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１ 

 

審 議 経 過       

 

●住宅課長 それでは、定刻となりましたので、ただ今より、第４１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、ご多用のところ、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。 

 本日の会議の進行ですが、席上の「第 41 回豊島区住宅対策審議会次第」に従いまして、

進める予定ですので、よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 まず、前回 7 月 9 日の第 40 回審議会にご欠席だった委員の紹介をさせていた

だきます。大谷委員です。寺田委員です。 

●住宅課長 本日審議会の出欠状況ですが、定行委員、加藤委員、広瀬委員から所用のた

め、ご欠席とのご連絡をいただいております。 

なお、本日の住宅対策審議会は、豊島区住宅基本条例の第 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。 

それでは、資料のご確認をさせていただきます。 

 皆さまのお手元にそろっておりますでしょうか。 

また、現行の住宅マスタープランと住宅白書を席上配布しております。 

これに合わせて、前回お配りしました「資料 1－7 豊島区の住宅事情」も参考資料として

付け加えております。これら席上配布資料は、審議会終了時に事務局で回収いたしますの

でどうぞよろしくお願いいたします。 

本日の会議録についてですが、会議録の記載事項のうち、審議経過については、発言者

の氏名を記載せず、「委員」という表現になります。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、事務局でまとめまして、皆さまにご確認いただ

いたうえで、ホームページに公開してまいります。 

なお、本日の予定ですが、17 時を目途に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が、ご発言される時はマイクのスイッチを押してか

らお話しいただき、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。 

●住宅課長 それでは会長、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 皆さんこんにちは。議長を務めさせていただきます。まず、傍聴についてですが、

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。 
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●住宅課長 はい、本日はいらっしゃいます。 

●会長 傍聴希望の方がいらっしゃいますので、みなさんにお諮りします。みなさんの合

議によって許可することになっています。許可してもよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

●会長 ありがとうございます。それでは、許可されましたのでどうぞお移りください。

（傍聴人入室） 

 それでは、本日の議事に移りたいと思います。もう、よろしいですか。それでは事務局

から説明をお願いいたします。 

●事務局 それでは、早速でございますが、事務局より説明させていただきます。資料 2

－1、「第 40 回 住宅対策審議会 発言要旨」でございますが、当資料は「第 40 回住宅対策

審議会」の審議内容の要旨として、「1.質疑と補足資料の要請」「2.住宅マスタープラン改

定についての意見」の構成でまとめさせていただいたものでございます。まず、「1.質疑と

補足資料の要請」でございますが、公営住宅、脱法ハウス、違法貸しルーム、区民住宅等

につきまして、ご覧のような質疑応答がございました。 

続きまして、「2.住宅マスタープラン改定についての意見」でございますが、こちらは密

集市街地整備と、裏面へまいりまして、空き家問題と利活用、脱法ハウスとシェアハウス

等につきまして、ご覧のようなご意見を委員の皆様よりいただきました。当資料を、本日

住宅対策審議会における審議に際しまして、ご活用いただければと存じますのでよろしく

お願い申し上げます。資料 2－1 につきまして、説明は以上の通りでございます。ありがと

うございます。 

●住宅・都市問題研究所 引き続きまして、資料 2－2 についてご説明させていただきます。

A3 で横長のものでございます。これにつきましては、前回の審議会の時に「豊島区の住宅

事情」という形でかいつまんで説明したところですが、もう一回振り返るためにこういっ

た資料を作成させていただきました。これは「住宅マスタープラン」の原稿では、「第 2

章 住まいを取り巻く動向」のまとめという内容のところでございます。現計画の中を振り

返ってみると、「社会動向」として当時は少子・高齢化の問題であったり、あるいは単身世

帯が多いというのが豊島区の特徴であったりといったことがございました。それから、「住

生活基本法」という法律ができ、現行の「住宅マスタープラン」はその頃に策定したもの

でした。「国の動向」に関しましても、前回の「住宅マスタープラン」の策定の時には、「住

生活基本法」以外にも、セーフティネットの関係であるとか、耐震改修であるとか、ある

いは、建築基準法が改正されたり、いろいろな法律の改正等がございました。それから、

東京都や国に関しましても、さまざまな計画策定の動向があり、それを受けて策定をされ

たものでございますけれども、更にこの 5 年間関わっていく中で、改定の方向を少し整理

させていただきましたけれども、「社会動向」「国や東京都の動向」「区の動向」といった辺

りでは新しい動きがございまして、これを踏まえ今回改定していくという案が入口にある
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ところでございます。 

いくつか振り返るためにご説明いたします。「社会動向」では、まず東日本大震災があっ

たことを受けての、「切迫している大震災への対応」です。安心安全ということが非常に大

きな問題になってきたということがございます。「住宅セーフティネット」では、住まいの

貧困の問題であるとか、居住に関しては住宅の質や入居忌避といったような問題で、ニュ

ースなどでもかなり話題になっておりますが、特に 近取り上げられています。「少子・高

齢化社会を支える住まい」では、「高齢者住まい法」の中でサービス付き高齢者向け住宅が

話題になりながら、一方では、なかなか特別養護老人ホームから有料老人ホーム等が増え

ていかないという仕組みになってきているところも今の動向でございます。それから、「住

宅ストックの有効活用」では、空き住戸の利活用の促進や中古住宅の流通等がより社会的

な問題として出てきているということがございます。「持続可能な社会の形成」では、当然、

環境に関してはさまざま問題がございます。それからもう一点、人口の都心回帰はここ 5

年間での新しい方向なのかもしれませんけれども、都心区あたりでもそうですし、豊島区

でも人口は増え、特にファミリー層がまた増加をしているという特徴が若干見えてきてい

ます。こういった、全国の人口現象であります少子・高齢化とは少し違った構図が見えて

いるといったところが、今の「社会動向」として取り上げる内容になってございます。 

それから、国の法律制度等の動向では、「住生活基本計画」といった全国計画の改定が平

成 23 年 3 月にございまして、「安全・安心で豊かな住生活を支える住環境を構築する」と

いうことで、安心安全の問題やストックの問題であるとか、環境の問題であるというとこ

ろが、トピックとして上がってきております。それから、「高齢者住まい法」の中で、高齢

者の居住の安定といった点ではサービス付き高齢者向け住宅をつくっていくという構造が

出てきています。「地域主権一括法」の中では、特に公営住宅に関して住宅政策では関連が

深いわけですが、整備基準や同居親族要件であるとか入居収入基準といった、今までは全

国一律であったものが、自治体レベルで独自で決められるようになってきました。このこ

とを踏まえて、独自条項が出しやすくなったところもこの 5 年間の動きかと思っています。

「東京都の動向」ですが、「東京都住宅マスタープランの改定」を平成 24 年 3 月に行って

おります。この中では特に、「高度な安全性を備えた市街地の構成要素としての住宅」とい

った取り扱いをしていたり、安全と震災に対する問題を大きく取り上げているのが特徴に

なっています。それから「高齢者の居住安定確保プラン」や「東京都耐震改修促進計画の

改定」であります。耐震の見直しは、「耐震化率が平成 32 年を目標年次として 95 パーセン

ト」という目標を立てています。こういったこともこの中で行っています。 

「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」というのは、豊島区の中でも行われている箇所は

あります。特に、「燃える」ことに関してどのように「不燃化する」のか、「壊れる」こと

に関してどのように「耐震化する」のかということに関して、かなり力を入れて東京都は

取り組んでいます。これも、この 5 年間での新しい動きでございます。 
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それでは「区の動向」はどうかです。豊島区に関しましては、平成 23 年度に「空き家実

