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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５４回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成３０年７月１０日（火）１７時００分～１９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、篠原みち子、定行まり子、佐々木誠、上田鉄明、浅原賢

一、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＞

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、子ども家庭部長、都

市整備部長、企画課長、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、子ども若者課長、交通・基盤担当課長、再開

発担当課長、建築課長、税務課長

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 それでは、定刻となりましたので、ただ今より、第 54 回豊島区住宅対策審議

会を開催します。皆さまにはご多用のところ、ご出席を賜わり、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務めます、住宅課長の星野と申します。どうぞよろし

くお願いします。本日の会議の進行ですが、席上に配布しています次第に従って進める予

定ですので、よろしくお願いします。 

 本日の出欠状況ですが、加藤委員から欠席のご連絡をいただいています。なお本日の住

宅対策審議会は、豊島区住宅基本条例の第 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、ここに報告します。また本日は事務局として、

住宅課職員、および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。 

 それでは小林会長の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。会長、

進行をよろしくお願いします。 

●会長 最初に一言ごあいさつします。確か 6月に、小池都知事がマンション関連の条例

を制定するという方針を発表されましたが、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。こ

の審議会でかねてから議論し、区が条例化したマンション管理推進条例を、ついに都でも

やることになったのです。とはいえ、やはり現場に密着し、一つひとつのマンションに対

応するのは区です。都と区が連携していくことにより、最も施策の効果が上がってくるの

だと思います。今後はそのような連携を大切にしながら、皆さん、ぜひいろいろと審議い

ただければと思います。 

 それでは、議事に入ります。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 希望者はおりません。 

●会長 分かりました。それでは最初に、事務局から資料の説明をお願いします。 

●住宅課長 私から、まず資料の確認をさせていただきます。委員の皆さまには事前にお

配りしていますが、次第、名簿、資料 1「新たな住宅マスタープラン策定の検討イメージ」、

資料 2「ファミリー世帯の住まいの確保」、資料 3「良質な住宅ストックの形成」、資料 4

「豊島区の魅力を高めるための住環境施策」、そして参考 1「豊島区住宅マスタープラン

策定スケジュール」、参考 2「豊島区住宅マスタープラン策定フロー」です。また本日は

机上に、豊島区の住まいに関する事業を掲載している「住まいのガイド」、座席表、そし

て追加参考資料として「『中高層集合住宅建築物の建築に関する条例』と『狭小住戸集合

住宅税』の関係について」というカラーで A4 のペーパーを配布させていただいています。

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」「区民意識調査

報告書」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ください。
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 本日の会議録について、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、ホームページに公

開します。 

 なお本日の予定ですが、午後 7時を目途に審議いただく予定です。お手数ですが、ご発

言の際にはマイクの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

を押していただくようお願いします。 

●会長 よろしいでしょうか。では続けてください。 

●住宅課長 それでは、資料 1「豊島区マスタープラン策定の検討イメージ」で、A3 版横

の資料をご確認ください。これは前回の会議で配布したもので、改めて本日の検討内容に

ついてご確認ください。真ん中の検討事項で、第 54 回と書いています。検討事項 3「ファ

ミリー世帯の住まいの確保」から、検討事項 5「豊島区の魅力を高めるための住環境施策」

です。本日は別のペーパーでご検討いただき、マスタープランの中身についてご議論いた

だくことになっています。 

 また、参考資料 1のスケジュールをご覧ください。今後の住宅対策審議会ですが、55 回

以降の日程について、こちらに明記しています。55 回は 10 月 5 日金曜日、56 回は 11 月 2

日金曜日、57 回は来年 2月 1日金曜日、最後の 58 回の答申については 3月 15 日金曜日で

す。あらかじめ日程をご確認ください。お時間は午後以降で調整させていただければと思

いますので、どうぞよろしくお願いします。資料 1に関連する説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。ただ今の説明について、委員の皆さまから何かご質問・

ご意見などはありますか。よろしいですか。それでは、議事 1のマスタープランの策定ス

ケジュールについては、このように進めるとのご了承を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番目です。「ファミリー世帯の住まいの確保」について、説明をお願

いします。 

●事務局 よろしくお願いします。ファミリー世帯の住まいの確保については、資料 2の

検討事項 3をお手元にご準備ください。この資料に関しても、左側に現状と動向、真ん中

に検討のポイント、右側に施策イメージとあります。特に真ん中の 3点について、ご検討

をいただければと思い、作成した資料です。 

 項目の 1つ目が、家族数の変化と子どもの成長です。特にファミリー世帯の場合には、

家族が広がっていくというか大きくなっていくことがあります。それにより、住宅をうま

く住み替えることにより豊島区内に住めるか、あるいはどこかを選択して他の住宅地域へ

と移っていくのかということがあります。これに関する住宅施策としては、どのような手

を打っていくのかというのが、最初の項目です。 

 2 つ目には、同居・近居です。介護や子育てなどにおいて親族間での支え合いが期待で
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きることから、これを進めていくといいのか、あるいは豊島区の場合には、あまりそうで

もないのか、その辺りをご検討いただきます。 

 3 点目は、ファミリー世帯に必要なサービスの充実です。住宅だけではなく、住宅を支

えるサービスには、どのようなことが必要かということです。ここについては、このよう

な 3点の区分けでテーマを設定しました。 

 少し戻っていただき、1番目です。家族数の変化あるいは子どもの成長により、ライフ

ステージが変わっていきます。まず、この中では、少なくとも、やはりファミリー世帯へ

の家賃助成の必要性があるかないか、ご検討いただければと思っています。 

 ①のところにアスタリスクで書いてありますが、既存の子育て世帯への家賃助成では、

豊島区の場合はファミリー世帯への家賃助成を行ってきています。これに関して、何か付

け加えるところはあるのか、ご議論をいただきたいと思います。拡充する場合では、例え

ば、今の児童の年齢要件は 15 歳か 18 歳ですが、この辺りに何か対応の仕方があるか、ま

た助成額 1万 5,000 円は金額としてどうなのか、それから今の期間は 3年ですが、この辺

りに関して、施策の中身や実態を含めて、ご意見をいただければというのが 1つ目です。

 それから②で、ライフステージに応じた住まいの確保です。やはり子どもが大きくなる、

それから家族人数が増えると、広い住宅に住み替えることになります。これに関して、住

み続けるための支援、あるいは区内で住み替えていくための支援に関して、アイデアや課

題などを頂戴したいと思います。参考資料は、今日、事前に送付したところがありますの

で、詳しい説明は割愛しますが、収入や居住面積水準の資料を添付していますので、少し

その辺りの実態をご覧いただければと思っています。 

 2 つ目の同居・近居です。区外に在住している親族が住み替えて、豊島区内に引っ越し

てきます。例えば親御さん、あるいは逆に子ども世帯が住まうこともあるでしょう。この

辺りで、豊島区はあまり面積が広くないエリアですから、あえて区が支援をすることが、

住宅施策の中で十分有効な内容であるかどうか、課題やアイデアを頂戴したいのです。特

に支援をする場合に、一般的には、例えば引っ越し費用や住宅を登記する費用を助成する

事例があります。そのときの対象者や支援の内容など、近居といってもどれぐらいの距離・

範囲まで見るか、少しイメージが広がりますから、ご意見をいただきたいと思っています。

 資料としても、近居・同居に関する自治体の支援策は、都区部でも行っているところが

幾つかありますので、別紙として付けました。また住宅白書の中にも近居・同居の実態意

識のアンケート調査などを行っています。白書の 183 ページをご覧になると資料が出てき

ますので、参考にしてください。 

 3 点目のファミリー世帯に必要なサービスは、保育・教育など、様々あると思われます。

あるいは、豊島区は、共働き世帯にとって、住宅としての人気が非常に高くなってきてい

ますが、生活の利便性をより高めていくことに、施策はあるのかということです。この辺

りに関して、今日はご意見を頂戴したいと思います。 
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 説明自体は少し短いかもしれませんが、皆さま方からご意見を頂戴したいので、忌憚な

くご発言いただければと思っています。会長、よろしくお願いします。説明は以上です。

●会長 ありがとうございました。ファミリー世帯の住まいの確保というテーマです。豊

島区にとっては大変重要なテーマだと思います。どうぞ、いろいろなご意見・ご質問をい

ただければと思います。いかがですか。どなたからでも、どこからでも、何かご質問でも

結構です。特にありませんか。私から口火を切るほうがいいでしょうか。家賃助成の拡充

というテーマですが、去年から国が家賃補助を始めましたが、そちらとの関係はどのよう

に整理すればよいのか、分かるならば教えてください。 

●住宅課長 豊島区の既存の制度で申し上げますと、本日配布している、オレンジの「住

まいのガイド」の 12 ページに、いろいろと要件等があります。豊島区の既存の制度につい

ては、転入転居した一定の要件に当てはまる子育てファミリーに対して、児童が 15 歳に達

する年度末まで、月額 1 万 5,000 円の助成をしていくものです。今、小林会長からお話が

あった、国のセーフティーネットに基づく助成は、東京都の登録住宅である専用の物件に

住まわれる場合、物件オーナーに対して、国が 2 分の 1を補助するという制度です。今は

実際には、都内では八王子市ぐらいにしかないのですが、豊島区としても新たなセーフテ

ィーネット制度に基づく家賃助成制度や、既存の家賃助成制度の在り方も含めて、総合的

に検討しているところです。新たなセーフティーネットに基づく登録住宅が豊島区内にな

い中で、家賃助成を創設することは、現段階ではなかなか難しいのが正直なところです。

●会長 登録住宅が増えれば、せっかく国が 2分の 1を補助してくれるので、それを活用

するのも一つの方法になるでしょう。もう一つは、国の制度を利用するときは、例えばフ

ァミリー世帯にのみ補助するといったことは可能なのですか。 

●住宅課長 そこにつきましても、今は先行的にやろうとしている自治体のいろいろな例

を研究いるところですが、豊島区としては一定程度に要件を絞ってできればと考えていま

す。 

●会長 分かりました。少し口火を切りましたので、どなたかどうぞ。それでは委員、ど

うぞ。 

●委員 今回ちょうど一般質問でも住宅対策を入れさせていただいた中で、やはりファミ

リー世帯への家賃助成の在り方がこれでいいのかどうかということです。やはり最終的に

は「住宅審議会があるので、そちらで検討する」という答弁がありました。また区として

も、当然この辺りは、いろいろと住宅審議会の在り方の中で検討していかなければいけな

いという答弁をいただいています。 

 実際に、特に豊島区の場合は、子育てでは、保育園の拡充により去年・今年と本当に待

機児童ゼロということで、若いファミリー世帯が豊島区に住みたいということです。どち

らかというと、イメージとして、共働き世帯への対策はどうなのでしょうか。共働き世帯

は、果たしてファミリー世帯の家賃助成の対象に入っているのでしょうか。そのように見
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ると、都営住宅・区営住宅は、低所得者を対象としています。家賃が年間で幾らか今は分

