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豊島区住宅対策審議会(第５８回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課 

 
開  催  日  時 
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弘 
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磯一昭、中島義春、高橋佳代子、儀武さとる、永野裕子、里中郁男 
＜区民＞ 
平松修二、松岡昭男、安山宣之、吉原美智子 
（敬称略） 

 
その他 
 

環境清掃部長、保健福祉部長、都市整備部長、地域まちづくり担

当部長、企画課長、高齢者福祉課長、障害福祉課長、子育て支援

課長、都市計画課長、建築課長 

事務局 住宅課長、住宅課職員６名、コンサルタント３名 
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１．開 会 
２．出欠確認、資料確認 
３．議事１．豊島区住宅マスタープラン（答申案）確認 
４．議事２．豊島区住宅マスタープラン答申 
５．その他 
６．閉 会 
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審 議 経 過      №１  

●住宅課長 ただいまより、第 58 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、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 本日の会議の進行は、配布した次第に従い進める予定です。本日は答申を行いますの

で、本来なら高野区長が出席する予定でしたが、あいにく急な予定が入ってしまい出席す

ることができなくなりました。本日は、呉副区長が代理で出席しますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

副区長：どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長：次に出席確認です。本日は、浅原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第 18 条 11 項の規定に定める定

足数を満たしているため、有効に成立していることを報告します。また、本日は事務局と

して住宅課職員およびプラン策定業務コンサルタントの住宅・都市問題研究所が同席して

います。 

 それでは、会長にごあいさつをいただき、議事に進みたいと思います。会長、どうぞよ

ろしくお願いします。 

●会長 皆さん、こんばんは。本日は、皆さまに 2 年間審議していただいた答申を、区長

にお渡しする予定です。何事もなければ、本日が今期の最後になります。せっかくですの

で、答申が終わりましたら皆さんに一言ずつ、感想や今後に向けたお考えなどをいただき

たいと思います。準備をよろしくお願いいたします。 

 私は普段、ネクタイはしませんが、今日は写真を撮るということなのでしてきました。

順調に答申が進むことを祈念しています。よろしくお願いします。 

 それでは、まず、傍聴について事務局に確認します。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。それでは早速、本日の議事に移ります。まず、資料の確認をお願

いします。 

●住宅課長 それでは、事務局から資料を確認いたします。本日、配布したのは、次第、

委員名簿、座席表。そして、資料番号はありませんが、豊島区住宅マスタープラン（答

申）で、現段階の案です。それから、資料 2 の A41 枚ものの、計画の主な修正点。それか

ら、資料 3の答申文の案です。お手元におそろいですか。 

 本日の会議録の記載事項のうち、審議経過の発言者の氏名は記載せず、委員という表現
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にします。会議終了後、事務局でまとめ、皆さまにご確認いただいた後、ホームページに

