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審 議 経 過        

 

●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４０回豊島区住宅対策審

議会を開催させていただきます。 

皆様には、ご多用なところご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

この住宅対策審議会の事務局を担当しております、住宅課長の三沢と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

後ほど、会長ご選任いただくまでの間、事務局で進行を務めさせていただきます。本日

の出欠の状況です。 

加藤委員、寺田委員、大谷委員は、所用のため本日の審議会はご欠席と連絡をいただい

ております。 

また、本日の審議会委員の「委嘱及び住宅マスタープラン改定にかかる諮問」ですけれ

ども、高野区長が急な公務のため欠席となりましたので、代わりに亀山建築住宅担当部長

より執り行わせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

なお、本日の住宅対策審議会は豊島区住宅基本条約第１８条１１項の規定に定める定足

数を満たしておりますので、有効に成立していることを報告いたします。 

本日の会議の進行ですが、席上の「第４０回豊島区住宅対策審議会 次第」に従いまし

て進む予定ですので、よろしくお願いいたします。 

まず、資料の確認をさせていただきます。大きなクリップ留めした資料が手元に配置し

ているかと思います。「次第」がございまして、次に資料１－１として「住宅対策審議会委

員名簿・座席表」、次に資料１－２「豊島区住宅基本条例」、資料１－３「住宅対策審議会

の運営について」、資料１－４「住宅マスタープランの改定に向けて」、資料１－５「住宅

マスタープラン（現行）の概要及び改定に向けた視点について」、資料１－６「平成２５年

度住宅対策審議会のスケジュールとテーマについて」、 後、資料１－７「豊島区の住宅事

情」という形になってございます。皆様のお手元に揃っておりますでしょうか。もし足り

ないものがありましたら、挙手をお願いいたします。 

また併せまして、現行の住宅マスタープランと住宅白書を一応配備しています。今期の

１１期から新たに委員となられた方につきましては、本日の審議会終了後そのままお持ち

いただいて結構ですが、前期の１０期から引き続きの委員の方々につきましては、それぞ

れのプランと白書のところに、貸出用というシールが貼られているかと思います。このよ

うな取り扱いとさせていただきます。審議会終了時に事務局で回収いたしますが、このあ

と、審議会の開催する度に事務局の方でご用意いたしますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 
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なお、本日の会議録についてですが、会議録の記載事項のうち、審議経過につきまして

は、発言者の氏名を記載せず、委員という表現となります。また、事務局及び区側出席者

につきましては職名となります。会議終了後、事務局で取りまとめまして、皆様にご確認

をいただいた上で、ホームページに公開してまいります。 

 なお、本日の予定ですけれども、１２時を目途にご審議をいただく予定です。また、お

手元のマイクの使用方法ですけれども、発言される際はマイクのスイッチを押してからお

話いただき、終わりましたら再度スイッチを押してしていただきますよう、お願い申し上

げます。 

 続きまして、高野区長に代わりまして亀山建築住宅担当部長より、委員の皆さま方に委

嘱状の伝達を行いたいと思います。 

（委嘱状配付） 

●住宅課長 それでは審議会の委員と区側出席者の紹介をさせていただきます。恐れ入り

ますが、時間の都合上お名前だけのご紹介となります。お名前をお呼びした方はその場で

ご起立願います。 

●住宅課長 小林秀樹委員です。 

●小林委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 定行まり子委員です。 

●定行委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 加藤仁美委員はご欠席です。篠原みち子委員です。 

●篠原委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 佐々木誠委員です。 

●佐々木委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 林昭兵委員です。 

●林委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 浅原賢一委員です。 

●浅原委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 広瀬達雄委員です。 

●住宅課長 寺田晃弘委員は本日ご欠席です。里中郁男委員です。 

●里中委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 磯一昭議員です。 

●磯委員 おはようございます。 

●住宅課長 中島義春委員です。 

●中島委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 高橋佳代子委員です。 

●高橋委員 よろしくお願いいたします。 
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●住宅課長 儀武さとる委員です。 

●儀武委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 大谷洋子委員は本日ご欠席です。浅見昭恵委員です。 

●浅見委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 傳田敏夫委員です。 

●傳田委員 よろしくお願いします。 

●住宅課長 矢野理恵委員です。 

●矢野委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 片倉恵美子委員です。 

●片倉委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 戸田汎委員です。 

●戸田委員 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 委員さんの任期ですけれども、お手元の資料１－１の一番下にあるとおり、

平成２５年６月７日から再来年平成２７年６月６日までの２年間となっております。 

 続きまして、区側出席者を紹介いたします。名前を呼びますので、その場でお立ちくだ

さい。まず、東澤保健福祉部長です。 

●保健福祉部長 どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 齋藤都市整備部長です。 

●都市整備部長 どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 亀山建築住宅担当部長です。 

●建築住宅担当部長 どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 渡辺財政課長です。 

●財政課長 よろしくお願いします。 

●住宅課長 鈴木環境政策課長です。 

●環境政策課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 島貫高齢者福祉課長です。 

●高齢者福祉課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 溝口中央保健福祉センター所長です。 

●中央保健福祉センター所長 よろしくお願いします。 

●住宅課長 坪内子ども課長です。 

●子ども課長 よろしくお願い申し上げます。 

●住宅課長 奥島都市計画課長です。 

●都市計画課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 原島拠点まちづくり担当課長です。 

●拠点まちづくり担当課長 よろしくお願いします。 
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●住宅課長 橋爪地域まちづくり課長です。 

●地域まちづくり課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 増子都市再生担当課長です。 

●都市再生担当課長 よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 園田建築課長です。 

●建築課長 よろしくお願いします。 

●住宅課長 末吉建築審査担当課長です。 

●建築審査担当課長 よろしくお願いします。 

●住宅課長 後になりましたが、住宅課長の三沢です。 

 恐れ入ります、途中で入室された樫原防災課長です。その他事務局の職員といたしまし

て、本日住宅課職員が出席しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、会長の選任についてお諮りいたします。豊島区住宅基本条例第１８条７項

の規定により、会長は委員の互選によって定めることとなっております。委員の皆様から

ご推薦いただきたいのですが、いかがでしょうか。 

（事務局一任） 

●住宅課長 ありがとうございます。事務局一任という声がありましたが、よろしいでし

ょうか。 

それでは、事務局といたしましては、前期第１０期において会長を務めていただきまし

た小林委員にお願いしたいと考えておりますが、小林委員よろしいでしょうか。 

●小林委員 はい。 

●住宅課長 ありがとうございます。 

それでは、小林委員、会長席の方へ移動お願いいたします。 

それでは早速ですが、小林会長よりご挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

●会長 改めて、皆さんおはようございます。皆様の推薦により、前期に引き続き会長を

務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、皆さんご存知と思いますけれども、豊島区の住宅政策は大変意欲的な試みを進め

ていると思います。少し前になりますけれども、ワンルームマンション税を設立しました

し、 近では全国初となるマンション管理条例を制定し、さらに居住支援協議会に関して

は２３区としては２番目に設立し、空き家活用という、そういった取り組みを始めたのは

多分全国で初めてかと思います。 

このように、非常にチャレンジングな施策を推進している行政の皆さん、議会の皆さん

には大変敬意を表しています。もちろん、色々課題もあると思います。これらは新しいチ

ャレンジ、そういうテーマですから課題があるのは当然だと思います。審議会といたしま

しても、そういう意欲的な試みには是非バックアップしていきたいと思いますし、もし課
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題があれば皆さんから色々意見を出していただければと思います。 

今日は、住宅マスタープランの改定が課題になると思うのですけれども、私は、昔若い

頃は、マスタープランは机上の空論だと言っていたのです。しかし、色んな新しい試みを

実現するにあたり、やはりマスタープランに書いてあることが大事なのです。今回のマン

ション管理条例も、マンションのストックの維持管理が大事だと書いてあることで新しい

施策ができたと思います。大事なことですので、皆さんの活発な議論をよろしくお願いし

たいと思います。 

それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 続いて、住宅基本条例第１８条９項に基づき、職務代理者を指名する必要が

あります。小林会長から指名お願いいたします。 

●会長 職務代理者につきましては、前期に引き続き定行委員にお願いしたいと思います

けど、定行委員よろしいでしょうか。 

●定行委員 お引き受けしたいと思います。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。 

●住宅課長 それでは、定行委員からごあいさつをいただきたいと思います。 

●定行委員 日本女子大学に勤めています。よろしくお願いいたします。 

私も豊島区に住んでおりますので、これからも住環境向上のために努めていきたいと思

います。また、大震災の備えも非常に重要な議題だと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 

●住宅課長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、「住宅マスタープランの改定」について、高野区長に代わり亀山建築住宅担

