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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５５回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成３０年１０月５日（金）１８時００分～２０時００分迄

開 催 場 所 ８０７、８０８会議室（本庁舎８階）

出 席 者 委 員

＜学識経験者＞

小林秀樹、加藤仁美、篠原みち子、定行まり子、佐々木誠、浅原賢

一、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

＜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、都市整備部長、保健福祉部長、企

画課長、環境政策課長、福祉総務課長、都市計画課長、建築課

長、再開発担当課長、介護保険課長、高齢者福祉課長、子ども若

者課長

事務局 住宅課長、住宅課職員 6 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  １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、小林会長にごあいさつをいただき、審議会に入らせていただきま

す。会長、よろしくお願いいたします。 

●会長 皆さん、こんばんは。こんばんはという会議は久しぶりというか、初めてじゃな

いですか。これまで、皆さんにご議論いただいた内容が、マスタープラン素案（たたき

台）としてまとまりましたので、今日は全体像をご覧になりながらご議論いただきたいと

思います。 

 それでは、議事に入りたいと思いますが、その前に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 希望者の方は 1名います。 

●会長 では、よろしくお願いします。 

 それでは、議事に入ります。議事の 1番目は、豊島区住宅マスタープラン素案（たたき

台）についてです。それでは、事務局から説明をお願いします。 

●住宅課長 それでは、説明をさせていただきます。まず、資料の確認をいたします。委

員の皆さまに事前に送付したのは、委員名簿、座席表、資料 1「豊島区住宅マスタープラ

ン素案（たたき台）」。参考資料としまして、参考 1「新たな住宅マスタープラン素案

（たたき台）概要」、参考 2「住宅マスタープラン策定スケジュール」です。 

 また、直前になって申し訳ありませんが、本日、机上に資料を配布しています。資料 1

「住宅施策の変遷」、資料 2「タイプ別住宅施策」、資料 3「新旧住宅マスタープランの

指標項目の比較」。そして、第 55 回住宅対策審議会ご意見シートと次回の開催通知で

す。皆さん、資料はおそろいですか。 

 なお、本日の予定は、20 時を目途にご審議いただく予定です。また、会場が変わった

ため、本日は固定式マイクではありません。ご発言の際は係員がマイクをお渡しいたしま

すので、ご発言の際は挙手をお願いいたします。 

 それでは、資料 1「豊島区住宅マスタープラン素案（たたき台）」をご用意ください。

素案（たたき台）は、これまでの審議会での審議を踏まえ、事務局の責任においてまとめ

たものです。本日は、このたたき台を基にご議論していただきたいと思います。なお、こ

のプランは多少粗いつくりで、プランとして固めたものではありませんので、ご承知願い

たいと思います。本日の議論を踏まえ、11 月 2 日予定の次回審議会において素案として

再度ご議論いただき、その後はパブリックコメント等を行う流れをご認識いただければと

思います。 

 それでは、たたき台の中身の説明をいたします。まず、1枚めくり、目次をご覧くださ

い。第 1章から第 6章で構成しています。第 1章は計画の基本的な性格をうたったもので

す。第 2章は豊島区の住生活の現状をまとめたものです。第 3章は計画の基本方針で、新
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たな計画の視点、基本理念、基本目標などを記述しています。第 4 章は住宅施策の方向

で、目標を実現する手段を具体的に記述しています。第 5章は住宅関連施策の推進につい

て記述しています。第 6 章は計画の実現に向けてということで、位置付けています。 

 今回の住宅マスタープランは、豊島区が平成 25 年に住宅基本条例をつくり、以降 4回

にわたりプランを策定、住宅施策を進めてきましたが、必ずしも過去の延長線上にない視

点に立ったプランであるとの認識です。ですから、前回のプランとは基本的なスタンスや

体系・内容とも髄所に変化を加えています。 

 第 1 章の目次をご覧ください。その前に、本日配布した机上配布資料の豊島区の施策の

年表、さらに第 4 章は後ほど説明いたしますが、住宅施策の方向性を体系的に記述する部

分の最後に、再整理と申しますか、少しでも身近に感じてもらう試みとして、机上配布資

料 2タイプ別プランをまとめました。後ほどご確認いただきたいと思います。 

 それでは、具体的な中身に入っていきます。ご確認いただきまして、第 1章をご覧くだ

さい。内容が長いので、少し駆け足になると思いますが説明いたします。第 1章の 2ペー

ジは計画策定の背景等についてです。①豊島区の住宅施策等です。こちらの囲み書きは、

全国に先駆けて取り組んできた豊島区の住宅施策 4つを強調し、冒頭にまとめました。②

社会情勢等、③国の動向、④東京都の動向がつながるよう記述しています。3ページ最後

の（2）策定の目的は、住宅施策のビジョンと今後取り組むべき住宅施策を、総合的かつ

体系的に示すため記述しています。 

 4 ページ、計画の位置付けです。下の図をご覧ください。住宅マスタープランの上に豊

島区基本構想と基本計画、さらに都市整備分野の総合的な指針である都市づくりビジョン

があります。右側をご覧ください。関連分野の計画として、地域保健福祉計画、環境基本

計画、地域防災計画など、横と連携する必要があるものです。さらに下は、国と東京都の

計画で、当然ながら法制度との整合性を図るという位置付けです。 

 6 ページは計画の期間です。新たなプランは、2019 年から 2028 年までの 10 カ年を対象

とする位置付けです。駆け足で申し訳ありません。 

 続きまして第 2 章に移りたいと思います。7ページをご覧ください。第 2章は、今年 3

月に策定した住宅白書や昨年度実施した区民意識調査、これまでの審議会でご審議いただ

いた資料等を中心に、改めて整理し直したものです。従いまして、内容につきましては直

接触れず、主に項目だけを読み上げる形で説明いたします。 

 8 ページは人口と世帯の状況についてです。人口と世帯の推移、転出入の状況、定住の

状況等を 13 ページまでまとめています。14 ページは住まいをめぐる状況です。子育て世

帯、単身高齢者、高齢者世帯、外国人住民の状況等を 24 ページまでまとめています。 

 25 ページは住宅ストックの状況です。こちらには住宅ストックと分譲マンションの適

正管理等を、30 ページまでまとめています。31 ページは地域における住環境の状況で

す。安全・安心なまちづくり、住宅市場、住まいの記録という視点で 34 ページまでまと
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めています。以上が第 2 章のデータです。 

 続きまして、第 3章です。35 ページをお開きください。これまでが現状認識で、ここ

からが新たなプランの具体的な内容となります。計画の基本方針についてです。 

 36 ページは新たな計画の視点です。これまでの審議会のご議論等を踏まえ、4つの視点

を設定しました。視点 1 ライフステージ・ライフスタイルに応じた住宅施策の展開、視点

2居住の場としての魅力の向上・発信、視点 3住宅施策と福祉施策の連携による安心居住

の推進、視点 4公民の連携と役割分担という形で整理しています。 

 特に視点 3住宅施策と福祉施策の連携による安心居住の推進につきましては、高齢者等

が住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けるため、これまで以上に福祉分野と連携して

いくことが重要になってくるという内容です。 

 38 ページは計画の目標で、基本理念を掲げています。「安全・安心に自分らしく暮ら

せる魅力あるまち・としま」という大きな目標を掲げています。 

基本目標の下の囲み書きです。新たな住宅マスタープランでは、ライフステージ・ライ

フスタイルに応じて、区民一人一人が住まいの選択が適切にできることを住宅政策の基本

とします。住み慣れた地域で長く住み続けていくためには、誰もが安心して暮らせる住環

境と、家族構成の変化や高齢化などのライフステージに応じて、適切な住まいを選択でき

るような環境整備が必要です。豊島区内の住宅ストックの多様性が広がり、区民一人一人

が適切な住宅を選択し、入居しやすい環境の構築を目指します。交通利便性や生活利便性

の高い豊島区において、住まいの選択の多様性を確保することは、多くの人が集住する高

密度都市の持つ魅力の一つになります。自分で選択した住まいで、地域に愛着を感じるよ

うになった区民は、将来、地域の担い手となる可能性を秘めています。このような区民が

増えれば、安心して暮らせる住環境が形成され、都市の魅力の向上につながります。 

 住宅施策の観点では定住促進という部分は最重要課題ですが、豊島区の地域特性と申し

ますか、年間 3万人の住民が入れ替わるという新陳代謝がある中で、住宅施策としては住

宅ストックという箱のバリエーションの充実を図ることができます。居住支援から生活支

援まで切れ目のない支援を、官民が連携して提供していくことで、仮に住み替えが必要に

なった場合でも、地域の中で安心して暮らし続けられる仕組みの構築を、住宅施策として

区が積極的に関与していく姿勢を前面に出すという思いを込めました。 

 39 ページ以降をご覧ください。基本理念を受け、審議会での議論を踏まえ、住宅施策

の基本目標を 3つのテーマで設定しています。目標 1住み慣れたまちで暮らし続けられる

住まいづくり、目標 2良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成、目標 3安心・安全

で、魅力ある住環境の創出です。これらの目標に基づき、次の 4章で手段の体系化を図り

ます。 

 なお、3章には、基本目標に加え成果指標を記載しています。後ほど、個別にご審議い

ただく予定ですので、ここでは説明を省略いたします。 
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 第 4 章では住宅施策の方向について具体的に記述しています。44 ページ・45 ページを

