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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５７回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課

開 催 日 時 平成３１年１月２５日（金）１０時００分～１１時４５分

開 催 場 所 第一委員会室（本庁舎９階）

出 席 者 委 員

＜学識経験者＞

小林秀樹、加藤仁美、篠原みち子、定行まり子、佐々木誠、浅原賢

一、広瀬達雄、寺田晃弘

＜区議会議員＞

磯一昭、中島義春、儀武さとる、高橋佳代子、永野裕子、里中郁男

＜区民＞

戸田汎、平松修二、松岡昭男、安山宣之、吉原美智子

（敬称略）

その他

保健福祉部長、都市整備部長、地域まちづくり担当部長、環境政

策課長、福祉総務課長、高齢者福祉課長、障害福祉課長、再開発

担当課長、建築課長、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２名

公 開 の 可 否 公開・非公開・一部非公開     傍聴人数  ０人

非公開・一部公開

の場合は、その理由

会 議 次 第

１．開 会

２．出欠確認、資料確認

３．資料説明

４．質疑応答

５．その他

６．閉 会
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審 議 経 過      №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 57 回豊島区住宅対策

審議会を開催いたします。皆さまには、ご多用のところご出席を賜り、本当にありがとう

ございます。本日の会議の進行は、席上の第 57 回の次第に従い進める予定です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 ここで出席の確認をいたします。本日の出欠状況ですが、上田委員が欠席というご連絡

をいただいています。また、本日の住宅対策審議会は、豊島区住宅基本条例第 18 条第 11

項の規定に定める定数を満たしておりますので、有効に成立していることを報告いたしま

す。本日、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・都市問題研究所も同席しますことをご了承ください。 

 それでは、小林会長にごあいさつをいただき、議事に移りたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

●会長 皆さん、おはようございます。これまで皆さんにご検討いただいた住宅マスター

プランがパブリックコメントにかけられ、今日はその結果を踏まえた議論になります。順

調にいけば、次回、区長に答申したいと思います。大きな議論がなければ、変更を伴う議

論は今日が最後になると思います。さまざまな角度からご意見を頂きたいと思います。 

 それでは、最初に傍聴者の確認をいたします。事務局にお尋ねします。傍聴希望の方は

いらっしゃいますか。 

●住宅課長 本日はおりません。 

●会長 分かりました。それでは、本日の議事に移ります。まず、資料の確認からお願い

します。 

●住宅課長 事務局から資料を確認いたします。事前に送付した物として、次第、委員名

簿、本日の座席表。資料 1豊島区住宅マスタープラン素案に対するパブリックコメントの

実施結果について、資料 2住宅マスタープラン案、資料 3計画の主な修正点、参考資料 1

スケジュールです。 

 また、本日、机上配布した物として、前回 11 月 2 日の審議会の会議録、3月 13 日に予

定している区長への答申の開催通知です。全ておそろいですか。 

●会長 資料については、全体の説明後、議論については、少し区切りながら進めたいと

思います。 

 事務局から資料の説明をお願いします。 

●住宅課長 議事の住宅マスタープラン（案）について、資料 1から 3までまとめて説明

いたします。それでは、資料 1をお取りください。住宅マスタープラン素案に対するパブ

リックコメントの実施結果についてです。前回の平成 30 年 11 月 2 日の審議会にお示しし

た素案の内容に基づきまして、11 月 28 日から 1 カ月間、区民に意見募集を行いました。
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その結果、提出件数 3件、計 10 件のご意見を頂きました。 

 10 件それぞれについて、マスタープランの中にどのように反映するかを説明した資料

です。ご意見は、高齢者、まちづくり、防犯・防災、その他の 4つに分類・整理しまし

た。まず、（1）高齢者に関するご意見を一つずつ説明いたします。 

 1 つ目は、ヒートショックが一因となる入浴中の死亡事故が増えているため、高齢者の

住宅における良好な温熱環境の整備の視点を盛り込むべき、というご意見です。これにつ

きましては、資料 2住宅マスタープラン（案）59 ページに、リフォームに関する情報提

供・相談体制の充実の中に、新たに追加することを提案します。 

 なお、具体的な修正箇所は、後ほど説明いたします。必要に応じてご参照いただきたい

と思います。2つ目は、見守りが必要な方と定期的な接点がある事業者と連携するなど、

地域で見守りする体制の強化を図るべき、というご意見です。これにつきましては、50

ページに、地域住民や事業者との連携した見守り活動の推進をうたっているので、ご指摘

はすでに対応しているという判断です。 

 3 つ目は、良好な温熱環境の実現のための住宅改修にあたり、住宅修繕・リフォーム資

金助成が活用できるよう検討すべき、というご意見です。これにつきましては、58 ペー

ジに、住宅修繕・リフォーム資金助成事業の活用促進をうたっています。この制度は良好

な温熱環境の実現のための住宅改修にも一定程度活用できると考えますので、ご指摘はす

でに対応しているという判断です。 

 4 つ目は、住宅改修が必要となる高齢者世帯向けに、住宅の断熱化と適切な暖房機器設

置に向けた支援を検討すべき、というご意見です。これにつきましては、49 ページに、

住宅や設備の環境性能を高めるための支援をうたっていますので、ご指摘はすでに対応し

ているという判断です。 

 続きまして、（2）まちづくりに関するご意見です。1つ目は、老朽マンションの建て

替えが進むよう、池袋の立地特性を生かした大幅な容積率の緩和等を進めて高層化を図る

べき、というご意見です。これにつきましては、71 ページに、地域の特性に応じた都市

開発諸制度の適切な運用等をうたっているので、ご指摘は一定程度対応しているという認

識です。 

 2 つ目は、地区計画をしっかりつくり、無電柱化などにより街並みを美しくすべき、と

いうご意見です。これにつきましては、73 ページに、魅力ある住宅・住環境の形成とし

て、地域ごとの特性を生かした街並みや、住環境の優れた住宅地の形成誘導をうたってい

ますので、ご指摘は反映しているという判断です。 

 続きまして、（3）防犯・防災対策のご意見です。1つ目は、治安が悪化すると不動産

価格が下がる可能性があるので、住宅の防犯対策を推進すべき、というご意見です。これ

につきましては、72 ページに、地域における安全・安心の取り組みの推進として内容を

うたっていますので、ご指摘はすでに対応しているという判断です。 
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 2 つ目は、水害・土砂崩れ・地盤の弱いところはしっかり周知し、対策を実施すべき、