公開します。 

 本日の審議会の進行については、次第をご覧ください。本日は、まず、前回の審議会を

受けた主な修正箇所について説明後、ご了承いただいた上で会長が答申を行う予定です。 

●会長 それでは、資料の説明をお願いします。 

●住宅課長 続きまして、資料を説明いたします。お手元の豊島区住宅マスタープラン

（答申）と、資料 2の計画の主な修正点をご覧ください。前回、1 月 29 日の第 57 回住宅

対策審議会で頂いたご意見、その後にメール等で頂戴したご意見を、会長と相談し、最終

的に取りまとめました。 

 修正した 11 項目について、説明します。資料 2をご覧ください。ナンバー1、住生活の

現状データとして白書を参照してもらえるような案内をしてはどうか、というご意見を頂

きました。こちらについては、目次と 7ページ第 2章の扉に、『豊島区住宅白書 2018』

も併せてご覧ください、と表記しました。 

 駆け足になりますが、ナンバー2に進みます。本編の 21 ページをお開きください。下

の 2)同居近居の意向です。親世帯と子世帯別に調査結果を掲載できないか、というご意

見を頂きました。こちらについては、年齢別の意向データとして再編集しました。40 歳

未満、40 歳から 64 歳、65 歳以上と年齢別に分け編集しました。 

続きまして、ナンバー3 です。46 ページをご覧ください。子育てに配慮した住宅の供給

促進と、総合設計制度の関係が分かりづらい、というご意見を頂きました。こちらについ

ては、1の 1（1）、1つ目において、子育てに配慮した住宅と総合設計制度の関係を関係

部署と改めて精査し直し、表記しました。詳しい内容は後ほど確認ください。 

 ナンバー4です。51 ページをご覧ください。下コラムの、豊島区の特徴である家族的住

まい方についてです。前々回は載せていましたが、前回の審議会で紙面の構成上削除しま

した。しかし、コラムは掲載したほうがいい、というご意見を頂き、改めてここに位置付

けました。 

 ナンバー5です。52 ページをお開きください。3の 1（1）の上、セーフティーネット住

宅の登録促進の記述に、従前は「不動産団体などへの働きかけ」がありましたが、表現が

一方的な感じがするので、連携と表記してはどうか、というご意見を頂きました。3 の 1

（1）において、「働きかけを積極的に行う」を、「不動産団体などとの連携をさらに進

めていきます」という表記に修正しました。 

 続きまして、ナンバー6です。63 ページをお開きください。公共住宅に良質さを示せる

モデルケースは盛り込めないか、というご意見を頂きました。2 の 4（2）において、「環

境に配慮した区営住宅を長期に使用していく」とし、一定程度盛り込んだことをご理解い

ただきたいと思います。 

 続きまして、ナンバー7です。85 ページをお開きください。住宅を住宅だけで考えるの
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ではなく、非住宅との複合・連携・バランスで考えるべき、というご意見を頂きました。

85 ページ以降は住宅市街地の整備方針です。ご指摘を踏まえ、4（1）の「住宅地のあり

方に着目して、以下の住宅市街地ゾーンなどを設定し」の中の、「住宅地のあり方に着

目」という表現を削除しました。具体的には、「都市づくりなどの方針などを踏まえ、以

下の住宅市街地ゾーンなどを設定し」と修正しました。こちらに書いている住宅市街地

は、住宅以外の機能を含む地域として定義しました。 

 続きまして、ナンバー8、92 ページをご覧ください。1の（2）に、従前は「丸ごとつな

がる地域共生社会の実現」とありましたが、表現をもう少し工夫できないかというご意見

を頂きました。1（2）において、丸ごとという語句を削除し、「世代を超えてつながる地

域共生社会の実現」に修正しました。 

 続きまして、ナンバー9です。同じ 92 ページです。92 ページ全体が区民・事業者との

協働というタイトルでまとめていますが、文章の語尾の「求められています」が単調とい

うご意見を頂きました。（1）区の役割、（2）区民との取組み、（3）地域の活動団体と

の取組みに関し、文章全体で語尾を見直し修正しました。 

 続きまして、ナンバー10 です。93 ページをご覧ください。2（1）は、庁内横断的に他

部署と連携すべき。福祉だけではなく、商工や文化なども、というご意見を頂きました。

2（1）において、「福祉施策との連携を強化」となっていましたが、「福祉施策などと」

と修正し、ご意見の主旨を反映しました。ご確認ください。 

 続きまして、ナンバー11 です。93 ページをお開きください。3 相談・情報提供の充実

について、相談・情報窓口はワンストップであるべき、というご意見を頂きました。具体

的な書き方をいろいろ考え、最終的に「窓口に相談してもスムーズに適切な支援が受けら

れるように」の、スムーズという言葉で意味付けました。 

 計画の主な修正点については以上です。ちなみに、資料 3の答申文は、皆さんのご了承

を得た後、会長から区長に提出する案です。ご確認ください。 

 説明は以上です。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。この答申については、前回の審議会で会長一任のご了

承いただいていますが、その後、今、説明のあった修正内容を確認しました。この内容で

区長に提出したいと思います。皆さん、よろしいでしょうか。 

●委員 タイミングが遅くなり申し訳ありません。私は何回か申し上げました。1 つは一

人暮らしの高齢者が多くいること、2つは 200 万円以下の低所得層が 7 割いることです。

私は住宅についての相談をよく受けますが、皆さんの要望は低廉で良質な住宅です。そう

いう点から言えば、今の流れは民間の市場任せが非常に強く、良い施策をいろいろして

も、実績が上がっていません。 

 住宅支援協議会など、さまざまな施策を打ち出しても実績は上がりません。その点から

も、公営住宅といいますか、区が関与した物を造らなければ低所得者の需要に答えること
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はできません。私は、公営住宅の充実や拡充、家賃補助も含め申し上げてきました。残念