からないのですが、それと、今回のファミリー世帯の家賃助成の所得制限というのが、年

間で 50 万か 60 万ぐらいしか違いません。共働き世帯にとってみれば、所得を少しオーバ

ーしていて、使いたくても使えないのではないかという考えがあります。 

 一方で、やはりどちらかというと中所得者の方が多いと思います。中所得の場合の建物

の在り方というのは、ソシエや都民住宅があります。ただ現実問題として、もう豊島区で

はソシエは本当に激減していて、幾つかと、ほとんど少なくなっています。そうすると、

おそらくファミリー世帯の共働きはその辺だと思いますが、そういった中堅所得の人たち

への住宅施策があるのかというところが、やはり大きな課題ではないかと、僕は思ってい

ます。ここで金額を上げるなど、いろいろとありますが、僕は、ある意味では、どの辺を

対象としているのかを聞きたいと思います。少し長くなってすみません。 

●会長 いかがでしょうか。低所得者に限定すると効果が十分出ない可能性があるので、

それについての事務局の考えはどうでしょうか。 

●住宅課長 既存の子育てファミリー世帯の家賃助成ですが、平成 21 年度に今の既存の制

度が創設されています。その既存の制度ができたときから、次第に所得要件や児童の対象

年齢などを拡充しながらやってきています。委員からは、共働き世帯へ拡充等が十分に行

き渡っているかというご意見がありました。今の制度としては、一定程度で、ここでは月

額所得が 26 万 8,000 円と、低額所得者プラスアルファという所得です。それが妥当なのか

どうかという議論はありますが、これまで区としては一定程度そこで線引きをして、より

住宅家賃補助が必要な方に支援を絞って進めてきたという経緯があります。 

●委員 そういった意味では、今回の資料で 1枚めくると、夫婦と子からなる世帯の月額

家賃と年間収入という資料があります。ここでいうと、現状の場合は 300 万から 400 万以

下の人が対象で、それ以上の人はファミリー世帯の家賃助成の対象に入っていないのです

か。確認です。 

●住宅課長 今、先生は 2ページ目の左下の夫婦と子の表を見られていると思います。厳

密な統計資料は持ち合わせていませんが、月額所得 26 万 8,000 円ということで、おそらく

年収ベースで 400 万円から 500 万円辺りの層まで含まれてくるという認識です。 

●委員 分かりました。400 から 500 ぐらいまでは入っているのですか。では、若干上の

ほうは当然入っていないということで、今回はそれを対象として入れるのかどうかで、議

論があるところだと思います。私の考えとしては、先ほど言ったように、現実問題として

ソシエがなくなってきている中で、やはりそのような方を対象とするものも必要ではない

かと思います。 

 もう一方で、1 万 5,000 円という現状の金額でいいのかどうかです。今の所得制限の対

象を広げるとなれば、逆に低所得の人に対して、少しより厚くするように、所得によって

の家賃助成の在り方などを検討してもいいのかと、勝手な言い分ですが、思っています。
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●会長 所得に応じて家賃補助の額を変えるというのは、一つの考えだと思いますので、

ご検討いただければと思います。ある程度の所得がある共働きの方は、おそらく家賃助成

よりは、むしろ保育所にすぐ入れるなどのほうが効果があると思います。やはり子どもを

預けながら働くことになるので、それとのセットで考えていくことになるでしょう。さら

に無制限に拡大していくと、いろいろと、財政も足りなくなります。例えば、豊島区内に

親がいる近居の方を中心として、その他の世帯を少し考えるというのも一つです。他にど

うですか。他にはどうですか。 

●委員 今の、親御さんが豊島区の中にいるということで、うちの近所にも、やはり共働

きで、親御さんが迎えに行き、夜の 9時や 10 時までいて帰るという、いつもお疲れの感じ

の方がいらっしゃいます。この支援なのですが、引っ越し費用ではなく、例えば、今は親

御さんの家と息子さんなどの家とが、離れているけれども同じ豊島区内であった場合、親

御さんのエリアの小学校にも行くことができるといいです。中にはそういった方も、需要

としてあるのではないかという気がします。そのような形ができれば、それも検討の一つ

かと思います。 

●会長 では、他に何かご提案やご意見はいかがでしょうか。 

●委員 今のこととも同じなのですが、同居・近居に対する支援の仕方では、どうしても

いわゆる転入や定住が前提です。ということは、少なくとも住民票を移してこなくてはい

けないかという感じがします。 

今の実態を見ると、介護の手助けをする人は女性が多いのですが、その方が嫁いでいる

先からうまくこちらに来るかというと非常に難しい状態で、ほとんどの介護の仕方は通い

なのです。ですから、そういった実態に合わせた支援の仕方を考えなくてはいけません。

おそらく、これをやっても使う人が少ないと思います。やはり今は学校の問題もあり、定

住してしまうと、その方たちが越してくることはなかなか難しいのです。やはり通いでの

介護への支援の仕方が、主に大きな課題になっているかと思うのです。今は民生さんでも、

そのために辞める人はたくさんいます。ですから、その辺をもう少しきめ細かく支援する

方法のほうが効果的ではないかと、私は思います。 

●会長 高齢の親の介護という観点からは、今のようなお考えがあります。一方で、今は

もう少しお子さんが小さいときのファミリーの話なので、両方のテーマがあるということ

だと思います。他に何かご提案はいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 いいですか。やはり先ほど会長がおっしゃったように、子どもをどうするかとい

う基準で住まいを移す方が、若い世代には非常に多いと思います。保育所や学校の問題で

す。保育の問題でいえば、特に、就労を継続しなければいけない、それなりに責任のある

仕事を女性側がしていると、幾らお金を払ってでも保育の確保ができたほうがいいという

事情があるのだと思います。 

 以前にも質問しましたが、例えば東京都の子育て支援住宅認定制度は、具体的に伺うと
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補助が非常に薄いので、これ自体に効果があるかというのは少し疑問ですが、考え方とし

てはこういったことは重要です。マンションの中に雨に濡れずに子どもを預けられる場所

があることは、働いているお母さんにとって非常にメリットが大きいです。そういったも

のが備わっている住宅は、転居する大きな要素になってくるかと思っています。ただ、社

宅などでは一定の層が入りますが、購入するマンションでは、そのまま子どもの年齢上が

ってくるため、いずれ保育がそのマンションにとってどうなっていくか分からないところ

はあると思います。 

 今、子育て世代に特化した在り方で考えると、やはり保育です。特に豊島区のような狭

小で遊ぶ場がない場所では、必ずしも保育所でなくとも、プレールームなど、子どもが過

ごせる場所が付いているマンションも比較的多く、そういったことを促進するというのが、

一つのインセンティブになるかという気がします。 

●会長 委員、今の子育て支援の場についてはどうですか。 

●委員 先ほど、豊島区は待機児童が解消されたという話がありましたが、実際にいろい

ろと見てみますと、課題のある保育所もあると思います。住宅の建設で、集合住宅・マン

ションなどができたときに、しっかりとした子育て支援の保育環境をつくることは、かな

り大きなことだと思います。やはり実際に選択していくと、親も安心して子育てができる

ことはとても大きいということが一点です。 

 もう一つ考えるのは、居住支援という視点です。先ほどの話にもありましたが、もう一

方で、共働きでそれなりの収入があった場合に、保育では何とかここでやりくりできたが、

小学校に入ったので少し広いところに行こうというときに、どこを選択するかです。学校

と同時に住宅も選択する、または中学に入る時に選択する、そのときに、また豊島区を選

ぶかという課題があるかと思います。もしかすると、マンションなり戸建てなりという住

宅の選択をするときの、いい支援がないのではないでしょうか。金額での補助ではありま

せんが、そのようなものがなく、大半がそこで出ていってしまうのではないかと思うので、

そこをどうするといいのかということが必要かと思っています。 

●会長 前半の話は、保育所に限らず子育て支援の場というのは、空き家活用をするなり、

今のマンションの 1階にあるなどするものなり、かなり重要です。それは全ての所得層に

対して共通の施策となると思います。一方で家賃補助は、ある程度は絞らなくてはいけま

せん。全ての所得層というわけにはいかず、どの程度の所得制限にするか、さらに場合に

よっては近居などで絞るかということが、今の部分での検討課題でしょうか。 

 最後は、豊島区に住宅を借りる・買うときの補助の仕方です。利子補給をしているとこ

ろもあります。住宅を買うときの利子補給のところです。どなたか、どうぞ。 

●委員 今の先生のお話でも気付いたのですが、ここではファミリー層をかなり若年層に

限定しているところがあります。成熟したファミリー層に対する住宅政策が、いわばこの

中で欠落しているのではないでしょうか。これは住宅のマスタープランですから、目先の
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課題がどうのこうのというのではなく、これから 5年後や 10 年後のこの区の住宅層をどう