態調査」を行い、これを含めて「豊島区居住支援協議会」が空き家・空き室を利活用する

という取り組みを始めて、進めている段階です。「居住支援協議会」は平成 24 年度に設立

しています。それから「マンション実態調査」を平成 22 年度に行い、特にこれが「マンシ

ョン管理推進条例」という形で、マンションの維持管理の支援を手厚くすると言いますか、

きちんと見張っていくと言いましょうか、見守ると言いましょうか、そのような取り組み

を今している 中です。「セーフコミュニティ国際認証取得」は、防災面防犯面含めてでご

ざいますが、共助という形で取り組む動きに関しまして国際認証を受けているということ

です。それから、昨年度「豊島区防災対策基本条例」が制定されました。このような形で

豊島区としても、空き家問題、マンション問題、防災防犯問題、コミュニティ問題に関し、

一歩踏み込んだ取り組みを進めてきたというのが、この 5 年間の動きでございます。これ

を踏まえて住宅の中でどのように取り組むかが問われているわけでございます。 

それから裏面にいきまして、こちらは「住宅マスタープラン 第 3 章」に該当する「住ま

いを取り巻く現状分析」です。一つは、現計画の中で「人口」「住宅ストック」「住環境」

という枠組みで現行計画のデータを掲載していますので、お手元にあれば参照していただ

ければと思います。この中で、特に 近の動向だけを取り上げて説明させていただきます。

「人口と世帯数」に関しまして、平成 25 年 4 月に 27 万人を超えました。豊島区では、一

時期人口減が続きましたが、かなり回復し、まだまだ増えている状況でして、これを住宅

としてどう捉えていくかが一つの課題になっています。それから、ここ数年間、日本一人

口密度の高い自治体であるわけですが、まだその状態は続いているということがございま

す。ファミリー世帯と言いましょうか、50 歳未満の人口比率が少し高まったことがありま

した。これは多分、転入が進んでいる面があるかと思われます。単身世帯の割合は、比率

でみると増加しています。 

つぎの「住宅ストック」では、人口が増えていることもございまして、住宅数は増えて

います。ただ、この間わかってきたことがございまして、「空き家実態調査」を行った中で

言いますと、腐朽破損と言いましょうか、かなり傷んでいますがまだ使われている住宅が

あり、空き家に見えるがそうでない住宅がかなり見つかったという実態がありました。地

価というのは、経済動向もございますが、比較的安定して動いています。賃料もそうです。

住宅着工数は、リーマンショックの時に若干減少した時期がありますが、その後回復し、

今は供給がある程度安定して進んでいる状態でございます。老朽マンションはだんだん目

立ってきています。それから、いくつか大きなマンションもできているということがござ

います。 

それから「住環境」のテーマです。狭小敷地、特に 50 平方メートルを割込むような住宅

敷地は少しずつ減っています。建替えができないこともあるかもしれませんが、あまりに

も小さな敷地は少し減っている傾向が、住宅・土地統計調査からは窺えます。その一方で、
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これは数量で把握するということが難しい面もあるのですけれども、建替え、あるいは利

活用をしようと思った時に、なかなか難しい敷地が豊島区内にはまだありまして、特に接

道不良住宅の割合が統計的にも高い状態が続いているということがございます。それから、

この 5 年間の中で更に進んだところかもしれませんが、特にまちづくりのソフト部分に関

しまして、景観形成であるとか地区計画をつくるという、まちづくりに対するさまざまな

ソフトの取り組みの芽がいくつか出て、更に広がっているという点がございます。 

大体以上のようなことでございまして、この 5 年間で良い点、悪い点の動きがあること

を含め、それを踏まえて、今回改定をする時の入口にしようと少し振り返りをさせていた

だきました。 

資料 2－2 はこういう説明でございます。以上でございます。 

●住宅課長 恐れ入ります、座った状態で説明させていただきます。続きまして、資料 2

－3「23 区における公営住宅数 住宅事業等の関係資料」をお出しください。A3 横の 3 ペー

ジものとなってございます。まず、右下に 1/3 と書かれた資料からご説明申し上げます。

本資料につきましては、前回の 7 月に行いました審議会で、委員から、「人口と都営住宅、

区営住宅がどの程度あるのか、23 区でわかるような資料を提出してもらいたい。それと、

予算関係についても調べてもらいたい」といったご要望を受けましてまとめたものでござ

います。1/3 ページの上の段の棒グラフ「親族世帯 1,000 世帯あたりの区営住宅数」でご

ざいます。まずこれは、人口と区営住宅数のデータについてまとめた資料となっておりま

す。なお、区営住宅につきましては基本的に親族が居る方、世帯が入居条件となっている

ことから、いわゆる単身世帯については除いております。親族の居る世帯数で分析をして

ございますので、ご了承ください。この棒グラフは、親族世帯 1,000 世帯あたりの区営住

宅数を 23 区分析したものです。千代田区から始まりまして右端の江戸川区まで、区名の下

に書かれているカッコ内の数字は区営住宅数となってございます。中ほどに豊島区がござ

いますが、380 戸保有しておりまして、1,000 世帯あたりの区営住宅数が棒グラフの上にあ

ります 5.9 戸といった見方になってございます。この棒グラフの分析の結果を右側に囲み

で書いてございますが、豊島区の親族世帯数は 64,912 世帯。区営住宅は先程申しました通

り 380 戸ですので、これらから割出した 1,000 世帯あたりの区営住宅戸数は 5.9 戸という

ことになります。これを 23 区内で比較いたしますと、区営住宅の戸数だけでみますと 23

区中では 15 位という位置付けになりますが、親族世帯 1,000 世帯あたりの戸数では 10 位

となります。また棒グラフでは、豊島区の右側、港区をはさんでその隣に平均値が出てご

ざいますが、区営住宅をみて論じますと、平均値にかなり近い数字を保っているというこ

とが見てとれるかと思います。 

下半分でございますが、今度は区営住宅に、区域内にある都営住宅を加えまして「公営

住宅」という表現をとっておりますが、これの分析結果でございます。こちらにつきまし

ては、多い順に並べておりますので順番が変わりまして、左端・足立区から右端が目黒区
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となってございます。豊島区の場合、都営住宅戸数が 1,345 戸で、千代田区、文京区、目