というご意見です。これにつきましては、69 ページに、新たに洪水ハザードマップや土

砂災害ハザードマップの周知などをうたっていますので、ご指摘は一定程度対応している

という判断です。 

 続きまして、（4）その他のご意見です。1つ目は、アーティスト・イン・レジデンス

についてプランに盛り込み、地域との交流や池袋らしい文化形成に資するアーティストの

住まいを確保すべき、というご意見です。これにつきましては、新たな計画の視点である

ライフステージ・ライフスタイルに応じた住宅施策として、基本目標より上の段階で整理

し、対象となる方々にも一定程度配慮した住宅施策を進めているので、ご指摘は反映して

いるという認識です。 

 2 つ目は、外国人の住宅確保が適切に行われるべき、というご意見です。これにつきま

しては、57 ページに、外国籍住民の居住環境整備についてうたっていますので、ご指摘

はすでに対応しているという判断です。 

 今回のパブリックコメントの結果を踏まえ、新たに加えたのは、（1）高齢者の 1つ目

です。資料 1の説明は以上です。 

 引き続き、資料 2と資料 3を用い、計画の主な修正点等について、一つ一つ説明いたし

ます。資料 3を上から順に説明しますので、適宜、資料 2のマスタープラン（案）の該当

箇所をご確認ください。 

 はじめに、プラン（案）の全体にかかる部分で、新元号の表記についてです。区の表記

の方針に合わせ、元号・平成と括弧書きの西暦を併記するよう修正しました。平成 31 年

であれば括弧書きで（2019 年）を併記。また、平成 31 年度（2019 年度）など、括弧書き

を併記します。 

 続きまして、語句の修正についてです。1つ目は、公民の連携との表記を、前回、委員

のご指摘を受け、誤解を与えぬよう、公民連携に修正しました。2 つ目は、外国人住民の

表記を、区における多文化共生推進基本方針（素案）に合わせ、外国籍住民に修正しまし

た。 

 続きまして、目次についてです。目次の右下に、囲み書きに赤字で記述しています。こ

れは、統計上の注意、元号表記について、空き家の表記の使い分け、用語解説などの説明

についてです。 

 続きまして、年表についてです。微修正ですが、デザイン・施策・計画を、本文に合わ

せました。 

 個別の修正箇所についてです。第 1章の 2ページをご覧ください。中段に、全国に先駆

けて取り組んできた住宅施策に、素案では、居住支援協議会の設立とありました。それ

を、モデル事業の実施に改めました。設立は江東区が最初ですが、モデル事業を実施・展

開したのは豊島区が都内初なので、このように修正しました。 
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 続きまして、第 2章の 9ページをご覧ください。誤植です。②世帯数の推移を表示して

います。直近の世帯数が平成 30 年 1 月 1 日現在になっていますが、国勢調査は平成 27 年

なので修正しました。大変申し訳ございません。 

 続きまして、16 ページと 17 ページをご覧ください。前回、委員から単身高齢者のデー

タについてご指摘を受けましたので、単身高齢者の居住実態が分かる資料を追加しまし

た。16 ページには、23 区別の高齢者人口に占める単身高齢者の割合を追加しました。23

区では渋谷区に次いで豊島区が高い割合です。17 ページには、23 区別の単身高齢者のう

ち、民営借家に住んでいる割合を追加しました。豊島区は、23 区で最も高い割合です。 

 続きまして、第 4章の 46 ページをご覧ください。前回、委員からのご指摘を受けた、

（2）子育ち・子育てしやすいまちづくりの推進についてです。庁内の関係課と文言を調

整しました。地域に展開する中小規模の公園や児童遊園は地域コミュニティーの場であ

り、また、近年では保育園の園庭としても活用されているため、地域のニーズに合わせた

活用を進めるプロジェクトにより、子どもや子育て世帯の快適な環境整備を推進します、

としました。 

 続きまして、第 4章の 47 ページをご覧ください。素案では、1-3 近居・同居・多世代

同居、1-4 子育て世帯の居住支援とそれぞれ整理していましたが、内容を見直し、1-3 子

育て世帯の居住支援に一本化しました。さらに、素案では、子育てファミリー世帯の家賃

助成活用促進と表記していましたが、効果的な運用を図る、に修正しました。 

 続きまして、48 ページをご覧ください。イラストの修正です。サービス付き高齢者向

け住宅の供給について、以前は分散型ホームのイラストが同じような住宅であったため、

一体型と比べて分かりにくい、というご指摘を受け、分散型ホームの住宅のイラストを工

夫しました。 

 続きまして、51 ページをご覧ください。コレクティブハウスのイメージイラストの修

正です。前回、多様な住まい方をお示ししましたが、具体的にコレクティブハウスという

住まい方に修正しました。 

 続きまして、52 ページをご覧ください。3-1（1）住宅確保要配慮者が入居する住宅の

登録・促進についてです。1つ目は、セーフティーネット住宅の登録制度の普及促進を図

るため、不動産団体への働き方を積極的に行う、に修正しました。 

 2 つ目は、としま居住支援バンクの登録です。平成 30 年 1 月に登録要件を緩和しまし

た。具体的には、これまでは耐震・法令適合の確認を行った上で、居住支援バンクへ登録

することになっていましたが、法令に適合しなくても登録できるようになりました。変更

内容を積極的に周知し、促進につなげる主旨の下、このように整理しました。 

 同じく 52 ページの（2）円滑な入居のための環境整備の 3つ目です。セーフティーネッ

ト住宅の登録促進のため、家賃低廉化補助と住宅改修費補助を検討する、という表現でし

たが、補助を行います、に修正しました。 
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 続きまして、54 ページをご覧ください。大変申し訳ございませんが、資料 3の計画の