するかというときに、その辺の論点が落ちているのはもったいないです。結局は、そのと

きのこの地域の住宅像がどうあるのかを、もう少し論議したいのです。 

 特に気になるのは、私は建築関係なので、一体どういったストックになるハードが考え

られるかということを提案しておきたい気がします。例えば、今のワンルームマンション

のような形です。時勢的にそういった動向があり、ワンルームがたくさんでき、ある時間

がたつとそのニーズが減ってきます。そのときに、それらを建て替える以外に再生する手

がない格好のストラクチャーでは非常にやっかいだと思います。例えば、素朴に公団など

をやっていますが、ストラクチャーとインフィルを分けるような、ワンルームでも、将来、

真ん中の間仕切りが取れるとファミリーになるというような、新しいストラクチャーと住

まい方を対応させるような方法も、ハードの中に何らかの格好で考えておく必要があるの

ではないかと思います。 

●会長 分かりました。それは次の良質な住宅ストックに関わるテーマですので、今のあ

まりにも小さい住宅に小割りすることの問題は、指摘として、そこで議論してもらいます。

現在検討しているのは、主に子育て世帯を中心にどのような支援ができるかというテーマ

です。まずは、そこが決着した後で、次に他の世帯について検討していきたいと思います。

どうぞ。 

●委員 同居・近居なのですが、どうも自分が思うに、区内で近居をしていらっしゃる日

本人は、親御さんに地元の方が多いイメージです。現役世代のお子さんたちがそこに住み、

孫がいます。一方で、やはり多いのが外国人で、同居も近居もあると思います。その場合

は、外国人なので、もちろん地元の方ではありません。そのようなイメージがあります。

ですから、支援をどういった人たちにするのかは分からないのですが、日本人と考えたと

きにはどのような支援の仕方があるのかということです。やはり街の空洞化を防ぐ意味で

も、親世帯がいて現役がいて孫世代がいるというのは大事なことだと思います。けれども

自分には、かなり外国人の同居・近居が多いイメージがあります。何があるわけではない

のですが、そのように思いました。 

●会長 後で、最終的には対象をどうするかということで、外国人を含めるかどうかは課

題になりそうです。他にはいかがですか。どうぞ。 

●委員 こちらに「子どもの成長や家族人数の増加により、広い住宅へ住み替えが必要に

なるときの支援が必要と考えられる」とあります。先ほどから家賃助成というお話もあり

ますが、広い住宅に住み替える場合に、賃貸から賃貸に移る場合と、人数が増えてきて賃

貸から購入に移る場合にもあると思います。やはり購入となると自分の資力も関わってく

るので、ここで豊島区に住み続けるのは難しいと思う場面も多いと思うのです。その観点

から、区内に物件を購入した場合に何らかの助成などが考えられるとなると、区内に住み

続けるメリットになるでしょう。そういったものが現在あるのかどうか、ないのであれば
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何らかの方法が考えられないかと、意見として思います。 

●会長 事務局は何かありますか。 

●住宅課長 現状の賃貸の方が持ち家にした場合の住宅施策としての支援ですが、金銭的

に支援していく制度は今のところはありません。ただ、私有財産の形成という部分にも寄

与してしまうのですが、住宅施策としては検討すべき課題だと思いますので、さまざまな

ご意見をいただく中で総合的に検討していきたいと考えています。 

●会長 そちらであるのは、先ほど少しお話ししましたが、一定の条件を満たす方への購

入時の利子補給という制度を使っているところもあります。他にはいかがでしょうか。こ

の件はよろしいでしょうか。どうぞ。 

●委員 今のところで、広い住宅に住み替えが必要になるという点です。豊島区という視

点で見ると、豊島区の中に住み替えてほしいのは分かるのですが、やはり広域で見ると必

ずしも豊島区に住み替えなくてもいいのではないかと、少し過激かもしれませんが思うの

です。豊島区にはこのような人に住んでほしいから、これだけ立地がよく利便性が高い豊

島区なので、それに適した人に外から来ていただいて、そうでない人はある時期に出てい

くという流れも、あってもいいのではないかと僕は思うのです。そのような言い方はよく

ないかもしれません。今は、広域連携や、地方自治をなるべく広い視野で見ようという戦

略も、総務省から発表されています。そのような視点で見ると、必ずしもそのような人た

ちにサポートをしなくてもいいのではないかと思いました。 

●会長 いずれにせよ、豊島区で住宅を買うのは難しいですから、普通に何もしなければ

そうなります。いろいろな施策を打ったとしても、今の流れが大多数で、その中の一部で

も豊島区に住み続けていただくことが課題ではないかという考えです。全部が豊島区に住

むというのではありません。それは無理でしょう。 

 あと参考までに、前に豊島区のシンポジウムで私が紹介したモデル事業があります。そ

れはどういったものかというと、やはり今の方はどうしても同居することをあまり好みま

せん。一戸建てに住んでいる親世帯が独り暮らしになったとき、今その方にはグループリ

ビングという方法があります。数人が一緒になって住んで、安心を得ていただくのです。

そうすると、家が空きますので、そこに子世帯が住むという方法です。これは、かなり有

効なのです。そのようなことで、ある種の循環ができることもあります。あまり数は多く

ありませんが、面白い住み方だという紹介はあるかもしれません。他にどうでしょう。で

は、どうぞ。 

●委員 初めのファミリー世帯への家賃助成については、私も議会でずっと拡充というお

話をしてきて、これまで何回かにわたり年齢制限などを拡充していただいたことはよく理

解しています。しかし、一時はもっとファミリー世帯に家賃助成を、確か 4万など、かな

りの金額でドンとやっていた時代がありました。それで、お母さんたちは非常に喜んでい

た記憶がかつてあった気がします。もちろん共働きかそうでないかで所得の上限もありま
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すが、家によっては、比較的、子どもたちの年齢が上がれば上がるほど、学費などいろい

ろなものがかさみ、ファミリーの支出が非常に多くなっていくことも事実です。小さい年

齢でトンと切られるのですが、実はそこからのほうが大変である場合もあります。本当に

これでいいのかと、もう少し考える必要もあるかという感じもします。 

 また同居・近居については、特に豊島区は独居高齢者が非常に多いという地域性もあり

ます。実際に、近くに息子さん世帯などがいらっしゃることは、今後、見守りの目や福祉

の意味からも、非常に有効な手段の一つにはなるかと思います。それがどうなのか、いつ

まで続けるのかということももちろんありますが、一つの手段かという思いがしています。

 あとは、先ほど共働きの家族に対しての家賃補助など、いろいろとありました。一つ、

政策的に色を出していくことも非常に大事です。もちろん財源の限りもありますから、そ

れほどずっとはやっていられませんが、中には困っている方もいらっしゃいますし、また

困っている世代もいらっしゃるでしょう。そういった中で、今後、暮らしやすい豊島区を

つくるために、どこの方々を手厚くするかは、また非常に大きな問題だという気がします。

豊島区は全国で初めて、保育園に入園する気がありますかといったことで、妊娠届を出す

ときに妊婦調査をしていますが、75％が保育園に預けますと言っているという情報もあり

ます。その中で、確かに委員が先ほどおっしゃった、保育所の整備も今後さらに必要にな

ってきます。ファミリー世帯の定着と、また一方では大きくなれば移動していくのだろう

けれども、豊島区としてどうするのかという課題があります。すみません。まとまりませ

んが、そのような気がします。 

●会長 最初におっしゃったように、同居・近居は福祉を補う意味もあります。そういっ

た意味では少し重視してもいいのではないかと思います。それはお年寄りの見守りだけで

なく、子育世帯にとっても、確か保育所は病気になると預かってくれませんが、そのよう

なときに親が近くにいるといいと思います。いろいろと福祉を少し補う面があるので、重

視してもいいかもしれません。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 豊島区は、つい最近 29 万人になり、人口密度が世界 1位です。その豊島区におい

て、先ほど委員からお話があったように、よそから入れてくるという発想で住宅対策をす

るのではなく、やはり現状で豊島区に住んでいる人たちに定住していただけるような施策

に、もう少し重点を置くべきではないかと思います。それにより、ひいては区内にお住ま

いの方たちの同居・近居という形にしなければいけません。住宅白書の 74 ページの区外の

居住者の住まいに関する意識調査では、「豊島区に住んでみたい」は 19％、「住みたくな

い」が 36.7％で、なおかつ「分からない」が 43.7％もおられます。その中において、基本

的に外にアウトプットして PR するのではなく、やはり今豊島区に住んでいる方たちへの住

宅施策に重点を置いていただければ、地域のコミュニティーや町会活動もしかり、あるい

は災害時における自助共助に関しても、さらにスキルアップしていくのではないかと思い

ます。区内に今お住まいの方たちの定住に重点を置いていただければというのが、私の考
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えです。 

●会長 分かりました。いずれにしても両面があるということでしょう。他にはいかがで

しょうか。どうぞ。 

●委員 私も実際に、子どもさんが 3人になったので広いところに住みたいという相談を

受けたことがあります。また、マンションだったのですが、部屋でぴょんぴょんとするも

ので、下からうるさいという苦情が来て、ついには大家さんから転居してもらえないかと

いう話があり、どうすればいいのかという相談も、実はありました。 

 実際に、子育てファミリー世帯の家賃助成は、確か 4年目からは 2分の 1です。広いと

ころに移って、子どもが徐々に大きくなって、金もかかります。先ほど、出費も増えると

いう話がありましたが、本当に、定住するために、やはりこの 2分の 1は考慮してくださ

い。せめて本当に 15 歳まではしっかりと支えるというのか、さらに手厚くする必要がある

かと思うのですが、せめてこの 2分の 1をアップしていただきたいのです。2人、3人と子

どもが増える世帯をしっかりと支えるという定住サービスが必要ではないでしょうか。ぜ

ひ、これは実現していただきたいと思います。 

●会長 せっかく家賃補助をするのであれば、それが効果的である必要があるので、ぜひ

ご検討ください。私も曖昧なのですが、昔はワンルームマンション税の住宅基金があった

ので、おそらく家賃助成はもっと高かった記憶があるのですが、思い違いでしょうか。 

●住宅課長 すみません。事務局から家賃助成の過去からの変遷について、少し振り返ら

せていただきます。実は平成 3年の 4月に東京都が補助制度を創設したことを契機に、高

齢者の住み替え家賃助成が、助成額の上限および期間の定めなしで創設されたという経緯

があります。また、平成 6年に子育てファミリーへの家賃助成は始まったのですが、そち

らは平成 12 年には一度休止をしました。財政難等もあったのでしょうが、東京都の補助制

度も平成 18 年度をもって終了しています。ここが分かれ道となり、15 区が家賃助成など

を打ち切り、それまでにいろいろとやってきた豊島区をはじめ都心区では、現在まで見直

しながら続けているという現状があります。 

●会長 分かりました。確か一時、都心部のファミリー世帯の流出が非常に大きな問題と

なった時代があり、その時には家賃助成が活発でした。その後、都心部のマンション供給

が活発化し、少しファミリー世帯が戻ってきたため、順次打ち切りになっていったのがお

そらく経緯です。現在は、またファミリー世帯を呼び戻すということではなく、一定割合

の豊島区の方に、ある意味そこで循環してほしいという要望だと思います。豊島区で生ま

れ住み、そこでまた子育てをすることが、一定割合で実現するといいというお話だったと

思います。それはぜひご検討ください。他にはいかがでしょうか。よろしいですか。では、

予定の時間ですので、次のテーマに移ります。議事 3、検討事項 4 番目について、説明を

お願いします。 

●事務局 資料を説明します。今度は検討事項 4 で「良質な住宅ストックの形成」です。
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資料 3を手元にご準備ください。ここでは、戸建て住宅も含めた既存の住宅とマンション

