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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５６回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成３０年１１月２日（火）１６時００分～１７時４８分

開 催 場 所 第一委員会室（本庁舎９階）

出 席 者 委 員

＜学識経験者＞

小林秀樹、定行まり子、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、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

子ども家庭部長、地域まちづくり担当部長、都市整備部長、環境

清掃部長、保健福祉部長、子ども若者課長、子育て支援課長、建

築課長、再開発担当課長、障害福祉課長、高齢者福祉課長、福祉

総務課長、介護保険課長

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  ２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



- ３ -

審 議 経 過      №１ 

●住宅課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまより、第 56 回豊島区住宅対策

審議会を開催させていただきます。皆さまには、ご多用のところご出席賜り、誠にありが

とうございます。本日の会議の進行ですが、事前に配布しています次第に従い進める予定

ですので、よろしくお願いいたします。本日は、定行委員におかれましては、大学で会議

があるということで、17 時 30 分を目途に退出する予定になっています。 

 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。会

長、よろしくお願いいたします。 

●会長 皆さん、こんにちは。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

ン素案としてまとまってきました。今日はこの素案を、パブリックコメントに向けて確定

したいため、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。最初に傍聴者について確認させていただきます。事務局に

お尋ねします。傍聴希望はいらっしゃいますか。 

●住宅課長 はい、2名いらっしゃいます。 

●会長 2 名いらっしゃるようですので、お諮りします。傍聴を許可してもよろしいです

か。 

＜異議なし＞ 

 それでは、傍聴が許可されましたのでお入りください。定足数の確認はしますか。 

●住宅課長 はい、合わせて定足数の確認をします。本日の住宅対策審議会は、規定に定

める定足数を満たしておりますので、有効に成立していることをここに報告いたします。

●会長 それでは、資料の確認から進めてください。お願いします。 

●住宅課長 それでは、私から資料を確認いたします。事前に配布しました資料は、次

第、委員名簿、座席表。そして、資料番号がなく大変恐縮ですが、「豊島区住宅マスター

プラン素案」を資料 1としていただきたいと思います。 

 また、本日、机上に配布しました資料を確認いたします。資料 2 は A3 横の年表で、

「社会情勢と主な住宅施策の変遷」です。資料 3 は「巻末資料」です。資料 4は、「前回

審議会からの主な修正箇所」です。それから、参考資料 1「策定スケジュール」です。以

上です。資料はおそろいですか。 

 なお、本日の審議は、18 時までを目途に予定しています。また、お手元のマイクの使

用方法についてです。ご発言される際はマイクのスイッチを押していただき、終わりまし

たら再度スイッチを押していただきますようお願いいたします。 

 それでは、資料の説明に入ります。資料 1は、資料番号がなく恐縮ですが、「豊島区住

宅マスタープラン素案」です。お取り出しください。前回の審議会では、これまでの議論

の経過を踏まえ事務局がまとめた素案たたき台の内容について活発な議論をしていただ
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き、誠にありがとうございます。 

 事務局では、皆さんから頂きましたご意見をできる限り、新たな住宅マスタープランに

反映すべく取りまとめを行いました。本日は、この素案の内容についてご議論いただき、

必要な修正を加えた上で、区民に公表し意見を求めたいと考えます。説明に入る前に、参

考資料 1「策定スケジュール」を確認します。お取り出しください。 

 スケジュールの中ほどにある、パブリックコメントをご覧ください。11 月末から 12 月

末にかけてパブリックコメントを実施します。具体的には、11 月 28 日から 12 月 27 日ま

での 1カ月間、広報やホームページなどで実施する流れになります。 

 本日の審議会とパブリックコメントでご意見を頂いた上で、審議会を開催します。ここ

では 2月 1日と示していますが、区のイベント等との兼ね合いもあり、日程は改めて調整

します。正式な日程は今月中にも決定し、委員の皆さまにご案内したいと考えています。

参考資料 1「策定スケジュール」については以上です。 

 戻りまして、資料 1の内容についてです。前回からの修正点を踏まえ、説明いたしま

す。恐縮ですが、資料 4「前回審議会からの主な修正箇所」を合わせてご確認いただきた

いと思います。資料 4にありますように、年表は資料 2としてデザイン的にまとめまし

た。文言等も調整しています。 

 それから、第 1 章、資料 1の 2ページ上段をご覧ください。（1）背景、1)豊島区の住

宅施策等の 2段落目に、自治体に求められる住宅施策の役割の大きさを追記しました。3

ページをご覧ください。2ページから続く社会情勢等の項目に、空き家や外国人住民の増

加、民泊の普及等、住まいを取り巻く社会情勢を追記しました。6 ページに進みます。4.

計画の構成では、文言等を計画構成図として修正しました。第 1章の主な変更点は以上で

す。 

 続きまして、第 2章をご覧ください。グラフの色調や文言を改めて調整し、全体に統一

感を持たせました。細かい数字は見づらいですが、パブリックコメントに向けて、改めて

整えたいと思います。 

続きまして、第 3 章の 38 ページをご覧ください。これまで、基本理念「安全・安心で

自分らしく暮らせる魅力あるまち・としま」の解説は箇条書きでしたが、今までのご意見

等を踏まえて文章化しました。 

 さらに、39 ページ・40 ページ・41 ページに基本目標 3つをまとめましたが、新たな視

点や目標との関係性など、全体的に追記しました。前回、さまざまなご意見を頂いた成果

指標は、目標の下に整理していましたが、後ほど説明しますが、第 6章に移し整理しまし

た。第 3章の最後は 41 ページの基本目標です。前回まで、安全・安心で魅力ある住宅・

住環境の創出としていましたが、取り組みの方針と文言が被り分かりづらいという多くの

ご意見を頂きました。ふるさとなどいろいろなキーワードがありましたが、愛着と誇りが

持てるという表現に改めました。第 3章については以上です。 
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 続きまして、第 4章をご覧ください。前回は囲み書きしかありませんでしたが、施策の