当部長より住宅対策審議会に対して諮問をいただきます。 

●建築住宅担当部長 「諮問第１２号、平成２５年７月９日、豊島区住宅対策審議会、豊

島区長、高野之夫。豊島区住宅基本条例第７条第４項の規定に基づき、下記の事項につい

て諮問します。記、豊島区住宅マスタープラン平成２１年３月策定の改定について。」 

どうぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 それでは、諮問にあたってのご挨拶をいただきたいと思います。 

●建築住宅担当部長 区長が急な公務がありましたので、代行いたします。 

 第４０回住宅対策審議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。ただいま、

小林秀樹会長、定行まり子職務代理をはじめ、本日、ここに居る皆さんで第１１期住宅対

策審議会の委員会を委嘱申し上げました。委員の皆様におかれましては、大変お忙しいお

立場にも関わらず、審議会委員の大役をお受けいただきまして、誠にありがとうございま

す。ここに２０名の委員の皆様方に対しまして深く感謝申し上げます。 

現行の住宅マスタープランが、平成２１年度から３０年度の１０年間を計画期間として、

各種の住宅施策を展開して参りました。策定より間もなく５年が経過しようとしておりま
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すが、その間、高齢者住まい法などさらに重要な法律の改正や、東日本大震災による防災

意識の高まり、耐震改修、省エネルギー化など、住まいの安全性・機能性に対する意識が

大きく変容しております。 

国外の出来事に目を転じますと、昨年５月にＷＨＯ協働センターが推進するセーフコミ

ニティの国際認証を得て、今年４月には豊島区の人口が２４年ぶりに２７万人を超えるな

ど、これまでの区の取り組みが成果として表れ始めております。 

 また、依然として単身世代の比率が高いものの、ここ数年はファミリー世帯が増加傾向

に転じるなど、世代構成に変化の兆しもうかがえます。こうした環境の下、住宅対策審議

会の委員の皆様には、日本一高密都市である豊島区にふさわしい、安全・安心で誰もが住

みたい、住み続けたいと思えるまちづくりに向けて、豊島区住宅マスタープランの改定作

業にご尽力いただきたいと存じます。 

 今年度１年間をかけての長丁場となりますが、客観かつ専門的な見地から幅広いご検討

をいただけますようお願い申し上げまして、区長からのご挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

●住宅課長 それでは小林会長、審議会の進行につきまして、よろしくお願い申し上げま

す。 

●会長 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まずは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でしょうか。 

●住宅課長 本日、希望者はいらっしゃいません。 

●会長 わかりました。それでは、議事の内容について事務局から説明をお願いいたしま

す。よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 それでは資料に基づき説明いたします。資料１－２「豊島区住宅基本条例」

をお取り出しください。時間が限られているため、駆け足での説明となることをご了承い

ただけますようお願いいたします。 

まず大事なところですけれども、第７条の「マスタープランの作成」です。この中の２

ページになりますが、３項のところで、「区長は区民の住宅需要の動向その他の社会経済情

勢の変化に応じて、マスタープランの見直しを行う」、第４項「区長は、マスタープランを

策定し、または変更しようとするときは、豊島区住宅対策審議会（以下「審議会」という）

の意見を聴かなければならない」。この決定に基づき、本日の審議会を開催しております。

３ページに入りますが、第１８条「審議会」のところです。２項で「審議会は、区長の

諮問に応じ」、先程の「第 7 条に定めるマスタープランの策定及び変更に関する事項その他

の住宅施策に関する事項を審議して答申する」と規定されております。先程挨拶にありま

した通り、１年間かけましてまた改定作業を行っていただくことになります。 

続きまして、資料１－３をご覧ください。「豊島区住宅対策審議会の運営について」です。

１番の「会議の公開」について、２番「会議録」について、それぞれ規定しています。こ



 
 

 - ７ - 

この説明については、恐れ入りますが割愛させていただきます。 

続きまして、資料１－４です。「豊島区住宅マスタープランの改定に向けて」という資料

です。１ページおめくりいただきまして、「１ 豊島区住宅マスタープラン改定の目的」で

す。豊島区は、平成５年３月に制定いたしました豊島区住宅基本条例の規定に基づき、翌

年５年９月に住宅マスタープランを策定いたしました。その後、何度かの改定を続けまし

て、平成２１年３月に「人と環境にやさしい都心居住の実現」を基本理念とした新たな住

宅マスタープランを策定しました。この間、先程会長のごあいさつにもありましたとおり、

居住支援協議会の組織化やマンション管理推進条例の制定など、自治体の中でも先進的な

住宅施策を展開実施してきたところです。 

しかしその一方で、広く社会に目を向けてみますと、今後急速に増加することが予想さ

れている高齢者への対応や、都市部に広がる空き家・空き室の問題、２年前の東日本大震

災の発生など、住まいに対する安全面への意識が広がってきております。 

また長引く経済の停滞の中で、非正規雇用者の増加は建築基準法、消防法に違反する不

適当な物件での居住を助長するなど、 近のメディアで大きく取り上げられていますが、

こういう住宅の格差も広がっている事実があります。こうしたことから、安全で健康に暮

らせる住宅、不安なく住み続けられる住宅地を作ることが住宅施策に求められているとこ

ろです。 

 豊島区の住宅政策の実効性を点検し、今後５年間の住宅政策をより確かなものにしてい

くことを目的としまして、住宅マスタープランを改定するものです。 

２ページは、「（２）計画の位置づけ」です。中ほどにチャート図のようなものがありま

すが、住宅マスタープランは、上位に位置づけられる計画や法律に基づき連携を図りなが

ら整合性のあるプランを作っていくことが求められております。それら、一部だけですけ

どれども、関係のある計画や条例、そういったものをまとめております。 

「（３）計画期間」です。現行の住宅マスタープラン、２１年３月に策定したものですが、

こちらの計画期間は平成２１年度から３０年度までの１０年間となっております。このマ

スタープランにつきましては、前期５年がほぼ終了しつつある中で、後期５年に向けて、

先程申し上げました通り、社会経済情勢の変化を踏まえて、より現実味のある実効性のあ

るプランに改定することが求められていることから、平成２６年度から３０年度までの後

期５年間について改定を図っていく内容になっております。 

１ページおめくりいただきまして、３ページで「２ 住宅マスタープラン改定の背景」、

ここに掲載していること以外にも切実な問題はあるかと思いますが、あえて５点ほどまと

めてみました。まず１つ目としましては、東日本大震災以降の防災意識の高まりや建物の

耐震化の関心の高まりを受けまして、切迫している大震災の対応が望まれているというこ

とです。 

また２つ目としましては、居住支援協議会といったような新たな取り組みをセーフティ
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ネットの中でいかに構築していくか。 

３つ目としましては、国・東京都がずいぶん力を入れて実施しようとしている事業です

が、サービス付き高齢者向け住宅。こういう高齢者向けの住宅、少子高齢化社会に向けて

構築する整備することが強く求められています。 

４つ目としましては、これは居住支援協議会の取り組みも重なるところですが、空き住

戸の利活用の促進を図るといった住宅ストックの有効活用、こういったことも視野に入れ

ながら改定作業をしていく必要があると思っております。 

 後には、豊島区においては人口の都心回帰でありますとか、単身世帯の増加だけでは

なく、親子といった若い世帯の増加も直近では見られるようになってきまして、そういっ

た住民構成、あるいはライフスタイルの多様化に対応した住宅ストックを形成していく、

こういうことで持続可能な社会を形成していく、こういうシステムも必要になってくるだ

ろうと思っております。 

 続きまして大きく、４ページ以降で国の動向、都の動向、区の動向という形で、３くく

りでまとめております。ここは大切なところもありますので、やや丁寧にご説明させてい

ただきます。 

 「（２）国の動向」です。３点ほど取り上げています。まず、住生活基本計画について、

どういうものかと改めて申し上げますと、平成１８年６月に施行されました住生活基本法

に基づき、平成１８年度から２７年度までの１０年間に、国民の住生活の安定の確保及び

向上の促進に関する基本的な計画として、住生活基本計画が１８年９月１９日に閣議決定

されました。この計画は、今後の社会経済情勢の変化、施策の効果に対する評価を踏まえ、

おおむね５年毎に見直し、所要の変更を行うことと定義付けられていたことから、平成２

３年３月に、２３年度から３２年の１０年間を計画期間とする新たな住生活基本計画が閣

議決定されました。 

この中で、どういったことがトピックスとして上げられているかというと、１つにはこ

れまでの住宅建設が公的資金による住宅を中心とし、住宅の量的な拡大を図ってきたとい

う背景があるのですが、現在では住宅の戸数が世帯数を上回っている状況から、住宅の量

的な追求が不要となったことにより、むしろ今後は「量から質へと、質的な向上を追求す

る必要があるだろうという点です。 

 また、少子高齢化が進み人口の減少が起こり始めていることから、住宅の量的拡大の必

要がないこと、高齢者の一人暮らしといった、住宅の環境整備が必要になってきた、ある

いは耐震性の確保など機能を確保して向上を図るといった観点が計画の中に上げられてお

ります。 

 続きまして②の「高齢者住まい法」についてです。こちらにつきましては、高齢者に適

した住まいが絶対的に不足していること、高齢者の住まいの制度が複雑であること、複雑

と言いますのは、それまで高円賃、高専賃、高優賃というそれぞれ似たような制度が並列
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して運用されてきたところですが、これをサービス付き高齢者向け住宅に一本化させると