ながら公営住宅の新たな建設についての目標などはなくなりました。 

 それから、区民住宅も撤退し、区が関与する物は非常に少なくなっています。こういう

状況なので、区民から住宅相談をされても答えることができません。 

 私は、皆さんが一生懸命議論し、作り上げたことは大いに評価しますが、党としては本

住宅マスタープランの方針に賛成することはできません。反対です。ぜひ、反対の意見も

あったことも、両論併記してください。 

●会長 その件は、以前も伺いました。今のご意見を議事録に残し、区民の皆さんに知っ

ていただくことでよろしいですか。 

最後にお話ししようと思っていましたが、今回は、住宅に困っている方への住宅セーフ

ティーネットを盛り込んでいます。けっして、おろそかにしているのではなく、区営住宅

の充実では対応できないところは、空き家活用によるセーフティーネット住宅を充実し、

両者併せて住宅に困っている人の対策としました。それが今回の特徴です。ですから、委

員のご指摘はかなり盛り込まれていると思います。ぜひ、党内で説明していただきたいと

思います。 

 一部に異論があることはある意味やむを得ませんが、皆さん、これで答申してもよろし

いですか。どうぞ、お願いします。 

●委員 大変よくできているので、申し上げにくいですが、46 ページの子育て世帯の安

心居住の推進についての、容積率についてです。これ以上床面積を緩和することが適切か

は、地域によって違う気がします。 

 今のところこういう手法しかないので、46 ページはこれでいいと思いますが、例え

ば、1 の 1（1）の最初の 4行目、容積率緩和の活用等によりなど、他の手法があれば

「等」を加えてもいいと思います。総合設計制度と言ってしまったので難しいですが、緩

和であれば「等」を付けるなどです。 

 それから、1の 2（1）の、「容積率を割り増すことができる都市開発諸制度」に「な

ど」を付けると別の手法があることが分かります。文章的に変であれば外しても結構です

が、このように考えました。せっかくまとまるところを申し訳ありません。 

●会長 これについて、事務局から説明をお願いします。 

●住宅課長 今の委員のご意見は、これからの時代を考え、10 年計画においてはおっし

ゃるとおりです。 

 会長との相談になるかもしれませんが、今日の答申の段階では、ご意見として議事録に

残し、これから行政計画として区長のごあいさつも加え、冊子としてまとめる段階で、今

の文案を行政計画に区として反映するかどうか検討してはどうかと考えます。 

●会長 政策を実行に移す段階で今のご指摘は反映されると思います。ここに書かかれた

文章は、東京都の制度を使うことが主旨です。また、容積率緩和以外の方法は、他の項目
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でいくつか触れているので、問題ないと思います。よろしいですか。 

 それでは再度、この答申で区長に提出してもよろしいですか。 

＜異議なし＞ 

●会長 ありがとうございました。これで取りまとめは終わりました。事務局、お願いし

ます。 

●住宅課長 本来はここで休憩に入り、区長をお呼びする流れですが、今日は欠席のた

め、このまま続けます。 

 ただいまより、豊島区住宅マスタープランについての答申を行います。会長、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

●会長 新たな住宅マスタープランのあり方について（答申）。当審議会は、平成 29 年

6 月 12 日に「新たな住宅マスタープランのあり方」について諮問を受け、約 2 年にわた

り審議を重ねてきました。 

 その結果、基本理念を「安全・安心に 自分らしく暮らせる 魅力あるまち・としま」と

する豊島区住宅マスタープラン（答申）を別途のとおり取りまとめましたので答申いたし

ます。 

 豊島区長 高野之夫、代理の呉副区長、よろしくお願いいたします。 

●副区長 ありがとうございました。（拍手） 

●住宅課長 ここで、副区長よりあいさつ申し上げます。 

●副区長 あらためまして、副区長の呉です。本日、このような遅い時間にお集りいただ

き、ありがとうございます。 

 ただいま、区長の高野に代わり、会長から新たな住宅マスタープランの答申を頂戴しま

した。今、会長からお話がありましたが、平成 29 年 6 月から、会長や職務代理者はじ

め、本日、ここにいらっしゃる皆さまに、第 13 期の住宅対策審議会の委員を、区長が委

嘱を申し上げ、全 8回の会議に、お忙しい中、ご参加いただいたと聞きました。 

 その間、熱心にご討議され、本日、この答申を頂戴することができました。あらためま

して、誠にありがとうございました。心から御礼申し上げます。 

私も拝見しましたが、答申冒頭の住宅施策の経緯のとおり、豊島区はこれまで住宅に関

するさまざまな課題に取り組み、国や東京都に先駆けたさまざまな取組みを審議会の先生

方からご指導を受けながら行ってきました。 

 例えば、居住支援協議会の居住支援やマンション管理推進条例です。ちょうど今、東京

都はマンション管理条例をつくり、都議会の定例会に提出していると聞きました。豊島区

はいち早く取組みを進めてきました。 

空家活用条例は、条例だけでなく、その中に特徴的な家族的な住まい方の認定制度も盛

り込みました。また、通称ワンルームマンション税も施行いたしました。 

 改めて、区内の住宅事情について確認すると、何度も説明したと思いますが、本区は非
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常に借家が多く、特に民営借家は 23 区の中でも多いです。民営借家は 48％を占め、23 区