黒区、台東区に次いで 23 区内では下から 5 番目に戸数が少ないというような区でございま

す。そうしたことから、公営住宅を親族世帯 1,000 世帯あたりの管理戸数は 26.6 戸と、目

黒区、文京区に次いで下から 3 番目という位置付けになってしまいます。この 2 つをもっ

て見ますと、豊島区におきましては親族世帯数に比して、都営住宅の戸数が 23 区の中では

相対的に少ないという状況が窺えるかと思います。 

続きまして、2/3 ページをご覧ください。こちらの資料は、各区における住宅費のデー

タについてまとめたものです。なお、グラフの下のところの囲込みに書いてあります通り、

高齢者向けの住宅といったものは、このグラフの中には入りません。と言いますのは、こ

のグラフ自体は普通会計と呼ばれます全国統一の会計基準でまとめた資料をもとに作成し

ております。そういったことから、同じ住宅であっても高齢者向けの住宅につきましては、

「民生費」というところに区分されますので、このグラフ上には算定対象外となってしま

います。具体的に本区でいう高齢者向け住宅と言いますと、「つつじ苑」でありますとか「高

齢者向け優良賃貸住宅」「安心住まい住宅」、こういった住宅については、このグラフ上で

は表れませんで、民生費の「老人福祉費」に区分されることになってしまいます。ただ、

これは 23 区同じ条件で集計されております。 

グラフの見方ですけど、縦軸に億円単位の決算額、各区のところは 3 本ずつグラフが立

っておりますが、これは左から 21 年、22 年、23 年度の住宅費の決算額を並べています。

グラフはそれぞれ白抜きと斜線を重ねていますが、上の段の斜線部分が「歳出総額に占め

る住宅費のうち投資的経費の割合 3 カ年平均」、投資的経費とは、いわゆる施設建設にあた

るようなものです。 

 建設だけではなく、大規模修繕も投資的経費としてカウントされます。こちらの 21 から

23 年度の 3 カ年平均をパーセント表示しております。下の段の白抜きのグラフの部分は、

先程の「歳出総額に占める住宅費のうち投資的経費以外の割合 3 カ年平均」です。具体的

に申し上げますと、区営住宅と区民住宅もそうですが維持管理経費であるとか、借上げ住

宅の場合のオーナーに対する家賃負担額、あるいはその他に「家賃助成」といった事業も

行っておりますが、こういったものが施設建設以外の住宅費としてカウントしたものが白

抜きの部分でございます。棒グラフの上のところにあるパーセント表示の数字が、先程申

し上げました通り、この 3 カ年のそれぞれの平均値でございます。その下の囲みに書いて

ございますが、3 カ年表示をした理由は、投資的経費につきましては、住宅の大規模修繕

や建替えといったものが年度によって大きく出る年と全く出ない年といったようにバラつ

きがございますので、3 カ年を参考数値として表示しております。ですから逆に言います

と、白抜きのいわゆるランニング計上経費部門については、それほど大きな動きがないこ

とが見てとれるかと思います。 

「豊島区の決算総額に占める住宅費（投資的経費以外）の 3 カ年平均」は白い棒グラフ
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部分になります。この 3 カ年平均はご覧いただきました通り、1.03 パーセントとなってご

ざいます。これは、千代田区、中央区、新宿区、目黒区、港区に次いで、決算に占める比

率としては 6 番目に高い状況となってございます。右端に 23 区の平均が出ていますが、0.

52 パーセントです。歳出総額のうち、住宅のランニングにあてられる経費は 0.52 パーセ

ントということを見ますと、豊島区の場合は 23 区平均のほぼ倍ぐらいを決算として使って

いるといった、一定程度の予算決算は伴っているといったことが見てとれるかと思います。

続きまして、資料 3/3 をご覧ください。「公営住宅の供給方針と低額所得者向け住宅施策

について（平成 23 年度決算）」です。これは、この度委員の指摘を受けまして、データだ

けを調べましても恐らく数が足りているか、足りていないかということをあぶり出すのは

難しいと思われます。あるいは、見方によっては、23 区おしなべて不足しているというこ

とも当然あり得るかと思いますので、今後、公営住宅を供給する方針があるのか、ないの

か。恐らく「供給増の計画はない」という区が多いだろうと見込まれましたので、合わせ

て、表の右になりますが、「公営住宅の供給をしない場合の代替策」としてどういう施策を

現在行っているかを合わせて 23 区に対して調査した結果でございます。表頭の左端の「今

後の公営住宅供給の方針について」は、「供給増の計画は今のところ具体的にはない」とい

う区は 23 区中 15 区、「都営住宅の移管により供給増を図る」という区が 7 区。大田区だけ、

「区営で直接借上げシルバーピアの供給増を図る」という、都営住宅移管ではない供給増

を図るという区もありました。いずれにしましても、23 区中 15 区が具体に公営住宅を今

後改めて建設・供給する予定がないということです。ただ一方で、こういう公営住宅の需

要は少なからずあるということはどの区も認識していると思われますので、その代替策と

してどういった住宅施策を行っているのかということが右側です。3 つに区分し、1 つ目は

「民間賃貸住宅の借上げ等による代替住宅とする」といったもの、あるいは民間賃貸住宅

に入居する際に「家賃を助成する」といったもの、「その他」で、それぞれの区でいわゆる

低額所得者向けの住宅対策を行っているかというものをまとめたものでございます。 

概ね、どの区の住宅課も似たような内容の事業をやっているといったことがここからも

わかるかと思います。資料の説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。ただ今の 3 つの資料は、前回の審議会の要約および補

足です。審議の今日の具体的な内容はこのあとの 2 つの資料および次回の審議会でありま

すので、まずはこの説明について簡単なご質問があればお受けしたいと思いますけれど、

いかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 資料どうもありがとうございました。今まで豊島区の都営住宅の申込みの時に倍

率が特に高いものですから、「少ないのだろう」という漠然とした思いは持っておりました

が、23 区の資料を見まして、改めて「少ない」ということがよくわかりましたし、区営住

宅と都営住宅を合わせた「公営住宅が少ない」ということもこの資料で明らかになったと

思います。 
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予算決算では、23 区の中でも特に低くないことも明らかになったのですけれども、その