いったような変更がこの時に図られました。これに基づき、サービス付き高齢者向け住宅

が、医療・介護・住宅、こういったものが連携し安心して住まうことができる住宅を供給

することが提案されました。これについては、税制面、融資面でも優遇措置が図られてい

るところです。 

 ３つ目の「地域主権一括法」です。これは、いわゆる義務付け・枠付けの見直しと条例

制定権の拡大を図ったものです。ここに出ている公営住宅の整備基準及び収入基準の条例

委任だけではなくて、例えば、児童福祉施設の整備の人間に関する基準や、道路の構造の

技術的基準の上限の設定だけではなく、多方面に渡る義務付けの見直しが図られておりま

す。豊島区におきましては、この地域主権一括法の施行を受けまして、昨年の第４回定例

会で、豊島区が管理している従前居住者住宅条例、区営住宅条例、並びに福祉住宅条例を

法律改正に合わせて条例の改正を行っています。施行については、本年度４月１日からと

いう形で実施しているところです。 

 ページをおめくりいただきまして、「都の動向」についてです。①の「東京都住宅マスタ

ープランの改定」について、ここはボリュームありますので若干丁寧に説明いたしますが、

今後１０年間において特に重視する視点ということですが、首都東京にふさわしい高度な

防災機能を備えた居住の実現を目指して、今後１０年間東京都の住宅施策として、ここに

書いてあります４つの視点を中心に施策を重点的に実施するということです。この４つの

視点のほかに、具体的な１０の目標もここに書いてありますとおり、掲げられておりまし

て、その実現に向けて取り組んでいくといった内容になっています。 

 続きまして、②の「高齢者の居住安定確保プランの改定」です。こちらは、高齢化が急

速に進行する中、生活の基盤となる住宅や老人ホームなど住まいについて高齢者の多様な

ニーズに応じた居住の場を選択できるようにするとともに、安全で安心に暮らしていくこ

とができる環境が必要として、平成２２年度からおおむね５年間の計画で実施されるもの

です。その中で、東京のモデルは、モデル２、モデル３とございますが、様々な地域で高

齢者を支える仕組みが構築されているところです。 

続きまして、③の「東京都耐震改修促進計画の改定」です。こちらは、想定される被害

の低減を図るために、平成３２年度までに都内の住宅建築物の耐震化を促進し、災害に強

い東京を実現することを標榜しているものです。具体的には、民間特定建築物、防災上重

要な公共建築物について目標を定め、２７年度末で何パーセント、３２年度末で何パーセ

ントという達成目標を定めた上で、耐震化率の向上を図るという内容になっております。

④の「木密地域不燃化１０年プロジェクト」です。こちらは特に甚大な被害が想定され

る整備地域が都内に約７，０００ヘクタールありますが、こちらを対象に、１０年間で重

点的・集中的に取り組みを実施し、木密地域を燃え広がらない、燃えないまちにすること

を目的としております。具体的には、木密地域の区市町村等々で連携した市街地の不燃化
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の促進でありますとか、延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路の整備といったことが、

計画の中で上げられています。ちなみにこれは、木密地域不燃化重点プロジェクトの中で、

不燃化特区制度の先行実施地区といった整備プログラムがありまして、この中で、昨年の

８月になりますが１２地区を不燃化特区制度の先行実施地区に指名・指定されているとこ

ろです。豊島区におきましては、東池袋４・５丁目が対象エリアとして指定されています。

ページをおめくりいただきまして、「（４）区の動向」で居住支援協議会です。内容とい

たしましては、平成２０年住宅・土地統計調査で豊島区における空き家が住宅総数の１２．

９パーセントと非常に高い数字であるということ。一方で住宅に困っている方々がおり、

このミスマッチの状態を住まいにかかる各種多様な団体と協力することで解消し、区内の

住宅が適切に利活用されやすい環境を形成し、居住支援を推進していくといった取り組み

です。ちなみに 新の数字ですと、６月２６日時点で全国に３６の居住支援協議会が設立

されているところです。 

 次の「②各種条例の制定や改定に向けた検討」です。豊島区マンション管理推進条例で

す。先程もお話が出ておりましたが、豊島区において区民の６割以上がマンションに居住

するなど主要な居住形態となっていることを踏まえまして、マンションを所有または管理

している方と双方で現在のマンションの管理状況を把握し、良好な管理を目指していくた

め、マンション管理状況届出書の提出を義務化したものです。マンションの管理状況に応

じて、情報提供や専門家の派遣などの支援を実施していくことを内容としております。 

 次に８ページになります。「豊島区防災対策基本条例」です。こちらは、平成２５年３月

２９日から施行された条例です。東日本大震災および首都直下地震の切迫性の指摘等を背

景に、災害予防から応急復興・復旧を見据えた総合的な災害対策の取り組みの必要性が高

まっていることを受けまして、本条例において、防災対策についての基本理念を定めると

ともに、区や区民、事業者の責務を明らかにすることにより、災害による被害の 小化を

図り、区民の生命、身体及び財産を保護することを目的としている条例です。 

 その他、改定・策定に向けて検討が行われているもの、改定に向けて作業が行われてい

る関連計画といったものもあります。時間が足りませんので、恐れ入りますがここは説明

を割愛させていただきます。 

 ページをおめくりいただきまして、９ページです。豊島区における主な住宅施策としま

して、住宅では２５年度当初予算で実施しているものを、視点別にグルーピングしたもの

です。直接供給型と書いてありますものが、区営住宅、福祉住宅、区民住宅、安心住まい、

こういった区が直接管理して提供している住宅にかかる予算が１４億４千万円のうち１３

億５千万円と、全体の９３．９パーセントを占めている状況が見てわかります。現在の管

理住戸数は、１，０００を若干切っているような状況ですが、それでも毎年１３億、１４

億近くのお金がかかるということがありまして、今後は先程も申し上げました通り、区内

にある空いている民間賃貸住宅、これを有効に活用すべく、そういった住宅を使う際への
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家賃助成に徐々にシフトしていきたいと考えておりまして、具体的には家賃助成等にある

高齢者向け優良賃貸住宅の供給事業、あるいは高齢者、子育てファミリーに対する家賃助

成といったものを、少しですけれども増やしている状況です。まだまだ十分な展開ができ

ている状況とは言えませんが、金額にして約６千万４．１パーセントの予算を振り分けて

いるような状況にあります。 

 続きまして、１０ページは「指標の達成状況」です。これは現行の住宅マスタープラン

の４８ページ以降に、それぞれの指標を設定して、何年度までに何パーセントを達成して

いくといったものを書いてあります。これを今回１年間かけまして、指標そのものの見直

しも含めまして、新たな達成率を設置していくことになっていくと考えております。 

 続きまして、資料１－５と１－６を並べてご覧いただけますでしょうか。資料１－５、

左側半分につきましては、現行の住宅マスタープランです。第１章の「計画の目的と位置

付け」からはじまりまして、第７章の「計画の実現に向けて」、こういう章立てで記載して

いるものを右半分に移りますが、これから改定作業を行っていくマスタープランの構成イ

メージで紹介しています。この章書きも１章から７章まで同じような形になっております

が、これはまだ確定したものではなく、２、３回以降の協議の中で、章立ても含め、構成・

内容については具体的な審議を今後行っていただくことを考えております。 

本日が第４０回審議会の検討ですけども、４１回、２回目以降は９月、４２回は１１月

ということで、概ねここに書いてあります内容のことをご審議いただきたいと思っており

ます。１－５と１－６で、内容的に重なる傾向でございますが、４１、４２、４３回で実

質的な審議をしていただき、来年の２月にはパブリックコメントを実施し、その結果と、

審議いただいた結果をまとめたものを３月の第４４回の審議会で答申するという全体のス

ケジュールを想定しております。 

説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。 

それでは、質疑応答に入りたいと思います。今日の中心テーマは、マスタープランの改

定に向けてどんな課題があるのかですけれども、その前に、資料１－３の「審議会の運営

について」なにかご質問があればお聞きしたいと思います。ありませんでしょうか。新委

員の方、よろしいでしょうか。 

それでは、今回のマスタープランの改定について入りたいと思います。まず、この改定

の背景となる課題について、色々とご意見をいただければと思いますが、皆さんいかがで

しょうか。今日は第１回ですので、ぜひ全員の方からご意見いただければと思っておりま

す。 

●委員 まず大震災への備えというところが、結構豊島区は高密な住宅の割合が高い都心

環境ということで、その点についてお伺いしたいのですが。もともと、豊島区で耐震改修

という計画があって、それは今のままで、今回も調査中ということで、平成１８年で７５．
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５パーセント、目標値が９０パーセントとなっている。特に木密地域では、違反建築物で