お開きください。こちらは、目標に対する手段の体系化を図ったものです。基本目標の下

に取組方針と住宅施策があります。一つずつ説明するのは時間の関係もありますから、項

目のみを紹介いたします。なお、参考資料 1の A3 版にも全体像を示していますので、そ

ちらもご参照ください。 

 引き続き、44 ページ・45 ページを中心に説明いたします。目標 1 は 3つの取組方針を

掲げています。1 子育て世帯の安心居住の推進で、子育て向けの良質な住宅の供給誘導、

子育ち・子育てしやすい環境の整備、多世代居住の推進、子育て世帯の居住支援という内

容です。2高齢社会に対応した居住の安定確保で、自立した生活を支える多様な住宅の供

給、民間住宅における高齢者の円滑入居の促進、ひとり暮らし高齢者等の住生活支援、多

様な住まい方の普及・促進という内容です。3住宅セーフティーネット機能の充実による

居住の安定で、民間住宅を活用した住宅の供給、福祉施策との連携強化、居住支援協議会

の機能強化、住宅セーフティーネットとしての区営住宅の機能強化、多文化共生による住

まいづくりという内容です。 

基本目標 2は、4 つの取組方針を掲げています。1良質な民間住宅の形成誘導で、良質

な民間ストックの供給促進、既存ストックの質の向上という内容です。2 適正な維持管理

による住宅の質の持続で、分譲マンションの適正な維持管理、分譲マンションの再生支

援、区営住宅の長寿命化と維持管理という内容です。3住宅市場の活性化で、既存住宅に

関する情報提供と市場の活性化、市場の活性化による民間住宅の活用促進という内容で

す。4空き家ストックの総合対策で、空き家の利活用の推進、空き家の適正管理の推進、

空き家の情報提供・相談体制の充実という内容です。 

基本目標 3は 2つの取組方針を掲げています。1 安全・安心な住宅・住環境の形成で、

災害に強い住まいづくりの推進、安全・安心な住宅市街地の整備、地域における安全・安

心の取り組みの推進という内容です。2魅力ある住宅・住環境の形成で、魅力的な住環境

の整備・保全、人と環境にやさしい住宅の普及・促進という内容です。 

 76 ページまで飛んでいただき、第 5章住宅関連施策の推進です。77 ページは公共住宅

等の供給目標です。公共住宅につきましては、今後 10 年間、効果的な管理運営、長寿命

化などを含めた総合的な取り組みを行うことで、管理戸数を維持していく方針を記載して

います。さらに、公営住宅などを直接供給する住宅施策から、既存ストックである民間住

宅の空き室等を活用していくという、住宅を間接供給する方針について記載しています。

 78 ページは都営住宅の移管です。79 ページ上段に、区内の都営住宅のうち池袋本町 3

丁目アパート 1団地 55 戸が移管の対象と記載しています。協議が整い次第、移管を進め

ていくことになります。80 ページは住宅供給数の見込みです。82 ページをご覧くださ

い。住宅市街地の整備方針です。豊島区都市づくりビジョンにおける都市づくり方針を踏

まえ、住環境の整備を図るものです。具体的な住宅市街地ゾーンについては、83 ページ
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の図のとおりです。84 ページは住宅市街地重点地区です。これは東京都住宅マスタープ

ランで位置付けられたもので、重点供給地域が指定されていますが、その中でも特に安全

で快適な住環境の創出、維持・向上、住宅の建て替え、供給等に関する制度・事業の実施

または実施見込みが高い地区について、特定促進地区として指定しています。豊島区では

7地区が指定されています。 

 86 ページからは、第 6章計画の実現に向けてです。区民・事業者との協働は、幅広い

連携に基づく施策の推進、相談・情報提供の充実、財源の確保、国・東京都への提言、住

宅マスタープランの進行管理を記述しています。その中で、住宅マスタープランの進行・

管理については、少し踏み込んで記述しています。内容をご確認ください。取り組みの方

向を基に、ここからの達成状況を把握するため、進捗管理シートなどによる新たな仕組み

を構築し、計画期間中に審議会で客観的な評価を行います。 

 以上が住宅マスタープラン素案（たたき台）の説明でした。今後、審議の過程で、必要

に応じて内容を改めますが、今回は粗削りな部分もあったと思います。審議のほどよろし

くお願いいたします。 

●会長 ありがとうございました。それでは、質疑に移りたいと思います。まず、目次を

ご覧いただき、全体の構成についてご意見を頂き、その後にそれぞれの章についてご意見

頂くよう進めたいと思います。 

 まず、全体の構成についてご意見のある方はいらっしゃいますか。私から 1つありま

す。これまで、重点施策のようなものを最後に掲げていたと思います。今回、それは特に

掲げないのですか、教えてください。 

●住宅課長 事務局からコメントいたします。会長がおっしゃるように、これまで後半に

掲げていたものを、今のプランでは第 6章に位置付け、重点施策として掲載する流れで

す。今回、素案（たたき台）では、皆さんのご意見等を固めたいと思い、仮にですが、第

4章の基本目標の、例えば目標 1の 57 ページ終わりに仮計画事業のスペースを設けまし

た。ここに重点的に取り組む事業名等を記載し、進行管理で新たな取り組みとしました。

毎年の審議会等で評価等を行いながら実施していくのはどうか、ということです。ここに

ついてもご意見頂きたいと思います。 

●会長 第 4章の基本目標にそれぞれの重点施策を示し、さらにそれを進行管理するとい

う考えです。それは 1つの考えです。他に、全体の構成でご意見のある方はいらっしゃい

ますか。 

●委員 はい。 

●会長 それでは委員。 

●委員 構成というより、入力ミスかもしれません。基本目標の 3 です。第 3章の 41 ペ

ージの基本目標 3 は安心・安全となっています。第 4章の基本目標も安心・安全となって

いますが、総じて安全・安心ではないかと思います。私たちも発言をするときに、安心と



 - ８ -

安全はどちらが先かということがありますが、ここは直したほうがいいと思います。 

●住宅課長 大変申し訳ありません。バタバタとまとめたので、その辺は次のときまでに

しっかりチェックし直します。ご指摘、ありがとうございました。 

●委員 内容ではなく、すみません。 

●会長 それでは委員。 

●委員 内容については、非常に頑張っていると思います。しかし、第 1 章は計画の基本

的な性格とあり、第 3章に計画の基本方針というように、基本・基本があって何が基本か

よく分からないです。第 1章に第 3章を持ってきたほうがいい気がします。言葉の使い方

を変えたほうがいいかもしれませんが、構成ということで、皆さんからのご意見を伺って

からと思いました。 

●会長 言葉遣いの問題についてはいかがですか。 

●住宅課長 分かりました。おそらく、内容を見ていただくと分かると思いますが、目次

を見たときにそういった誤解が生じない表現を考えたいと思います。 

●会長 どうぞ。マイクを渡してください。 

●委員 遅れまして、すみません。全体の構成的には、特に最後のチェックポイントのシ

ートが入っているところはユニークな感じがしました。この中の用語では、理念という言

葉があり、ビジョンという言葉があり、そして目標があり、方針がありというように言葉

が 2回ほど重なっています。おそらく、それぞれの役割はあると思いますので、それをし

っかり使い分けたほうが分かりやすくなると思います。 

●会長 言葉について整理してください。 

●住宅課長 ご指摘ありがとうございます。分かりやすい形で整理したいと思います。 

●委員 もう 1ついいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 この中でも特にビジョンという言葉を使っています。ビジョンというのは大事だ