主な修正点が入っていませんでした。前回の審議会で、住民施策と福祉施策との連携によ

る住宅セーフティーネットの構築イメージについて、分かりづらい、細かいというご指摘

を受けたため、できるだけ簡素化し分かりやすいよう修正しました。 

 既存の住宅施策と福祉施策との連携を深めていくことで、まず、住まい探しの段階で民

間住宅の所有者の不安を解消することが、高齢者をはじめとする要配慮者が安心して居住

できる環境整備につながると思います。住まい探しについては、オーナー等々に対して、

住宅と福祉が連携して施策を展開することが必要というイメージ図を、できるだけ分かり

やすく、なるべく 2色になるよう修正しました。 

 続きまして、57 ページをご覧ください。3-5（2）外国籍住民が居住するための環境整

備です。昨年末に、国が外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策を策定しまし

た。この内容と整合性を図る修正を行いました。1つ目は、新たに追加したもので、外国

籍住民の住宅確保を促進するため、不動産関係団体などと連携し、住宅情報の提供や居住

支援などに努める、を追記しました。 

 2 つ目は、外国人の民間賃貸住宅、入居円滑化ガイドラインの普及を図ることで、住宅

提供への理解・協力と確保ができるよう修正しました。主な変更点は以上です。 

 続きまして、59 ページをご覧ください。（4）リフォームに関する情報提供・相談体制

についてです。先ほど説明した、パブリックコメントを受け追加する部分がこれです。バ

リアフリー化に加え、温熱環境向上に関する情報提供・普及啓発を図る、を追記しまし

た。 

 続きまして、61 ページをご覧ください。コラムの追加です。マンションの第三者管理

方式について、国土交通省の資料を引用し、まとめました。 

 続きまして、64 ページをご覧ください。以前の小タイトルは、良質な住まいづくりの

促進で、少し抽象的だったため、既存住宅の流通・促進と、内容に合わせ修正しました。

さらに住宅診断（ホームインスペクション）のコラムを追記しました。 

 続きまして、65 ページをご覧ください。素案では（3）持ち家の賃貸化の促進という、

少し踏み込んだ表現でしたが、持ち家の有効活用に修正しました。 

 68 ページをご覧ください。1つ目は、空家等対策計画に関する記述がもれていたため、

関係課と調整し、新たに追記しました。2 つ目は、素案では家族的住まい方認定制度のイ

メージ図などを表示していましたが、空き家の活用・除却のコラムを追記しました。 

 続きまして、76 ページと 77 ページをご覧ください。タイプ別住宅施策のイラストにつ

いて、さまざまなご意見があることは承知しています。現在、委託事業者が努力している

最中で、製本前にはイラストをまとめたいと考えています。 

 続きまして、第 5章 80 ペーをご覧ください。素案のタイトルは、1公的住宅等の供給

で、前回のマスタープランと整理の仕方が変わったため、修正しました。区の考え方・方
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針等は変わっていませんが、整理の仕方が変わったため、それについて説明します。 

 まず、上段の文章を分かりやすくと、さまざまなところで指摘を受けたため、タイトル

は供給目標に修正しました。最後の文章の、セーフティーネット住宅への経済的支援など

を積極的に検討する、としていましたが先ほどの目標に合わせるよう、行いますと明確化

しました。 

 最後の表についてです。前回は、民間住宅を活用した住宅セーフティーネットの取り組

みとし、民間住宅の部分のみを記載していましたが、さまざまなご意見や庁内での検討を

踏まえ、公営住宅も一定程度入れることにしました。東京都住宅マスタープランでも公営

住宅の募集数を記載しています。豊島区もそれに倣うわけではありませんが、区営住宅の

募集数と福祉住宅の募集数を、過去 5年間の募集の推移を分析し、今後 10 年間の募集数

を記載しました。 

 さらに、民間住宅のセーフティーネット住宅戸数について、前回の審議会にて委員か

ら、70 戸の目標は少し低いというご指摘を受けました。予算との兼ね合いもあります

が、100 戸としました。 

 続きまして、85 ページから 87 ページの住宅市街地の整備方針をご覧ください。ご覧の

とおり赤字が多くなっています。東京都が検討している都市づくりグランドデザインの策

定を受け、豊島区都市計画課が策定した都市づくりビジョンなどの土地利用方針図を基に

庁内で調整し、修正したからです。 

 特に 87 ページの住宅市街地ゾーン図は、前回の素案に比べて少しカラフルになってい

ます。一般住宅地や低層住宅地は大きな変更はなく、商業業務地や複合用途地などより明

確に整理しました。都の計画と整合性を図るための整理であるとご理解ください。 

 続きまして、第 6章の 92 ページをご覧ください。1（3）地域の活動団体の役割は、事

業者を整理したものです。委員からのご意見を受け、事務局内で議論を尽くした結果、住

宅関連事業者、NPO 法人を含む社会福祉法人や地域のまちづくり組織、さらに町会を、東

京都や国の計画の文言と精査し、豊島区のプランに合うよう再整理しました。 

 最後に、96 ページと 97 ページをご覧ください。進行管理で重要となる、それぞれの成

果指標と活動指標です。字が小さい、矢印が上向きか下向きか分かりにくい、というご意

見も受け、文字を大きくして強弱を付けました。また、矢印は、向上・減少・解消とする

ことで、目指す方向を分かりやすく整理しました。 

 大変長くなりましたが、主な修正点については以上です。本日は資料 2 をベースに、さ

まざまなご意見を賜りたいと思います。どうぞ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。議論は今日が最後になりますので、章ごとに確認しな

がら進めたいと思います。その前に、まず、資料 1のパブリックコメントの結果について

です。区の考え方が書いてありますが、これについて、何かご意見のある方はいらっしゃ

いますか。どうぞ、お願いします。 
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●委員 意見というか確認です。その他の 2つの意見のうちの、1 のアーティスト・イ