あったり既存不適格の住宅があったり、そういうことがはじかれているという中で、実際

そういうところがすごく課題があると思います。そういったものの取り組みも、このマス

タープランで随時見ていかなければいけないのかなと思っています。そんなところでござ

います。 

●建築課長 本区の住宅の耐震化率でございますけれども、平成２４年度末で８２パーセ

ントでございます。それが 終年度、平成２７年度の現在の推計ですと、８８パーセント

に留まる見込みでございます。ただこれは、今後の建築動向にも左右されるという風に思

っております。 

 木密地域の部分でございますけれども、こういった現在、木密１０年プロジェクトが展

開されておりますので、そういったものと連携して耐震化に努めていきたいという風に考

えています。 

●地域まちづくり課長 木密地域の耐震化というのは、非常に大きな課題でございまして、

本区では４割の地域が現実存在しているという事実がございます。こちらの資料の方にも、

６ページにもございますが、木密地域１０年プロジェクトということで、東京都の方では

焼失ゼロの燃えないまちを実現するという形で都市計画道路を平成３２年までに整備をし

ていく。それに合わせるような形で不燃化特区に申請をして、現在は先行実施地区という

ことで１地区ですけれども、今年度中に不燃化特区地域を増やして、老朽化している木造

住宅を耐火、あるいは準耐火したものに変えていく。そのための助成といったものを充実

させていくというのが、現在検討中というところでございます。新しい特区につきまして

は、９月が申請になっておりますので、準備をしている状況でございます。 

●委員 新宿区では、違法建築で、建築基準法の接道がなくても、不燃化する制度や助成

を制度化をしているという話があります。豊島区においても、個々でうまくできない、特

に高齢化している場所とか、そういう１つ１つの配慮を今回考えても良いのかな、そうい

うことも思っております。 

●地域まちづくり課長 特に木密地域については、無接道の住宅地というのが数多く見ら

れるといった状況も１つあります。無接道のまま建て替えることはできませんので、きめ

細かく専門家などを派遣しまして、不燃化特区の中では、共同化なり、あるいは専門家を

派遣したりという形で、個々に対策を考えている、そのことを現在検討しております。 

●会長 今の質問に補足して、無接道の場合も、例えば耐震改修を行うことっていうのは

できるのですか。 

●建築課長 本区の助成制度は、必ずしも違反建築物であれば対象としないということは

行っておりません。ただし、狭あい道路拡幅整備事業を行っておりますので、この道路に

つきましては、突出しているものは対象にしていない。やはり、災害時にその建物につい

て、避難に支障が生じるという恐れもありますし、細街路の部分に突出した建築物につい
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ては、その時点で下がっていただいた上で耐震化しようということにしています。 

●会長 耐震化に関して、皆さんからご意見はありますか。 

●委員 耐震化というだけではなくて、今の委員さんのお話にあったように、本当に無接

道とか、そういう建物というのは木密地域にはかなりある、といわれていまして、それが

ややもすると豊島区らしさという、味わいのあるまちという形で、我々も今、雑司が谷の

方で、震災復興まちづくり協議会等々で、まちの中を歩いて再点検しているのです。私の

ところも、４代、５代と住んでおりますけれども、また新たに発見できるところがあって、

それが外部の方から見ると雑司が谷らしさとか、豊島区らしさ良いねというような形。文

京区においては、千駄木だとか根津あたりの、ああいう建物の味わいがあって、それこそ

日本の伝統文化という形になっているのですけれども、そこと、今回の安全で安心して暮

らせる豊島区にするというところでは、すごく難しい問題があると思うのです。その中に

おいて、今回のマスタープランの改定の背景という、この資料の３ページ目にあるのです

けれども、この項目の中に１つも豊島区らしさについて検討しようというところがないも

のですから、そこが欠けては絶対このマスタープラン、豊島区において成し得ないじゃな

いかと思うのですけれども、そこら辺の認識をお聞かせいただきたいてよろしいでしょう

か。 

●住宅課長 委員のおっしゃる通りだと思います。どこのまちでも同じような住宅マスタ

ープランを作っている、それでは意味が無いと思います。豊島区を際立せるようなことを、

敢えてデフォルメする必要があるかについては判断が必要ですが、豊島区の実情を踏まえ

て良い所をさらに伸ばしていける、直すべきところは良い事例をもって参考にする、総体

として豊島区らしさが発揮できるような、こういったプランを作っていく必要があると考

えています。 

●委員 そういった意味では、都市計画道路、今回の１０年プロジェクトにあまりにも注

目が集まって、残すところ８年ぐらいしかないということで、どんどん開発が進んでいく

ように、一般の区民の皆さん、あるいはその路線にかかっている方達においては、大変不

安な部分があるのではないかと思いますので、片やそういうこともやっていくんだ、とい

うことをある程度全面に出した方が良いのではないかと思いますので、今後は審議会を進

めていくにあたっては、そこに十分配慮していただきたいなと思っています。以上です。

●会長 豊島区らしさと密集地の整備をどう両立させるかというのは、重要な課題ですの

で、ぜひそういうものを盛り込んでいきたいと思います。 

 それでは他にご意見伺います。 

●委員 今回、私も沿道まちづくりと言いますか、いわゆる木密の不燃化にちょうどその

地域にあたっているということと、一応計画期間が平成３２年までですか。このマスター

プランが平成３０年までの計画ということになって、少し今の木密の方が２０２０年とい

うことですから、２年ほどオーバーしちゃうという風になりますけれども、そういうとこ
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ろの整合性をどうマスタープランの中にきちっと反映させていくかという部分について、

どうお考えですか。 

●住宅課長 確かに、主要なその他の施策と住宅マスタープランとが、ピタリと符合すれ

ば一番良いのですけども、５年であったり、８年であったり、１０年であったりとなかな

か難しいところはあると思います。ただ、先程委員もおっしゃられた木密関係については

喫緊の課題ですので、住マスの計画期間を３０年度までとする、あるいは３２年度とする

ということも検討が必要かと考えます。 

●委員 それで、木密っていうのはいよいよこれから始まっていくわけなのですけれども、

地域によっては様々な考え方を持っていらっしゃいますから、本当に、慎重かつ、大胆か

つ、なお丁寧にやっていかなければいけないなという部分が相当あると思います。場合に

よっては、計画そのものも、地域によっては挫折をしてしまうということも十分考えられ

ますので、このマスタープランの中に、この件についても落とし込んでいかないといけな

いのだろうと思います。実際に、東京都でやる部分と、豊島区でやる部分の仕事の役割み

たいなのはありますけれども、やはり地域性を考えながら全体の対応はきちっと推し進め

ていただきたいと考えております。本当に丁寧にやっていただきたいなと考えております。

●会長 ありがとうございました。 

 今回、区の公募委員で新しい方３名いらっしゃいますので、あとでそれぞれの新しい委

員の挨拶をいただきながら、区への色んな施策への意見をいただきたいと思います。しば

らく時間を置いてからにしますので、考えておいてください。 

●委員 ここ２、３日本当に猛暑で、急に暑くなってなかなか体調が追いつかなく、お年

寄りの方から色んな話を聞きたいと思いまして、行ってみましたら、６畳１間で荷物もい

っぱいあって、クーラーは節約して、私がいたのは窓の近くだったのですけど、窓を開け

たりして何とか生活している高齢者がいっぱいいらっしゃるのです。これは住宅だけに限

らず、介護保険や高齢者福祉、こういうものを総合的に考えて進めるとは思うのですが、

それにしても各地で貧困が進んで、若い人たちも生きていく居住水準に満たない所にいっ

ぱい住んでいる方もいらっしゃいます。今、貧困ビジネスで、住宅に適さない所に住んで

いる方もいっぱいいらっしゃると新聞等で報道されています。 

 １つは、豊島区でどういう実態があるのか。それから今、住宅は大変厳しい状況があっ

て、私は公営住宅をもっと作るべきだと思うのですが、今度のマスタープランでは、都営

住宅・区営住宅等は供給ゼロで、予算も９５パーセント以上ですが、今後は空き家ですと

か、そういう方向に転換するという流れになっているのですが、そうであるなら、私は人

口と区営住宅・都営住宅がどの程度あるのか、２３区でわかるような資料が、住宅対策審

議会に提出していただきたいのと、人口それから予算がどうなっているのか。本当に区営

住宅がこれで十分なのか、住宅対策審議会でもっと突っ込んで議論する必要があるのでは

ないかと思います。是非、資料の提出をよろしくお願いします。 
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●住宅課長 まず１点目ですが、公営住宅の建設数及び２３区におけるそういった公的住