と思いますが、理念は精神的なことです。この流れを読むと、理念からいきなり具体的な

施策に入っていますが、中間にいろいろな段階があります。理念があり、ビジョンがあ

り、戦略があり、方針があり、戦術があるという展開の中で施策が出てくると思います。

その辺の流れの整理をお願いします。 

●住宅課長 事務局です。ご指摘ありがとうございます。44 ページ・45 ページは施策の

体系についてまとめていますので、改めてご説明いたします。まず、今回の基本ビジョン

を掲げるにあたり、押さえなければならない視点として、これまでの審議会での議論等を

踏まえ 4つまとめました。それを受けて基本理念を大きく掲げます。 

 そして、個別の住宅施策につなげていくため、基本目標という形で先ほど説明した 3つ

の目標を掲げ、その下に取組方針を示し、住宅施策という手段につなげていくという整理

をしました。後ほどまた貴重なご意見を頂きたいと思います。 
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●委員 いいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 すいません。住宅マスタープランに入れていいかどうか、よく分かりませんが、

最近の気象状況を見ていると、台風が来て地震が発生するなど、自然災害が非常に多くな

ってきました。地方では土砂崩れなどで家が潰れてしまうことがあります。豊島区には山

はありませんが、逆に言うと、公園の下や崖など、崖崩れが起きそうな警戒しなければな

らない地域はたくさんあります。これは土木の関係になるかもしれませんが、今、私が委

員にお伺いするのは、住宅の中にそういった対策のようなものを書き込むことはどうかと

いうことです。 

 全体の流れではありませんし、確かに耐震などいろいろなことについては触れています

が、最近の気象状況を見たとき、厳しく耐えられない状況もあると思います。マスタープ

ランに入れていいのか、あくまでも土木の問題だから土木で処理すればいいという話にな

るかもしれませんが、気になったので伺いました。 

●会長 おそらく、住宅政策に入ってくるのは建物の耐震性ですが、最近は建物が建つ地

盤の問題も大きいです。液状化や造成地の崩れなどもあるので、その辺りは住宅政策に入

ってもいいのではないでしょうか。 

●委員 今の件についてです。今、区では危機管理課などがハザードマップを作っていま

す。今の気象状況の中で土砂崩れの危険性のあるところを記したハザードマップを作り、

それぞれの町会等に配布して、気を付けてくださいと呼びかけています。それを住宅の中

に入れるかどうかは分かりませんが、区ではそういう処置をしています。 

●会長 ありがとうございました。それでは、それぞれの章に入ってもよろしいですか。

 最初に第 1章と第 2章を合わせ、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。 

●委員 はい。

●会長 どうぞ。

●委員 第 1章の 6ページ・計画の構成で、先ほどの構成の議論と重なるところがありま

す。拝見すると、目次はそのまま書いているだけですが、ここをしっかり記述すると、先

ほどのいろいろなご意見やご質問のあった内容が分かりやすく表現できると思います。例

えば 44 ページ・45 ページは章のことが書いていませんが、これは何章のどこと簡略化し

た形で、6ページの計画の構成に載せると分かりやすくなります。また、章立てのネーミ

ングと上の説明に重なりやずれがあるので、整理すると読者にはより分かりやすくなると

思いました。

●会長 どうですか。

●住宅課長 ご指摘ありがとうございました。より分かりやすい整理の仕方を今後も続け

たいと思います。

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。
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●委員 2 ページから 3 ページの社会情勢等に、豊島区の取り組みを書いています。これ

は 10 年の計画ですから、今、豊島区長が高齢者にやさしいうんぬんということを始めて

いると思うので、そういう文言をこの中に入れる必要はありませんか。10年となると、

ある程度触れておいたほうがいいと思いました。以上です。 

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 区の中でも、これから対策プロジェクトを立ち上げていますので、何かしら

そういった文言を入れる形で調整いたします。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 第 1章 3 ページの策定の目的のところに、住宅マスタープランでは住宅政策のビ

ジョンと今後取り組むべき住宅施策を総合的かつ体系的に示すとあり、これは非常に的確

な表現だと思います。ただ、惜しいのは、ビジョンと言われたときにビジョンが見えてき

ません。文章体系だけなので、もう少しビジュアルな形で見せていただけるといいと思い

ます。というのは、全体を拝見したとき、この地域をどのような住宅地域にするのかとい

うイメージが伝わりにくい。それは多様なところがあり伝わりにくいのは仕方がないです

が、もう少しビジュアルに伝えられるといいということがあります。 

 それから、5ページの下から 2つ目のポツに、「建物」というハードと「サービス」と

いうソフトを一体的に捉え、適切かつ有効なサービス提供に取り組んでいきます、とあり

ます。これも非常に的確な表現だと思いますが、ハードとソフトと表現された割には、ハ

ードについての言及が少ないのではないですか。おそらく、建物の耐久性の問題に加え、

建物の自由度の問題があると思います。空間が自由に使えるようなハードの組み方など

も、空間活用を高めるということもあるかと思います。何かハードについてもう少し盛り

込んでほしい、という感じがします。以上です。 

●会長 何かありますか。よろしいですか。それは後半の具体的な審議で取り上げます。

他にいかがでしょうか。 

●委員 いいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 2 ページの第 1 章の背景等に社会情勢等があります。これは分量にもよると思い

ますが、近年のトピックスとして、例えば民泊の法律ができた、外国人がとても増えてい

る、空き家が増えている、あるいは、民間セクターの役割が増大しているなど、重要なポ

イントが続出している気がするので、そこに触れることが住宅マスタープランを位置付け

る意味では重要です。いかがでしょうか。 

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 最近のキーワードと言いますか、そういったことも盛り込む形で再整理いた

します。 

●会長 机上配布資料 1 は、第 1章に入れるという想定ですか。 
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●住宅課長 今日配布した配布資料 1は、あくまでも粗いポンチ絵的なもので、これまで

豊島区が取り組んできた住宅施策を年表的にまとめ、できれば第 1 章に入る前に掲載して

計画の中身に入ることを考えています。 

●会長 これがあると非常に分かりやすくなり、大変いいのではないですか。他に、1

章・2章についていかがでしょうか。2章には意見がないようです。2章はデータですの

で問題はないですか。 

 それでは、次の第 3章はいかがですか。ここには住宅政策の基本方針がまとまっていま

す。これ対して疑問点などありますでしょうか。 

●委員 それではよろしいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 基本方針ということで、先ほどの説明の中で、住み続けられることが基本という

話があったと同時に、新陳代謝という言葉を使われていました。住み替えも一方であるこ

とは基本的な視点なのか、目標かは分かりません。重要なポイントかと思いますけれど

も、説明の中にその文言がどこだったか見つかりませんが、これはどちらかではなく両方

のバランスだと思います。他を見ると住み続けられることは書いていますが、実際はいろ

いろな選択肢があり、住み続けることと住み替えることの両方がバランス良くあるほうが

いいと考えます。いかがでしょうか。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 事務局でございます。38 ページの基本理念の中での説明だと思います。お

そらく、一般的な区市町村の住宅マスタープランは、住み続けられることを理念として掲

げます。豊島区もそれが最重要な位置付けに変わりありませんが、住宅課が関与する施策

については、近年どうしても住み替えざるを得ない状況があり、その住宅を確保すること

も区が関与する大きな部分になります。 

 その辺りを住宅ストックや箱のバリエーション、いろいろな居住支援のためのサポート

を充実することで、地域の中で、仮に転居を余儀なくされるときも支えていこうというこ

とです。直接書いていませんが、それが自分らしく暮らせるという、転居を余儀なくされ

ても住めるという思いがかかっています。歯切れが悪くて申し訳ありません。そのような

思いで書いています。 

●委員 そこは意見が分かれる気がします。定住する大前提は分からなくもないですが、

今の説明を聞いていると住み替えざるを得ないという言い方で、とても後ろ向きに捉えて

いると感じました。例えば、エリア内に循環する地域循環居住と言いますが、それも一つ

の価値としての住み方かと思います。転居では、例えばマンション建て替えの際に引っ越

すことは、ある意味でいい選択だと思います。住み替えが悪者という前提は少し違う気が

します。その辺は議論の余地があると思います。 

●会長 おそらく、住み続けられるという打ち出し方と、世代交代をしつつ持続可能なと
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いう言い方があると思います。それは、ある程度住み替えるため循環につながります。今