に大きく分かれています。項目としては、枠組みであるように 3つに分けています。 

 上の 1番目と 2 番目ですが、一つは住宅ストックバランスの適正化です。豊島区の場合

は、以前から狭小住戸の抑制として、中高層集合住宅条例による誘導と、狭小住戸集合住

宅税による狭小住戸の抑制に取り組んでいます。この辺りは、現状をそのまま進めていく

ことでよいのか、あるいは何か課題が考えられるのかについて、ご議論いただければと思

います。 

 一つ、説明資料として後から机上にて配布した、追加参考資料がありますので、説明を

させていただきます。お手元に A4 サイズ・カラーのもので「『中高層集合住宅建築物の建

築に関する条例』と『狭小住戸集合住宅税』の関係について」という資料をご用意くださ

い。今日、机上に配布したものです。ありますか。上にこのようなダイヤグラムが書いて

ありますが、左の縦軸が戸数で 9戸・15 戸とあり、横軸が 1住戸の広さで 25 ㎡・30 ㎡・5

0 ㎡とあります。特にオレンジ色のところが中高層集合住宅建築の建築に関する条例に基

づいて建てられる建物で、戸数でいうと 15 戸以上のものが対象になってきます。それから

面積でいえば、25 ㎡よりも小さな住戸は建てられませんので、それよりも大きなものが建

てられています。オレンジ色が、この条例に基づいて造られたものです。説明が逆転して

しまうかもしれませんが、15 戸以上の集合住宅では、25 ㎡以下の住戸は造れないことにな

っています。 

 先に少し下の年別着工数を見ていただくと、平成 26 年・27 年・28 年・29 年と数字があ

ります。この条例ができたのは平成 26 年 3 月ですから、その年にはまだ 25 ㎡以下の住戸

で着工されたものが 888 ありました。それ以降は 0・0とあり、8というのは元々あった建

物の改修工事です。基本的にはできなくなりましたので、こういったものが出てきます。

その代わりに、25～30 ㎡のところが徐々に増え、30～50 ㎡のところもやはり少し増加傾向

にあります。そのような形で、住宅の供給の仕方にいろいろな影響が出てきていることが

読み取れる統計を付けています。 

 また上のダイヤグラムに戻り、今度は青いところの狭小住戸集合住宅税です。こちら 30

㎡未満を 9戸以上建築する場合には、ワンルーム住戸ということで、50 万円かの課税がさ

れていくということです。これの対象になっているところが青いくくりで、9戸以上で 30

㎡よりも小さなものに課税されます。若干そういった面で、先ほどの中高層の条例の規制

により建てられた住宅の一部が、税金の側でも対象になっていて、課税によるある種の罰

金を支払いながら建設をしているものがあるということです。豊島区の場合は、今はこの

ような形で緩やかに誘導し、一定程度の成果があったことが、この数字から読み取れると

思います。 

 では、再度 A3 のほうへ戻ってください。このような数字がある中で、矢印は専門部会か

らの意見です。この辺りで、これが有効に機能しているといえて、現状のままで進めてい
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く部分があるのか、何か少し付加的に検討すべきことがあるのか、ご議論いただければと

思います。 

 それから、この項目の②番で、市街整備と合わせた良質な住宅ストックの確保です。例

えば、少し大きめのマンション開発に関し、条例、要綱等でも指導があります。その中で、

広い住戸あるいは設備の整った住戸が造られていくことが、方向として見えてくるのでは

ないかということです。空き家という既存のストックの中で、良質なものに関しては、う

まく活用すれば中堅層の住宅支援になるのではないかと想定し、施策を書いていこうと提

案をしています。基本的にこの項目に関しては、どうすればうまく広めの住宅が供給され

るのかといったアイデア等をいただければありがたいです。 

 2 つ目に、これも住宅の面積に関するところで同じ組に入っていますが、敷地細分化の

問題です。都市計画や地区計画の中で、敷地の分割に関する抑制、つまり最低敷地面積を

決めることができます。その辺りを豊島区でも導入していくべきかどうか、ここでご検討

いただければと思います。 

 資料ですが、少し参考として紹介しておく必要があるかと思います。後ろに別紙 2の 4

では、地域別に一戸建て・長屋建ての敷地面積を、住宅土地統計調査で整理しています。

全体として、やはり少し小さな敷地が増えてきています。それから地域に関しても、小さ

なものが増えているところと減っているところの特徴が読めるということで、この統計を

付けました。また別紙 2 の 5で、敷地の最低面積規制が区で幾つか行われています。都市

計画や条例による規制に関する事例をここに載せています。 

 もう一つ参考として、敷地面積によって一体どのぐらいの戸建て住宅を建てられるのか、

それが居住面積としてはどういった状態なのかというものです。例えば敷地面積が 65 ㎡で

前面道路が 4メートルの場合、一般の誘導居住面積水準でいうと、何とか 3人まではオー

ケーで、4人となると少し足りないというようなことが見えてきます。戸建て住宅を造る

ときに、実は敷地をコントロールしなくてはいけないというところで、このような参考資

料を付けました。少し長くなりましたが、そのような資料です。いかに広い住宅を造って

いくかということで、ここに課題として整理しました。 

 3 番目ですが、豊島区マンション適正管理と再生支援です。一つは、豊島区の場合、先

行してマンションの適正管理に関する条例を推進してきました。その中に、専門家が管理

組合の活動支援をしていくことがあります。今、居住者の高齢化や建物も古くなってきて

いることにより、さまざまな課題が出てきています。それに関して、どのような支援がで

きるかについて、ご検討いただければと思います。 

 下に※で付いていますが、既存のマンション施策で、行政としてどこまで関わることが

可能かということです。民間の建物であり資産ですから、そこに公的な主体として実際に

どこまで手を入れていいのか、考え方を少し整理するために、ご検討いただければと思っ

ています。もう一点は、増加する単身高齢者です。古いマンションになれば、どうしても
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居住者は高齢化します。それだけでなく単身の世帯が増えてくることも、統計から見えて

きます。それに際して、今後はマンションの管理組合としても福祉的なサービスが必要に

なってくるなど、どこまでやっていくことが可能かというところで、若干ご検討いただけ

ればと思い、ここで整理させていただきました。 

 最後の 4点目は、マンションの地域とのつながりです。なかなかマンションというのは

どうしてもプライバシーが重視され、特に地域とのつながりが弱くなってくるといわれて

います。豊島区の場合、先ほどのマンション管理適正化の条例の中に届け出制度があるな

ど、地域の中に環境をつくっていくことに取り組んでいるところです。それをさらに、例

えば共有部分が地域に解放されるなり、防災面で地域と連携するようなことも含めて、何

か地域とのつながりをより深めていく考え方あるいはアイデアについて、ご検討いただけ

ればと思います。 

 以上、ここでは 4つの項目に関して提案させていただいています。特に敷地等を含めて

住宅の面積を広くすること、マンションをよりよく管理・維持していくこと、マンション

と地域とのつながりをより広め、地域貢献も含め、マンションを住宅の一要素として効果

的に活用できるようにしていくことに関して、ご意見を頂戴できればと思い、資料 3を作

成しました。説明は以上です。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、最初に一番上のテーマはいかがでしょうか。

ストックバランス、狭小住戸税や敷地細分化などについて、ご意見・ご質問がある方はい

らっしゃいますか。追加資料で簡単な質問なのですが、年別着工戸数とある、平成 27 年度

以降では、25 ㎡以下が 0・0となっています。これは戸数の少ない小さなアパートも含め

て 25 ㎡以下はないということですか。この資料にあります。 

●建築課長 建築課長です。 

●会長 お願いします。 

●建築課長 こちらは中高層集合住宅の条例にかかったものですので、3 階建てかつ 15 戸

以上のものについてです。それ以下のものについては、把握していないのが現状です。 

●会長 分かりました。では、これは豊島区に 25 ㎡以下が建っていないというわけではな

いということですか。いかがでしょうか。特にご意見がある方はいらっしゃいませんか。

●委員 一番上の囲みの 2番で、敷地の細分化の抑制という部分です。現実に私は駒込の

ほうに住んでいますが、大きな敷地のところに小さな戸建てが 4つや 5つと、本当に小面

積の家がたくさんできてしまいました。これは地域としても非常に問題です。せいぜい半

分ぐらいずつに分けていただけるなら、それなりのことはあると思いますが、やはり非常

に敷地が細分化されてしまうことによって、将来にわたって地域の環境といったものが非

常に悪化するのではないかと思い、何とかしなければいけないという意見がかなり多いの

です。それが現状だと思います。やはり、かなりあちらこちらで建売住宅ができてきて、

嘆くような声が大きいです。この辺りは、何とか打つ手がないものかと、私はいつも思っ
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ていますが、また皆さんからご意見を聞きたいと思います。 

●会長 この敷地細分化の問題は、いかがですか。お願いします。 

●委員 私も今、委員がおっしゃったように、この資料の右端の住宅からの視点というと

ころで、ワンルームマンション等狭小な住戸の新規建設の抑制や、狭小敷地での住宅建設

の抑制と、抑制が 3本並んでいます。これはとても大事なことであると思います。今、委

員がおっしゃったように、やはり地域にとっては非常に問題になっている部分があります。

マンションだけでなく、そういった建売の方たちのごみの問題も出ています。やはり、ま

た先ほどと同じになってしまいますが、外から人が入ってくることだけを目的として、人

口が増えればいいという問題ではない気がします。 

 この抑制というのは、ある程度の縛りがあっていいかと思っています。ただし、やはり

相続の問題もあり、そのような敷地分割をせざるを得ないこともあるかと思いますので、

ここら辺を抑制することには大変慎重にならなければなりません。やはり相続の問題等も

ありますので、行政としては、ただ縛るだけではいけません。そういった意味では、皆さ

ん、建て替えだけでなく、自分のうちの敷地の相続のことなどの住宅相談も、九士会か十

士会かでしっかりとやっていくことにより、抑制にかなりの効果が出てくるのではないか

と思います。この抑制は、これだけは外せないという大事な点なので、ぜひ協調してほし

いと思っています。 

●会長 いかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 これは、どうしても今の不動産の需要と供給のバランスがあると思います。今は