宅の数のデータ、予算も含めてということですが、確かにこれはしっかりと押さえる必要

があると思っております。その上で、公的住宅の供給のあり方といったものを豊島区の必

要に合わせて計画していく必要があると思いますので、次回となり恐縮ですけれども、必

要なデータ一通り取り揃えたいと思っております。 

●会長 住宅セーフティネット関係については、地域主権一括法を受けて、とりあえず条

例は制定しているのですが、本格的な検討していくという風にはまだ至ってないと思いま

す。そこで、一度セーフティネットはどうしたら良いかというのも検討してみたいと思い

ます。色んな意見がありますので、議論した結果、あるいは委員のようにはならないかも

しれませんけど、しかし議論することは大事だと思います。しっかり議論した上で結論を

出していきたいと思います。 

●住宅課長 １つ目の質問ですけれども、本来住宅として使うに相応しくない物件に住ま

われている現実があることについて、区内ではどういう状況かということについて、建築

審査担当課長の方からご説明申し上げます。 

●建築審査担当課長 建築審査担当課長です。今、委員ご指摘がありましたので、劣悪な

環境の物件もあって、昨今、マスコミ等で取り上げてございます。それについては、豊島

区全部の実態というのは調査中ということでございます。ただ、劣悪な環境は、いわゆる

脱法ハウスであるとか、シェアルームとか色々ございますけれども、それをほぼ中身まで

入り込まないと実態が把握できないということですので、現在、国土交通省、それから消

防、区、関係機関を含めて実態を把握しているということでございます。 

●会長 １つ質問ですが、１０ページの指標のところの、 低居住面積水準未満の割合の

数字が、平成１５年の８．４パーセントが、現在２０パーセントと上がっているのは、今

説明にあった理由でしょうか、それとも別の理由でしょうか。 

●住宅課長 現状は８．４であるにもかかわらず、現段階の状況、２０年度で２０．２で

あって、 終的には３０年度では５パーセントまで下げるという、そういう標記ですが、

この２０．２になっている理由ですか。 

●会長 急激に増えている理由です。 

●事務局 おそらく、 低居住面積水準未満の数字が変わってきています。以前は、単身

は１８平方メートルだったのが、２５平方メートル未満が該当するようになった、そこが

多分一番効いているのではないかと。基準自体が高くなったところがあるのではないかと

思っております。 

●会長 平成１５年では１８平方メートルのものが、平成２０年は２５平方メートルにな

った、そういうことですね。 

●委員 先程、委員からもお話出たのですけれども、いわゆる違法ハウスっていうのです

か、ビルの大きい区画を細かく区切ってという、それはそれできちっとしなきゃいけない。
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それから、住まいの多様化として現われてきたシェアハウスそのものは別に違法ではない

ので、その辺の区別をきちっとすることと、やっぱり違法ハウスがどの程度、豊島区は比

較的多い方という感じはするのですけれども、そこをできるだけきちっと整理をして、デ

ータが取れればと思うのが１つ。 

 それから、もう１つは空き家住戸の利活用と書いてあるのですけれども、空き家住戸は

考えると２種類あるのではないかと思っています。たまたま相続人が別の土地にそれぞれ

住宅を構えているから、親が亡くなった土地をそのまま空けているというケースと、ある

意味ではそうではなくて、所有権を放棄しているという訳じゃないのだけれども、取り壊

してもいいようなものをほったらかしている。それを取り壊すとおそらく固定資産税が高

くなるから、そのまま家を朽ち果てるまで置いているという、そんなものもあると思うの

で、１つは空き住戸の利活用というのはどの程度有効になっていくのかということと、い

わゆるほったらかしている住宅と貸せる住宅との区別というか、そういうこともきちっと

する必要があると思っています。以上です。 

●住宅課長 空き家住戸の利活用ということですが、２年前に住宅課で、空き家が多いと

思われる１６エリアを対象に、実態調査を行った経緯があります。その時に、空き家と判

定された物件のオーナーに対して、アンケート調査を行っておりまして、そのアンケート

の中に、そもそも空き家なのか、空き家じゃないのか、から始まりまして、区で今後、居

住支援協議会といった空き家と住まいに困っている人とマッチングさせる取り組みをする

場合に、その空き家を提供協力していただけるかという設問も中に入っておりました。そ

れに基づきまして、その後住宅課の方で、物件とオーナー様に接触をしているところです。

先程、委員のご指摘がありました通り、大きく分けて空き家としても２種類あるのでは

ないかということで、１つはおそらく人が住むには相応しくない程度まで老朽化している

もの。ただそれは、建物自体を除却してしまうと、先程ご指摘あった通り固定資産税が６

倍ぐらいに跳ね上がってしまうので、住まない家屋であってもそのまま残すことで土地に

対する固定資産税を軽減させるといったようなものもいくつかあることは承知しておりま

す。 

それらは利活用の対象外ですので、案件から外すとしましても、そうではない、おそら

くつい 近まで住んでいたけども今は空き家になっていて、程度が良く、ちょっと手を入

れれば使えるのではないかと思われる物件、そういったものを中心に住宅課の方で直接現

地に行ってオーナー様にもお話を聞いているところです。ただ、これはケース毎に違うも

の、おしなべて言えることは、建築年数がかなり古いもの、昭和２０年代、３０年代に建

てられたような木造専用住宅、こういったものですと、正確に調査しないと迂闊なことは

申し上げられませんが、おそらくそこまで古いと今の耐震審査の基準は満たしていないと

思われます。 

あとは、そこそこ新しいしっかりした物件であっても、接道義務を果たしていないもの
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やリフォーム・改築しなければ、障害者、高齢者が住むにはバリア的に問題があるという

物件は多々あります。建築基準法の条件を満たしていないため改築ができない、そういっ

た物件が不動産市場に出回らない空き家の物件として多いという印象を持っています。 

こういう風に申し上げますと、空き家がある一方で、結局使える物件がないのではない

かという指摘をいつもいただいているところなのですが、今、住宅の方でいくつか見た中

では、こういった状況でしたが、中には建築基準法、消防法上問題がない物件もあるかと

思われますので、そういったものについては積極的な利活用も検討していきたいと考えて

おります。 

続きまして、建築審査担当課長からもご説明申し上げます。 

●建築審査担当課長 先程、委員ご指摘ございました通り、いわゆる脱法ハウスと言われ

ているもの、それから適正なシェアハウスといわれているもの、ここの区別をしっかりし

た上で政策をやらなければいけないということなのですけれども、建築基準法上はいずれ

も寄宿舎ないしは下宿ということで、シェアハウスとかシェアルームそのものは、定義付

けはされていないということでございます。ただ一方で、報道されておりますような居室

面積が７平米であるとか、あるいは避難空地が無いといった違法な住宅といわれているも

のについては、きちんと指導はしていかなければならない。 

適正なシェアハウスについても、下宿とか寄宿舎として見なせるような形態であれば、

そこでも避難、安全面のところはきちんと担保していかなければならないのかなと思って

おります。 

 それから、老朽化というお話ございましたけれども、これについては来年第１回定例会

を目指して、老朽建物の維持管理をきちんと推進をしていくという条例を今検討中でござ

いますので、そこについても準備対応をきちんとしていきたいと考えております。 

●会長 補足しまして、実際、空き家活用においては、豊島区の場合接道条件が悪い空き

家が非常に多いので、それがもし活用できないとなると、実態上活用の施策を打っても有

効性がないと思います。それに対して、接道条件が悪くても活用するという方針を出すの

か、それとも諦めるのか、ちゃんと議論する必要があると思います。 

私の考えでは、居住の関係で５人以下くらいであれば寮・寄宿舎に相当しないと見て指

導をしていったらよいと思います。それ以上大きくなると寮・寄宿舎扱いにする。そうす

ると用途転換にあたりますので、これはもう利用できない。その辺の仕分けや基準を明確

にしていけば、活用の方法はあると思います。その辺も審議会としても検討したいと思い

ます。 

●委員 今、空き家という話がありましたけれども、空き家になる前に、それぞれ家族の

ライフスタイルもありますけれども、例えば親が高齢で子どもたちは別の所に住んでいて、

どうしてもお父さんお母さんの家を改修して二世帯住宅にできないということで、やむを

得ずほかのところに住んでいる場合があります。 
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ライフスタイルは、色々あると思うのですけれども、例えば、二世帯住宅の促進みたい