の 2つの言葉をうまく整理してください。住み続けることで循環しつつ、持続可能である

ということです。 

●住宅課長 ありがとうございます。これは基本理念のあくまでもたたき台のため今回省

略しましたが、その主旨を整理し分かりやすく伝えたいと思います。ありがとうございま

した。 

●会長 どうぞ。 

●委員 第 3章基本方針の新たな計画の視点は、今までの審議会で出たいろいろな意見を

反映させたことは分かります。しかし、新たな視点が 4点も掲げられている以上、新たな

視点に伴った基本目標や成果指標があると思いきや、変わっていません。せっかく新たな

視点 4点ということで、大々的に今回のマスタープランはやるということであれば、基本

目標などの部分もこのように変えたという文言があってしかるべきと思いました。しか

し、変わっていません。それでは何が新しい視点かと思います。教えてください。 

●会長 どうでしょうか。 

●住宅課長 委員、ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。具体的な視

点の中身は、今まで頂いたさまざまなご意見をできるだけ集約し、次の新しいプランにつ

なげるよう組み立てています。 

 基本目標の言葉に、新たな視点がないというご意見だと思います。計画をつくる側から

言いますと、施策の中には主旨はありますが表に出ていないので、そのような感想を持た

れたと思います。貴重なご意見だと思いますので、事務局としてももう少し表に出るよう

表現等を工夫したいと考えます。 

●委員 よろしいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 40 ページに、住宅面積が 50m2以上の住宅ストックの割合が出ていますが、最近

は 50m2に限る意味がずれていると感じます。以前は、ちょうど 2 部屋から 3部屋になる

ところが 50m2でしたが、今は実質 60m2から 70m2ぐらいがあたると思います。ということ

は、一人当たりの居住面積が増えているということです。そういうことが自分らしく暮ら

せるなど、間取りによる部分もあるといいと思います。ご検討いただきたいと思います。

●住宅課長 ありがとうございます。 

●会長 全体に成果指標が古めかしいので、一度撤回していただきたいと思います。後半

で説明されたように、39 ページ後半で住宅セーフティーネット機能について、公営住宅

から空き家活用のセーフティーネットを合わせたものを指標とすると言っているのだか

ら、そういうものを成果指標として出すと、豊島区ではこういうことを大切にしている、

民間を合わせてセーフティーネットを考えていると、新しく伝わるのでそのように考えて

いただけませんか。 
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●住宅課長 分かりました。議事 2でさまざまなご意見を頂こうと思ったのですが、今日

はそういうことですので、改めて整理をいたします。 

●会長 2 のたたき台としてはとてもいいと思います。他にいかがでしょうか。どうぞ。

●委員 40 ページです。先ほどの委員と同じ質問です。長期修繕計画を策定しているマ

ンションの割合と書くと、計画があればいいかということですが、委員がご専門ですけれ

ども、中身が問題です。修繕計画の期間が何年、修繕積立金の増額方法はどうなっている

か、最初のマンション分譲を買いやすいようにするため低額で修繕積立金を設定するなど

していますが、これは一番大きな問題です。単に計画を作成しているだけではなく、中身

をもう少し精査したものがあったほうがいいと思いました。 

●会長 その辺りはこの後に詰めたいと思います。同じように、成果指標を出すのなら、

管理条例に基づく登録件数などのほうが豊島区らしいのではないですか。今は 60％ぐら

いですか。 

●住宅課長 70％弱です。 

●会長 1 つの考え方ですが、それを 90%にするなどにしたほうがいいのではないです

か。 

●住宅課長 後ほどご意見を頂きたいと思います。 

●会長 第 3章はいかがでしょうか。成果指標についてはこれからいろいろ再考されると

思いますが、題目の目標の立て方についてご意見のある方はいらっしゃいますか。 

 それでは、次に進みます。もし気付いたことがあれば、どうぞ言ってください。それで

は第 4章はいかがでしょうか。第 4章から具体的な内容が出てきます。 

●委員 はい。 

●会長 どうぞ。 

●委員 61 ページの分譲マンションの再生支援のところです。ここは、共用部分の修繕

の支援、耐震化の支援、建替支援の 3つに分かれています。いわゆる修繕自体を再生と捉

えていいかというと、そうではなく、積極的な改修など長持ちさせることが必要になって

きます。それが、この書き方では見えないように思います。ここは、例えば 1と 2を合わ

せてマンションの長寿命化や長持ちさせるという言葉を使います。もう 1 つは、建替支援

という形にして整理をしてはいかがかと思います。 

 それから、（1）①と②の他に、もう 1 つ入れてはいかがですか。例えば、長寿命化に

向けてのアドバイスや支援・方法はどのようにするかなどがしっかり書いてあることをう

たったほうがいいと思いました。 

●会長 今の整理の仕方のほうが伝わりやすいです。 

●住宅課長 大変貴重なご意見ありがとうございます。そのように整理をいたします。 

●会長 他にいかがでしょうか。第 4章についてです。 

●委員 はい。 
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●会長 どうぞ。 

●委員 56 ページです。多言語による掲示物等の作成です。最近は、外国人が居住する

ことが多くなっているので、多言語は必要です。それを組合が要望することで、補助金や

助成など区・行政が支援するようになると非常に助かります。啓発に務めるということで

はなく、作成に助成をする形で一歩進めていただくと助かります。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございます。予算要望等もございますので、庁内で

議論をいたします。 

●会長 他にいかがでしょうか。 

●委員 49 ページ上の（3）②です。日常生活に援助が必要になった場合、すぐに共同生

活を送る、とあります。本来は、ここで地域包括ケアシステムが機能しなければならない

と思います。そして、共同生活を送ることのできる、の後にグループホーム等がいきなり

きます。共同生活ができるグループホームは何かというと、今は認知症と障がい者のグル

ープホームです。それをここにいきなり持ってくるのはどうでしょうか。むしろ、「等」

は何かをお聞きしたいと思います。 

 ですから、日常生活で援助が必要になった人は、地域包括ケアシステムで何らかの住宅

の改良などバリアを取る方法が 1つあるということ。もちろん、特養や今言ったグループ

ホームもありますが、共同生活を送る高齢者のケアホームもあると思うので、そのような

ことを入れるといいです。いきなりそちらに移動する、そういうところで生活するとい

う、隔離的なことはどうかと思いました。地域保健福祉計画をしている観点から言いまし

たが、行政にも意見があると思うので聞いてみたいと思います。 

●会長 いかがでしょうか。 

●事務局 貴重なご意見です。高齢者に関して、①では住宅改修があり、②はグループホ

ームとなり、確かに委員がおっしゃるように、間に環境整備という観点を入れることにな

ると思います。その辺りはまた検討させていただきたいと思います。 

●委員 いいですか。それから、51 ページ（3）住み慣れた地域に住み続けるための環境

整備のところに、先ほども議論になりましたが、バリアフリー化された良質な住宅への借

り換えとあります。いつもすぐにそこに来ますが、そこにいく前にもう少し何かあるので

はないかといつも感じます。先ほどの議論の延長線上に、これも 1 つあると思います。ま

とめて何かしていただきたいです。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 今、ご指摘になった（3）①は、区で行っている安心住まい提供という、民

間アパートを借り上げて提供するものです。実際に運用の中でバリアフリー化されていな

い空き室が多いということで、そういったものを借り上げています。契約期間の終了時、

バリアフリー化されている住宅に借り換えて、高齢者に良質なやさしい住宅を借り上げ提
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供するという主旨です。先ほどのお話は違うところで、十分反映させたいという認識で

す。 

●会長 前段のご意見に補則します。先ほど、グループホーム等がいきなり出てくるとい

う話がありました。これまでグループリビングや高齢者の制度に入る前の段階で、共同居

住についての紹介がありました。しかも、空き家の業務の対象になりますので、そこにも

触れてはいかがでしょうか。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございます。そういった部分も踏まえ、再整理をし

たいと考えます。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 61 ページの上から 2行目です。管理組合活動の停滞を防ぐため、マンション管

理組合の役員を確保するとありますが、それを確保できればノーベル賞ものです。中から

確保するのは、おそらく高齢化しているから難しいです。現在行われているのは、外部か

ら役員を確保する方法が制度的にできつつあります。第三者管理というものです。そうい

った具体的な制度を支援していく中身を、もう少し書いていただきたい。役員を確保する

難しさは、誰になっても言われます。具体的にどのように確保するか、一歩進めて書いて

いただくと先進的な豊島区になると思います。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 一歩進んだ記述の工夫に努めます。 

●会長 他にいかがでしょうか。先ほど、委員から話があった災害関係はいかがですか。

68 ページに災害に強い住環境の形成があります。この中に、耐震性以外のことを増やす

ことは可能ですか。 

●住宅課長 はい。具体的に 68 ページの 1－1（1）は、いろいろ書く部分と認識してい

ます。ブロック塀なども書いていますので、こういった議論があったということで、所管

とも調整したいと思います。 

●会長 分かりました。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 51 ページの住宅セーフティーネット機能についてです。これをここにどのよう