の平均 40％と比べても非常に多いことが分かります。一方、空き家率も 23 区の中で一番

高いです。その 84％は賃貸住宅です。 

 これは地域の課題でもあり、これからはその解決策も併せ、空いた賃貸住宅の活用を考

えながら取り組まなければなりません。ご指摘も頂きましたが、その方向で頑張りたいと

思います。 

 そして、高齢者です。先ほどもご意見を頂戴しましたが、私どもも高齢者や低所得への

住宅施策は大事なものと捉えています。本区は高齢者率が高く、高齢者人口に占める単身

者の割合も非常に高いです。75 歳以上の高齢者の中で、単身が 37％を占めます。これ

は、町村を除いた市や 23 区の中で、日本で一番高い数字です。単身をはじめとする高齢

者に、安心した住まいを確保することも大切な課題です。 

 このように豊島区にはさまざまな課題はありますが、今後の新たな住宅政策の方向性を

示していただいたことは、大変意義があると感謝します。今、来年度予算を区議会に提出

し、ご議論いただいているところです。私どもも、今回頂いた内容について、できるとこ

ろから取り組もうと、いくつか予算案に組み込みました。 

 紹介します。家賃助成については、子育て世帯の家賃助成を、現行 1 万 5,000 円から 1

万円引き上げ、2 万 5,000 円とする内容を提出しました。資料に家賃と住宅の広さの分析

がありましたが、若い方の中でも狭い住居に住んでいる方が多くいます。最低居住面積水

準未満の世帯もいるため、1万円上がると階段を 1つ上がることができます。負担は変わ

らず、もう 1段余裕のある住宅に住むことができると思います。また、高齢者向けの住替

助成についても、助成期間を 5年から 7 年に延長する措置を盛り込みました。また、国の

セーフティーネット住宅の登録を、現行は 1 件だけですが、数を増やすよう促進します。

これまでの家賃低廉化の補助に加え、家賃債務保証料への助成金を新たに計上します。 

 それから、空き家の利活用の促進では、改修費の補助制度を 2 つつくりました。1 つ

は、空き家を地域に貢献する施設として改修する場合、改修費を補助します。2 つは、空

き家を使い家族的住まい方などのシェア居住に改修する場合、改修費を補助します。これ

らを盛り込みました。 

 主な内容は以上ですが、来年度以降も、頂いたご意見を最大限に尊重し、引き続きしっ

かり取り組みたいと思います。本区は、5 年前の平成 26 年に消滅可能性都市に挙げられ

ました。その後、住宅施策も含め、区全体として子どもや女性に住みやすいまちづくり、

あるいは、日本の推進力になる多様な文化を海外に発信し交流を図る、本区の文化を基軸

としたまちづくりを積極的に進めてきました。 

 結果として、近年は人口伸び率が急上昇しています。昨年 7 月には、40 年ぶりに 29 万

人に復活するなど、人口は年々増えています。また、昨今の共働き世帯や子育て世帯の住

みたいまちランキングも、1位を含め上位に挙げられる状況になりつつあります。引き続
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き、多くの方が豊島区に住みたい、あるいは住み続けられるまちになるよう、住宅施策も