中身について少し。例えば区民住宅など、比較的他区よりも多いということで、その関係

で全体の予算決算を立ち上げているのですか。 

●住宅課長 ご指摘のとおり、こちらの住宅費につきましては、区民住宅もカウントされ

ております。豊島区につきましては、人口の規模に対して区民住宅の数が多い部類で、そ

ういったこともありまして、住宅費が確かに決算総額の比率に比べて高くなっております。

●会長 この公営住宅および住宅セーフティネットについての政策をどうするかについて

は、次回 42 回の審議会で詳しく行いますので、その時はよろしくお願いします。どうぞ。

●委員 「第 3 章 住まいを取巻く現状と分析 1 住宅・住環境の現状と課題」についての

項目の中で、「改定の方向」が示されているのですけれども、その中で、今、豊島区が特異

なことというと、一人暮らしの高齢者が多いことなのです。34 パーセントで 3 人に 1 人は

高齢者の一人暮らしで、それは課題ではないかと思っているのですけれども、この改定の

中にその部分が見えなかったので、その点についてご質問したいと思います。 

●住宅・都市問題研究所 補足をさせていただきます。豊島区の場合はまず、単身世帯自

体が全体の世帯数の中で 60 パーセントを占め、非常に高いというのが特徴としてございま

す。その中に、委員がおっしゃったように、高齢者もいらっしゃいますし若者もいらっし

ゃいます。かなり多様な、さまざまな単身の方がお住まいになっているといった実態がご

ざいます。住宅政策の中でも、「単身の暮らし方・住まい方をどうするのか」というのは、

高齢者の単身も含めて色んな点で幅広く捉えていかなければならないというのは、確かに

重要な視点として加えておくべきことと思っています。 

●住宅課長 補足です。平成 22 年に行いました国勢調査結果によりますと、豊島区におい

ては 101,067 世帯の単身世帯がおりますが、このうち世帯主が 65 才以上の割合というのは

17,504 世帯、率にして 17.3 パーセントと非常に高い割合で単身高齢者がいらっしゃると

いうことがわかっております。 

これにつきましては、第 3 章で現状を踏まえながら、このあと審議をいただく第 4 章の

「高齢期における住まいの確保」というところで、これから協議の材料としていただくべ

く、ご説明をさせていただこうと思っております。 

●会長 ありがとうございました。それでは時間がありますので、つぎに進んでよろしい

でしょうか。それでは次の資料 2－4、2－5 について事務局から説明をお願いします。 

●住宅課長 恐れ入りますが、資料 2－4「豊島区住宅マスタープラン改定の方針とスケジ

ュール」をお取り出しください。前回 7 月に行われました審議会では、「第 1 章 計画の目

的と位置付け」「第 2 章 住まいを取り巻く動向」「第 3 章 住まいを取り巻く現状と分析」

についてご審議をいただきました。合わせて、本日前半に補足をさせていただいたところ

です。本日は、「第 4 章 計画の理念・視点・指標」および「第 5 章 住宅施策の方向」につ

いてご審議いただきますが、ただ、この 2 章につきましては非常にボリュームがありまし
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て、且つ本プラン改定の根幹に関わるところですので、今日一日で審議が終わらないとこ

ろもあるかと思います。今回詰めきれなかった部分につきましては、次回 42 回の審議会で

もご審議いただきたいと思っておりますので、あらかじめご了解いただきたく思います。

この資料 2－4 ですけれども、左半分が現行の平成 21 年 3 月に策定されました「住宅マス

タープラン」、真ん中のところに「改定に向けた視点・テーマ」、これは 7 月にお示しした

ものと何ら変わっておりません。変更がありますのが、右半分の、今ご審議いただいてい

る改定素案についてです。この中で、章立て等については変更ありませんが、どの審議会

で、どこまでをご審議いただくかということは、若干前回の 7 月と比べまして変更がかか

っております。今申し上げましたとおり、本日 41 回の審議会で 4 章 5 章をあらかたご審議

いただくとともに、詰めきれなかった部分と合わせて 6 章 7 章について、12 月に開催予定

としていた 42 回審議会を 11 月に繰り上げさせていただこうと思っております。といいま

すのは、年明けの 1 月早々に素案を出していただいたものをパブリックコメントとして出

しまして、そこでいただいたご意見等を素案の中に盛り込んで、「案」という形で 2 月の第

44 回に審議会として出して 終的な形に整えていくというような流れで進めたいと考え

ております。スケジュールの変更については、以上です。 

続きまして、本日の第 4 章第 5 章の中身に入らせていただきます。資料 2－5 をお取り出

しください。こちらの資料も、22 ページとボリュームがありますので、全部を説明します

と時間が足りなくなってしまいますので、かいつまんでの説明とさせていただきます。ま

ず、第 4 章の「理念」です。これはお手元にあります「住宅マスタープラン」の 46 ページ

をお取り出しください。平成 21 年 3 月に策定しました「理念」に対しまして、この資料 2

の 5 の真ん中ですが、改定に向けた視点であるとかテーマといったものですが、四角で囲

んでいるとおり、「定住の視点」でありますとか、「東日本大震災の影響」、あるいは「防災」

「防犯」「住宅セーフティネット」といった、平成 21 年 3 月以降に発生しました社会的事

象等住宅事情を取巻く状況などを新たに視点として取り込みまして、改定案としていきた

いというところです。右半分がその「改定の案」と書いてありますが、これはあくまでも

現段階における事務局のたたき台というふうにご認識いただければと思います。「理念」の

ところで、基本的には今回は平成 21 年 3 月に策定した「住宅マスタープラン」のあくまで

も後期 5 年計画の改定ということですので、精神そのものを大きく曲げるという訳ではあ

りません。ただ、そうは言いましても、新しい改定に向けた視点・テーマを盛り込みまし

て、下線を引いているところを付け加えています。「人と環境にやさしく、安全に暮らし続

けられる、都心居住の実現を目指して」。これは昨年認証を受けました、セーフコミュニテ

ィのことを念頭に入れまして、下線部分を新たに付け加えているところです。その他にも、

部分的に例え「魅力ある住まいづくり」でありますとか、3 つ目の項目で、東日本大震災

の際に区内に多数あります高層マンション等のエレベータが停止するといったような生活

不便の実例が見受けられました。首都圏直下型地震などに備えまして、「予防策を整えてい
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く必要があるだろう」、あるいは「区民の防災意識を高めていく必要があるだろう」といっ