イメージとしてコラム的なものを挿入しました。48 ページをご覧ください。こちらは街

中分散型のケア付住宅で、分散型のサ高住の供給イメージを付けました。51 ページをご

覧ください。多様な住まい方のイメージとして、グループリビングやコレクティブハウス

などの住まい方のイメージを付けました。53 ページをご覧ください。下に地域包括ケア

システムのイメージを図示しました。54 ページには、住宅施策と福祉施策との連携を図

示しました。56 ページをご覧ください。上に豊島区居住支援協議会の取り組みを図示し

ました。コラムの最後、66 ページをご覧ください。下に、家族的住まい方の認定制度な

どをまとめています。以上がコラムの追記です。

 第 4章の文章の主な変更点について説明します。少し戻って、49 ページをご覧くださ

い。（3）高齢期等に対応した住宅・施設の整備促進の 1つ目の黒丸に、地域包括ケアシ

ステムによる支援を追記しました。52 ページ（2）円滑な入居のための環境整備の黒丸 4

つ目に、住宅確保要配慮者について、地域からの理解と協力の確保に努めることを追記し

ました。基本目標 1については以上です。 

 60 ページまで進みます。分譲マンションの管理等に関わることについてです。（2）管

理不全マンションの予防の黒丸 2つ目に、外部専門家などの第三者による管理制度の普及

を追記しました。（3）管理組合への情報提供・相談体制の充実の黒丸 1 つ目に、マンシ

ョン管理セミナーの開催方法の見直し、2 つ目と 3つ目に体制の充実について追記しまし

た。 

 61 ページをご覧ください。これまで、分譲マンションの長寿寿命化支援と建替え支援

とを 1つのパートで説明していましたが、分けるべきとのご指摘から、2-2 分譲マンショ

ンの長寿命化支援、62 ページ 2-3 分譲マンションの建替え支援とに整理しました。 

 第 4 章の最後、67 ページをご覧ください。1-1（1）災害に強い住環境の形成の、最後

の黒丸です。洪水ハザードマップ・土砂災害ハザードマップも住宅施策として重要とのご

指摘から、これらの周知を図るため記載しました。第 4章の主な修正点は以上です。 

 続きまして、第 5章をご覧ください。77 ページは住宅整備の方向性を示したもので、

公共住宅等の供給につきましては、管理戸数の維持を基本としつつ、都営住宅の移管や建

て替えの際に戸数増を図る考えです。本区は、23 区でも空き家率が最も高いこともあ

り、既存の民間住宅の利活用を積極的に進め、住宅セーフティーネット機能の強化を図る

ため、現在、国が進めるセーフティーネット登録住宅への経済的支援などについても積極

的に検討する方向を記述しました。 

 さらに、間接供給として、民間住宅を活用した住宅セーフティーネットに取り組むこと

とし、前回は登録戸数や新規の家賃助成件数を示し、想定する供給量を次回に示すことに

なっていました。今回、財源的な裏付けはありませんが、今後 10 年間の目標として、合

計で 1,000 戸・1,000 件としました。このような登録住宅、新規の家賃助成を組み合わせ
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ながら、住宅セーフティーネットの機能を強化する一つの取り組みを記載しました。第 5

章については以上です。 

 続きまして、第 6章をご覧ください。87 ページ（2）区民の役割として、地域共生社会

の実現等のキーワードを追記しました。88 ページの 3相談・情報提供の充実に、居住支

援協議会や福祉施策、地域包括ケアシステムなどと連携しながら相談体制の充実を図ると

いう文言を追記しました。 

 89 ページ以降は再整理したものです。住宅マスタープランの進行管理では、これまで

もプラン策定後は 5年後ごとにマスタープランの成果指標という事業量の確認を、審議会

にて評価していただいています。今回、新たな取り組みとして、それらがより客観的に評

価できるシートのようなものを作成し、毎年、審議会で検証していくこととしました。 

 前回、事務局案として成果指標等を出しましたが、改めて整理したものを 90 ページ・9

1 ページにまとめています。90 ページ中段の、カラーの絵のようなものをご覧ください。

基本目標、取り組み方針、住宅施策のカテゴリーに分けています。90 ページの下の基本

目標には、協働のまちづくりに関する区民意識調査の結果を示しました。基本目標 1は、

「地域に住み続けるための住宅制度が充実している」と回答する区民の割合。基本目標 2

は、「単身向け、ファミリー向けなど、良質な住宅がバランスよく供給されている」と回

答する区民の割合。基本目標 3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」と回答する区民の割合。このように、それぞれの目標ごと、区民意識

を見ながら住宅施策の大きな部分について評価していただきます。 

 91 ページ以降に、それぞれの基本目標・取組方針ごとの成果指標・活動指標をまとめ

ています。成果指標は、これまでの議論を踏まえ、事務局がふさわしいと思われるものを

1つか 2つ選び、目標の方向性を上向き・下向きの矢印で示しました。また、活動指標

は、成果指標や区民意識を向上させるための一つの手段です。今回のマスタープランは、

区の施策を戸数や件数、取り組みの検討結果などを活動指標として掲げるとともに、毎

年、住宅対策審議会で結果等をご審議いただくこととしました。 

 以上、前回のたたき台に寄せられた皆さまのご意見を基に、大きく変更・修正した部分

についての説明でした。これにつきましても、前回のように、さまざまなご意見を頂き、

パブリックコメントにつなげたいと考えます。資料の説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。それでは、ご意見を頂きたいと思います。進め方とし

ては、最初にスケジュールを確認し、質問があれば出していただきます。次に、マスター

プランの全体の構成についてご質問・ご意見があればお聞きします。その後は、章ごとに

一つずつ確認したいと思います。 

 それでは、スケジュールについて何かご質問・ご意見はありますか。今日を過ぎるとパ

ブリックコメントにかけられます。皆さん、よろしいですか。 

 それでは、次にマスタープラン素案の全体について、ご質問・ご意見等はありますか。
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私から 1つあります。資料 2の年表はどこに入りますか。 

●住宅課長 大変失礼いたしました。資料 2として A3 の年表を付けました。マスタープ

ランの目次にも入れますが、計画に入る前も入れます。 

●会長 何ページですか。6ページの後ですか。 

●住宅課長 1 ページの前を考えています。計画に入る前を考えているところです。 

●会長 皆さん、いかがですか。最初に出てきますが、それでよろしいですか。構成につ

いて、他に何かご質問はありますか。大丈夫ですか。 

 それでは、章に進んでよろしいですか。どうぞ。 

●委員 構成についてです。全体を見たとき、第 2章だけに資料編があり、見にくい気が

します。2章の内容を要約し、グラフその他は後部の資料編に回してはいかがですか。 

●会長 2 章の現状の統計その他が少し長いので、資料編に回し、エッセンスだけを残す

のはどうかというご提案ですか。 

●委員 はい。 

●会長 事務局のお考えをお聞かせください。 

●住宅課長 構成につきましては、さまざまなお考えがあると認識しています。おっしゃ

るとおり、マスタープランですので新たな計画を前面に出し、付随するものは後ろに付け

るという考えもあると思います。しかし、この後にパブリックコメントが控えているた

め、このタイミングで動かすなどの抜本的な見直しは難しいのが現状です。 

●会長 今、入っている内容も白書の要約に近いものです。そういう意味ですか。 

●住宅課長 おっしゃるとおり、住宅白書は充実していることから、要約の部分や、さら

に、今回はそこになかった部分も若干取り入れています。一部、重ならないよう工夫して

いるところもありますので、そういった意味でもできれば計画の中に入れたいと考えま

す。 

●会長 よろしいですか。他にいかがですか。 

 章に入ってもよろしいですか。それでは順番に進みたいと思います。 

 第 1 章について、ご質問・ご意見のある方はいらっしゃいますか。あるいは感想でも結

構です。よろしいですか。 

●委員 4 ページ最初の目的 4行目に、住生活を区民や事業者と協力しながら、とありま

す。この事業者という言葉はその後も出てきますが、読んだときにイメージがなかなか湧

きません。最後まで読んでもよく分かりませんでした。ここはどのような整理なのか教え

てください。 

●会長 事業者について、いかがですか。 

●住宅課長 この事業者の意味は、民間の事業者が 1つあります。NPO 等になると思いま

すが、それらを念頭に置いているところです。 

●会長 もう少し具体的に書いたほうがいいですか。 
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●委員 区民は分かりますが、事業者のイメージがなかなか湧かなかったので、皆さんが