充実させるよう取り組んでいきたいと思います。 

 最後になりますが、本日は会長を中心に本答申をまとめていただきました。大変なご尽

力に改めて感謝します。本住宅マスタープランをしっかりと受け止め、実現に向け全力で

取り組んでまいります。皆さま方には、長い間、本当にありがとうございました。心から

感謝を申し上げあいさつといたします。 

 本当にありがとうございました。（拍手） 

●住宅課長 それでは、ここからの進行は会長にお願いいたします。 

●会長 ただいま、答申を無事に終了しました。本審議会は、本日を含め計 9 回の審議を

重ねてまいりました。最後に、審議の過程での感想やご意見など、順番に一言ずつお願い

します。いいですか。委員、お願いします。 

●委員 皆さん、ありがとうございました。2年間、私もいろいろ勉強させていただきま

した。特に、私も豊島区に住んでいるので、先ほど副区長がおっしゃった、消滅可能都市

と言われたときは、住民として豊島区のために何かしたいという気持ちになりました。少

子高齢化や、先ほどの単身の高齢者が多いことも含め、豊島区にはさまざまな課題がある

中で審議を進めました。 

 また、空き家の調査も学生たちと行いました。空き家には問題がある空き家もあります

が、これを地域の資産として活用していくことが大事になると思います。今後は、この観

点を持って進めるといいと思います。 

 2 年間という時代の変化の中で、外国人の居住も増えたこともしっかり捉えることが大

事であると、この中で一緒に学ばせていただきましたので、進めたいと思います。ありが

とうございました。（拍手） 

●委員 私は神奈川県の大学に務めていますが、豊島区の住宅施策は毎回非常に刺激的で

参考になります。今、委員からもお話がありましたが、豊島区はハードもソフトも多様

で、それをどのように解いていくかについて、非常に興味深く聞き、発言してきました。 

 例えば、ハードに関しては、住宅には共同や戸建てもあり、戸建ても広い物から密集し

た物もあります。賃貸や分譲もあります。ソフトに関しては、高齢・子育て・外国人・住

宅困窮者など、多様な方々が住んでいます。そういう方々のためにどのような施策を打て

ばいいか、今回は空き家の利活用、あるいは、シェア居住も含めた住まい方など、素晴ら

しい提案ができたと思います。 

 その提案がそのままになってしまうケースが非常に多いですが、副区長が説明してくだ

さったように、実現に向け施策がしっかり動いていることに感銘を受けました。 

 今後もぜひ見守らせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今

日はありがとうございました。（拍手） 

●委員 豊島区住宅マスタープランの審議会に参加し、日本の住宅政策の中でもトップを
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進む自治体の住宅マスタープランの策定に関わらせてもらうことは初めての経験で、大変

勉強になりました。感謝しています。ありがとうございました。 

 私は常々、こういう計画づくりはとかく総花的になりがちと、他の自治体を見て感じて

いました。特徴のないものになりがちです。内向きの視点で安心・安全と書かれることが

とても多く、そうなりがちです。一方、豊島区は日本の中でも特殊な地域性があると考え

ますので、とがった提案があったほうがさらに良かったと思いますが、いろいろなご意見

がある中でいいところに着地したと思います。 

 例えば、リノベーションまちづくりに豊島区は取り組み、先ほどお話があった家族的住

まい方認定制度など、とても意欲的なことをされています。住宅マスタープランづくりの

中でも、各地域の地域性を丹念に見て、政策に結び付ける丁寧さもありました。 

 さらに、外から豊島区はどのように見えるかというアンケートも踏まえ、計画を立てた

ことが重要です。それは今後 10 年、本住宅マスタープランを進めていく中でより重要に

なると思います。運用では、テーマをしっかり確認しながら進めていくことができる、い

いものができたと思います。 

 今後も見守る、というコメントがありましたが、私もどんな形になるか分かりません

が、これに着目し、時に関わる機会があればいいと思います。2 年間、どうもありがとう

ございました。（拍手） 

●委員 私は、小学校 3 年まで豊島区に住んでいました。大昔の話なので、具体的な住所

は忘れましたが、そういう意味でも豊島区に親しみを感じています。最近では空き家の問

題、外国人の問題、大規模災害の問題、独居高齢者の問題、認知症の方が増えた問題、少

子化問題など、とにかく怒涛のようにいろいろなことが一遍に来る時代に差し掛かったと

感じます。 

 その中でも、豊島区の先進的なさまざまな取組みに参加させていただき、本当に良かっ

たと思います。しかし、今後はさらに大変なことがいろいろ出てくると思います。同時

に、行政の役割もさらに大きくなっていくだろうと思います。 

 役所というのは役に立つ所と書く、と言った人がいますが、本当に行政の役割が大きく

なる中で、本審議会に加わることができ良かったと思います。ありがとうございました。

（拍手） 

●委員 私は民生児童委員ですので、その立場でいろいろな意見を言いました。特に、高

齢者の施策は多く盛り込んでいただいたと思います。中でも、地域包括ケアシステムの中

でトップに来たのは、住まいです。それとは別に、これから大事なことは、今後 10 年間

で子育て世代の人たちをどのように豊島区に呼び込むかです。 

 それは書いていますが、できれば具体的な数値などが少し欲しかったと思います。これ

はとても大事だと思います。それから、今、我がごと丸ごとの件で、地域共生社会につい

て話をしました。これが問題というのではなく、区の役割の中で総合的という言葉を使っ
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ていることです。昔から総合的は使われますが、これから大事なのは包括的で、その言葉