に書くかと思っていました。国のいわゆる住宅の登録制度を促進しますと書いています

が、ご存じのように東京都内はなかなか難しい現状があります。区が何かしらモデル的な

ことをしない限りは、なかなか進まない気もします。この書き方は、私にとっては消極的

という感想を持っています。 

 次ページにいくと、区独自のセーフティーネットの在り方も検討していくとあります。

それについては、今後、具体的に施策として出てくると思いますが、もう少し書き方があ

ると思いました。 

●会長 確かにそうです。いかがでしょうか。 

●住宅課長 委員がおっしゃったのは、51 ページ 3－1（1）だと思います。もう 1つ
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（2）の③があります。なにぶんにも予算要望をする立場ですので、この段階では検討し

ますとしか書けません。今年度からセーフティーネット制度が始まり、東京都の予算執行

は 2億のうちのゼロという話です。実際に、豊島区内の不動産店や宅建協会にもお話をい

ろいろ伺うと、若干、前向きな方もいらっしゃいます。また、区が予算化を後押しするこ

とで促進するのではないか、という声も頂いています。 

 まさにそういったモデル的というか、区が積極的に関与することで制度を回していくこ

とも可能と思います。検討しますと書いていますが、今はここまでしか書けない状況で、

どちらかというと前に進めていきたいところで、ご理解いただきたいと思います。 

●委員 今の件についてです。住宅の確保要配慮者用住宅の登録の促進をしていくにあた

っては、やはり地域の方の理解が必要になります。その辺りも、区は積極的に理解に努め

ていただきたいです。貸すのは簡単ですが、周りと上手くやっていくのは非常に難しいで

すから、その辺りで不動産業者は足踏みしてしまうことになると思います。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 今、制度の創設という部分で前のめりになっていますが、そういった不動産

を取り巻く環境という部分にも十分に配慮して、制度を組み立てていきたいと思います。

●会長 先ほどのご意見で聞きたいことがあります。セーフティーネット住宅の家賃補助

については触れないと理解してもいいですか。 

●住宅課長 51 ページ 3-1（2）③に、家賃低廉化および改修費補助についてとあり、両

方を進めていきたいということです。 

●会長 これは日本語の問題です。最後の改修費補助に低廉化がかかっているように見え

てしまいます。改修補助が出ているので、家賃補助という言葉も入れてはどうですか。 

●住宅課長 文言をもう少し整理したいと思います。 

●委員 家賃助成は（4）②に書いています。 

●会長 （4）の②ですか。 

●委員 ②公営住宅への入居や家賃助成などとあります。 

●会長 あちこちで触れているようです。検討の対象が明確になるような書き方にしてく

ださい。 

 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 安心・安全については力を入れて書かれているように見えますが、防災に比較的

力点が置かれています。実際は、今後の問題は治安がキーになる気がします。13 ページ

のアンケートのデータを見ると、治安の良さが 3 番目に挙げられ、それで住みたいという

人たちもいるわけです。世界的なレベルで考えても、治安はかなり重要で、マスタープラ

ンのポイントになる感じがします。その辺について、もう少し言及していただけるといい

と思います。 

 それから、ばらばらですけれども、住宅等の建替支援について、70 ページに具体的支
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援をうたっています。建て替えなら何でも支援するのか、という感じがします。どのよう

な方向の建て替えを誘導していくのか、ということが定かでない気がします。建て替えに

ついてのビジョンは、結果的には都心居住の在り方のビジョンにもう少し触れられるとい

い感じがしました。 

●会長 治安については、70 ページの中段（1）防災性の高い住宅と同じですか、それと

も違うご意見ですか。 

●委員：いいえ。ここで触れているのはいいと思いますが、もう少し治安に力点を置いて

ほしい。それが売り物になるのではないかと思いました。 

●住宅課長 もう少し表現を精査します。もう 1 つは、住宅等の建替支援の対象という話

だったと思います。そこは、庁内でも高い調整が必要な部分ですので、書きぶりも調整さ

せていただきたいと思います。 

●会長 他にいかがでしょうか。 

●委員 今、お話がありました安全・安心は、足りないものに穴を埋めるというニュアン

スがあり、一方、後半の魅力ある住環境の創出はプラスのものを掘り起こしさらに伸ばす

という視点で、少しスタンスが違うものを無理矢理一緒にしているように感じます。先ほ

どセーフティーネットの話もありましたが、例えば居住の選択肢があり、魅力的なところ

にライフステージが変わるなど、そういう変化によりさらに前向きに住み替える、先ほど

の住み替えの話につながりますが、それは便利な豊島区では可能であるというように、魅

力の部分を基本目標と切り離して強調してもいいのではないかと思います。 

 最近、報道で、豊島区が秩父市との二地域居住のようなものを提携した、連携したとい

うニュースを見ました。セーフティーネットの選択肢として、豊島区ではないが連携して

いる秩父市に転居することも前向きで非常にいい選択肢だと思います。豊島区から出るの

は良くないという考えもあると思いますが、私の意見としては、魅力ある住環境の創出を

少し分けて強調してはいかがかということです。いかがでしょうか。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 おっしゃるとおりで、基本目標はいろいろな施策の数とのバランス等もあ

り、たたき台としてはこのように表現しています。基本目標を増やすことは、施策の数と

してなかなか難しいという現状の中、おっしゃる主旨はもっともだと思います。表現を何

かしら工夫することで、そこがはっきり分かるよう整理したいと思います。 

 また、二地域居住の話が出ましたので紹介いたします。50 ページの施策の方向性にコ

メントを書いています。2-4多様な住まい方の普及・促進の中の位置付けに、②として

ライフスタイルの選択肢の拡大を図るということで、それについて書いています。佐々木

委員のおっしゃる主旨とは若干違うかもしれませんが、このように整理しています。 

●会長 基本目標の言葉が、少し偏ったイメージを与えてしまうように見えました。36

ページ・37 ページでは視点があり、そこは丁寧に書かれています。次の基本目標にいく
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と住み続ける、あるいは住宅ストックなど、言葉が強調されすぎているので、言葉遣いを

工夫するといいです。 

●住宅課長 はい。視点からうまくつながるよう再整理をいたします。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 63 ページに中古住宅の流通を高めるために、とありますが、③の促進のために

は①のインスペクション制度の普及がぜひとも必要です。そのためにどのような普及を図

るか。例えば立ち会い時は必要とし、その立ち会いに豊島区が助成するなど、そういうこ

とがあるとこの制度が普及し、中古住宅の購入も進んでいくのではないかと思いました。

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 具体的なご提案を本当にありがとうございます。区は総体的に書いているた

め、そこまで書き込めないところもありますが、先ほどの具体的な提案を含め、これから

文章を練っていきたいと考えます。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 基本目標にもありますが、住み慣れたまちで暮らし続けられる住まいづくりの、

取組方針は高齢者社会に対応した居住の安定確保です。39 ページの基本目標と成果指標

を見ると、住宅相談に来庁した高齢者のうち、住宅問題が解消した高齢者の割合があり、

これは従来なかった指標です。ある意味、非常に意欲的だと受け止めています。高齢者の

住宅相談では、低廉で良質な公営住宅に入りたい。また、最近もありましたが、大家さん

から立ち退きを迫られ、安心住まい提供でやっと空き家を探しましたが、バリアフリーに

なっていませんでした。80 代ですから、入口でドアを開けると台があるため、自分もド

アと一緒に後ろに下がらなければならない作りでした。こうしたバリアフリーではないた

め入居を断念した、というケースもあります。いろいろな相談があると思います。漠然と

していますが、高齢者の相談や住宅問題を解消することは非常に意欲的だと思いますけれ

ども、具体的にどのように考えていますか。 

●住宅課長 事務局です。議事の 2番目で、会長から撤回と言われたのでやめましたが、

改めてここで説明いたします。確かに分かりにくい表現で、工夫の余地があります。区の

窓口に住宅相談で来庁される方は多いです。住まい探しにお困りになった高齢者が来庁さ

れ、訪れた方のうち実際に住宅が見つかった方の割合を件数にしようかいろいろ迷いまし

た。母数が増えると割合としては厳しくなるので、件数にしようというものです。私ども

は、いろいろ頑張って住宅が見つかるよう努力していくという意味を込め、割合を豊島区

独自に設定してみてはどうかということで、そういたしました。 

●会長 よろしいですか。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 71 ページです。これはどうでもいいことですが、具体性が欠けていると思うの