読まれてどう思われたか。伝わるのであればいいと思います。 

●会長 いかがですか。違和感がなければこのままです。違和感があれば、民間事業者等

にしますか。それでは、事務局に任せることでよろしいですか。どうぞ。 

●委員 これは誰がやるかが重要なので、あいまいなのはよくないと思います。民間事業

者なら民間事業者と書いたほうがいいと思います。あるいは、もう少し定義などを加えて

もいいと思います。消極的より、積極的に今の意見を採り入れ、明確にしたほうがいいと

思います。 

●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した。事業者について複数からご指摘い

ただいたので、分かりやすく民間事業者、必要に応じて「等」という形で整理します。 

●会長 よろしいですか。他にいかがですか。区の住宅政策の大切さが非常によく出てい

て、私は大変いいと思います。よろしいですか。どうぞ。 

●委員 第 1章の策定の目的に、良質な住宅ストックという表現をし、その後の章にも解

説していますが、良質な住宅ストックの定義が分かりにくいです。何か、言葉が一人歩き

しているようで、何をそういうのか。ここには、管理が行き届いていることなどいくつか

挙がっていますが、ハード面も踏まえ、良質な住宅の表現はもう少しあると思うので、良

質な住宅をストックする定義をもう少し明解にしていただきたいと思います。 

●会長 いかがですか。良質な、を明確にしたほうがいいというご意見ですか 

●委員 はい。 

●会長 事務局、いかがですか。 

●住宅課長 おっしゃるとおり、良質な住宅ストックは漠然としたイメージを持たれると

思います。住宅の維持管理の部分があり、居住水準としてより広いところに住むこともス

トックかと思います。事務局として、全体的に検証し、分かりやすいようまとめたいと考

えます。 

●会長 良質な、という定義は、それぞれのパートで意義が少し違うので、統一すること

は難しいかもしれません。むしろ、それぞれの場所で、住宅の十分な広さなど良質なスト

ック、維持管理が十分な良質なストック、などという表現を検討してください。 

 他にいかがですか。 

 それでは、第 2 章についていかがですか。色合いがかわいいですが、それも含めてお願

いします。よろしいですか。どうぞ。 

●住宅課長 すみません。第 2章を先に作り込んだ関係で、色味というか、最終的にはこ

のような柔らかい色調のプランにしてはどうかということです。この点についてもご意見

を頂きたいと思います。 

●委員 印象は大変いいと感じました。ただ、例えばこれを白黒でコピーしたとき、トー
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ンが同じなら同じに見えてしまう気がします。カラーコピーができるといいのですが。も

しかすると、トーンが違うほうが見やすいかもしれません。学生がコピーするところをイ

メージし、そう思いました。 

●会長 技術的に対応できれば検討してください。どうぞ。 

●委員 33 ページ 2)交通の利便性についてです。豊島区の外枠が少し見づらいと思いま

す。もう少し検討し、豊島区の形がはっきり分かるようにできるといいと思います。 

●会長 技術的に検討してください。 

●事務局 分かりました。工夫したいと思います。具体的には、もう少し線を濃くする、

緑の色を薄くするなどの工夫になると思います。 

●会長 他にありますか。どうぞ。 

●委員 少し気になったのは、16 ページの単身高齢者の住まいの表です。平成 25 年度の

11.9％は、たぶん、高齢者を人口で割ったのだと思います。特別区の水準を下回っている

と書かれていますが、地域福祉計画の中では、65 歳以上の高齢者の 3分の 1の 34％が一

人暮らしであることが大きな特徴です。しかも、特別区の中で 2番目という、豊島区の一

番大きな問題が示されています。ですから、下回っていると書かれると大丈夫と思われる

ため、そうではないことをここに少し表現していただきたい。地域福祉計画の中にもそれ

をうたっていますから、少し参考にしていただきたいと思います。 

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 貴重な情報提供をありがとうございました。さまざまな観点からこの絵を選

びましたが、豊島区の住まいの実態は、委員のご指摘のほうが分かると思います。パブリ

ックコメントを控え、その前に替えるか、終わった後に替えるか、事務局に一任いただき

たいと思います。基本的には、地域福祉計画に合わせたいと考えます。 

●会長 よろしいですか。 

●委員 ありがとうございます。 

●会長 他にいかがですか。それでは次に進みます。 

第 3章はいかがですか。どうぞ。 

●委員 視点 4の公民の連携を見た印象です。これは公と民ということですか。 

●住宅課長 公と民ということで書きました。 

●会長 別の言葉のほうがいいですか。 

●委員 辞書を引くと、公民は違う意味だと思います。公民という教科書もあります。公

民には国民や市民という意味があるので、少し違和感があります。公と民というように、

間に「と」が入ったほうがいいと思います。 

●住宅課長 ご指摘の主旨は理解したつもりです。今すぐ答えは出せませんけれども、関

係する部署とも相談しながら、表現を適切にしたいと考えます。 

●委員 住宅課で取り組まれたリノベーションまちづくりでは、公民連携という言い方が
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一般的なので、そういう意味で公民連携は一般化した言葉だと思います。「公民の連携」

の「の」が入らなければ。 

●委員 のが入らなければいいです。公民となると国民と市民を意味します。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございます。「の」を取るとすんなりするかどうか

を検証し、固めたいと考えます。 

●会長 これは用語の定義ですので、事務局にお任せします。どうぞ。 

●委員 今の用語について、公民の連携より役割分担のほうが気になります。役割分担と

表現したとき、役所は何もしない、ここから先は民間で、という分担が強調されるような

印象を受けます。できれば、視点の 4は「連携」のみをうたうことで十分ではないかと思

います。分担をあえて入れなければいけませんか。 

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 意味として、公民連携だけでも主旨は、くみ取っていただけると思います

が、事務局として役割分担をあえて入れたのは、公営住宅などの供給戸数は限られます

が、それは公が担い、民間の空き室の活用は連携することを踏まえたからです。そこにつ

いてもご意見を頂きながら、表現等を工夫したいと考えます。 

●会長 視点 4の最後の文章の、一方、民間においては、と民間も役割があることをうた

っています。そういう意味から役割分担を書かれたと思います。そのような主旨ですか。

●住宅課長 そのとおりです。 

●委員 分担という言葉を使うことにより、役所と民間との縁が切れたような印象になり

ます。自助・公助などを使うときも、自助を聞いた途端、役所は何もしないと受け取られ

ることもあります。分担という用語は注意したほうがいいと思います。 

●委員 分担を取ってはどうですか。 

●住宅課長 ありがとうございます。役割だけを明確にすることかと思います。事務局で

考えたいと思います。 

●会長 他にいかがですか。よろしいですか。 

 それでは、第 4 章に移ります。第 4章についていかがですか。どうぞ。 

●委員 54 ページの表の中の文字がすでにかすれ、小さいと思います。 

●住宅課長 ご指摘ありがとうございました。会議に間に合わせるため、このような状態

になりました。きれいに分かりやすく画像を貼りたいと思います。失礼いたしました。 

●会長 この文字は大きくなりますか。難しいですか。 

●住宅課長 私も、これを見て細かいと感じましたので、工夫したいと思います。 

●会長 私も高齢者なので細かいものは見えません。福祉政策を掲げていますので、ぜ

ひ、ご検討ください。他にいかがですか。 

●委員 これまでいろいろ申し上げてきた福祉との連携という意味では、子育て・高齢

者・セーフティーネットなど、いろいろな分野を取り上げていただいたと拝見しました。
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豊島区見守り認証住宅が具体的に出てくるなど、区独自のものが出てきました。また前