ン・レジデンスはすでに計画に盛り込んでいるということですが、どこに入っています

か。 

●住宅課長 具体的にアーティスト・イン・レジデンスという言葉を入れる検討はしまし

たが、同じトーンで整理できるものがない、この方を表記すると具体的に他の方も表記し

たほうがいいなど、整理に苦慮しました。 

 考え方として、第 3章の 36 ページ、新たな計画の視点 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に、広い意味で入っているという認識です。具体名は入って

いませんが、ここにそういう方々の支援が包含するという判断です。 

●委員 これはマスタープランなので、具体的なことはうたえないと思いますし、それで

いいとは思います。しかし、アーティスト・イン・レジデンスの考え方は、豊島区として

戦略的に重要な視点と思います。これまで進めてきた、リノベーション施策につながりま

す。また、今日は関連部署がいませんが、現在、国際アートカルチャー都市構想に取り組

むなど、住宅施策というより区の戦略的な部分として、総合的に展開することはいい視点

だと改めて思いました。 

 かつてのアトリエ村やトキワ荘も、このような観点があったと思います。今の空き家の

問題や、継続して行われている、にしすがも創造舎の若手アーティストと子どもたちをつ

なげる事業など、豊島区が小さいけれども工夫を凝らして進めてきた政策に、合致する住

宅戦略になると思います。マスタープランに具体化できる内容ではないと思いますが、こ

れに関しては、住宅課と関係部署とで戦略的に進めるとよいのではないかと、パブリック

コメントを受け改めて思い発言しました。 

●会長 ありがとうございました。事務局、お願いします。 

●住宅課長 もう少し付け足して説明すればよかったのですが、今、まさに、国際アート

カルチャー都市構想の見直し等の作業が進められ、私どももヒアリングを受けている状況

です。現在、リノベーションまちづくりの空間創出に、すでにアーティスト・イン・レジ

デンスの取り組みや、委員がおっしゃったアトリエ村など、さまざまなキーワードが計画

に位置付けられています。今後、内部の個別の計画と調整しつつ、具体的な計画で反映す

るよう調整したいと考えます。 

●会長 マスタープランの変更ではなく、今後の施策展開に生かしてほしいということで

よろしいですか。ありがとうございます。 

 他にいかがですか。パブリックコメントへの回答は公開されますか。 

●住宅課長 答申後、行政計画として公表するタイミングで区として発表します。 

●会長 それを前提にしています。どうぞ、お願いします。 

●委員 今のアーティスト・イン・レジデンスについてです。視点 1ライフステージ・ラ

イフスタイルに含むとなっていますが、むしろ、37 ページの視点 4 公民連携と役割分担
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の考え方に合致すると思いました。それも加えたほうがいいと思います。いかがですか。

●会長 事務局、お願いします。 

●住宅課長 貴重なご意見ありがとうございます。どうしても頭がライフスタイルに向き

がちでしたが、委員のご指摘どおり、先ほどの国際アートカルチャー都市構想に位置付け

られることを踏まえると、視点 4の公民連携と両方に含まれると思います。そのように整

理したいと思います。 

●会長 ありがとうございました。委員、お願いします。 

●委員 3 ページの 2水害、土砂崩れ、地盤の弱いところはしっかりと周知し、より安全

なところに住み替えるなどの対策を実施すべき、についてです。洪水ハザードマップはす

でにつくられ、土砂災害については、東京都が都内の警戒区域等を指定し、豊島区も駒込

等数箇所が指定されました。しかし、この指定に対し、周辺の新築マンションに入ってい

る住民からは、資産価値が下がるのでやめてほしい、慎重に対応してほしいという意見も

多く聞かれます。区は、東京都が指定した土砂災害ハザードマップを公表し周知徹底を図

る方針かを確認させてください。 

●会長 事務局、お願いします。 

●建築課長 直接の担当は防災になりますが、ハザードマップに対して、さらに土砂法に

関する情報も加えると聞いています。 

●会長 ある程度公開していくということです。よろしいですか。他にいかがですか。私

から 1点あります。2ページのまちづくり 1大幅な容積率緩和等を進めて高層化を図るべ

き、というご意見に対する答え方です。実際には、容積率を緩和しても斜線制限や日影規

制で、高層化できないケースが多いのが実態です。その緩和もすると誤解されるので、周

辺環境との調和を図りつつ対応します、という言葉をどこかに入れてください。 

●住宅課長 ありがとうございました。 

●会長 他にいかがですか。これでよろしいですか。それでは、マスタープラン（案）に

進みます。まず、目次と A3 の年表の修正点についてです。全体をとおして語句の修正が

ありますので、これについて確認します。目次の赤字のところと、A3 の年表と全体をと

おした修正について、何かご意見はありますか。これでよろしいですか。 

 ここは語句等についての修正ですので、これでよろしいかと思います。次は第 1章で

す。赤字が修正部分ですが、ご意見はありますか。特にないようです。それでは第 2章の

現状について、ご意見はありませんか。最後の機会です。気付いた点があればお聞かせく

ださい。これでよろしいですか。 

●委員 16 ページと 17 ページに、単身高齢者と高齢者のデータがしっかり入りました。

民営借家の単身が多いという記載が多くあります。同時に、分譲マンションにも単身が多

いことから、空き家予備軍になりやすいと思いました。この考察を入れるとさらにいいと

思います。 
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●会長 17 ページの文章の表現を少し工夫したほうがいいというご意見です。どのよう

に変えるといいですか。ここは単に事実を記載しているだけですが、事務局に何か考えは

ありますか。空き家予備軍については、この章ではなく、後半が適切かもしれません。 

●住宅課長 今のお話の主旨は分かっているつもりですが、どのように整理するかについ

ては、即答することができません。しかし、貴重なご意見ですので、反映の仕方について

は今後調整し、反映する努力をしたいと思います。 

●会長 ありがとうございました。他にありますか。私から 1点あります。住宅白書 201

8 を合わせて参照ください、という文章はどこかに入っていますか。 

●住宅課長 失礼しました。直接的な表現がないので、どこがふさわしいかも含め、調整

したいと考えます。 

●会長 せっかくこのように立派なものを作ったのですから、ぜひ加えてください。 

●住宅課長 第 2 章の冒頭など、工夫したいと考えます。 

●会長 他にいかがですか。これでよろしいですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 住宅マスタープランの策定主旨は、住生活の向上を図るための施策策定に際し、