は①です。セーフコミュニティーの活動を推進するため、区民、民間業者、NPO 法人、行

政など多様な主体による横断的な連携を進めます、とあります。しかし、セーフコミュニ
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ティー活動は推進されつつあり、何回も更新し、その中心は区民ひろばです。ですから、

区民ひろばを中心に、という文言が入ってもいいと思いました。以上です。 

●住宅課長 私どもは所管と調整する立場ですので、今の委員のご意見を踏まえ、そうい

った文言が入るよう調整したいと考えます。 

●会長 他にいかがでしょうか。私から意見と質問です。机上配布資料 1 はとてもいいの

で、次の段階の平成 30 年度以降は何が目玉になるかが伝わるといいです。これまでのお

話を伺っていると、1つは民間賃貸の空き家を活用したセーフティーネット住宅を 1ラン

クアップさせるという手です。もう 1つは、高齢者が住める共同居住が出てきましたが、

せっかく空き家を活用するのでそれを用いたもの。このように、都心部でも比較的安く住

める共同居住を普及させます。この 2つです。イメージとしてはこれまでも出ています。

このように今後の重点になりそうなことは何かありますか。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございました。第 4章にもそれぞれの計画事業を仮

として載せていますが、年表にイメージできるものを選択し、今、会長がおっしゃったよ

うなものを位置付けたいと考えます。 

●会長 お願いします。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 今、こちらの表を見せていただきましたが、とても分かりやすいです。10 年後

を思いながら 2章を見たとき、人口は増えていて、顕著なのは外国人です。それを思う

と、豊島区は今後 10 年で大きく増えるのではないかと思います。そういう意味では、こ

こにも載っていますが、多文化共生をもう少し加えてはいかがですか。多文化共生という

言葉がいいかは分かりませんが、この 10 年で大きく国際的な都市居住というものが進む

予感もするので、将来を見越した何かが必要と思いました。 

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 今のお話の整理です。第 4章にそういったものを盛り込んでいくという主旨

ですか。 

●委員 そうです。 

●住宅課長 年表ですか。 

●委員 年表にも入れて、もう少し強くということです。 

●住宅課長 分かりました。年表は、おそらく今後予想される社会情勢というか、そうい

う形になると思います。計画自体も、もう一度、多文化共生のことを精査していきながら

記述したいと考えます。 

●会長 どうぞ。 

●委員 マスタープランの文言として正しいかどうか検討していただきたいと思います。

地域特性という言葉は入っていますが、他にらしさという言葉についてです。その地域ら

しさなど、例えば雑司ヶ谷らしさ、駒込らしさ、巣鴨らしさ。らしさが入ると、誰もが分

かる豊島区の特徴を十分に表すのではないですか。今は 8つの劇場を中心とした池袋の開
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発がメディアなどで盛んに報じられていますが、実は外から訪れる人は、そういった豊島

区らしさという細かいところを見にきています。それをきっかけに、豊島区への移住を考

える方もいると思います。 

 土曜日 6時に、西田敏行がナレーションを務める、定年後の『人生の楽園』という番組

があります。そういう意味では、豊島区らしさ、豊島区全体ではない地域のらしさがある

と、先ほど言ったように住み続けるだけではなく、第 2の人生は豊島区でと考える方も増

えていくのではないでしょうか。そういう方が高齢者になったとき、例えば木造のドアで

はなく引き戸のような家が一番楽ということもあるかもしれません。何か、らしさを強調

するといいと思いました。マスタープランなので入れられるかどうかは分からないです

が、そういったところはどうでしょうか。 

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございます。視点の 2にも、居住の場として、と整

理しています。このプランでは、魅力のようなところに関わってくると思います。できる

限りその意味が分かるよう努力いたします。 

●会長 多様な地域の魅力をうまく伝えてください。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 72 ページです。マンションとの町会加入の協議は、地域コミュニティー形成の

促進のためにぜひとも必要です。しかし、72 ページの最初の文章は、町会加入の協議が

済んでいないのか、進んでいないのか。済んでいないにすると、町会加入が義務付けられ

ているイメージを持たれる可能性があります。町会加入は義務ではないので、協議が進ん

でいないほうが文言としては無難かと思います。 

 また、これはあくまでも蛇足ですが、適正な維持管理の理が抜けています。細かいとこ

ろです。 

●会長 どうでしょうか。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございます。維持管理の理については誤植ですので

直します。先ほどの 72 ページ冒頭の部分です。若干、補足をいたしますと、独自のマン

ション管理推進条例は、分譲マンションを建てる場合、町会の加入協議というもの自体が

義務付けられています。担当者の視点から届け出はされるのですが、協議はされていない

という割合も一定程度あるので、これはそういった意味合いで書きました。しかし、委員

がおっしゃるような一般的な視点も重要だと思いますので、その辺りは誰が見ても分かり

やすく工夫していきたいと考えます。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 遅れてきて申し訳ありません。ただいまの第 4章の 44 ページと 45 ページです。

それとは別に、机上配布資料 1が分かりやすいという話があり、そのとおりだと思いま

す。45 ページの右側に住宅施策の目次立てがありますが、この横にどのような施策があ

るかキーワードを並べていただけるとさらに分かりやすいです。それも今まであったも
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の、新たにつくったもの、今まであったものをバージョンアップしたものというキーワー

ドがあるだけで、相当分かりやすくなるのではないかと思いました。すみません、簡単な

意見です。 

●会長 可能であればそうしてください。 

●住宅課長 ありがとうございます。44 ページと 45 ページの体系の部分かと思います

が、なるべくキーワードについても工夫したいと考えます。 

●会長 それでは、第 5 章と第 6章です。ご意見があれば頂きたいと思います。 

●委員 はい。 

●会長 どうぞ。 

●委員 これが適切かどうか議論していただきたいと思います。長く住み続けられるとい

うのは、ここに住み続けることによって自分たちのふるさとができることになると思いま

す。今のふるさとという言葉は死語になっていますが、住宅マスタープランをつくる中

で、死語を復活させる形で、地域のふるさとづくりになることを入れたらどうか。言葉と

しては大変分かりやすい言葉だと思います。どうでしょうか。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございます。今日はさまざまなご意見を頂いていま

すので、プランの中での位置付けを踏まえ整理したいと考えます。 

●会長 他にいかがでしょうか。 

●委員：はい。 

●会長 どうぞ。 

●委員 第 6章で 2点あります。1つは、最後の進行管理の客観的な評価は、専門家委員

会で意見したことが反映されたと期待したいと思います。2つは、3の相談・情報提供の

充実は重要だと思いますが、これを見ると従来していたことと変わらないように感じます

ので、もう一声欲しいです。専門家委員会ではワンストップ窓口のようなものがいいので

はないかと申し上げましたが、その辺をご検討された結果がもしあればお聞かせいただき

たいと思います。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございました。今回は視点でも、福祉施策との連携

を強調していますので、どういう表現にするかは調整させていただきたいと思います。何

かしらこういったところも、分かるよう工夫したいと考えます。 

●委員 情報は当たり前の話なので、踏み込んだ表現があると未来に向けている感じにな

ると思います。よろしくお願いいたします。 

●会長 他にいかがでしょうか。 

●委員 第 4章の福祉住宅の中にシルバーピアがあったと思います。第 5 章の都営住宅や

区営住宅に入れられますか、どうですか。 
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●住宅課長 委員がおっしゃるのは、77 ページの公共住宅等の供給目標の章の中に入れ

るというお話だと思います。ここについては、どこまで書き込むかいろいろ工夫している

ところですが、基本的には管理戸数を維持していくということで、将来的に長寿命化計画

や、建て替えに伴い先ほどおっしゃったシルバーピアもやっていくところです。こういう

目標に具体的に書き込むのは難しいという現状です。 

●委員 例えば 79 ページに建て替えがあります。これは建て替えが終わったということ

ですか。 

●住宅課長 79 ページの都営住宅の移管は、今後、東京都との協議を進め、将来的には

池袋本町 3丁目が入ってくるということです。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 第 6章の最後の 89 ページの財源の確保です。あえて住宅地の活用ということ

で、財源をしっかり入れていただいたのはありがたいです。やっぱり、何をやるにしても

お金がなければできないということです。ただ、住宅基金の積み立てを計画的にというの

は、今までも同じようなことを言っていると思います。ここにあえて書いたということ

は、何かの思いがあってのことですか。教えていただきたいと思います。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 今回、150 近くのさまざまな事業を施策として書きましたが、財源の裏付け