回、セーフティーネットの書き方が少し消極的だと申し上げたため、多く書いていただき

ましたが、1点、気になりました。52 ページ 3-1（2）黒ポツ 3は、家賃の低廉化への補

助と、専用住宅として改修する場合、所有者への改修費補助について検討します、とあり

ますが、この制度はすでにあるため、検討するという言葉はまた後ろ向きかと思いまし

た。その点だけを確認します。 

●住宅課長 けっして後ろ向きではありません。住宅課としては、これを最優先に進めた

いところです。具体的に家賃の低廉化については、少額ですが、今年度の予算も取ってい

ます。次年度以降、さらに住宅改修などセーフティーネット住宅登録制度を進めたいとこ

ろです。しかし、財源の裏付けはないため、このような表現になりました。住宅課として

は相当前のめりになっている、ということでご理解いただきたいと思います。 

●会長 そういうことです。よろしいですか。委員のお気持ちとしては、検討ではなく推

進にしてほしいということです。 

●委員 はい、お願いします。 

●住宅課長 検討します。 

●委員 とても単純な疑問です。保健福祉計画には、たくさんの施策があります。例えば

今、住宅施策の詳細を見ると、40 近くの項目が挙がっています。一般的にはこの中で、

前の続きの弱いところを重点的にしければならないときに、星印を付けることがありま

す。たぶん、住宅ではしていないと思いますが、そのようなことを考えたことはあります

か。その点を教えてください。これを全てやることになりますか。 

●住宅課長 おそらく、施策の強弱についてのご質問と思います。住宅施策の方向は、第

4章ではなるべく網羅的に住宅施策を整理し書いています。その中で、重点的にしなけれ

ばならないものは、今回の新たなマスタープランでは第 6章の最後に書きました。これは

事務局からの提案ですが、特に 91・92 ページに特定のものを特化し、重点として進める

というより、全ての取り組み方針をここに宣言し、それぞれに成果指標と活動指標を毎年

評価していただき、その中で施策の推進についてさまざまなご意見を頂きながら進めると

いうことです。ですから、現時点は網羅的です。ここに書いてあるものが中心になります

が、網羅的に進めたいと考えます。 

●会長 よろしいですか。前もご意見は出ました。例年、重点施策という項目がありまし

たが、今年はそれをなくすということで、今の事務局の説明のように、少なくとも全てが

重要であるということです。そう言っても、その時々でチェックする必要があるので、最

後のページの進行管理を見ながら、特に今年はこれを重点的にしてはどうかという形で検

討していく、新しいスタイルということでした。よろしいですか。 

●委員 はい。 

●会長 他にいかがですか。どうぞ。 
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●委員 46 ページ 1-2 子育ち・子育てしやすい環境の整備では、子育てに関する記述は

多くありますが、子育ちという、子どもを主語にした記述や施策が少ないと思います。も

う少し強調してもいいと感じました。 

●会長 事務局、いかがですか。子育ちという言葉です。確かに、あまり見ない言葉で

す。 

●住宅課長 そうです。これは、住宅課以外が関わる部分ですので、所管とも調整させて

いただきます。子育ちを主語にするのはなかなか難しいです。 

●会長 どうぞ、お願いします。 

●子ども若者課長 子どもの子育ちについてです。子ども・若者の施策の中で、子育ちと

いう言葉・表現が最近出てきます。子育てに対応し、子ども自らが育つ力という意味で子

育ちです。重点施策の中でも、子どもを育てるような、自分たちが育っていけるような環

境の整備として、今回、子育ちという表現を用意した次第です。 

●会長 意図が明確ですけれども、よろしいですか。どうぞ。 

●住宅課長 すみません、補足です。今、委員のご指摘の中の、主語という意味は。 

●委員 子どもを主語にした施策を、もう少し盛り込んでもいいのはないかという意味で

す。 

●住宅課長 改めて検証したいと考えます。 

●会長 言葉の表現を工夫できればお願いします。他にどうですか。 

●委員 すみません、遅滞しました。前回は欠席し、今日は業務と重なり遅くなりまし

た。前回出ていたら恐縮しますが、今の子育ち・子育ての（2）の記述についてです。地

域に点在する中小規模公園を住民参加による地域コミュニティーの場づくりとして、とあ

りますが、今、豊島区小公園プロジェクトが進められ、地域ごとに小公園の生かした特色

ある活動が進められています。これが全体にかかる表記となると、他の部署との整合は図

れていますか。 

●会長 事務局、いかがですか。 

●住宅課長 言葉だけを見ると、委員のおっしゃるように、小公園プロジェクトとの整合

などもありますので、改めて事務局が関係課と調整し、表記内容について検討いたしま

す。 

●企画課長 企画課長です。ご指摘いただいたとおり、小規模公園プロジェクトと銘打

ち、「わたしらしく、暮らせるまち」をコンセプトに所管も進めています。また、中規模

についても公園課長に私が確認し、やり取りしながら精査したいと思います。 

●委員 基本的に空地が少なく、子どもが外遊びできる場所が少ないことが豊島区の大き

な課題の一つで、どのように確保するかは重要です。公園という限られた資源を子どもた

ちのためにということは重要ですが、他の施策との整合を含め、入る方向を目指していた

だきたいと思います。 
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●会長 よろしいですか。他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 48 ページの絵についてです。全て同じ建物なのが少し気になります。分散型を