その骨太の方針を指し示すことにあろうと思われます。生活スタイルの変化の流れの中で

もとりわけ顕著に見られる動向としては、共働きが当たり前となって専業主婦と呼ばれる

住宅を生活の場とする層の消滅現象があります。それに伴い子供達も帰宅が遅くなり、昼

間時の在宅しているのは高齢者のみ、それも定年後もほぼ７０歳近くまでは働きに出る高

齢者も多く、後期高齢者と乳飲み子を抱える母ぐらいしか見かけない地域が多くなってき

ています。住生活の基本である、住宅、あるいは住宅地のあり方が大きく変化しており、

それに対応する方向付けを示す必要があろうかと思われますが、その基本データとして各

生活者が住宅あるいは住宅地で過ごす時間の変化とその動向についての調査データが欠け

ているのではないでしょうか。 

●会長 自宅での生活時間の調査データはあるか、事務局は調べてください。 

●住宅課長 事務局で調べ、どのように反映できるか検討したいと思います。 

●会長 よろしいですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 21 ページの②同居近居の意向についてです。このパーセンテージは親なのか子

なのか、どちらの意向か表示されていません。 

●会長 確かに、このデータには親か子かの意識が表記されていません。事務局、これは

どちらですか。 

●事務局 これはアンケート調査ですので、どちらの立場も含まれます。親と子を足して

集計した結果であることを、ご理解いただきたいと思います。 

●会長 そういうことです。もし可能であれば、集計し直したらいかがですか。 

●住宅課長 この調査結果は親と子の意識をまとめて一くくりにしていますが、集計の可

能性があるか、最後まで努力したいと考えます。 
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●会長 他にいかがですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 20 ページの外国籍住民の状況です。①の表から、近年、外国籍住民の方が明ら

かに増え、今後、この傾向は続いていくことが分かりますが、区内の現状を知る意味か

ら、②在留資格の中のどの枠組みの方が最近増えているかが分かるといいです。永住者か

留学・就労等のうち、どの枠組みの人が増えているかが分かると、今、区内でどのような

ことが起きているかが分かると思います。 

●会長 事務局、いかがですか。今のご質問は、20 ページの外国籍住民の在留資格の経

年変化についてですか。 

●委員 そうです。 

●会長 そのデータがあれば、文章の中でも、近年こういう枠組みの外国籍住民が増えて

います、と 1行加えてはいかがですか。 

●住宅課長 今のご意見への対応として、新たにグラフを追加することは構成上難しいで

すが、反映方法について検討したいと思います。 

●会長 他にいかがですか。 

 それでは、第 3 章に進みます。3章について、気付いた点やご意見はありますか。どう

ぞ、お願いします。 

●委員 38 ページの基本理念についてです。本文 4行目に、魅力とは、単身、夫婦、子

育て世帯ときて、それぞれの世帯にとって魅力ある、と続きます。まず、それぞれの世帯

となると、子育て世帯の世帯は要らないと思いました。しかし、子育て世帯はここに意味

が 3つほどあるので、残したと思います。 

 また、魅力とはと魅力ある、と魅力が続くので、文章に工夫が必要と思いました。 

●会長 日本語として読みやすさ、流れを確認するということです。事務局にお任せして

もよろしいですか。 

●住宅課長 しっかり精査したいと思います。 

●会長 よろしいですか。他にいかがですか。これでよろしいですか。 

 それでは第 4章に進みます。何か意見等はありますか。内容をご確認ください。53 ペ

ージの図を書き換えましたが、良くなったと思います。皆さん、いかがですか。どうぞ、

お願いします。 

●委員 第 4章には、いろいろな箇所で空き家というキーワードが出てきます。単に空き

家を利用するといっても、空き家自体の権利関係や、権利者の意思等を調査するのは大変

かと思います。私の町会にも空き家らしき物が増えていますが、それは本当に空き家なの

かという問題もあります。権利者について、区で調査してもらえますか。その辺はどうな

っていますか。 

●住宅課長 今、委員から空き家の調査についてのご意見を頂きました。豊島区では平成

28 年度に全戸調査しました。今、空き家の所有者に接点を定期的に持ちたいと、許可を
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頂いている所有者には、空き家と住まいの勉強会の案内を年に 6回送っています。また、