はなかなか難しいので、その辺りはプランとしてもこのような書き方になります。住宅課

としても財源はしっかり確保しながら、必要な部分に振り分けていくということになりま

す。具体的なことでは、予算要望など庁内で調整が必要になりますが、このプランを実現

するためにそういうことをやっていくということで、引き続き書いているものです。 

●会長 よろしいですか。他にいかがでしょうか。私から 1つあります。都営住宅の移管

のところに、そのまま移管を受けるだけではなく、前半に管理の適正化と言っていまし

た。そういうのを重複してもいいですから、触れたほうがいいです。 

●住宅課長 ご指摘ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりですので、移管のと

ころに、委員がおっしゃったことを書き込みます。 

●会長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、全体をとおして言い忘れたことなどはありますか。私から 1 つあります。第

6章の区の役割かと思ったのですが、むしろ、最初がいいと思いました。住宅施策では区

の役割が非常に大きいことを説明されるといいと思います。これまでは、割と建設計画に

近かったので、区よりも国や都が関与することは多いですが、それが変わり、福祉との連

携や既存ストックの活用となると、直接住民と対話する区が最も重要になります。 

 住宅政策そのものが、実は区が中心になっていることを、どこかに書いたほうがいいの

ではないですか。先ほど、東京都審議会の話が出ましたけれども、豊島区の住宅政策が進

んでいる話がありました。それはそのような背景があるからです。住民と直接会話する自
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治体が、これからの住宅施策を主導することになるので、そういうことを書くといいので

はないですか。 

●住宅課長 ありがとうございました。書かせていただきます。 

●会長 他に何か言い忘れたことはありますか。 

 それでは、議事の 2番に進みます。成果指標について説明をお願いいたします。 

●住宅課長 それでは、成果指標案について、素案（たたき台）に挙げたものをご確認い

ただきたいと思います。ページは 39 ページです。また、本日、机上配布資料 3として、

新規の成果指標を比較したものもありますので、改めてご確認いただきたいと思います。

議事 1の中でも、会長から全面的に見直すようにと指摘されましたが、事務局としてはど

うしても載せたい思いがあり、その辺も分かるよう説明いたします。 

 まず成果指標です。3 つの目標ごとに 3 つの成果指標を選出しています。本日は、指標

の項目について妥当かどうか、ご意見等を頂きたいと思います。 

まず、基本目標 1 の指標についてです。1 はファミリー世帯の構成割合についてです。

これは現在の区の基本計画に位置付けている住宅ストックという資料ですので、取り上げ

ていただきたいと考えます。 

2 です。先ほど委員からご指摘がありましたが、住宅相談に来庁した高齢者のうち、住

宅問題が解消した割合です。割合か件数かについては悩むところがありますが、いずれに

しても区の窓口に来た住まい探しで困った方に対し、何とか行政としても関与していきた

いということで挙げています。この他にも、委員が所属する宅建協会豊島区支部や、全日

本不動産協会は不動産協力店リストというものを今年 4月にリニューアルし、多くの協力

店が要配慮者の方に住宅を提供しています。官民連携でこういうことを進めていきたいと

ころです。 

 3 は、高齢者のための設備がある住宅の割合です。前回の目標の未達成プランを引き継

いだものです。そういった部分が、会長が古いと指摘したことです。 

 次に 40 ページをご覧ください。これは基本目標 2の成果指標です。継続のものが 2つ

と、新規のものになっています。まず、継続のものとして、住戸面積 50m2以上の住宅ス

トックの割合です。これは狭小住戸集合住宅税創設当時です。平成 16 年 3 月に策定され

たマスタープランからカウントされているものです。2は最低居住面積水準未満の世帯の

割合です。23 区の中でも割合が非常に高く、3 番目に高いということです。独自の税制度

を持ち、住宅マスタープランの位置付けをもって税制度調査会は検討されている背景もあ

りますので、事務局としてはこの 2つの指標については掲げさせていただき、独自の課税

制度も展開していきたいと考えます。 

 また、委員から先ほどご指摘ありましたが、今回新たに長期修繕計画を策定しているマ

ンションの管理組合についてです。これはまさに区のマンション条例で、独自に行う届け

出制度に基づいて、長期修繕計画を策定しているマンションの割合について掲げさせてい
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ただいています。先ほども、もう少し踏み込んだものがいいのではないかという発言があ

りましたが、少しハードルが高いため、取りあえずこの形で掲げさせていただいたところ

です。 

 次に、基本目標 3の成果指標についてです。安心・安全で魅力を高めるという観点か

ら、3つの成果指標を掲げています。全て新規のものです。1は不燃領域率で、不燃化特

区指定地域において不燃領域率を高めていくものです。2は、地域特性に合わせたまちづ

くりが進み、快適な街並みが生まれていると思う区民の割合です。3は、建物の耐火・耐

震化や狭い道路の拡幅など、災害に強いまちづくりが進んでいると思う区民の割合です。

どちらも区民意識調査から項目を掲げています。 

 前にもさまざまなご意見を頂きましたが、これからバージョンアップするために、ご意

見等を頂戴したいと考えます。以上で説明を終わります。 

●会長 いかがでしょうか。 

●委員 よろしいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 基本目標 2に住戸面積 50m2とありますが、確か狭小住宅抑制を掲げていたと思

いますから、敷地面積の何 m2以上のストックの割合目標もあったほうがいいのではない

かと思いました。 

●会長 敷地面積についてです。上に書いていますが、そういうものを問題視するという

ことです。いかがでしょうか。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございました。今回、新たに施策の方向の中にも、

狭小敷地の発生抑制について検討を、と書いているところもありますので、検討させてい

ただきたいと思います。 

●会長 私から、成果目標そのもののあり方について意見があります。成果指標というの

は、2つのハードルを乗り越えないと設定できません。1つは、その目標が数値化できる

かどうか、2つはその数値を統計で調査できるかです。実は後者の統計で調査できるかど

うかのほうがハードルは高いです。ですから、選べる成果指標は非常に限られたものにな

ってしまいます。その結果、それぞれの目標 1、2、3はこの成果指標で代用できるかとい

うと、実はそうではない。やはり成果指標を書くのは非常に難しいです。よって、示し方

としては、基本目標のところに記すのではなく、次の第 4章のそれぞれの政策の内容に関

連する、把握できる数値指標を個別に載せます。 

 そうすると、数値指標がないところが重要ではないというのではなく、数値指標を取る

のが難しいという意味になるので、それが伝わると思います。いかがでしょうか。 

●住宅課長 大変ありがとうございました。事務局としても成果指標はなかなか難しいと

ころですので、逆に第 4 章の住宅施策の方向性に個別に書くほうが分かりやすい、直接的

な部分も分かりますので、検討させてください。 
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●会長 そうすると、先ほどのマンション管理推進条例の登録パーセントなどは入れやす

いです。他にいかがでしょうか。具体的な数値目標の例について、先ほどのご意見のよう

なことはありますか。 

●委員 いいですか。 

●会長 どうぞ。 

●委員 方向性と新たな指針について、福祉との連携を言っている中で成果指標が形とし

て出ると分かりやすいと思いますが、それが相談件数に限るとどうなのか。それよりもも

っと細かい、より福祉との連携を表すものを出したほうが分かりやすいと思います。具体

的に何かというのは思い浮かびませんが。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございます。難しい課題と認識していますが、おっ

しゃるとおり福祉との連携が重要だと掲げていますので、連携が進むことが後に分かるよ

う取り組んでいきたいと考えます。 

●会長 他にいかがでしょうか。参考までにこういう方法もあります。数値化できるもの

は数値化しますが、そうでないものは○×で書くという方法です。今はしていませんが、

将来的にやるものをつくることもあります。そうすると、できるところだけが注目される

のではなく、全体の政策が注目されます。そういうことも 1つのあり方として考えてくだ

さい。 

●住宅課長 ありがとうございました。 

●会長 どうぞ。 

●委員 基本目標 3の指標についてです。不燃領域率は分かりますが、区民調査の結果か

らこの辺が出てくることが疑問です。例えば、耐火・耐震の建物率、狭あい道路の拡幅率

などの指標では駄目ですか。その辺を教えてください。 

●会長 どうでしょうか。 

●住宅課長 委員のおっしゃるとおり、ここについて事務局は耐震化率などいろいろな形

を考えていたところです。先ほど、小林会長から指標が少し古いという指摘を受けました

が、事務局としましては頑張ってなるべく新しいものを出したつもりです。実際に区で意

識調査を実施し、こういったもので魅力の向上を図ることはできないかという主旨で出し

ました。ただ、おっしゃる主旨もよく分かりますので、それを十分踏まえ、改めて見直し

たいと考えます。 

●会長 数値目標を掲げ、それに合わせて書くことは実は非常に難しいです。どうぞ。 

●委員 ほぼ近い意見ですが、委員が指摘していたのでカバーされるものはカバーされる

と思います。例えば今の指標の中でも、と思う区民の割合という書き方をしています。で

すから絶対値と、例えば不燃領域率などは一次的な数字です。主観と客観が混在している

ところがあり、好ましくありません。もう少しほんわかとした格好で評価をしたほうが、

全体が分かるのではないですか。この指標で目標を言えるかどうかというところがありま
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すので、かえって指標をつくることだけで終わってしまう感じがします。もう少し総合的