な、そういう１つの方向からも、空き家にならないような、より土地を活用できるような、

そういう施策みたいなもの。先程、説明の中にも、ファミリー世帯が増えてきたと、言っ

ていましたけれども、狭小住宅の税の影響もあるかも分からないけれども、都心回帰みた

いなところもあるし、なおかつ豊島区独自の方法もできないかと、昔から常々に思ってい

るのです。 

なぜかというと、僕は今、親と一緒に住んでいて、土地は狭いけれどもギリギリという

か、何とか二世帯で、２階、３階みたいな形でやっているのですけれども、そういう方向

も空き家が少なくなっていく方法にもなるのではないかと思うのです。 

●会長 接道条件を満たしている場合には、二世帯住宅化は非常に有効だと思いますけど、

接道条件を満たしてないところを二世帯住宅にするのは、共同住宅への用途変更にあたっ

てしまうので、建築基準法で出来ないことになるのです。国の法律上、出来なくなってし

まうのです。 

是非、接道に対する課題には、合法的な二世帯住宅化というものも、審議会として検討

していきたいと思っています。 

●住宅課長 先程の委員の質問に対する回答になるかどうかはわからないのですが、いわ

ゆる住宅としてだけではなく、そこに住まう方々のライフスタイル、これも含めて住宅供

給のあり方というものに、色んな自治体で取り組んでいるところです。 

１つには、大きな集合住宅、団地のような所で高齢化が進んでいる事例が多数あります。

こうした場合、本来であれば高齢化した両親とお子さんが一緒に居住できれば良いのです

けれど、多世帯で住むには狭くて入れないとか、家族だけど毎日同じところに居ると窮屈

だ、みたいな声があるのが昨今の状況だろうと思います。 

こういった状況を解消させ、かつ親子間の連携を保つための施策として、高齢の両親は

集合住宅に引き続きお住まいになり、そこから徒歩１０～１５分圏のエリアに新たに息子

さん夫婦が転入する場合については家賃助成を行う。俗にスープの冷めない距離で親子の

関係を密接にする、こういう住宅施策を取り始めている自治体も中にはあります。すなわ

ち、必ずしも１つの住宅を改築して多世帯で住まうという方法を取らなくても、より現実

的な形として多世帯生活が実現することも一定程度可能なのかと考えております。 

●会長 近居も、是非幅広く考えていきたい。 

 それではそろそろ、新委員の方のご意見を伺いたいのですけれど、よろしいでしょうか。。

●委員 今回から参加させていただくことになりました。よろしくお願いします。全体の

中身ですか、自己紹介を兼ねた上でですか。 

●会長 自己紹介兼ご意見ということで。 

●委員 中身に関しては、聞いていてもちんぷんかんぷんで、一所懸命メモを取るぐらい

で、あまり申し上げられることはないのですが、子ども１人、夫１人の典型的な核家族で、
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雑司が谷の方の上のマンションに住んでいます。子どもが中学生ですが、車椅子を利用し

ておりまして、先程から高齢者の方向けの住宅の改修なり、ケアの話が出ていますが、そ

れから、障害を何かしらお持ち方という家族でもあるということで、共通するものはたく

さんあると思いますので、何か私を含めて気づいたことを提案していければ良いかと思っ

ております。よろしくお願いします。 

●会長 高齢者の住まいは重要ですから、ぜひお願いします。 

 それでは、委員お願いします。 

●委員 この度新しく委員になりました。 

私は池袋本町です、住まいが。地区でいうと北側になる。先程、雑司や谷地区が密集し

ていると。うちの方も３丁目、４丁目は特に古い家屋が密集しています。それで私事です

けれども、今年の３月に東武東上線の下板橋の駅のそばに、電車の見える公園という名前

の公園ができた。私の所からは数十秒で行ける公園で、もし何かあった時にはそこに行け

ば命が助かるかと。周りの北区とか板橋区の住環境を見ると、割合公園が多いです、豊島

区に比べて。豊島区は、広い公園というのはなかなか取り難いので、そんなに面積が取れ

なくても、例えば廃校とかそういったもので避難できる所をまず確保して欲しいというの

が切実な問題としてある。 

先程、古い住宅に関して耐震性をどうのこうのとありましたけど、それは結構難しいか

と、現状的には。新築する際、それからリフォームする際、新築の場合は基準がかなりう

るさいですから、多分法律で規制されている部分があると思いますけど、リフォームです

と、リフォームは結構緩くて、私の友人もリフォームを扱っている業者の人間がいますけ

ど、リフォームは儲かるらしいのです、新築より。そういうところで、きちんと耐震性の

検査みたいなのをして、そういうところは、例えば助成する。そういうことができれば良

いなという気がします。 

 こういう事業プラン見ると、あっちにこっちもって言っていますけど、どうなのですか

ね。色んな事をやらなきゃいけないことはわかるのですが、例えば、豊島区は２０年後、

３０年後にどういう風にしたいのかということを考えた方が良いような気がする。今、人

口を見ると、大体、単身者が多いのですかね、あとは高齢者。小さい子どもさんとか、妻

帯者はあまり住みたくないのかな。豊島区に来るのだったら、板橋区とか北区に行ってし

まうのではないかと、なんとなく思ってしまうのです。豊島区は、どこに重点を置いてい

くのかを考えた方が良いと思う。 

低限、命は守る。そのための避難するところを、割合と近くに確保していくというこ

とをまず考えていただきたい、私の実感としてはそう思います。都なのか、区なのかはあ

るが、現実として公園の数は少ないですから、それはそれでしょうがない。 

●会長 皆さんの意見を伺おうとしたら、１人当たり時間が過ぎてしまいますので。 

●委員 そんな感じです。 
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●会長 十分気持ちは伝わりましたので。震災への対応の重要さと、子育て世代のことを

考えることは重要なテーマですから、ぜひ考えていきたいと思います。 

●委員 よろしくお願いします。 

●会長 それでは委員お願いします。 

●委員 よろしくお願いいたします。本当にわからないことばかりで、どうしようという

感じなのですが、２年間教えていただいて、頑張っていきたいと思います。 

 私は千川に住んでおりまして、子どもが豊島区の小学校に通っている状態です。今のお

話で、高齢者の住宅に対して私が思ったことは、少し前はおじいちゃんおばあちゃんも一

緒に住んで、みたいのが主流だったと思うのですけど、私の祖母もそうなのですけど、介

護付の老人ホームに入れてしまう、一緒に住むと大変だから入れちゃって、自分たちは楽

な生活をする雰囲気を我が家にも感じるので、私はできれば一緒に住んで看ていきたいと

思いました。以上です。 

●会長 高齢化社会にどう対応するかというのは大事なテーマなので、色々なライフスタ

イルがある中で議論していきたいと思います。 

 それでは、また皆さんのご意見をお願いしたいと思うのですが、 初ですので皆さん１

回はご意見を、何でも結構ですので。 

●委員 高齢者住まい法の改定が平成２３年施行されましたけれども、今後住宅というの

は量から質の時代だ、と言われていて、国交省と厚労省が一緒に高齢者の住宅を安定的に

供給していくというこの法改定は、住宅面でのハードからソフトへの動きでもあり期待し

ているのですが、実際に施行後どのような変化があったのか、大変興味がありますので教

えていただきたい。 

●住宅課長 委員ご指摘のとおり、法整備が整いまして、こういった高齢化の進展が進む

一方、このような方々に対する必要な医療・介護を含めたケア付の高齢者向け住宅の整備

が望まれているところなのですが、これが当初計画していた通り供給整備が進んでいるか

というと、正直言うとなかなか進んでいないという状況があります。全国ベースではなく

東京都からいただいた情報しか今把握はできていないのですが、４，５００戸程都内にサ

ービス付き高齢者向け住宅は整備され登録されております。これにつきまして、今の都知

事が都知事選の時の政治公約でもあったのですが、整備の一層の促進を図るとし、平成２

６年度までに１万戸の供給促進を図るということになっています。 

 東京都の平成２５年度の予算でも、福祉保健局と都市整備局両方合わせて確か１４～１

５億ぐらいの規模で、桁を１つ上げるぐらいの形で供給促進を図っております。ただ、東

京都が直接建設するものではなく、サービス付き高齢者向け住宅というのはあくまでも民

間が事業者となって建設をし、その際の建設助成であるとか、入居した方々に対する家賃

助成を行政として支援する、そういった内容ですので、いかに東京都が予算を持ったから

といって、すぐに事業者さんが土地を見つけてきて入居者を集めるかというと、正直、現
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実問題としてはしんどい話かと思います。そこで２６年度、１年ちょっとの間に１万戸と