たことを視点として書き加えております。また下から 2 つ目の項目ですが、「住宅の質の確

保に加え、防災や防犯、環境への配慮、住宅セーフティネットの構築等～」といったとこ

ろも、こういった視点も必要であろうということを書き加えているところです。「理念」に

ついては、大きく変えることはなく、今申し上げたような下線部分を新たに追記すること

で対応していきたいと考えております。 

「住宅施策の視点」です。こちらは、「住宅マスタープラン」の 47 ページ以降をご覧く

ださい。「理念」につきましては、先程申し上げましたとおり大幅な変更はありません。「視

点」につきましては、現行マスタープラン 7 つの視点を持っておりまして、右半分を見て

いただきますと、同じく視点の数は 7 点ですけれども、下線を引いてあるところを、若干

フレーズを変えております。この中身につきましては、次のページ以降で説明申し上げま

す。その後、7 つの視点の下にさらに 5 つの目標を定めていますが、これについては、目

標を 1 本追加して 6 つの目標を策定しております。これも順番に説明申し上げます。 

ページをめくっていただきまして、22 の 2 ページになります。先程、住宅施策の視点の

7 つと申上げましたけれども、「（1）地域特性に応じた住宅支援」は、ここに改定に向けて

付け加えるべき事項といたしまして、例えば、転入を中心とした人口増加から定住の促進

といったことを視点として付け加える必要があると思います。今年の 4 月に豊島区の人口

は、24 年ぶりに 27 万人を突破したといったような状況を迎え、大きな転換期を迎えてお

ります。これにつきましては、恐れ入りますが、「住宅マスタープラン」に挟み込んでいた

かと思うのですが、資料 1－7 を取り出していただけますでしょうか。1 ページの図 1 をご

覧いただければと思います。これは、昭和 55 年からの人口推移を折れ線グラフで示してい

るものですが、昭和 39 年の豊島区の人口総数は 354,000 人程で今より更に 8 万人多い時代

がありまして、ここから人口が減っていくのですけれども、また 27 万人という昭和 50 年

代、60 年代に匹敵するような大きな数字に回復していることが、図からもわかるかと思い

ます。また、こういった背景には、都市の利便性や快適性を求めて転入してくる人々が増

えているということで、これは、同じく資料 1－7 の 3 ページの図 5 をご覧いただけますで

しょうか。人口が増える要因としまして、自然増自然減というよりは、社会増社会減とい

ったような、社会動態の推移によるものです。都市の利便性を求めてわざわざ豊島区を選

んで、転居してこられる方が増えているといったことが、統計からも見てとれるかと思い

ます。「（2）単身世帯の住まい方」です。資料の 6 ページの図 12 をご覧いただけますでし

ょうか。先程も委員さんからご指摘がありましたが、豊島区で 6 割を占める単身居住とい

ったような、これはご覧いただいたとおり、昭和 40 年から増える一方といった形になって

います。こういった単身の住まいという形にほぼ連動するような気配もあるのですけれど、

違法貸しルームという問題とか、ワンルームマンションといった課題への対策といったも

のも豊島区では住宅施策として考えていかなければならないといったことがあります。 
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これに対する改定の案は右側ですけれども、「ワンルームマンション等のコンパクトな

住戸に限らず、ファミリー向け住戸に複数の単身世帯が住まうといったルームシェアも増

えている」。こういった事態を受けまして、適切な居住環境のルールを定めていくといった

ようなことも、今後、「住宅マスタープラン」の中で一定程度明記していく必要があるので

はないかと考えております。 

「（3）子育て世帯への住生活支援」です。これにつきまして、視点といたしましては、

ファミリー世帯です。先程、「人口は増えてきている」と申し上げましたが、どういう世帯

が増えてきているかと言いますと、ファミリー世帯が増えてきているという傾向がありま

す。これは先程の、資料 1－7 の 5 ページの図 10 を見ていただきますとわかりますが、平

成 17 年のところに「夫婦と子」と書かれたファミリー世帯が上向いております。こういっ

た傾向がこの数年、ここではまだ平成 22 年までしか出ていませんが、定住しているという

傾向が見て取れます。こういった人口流入、ファミリー世帯の流入に伴いまして、右の改

定案のところですが、子育て世代に対する居住支援でありますとか、保育施設、学校、そ

ういった子どもを持っている世帯が住みやすい環境づくりといったことも考えていかねば

ならないといったことを視点として書いております。 

「（4）高齢期における住まいの確保」についてです。付け加えるべき事項のところで、

増加する高齢者、単身の高齢者、夫婦のみの高齢者世帯といった方々に対して居住場所を

どのように確保していくか、あるいは前回の 7 月でも若干お話が出ましたけれども、サー

ビス付き高齢者向け住宅といったものをどのように整備していくのか、供給誘導をしてい

く必要があるのか、といったことを視点として捉えております。それに対して改定の案で

すけれども、「高齢者に配慮した住宅の確保は、量としても種類としても必要になってきて

いる」と言及しております。福祉とも連携して、住まいの場だけではなく、介護であると

か医療であるとか、こういった他部門と連携して 後まで住み慣れた地域で安心して暮ら

し続けていけるようなハードとソフト両面からの生活を総合的に支援して、プロデュース

していく必要があるだろうと考えております。 

あとは、若干ここにも付け加えているのですが、現行の「住宅マスタープラン」の「（6）

住宅セーフティネット」について言及しています。こちらについては、新しい改定案では、

「（4）高齢期における住まいの確保」というところに、実は統合させていただきました。

というのは、ご高齢の方というのは、おもな収入が年金だけになってしまい、十分な収入

がないと住み慣れた地域で継続して住み難いといったことがあります。いわゆる住宅弱者

になりやすいということもありまして、そういったご高齢の方々の住宅セーフティネット

機能を強化する必要があるだろうということで、改定案については「（4）居住支援の充実」

というところにまとめようと考えております。 

「（5）環境にやさしい住まい・住生活の普及」につきましては、ここに書いてあるよう

な視点で進めていきたいと考えております。「（6）安心で安全な住環境の確保」について
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も、そのような視点で書きたいと思います。 