価格が高止まりしてしまっているので、どうしても買える金額となると。20 坪の土地を買

って家を建てると、土地だけで 5,000 万円で家が 3,000 万円と、8,000 万円以上のお金が

ないと買えません。そう考えると、やはりもう少し土地が狭いところでないと、実際には

買う人がいません。すると需要と供給のバランスで、そのような狭いところに家を建てて

売るという形になるのです。それと賃貸でも、当然広くなれば賃料が高くなりますから、

借り手が狭まってしまいます。やはりオーナーは事業として賃貸しています。そうすると、

ワンルームで 25 ㎡以上なり 30 ㎡ほどのものになると、家賃は 10 万ぐらいになってくるの

です。供給と需要のバランスで、時期的に今はどうしても抑制が厳しい時代ではないかと

いう気がします。 

●会長 このような意見もありますが、どうでしょうか。どうぞ。 

●委員 土地分割における敷地の細分化の問題は、何年か前からぼんやりと思っていたの

です。数年前の一時期、他区で一斉に抑制をかけたことがありました。ちょうど事例が出

ていますが、今、委員がおっしゃったように、やはり個人としても事業としても、経済の

シビアな問題が絡んできます。抑制したことによる効果など、他の地域の事例をご存じで

したらご紹介いただきたいのです。 

●会長 いかがでしょうか。参考までに、私からお伝えします。土地の価格形成は、高い
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から細分化されるという面と、最低敷地を定めると地価がそれに付いていくという面があ

ります。それほどは高くならないという、逆の意味もあるのです。例えば、50 ㎡や 60 ㎡

クラスであるからといって、必ずしも住宅価格が高くて買えなくなるというわけではない

そうです。その分土地が下がると考えたほうがいいのではないでしょうか。参考までにい

うと、一昔前と違い、最近は 50 ㎡以下に分割することが相当あります。さすがにそこまで

細分化するのはどうかというのは、私も思います。 

 そうすると、規制の方法としては、条例により豊島区全域で 50 ㎡以下は駄目とするやり

方と、地区計画で良好なところでは 70 ㎡なり 80 ㎡以下は駄目とするやり方と、両面があ

ると思います。委員、どうぞ。 

●委員 やはり私は、広いところが狭小敷地に細分化されるというのは、一つ、先ほどの

相続の問題もあるとは思います。住宅施策からいうと、やはり空き家や既存住宅、要する

にストックしている住宅を、いかに流通させて有効に使っていくかということをしていか

なくてはいけません。古くなり、使いづらくなったから、では売りましょうとなったとき

に、どうしても上物は経年で評価が低くなります。例えば、そのようなところでどこかに

いこうかとなると、更地にした土地で市場に出していくことになってしまいます。そうす

るとどうしても、土地を細分化したほうが利益は上がることになりますので、当然そのよ

うになると思います。やはり私は、豊島区に長く住み続けられるように、ライフスタイル

に合った既存の住宅に住み替えることができるような施策が必要ではないかと思います。

 例えば、国交省でいえば安心 R住宅があります。そういったものを有効に使い、既存の

建物をライフスタイルに合った建物に替えることにより、建物そのものの評価を上げてい

くことをしていかなくては、狭小敷地は解決されないかと思います。やはり相談を受ける

のも、老朽化して「では、私は長く生きられないので、このようなところは更地にして、

何年か持てばいいです」という話が、単身者や高齢者の夫妻では多いのです。ですから、

そういった施策をきちんと明らかにしておいたほうがいいかと思います。 

●会長 今のお話は、簡単に細分化できるようだと、建物はすぐ壊されてしまうというこ

とですか。 

●委員 要するに、基本的に敷地の細分化は、例えばどのようにしても 2 つに分けられな

いと思っているものも細分化されます。現実的に豊島区で住み続けるとしたら、この土地

で新しく建物を購入して住もうかと思うと、やはり土地も建物も狭く、隣とくっついたよ

うな、小さな敷地の 3階建てなどになります。そういった建物は、将来的には外壁のメン

テもできず、建物の維持管理もなかなか大変不備になってきます。そうするとその建物は、

使い切って駄目になってしまえば離れてしまうのです。ですから、そういったことをやる

のであれば、既存の建物をいかに有効に利用して、サイクルに乗せ、市場に出していくか

という検討をするといいだろうと思います。 

●会長 分かりました。やはり敷地面積が狭すぎると、長く使える建物が建ちにくいので、
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ある程度の規制が必要だと受け止めました。それでよろしいですか。他にはいかがでしょ

うか。では、どうぞ。 

●委員 私は雑司ヶ谷のほうに住んでいるのですが、やはり先ほどのお話のように、相続

で例えば 60～70 坪の土地がいなくなると、そこにいわゆる建物業者が、1戸 10 坪ぐらい

で、しかも決まって 3階建ての 1階が車庫という建物を造るのです。先ほどおっしゃった

ように、これは 5,000～6,000 万の建物だと思います。そこにはベンツなどがあり、なかな

かの方が引っ越してこられるのです。確か、前に都市計画マスタープランでこの話が出て、

ある程度の数字が決まったのではないかという記憶があるのですが、都市整備部長に聞い

てみたいと思います。 

●会長 敷地規制について、都市計画ではいかがでしょうか。 

●都市整備部長 都市整備部長です。都市計画マスタープランの中では、何㎡という数字

は決めていませんが、豊島区は従来から 65 ㎡です。会長がおっしゃったように、基本的に

地区計画を定める中では、全て 65 ㎡でやっています。再開発や池袋周辺の特殊なものにつ

いては 100 ㎡や 150 ㎡などもありますが、基本は 65 ㎡です。あとは、都市計画法の 29 条

の開発行為で敷地分割をする場合にも基準を持ち、そちらでも分割の最低限は 65 ㎡と制限

しています。他区のように用途地域に応じて一律に決めることは、豊島区においてはまだ

していません。 

●委員 どうもありがとうございます。 

●会長 それでは、今の規制にかからないものは、50 ㎡などのものも登場しているという

意味でよろしいですか。 

●都市整備部長 ご指摘のように、地区計画に掛かっていないところは、都市計画のよう

な制限をかけていませんので、分割をさせてしまっているという事実があります。 

●委員 UR 都市機構です。資料 3の右の四角の一番下に、地域からの視点で「密集市街地

の改善」があります。私共は今、東池袋 4～5 丁目地区で豊島区の不燃化促進のお手伝いを

しています。ご存じのとおり、この地区は地区計画で 65 ㎡の制限がかかっていますが、実

際に地元に入ってみると、敷地の制限がかかっていることにより、共同化のモチベーショ

ンが高まっているという感じを受けています。狭小敷地の制限や細分化の制限は、一定の

大街区化にもつながる面整備的なモチベーションになるのではないかと思っています。 

●会長 プラスの効果があるようです。どうぞ。 

●委員 先ほど、各南部・西部といろいろな部分でどのような傾向にあるかというお話を

いただきました。私は先ほど言ったように雑司ヶ谷に住んでいますが、この地区の敷地面

積は拡大傾向であるとあります。そのようには考えられないのですが、これはどのような

理由によるものですか。 

●会長 事務局、分かりますか。 

●事務局 補足します。雑司ヶ谷 1丁目は、6ページ左側の上の南部をご覧になっている
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のだと思います。これは住宅土地統計調査を行い、一戸建て・長屋建ての住宅の敷地面積

を集計したもので、平成 20 年と 25 年を比較しています。2つあるグラフの上は敷地・住

宅の数で、下はその割合を見ています。 

 どちらで見た場合でも、例えば 49 ㎡以下を平成 20 年と 25 年で比べていただくと、小さ

な敷地が減っている状態が一方で見えてきます。逆に 50 から 74 ㎡、あるいはもう少し大

きな 75 から 100 ㎡では、一戸建て・長屋建ての住宅が増えてきています。そういった面で、

50 ㎡以下のかなり小さなものは、更地になったか、あるいは 2つの敷地が一緒になったか、

個別にいろいろな事情があると思いますが、何らかの形で減った様子です。非常に小さな

敷地が減って、代わりに少し広めの敷地が増えています。それは戸数でもそうですし、下

のグラフの割合でも、平成 20 年と 25 年を比べると、その辺りが増えてきていることが見

えることから、このようなコメントをここに付けました。こちらの住宅統計は全数調査で

はなく、傾向が捉えられるということです。雑司ヶ谷に関しては、そのようなデータにな

ります。 

 今のページで右側の下は豊島区全体なのですが、これをご覧いただくと、むしろ逆に 49

㎡以下の割合も戸数も増えています。実際に、かなり狭い住宅が全体では増えています。

雑司ヶ谷の辺りの南部では、逆に少し減少傾向にあります。統計的にはこのようなことが

見えたという説明になります。以上です。 

●会長 ありがとうございました。時間もありませんので、敷地細分化を地区計画で制限

することは今もやっていらっしゃいます。それ以外の地域については、今のお話を聞くと、

ある程度は必要であるという意見が多かったです。委員の意見もありましたが。ただし、

それほど大きな面積ではなく、例えば 50 ㎡程度でしょう。 

●委員 もし抑制するのであれば、ワンルームマンション税ではありませんが、狭小に細

分化した場合には何か税金をかけるなども一つの案かと思います。 

●会長 分かりました。一つのアイデアでしょう。委員、どうぞ。 

●委員 今のこの地域の問題では、狭小住宅の敷地の話に加えて、いわゆる狭あい道路の

問題があると思います。狭あい道路の問題は、今の密集市街地の改善で挙げられたような

抑制をしても、解決できません。むしろ、ある種の敷地の共同活用といった視点を、施策

の中に加えていただく必要があるのではないでしょうか。そこから脱皮する方法をビジョ

ンの中に入れておきたいと思います。 

●会長 分かりました。敷地の共同化は共通した課題だと思いますので、ぜひ取り上げた

いと思います。それでは、後半の 3番・4 番でマンション関係について、ご意見・ご質問

のある方はいらっしゃいますか。どうぞ。 

●委員 これはマンションのことだけではありませんが、おそらく施策の目標の中では、

3・4・5に当たります。説明の中で、単身高齢者が多くなり、福祉との関係が大事である

というお話をしてくれて、本当にありがたいと思います。この中で、やはりマンションだ
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けでなく、豊島区は独り暮らしの高齢者が多いのです。65 歳以上の 3人に 1人は独り暮ら