今の倍近くにするため、東京都は様々な施策を展開しておりまして、１つには東京都の建

設補助を従来の補助額の倍に上乗せをするという形や市区町村が財政的な余力がないの

で、出せないといった場合は、東京都が肩代わりしますという形で、かなり肝入りの状態

で供給促進を図ろうとしている状況にあると把握しております。 

●会長 よろしいでしょうか。 

サービス付き高齢者向け住宅について、何かご意見ある方はいらっしゃいますか。 

●委員 ずっとこの件については取り上げてこれまで来まして、東京の方のものも全部見

て回って、住宅課の前課長さんとか福祉の部長とかと一緒に見て回ったりもしたのです。

豊島区で何とか１棟でも作りたい、ということで散々提案しているのですが、今実際に踏

み出せない課題は何なのかということをお聞きしたい。 

●住宅課長 課題ですが、ある事業者にお聞きしたら、事業採算性が取れる事業は大体２

０戸以上の規模が必要だと。そうすると、ある程度まとまった土地がないと、それだけの

物件が作れないといったことあります。なかなか豊島区で、それだけの土地が出物として

上手い具合に出るかどうかというところ、それがまず第１の課題になると思います。あっ

た場合も、買取りではなくて、例えば定期借地権といった形で地主さんのご協力をいただ

くということがあれば、ある程度土地の取得自体は安価に用意できるのかもしれません。

また、高齢者を入居させる専用住宅になるため、地主の方がどれだけご理解いただくか、

これもなかなか普通の民間住宅を建てる、マンション・アパートを建てるのとは似て非な

るところなのだろう、これも課題の１つとして上げられると思います。 

あともう１つは、私ども自治体行政が責任を持ってやらなければならないことなのです

が、建設費の助成でありますとか、入居者に対する家賃助成、これは豊島区の場合であり

ますけれど、住宅課が助成の要項を策定しなければならない、これが今、鋭意努め作って

いる 中です。これがないと事業者さんとしては、全額自費で入居者からの収入だけでや

っていくのは厳しいということで、なかなか次の足を踏み出せないという状況もあるかと

思います。 

こういった様々な課題が豊島区内にはありまして、現在、まだ区内には、サ付住宅は建

設実績はありません。ただ今、椎名町の駅のすぐそばに大手のディベロッパーが建設中の

サ付住宅がありまして、これが来年１月に竣工する予定という情報は把握してます。 

●委員 たくさんの課題を今上げていただいたのですが、やはり一人暮らしの高齢者、特

に豊島区は多いです、割合的に、土地が高いということで。そういった中でやはり皆さん、

特別養護老人ホームとか様々数に限りがあるとなると、 終的には今住んでいる地域で、

どうやったら住み続けられるかという策を考えなければならない中で、このサ付の発想が

出てきていると思うので、今ある課題もありますけども、例えば軽費老人ホームも都市型

っていう形が出てきたり、東京都の住宅事情とか土地の事情というものもかなりある中で、
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それを突破する何か新しい制度とか策というのはあると思うので、そこら辺も豊島区なら

ではの政策をしっかりと議論していきたいと思っております。 

●会長 大事なテーマだと思います。 

 他にいかがですか。 それでは、他のテーマで結構ですのでいかがでしょうか。 

●委員 ３ページのマスタープラン改定の背景の、１番目の 初のことなんですが、そう

でなくても、安全・安心への対応ということは筆頭に上げられる課題だと思うのですが、

それに伴って助成とのサポートもある程度整備されているのかと思います。 

一方で、先程委員から豊島区らしさという話もありましたけれども、文化財になるよう

な建物で、文化財にはなっていないけど住宅として使っている建物とか、昭和初期とか、

あるいは戦後でも豊島区らしいというか、昭和自体も過去になって味わいを感じるという

か、場合によっては残したいというのもあって、そういうのを魅力に感じる若い人たちも

増えているという現状があるかと思うのです。ともすれば区の施策は、どうしても建替え

して、耐火・耐震化という風になりがちで、放っておくとそうなっていき、あるいは代替

わりがどんどんある中で、相続税が高いと売却せざるを得ない、まさに建替えというのが

規定路線として出来上がっているのです。 

私は、足立区の千住というまちの香りが残るところで活動とか研究をしているのですが、

そこでも危機に瀕しているのです。行政の中でも、これは区の住宅マスタープランの中で、

どれだけ示せるのかは、なかなか難しいところかもしれませんけれども、相続税とかで住

宅の建替えにいってしまうのか、そうではなく、今ある建物を安全・安心の形で魅力を残

しつつ、どう残していけるのか、その景観とか豊島区らしさとか、そういうものに繋がっ

ていくと思うのですが、住宅マスタープランでどこまで一体できるのでしょうか。 

●住宅課長 かなり大事な視点であることは認識しているのですが、今ご指摘いただいた

こと、この場で答弁申し上げるのは少し厳しいものもあります。第２回以降の具体的な審

議に入った時に、委員さんのご指摘いただいた、豊島区らしい街並みであるとか、街の魅

力を引き続き残しながら、かつ、安心・安全な取り組みを両立させていく、これはどうい

う方策があるのか、そういう視点は必ず必要だと思います。沿道まちづくりといった不燃

化をやることで、どこにでもある画一的な街になってしまうのは、おそらく本意ではない

と思いますので、こういったことも配慮しながら、具体的にどういう方策があるかといっ

たことを、引き続きご審議いただきたいと考えております。 

●会長 耐震化を進めると、どうしても建替えになる場合が多いので、そうではなくて、

古い建物の耐震改修について、国だと、いわゆる現行基準まで満たさないと補助金を出さ

ないが、そうではなくて、少し強化するという施策を取れば古い建物は残りやすくなりま

す。それは区の独自補助になってしまうという課題は残ります。 

他にいかがですか。 

●委員 先程来、民間空き家活用の件が上げられていますけれども、今後の確認なのです
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が、住宅課の当初予算の中で、区民住宅の管理経費がずば抜けて高い割合を示しているの

ですけれども、資料を見させていただくと、平成１５年度末で３２４戸ある。借り上げて

らっしゃるので、その経費だと思うのですけれども、１９年度までの入居者数の推移から

いうと、およそ９割程度入居者数が推移しているのですが、現在の入居者率というのはど

うなのか。 

●住宅課長 現在、３２４戸用意しているのですが、そのうち２７戸ほど東日本大震災で

被災されている方の応急仮設住宅として使っているところですので、実質的な空き室は、

３０戸を今切っている程度なので、それだけで申し上げますと、９割近くは入居いただい

ている状況になります。 

●委員 借上期間２０年間ということなので、 初の方に借上げられたのは平成７年管理

開始ですから、再来年以降、１年２年弱ぐらいで更新時期を迎えると思うのですけども、

民間空き家活用というのは、区民住宅の借上げを継続しないようなことも視野に入れて考

えてらっしゃるということでよろしいですか。 

●住宅課長 居住支援協議会の活動拠点として想定しているのは、いわゆる民間の賃貸住

宅です。なので、事業協力の説明をしに伺った際に、区民住宅は空いているじゃないか、

なぜそこを使わないのだ、と言われることも多々あります。確かに区民住宅も区が民間オ

ーナーさんから借上げているという意味で言えば、本来は民間賃貸住宅かもしれませんけ

れども、今想定しておりますのは、区が直接管理している住宅以外で、その他の民間賃貸

住宅を活動拠点として居住支援の場としてマッチングしていきたいと考えております。 

区民住宅の空き室があるということは、引き続きの課題として居住支援活動の種地とし

て使わないまでも、入居者は別途募っていく必要があると考えています。 

●委員 今、おっしゃられたのは、住宅マスタープランというのを使って、民間住宅の空

き家の支援は良いと思うのですけれども、自治体として、公営住宅とは別に、こういった

収入分位が違う区民住宅をこれだけ抱えている中で、どの程度直接突っ込んでいくのかと

いうこと、関わっていくのかという姿勢が、結構大きいのではないかと思って質問させて

いただきました。今後も、区はどういう対応をしていくかということです。 

●会長 区民住宅は大事なテーマなので、是非取り上げていきます。 

●委員 私は宅建協会なので、不動産業を通してのお話になると思うのですけれども、３

ページの改定の背景のところは、ほとんど不動産に関わるお話なのです。 

まず、今出ました空き家とか空き室の件なのですが、賃貸で貸されている部屋もかなり

空き室が多いです。実際、それの問題というのは、結局、賃料が下がればもちろん入るの

です。それが下げてないから入らないということなのです。それは返済の問題とか、収支

バランスの問題もあって下げられない。ですから、脱法ハウスみたいな安い２万円だった

ら人がいっぱい集まるという形になると思うので、それについては家賃のバランスを考え

ればある程度解消できる問題と思います。 
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ただ古い物件です。特に、新耐震以前の問題がある物件については、震災後入居したい、