１枚めくっていただきまして、「（7）行政と区民のパートナーシップ」です。付け加える

べき事項としまして、昨年度から住宅課で取組んでおります「居住支援協議会」について

触れていきたいと考えております。と言いますのも、改定の案にも書いてあるとおり、行

政だけで必要な住宅であるとか、生活支援といったものを行っていくのがなかなか難しく

なってきております。そこで行政と区民、NPO も含めてですが、パートナーシップを結ん

で、いわゆる協働事業として住まい、生活に関わるトータルな支援を行っていきたいとい

うことを改定案の中で書き込んでいきたいと考えています。 

続きまして、下の 5 ページのところです。「指標」につきましては、現行マスタープラン

の 48 ページ以降に、ご覧いただいている①から⑥までの指標が書かれています。本資料に

おきましては、この現行プランを策定した当時の現状値と、プランの 終年度である平成

30 年に目指すべく目標値について書いてありますが、この資料ではその隣のところに、現

段階の状況といたしまして、例えば、①の上の「住戸面積 50 平方メートル以上の住宅スト

ックの割合」は、平成 20 年の時点では 41 パーセントまで進んでいるといった形になって

います。なるべく 新の数字を拾っているつもりですが、国の基幹統計から拾っているこ

ともありまして、数年前の数字しか拾えていないところもあって大変恐縮です。なお、「③

住宅の耐震化」につきましては、「調査中」と書いておりますが、平成 24 年度時点で 82

パーセントまで推進しております。同じく、「④環境負荷の低減」は、「調査中」と書いて

ありますが、平成 24 年度で 151 件という実績が出ております。「豊島区住宅用太陽エネル

ギー利用機器導入助成件数」につきましては、平成 24 年度で 59 件の実績を所管からは確

認しております。 新の数字を今後、次回の審議会にもまた直したいと思っているところ

ですが、現段階の事務局からの提案なのですが、これら指標につきまして、現段階の状況

を踏まえまして、平成 30 年に向けて実効性のある目標値を、改めて検討させていただきた

いと思っております。と言いますのは、5 年前の平成 21 年に定めたものなのですが、10

年後、この辺の数字まで持っていきたいと思ったものがなかなか諸般の事情でクリアする

のがおおよそ難しいと思っているものを、後期 5 年計画にそのまま据え置くといったこと

が適切なのかどうかといった視点もあります。平成 30 年の数字はなるべく実行性のある目

標値に見直していくということ、指標そのものにつきましても、住宅施策の成果をより測

定しやすいものにするために、変更していくといったことも考えたいと思っております。

具体的には一番下にあります、⑥の「住環境水準」ですが、ここでは木造住宅密集地域の

面積をヘクタールで表しているのですが、東京都の「住宅マスタープラン」でも、広さと

いうより解消率をパーセントで示すというのが一般的になっておりまして、表記の指標の

設定の仕方についても次回 11 月の審議会で改めてお示ししたいと考えております。 

駆け足の説明になって恐縮ですが、6 ページに戻っていただきまして、ここから 5 章の

内容に入ってまいります。「住宅施策の方向」といたしまして、先程申し上げましたけれど
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も、理念の下に 7 つの視点、5 つの目標があったのですが、今回は 6 つの目標として 1 本

増やさせていただきたいというご提案をしているところです。内容的には、セーフコミュ

ニティの認証取得も受けましたので、改定案では「安全」と「安心」というキーワードを

それぞれ 1 本の柱として独立させた施策体系としたいと考えております。 

目標 1 から順番にご説明申し上げます。7 ページになります。「目標 1 地域の特性を踏ま

えた住まいづくり」、これは「住宅マスタープラン」の 55 ページ以降をご覧ください。現

行計画に対しまして、改定の背景ですけれども、「近年はファミリー層の増加傾向が見られ

る」こと、「豊島区は生活するのに便利であって、都市の文化や歴史などに共感し、地域に

愛着を持って住めるような魅力ある住環境を形成することが求められている」という視点

を持たせまして、改定案としましてはフレーズも若干変えました。「区民だれもが住み続け

たいと思える魅力ある住まいづくり」で、「②地域の魅力を活かし、多様な人々が住み、定

住できる住宅地を形成する」というフレーズも改めて書き加えているところです。恐れ入

りますが、おもに下線になったところだけ、かいつまんでご説明させていただきます。2

番の「2-1 魅力的な住環境の保全・形成誘導」は、現在改定作業を進めております「都市

計画マスタープランに基づきまして、街並みや住環境の優れた住宅地を形成し、保全して

いきます」といったようなフレーズも「住宅マスタープラン」の中に盛り込んでいきたい

というふうに考えております。 

8 ページをお願いいたします。「3 まちづくりと連携した住まいづくり」です。現行計画

に対して改定の背景といたしまして、東京都が昨年 1 月に発表した「木密地域不燃化 10

年プロジェクト」は、本区におきましても喫緊の課題ですけれども、このプロジェクトの

強力な推進によりまして、今後、防災都市の実現に向け延焼遮断帯を形成する主要な都市

計画道路の整備、これ自体は東京都が行う事業なのですが、それに合わせ、「延焼しない」

「燃え広がらないまちづくり」といったものを区も並行して行っていく必要があります。

こういったことを改定案の中に盛り込んでいきたいと考えています。「3－2 住宅等の建替

え支援」といたしましては、豊島区内にあります住宅のうち、8 割が集合住宅であるとい

うことで、「東日本大震災といったような震災の不安であるとか、居住性の不足している老

朽マンションについて、建替えの検討等を支援していく必要はあるだろう」といったよう

なことを書き加えていきたいと思っております。 

 「目標 2 ライフスタイルを大切にした住まいづくり」については、マスタープランの 5

7 ページ以降となっております。ここでは、セーフコミュニティを認証取得したというこ

とで、若い単身世帯等が地域の担い手として飛び込んでいく必要があるだろうということ

を視点に改定案②の下線を引いているところですが、こういったような書き込みも図って

いきたいと考えています。その下の「1 ルームシェアの検討」ですが、ここに改定案で色々

書かせていただいているところなのですが、実はこの資料をつくりました後に、今月国交

省住宅局の方から、「違法貸しルーム対策に対する通知」といったものが送られてまいりま
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した。国のシェアハウス・シェアルームに対する考え方と基本的に整合を取らねばならな