進めようと思うのであれば、例えば空き家のような物、マンションの 1階と 2階の 2層を

使うなど、工夫があってもいいと思いました。 

●住宅課長 理解されるのが難しいと思い、単純化した結果こうなりました。多様な住宅

を使ったスキームになるよう、分かりやすくしたいと考えます。 

●会長 他にいかがですか。 

●委員 先ほどの良質な住宅のストックについてです。58 ページの良質な民間住宅の形

成誘導に、良質な民間ストックの供給促進とあります。良質な住宅はこれだけに限られて

いますが、もう少し幅広いのではないですか。例えば、この中では省エネの問題などにあ

まり触れられていません。 

それから、良質な集合住宅の供給誘導はありますが、戸建住宅に関する視点があまり入

っていません。戸建住宅も問題があるのではないかと思われます。それから、（3）の長

寿命化の促進に、スケルトン・インフィル方式などが提案されていますが、これもハード

の点から言うともっといろいろな考え方があり、そういうものも促進・誘導するため、条

例など施策の中で指導していくこともあり得ると思います。良質なストックに言葉が足ら

ない気がします。 

●会長 事務局、何かありますか。 

●住宅課長 良質というところは、先ほどからのご意見だと思います。基本目標 2は全体

的に良質がかかり、特に 1良質な民間住宅の形成誘導は居住水準といいますか、住宅の広

さなどに焦点を当てた整理と認識しています。先ほどの話に戻りますが、省エネの視点

は、72 ページ以降に、人と環境にやさしい住宅の普及促進として整理しています。 

 58 ページに戻り、良質な戸建住宅というご意見がありました。1-1 良質な民間ストック

の形成誘導（2）に、これまではワンルームマンション税を書きましたが、前々回の審議

会の資料で提示したように、敷地の細分化による狭小戸建てなどが発生していることが分

かっているため、その建設抑制の敷地規制の在り方について検討しなければならないと追

記しました。 

 また、条例というご提案を頂きましたが、59 ページの長寿命化の中で、どこまで住宅

マスタープランとして書くことができるかを検討したいと考えます。この点についても、

さまざまなご意見を頂きたいと思います。 

●会長 よろしいですか。他にいかがですか。 

●委員 これはマスタープランなので、これでいいとは思います。91・92 ページに、成

果指標と活動指標があり、何々をします、その結果はこうだとあります。その間の具体的

な方策は、当然あるわけですが、それはマスタープランには入らないのですか。実施する

段階で入るのか、その辺が分かりません。文章の中に推進や支援、促進、強化、向上など
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の言葉を使っていますが、そのための具体的な方策は、後から付いてくるのか、この中に

入れなくていいのか、その辺が分かりません。 

●住宅課長 第 4 章に方向性を示しました。91・92 ページがまさに活動指標です。ここ

に書いていることを第 4 章にも書きましたが、活動指標は、毎年の住宅対策審議会で、ど

の程度実績として、事業量として実施したかを審議します。活動量を見ていただきなが

ら、中段の成果指標が結果としてどのようになっているか、その後の住宅施策の推進につ

いてさまざまなご意見を頂きたく、このようにまとめました。 

●会長 よろしいですか。何かを達成するための手段として、すでに見込みがあるもの

は、条例や施策の名称が住宅マスタープランの中に入っています。そうでないものは、目

標だけを記述し、検討しますとしています。住宅マスタープランはだいたいそのような書

き方になっています。そのようなことでよろしいですか。 

●委員 はい。 

●会長 他にいかがですか。 

●委員 区営住宅等の供給についてです。黒丸ボツの 2番目、建替にあたっては土地を有

効活用し、戸数の増加を図るとともに住戸を整備しますとあります。建替えた新しい物を

都営住宅とするのか、また、空き家が多い中で民間住宅を活用することも必要ではないか

と思います。いかがですか。 

●会長 どうぞ。 

●住宅課長 委員がおっしゃるように、自前の土地で建替えをし、それを増やしていく方

法ももちろんあります。民間の既存住宅に空き室が多いこともあるので、そこを借り上げ

る方法もあると思います。現在、大規模修繕等の計画はありますが、具体的な建替計画は

ありません。 

 こちらにも少し書きましたが、長寿命化計画を来年度策定し、公営住宅で今借り上げて

いる住宅もありますので、今後の在り方を検討します。また、建替えるにあたっても、仮

住戸の必要性などさまざまな問題がありますので、そういった中で整理して取り組みたい

と思います。民間空き室の活用は有力な手段と考えています。 

●会長 よろしいですか。今のご質問は、マスタープランとしては、公営住宅の充実より

も民間の空き家を活用したセーフティーネット住宅の充実が、今はパラパラと入っていま

すが、全体の方向性をひと目見て分かる所はないかと思います。おそらく最後の成果指標

のセーフティーネットのところに、民間住宅の活用と公営住宅とを合わせて示すことで、

それを表現すると思います。もう少し分かりやすく書くことはできますか。 

●住宅課長 今のご指摘に該当する部分は、第 5 章 77 ページです。第 5 章は住宅整備の

方向性では、公共住宅等の供給は、都営住宅の移管などいろいろな整理があります。10

年ほど前、さらにその前の公営住宅の供給はソシエなどがありました。その供給数を 5年

後・10 年後の目標として掲げましたが、そこに民間の空き室も多くするなどいろいろな
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方法で、基本的に現在の管理戸数を維持します。そして、建替や都営住宅の移管の際に供

給数の増を図ることを 77 ページに位置付けるとともに、それに代わるものとして間接供

給という、まさに民間住宅の利活用とセーフティーネットの登録戸数、家賃助成などの施

策に重きを置くため、わざわざ高い数値目標を掲げまとめたものです。 

●委員 先ほど委員の質問にもあったと思いますが、セーフティーネットの充実について

です。52 ページに、豊島区は空き家バンクで、住宅用配慮者に対して居住支援バンクの

登録を促進しますとあります。55 ページには、居住支援バンクの再構築を図るなど、再

構築を図りながら促進するのかと、両方を読んで感じました。 

 正直に言いますと、促進するという言葉は、前の住宅政策の居住支援バンクについても

書かれています。より具体的な促進法が、必要ないかもしれませんが、細かい方向性を書

き「促進する」という表現のほうが、皆が納得すると思いました。その辺はどうですか。

●会長 もう少し踏み込んでほしいということです。 

●住宅課長 ご指摘ありがとうございました。事務局としては使い分けて記述しています

が、改めて説明します。52 ページの 3-1（1）は居住支援バンクだけではなく、セーフテ

ィーネット住宅登録制度もあるということです。これは耐震性などがより求められます

が、こちらを普及促進するため、1番目に持ってきました。2番目は豊島居住支援バンク

です。こちらは耐震性を問わない住宅も登録可能なので、2番目に位置付けました。 

 そういった整理の下、さらに 56 ページでは、居住支援協議会の機能を何としても強化

したいという位置付けの中、豊島居住支援バンクについて書きました。今までは物件の登

録だけでしたが、この間、居住支援協議会の事務局は不動産回りをしてお話を伺いまし

た。個別の物件登録も大事ですが、合わせて地域に密着した不動産店も大事です。ここに

行くと要配慮者の住宅が見つけやすいなど、差別化ではありませんが、そういった仲介事

業者があることも一定程度分かってきました。よって、物件の登録だけではなく、そこに

行くと見つけやすいなどを、何か制度として構築できないかという主旨で、このようにま

とめました。

●会長 どうぞ。 

●委員 その部分は私も気になりました。やっぱり、住宅確保要配慮者の入居はハードル

が高いです。55 ページには地域生活支援の充実ということで、地域の生活のための見守

り等をすると書いていると思いますので、その辺を充実することで普及・促進をするなど

と記載することもいいと思います。 

●会長 どうですか。 

●住宅課長 そこに関してさまざまなご意見を頂き、ありがとうございます。福祉との連

携は、まさにオーナーが支障になっている部分を、区がより関与して緩和することで入居

支援につながると思います。表現の仕方は、改めて整理させてください。 

●会長 皆さんはおそらく、セーフティーネットは、家賃補助制度と空家活用条例を組み
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合わせると登録が伸びる可能性がとても高いことが頭の中にあると思われます。しかし、