利活用を推進する条例をつくるなど、区としてこのような取り組みを行っています。 

 また、区のみでは空き家の利活用は限界があることから、今後は地域の皆さまから情報

を頂くなど地域と連携し働きかけながら、専門家の方々とも相談するなど、全体で空き家

の利活用の推進施策を総合的に行うことが必要と考えます。区のみではなく、区内でさま

ざまに活動されている皆さまと連携し、進めていきたいと思います。 

●委員 空き家を調査した結果、どのようにするかは検討してほしいと思いますが、問題

は空き家らしき物が相当増えているということです。今、私は雑司ヶ谷 1 丁目に住んでい

ますが、地域に空き家があります。それが本当に空き家かどうかは、例えば光熱会社が調

べると分かると思いますが、町会ではそこまで調べられません。マスタープランに入るこ

とはないと思いますが、マスタープランの中にこれほど空き家という言葉が入っているの

で、今後、具体的に考えていく時期ではないかと思います。 

●会長 今、ご指摘いただいた問題は、どこの自治体でも課題になっています。行政情報

を直接町会にお伝えすることはできませんから、今のところ、行政から所有者に連絡し、

所有者から町会に連絡を取ってもらうことしか方法はありません。 

●委員 町会はそれをすることはありません。 

●会長 そこには限界があります。それはぜひ、国に要望するのかもしれません。 

●住宅課長 説明を少し付け加えます。住宅白書に取りまとめていますが、平成 28 年度

の調査によると、委員がおっしゃるように、外観上、第三者から見ると明らかに空き家と

いう住宅でも、空き家所有者の 7割程度は空き家ではなく、使用目的があると主張しま

す。 

 また、空き家所有者に利活用を考えているかどうかも調査し、半数近くが活用する予定

はないという意識も一定程度把握しています。豊島区は空き家利活用の条例をつくってい

ますが、地道に普及等をしながら、所有者と接点を持ち、啓発することでマインドが転換

したときにタイムリーな支援につなげていくことが重要と考えます。 

 このように、これからも地域の方々との連携を考えたいと思います。 

●会長 マスタープランでは 67、68 ページですが、この内容の変更に問題はありません

か。どうぞ、お願いします。 

●委員 少し前の 52 ページの赤字修正についてです。先ほど課長からもあったように、

不動産団体への働きかけが一方通行のような感じがするので、できれば連携という言葉を

使い、双方向で行うという文言を考えてほしいと思います。 

●会長 それはそのとおりです。 

●住宅課長 区が前のめりになってしまい、申し訳ありません。そのように調整いたしま

す。 

●委員 46 ページ 1の（1）子育てに配慮した住宅の供給促進の 2つ目、子育てしやすい



 - １４ -

住宅の供給を促進するために、総合設計制度などの活用による容積率の緩和について、開

発事業者などに周知を図ります、とあります。業者は、総合設計制度は当然知っていると

思いますが、それがどのように子育てしやすい住宅の供給につながるかがちょっと分から

ない。 

●住宅課長 この項目をつくるにあたり、それぞれの項目を立ててボリュームと記述内容

を考え、上位計画ではありませんが、東京都住宅マスタープランなどとの整合性や区とし

て漏れがないかという視点で見たとき、住宅の供給に区が関わる部分が少ないと思いまし

た。そのため、区として関わることができる部分として、これを書いてはどうかという判

断でした。 

 もし、ご意見があれば、現実的な形にまとめたいと思います。基本的には、東京都住宅

マスタープランの記述に倣いまとめたとご理解ください。 

●会長 質問です。例えば、保育施設を併設する場合に容積率を緩和するといったことを

想定していますか。 

●住宅課長 そういう認識です。 

●委員 総合設計制度は単に空地の確保で、例えばそこが子どもの遊び場にもなる程度の

感じがします。1 つ目の東京都子育て支援住宅認定制度は、具体的に子育てに資すると思

います。総合設計制度の中の空地の確保や、共用部分の集会室がキッズスペースになるな

ど具体性を持たないと、総合設計制度が子育て支援にはつながりにくいと思います。 

●会長 どうぞ、お願いします。 

●都市整備部長 都市整備部長です。総合設計制度には、ご指摘のとおり、子育て支援機

能につながる容積の緩和は、直接的にはありません。しかし、昨年でしたか、国から総合

設計制度を含めた都市開発諸制度は、これも再開発事業に入りますが、いくつかパターン

があり、直接的な容積の緩和ではなく、子育て支援施設を伴う開発に対する優遇措置もあ

ります。表現が容積緩和と直接的になっているため、工夫が必要かもしれません。検討さ

せてください。 

●会長 誤解のないよう整理してください。 

●住宅課長 正確に整理します。 

●会長 お願いします。どうぞ、お願いします。 

●委員 今の件についてです。文章の 3行を読むと、まさに総合設計制度を使うことが前

提のための周知と受け止められるので、ご検討していただきたいと思います。今、人口減

少が進み、床面積が余っている中で、総合設計制度をどのように使うかは大きなテーマか

と思います。 

 中央区ではやや抑えはじめていると聞いています。ですから、全体を含め、東京都では

こう言っているということがあるかもしれませんが、少し慎重な書きぶりにしたほうが、

少子高齢化の人口減少が進む中では、リアリティーのあるように書き直したほうがいいと
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思います。 

●会長 どうぞ、お願いします。 

●委員 3 つ目についてです。UR や公社の建て替えは実際にありますが、豊島区はその適

地があると思い書かれているのか、そこがピンときませんでした。 

●会長 事務局、お願いします。 

●住宅課長 今日は UR さんが欠席で、具体例は控えますが、建て替えをしなければなら

ない所は、一定程度あると認識しています。建築のいろいろな条件等に課題があり、進ま

ないことも聞いています。そういった条件が整い、建て替えをするときは、豊島区の区営

住宅や福祉住宅もそうですが、戸数を増やすか、子育て賃貸住宅の供給という意味で、良

質な物は供給を要請したいと思います。これは基本的に、これまでの豊島区住宅マスター

プランにも位置付けられていたもので、落とすのはどうかというところで継続して掲載し

ました。 

●会長 文言はこのままでよろしいですか。2つ目は、誤解がないよう表現を工夫してく

ださい。他にいかがですか。これでよろしいですか。 

 それでは第 5章に進みます。第 5章は住宅整備の方向性で、具体的な数値が出ていま

す。いかがですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 公共住宅の整備目標についてですが、セーフティネットとしての役割に加え、各

地域の住生活の課題と取り組むモデル事業的要素の強化を図っても良いのではと思いま

す。木密地域を抱える豊島区ではそのような実験的役割こそ公共住宅の担うべき方向性が

あるのではないでしょうか。 

●会長 平成 8年以前は、公営住宅を住宅のモデル的に扱うという位置付けがありまし

た。例えば世田谷区は、環境共生モデル住宅として公営住宅を建て替えで実施しました。

しかし、平成 8年に公営住宅法が改正され、第 1 種・第 2種が廃止されました。 

 それまでは、第一種という少し所得が高い公営住宅を中心に、モデル的な実践をしてい

ましたが、それ以降は、公営住宅は福祉住宅であるという性格を強め、どこの自治体もモ

デル性を少し後ろに追いやり、住宅に困っている人に対応することをメインとした歴史が

あります。 

 そういう意味で、最近は公営住宅の建て替えが少なくなり、モデル性を後ろに追いや

り、セーフティーネットとしての機能にどのように対応していくかを中心に検討するよう

になっています。そのような経緯をご理解いただいた上で、これからは空き家活用などに

モデル性をうまく生かしていくことになると思います。 

 これは公営住宅制度の話ですから、区ではどうにもならないところがあります。他にご

意見のある方はいらっしゃいますか。どうぞ、お願いします。 

●委員 86 ページの市街地整備の方針に、いろいろなゾーンが表記されています。特に 7

です。住宅地は用途規制がある中、これからの話だと思いますが、国交省で住宅地にシェ
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アオフィスを作るよう規制緩和し、職住近接を促す政策を出しています。今から書けない