がここに欲しかったと思います。 

 それだけです。ありがとうございました。（拍手） 

●委員 こういう機会に参加させていただき大変感謝しています。実は、私は今日も空き

家対策の問題で、墨田区の京島で学生たちとワークショップに参加してきました。各地で

空き家対策や木密対策をしていますが、今回、ここにもいくつか取り上げていただきまし

た。他との連携体制もあってもいいと思いました。協働のテーマを持っているところと、

協働のテーマで活動していくのは非常にいいと思いました。 

 住宅マスタープランは、住宅という名前が付いています。私は建築が専門ですから、住

宅というハードに視点を置いて見られると思いましたが、全体的にハード問題について触

れられたところは少なかったです。実際にそこまでいくとかなり問題があり、それが明ら

かにならないと詰められないところもあると思います。その辺はさみしいかと思いました

が、全体的にとてもまとまった内容と思います。 

 全体的な感想は、できることならビジョンという性格をもう少し表に出してほしかった

です。今、いろいろなご意見がありましたが、どちらかというと問題に対する対処療法的

な言葉です。また、方針はその先にどういうものを見極めていくかです。マスタープラン

ですので、先をもう一歩見据え、ビジョン性を持たせる必要があったのではないかと心残

りな感じがします。 

 とはいえ、特に空き家対策などは具体的に動いています。リノベーションその他に力を

入れています。それについては、他区の人が興味を持っていますので、今後もそういうこ

とを積極的に進めてほしいと思います。よろしくお願いいたします。（拍手） 

●委員 区民としてこのような大きな会議に参加させていただき、ありがとうございまし

た。12 年ほど区内に住んでいますが、まちは見るたびに変わり、本当に変わったと思い

ます。3月・4月の引っ越しシーズンには、私の知り合いや友人という子育て世代が、多

く入ってきました。 

 その方たちは先進的なセンスを持つ方たちが多いため、もしかすると豊島区は最先端な

良いまちかと思い、うれしく感じている今日この頃です。ただ、区民として住んでみる

と、空き家が気になります。一方、新しいビルも建ち、建て直しもあります。その中でで

きた住宅マスタープランが、これからのまちづくりに役立ってくると思うと期待も大き

く、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。（拍手） 

●委員 雑司ヶ谷 1丁目に住んでいます。平成 29 年 6 月から参加しましたが、はたして

この会の役に立ったかどうか、じくじたる思いです。今、私のまちの実態を見ると、周り

にいた昔からの友達たちが亡くなり、そこに新しい 2世などが入るといいですが、外で暮

らしていたので愛着が少ないのか、そこを売ってまったく知らない方が入っています。 

 雑司ヶ谷 1丁目は戸建てが非常に多く、私はここのまちづくりを頑張りたいと思いま
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す。長い間、どうもありがとうございました。（拍手） 

●委員 私が豊島区に住むようになって 10 年少したちます。大変魅力があるまちで、今

後もずっとここに暮らしたいと思います。そういう中で、豊島区はどのような住宅施策が

話し合われているか、その場に参加したいと思い、応募し、選んでいただき、参加するこ

とになりました。 

 議論に参加する中で、豊島区が置かれている問題点や現状を知ることができました。さ

らに、今度、どのような方向でまちづくりを進めるかについても知ることができたこと

は、大変有意義でした。私はマンション住まいですが、まさに維持管理で困っていること

がたくさんあります。そういったことも議論し、それなりの方向性を示しました。理念と

しては素晴らしいものができたと思います。 

 今後は重要な政策として実施し、住みやすいまちになると、区民としても大変ありがた

いと思います。皆さまのご議論を聞き、大変勉強になりました。いい経験になりました。

どうもありがとうございました。（拍手） 

●委員 皆さん、お疲れさまです。今日で 9回目ということで、長い間、皆さん、本当に

お疲れさまです。ありがとうございました。私は、まちを歩き、いろいろなことをしまし

たが、まちは様変わりしています。昔からおられた方はどこに住んでいるかは分かってい

たのですが、その方々はほぼいません。家も新しくなり、あるいは取り壊して敷地になっ

ているなど、様変わりしていると思います。 

 最近はスマホ、あるいは、AI や IOT などの最新技術が進み、世の中も様変わりしたと

思います。私も 2025 年問題の一人ですが、それはとても気になります。豊島区を日本一

豊かな高齢社会のまちにする思いで頑張りたいと思います。 

 皆さんの貴重なご意見を頂戴しつつ、私にとってもとても勉強になる会でした。皆さ

ん、本当にありがとうございました。お疲れさまです。（拍手） 

●委員 皆さまありがとうございました。住宅問題というのは、区民・住民にとっては生

活そのものに関わる重要なものです。一方、行政側にとっては、まちづくりやインフラで

まちのありように影響する問題です。また、人口構成にも大きく影響する、行政そのもの

に関わる重要な問題を議論したと思います。 

 大変幅広く、また、奥が深い議論ができたと思います。先ほど、学識委員さんからお話

がありましたが、外から見た視点が豊島区には重要だったと思います。というのは、流動

人口が非常に大きく、流動人口で支えられている人口構成をしっかり見た上で、住宅のあ

りようも考える必要があるからです。 

 これから先、空き家問題に代表されるストック過多の部分を、どのように生かしていく

かも含め、民間の方からも活発なご意見を頂いたので、実のある議論になったと思いま

す。この計画がしっかりと施策に生きていくよう、議会としても見ていきたいと思いま

す。どうもありがとうございました。（拍手） 
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●委員 皆さま、2年間大変お世話になりました。本当にありがとうございました。私は