それは直接書けないのでこのような形になっているということだと思います。これは予算

がないとできないので、ぜひ議会で頑張っていただき、進めていただきたいと思います。

 他にいかがですか。 

●委員 印象に近いことです。第 4章の 77・78 ページにタイプ別住宅施策があります

が、絵が分かりやすく内容が伝わりました。しかし、ここに豊島区らしさが本当にあるか

と思ったとき、密集市街地は東京にいくつかあり、それが特徴という感じがします。他は

普通です。どこまで直せるかにもよりますが、やっぱり、豊島区らしさをここに入れてほ

しいと思います。具体的には、71 ページの魅力ある住宅や住環境の形成の辺りに、豊島

区らしさがもう少し書けるといいと思います。 

 例えば、2-1（1）地域の魅力を生かした、を見ると、地域の魅力は交通利便性と界隈性

などであまり見新しくありません。豊島区の特徴としては、例えば住宅課が取り組んだも

のではリノベーションまちづくり。あるいは別の枠組みかもしれませんが、外国人の多さ

や東アジア文化都市などで魅力を発信していると思います。 

 そのような魅力に引かれ、若いクリエーターや企業家精神旺盛な人が住みたいと思うと

ころが豊島区らしさです。これから福祉は大事だと思いますが、もう 1つの軸としてその

ような魅力が入っているといいと思います。この段階でどこまで書くか分かりませんが、

私の印象です。 

●会長 魅力の表現が不足しているということですが、いかがですか。 

●住宅課長 今、いろいろなヒントを頂いたと思います。どちらかというと狭義の魅力と

いいますか、私どもの視点は住宅施策に近い範囲でしか魅力をまとめていないと思いま

す。パブリックコメントが迫った中、パブリックコメントに出す前にまとめることは厳し

いですが、区も文化施策を中心にさまざまな取り組みをしていますので、そのセクション

ともどのようなものが掲げられるか相談しながら、次回の審議会までに特色ある魅力を書

く必要があると感じます。貴重なご意見をありがとうございました。 

●会長 75 ページの絵も気になります。最後の若年・単身世帯は一昔前に流行った感じ

なので、魅力的な絵にすると意味が伝わると思います。 

●住宅課長 はい、現代風な絵を考えたいと思います。 

●会長 絵は大事ですが、取りあえずそのままで、時間のある中で検討してください。 

 それでは、第 5 章に進みます。第 5章について、いかがですか。どうぞ。 

●委員 第 5章住宅整備の方向性は、従来と大きく変わったところだと思います。先ほど

委員から、セーフティーネットの促進はもっと踏み込んだ表現にならないかというお話が

ありました。 

 第 1 章にも関係しますが、2ページに、全国に先駆けて取り組んできた豊島区の住宅政

策の中に居住支援協議会の設立という項目があり、これは全国初です。しかし、実績はな
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かなか上がりません。それで踏み込んだ表現ができないか、というお話でした。このマス

タープランのパブコメを区民が見たとき、第 1章の表現と住宅供給がどのように結び付く

のか、これが全国に先駆けて取り組む豊島区の住宅政策の素晴らしい実績か、よく分から

ないと思います。ですから、区民が見て分かるような記述にしたほうがいいと思います。

これが 1点です。 

 セーフティーネット住宅登録戸数の想定供給量は 70 戸ですが、確か、としま居住支援

バンクの今の登録数は一桁でした。実績はどうですか。 

●住宅課長 居住支援協議会の入居実績としては 4件です。 

●委員 ですから、第 1 章で大きな成果ということを打ち出しているのですから、実績も

どこかにきちんと触れ、先ほど委員が言ったように、70 戸から 100 戸を目指すなど区民

が分かるような記述があってもいいのではないかと思います。 

 それから、従来、公共住宅の供給量は、例えば区営住宅・福祉住宅・区民住宅・高齢者

向け優良賃貸住宅・安心住まい提供、家賃助成などたくさんありました。今は全てありま

せん。どこを見てもありません。そういう点も、区民がパブコメを見たときに、どうなっ

ているのか、どのような方向に持っていくのかという疑問ばかりを持つと思います。ここ

は、従来の記述のほうがいいと思います。 

 一般質問でも予算・決算委員会で、公共住宅供給促進計画の公共住宅の拡充を一貫して

要求していますが、なかなかそうはなりません。第 2章 15 ページの住宅をめぐる状況の

家賃負担を見ると、1カ月の家賃を 10 万円以上払っている世帯は 65.7％で、特別区の 5

4.6％と比較しても高い状況です。 

 一方、豊島区の所得階層を見ると、年間 200 万円以下の所得の世帯が約 8割と言われて

います。その中で 10 万円以上の家賃を負担することは大変なことだと思います。200 万

円以下の所得となると、12 で割ると 16 万 8,000 円で、これで家賃 10 万円を最低でも払

うとなると生活できません。毎月借金をするか、貯蓄を取り崩すのが実態だと思います。

ですから、家賃補助もさらに拡充することが求められます。 

 区民が見て分かるような記述に改めてほしいと思います。 

●会長 今のご質問は、77 ページの表の作り方のことで、既存の公営住宅なども加えた

合計のセーフティーネット住宅数を出してはどうかということだと思います。いかがです

か。 

●住宅課長 事務局からお答えいたします。まず、委員から、前回プランの 76 ページに

ついてご指摘いただきました。国が建設計画等を立てたときは公営住宅の供給を増やすな

ど、右肩上りに増やすときはそのような供給量として計画を立て進めてきました。77 ペ

ージに文章として書きましたが、今後は管理を基本的に維持していく方針があります。も

ちろん、項目を同じようにまとめることはできますが、供給戸数の増は、直接的な供給と

しては現時点では考えていません。表としてまとめるというより、文章でこのような書き
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方にし、これから民間住宅を活用した間接供給をより強めるため、登録住宅の戸数、さら