かもしれませんが、そのニュアンスが少しでも出せるといいと思います。 

 住宅地は住宅地というのは、少し古い考え方という気がします。いかがですか。 

●会長 事務局、いかがですか。 

●住宅課長 それについて、住宅課のみで判断することは難しいです。委員のご指摘の主

旨は理解しています。この項目は総花的に設定する内容で、書き込めるか検討したいと思

います。 

●会長 よろしいですか。他にいかがですか。第 6章に進んでも構いませんか。それで

は、第 6章についていかがですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 92 ページの区民・事業者との協働の中で、地域共生社会そのものは国民全体に

課せられたものです。特に、（2）区民の役割の文章の中に、「丸ごと」という言葉が使

われていますが、一般的にはどちらかというと、丸ごとは行政サイドの要件になります。

 今、行政では、縦割りだったことを、包括的に行う、丸ごとしなさいという、そこに強

い意味があります。われわれ区民の役割は、どちらかというと「我が事」の方が強い。丸

ごとを使うなら、上の行政で使うべきで、区民に使うべきではないと思いました。使うな

ら、「我が事」を独立させるのではなく「我が事」と「丸ごと」の両方を使うことです。

区民の役割の文章としては、我が事のように進めなければならない、という意味を強調す

べきです。 

●会長 事務局、いかがですか。 

●住宅課長 再整理したいと思います。 

●会長 確かに丸ごとという言葉が目立ちます。位置付けを整理してください。他にいか

がですか。 

●委員 92 ページ 1のタイトルが区民・事業者との協働となっていますが、文章は「求

められます」が多く、協働のニュアンスがない感じがします。民間事業者を書き込んでい

ただいたとは思いますが、そのような役割があった上で、どのように連携していくかにつ

いて踏み込んで書いたほうがいいと思います。いかがですか。 

●会長 事務局、いかがですか。求められますという表現は、第三者的な表現です。区と

して積極的に関わるような表現にならないか、という主旨のご意見です。 

●住宅課長 貴重なご意見をありがとうございました。タイトルだけ見ると、（1）は協

働で、（2）は連携などとなっており、もう一度、文章全体を見直し、全体的に整理した

いと思います。 

●委員 よろしくお願いします。 

●会長 他にいかがですか。これでよろしいですか。巻末資料についてはいかがですか。

用語解説等が入っています。 

 それではもう一度、全体をとおして、言い忘れたこと、気付いたことはありませんか。
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あればお受けしたいと思います。いかがですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 最近、私どもに相談があったことですが、初めてだったのでよく分かりませんで

した。分譲マンションで隣に住む方からお電話をいただきました。内容は、男性か女性か

は分かりませんが、単身でお住まいの方が亡くなり、住宅は 6～7 年ほどそのままで、最

近になって管財人の弁護士が付き、人の出入りがあるということです。 

 その住宅を見に来られているのではないかと心配され、どこに相談すればいいかという

電話でした。これは豊島区の話ではないですか、住宅課やマンションなら管理会社に相談

されたほうがいいと答えました。 

マスタープランにも書かれていますが、豊島区には単身高齢者が非常に多いです。今

後、そういった相続者の所在が分からない問題が多々出てくるのではないかと想像しま

す。現状から考えられる、危惧すべきことや、課題になることがいろいろ存在すると思う

ので、そのことについてどのように考えているかをお聞かせください。 

●会長 いかがですか。まずは事務局からお願いします。 

●住宅課長 マスタープラン（案）における、区の取り組みや姿勢について説明します。

67 ページ以降に空き家ストックの総合対策として、空き家の利活用と空き家の除却を表

現しています。委員がおっしゃる所有者不明の問題も含め、戸建住宅や分譲マンションの

空き家についても、さまざまな問題が発生しています。住宅施策としては、さまざまな問

題に対してさまざまな方と連携しながら対処していきたいというスタンスです。ここに

は、直接的な言葉で落とし込んではいない状況です。 

●会長 68 ページの最後の黒丸に相談体制の充実があり、ここに関わると思います。委

員、ご発言をお願いします。 

●委員 実は昨日、全国のマンション管理士が集まり、マンションセミナーを行いまし

た。基調講演は米山秀隆先生による「限界マンション・次に来る空き家問題」で、限界マ

ンションの次には廃墟マンションが来るということです。先生は、直接的には住宅形態に

よる終末期問題への対応を提案していました。 

 相続放棄された場合、いろいろなケースがあり、今、議員が指摘したように、財産管理

人が選任された場合の代執行が公費負担で行われるか、という突っ込んだ指摘もありまし

た。米山先生は、最終的にマンション解体に至る場合も含め、最低戸当たり 200 万程度の

費用を積み立て、相続人が不在の場合の管理不全を未然に防ぐ措置を今から考える時代に

なっている、というご指摘がありました。以上です。 

●会長 よろしいですか。今のところ、所有者不明住宅には管財人を選定しなければなら

ず、その費用は 30 万円から 100 万円程度だそうです。今のところそれは個人負担で、そ

れを一部公費負担可能かなどが、今後の検討課題になると思われます。 

 他にいかがですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 住宅整備については、戸建て住宅は具体的な方向性が論究されていないように思
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われます。木密地域を抱える豊島区であるからこそ戸建て住宅整備のあり方に提案するも

のがあって良いかと思います。例えば、耐火性能を高め、狭隘道路解消を目指し、戸建て

の特徴を生かした共同住宅の開発なども検討項目のひとつとして位置づけてもよいのでは

ないだろうかと思われます。 

●会長 事務局、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。ご指摘の戸建住宅への支援は、何も

盛り込まれていないわけではなく、区としても私有財産の形成に寄与する認識はあります

が、バリアフリーや環境配慮など各所に盛り込んでいるつもりです。ご理解いただきたい

と思います。 

 また、木密地域については、70 ページに不燃化の促進を掲げ、整理しています。区と

しては住宅施策のみならず、関連部署と一体となって進めていることをご理解ください。

●会長 よろしいですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 今の空き家の問題の、連絡会への相談件数は増えています。単に空き家と呼ばれ