しをしているというのが現状です。何が問題かというと、住宅に関してはごみ屋敷です。

この中では、一つもこのことに触れていないので、どこかで触れておく必要があると思い

ます。第 1回の東京都住宅対策審議会でも、ごみ屋敷については、きちんと福祉と連携し

ながら、何らかの方法で課題を探ってくれといっています。ぜひとも、この問題について

は、どこかでうたっていただきたいと思います。以上です。 

●会長 ごみ屋敷問題は、ぜひ入れてください。特に空き家対策条例は、普通は空き家だ

けを対象としていますが、区によってはごみ屋敷を含めて代執行が可能な条例にしている

ところもあります。豊島区でも、ぜひされるといいと思います。今はどのようになってい

ますか。どうぞ、お願いします。 

●建築課長 今、会長がおっしゃったとおり、豊島区でも空き地への不法投棄に対しても

条例を適用できるように改正しました。 

●会長 では、次はごみ屋敷にも……。 

●建築課長 当然ごみ屋敷にも対応できるようにしています。できるかできないかは置い

ておくとしても、代執行まではいけるという仕組みにはしてあります。 

●会長 それはとてもいいことです。どうぞ。 

●委員 今、高齢者にはやはりごみなどの片付けができず、マンションで独り暮らしをし

ているという閉鎖的な状況で、ごみ屋敷化されていくという状態が多いのです。そこが問

題なので、単なる条例うんぬんの問題ではなく、そのような住宅をどうにかうまく見つけ

ながら、指導していくことが大事だという意味です。 

●会長 確かに、条例は一戸建てが対象なので、マンションの中のごみ屋敷問題は別に検

討する必要があります。他にはいかがですか。どうぞ。 

●委員 マンションに関しては、私は、当選したときからいろいろと提言してきました。

最初はマンションに着目した防災対策でした。災害時のいろいろな対策でさえ「これは私

有財産で自己責任だ」というのが、その当時の区の見解だったのです。けれども、そこか

ら徐々に変わってきました。 

 私は、マンションは地域のインフラとして捉える視点が必要ではないかと、いろいろな

提案をしてきました。例えば、災害時のことを想定して考えると、地域のコミュニティー

にも資するようなことができるのではないかと提案したこともあります。ここに「地域と

共同の防災対策、共有部分の地域開放等」とあります。例えば、東日本大震災のときに実

際に視察に行ったのですが、仙台のマンションが共有部分を避難所に使えました。新幹線

も止まったので、地域の救援センターが新幹線の乗客でいっぱいになり、地域の方が避難

できませんでした。マンション住民も地域の方々もそこに集まり、避難生活をしたという

ことがあったのです。 

 マンションのほうがむしろ安全であったりするので、このような拠点というまちのイン
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フラとして活用する在り方は、特に豊島区のような地域では積極的に考える必要があると

思います。ただ、その場合は、ある程度の規模でないと、用に供するになかなか難しいこ

ともあるので、造る段階からそういった視点が必要です。 

 そして、これは 3・11 の前ですが、中高層集合住宅条例の中に、一定規模以上のマンシ

ョンを建てるときには、備蓄倉庫や地域の災害のための施設の提供などを協議する、とい

うことが入りました。これは協議にとどまっているので、もう少し干渉していってもいい

かと思います。ここはハードの面ですが、行政も「これは私有財産だ」という最初の考え

方から変わってきたところですので、ソフト的にも地域のコミュニティーに資するような

在り方を、もう少し積極的に検討してもいいかと思うのです。その上で、マンション管理

などにも干渉できる形になるかと思います。考え方だけです。 

●会長 マンションの共用施設の位置付けで、一番公開するのは地域に開放するという考

えですが、次に、元々地域にはいろいろな施設が必要な中で、自分のマンション内のこと

は自分でやりますという場合にも、半公的な意味があります。典型的なものが避難所です。

避難のときに小学校へ行くといっぱいになるので、せめて自分の集会室で面倒を見てくだ

さいということです。それも、ある意味では公的な意味があるので、そのように位置付け

ていくと、行政の施策としては成立しやすくなるのではないでしょうか。どうぞ。 

●委員 3 のところで、今のお話とも関係するのですが、おそらく必ず出てくるのが、管

理組合の役割がどこまでかといったことになると思います。昔 UR が分譲した団地ですと、

大きいものでは管理組合の他に自治会もできて、その自治会がかなり活動しているという

ことがあったと思います。豊島区では、比較的民間の、分譲の団地よりマンションが多い

でしょうから、自治会がないケースのほうがむしろ多いかと思います。 

 弁護士がこのようなことを言っていいのかは別ですが、そのときに、管理組合の役割を

建物の維持管理だけと限定するのは、やはりもはや古いわけです。高齢者がいて、また中

には精神的に不安定な人も出てきています。そういった人たちをどのようにしていくかと

いうと、管理組合は関係ないと放っておけるのかといえば、放ってはおけないのです。そ

れと、やはりそこに住んでいる者として、何かをお互いに助け合うことができる社会をつ

くっていかなければいけないと思います。あまり管理組合の役割を意識せず、むしろ、そ

こからふわりとした関係ができるようなものにしていく、そのような建物でなければなら

ないのだろうと、私は思います。 

 ですから、やはり財産管理団体ということだけにこだわっていると、高齢化も徐々に進

んでいき、年金生活をしていると修繕積立金の値上げなどできるわけがありませんし、管

理費の滞納も結局は増えていきます。そうなると、やはり管理組合の役割というのを限定

せず、例えば、売りに出たら安くそれを買い取って貸すなり、あるいは地域包括支援セン

ターに来てもらうなど、従来の管理組合の役割を越えて、いろいろなことを考えていかな

いことには、おそらく管理組合そのものの財政困難は多かれ少なかれ出てくるでしょう。
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豊島区のマンションで、すぐにそのようになるとは考えにくいとは思います。しかし、何

となくやっていけるマンションと、非常に管理不全に陥っていく可能性の大きいマンショ

ンとの格差は、どんどん広がっていくでしょう。そこを、行政が何らかの形で支援してい

くことが必要だと思います。 

●会長 管理組合の支援は個人財産への支援だから駄目というわけではなく、委員がおっ

しゃるように、かなり管理組合の役割は広がっているので、うまく組み立てられるといい

です。一つの考えでは、管理組合を自治会と認めるところが出てきています。ただし、一

応は任意加入が条件です。嫌だという人がいれば除いて、区に届けると、管理組合を自治

会として扱い、行政と連携するというのも出てきているので、ぜひご検討いたければと思

います。 

●委員 もう一つ、3の③に「高経年マンションの建て替えの長期修繕計画の作成支援」

と書いてあります。これからは、建て替えという選択もあるにはあるけれども、かなり絞

られてきて、むしろ長持ちさせざるを得ないようなマンションが増えていくのではないで

しょうか。建て替えも否定する気はないのですが、やはり長持ちさせるため、あるいは改

修をする、その支援や長計のほうが必要ではないかと思います。 

●会長 では、あまり建て替えだけにこだわらずにお願いします。他にはいかがですか。

どうぞ。 

●委員 先ほど、マンションが地域のインフラとして大事というお話を伺ったのですが、

本当に大事だと思います。あと 4番の、マンションと地域とのつながりなのですが、地域

とのつながりを強めるにはどのようにすればよいかということで、マンションに対して何

かいろいろと書いてあります。これに関しては本当に、現実に生活している場所として、

あれもこれもあるといいというのは分かるのですが、実際には難しいと思うのです。しか

し一方で、やはり地域のインフラとして、あると安心にもつながります。私は存じません

が、「こういったことを区でもやってあげるから」といったことを、区としてやっている

のでしょうか。いいのかどうか分かりませんが、例えば、防災のものを貸し出すなり、お

預けしておき、それによって、いざというときにはこういったことをやりましょうという

ように、お互いでやらなくては、おそらく求めているだけではできないと思います。既に

検討しているかもしれませんが、そのように思いました。 

●会長 事務局から、それに関して何かありますか。 

●住宅課長 私のほうでは承知していません。しかし、先ほどからのお話にあったように、

一定規模以上のマンション等に対して、何かそのように防災の備蓄等に関して連携するこ

とは、重要な視点かという認識です。 

●会長 どうぞ。 

●委員 地域とどのようにつながっていくかという課題から、先ほども言った中高層集合

住宅条例の中で、一定規模以上のマンションが建つときには、既存の町会と加入の協議を
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することがうたわれています。義務付けはできません。それにより、形式として加入して