いので、ここの部分は改定案のところに書いてあるものを次回は大幅に変えさせていただ

きたいと思っております。 

続きまして 10 ページをご覧ください。「1－3 新たな住宅利用形態の普及」ということ

で、改定の背景として、「居住支援協議会によるモデル事業として、コレクティブハウスの

取り組み」を書いています。これは、必ずしもシェアルーム・シェアハウスといった形で

はなく、地域の中でそれぞれ自分の住まいの場を持っているのですが、ゆるやかな連帯、

地域、顔の見える近所づきあいなど、コレクティブハウジングという住まい方がございま

して、こういった形で相互に扶助の機能が働くような新しい住まい方についても、今後の

新しい住宅のあり方として言及していきたいというふうに考えております。その下にあり

ます、1－6 や 1－7 の子育て世帯への支援というのは先程申し上げましたとおり必要なと

ころですが、「居住支援協議会」の中でもモデル事業として取り行っていまして、シングル

マザー支援の実績として今 2 件実績が上っているとことです。これについても、改定案の

中で更に膨らませるような形で書き込んでいきたいと考えております。 

続きまして 11 ページです。「ライフスタイル（3）高齢者世帯」というところがあります

が、改定の背景のところで、「居住支援協議会」が実施に向けて準備している「空き家バン

ク」があります。これは住宅困窮者に対して、オーナーや不動産会社から事前に住宅困窮

者の入居について了解を得ている物件を登録するようなイメージで、「こういったものを創

設していきたい」と改定案の中に書き込んでいきたいと考えております。 

 駆け足で進めさせていただきます。12 ページです。中ほどにある、「2－2 高齢者向け優

良賃貸住宅の供給」ということで、これはまだ制度としては都内では残っているのですが、

国の制度自体は「サービス付き高齢者向け住宅制度」に統合されました。こういったこと

を受けまして、本区でもこれからは高齢者向け優良賃貸住宅の供給を積極的に図るという

よりは、むしろ進化型であるサービス付き高齢者向け住宅の誘導供給に力を入れていきた

いと考えておりますので、今回の改定案につきましては、高齢者向け優良賃貸住宅ではな

くサービス付き高齢者向け住宅の方に言及をしていきたいと考えております。 

その下の 13 ページにつきましては、かなり内容がしっかりしておりますので、改めて改

定案として修正をしたいといったところはありません。 

続きまして 14 ページです。「目標 3 環境を大切にした住まいづくり」で、「住宅マスタ

ープラン」では 64 ページ以降になります。改定の背景に、「エネルギー施策と連携し、自

然エネルギーの活用を促していく」と書いてあります。これにつきましては、具体的には、

例えば太陽光や太陽熱といった再生可能エネルギーを利用することによって、環境負荷の

小さい住まいづくりを図る。あるいは、省エネリフォームといった方法や事例が 近はか

なり進んでおりますので、住宅の省エネリフォームガイドブックも国から出ておりますの

で、「こういった情報提供を積極的にしていきたい」といったことを改定案の中に盛り込ん
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でいきたいと考えております。 

恐れ入りますが、16 ページの「目標 4 安心な住まいづくり」をご覧ください。「住宅マ

スタープラン」では 66 ページ以降となります。目標 4 は先程申し上げましたとおり、「安

心」と「安全」をそれぞれ独立させました。目標 4 が「安心して住み続けられる住まいづ

くり」で、ソフト面に関わる部分です。一方、19 ページの目標 5 が「安全に暮らせる住宅、

住宅地の形成」で、こちらはどちらかというとハード面に関わる内容となっております。1

6 ページに戻っていただきまして、中ほどにあります「1－2 入居支援・身元保証の普及」

ですが、高齢、あるいは障害を持っているなど、なにかしら社会的にハンディを持ってい

る方々について、民間の賃貸住宅入居が拒まれるといったことが現実問題として多々あり

ます。こういった社会問題をクリアしない限り、なかなか住まいに困窮する方々の解消が

進まないということで、改定案の中には具体的には書き込んではいないのですけれども、

これまで民間の信用保証会社のサービス対象となっていなかった住宅、あるいは入居者に

ついても、保証会社の対象となるように、今、賃貸保証機構という会社の連合体があるの

ですが、そこの加盟団体と交渉しているところです。こちらがこういった「住宅弱者の方々

を保障の対象にしてほしい」と言っても、向こうはビジネスとして捉えますので、なかな

か「はい、わかりました」とはいかず、何ヵ月か既に経っているところなのですが、諦め

ずに一つずつ今問題となっていることを解決しながら実現に向けて交渉をしているところ

です。こういったことも、今年度末までに決着がつけば、改定案の中に住宅施策として書

き込んでいきたいと考えております。17、18 ページは割愛させていただきます。 

19 ページの目標 5 です。「住宅マスタープラン」では 69 ページ以降となります。「良質

な住宅ストックの形成」だったものを、「安全に暮らせる住宅、住宅地の形成」という形で

まとめました。③にあります通り、「震災時のマニュアル作成を支援する等によりハード、

ソフト両面からマンションの防災力を高めます」、あるいは「④セーフコミュニティの推

進」、防犯力の高い住宅地をつくるといったことを標榜したいと考えております。 

続きまして 20 ページをご覧ください。中ほどの右側改定案ですけれども、目標 6 としま

して、「良質な住宅ストックの形成」ということで、現行の目標 5 が下に降りているような

形になっております。この中で改定の背景といたしまして、「マンション管理推進条例」と

いったかなり先駆的な条例ができましたので、これによる届出制度といったものを着実に

推進していくことで、マンションの適切な管理を進めていくといったようなことを改定案

の中に書き込んでいきたいと思っています。具体的には、下線が引いてあるところをフレ

ーズとして盛り込んでいきたいと考えております。21 ページは割愛させていただきます。

後の 22 ページです。基本的に先程から申し上げていますことと重複してしまいますけ

れども、「4－2 良好な集合住宅の供給誘導」で、適切な維持管理を条例に基づき誘導して

いくということですが、「居住支援協議会」を中心に空き家空き室の有効活用といった事業

は実用段階に入っておりますので、これについて内容を膨らませて書き込んでいきたいと
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考えております。 

非常にわかり難い説明を駆け足で申し上げまして、大変失礼いたしました。説明は以上

になります。 

●会長 ありがとうございました。それではさっそく審議に入りたいと思います。まず、

資料 2－4 の進め方について皆さんから確認されたいことはございますか。次回 42 回を 11

月に前倒しして、今回と次回を合わせて 2 回で一番骨格の部分を議論するということです。

よろしいでしょうか。それでは、資料 2－5 をご覧いただいて、まず第 4 章です。「計画の

理念・視点・指標」について、みなさんからご意見をいただければと思います。そのあと、

第 5 章の具体的な内容について、ご検討いただくというふうにして進めさせていただきま

す。それでは、いかがでしょうか、第 4 章についてなにかご質問ご意見ある方いらっしゃ

いますでしょうか。お願いします。 

●委員 22 の 5 ページの指標のところです。ここで、「住宅の耐震化率が現段階の状況は、

平成 24 年度で 82 パーセント」と確かおっしゃったと思うのですけれども、この中で緊急

輸送道路に面している戸建て住宅とかマンションの耐震化率というのはこれに全部入って

いるのだろうと思うのですけれども、緊急輸送道路に面しているところだけに限っていう

とどのくらいのパーセンテージかわかりますか。 

●建築課長 特定緊急輸送道路だけに限定しての耐震化率というのは、じつは算定してご

ざいません。 

●会長 よろしいでしょうか。それとも算定した方がいいですか。調べることは可能なの

ですか。 

●建築課長 大丈夫です。一応、住宅を取り出して、算出してみたいと思います。 

●委員 急ぎませんけど。 

●会長 できる範囲でということで。緊急輸送道路沿いは 100 パーセントを目指すという

ことですよね。そういうことですので、よろしくお願いします。 

 他にいかがでしょうか。 

●委員 1 ページ目の理念のところですが、「安全に暮らし続けられる」というところに下

線が引いてあります。ということは、豊島区としては、長く定住してもらう方を、指標と

して掲げているのかどうかをお聞きしたいのです。 

●住宅課長 確かに文言としては書いていないのですが、「住み続けられる街」ということ

を念頭に置いています。 

●委員 ということは、今はワンルームで単身の方が非常に多いというのが豊島区の現状

だと思うのですけれども、ワンルームマンションが多いということは、結婚でもすればそ

こには住めないという形になってしまうので、またその辺、ワンルームマンションは単身

よりはファミリー世帯を、今、「微増」ということなのですけれども、ファミリー世帯をこ

れからは増やしていきたいという考えで良いのでしょうか。 
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●住宅課長 ご指摘のとおり、それぞれの住民の方々によるライフステージといったもの