という希望者にとって、鉄筋コンクリートとか鉄骨といった物件に集中しまして、木造の

空き家はかなりあるというところは今後考えなければいけない問題と思います。 

耐震助成の話が出ましたけれども、その助成を受けて建物というのは、実際あと何年ぐ

らい持たそうと思って助成されるのかということをお聞きしたい。１０年なのか、１～２

年先なのか、教えていただきたい。 

●建築課長 特に何年ということは想定しておりません。基準に合ったものについては助

成をしていくという状況です。 近は非常に、平成２３年度、２４年度と木造耐震診断も

急激に増えておりますし、改修助成もようやく２５件と順調に進んできていると思ってい

ます。 

●委員 もう１点なのですけれども、マンションなんかでも、当然古いマンションもかな

り出てきておりまして、築４０年、５０年、そういった建替えの需要というか、そういう

ところも今後見ていかないといけないかなと思います。 

たまたま、私は震災の時に、サンシャイン６０の５９階に居まして、ものすごく揺れた

のです。サンシャインは確か昭和４９年だったと思うのですけれども、ああいう鉄骨造で、

耐用年数何年なのかも合わせて、ああいうビルの今後の建替えとか、耐震補強はないのか

もしれないですけれど、揺れる度にこの建物は安全です、と言っているような状況だった

ので、地震で倒れるより風の方が影響大きいかなと思っていたのですけど、そういう心配

もあるので、今後マンションの建替えといったところもマスタープランのところで必要じ

ゃないかなと思います。 

●会長 マンションも出たので、委員、先にお願いできますか。 

●委員 昨年に引き続き参加させていただきます、マンション管理士をしております。 

皆様、マスタープラン改定に向けての７ページに、私どもマンション管理士が関わった

管理推進条例ということで若干書いてあります。７月１日から届出書の提出が始まりまし

て、期限が１２月２０日ぐらいなのですけれども、既に数十件の届け出が来ております。

非常にこの条例、上手く活かさなければいけないということで、全国初めてのモデル条例

なので、これは頑張って私ども管理士会もさせていただきたいと思っております。 

同時に、今月から派遣要綱も一部代わりまして、マンションの管理組合にマンション管

理士が派遣されるのですけれども、７月１日からマンション管理士も責任賠償保険に加入

するという義務化が今度新たに増えました。それだけ管理士の派遣業務も、賠償保険に入

った者しか派遣させないという区の方針は、私は非常に賛成しております。それだけ区の

行政を、私ども管理士会でも一緒に担ってやるということは、やはり区の行政が上手く回

っていく１つの方法だと思います。 

信頼される第三者の専門家を使いつつ、マンション課も知識の豊富な方がマンション課

長の他に、一番下の方もいらっしゃいます。ですので、そういった意味で、今後マスター
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プランの改定でも、居住支援協議会ですか、そういった部門を作ってやっていくのに対し

ても、行政も専門に特化した職員を置いて、その方が上手く対応していかないと。現にマ

ンション課でも、この届け出が始まって以来、ありとあらゆる相談が増えております。や

はり専門的な対応ができる職員がいないと上手く回っていきませんし、それを私どもマン

ション管理士がフォローしてやっていくということで、今後とも上手くやっていきたいと

思っております。以上です。 

●会長 マンションの管理しつつ長持ちさせたいというのもあるし、先程の建替えと両面

から非常に重要と思います。行政の中で専門職員をたくさん配置するのは結構大変なこと

なので、むしろ外部の専門家と連携するということを考えることになるのではないでしょ

うか。 

●委員 私、住宅相談を受けています。相談を受けていて感じていることは、建物の老朽

化というのは、木造だけじゃなくて、今お話が出たマンションのことです。マンションで

いえば、定期報告が義務化されている規模のマンションだと、わりかし私が行って相談を

受けて、診断しても診断しやすいです。ところが、それのちょうど中間あたり、規模的に

も割と大きくて、定期報告もしないところは、例えば管理組合だとか管理そのものがなか

なかうまくいっていなく、診断をしても、それをどういう風に解決するのかというだけの

議論、そこで収まってしまう。今、豊島区でも、新しくこういう支援を受けたものがある

のですけれども、実際、管理士が派遣されたとしても、大変苦労するのではないかと思い

ます。老朽化している建物をどういう風に改修して、安心して住まえるようにできるのか、

それが１つ。 

それから、マンションにしてはそういうことですけど、木造については通常のこの間の

不安というか、それは色んな理由がありまして、多くは高齢の方の相談が多いです、建物

が老朽化しているところの。そうしますと、先程言ったように、例えば耐震を含めて危な

いので直しましょうという時に、私はあと５年ぐらい持てばよいとか、１～２年で良いで

すとか、そういう相談を受ける。そういう相談を受けた時に、どういう風に返したらいい

のか困るのです。 

１つは、例えば、今のマンションもそうなのですけども、相談を受けたところのセーフ

ティネットを具体的に提案できるような、マスタープランと住宅政策が無いと、なかなか

上手くいかないと思っています。そのために１つの居住支援協議会を作ったのですけれど

も、そこもこれから充実させるということと、マンションも新しく改定したけれども、ま

だ具体的なセーフティネットの部分が踏み込まれてないので、是非マスタープランの中で、

そのことを触れるような提言ができるように検討していきたいと思います。 

●会長 よろしくお願いします。具体的な相談事例で、こんな課題がある、とかそういう

のをまとめたものはあるのですか。 

●委員 それはないです。 
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●会長 貴重な情報なので、もしあればと思います。 

 それでは、一通り回ったと思いますが、発言し忘れたとか、他にこういうことを話した

い、とかあればお聞きします。....皆さん、よろしいでしょうか。 

それでは、次回の日程調整した方がよろしいですか。 

●住宅課長 次回、第２回の住宅対策審議会は９月ぐらいを予定しておりますが、なにぶ

んにも委員の皆さん、ご多忙の方がいらっしゃいますので、早めに事務局の方から連絡を

取らせていただいて、日程調整することで進めたいと思います。 

合わせて、２回以降は具体の中身についての審議に入りますので、今回は席上配布とさ

せていただきましたが、なるべく１週間ぐらい前までには議論いただく資料を郵送でお送

りいたします。審議の時間、有効に使うためにも、忙しいなか、恐れ入りますが１週間の

うちにお目通しをいただきまして、直接内容に入っていく、そういったスケジュール間で

やっていきたいと考えております。 

●会長 この場で日程調整しなくてもよろしいですね。わかりました。 

それでは、以上で審議は終わりますけれども、今日は色んな現在の課題をお教えいただ

きましたので、次回以降それぞれの中身について具体的に議論していきたいと思います。

よろしくお願いします。 

●委員 今日の開催場所のことなのですけども、第１会議室はすごく狭い。いつも全委員

協議会室の部屋を使っているけれど、なぜ今日は違うのか。会長が非常に窮屈そうで、非

常にやり難そうな感じなのです。もうちょっと広い部屋があるのだから、そこを押さえて、

皆さんで大いに議論していただきたいなと思うのです。 

●会長 ご配慮ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは以上で、本日の住宅対策審議会を終了させていただきます。どうもありがとう

ございました。 

●住宅課長 ありがとうございました。 

（午前１１時５０分閉会） 
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会 議 の 結 果 

・豊島区住宅マスタープランの改定などについて報告がなされ、

質疑及び意見があった。 
 
・近年の国、東京都、豊島区の住宅施策に係る動向について報

告がなされ、質疑及び意見があった。 
 
 

 
 
 
 
 
提出された資料等 

・資料１－１  住宅対策審議会委員名簿・座席表 
・資料１－２  豊島区住宅基本条例 
・資料１－３  住宅対策審議会の運営について 
・資料１－４  住宅マスタープランの改定に向けて 
・資料１－５  住宅マスタープラン（現行）の概要及び改正

に向けた視点について 
・資料１－６  平成25年度 住宅対策審議会のスケジュールと

テーマについて 
・資料１－７  豊島区の住宅事情 
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