に新規の家賃助成の戸数を、それに代わるものとして位置付けています。そのような形で

計画を立ててはどうかということです。 

●会長 その主旨はいいと思いますが、表の作り方としては、むしろ区営・福祉住宅は現

状維持の数字でいいと思います。そして、新しいセーフティーネット住宅については、現

行は 0ですが 70 に上げます、などの表現にすると、全体的に、直接供給から間接供給に

移ることが、表だけで一目瞭然です。合計でセーフティーネット住宅は増えていることに

なるので、そのように表現します。委員、それでよろしいですか。 

●委員 私は、本当は公共住宅もきちんと出すという目標を立ててほしい。私はさまざま

な区民から住宅問題の相談を受けますが、公共住宅に入ることができない、安心住まい提

供事業もバリアフリーになっていません。80 歳以上の高齢者がとても増えていますが、

玄関口に段差がありバリアフリーになっていないという悲しい話も聞きます。そこはどん

どん拡充し、量を増やす計画に改めてほしいと思います。 

●会長 気持ちは分かりました。 

●委員 今の 77 ページのところです。直接供給・間接供給という話がありましたが、公

共住宅と大きくうたいながら、実際の表は民間住宅を活用したという感じで非常に紛らわ

しく感じます。他に直接供給の物もあるので、それも加えて何かするのか、このままでは

非常に分かりにくいと思います。 

●会長 確かにそうです。 

●委員 もう 1つあります。とてもこだわりがあるセーフティーネット住宅の登録数が、

前のめりと言われている割に 70 戸というのには少しがっかりしました。東京都の供給目

標は 3万個などとても多いです。それに対して豊島区がこの数では、東京全体の整合性は

どうなるのだろうと思います。いかがですか。 

●住宅課長 まず、委員への回答です。77 ページの公営住宅の今後の供給については、

区として方針がありますので、現時点で変える考えはありません。一方、見せ方として

は、会長からもご指摘がありましたが、維持するところと、新たに取り組むものがあると

いう、この関係性を図か表などで少し工夫するなど、何かしらの形で公営住宅は維持して

いくことが一目で分かるようにしたいと思います。 

 しかし、事務局としては頑張りたいですが、タイミングとしてパブリックコメントまで

に整理可能かどうか。少なくとも次回の審議会にはそのような形でお示ししたいと考えま

す。 

●会長 あとは言葉です。もし民間を入れるのであれば、公共住宅等より公的住宅等のほ

うがいいかもしれません。 

●住宅課長 タイトルについては前回の名残といいますか、延長線上の計画ではありませ

んが、今のご意見を踏まえ、公的住宅等の供給に改めたいと思います。また、想定する供
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給量が少ないのではないかというご指摘も承りましたので、パブリックコメント等の意見

も頂きながら、区としては財源の裏付けがなく難しいところはありますが、2月の次回審

議会までに数字を精査したいと考えます。

●会長 委員は早めに帰らなければなりません。言い忘れたことはありませんか。最後の

ページまでを読み、何かありますか。

●委員 大丈夫です。

●会長 それでは、第 5 章について、他にいかがですか。どうぞ。

●委員 84 ページの住宅市街地重点地区についてです。これについて、法律で指定した

と書かれていますが、具体的にどのような目的かはっきりしない気がします。もう少しこ

の効果や目的、これを第 5章の住宅整備の方向性の中に取り上げる意義をうたったほうが

いいのではないですか。

●会長 いかがですか。

●住宅課長 すみません。今のご質問の確認です。82 ページ住宅市街地の整備方針が、

第 5章に位置付けることの意味をここに記述したほうがいいという主旨ですか。 

●会長 それとも 84 ページの話ですか。 

●委員 84 ページです。84 ページの住宅市街地重点地区が何気なく入っていますが、こ

れについての評価はこれまであまりされていない気がしますが、なぜここに入ってきたの

か。ただ指定されているからですか。 

●住宅課長 これは東京都の住宅マスタープランで定めているものの 1つです。まず、23

区全域が重点供給地域として指定されています。豊島区のこれまでの住宅マスタープラン

でも、ここは改めて整理し記述しています。さらに東京都のマスタープランでは、安全・

快適な住環境の創出、維持・向上・住宅の建替え・供給などに関する制度・事業を実施ま

たは実施する見込みの高い地区について、「特定促進地区」として指定しています、とあ

りますので、豊島区のマスタープランに併記したという位置付けです。 

 委員がおっしゃるとおり、評価ということもあります。85 ページ辺りに、個別に 7地

区の名称や面積、主な計画・整備手法について、（完了）（事業中）などと整理していま

す。そこを見て進捗確認をしていただきたいと考えます。 

●委員 東京都マスタープランを受けて、それでは豊島区はどうするという、言葉をもう

1つ添えられてもいい感じがします。 

●会長 いかがですか。これは、東京都マスタープランの転記なので、豊島区としてもこ

の整備地域を推進しますという主旨ですか。 

●住宅課長 東京都とともに特定促進をする地区ですので、表記については検討させてく

ださい。 

●委員 第 5章だけではなく、全体にかかると思います。年号表記についてです。将来見

通しや推計など、例えば 81 ページは平成 40 年と書かれていますが、年号が代わることは
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明らかです。区の資料を併記しているものが多いので、それにならったのだと思います。

元号法では元号を使うことにはなっていませんが、明らかに代わる場合はどうしますか。

●会長 何か方針はありますか。 

●住宅課長 パブリックコメントには間に合いませんが、まだ全体の統一を図っていませ

んし、委員がおっしゃるとおり、元号が代わる間近に発行することになりますので、併記

するかどちらかにまとめるか、他の行政計画との関係もありますので、情報収集して統一

し混乱がないよう努めたいと考えます。 

●会長 お願いします。どうぞ。 

●委員 先ほどの委員のご意見に通じることです。82 ページの住宅市街地ゾーン等の設

定に、池袋副都心再生ゾーンと職住近接魅力向上ゾーンがあり、これはハブ的なことかと

思いますが、内容は工業・商業・流通などの色が強く、本来の豊島区の職住近接の魅力や

色が出ていないと思います。私は士業で、交通利便性が良いため豊島区に移住しました。

私のように、SOHO や士業など元手を伴わない起業に適した地域という、職住近接の魅力

が豊島区の街にはあると思います。そこが表現できるといいと思います。 

●住宅課長 ご指摘ありがとうございました。私もまさに、その後に書いている、居住・

商業・業務機能などが特徴的であると考えていますので、改めて表記について精査したい

と考えます。 

●会長 他にいかがですか。第 6章に進んでよろしいですか。 

第 6章はいかがですか。どうぞ。 

●委員 91 ページと 92 ページの目標の全体的なところについてです。活動指標の欄に書

かれた施策を行うことにより、成果指標に書かれた数値を達成するという、手段と目的の

関係があると思います。しかし、活動指標と成果指標に書かれているものの関連性が明確

か、本当に目的を達成する手段として有効かが分かりにくいと思います。 

 例えば 91 ページ最後に、敷地面積 60 平米以下の一戸建て等の割合を下げるための具体

策は、狭小住宅の敷地の発生抑制の検討のみが書かれ、実際に実現する意欲が見られない

感じがします。右側にマンション管理状況届出書の届出率を上げるとありますが、書かれ

ている 5つの施策を行っても届出率が上がるかよく分かりません。ここがはっきりしませ

ん。 

 次の長期優良住宅の認定件数を上げると、中古住宅の購入割合がそれほど増えるのかも

よく分かりません。そこが気になりました。 

●会長 いかがですか。 

●住宅課長 事務局はこのような形で整理をし、成果指標を導くための因果関係といいま

すか、そこを完璧に解消する住宅施策を精査することは、難しい事情もあります。一方、

狭小住戸敷地の発生抑制の検討では意欲が見られないとご指摘いただきましたが、いずれ

にしてもこれまで区として具体的に検討していない項目を、検討すると書いて活動指標に
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掲げます。何かしら進めなければならない、という認識で整理しました。 