いるところはかなり増えたと思います。管理費に乗せる形で町会費を徴収するなど、それ

で財政が自動的に潤うという効果はあったでしょう。けれども現実的に、参加意識なり参

加につながっているかというと、必ずしもそうではないというのが現実だと思います。 

 町会関係の方がいらっしゃると怒られてしまいますが、私は無理やり既存の町会に入れ

なくてもいいのではないかとも思っているのです。一定規模以上のマンションでは、それ

こそ先ほど自治会の話がありましたが、町会と同列の位置付けとして行政との関係が築け

るのであれば、例えば資源ごみの関係でも、マンションの中で完結してやりやすいところ

もあります。その上で、緩やかなつながりで「この部分については協力しましょう」とい

う形です。まずライフスタイルなり住み方が違い、住まいに何を求めているかという考え

方も違います。マンションの中だけで共通項を持つことは、マンションの中に核があれば、

さらに促進していくのではないかと思います。 

 私も、管理組合がイコール自治会という発想は、なかなか難しいかと思ったのです。管

理組合は強制加入で、強制力が働くと、自治会との齟齬があります。ですから、そちらに

は注意しながらも、その先の行政サービスの受け手として管理組合を活用するという在り

方は、自治会として行政との関係を町会と同じような形にできるのであれば、さらに広が

りを見せるのではないかと思います。 

●会長 検討課題になると思います。では委員、どうぞ。 

●委員 マンション管理士をしています。豊島区住宅白書 2018 の 27 ページに「分譲マン

ションの維持管理はうまくいっているの？」という表題が書いてあります。このような表

題を書く住宅白書を出す行政は珍しいのではないかと思い、ある面では感心しています。

ここに書いてある 1から 4まで、現状をよく分析されていると思います。本当に、住戸数

が少ないマンションでは、管理不全に陥ったものが多いのが現実です。 

 もちろん行政と連携してやっていく必要もあります。例えば、白書の中で 123 ページに

書いてあるとおり、届け出制が始まってから豊島区はどうなっているかという数多くの質

問を受けたときは、私はこの資料を皆さんに伝えています。このように豊島区は地道に努

力して、52％から、今では 67％まで上がっています。これは行政と専門家がタイアップし、

管理不全を少しでもなくすよう努力しているということです。一朝一夕にうまくいくわけ

ではありませんが、地道な努力が絶対に欠かせないと、それが管理不全の解消につながっ

ていくと、常日頃より言っています。以上です。 

●会長 今の施策をさらに進めてほしいということでしょう。ありがとうございます。ど

うぞ。 

●委員 4 の 1 で「良好なマンションの情報公開」が「マンションの地域とのつながり」

の中にある意味がよく分かっていません。資産向上につなげるための情報発信という意味

では、こちらは区分所有者に対するものですが、3の 2に管理情報を周知するとあるよう
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に、管理状況を把握して公開することは、中古流通にもつながっていきます。ここには中

古流通という言葉がありませんが、そういったところにつなげて情報発信していけば、市

場に評価されるよりよいマンションへと向上していくのではないかと思いました。 

 さらに、4の 2 の地域貢献の話が先ほどから出ていますが、この点も同じく中古情報に

掲載すると、数は少ないかも知れませんが、公共意識の高い住民に評価されるマンション

ということで、プラスにつながるのではないでしょうか。ぜひ、その点も検討いただけれ

ばと思います。 

●会長 中古流通についても、もう少し検討が必要ですね。時間がきているので、よろし

いですか。では、簡単にお願いします。 

●委員 マンションの問題は、かなり地域にとって厄介な話なのです。私も町会の役員を

やっていますが、やはりマンションができることによって、がん細胞のようなものが地域

の中に入り込んできた感じになります。一種のゲーテッドシティーで、完全に周りから切

り取られ、地域との縁が切られて、いわば独立したところが一つ取られてしまう格好です。

ここでは地域貢献という格好で出てきているものを、もう少し施策的に。例えば、共有部

分の地域開放でいっても、その採算も考えずそういったことをすると、今度は開発するほ

うの収支が合わなくなります。そのときには行政で何らかの助成をして、そういったもの

を買い取るなり、有効に活用できるような施策が取られれば、地域との間にオープンなス

ペースができます。一番のネックはオートロックだろうと思います。 

●会長 少し短くお願いします。 

●委員 オートロックエリアは、そこからは入れない完全な別世界になります。そういっ

たことも施策の中に織り込んでいたければいいかと思います。 

●会長 ありがとうございます。今のご意見は 4 番ですので、お願いします。最後に検討

事項の 5に進みたいと思います。事務局、説明をお願いします。 

●事務局 検討事項 5番です。お手元の資料 4をお取りください。「豊島区の魅力を高め

るための住環境施策」です。こちらも 3点の枠組みがあり、検討ポイントをお示ししてい

ます。 

 1 点目は、豊島区の魅力をさらに生かすにはどうすればいいかということです。豊島区

ならではの住まい方などを、うまく宣伝していこうということです。よく出るのは、高い

交通利便性や生活利便性をさらに PR する話や、単身世帯が住み替えながらも住める状況

を、うまくつくっていくことはできないかということです。3つめには、豊島区内には大

学が立地していますし、これからも増えてきます。少なくとも学生が多くいることで、や

はりその雰囲気は豊島の魅力であり、そこを住宅側から応援できないかいうことです。こ

ういったことを、今、事務局で整理しています。豊島区の特徴において、特に PR できる住

まい方としては、何が前面に出せるか、今日もご意見をいただきたいと思います。また、

それを支えるための支援策として、対象者や方法などで何かうまいお知恵をいただきたい



 - ２６ -

というのが、この最初の項目です。 

 2 点目ですが、豊島区の魅力を広めていくためには、ということです。これは基本的に、

情報をどのように発信すればいいかというところです。一つは治安の面で、区外の方への

アンケートから分かってきたのですが、どうしても豊島は、池袋にある、少し危ないとい

うネガティブなイメージを払拭できないかという課題が残っています。また、区外の方に

対して、いかにもっと豊島の情報発信ができるかです。豊島区はいろいろな市街地のイメ

ージがあり、実は利便性が高く暮らしやすいところであるなど、情報を PR するため手法と

して、住宅施策の観点で何かできることがないか、ご意見をいただきたいのです。 

 最後の 3点目は、外国人住民への住まいのサポートです。この 1 つ目で、居住支援まで

はセーフティーネットの議論の中でも対象になっています。この矢印にありますが、むし

ろ豊島区は東京国際大学が移転するなど、より留学生が増えてくる部分があります。最初

にあった学生が多いこととも関連します。より住みやすくし、留学生がいることが豊島の

魅力につながってくるようにうまく打ち出せるか、また住まいの点ではどのような支援が

可能か、そして今後 10 年間の国際交流といった点での住宅施策のありようについて、住宅

マスタープランとして打ち出せることがあるかなど、ご議論いただければと思います。以

上、大きく 3点に関してご発言いただければと思い、このような資料を用意しました。 

●会長 ありがとうございました。なかなか、住宅政策で対処するのは難しいテーマです

が、ご意見をいただければと思います。最初の 1 番と 2番は、魅力をどのように PR するか

です。何かご提案やご意見がある方はいらっしゃいますか。 

●委員 少しお聞きしたいのですが、私もそうですが、今 65 歳以上の老人はおよそ何分の

1ぐらいなのですか。先ほど 3分の 1とおっしゃいましたが、それほどいらっしゃるので

すか。 

●高齢者福祉課長 65 歳以上の高齢の方ですが、30 年 1 月時点で 5万 7,598 人と、高齢化

率はおよそ 20％です。 

●委員 分かりました。そういったことではなく、皆さんもご存じのように、実は 2025

年には 65 歳以上の方の約 20％が認知症になるというものが出ています。5万人の 20％は 1

万人です。すると、1万人の方が豊島区全域に、しかもどこでも介護施設に入るわけでは

ありません。当然、先ほど言った、ファミリーでも面倒を見なくてはいけない、あるいは

独り暮らしの高齢者もいらっしゃるという中で、住宅政策も含めた、いわゆるまち全体に

あふれた認知症の方々を優しく見守る地域にするための、住宅方策が何かないものかと思

い、ご質問したのです。確かに、なかなか難しいです。 

●会長 福祉の地域包括ケアなどのテーマに近づくので、なかなか住宅政策でピタリとく

るものがありません。事務局は何かありますか。 

●住宅課長 今、委員がおっしゃられたように、住宅施策や福祉施策としては、見守りや、

住宅では高齢者向けの住まいの確保など、いろいろと個別にやっているところです。今回
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のマスタープランでは、認知症の方も含めて、少しでもそういった不安を取り除くような

施策を多く打ち出していけるよう、福祉と今個別にやっているものを有機的に連携させる

何らかの仕方を、まさに考えています。その辺りも、たたき台等をこれからお示しする中

で、一つひとつ積み上げていきたいと考えています。現状で何か具体的にということでは、

まだ今は検討しているということになります。 

●委員 その辺りをすれば、他の地域からも豊島区は素晴らしい区だと、ソフトの面にな

るでしょうが、これも一つの魅力ではないかと思います。 

●会長 他にご意見がある方はいますか。そういえば一つ思い出しましたが、最近は認知

症の方ではなく、認知症をサポートしている方が実は非常に苦労をされているのです。ケ

アラーと呼ぶらしいのですが、その方の居場所づくりが非常に重要だといわれています。

空き家を活用して、そういった方の居場所をつくることができれば、みんなで悩みをお互

いに相談するだけでも、かなりストレスが軽減されるそうです。むしろ、そちらの課題は

住宅施策に若干近いかもしれません。他にもありましたが、今はかなり保育士や介護士な

どの側が大変なので、それらのサポートが大事でしょう。どうぞ。 

●委員 検討事項 5の魅力では、全て学生などの若い人の分が書かれています。これはあ

る意味では書かなくとも当たり前で、豊島区は交通の利便性は昔からいいところで、ワン

ルームマンションが平成 25 年までで 800 戸と、やはりそれだけずっとできています。ある

部分の魅力ではありますが、あえて書くことではありません。それよりも今言った、高齢

者の独り暮らしが多いなどといったことで、やはり本当に豊島区は、住まいとしてもいろ

いろと充実しているなり、あるいは子育てに充実しているなどといったことを、ここに魅

力として載せてもらえればいいのではと、僕は思いました。 

●会長 確かにそうです。 

●委員 僕などは学生時代から豊島区に住んでいます。なぜかというと、田舎から東京に

出てきて、やはり学校に行くのに豊島区は一番交通の便がよかったのです。昔からいわれ

ていることですから、もっと別の面での魅力を、ということです。余計なことで、すみま

せん。 

●会長 PR するのなら、ぜひ別の面にしてくださいということです。大事なことでしょう。

委員、どうぞ。 

●委員 交通の便で、皆さん知っていると思うのですが、丸ノ内線の始発駅なのです。こ

れは珍しいと思うのです。電車を待てば必ず座ることができます。池袋も都心ですが、さ

らに大手町などのほうに座って行けるのです。これこそやはり本当の交通の利便だと思い

ます。池袋は始発駅だという利便性です。 

●会長 話が次々に広がってしまいますので、この辺にしましょう。もう一つ残っていま

すが、これはかなり住宅施策に関わります。外国人の住まいのサポートについてどう考え

るかです。先ほど委員からも出ましたが、外国人については、どなたかいかがでしょうか。
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どうぞ。 