な評価の方法があるといいと思います。 

●会長 そうです。この「思う」というのは相対的評価で、水準が上がっていくと要求水

準は高まるので、ちっとも変わらないと思われることがあります。そういう意味では、適

切ではありませんが、先ほど言ったように、数値を必死に探してくるとこういうものしか

ないというのが現実かもしれません。そうであれば、割り切って数値は掲げないことにす

るのも一つの手だと思います。 

●委員 対比すると面白いのではないですか。実際の数値と、区民が思っていることとの

比較です。耐火・耐震などは数字で出てきますから、その数値と、その数値を区民はどう

思っているかを対比すると面白いと思います。 

●会長 検討してください。 

●住宅課長 ありがとうございました。 

●会長 委員、どうぞ。 

●委員 成果指標は立て方が一番難しいです。豊島区の基本構想も、成果指標という大混

乱になり、一から決め直すのに何回も会議が行われるほどです。委員がおっしゃるよう

に、やる・やらないことも確かにあると思います。ただ、今後も続くマスタープランなの

で、見直しされるときに目安になるよう分かりやすく、前進していることが分かる指標と

いうか、数字かは分かりませんが、そういうものがあるといいと思います。確かに、何を

取るかにより選択は非常に難しいことはあります。その辺をもう一度検討していただくこ

とが望ましいと思いました。 

●会長 参考までに、私が委員長を務めた世田谷区では、数値目標は表になっています。

その中でも統計データがあるものは数値を入れる、ないものは先ほど言った○×になって

います。今はしていませんが、5年ほどそういう書き方をしていました。第 4章は、全て

の政策それぞれに、数値または○×という示し方もあります。 

●住宅課長 貴重なお話をありがとうございました。事務局としましては、今回の成果指

標は 5年・10 年というスパンでの中長期的な指標という認識です。毎年の進捗管理で別

の評価をします。これは分けて管理していきたいと思いますので、その辺りを踏まえてや

っていきたいと考えます。 

●会長 分かりました。工夫をしてください。他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 細かいことかもしれません。目標 1の 2 つ目の高齢者のうち問題が解消した割合

です。高齢者が解決することは重要だと思いますが、そうでない人も対象にしてはどうか

と思います。その中で、前向きに新たな住まい方をした人など、そういう人が相談に来る

かは分かりませんが、統計が取りづらいなどの事情はあるのでしょうか。 

●住宅課長 住宅相談はとりわけ高齢者の方が多い主旨でこのようにしましたが、住まい

に困っている方については、委員のおっしゃるとおりだと思います。今回、全体の指標を
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見直す中で、それを踏まえて再整理します。 

●委員 はい。 

●会長 どうぞ。 

●委員 また細かい点ですが、今の高齢者のことです。先ほどお話を伺った不動産の協力

店です。これは結構機能していると聞いていますので、それを増やしていくなど、それが

見える形にすると、他のお店も同調するため増えると思います。それもいいかと思います

が、いかがでしょうか。 

●住宅課長 ありがとうございました。 

●会長 そのようなご意見が出ていました。いかがでしょうか。 

●委員 はい。 

●会長 どうぞ。 

●委員 目標 3の新しい指標の 2つ目に、24.8％や 18.3％とあります。これは豊島区住

宅白書 2018 から取ったと思いますが、違いますか。 

●会長 どうぞ。 

●住宅課長 これは企画課が行った調査で、基本計画にも位置付けられているもので、そ

こから持ってきました。 

●委員 具体的な出典はどこですか。 

●住宅課長 協働のまちづくりに関する区民意識調査で、基本計画にも載っているもので

す。 

●委員 私が危惧するのは、耐火・耐震化、狭い道路の拡幅、災害に強いまちづくりとい

う項目 3つの全てが 18.3％なのか、項目ごとに出ている数値を平均したのか、その辺は

どうですか。 

●住宅課長 大変失礼しました。質問項目そのままということです。 

●委員 了解しました。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 先ほど 44 ページ・45 ページのお話をしましたが、この指標は偏りがとてもある

気がします。ですから、先ほど会長がおっしゃったように、こんなことを言うと怒られる

かもしれませんが、項目をたくさんつくっておき、数値で示せるものと○×があってもい

いと思います。先ほども、住宅施策の横に事業名を入れてはどうかと話しました。制度な

どです。 

 例えば、51 ページのセーフティーネット登録住宅制度や豊島居住支援バンクの登録数

です。目標値は掲げられませんが、それが項目に入っていると、後にどれぐらい増えたか

が分かります。ですから、そういうことができないかと感じました。少しピントが外れて

いるかもしれませんが、要するに関連するものは全て挙げ、数値を確認していくシステム

のほうが分かりやすい気がしました。以上です。 
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●会長 先ほど、進行管理でそのような表現をしたいとお話しされました。そういう主旨

ですか。 

●住宅課長 そうです。そこを踏まえて、改めてもう一度見直したいと考えます。 

●会長 他にいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、そろそろ時間になりましたので、取りあえず、この議事は終了いたします。

ただし、ご意見シートがありますので、説明してください。 

●住宅課長 本日は、机上に第 55 回住宅対策審議会ご意見シートを配布しています。本

日は、さまざまなご意見を頂戴いたしました。ありがとうございます。まだお話足りない

という方もいらっしゃると思います。また事務局としても、次回は素案を出すため、それ

までにできる限り調整したいという思いからこのような物を配布いたしました。時間も短

く恐縮ですが、追加でご意見・ご要望等がありましたらこちらに書く、またはメールや F

AX 等に主旨を書き、来週の金曜日までに送っていただくと、最大限事務局で調整したい

と思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

●会長 本日は非常に多くのご意見を出していただき、充実した会になったと思います。

次回はまとめの区切りになります。その後がパブリックコメントです。ですから、次回ま

でが大事ですので、ご意見があればご意見シートで事務局に提出していただきたいと思い

ます。 

 机上配布された内容は 2枚とも新しい試みで、私は高く評価します。そういうものが示

されると、住宅マスタープランもより見やすいものになると思います。 

資料 2のタイプ別の説明があるようです。これはどこに入りますか。 

●事務局 タイプ別住宅施策に関しては、文章の後になると思います。これは全てではな

いですが、何となく該当しそうなイメージのところにいくと、このような施策があるとい

うように、お示しすることで参考になるのではないかと思い作りました。 

●会長 第 4章の最後に入っていると、読むほうも自分の立場からどのように関わるかが

分かり、とてもいいと思います。 

●委員 タイプ別の左側に 3つのタイトルが出ています。豊島区に特に多いと思われるの

は、単身で年齢は上がっているが所得が高く自立意識が高い、豊島区の都市の魅力に引か

れている人で、とても重要だと思います。それが抜けていますが、豊島区らしさがそこに

あるのではないかと思います。ご検討いただきたいと思います。 

●会長 それでは以上で終了してもよろしいでしょうか。最後に事務局からお願いしま

す。 

●住宅課長 机上にも配布しましたが、11 月 2 日金曜日午後 4時から、第 56 回審議会を

開催させていただきたいと思います。その審議を踏まえ、パブリックコメントの実施、そ

の後は年明けの審議会という流れですので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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●会長 それでは以上で第 55 回審議会を終了いたします。どうもありがとうございまし

た。 



 - ３０ -

会 議 の 結 果

・住宅マスタープラン素案（たたき台）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５５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５５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素案（たたき台） 

参考１_新たな住宅マスタープラン素案（たたき台）概要 

参考２_住宅マスタープラン策定スケジュール 

・〈机上配布資料〉

・１ 住宅施策の変遷 

・２ タイプ別住宅施策 

・３ 新旧住宅マスタープランの指標項目の比較 

そ の 他