 また、マンション管理状況の届出率向上の手段がないのではないかという件です。おっ

しゃるとおりですが、住宅課としては毎年度の届出率向上のため、例えばチーム派遣をし

ています。マンション管理自治会の皆さまの協力を得て、届け出がない管理不全の兆候が

あるマンションに、昨年度実績で 111 棟に派遣するなど、活動しています。直接的な手段

ではないかもしれませんが、それらを活動指標として高めながら、実績を踏まえて届出率

を向上させるものです。 

 全ての項目は、これも今回挙げていますが、毎年度の住宅対策審議会で活動指標の新し

いものが追加されるため、内容についてもより良いものにしたいと考えます。 

●会長 今のご質問は、成果指標や活動指標が 1 対 1で対応しているわけではないので、

なるべく対応するよう努力できないかということです。どうぞ。 

●委員 今の箇所の、矢印の上がる・下がるが読み込めないため、分からないと思いま

す。例えば、欄外で説明するなどしてはどうですか。 

●会長 凡例を付けてください。どうぞ。 

●委員 第 6章は、今後どのようにすべきかが具体的に書かれ重要だと思います。一方、

10 年間なので書き切れない部分もあると思います。87 ページの 1 区の役割の 2つ目の段

落の辺りに、民間住宅に対する支援・誘導と書いていますが、支援する対象はハードとし

ての住宅か、区民や民間事業者も対象になる気がしますので、ご検討いただきたいと思い

ます。 

 次の区民の役割は、3 つ段落があり、最初の段落では必要がありますとなっています

が、2つ目と 3つ目は求められていますとなっています。語尾を統一する必要はありませ

んか。求められている、でいいのか、役割があると思いますので、ご検討いただきたいと

思います。このページでもう 1つあります。 

 3 地域の活動団体のところに、冒頭で委員がご指摘した事業者という言葉があります。

この業者は NPO に近い事業者かと思います。一方、地域の活動団体ではありませんが、民

間事業者で住宅施策に資するところもあると思います。地域の活動団体の事業者以外のも

のも拾い上げていただきたいと思います。例えば、シェアハウスをしている民間事業者は

豊島区に限らないなど、そのような人たちのことも書いていいと思います。以上です。 

●会長 特に最後が大きな提言だと思います。それまでのご意見は文章表現に近いもので

すが、最後についてはどうですか。確かに区の役割、区民の役割、地域の活動団体の役割

があります。しかし、一般民間事業者への役割や期待は抜けていると思われます。どうで

すか。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございました。今すぐ回答はできませんが、次回審

議会までに、先ほどの事業者という宿題も頂きましたので、全体を見て使い分けるなどし

たいと考えます。 
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●会長 それでは、ご検討してください。他にいかがですか。どうぞ。 

●委員 先ほどと重なりますが、88 ページの施策の連携の強化（1）に、町内の連携とい

う意味で福祉施策やまちづくりが書かれています。これも新しい提言になるかもしれませ

んが、先ほどの民間企業の話からいくと、産業振興なども含まれていいのではないかと思

います。これも新しい話なので簡単に答えは出ないかもしれませんが、検討してくださ

い。 

 次の段落でも、「また」の後に居住支援協議会とあり、ここにも「事業者」がありま

す。ここでは、居住支援協議会の枠組みでないとこの事業者は役割を発揮できないように

も読めるので、これとは別に民間の事業活動も地域の住宅施策には重要という要素があっ

てもいいと思います。ご検討いただきたいと思います。 

●会長 産業振興とはどのようなことを想定していますか。 

●委員 リノベーションまちづくりでいえば、空き家を活用するプレーヤーは民間のプレ

ーヤーです。補助金なしに自分で起業し、新しい事業を起こしていく人です。あるいは、

シェアハウスや民泊でも良好なものなど、パブリックマインドの強い企業が新しいアイデ

アで新しい事業を起こし、全国に波及することが起きやすいのが豊島区だと思います。 

 ぜひ、そういう人たちの背中を押す言葉があるといいと思います。 

●会長 どうですか。 

●住宅課長 スペースに余裕がありますので、表現を工夫して追記したいと考えます。 

●会長 他にいかがですか。 

 それでは、全体をとおして言い忘れたことがあればお願いします。 

●委員 続けて発言します。89 ページ 6の進行管理にダイヤグラムがあり、4つの段階と

住宅対策審議会の客観的評価があります。これは踏み込んで書いていただいたと思います

が、表記だけを見ると今までと変わらない気もします。客観的な評価は、この審議会がも

ちろんなっているとは思いますが、変わった印象が欲しいと思います。抽象的ですが、ご

検討いただきたいと思います。 

●会長 いかがですか。 

●事務局 表現は少し工夫したいと思います。本来、89 ページの管理シートが今回の新

しい提案なので、もう少し強調したいと思います。検討します。 

●委員 よろしくお願いします。 

●会長 他にいかがですか。ご意見・ご質問は出尽くしましたか。それでは、ご意見が出

尽くしたようですので、議事についてはこれで終了いたします。今、頂いたご意見のほと

んどは、内容ではなく表現を分かりやすくしてほしい。あるいは、Aと B は同じ表現にし

たほうがいいというものでした。事務局で整理していただき、さらに進めてください。1

～2点の追加検討がありましたが、パブリックコメントには間に合わないかもしれませ

ん。引き続き検討いただきたいと思います。 
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 それでは以上を踏まえ、全体として今の表現を微修正し、パブリックコメントで公開す

ることについて、皆さん、ご了承いただけますか。 

＜異議なし＞ 

 ありがとうございます。それでは、事務局から今後の進め方、その他連絡事項などにつ

いて説明をお願いします。 

●住宅課長 冒頭に申しましたが、改めて説明します。11 月 28 日から 1 カ月パブリック

コメントを実施する予定です。本日も活発なご意見等を頂きまして、ありがとうございま

す。貴重なご意見ばかりで、事務局でパブリックコメントまでに全てを消化するのは難し

いですが、次回審議会で、パブリックコメントと本日のご意見を踏まえた住宅マスタープ

ラン案をお示ししたいと思います。 

次回審議会は 2月前後に開催する予定です。住宅マスタープラン案に関しても、ご意見

等を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 事前に告知していました 2月 1日の日程は、別の日程で調整します。今月中には皆さま

にご連絡したいと思います。ご予定の調整を、どうぞよろしくお願いいたします。 

●会長 それでは、皆さまから何かなければ終了いたします。よろしいですか。 

 それでは、以上で本日の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。 
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※ 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。

会 議 の 結 果

・豊島区住宅マスタープラン素案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５６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５６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 

・資料２_【年表】社会情勢と主な住宅施策の変遷 

・資料３_巻末資料 

・資料４_前回審議会からの主な修正箇所 

・参考１_住宅マスタープラン策定スケジュール 

そ の 他