ますが、現状はさまざまな物があります。利活用できる空き家もあれば、完全に危険な空

き家と思い行ってみると、住んでいる物もあります。それは建物の奥は接道がなく、建て

替えもできない状況で、しかも密集地です。 

 このような状況の建物をどのようにするかという相談を受けたとき、対策に困ります。

現に屋根瓦が落ちてきたという相談が、近隣の方からありました。私どもの相談連絡会で

は、危険のみ回避する手立てを取ることしか言えません。施策を行うとなると、パターン

をいろいろ検討しなければなりません。 

 法的な部分にも関わるので、それらも含め、空き家の利活用の促進にはきめ細かな対策

を取ったほうがいいと思います。現状について、付け加えました。 

●会長 今のご意見は、空き家については詳しく書かれているので、施策段階では配慮し

てほしいということでよろしいですか。他にいかがですか。言い忘れたことはありません

か。どうぞ、お願いします。 

●委員 今の戸建住宅についてです。先ほど委員からお話があった、一般住宅地の、特に

第一種低層住居専用地域の中では、近くに大きなコンビニができないなど、いろいろな問

題があります。東京都は全体的にコンパクトなので不便はないかもしれませんが、大きな

コンビニを建てるためには地区計画をかけるなどいろいろな施策があります。それを書く

のは別として、そういうことがあります。 

 もう 1つは、今の密集市街地についてです。空き家の利活用とは言いながら、既存不適

格と言いますか、耐震不適合で接道もされていない物を空き家として利活用できるかは微

妙だと思います。ここで言っていいか分かりませんが、耐震診断が 0いくつまでなら平屋

なら使えるなど、民間が行っているケースがあります。 

 一番期待したいのは、そういう空き家は空き地にすることです。木密地域の中で空き家



 - １９ -

を整理し、空き地にすることにより住環境は向上すると思います。その方向の施策がある

といいと思います。マスタープランに反映することではなく、施策としての展開に期待し

たいと思います。 

●会長 事務局、いかがですか。以下のご指摘は都市整備の施策です。どうぞ、お願いし

ます。 

●地域まちづくり担当部長 木密を所管している、地域まちづくり担当部長と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。ご指摘はそのとおりで、私どもも国の住宅市街地総合

整備事業や、東京都の木造住宅密集地域総合整備事業などの補助金を使い、敷地を購入し

て広場化しています。特に東池袋 4～5丁目地区は多数の敷地を購入し、広場化していま

す。つつじ広場を作りましたが、どのような広場にするか決定していない閉鎖管理してい

るところもありますが、今後もこのように防災力の向上に努めて参りたいと思います。 

●会長 よろしいですか。他にいかがですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 最初のところに新しい住宅や多様な住宅に、コレクティブハウスやシェアハウス

がありました。51 ページにはコレクティブだけが出ていますが、シェアで考えられる物

はないと思いました。また、前回はあったのに今回は消えた、家族的な住まい方は、豊島

区が新たに認定しているので、何かの形で記載することはできないか、全体の流れを見て

思いました。 

●会長 事務局、いかがですか。 

●住宅課長 ありがとうございました。ページの構成上、家族的住まい方を削除しました

が、今の委員のご意見はもっともだと思いますので、今はコレクティブハウスを限定して

いますが、他のバリエーションも載せるなど、後に入れるとページ数の関係で難しかった

部分もありますが、ここに家族的住まい方の認定制度を載せるかどうか、検討いたしま

す。 

●会長 51 ページはスペースがあるので、ぜひ前向きに検討してください。他にいかが

ですか。ご発言のなかった委員の方、感想でも結構です、何かありませんか。 

 それではひととおりご意見を頂きました。一部修正箇所がありましたが、大きな変更は

ありませんでした。修正については、今後、事務局と私に一任することでよろしいです

か。 

＜異議なし＞ 

 ありがとうございます。次回に修正したものを最終確認いただき、その後、区長へ答申

することになります。 

 以上で本日の議事は終了しました。事務局、お願いします。 

●住宅課長 事務連絡です。皆さまには、一昨年 6月からマスタープラン策定のご審議を

いただきました。平成 29 年度は 3回、最終回はこれからですが、今年度は本日までに 5

回の、計 8回を数えました。私は本年度 4 月に着任しましたが、非常に活発なご意見を頂
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き、事務局としてもさまざまな場面で鍛えられました。 

 プランについても、いろいろなご意見を頂きながら、ブラッシュアップできたと思いま

す。深く感謝申し上げます。今日も多くのご意見と宿題を頂きましたので、直前まで精査

し、最後は会長にご判断いただき、取りまとめたいと思います。 

 配布しました開催通知のとおり、区長への答申は 3月 13 日水曜日 18 時です。本来な

ら、直接区長への答申になりますが、さまざまなご意見を頂いたので、皆さまに変更内容

をご確認いただいた後に区長への答申となります。よろしくお願いいたします。 

 私ども事務局は、できるだけ多くの意見を反映したいと思います。会長からは、今日で

一任というお話がありましたが、ご意見がありましたら来週の金曜日中まで受け付けま

す。そこまで受けたまわって、記載できるか努力をしたいと考えますので、言い忘れたこ

と、後ほど気付いた点がありましたら、来週金曜日中までに頂きたいと思います。 

●会長 来週金曜日までは余裕がありますので、精査していただき、ご意見を出していた

だきたいと思います。 

 それでは、本日の審議会は以上で終了いたします。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

・豊島区住宅マスタープラン（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５７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５７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）に対するパブリックコ

メントの実施結果について 

・資料２_豊島区住宅マスタープラン（案） 

・資料３_計画の主な修正点について 

・参考１_住宅マスタープラン策定スケジュール 

そ の 他