巣鴨地域に住んでいますが、特定整備路線の整備を 2020 年までに完成させるということ

で、今は空き地が増えました。一方、マンションはどんどんできるなど、自分が住んでい

る地域がどんどん変わっています。 

 自分が住んでいる地域も、少し見ていないと、半年・1年後には住宅ができている状況

で、急速に変わっていくことを実感しています。このような状況の中、住宅相談では、高

齢者から、自分たちが住むことができる住宅がなくなった、低廉で良質な住宅に住みた

い、という要望をたくさん頂きます。私も、住宅課長にいつも相談しているところです。 

 住宅課長も一生懸命頑張って仕事をしていますが、ニーズに十分答えることができない

相談もあります。資力のある方はマンションを買います。あるいは建て替えます。特に

今、特定整備路線の関係でさまざまな施策が打ち出され建て替えも進んでいますが、資力

のない方や一人暮らしの高齢者などは、住む所がない、出ていかざるを得ないという状況

です。 

 私は、本住宅マスタープランで、そのような方々を何とか救えないかという観点で発言

してきました。皆さんの考え方はとても参考になりました。しかし、区民の希望に答える

ことができない非常に残念な部分もあります。区議団も、その立場から議論し、どのよう

にするといいかについて議論を尽くしましたが、残念ながら住宅マスタープランに全面的

に賛成することができない結果になり、先ほどの発言になりました。 

 私もまた皆さんとお会いできることを楽しみに頑張りたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。（拍手） 

●委員 皆さま、これまでありがとうございました。私も豊島区以外は知らない、生まれ

も育ちも豊島区の、ほぼ同じ地域にずっと住んでいる人間です。小さなころと比べれば、

やはり景色がだいぶ変わったと思います。住宅対策審議会も、10 年以上務めているた

め、その時々のいろいろな議論を思い出します。 

 国の制度や東京都の制度、今は制度が代わりましたが、高齢者優良賃貸住宅などや、公

共住宅の供給目標なども挙がった時代がありました。しかし、先ほどもお話がありました

ように、特に東京の中でも率の高い区内の空き家・空き室を活用した、住宅にお困りの方

へのセーフティーネットを、しっかりとした制度にすることが大事と思います。 

 そういう意味では、今回はそこにシフトし、住宅マスタープランが策定されたと思いま

す。皆さまもお話しされたように、後はこれをどのように制度に移し、制度として住宅マ

スタープランを進展させるかは、行政と議会の役割であると思いますので、私も引き続き

頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

（拍手） 

●委員 皆さん、本当にお疲れさまです。ありがとうございました。私はこのまま引退を

考えています。そういう意味では、本審議会は議員の立場で参加する最後の機会になると
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思います。 

 今後は公募委員として参加したいと思います。住宅施策はそれだけ大事だと思います。

いろいろな機会で、特に議会の一般質問等で住宅施策に関して質問してきました。今回も

最後の一般質問で、住宅施策を質問しましたが、答弁は、住宅マスタープランができてか

らでした。そして、本日、いよいよ答申が出ました。 

 これも質問しましたが、先ほど副区長が言われたとおり、豊島区は一人暮らしの高齢者

の割合が高いまちです。こういう人たちへの対応は、住宅マスタープランの中では、福祉

との連携として数多く出してもらっています。 

 これを今度は事業として、どのように実現していくかです。区民が住宅マスタープラン

を読んでも、どこまで理解しているか分かりません。それより区民は、住宅マスタープラ

ンを身近なところに具体的に反映した政策や事業を求めていると思います。 

 住宅マスタープランとしては素晴らしいものができたと思います。これからが大事です

ので、今後は区民公募の立場で頑張りたいと思います。また、よろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。（拍手） 

●委員 最後になりました。皆さんどうもお疲れさまです。私も議員になってから住宅対

策審議会に参加しましたが、当時からみると、社会情勢は大きく変わり、委員の皆さんも

変わりました。住宅マスタープラン改定年に審議会は多く開催されますが、それ以外の年

は少ない現状です。 

 平準化して皆さんの意見を聞くことは、行政にとって大事だと思います。住宅マスター

プランの改訂年だけではなく、通年とおして皆さんの意見を聞く場が欲しいと思います。

その中で思うのは、震災に強いまちづくりを忘れてはならないことです。審議会の当初か

らその話もしました。 

 道を広げることも、耐火性能にすることも、震災を目の辺りにすると大事なことで、

個々の方たちの話だけではなく、街全体が災害に少しでも強くなることが一番です。災害

に強いまちづくりは人命にとって大事です。平時から審議会の回数を増やすことで、委員

の皆さんからいろいろなご意見聞けると思います。 

 最後ですのでこれ以上は話しませんが、皆さんの貴重なご意見を頂いたことで、豊島区

議会としても大変参考になりました。有識者の皆さんを含め、オール豊島区で取り組むべ

きテーマと思います。本当にお疲れさまです。 

 また、会長、本当にお疲れさまです。ありがとうございました。（拍手） 

●会長 まとめをしていただきましたので、感想を申します。住宅政策というのは暮らし

の政策に近いため、幅がとても広いと思います。その意味では、住宅マスタープランに

は、さまざまな立場の方のご要望やご意見をまんべんなく反映させることが一つの役割と

してあります。それはとても良くできたと思います。 

 私としては、目玉をつくることがもう 1 つの課題でした。特に豊島区は、これまで目玉
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を実際の政策として実現し、全国的に注目されている自治体です。最初にワンルームマン

