまくいかないこともあったかもしれませんが、や

はり福祉の側や人権擁護、後見人の問題など、いろいろなことが関連する中で、どこかに

書いていくことができるかと思っています。またご検討いただければと思います。 

●会長 前半は、むしろ高齢者福祉計画の内容を参照していく形になりますか。何か事務

局でありますか。 

●事務局 前半にあった、生きがい創造などを含めたところですね。福祉との連携の中で、

福祉あるはもう少し生活に関わる計画に書かれている内容に、もっと整合を図るような形

で書けることが出てくれば加筆したいと思います。 

●会長 他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 高齢者の居住に必要なサービスの確保なのですが、この黒字太字のところにマン

ションをリノベーションして、1階は福祉施設で、2階は低所得者向け住宅と書いていらっ

しゃいますが、特に限定しなくてもいいのではないかと思います。豊島区内では、最近は

いろいろなタイプのものが出てきています。特に豊島区は外国人も多いですから、いろい

ろな考え方があっていいかと思いました。 

●住宅課長 おっしゃるとおりだと思います。ここは、あくまでも専門部会で委員の方が

具体的におっしゃったことです。そういった意味で、多世代同居ということでこちらに書

かせていただいています。 

●会長 それは分譲マンションのイメージではなく賃貸でしょうか。皆さん、他にいかが

ですか。高齢者のための安心居住について、この機会に何かご意見がある方はいらっしゃ

いますか。大丈夫ですか。せっかくですから、UR から初参加ですから UR での高齢者への

取組みについて。 

●委員 先ほどURの賃貸住宅の事例をご紹介いただきました。平成25年 9月からURでは、

高齢者・子育て世帯等が交流・援助をしながら生活するために、近居割という制度を設け、

非常にご好評をいただいています。会長からも、同居・近居による親族間の支え合いの推

進というお話がありましたが、そこに家賃助成制度等を導入することにより、一定の需要
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が出てくると感じで、ご提案差し上げます。 

●会長 ありがとうございます。近居割というのはどのぐらい引かれるのですか。 

●委員 収入により、5％から 20％ぐらいです。5年間です。 

●会長 それが 20％ですか。分かりました。ありがとうございます。何か他にありますか。

それでは、そろそろ時間が近づいてきたので、この辺りにしたいと思います。皆さん、よ

ろしいですか。 

この検討事項 1と 2については、今日結論が出るということは難しいと思います。少し

今日の議論を踏まえた上で、さらにマスタープランの具体的な内容を詰めた段階で、もう

一度議論できればと思います。よろしいですか。それでは最後に、事務局から連絡事項が

ありましたらお願いします。 

●住宅課長 最後に一言だけ、ご連絡させていただきます。次回の住宅対策審議会は、現

在 7月 10 日で日程調整させていただいています。開始時間については調整次第ご連絡しま

すので、どうぞよろしくお願いします。また次回の審議から、「住宅マスタープラン」「住

宅白書」に併せて、今回配布しています「区民意識調査」等もお持ちいただければと思い

ますので、よろしくお願いします。事務局からは以上です。 

●会長 ありがとうございました。それでは、本日の審議会は終了します。どうも長い間

ありがとうございました。 

●一同 ありがとうございました。 

※ 審議経過の記載が２頁以上にいたる場合は、右肩に№を付す。
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会 議 の 結 果

・住宅マスタープラン策定スケジュール、住宅マスタープラン

策定の検討イメージ、【検討事項１】住宅セーフティネット

の取組み、【検討事項２】高齢者のための安心居住の仕組み

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５３回住宅対策審議会次第 

・豊島区住宅対策審議会委員名簿（平成 30 年度） 

・第５３回住宅対策審議会座席表 

・資 料 1 住宅マスタープラン策定スケジュール 

・資 料 2 住宅マスタープランの策定フロー 

・資 料 3 新たな住宅マスタープラン策定の検討イメージ 

・資 料 4 【検討事項１】住宅セーフティネットの取組み 

・資 料 5 【検討事項２】高齢者のための安心居住の仕組み

豊島区住まいに関する調査報告書（平成３０年３月） 

区外居住者の住まいに関する意識調査（平成３０年３月） 

〈机上配布資料〉 

・（参考資料）民営借家に住むファミリー世帯の収入と居住面

積水準 

・（参考資料）区民意識調査による分析 

そ の 他