●委員 我が家では、豊島区のやっている留学生ホームビジットを、ずっと何年かやって

いて、よく家に留学生が遊びに来るのです。もちろん区内の大学に行っているのですが、

やはり住まいは豊島区内ではないことが多いです。理由は、やはり高く、生活のものをス

ーパーなどで買うにせよ近隣では安いので、なかなか留学生が住むには金銭的に難しい街

だと、今までで感じています。 

●会長 高いので、一つのアパートに 3人くらいで住むなどということもあるのでしょう

か。 

●委員 それも聞きます。やはり生活の買い物で、食料品が高いので、近隣の区にいくの

だと思います。 

●会長 買い物の利便性が十分ではないということですか。他に何かそういったことはあ

りますか。どうぞ。 

●委員 外国人に関して、豊島区内ではワンルームマンションの権利を買い取る外国籍の

方がかなり多いようです。当然、それぞれに 1室を持っているので貸します。そうすると、

やはり非常にごみの集積の問題などが、かなりあるのです。今は、中国や韓国、諸外国の

方がいます。日本語だけで表記をしてもなかなか理解してもらえないため、3カ国語ぐら

いで何か作ってもらい、ようやく少しは落ち着いてきたということです。 

 住宅相談窓口のことが、3番に書いてありますが、果たしてどうかと思うのです。実際

にそこで管理されている方にいろいろと聞いてみると、やはり会える時間がなかなかない

というのです。時間を取ることが難しいようです。ですから、窓口をつくっても、果たし

てそれが有効的なものになるかならないかというのは、私には想像できません。ただ、そ

ういった部分で、さまざまな諸外国の方々が来られるために、やはり新たな問題も発生し

てきていると、最近ではよく理解しています。 

●会長 分かりました。今の住まいに関するパンフレットは、何カ国語かで作っていらっ

しゃるのでしょうか。 

●委員 そういったものは、かなり作っているようです。 

●会長 何か、その説明はいかがですか。 

●住宅課長 住まいについては、現状では日本語だけです。 

●会長 日本語のみですか。 

●委員 マンションなどのごみの収集などは多いでしょう。 

●委員 ごみはあります。 

●会長 どうぞ。 

●環境政策課長 ごみのパンフレットについては、12 カ国語で作っています。 

●委員 12 カ国語ですか。それだけ用意していればいいでしょう。 

●会長 では、ごみ以外でも、もし可能性があればぜひご検討ください。他にはいかがで
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すか。どうぞ。 

●委員 すみません。外国人の問題については、やはり怖いなど、少し敬遠するような空

気が未だにあるように思います。ただ、もはや来ることは止められないと思うのです。ま

ちの活力を考えたとしても、特に豊島区のような地域性からすると、むしろ活かすような

方向性で施策を打ち出すほうが有効だと、私は思っています。窓口が必要かということで

すが、これは必要だと思います。それは居住を促進するというだけではありません。今、

申し上げたように、止めることができないのであれば、やはり地域のルールを理解した上

で住んでいただくためのオリエンテーションのようなものを、もう少し丁寧にやる必要が

あるかと思います。お隣の新宿区では、もう少し丁寧というのか、数年前に担当部署がで

きてやっていると伺っています。 

 豊島区では、中国人の方が相変わらず一番多いのですが、ベトナムの方が急増していて、

国保の滞納が非常に多いようなので、本年度の予算の中で特別の対策を取ると出ていまし

た。そもそも国保に入っている人たちは留学生です。その対策に、元々が資力のない留学

生の方で、ベトナムには保険制度もない中、取り立てだけを強化することにどれだけの意

味があるのかと疑問に思い、予算委員会でも申し上げました。それも大事ではありますが、

やはり最初のオリエンテーションできちんとやるということと、資力の問題などでいろい

ろと困るのであれば、どうすればいいかという視点のほうが重要ではないか思っています。

 もう一つは、留学生が多いのですが、この間報道でもあったように、就労ビザが拡大に

なりました。日本に来て学び、資格を取るなどして、そのまま就労につながるケースは、

今までは少なかったのですが、おそらく拡大の方向になるでしょう。そのまま地域に根付

き、きちんと税金も納めていただくような外国人の活力を、もう少し具体的に考えていく

必要があるかと思うのです。住宅施策だけでなく総合的にですが、そのようにかじを取る

時期ではないかと思っています。 

●会長 大事な事です。今は窓口のようなものはあるのですか。 

●住宅課長 住宅というよりは、おそらく転入されてきたときに、何かしらのパンフレッ

ト一式等をお渡ししていますが、しっかりとオリエンテーションをしているかどうかにつ

いては、また課題があると思います。 

●企画課長 企画課長です。まさにご指摘をいただいたとおりです。特に多国籍化という

ことには、今、区の中でも非常に課題意識を持っています。ベトナムの方のお話も出まし

たが、この 6年間でベトナムの方は 13 倍に増えています。今は中国の方が 1番に多いので

すが、2番目はベトナムの方だという状況です。言語についても、その分、多言語化して

います。先ほど 12 カ国語のパンフレットというお話もありましたが、確か直近で、出身国

は 120 カ国ほどあるのです。このような状況ですので、英語・中国語・ハングル以外の言

葉を使う方も増えていて、そちらの対策も必要になってくると思います。そういったこと

もあり、区としては全体の基本方針を本年度で作るということで、今、検討を進めていま
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す。住宅課とも連携を図りながら、その辺りは取り組みとしたいと思っています。 

●会長 ありがとうございました。委員。 

●委員 外国人の住まいとして、ここに東京国際大学の名前が固有名詞で入っているのは

珍しいと思いました。確か、東京国際大学も 100 カ国ぐらいからと言っていた気がします

ので、今後はさらに多言語化が進むかと思います。 

 お聞きしたいのですが、おそらくこれまでのオーナー側は、外国人になると対応しきれ

ません。そうなると、今は間に入る不動産屋の方が全てに対応されているような状況だと

思うのです。現状をお聞きしたいと思いますので、お願いします。 

●委員 大家さんはほぼ日本語しか話せませんから、やはり対応ができないために外国人

の方はお断りすることが非常に多いのです。あとは、やはり家賃や保証人の問題が一番の

ネックになります。ですから、今は保証人については、家賃保証をする会社があります。

民間では、外国人の方にその後の生活のサポートまでしているところもあるのです。そう

いったところとうまく連携が取れれば、区からパンフレットで紹介してもいいでしょう。

高齢者であれば、保証会社を紹介して助成金を出すなどしていますので、もしあれば、外

国人の方にもそういったことが必要かと思います。 

●会長 有効な情報がありました。ありがとうございます。どうぞ。 

●委員 日本でのそういった受け入れ体制は民間に任されています。一つ、留学生の問題

だと思いますが、大学はどのような受け入れ体制なのでしょうか。大学で、ある種のドミ

トリーを充実させ、また自治体としても、海外ではインターナショナルハウスなどの留学

生に対するサービス機関がありますが、そのようなものを設けて受け入れる体制をつくる

など、そういった制度を考慮する必要があるのではないかと思います。民間に任せ過ぎて

は、家主さんは言葉が分からず、結局あつれきが増えるだけだという気がします。 

●会長 それぞれの大学は、相当いろいろとやっていると思います。私の千葉大でもやっ

ていますので、機会があればご紹介したいと思います。時間がきてしまいました。皆さん、

何か発言を忘れた方があれば、1人ぐらいでお願いします。どうぞ。 

●委員 本当は最初にお聞きすればよかったのですが、資料 1で全体の見方の中に目標 1・

2・3とあり、住み手の視点・住宅からの視点・地域からの視点ということです。住宅から

の視点ではハード面で、住み手は借り手側です。意外に、空き家対策の中で一番問題にな

っているのは、貸す側である家主が、特に高齢者に関してはいろいろな問題があり、空き

家はあるけれども、今のところは貸す気がないなどということです。当然我々はずっと居

住支援といってきていますが、貸す側の視点はどこにあるのかということを聞きたいと思

います。 

●会長 どうぞ。 

●住宅課長 現状の資料 1は、よりイメージが湧きやすいよう、一例として、3つに分け

て整理しています。おっしゃるとおり、家主側への支援等も重要になると思いますが、現
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状ではおそらくそれぞれに埋もれているような形で、個別には表記してはいません。次回

からはマスタープランのたたき台を出していく段取りになっていますので、そういった視

点も分かるように作っていきたいと考えています。 

●会長 非常に大事な視点です。時間がきてしまいました。では、短くどうぞ。 

●委員 経済がグローバル化し、外国の方が続々と入ってきて、またアベノミクスでも、

羽田空港の増便や民泊新法など、さらに呼び寄せるためのいろいろな政策を取っています。

住宅施策では、ごみの問題などのさまざまなことがあり、自治体だけで全部は背負い切れ

ませんので、やはり国庫負担を求めていくことが大事なのではないかと思います。 

●会長 そういった視点も大事です。では今日の審議会は、これで終了させていただきま

す。いずれにせよ、次回は全体が出てきます。そこでさらに、全体の構成なり、書き加え

る点なり、その他について、ご指摘いただければと思います。また次回までは少し時間が

空いていますので、もしお気付きのことがあれば、このような観点があるのではないかと

いうように、ぜひ事務局のほうにお伝えいただければと思います。では、事務局にお返し

します。 

●住宅課長 最後に次回の日程を確認させていただきます。冒頭でも申し上げましたが、1

0 月 5 日金曜日に開催したいと考えていますので、予定をご確認ください。また開催通知

については、およそ 1カ月前にご案内しますので、よろしくお願いします。以上です。 

●会長 次回は 10 月 5 日です。よろしくお願いします。それでは、以上で審議会を終了し

ます。どうも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、検討事項３】ファミリー世

帯の住まいの確保、【検討事項４】良質な住宅ストックの形成、【検

討事項５】豊島区の魅力を高めるための住環境施策に関する資料が

示され、質疑及び意見があった。 

提出された資料等

・第５４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５４回住宅対策審議会座席表 

・資 料 1 新たな住宅マスタープラン策定の検討イメージ 

・資 料 2 【検討事項３】ファミリー世帯の住まいの確保 

・資 料 3 【検討事項４】良質な住宅ストックの形成 

・資 料 4 【検討事項５】豊島区の魅力を高めるための住環境施策

・参考資料 1 住宅マスタープラン策定スケジュール 

・参考資料 2 住宅マスタープランの策定フロー 

〈机上配布資料〉 

・豊島区住まいのガイド２０１８ 

・「中高層集合住宅建築物の建設に関する条例」と「狭小住戸集合住

宅税」の関係について 

そ の 他