ション税があり、次にマンション管理推進条例、そして都心型の居住支援協議会をつくり

ました。 

 マンション管理推進条例は、先ほど副区長のお話にもありましたが、今、東京都が参照

し、さらに他の区も続くなど、3つほどが制定、あるいは検討を始めています。そういう

意味では、豊島区がある意味で東京都、さらには全国をリードする施策を実現していま

す。こういったことから、会長としては、次の 5 年間の目玉をどこに置くかについて意識

しました。 

 目玉としては、先ほど委員がおっしゃった、空き家を活用したセーフティーネットをど

の程度施策として実現するかになると思います。ちょうど家族的住まい方の条例ができ、

これから活用する段階に入ります。それを生かしつつ空き室活用に家賃補助などを組み合

わせることができると、これはまた全国初になります。 

 空き室活用には建築基準法の壁があり、それを乗り越えないと何も進みません。今回、

条例で一歩前進しましたので、これに心を入れて推進していくことをお願いします。空き

家活用型住宅セーフティーネットと国は言っていますが、自治体としてそれが実現できる

かどうかは、豊島区の今後 5年間にかかっていると思います。 

 多くの自治体が期待している内容になっていると思いますが、細かいところでは、数値

目標を立てる課題がありました。今から 15 年ほど前、国の審議会から数値目標をつくる

話が出てから自治体は従ってきましたが、数値目標をつくる弊害も大きかったのです。 

 今回、あまり注目されていませんが、最後の数値目標はとてもいいつくり方です。これ

は事務局のアイデアです。数値に代わって、毎年チェックする方法になっています。先ほ

ど、委員がおっしゃったように、今後、定期的にこれをチェックし、数値目標に替わるも

のとして、それぞれの政策が向上しているか、実現しているかを、しっかりチェックして

いくことになると思います。 

 本住宅マスタープランは、多様な方のニーズ等にまんべんなく対応し、目玉政策や数値

目標のつくり方など、非常に新しい提案も盛り込んでいます。皆さんのご協力を得て、大

変素晴らしいものができたと思います。皆さん、2 年間、どうもありがとうございまし

た。（拍手） 

 それでは、事務局から連絡事項があればお願いします。 

●住宅課長 私から一言だけ。委員の皆さまにおいては、一昨年 6 月から本日まで計 9回

にわたり、活発なご審議をいただき、本日、答申をまとめることができました。誠にあり

がとうございました。改めて感謝申し上げます。 

この住宅マスタープランは、施策を体系的にまとめるだけでなく、皆さまのさまざまな

意見を取り入れたものになっています。例えばこれまでの本区の住宅施策を年表形式にま

とめました。デザインについては最後までご意見等を頂きましたが、タイプ別の住宅施策
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として再編集するなどもしました。こういった取組みはこれまでになく、他の自治体にも

ない、豊島区オリジナルな手作り感のあるものと考えます。 

 最後に、委員と会長からもお話がありましたが、今回の住宅マスタープランの最大の特

徴は進行管理と、事務局は受け止めています。第 6章にしっかり盛り込んだ（仮称）住宅

施策管理シートを作成し、毎年の審議会で客観的評価を行っていただき、住宅施策の実効

性の確保を図ることを、事務局の立場として盛り込みました。 

 審議会は、これまで毎年 3月末に開催・報告していましたが、新たな取組みを踏まえ、

審議会の開催時期や頻度についても、事務局としてしっかり検討し、第 14 期審議会を開

催したいと思います。 

 今回の答申では、さまざまな新たな取組みも記載することができました。お話にもあり

ましたが、多くの方から、何も実績が出ていないではないか、と言われることがないよう

努力していきます。今後、住宅市場に関与していく際に、非常に難しい局面はあります

が、一人でも多くの区民の方が自分らしく暮らせる、基本理念のようなまちになるよう、

一つ一つの事業の実績が上がる努力をしたいと思います。 

 引き続きご支援とご協力を、委員の皆さまにお願いし、お礼に代えたいと思います。2

年間、どうもありがとうございました。（拍手） 

●会長 ありがとうございました。あらめて、2 年間、皆さまに精力的にご審議いただい

たことに心から感謝申し上げます。 

 それでは以上をもって、第 58 回住宅対策審議会を終了いたします。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（答申案）が示され、意見があっ

たが、会長から、区長への答申を行った。 
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