があると思います。例えば学生は、その後就職して単身で住んだり、そういった方々はそ

んなに過度に広い住宅は必要ない、ワンルームで十分だという方もいらっしゃるかもしれ

ません。その後、結婚して家族が増えてということになれば、おのずと「より広い住宅に」

ということで、できればそれも豊島区内でライフステージに合った居住といったものを形

として用意します。豊島区では、「このエリアがそういう場所だ」というゾーニングは難し

いところはあるのですが、駅の近隣であるとか、駅から歩いて 20～30 分離れたところは閑

静な住宅地で、ファミリー世帯が住まえる、そういうイメージで豊島区に住み続けられる

ということを、「住宅マスタープラン」の中には盛り込んでいきたいと考えています。 

●会長 よろしいでしょうか。どうぞ。 

●委員 今のお話に続いてです。ファミリー世帯数が豊島区において増加傾向ということ

ですが、その理由として有効な区の施策として考えられものは何か。例えば、横浜などは

保育所とか色々あります。その点をお聞きしたいです。それと、今の、「安全に長く住み続

けられる」ということで少し気になるのは、ここにあまり言葉として出てないのですけれ

ど、持ち家率が豊島区は低いですよね。ですから、「長く住み続ける」といっても、家賃補

助とか賃貸の施策は多く聞きますが、「永住したいと思う魅力的な街だからこそ、自分たち

で持ち家にしたい」と思うこともあるかと思いますので、そうなると持ち家率の低さも気

になってきます。 

●住宅課長 まず 1 点目ですけれども、ファミリー世帯が増えている理由というのは、正

確に分析しないで迂闊なことは申し上げ難いのですが、住宅課としてこういったことも要

因の一つかと思っておりますことは、例えばファミリー世帯に対する家賃助成といった事

業を行っております。これは平成 21 年度から始めた事業で、まだそれほど経過していない

のですが、年々増えております。平成 21 年度の途中から始めたこともあり、年度末の助成

者は 3 件だったのですが、どんどん増え、平成 24 年度末では 52 件で助成額は 880 万円ほ

どです。この勢いで伸びていきますと、平成 25 年度も更に増えるだろうという見込みで、

当初予算では 1,100 万円ほどを計上し、小さなお子様をお持ちの賃貸住宅にお住まいのフ

ァミリー世帯に対して家賃助成をしているといったことも若干の後押しになっているかと

思います。ただ、これよりも、恐らく一番増えている理由というのは、東池袋などが特に

あるのですが、昨今豊島区には 40 階 50 階建の超高層マンションが建ち始めております。

こういったところに住まわれる方で、子育てファミリー世帯が増えているのが数的には一

番多いかと考えております。 

 2 点目の、持ち家率が豊島区は非常に低いというのはご指摘のとおりです。23 区の中で

も非常に低い状況になっておりまして、賃貸住宅をどういう形で持ち家に変換するかとい

うのは、オーナーの都合もあるので、区の施策でどうこうというのは正直難しいところで

はあるのですが、ただ、先程申し上げました超高層マンションというものは基本的には分
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譲型のマンションですので、超高層マンションの供給誘導を図るということを言うつもり

はないのですけれども、少しずつ賃貸と持ち家の比率というのも、中長期でみて「豊島区

に住みたい」という人が増えれば、賃貸から持ち家へ、定住志向といった方も増えていく

こともあり得るのかと考えております。 

●委員 超高層ということよりも、やはり豊島区が魅力ある街で「ここに長く住みたい」

と思う気持ちが持ち家にもつながってくるというのが基本だと思います。それと、家賃助

成ももちろん大事なことですけれど、ここに居て子育てしたいと思われる施策というのは、

やはり横浜に人気が出ているように子育てに向く環境は家賃助成だけではないと思うので

す。それが保育所だったり、公園だったり、その他安心安全の環境づくりだと思ったので、

合わせてお聞きしたのです。ありがとうございます。 

●会長 今回、「子育て世帯への生活支援」という言葉を消して、さまざまなライフステー

ジ・ライフスタイルというふうに少し漠然としたように変えていますけれども、場合によ

って子育て世帯がせっかく増えているので、このトレンドをできたら伸ばしたいというこ

とで、はっきりとその言葉を出すというのもご検討していただいたらよろしいのではない

でしょうか。いかがですか。 

●住宅課長 確かに、若い家族構成の方々がその地域の活力の源になるといった側面は否

定できないと思います。そういった意味におきまして、こういったある種喜ばしい傾向、

子育てファミリー世帯が増えているといったことを、上手くまちづくり・住まいづくりの

面にも反映させていくべく、施策も充実させるとともに、そういう区の施策の方向性と合

致するというようなフレーズも盛り込んでいきたいと思います。 

●子育て支援課長 子育てが出ましたので、私の方から発言させていただきます。横浜の

ように、豊島区も「待機児童をなくす」という方向は明確にしております。昨年度の終わ

りに待機児童対策の緊急プランも策定しておりまして、待機児童をいち早くなくしていき

たいという取り組みはしておりますので、どのように中に入れ込むかというのは、今後相

談していきたいと思います。以上になります。 

●会長 ありがとうございました。それでは他にいかがでしょうか。お願いします。 

●委員 豊島区で 6 割を占める単身居住という数字と、共同住宅が 8 割という数字が別々

で提示されているのですけれども、じつは単身居住イコール共同住宅だと思いますし、老

朽化という問題との数字が絡み合っていく部分があると思うのです。例えば、単身住居と

いうのは、豊島区においてはワンルームマンションが伸びたということで、まだ新しいか

と思うところがあるのですけれども、そういった数字の被っている部分がはっきりしてく

ると、今後単身用のワンルームアパートを、例えばオーナーと相談して、壁をぶち抜いた

り耐震補強をしてファミリー世帯を取り込んでいくという、その補助や助成を豊島区がも

し考えていくとしたら、民間でもそういうオーナーが出てくると思うのです。そういった、

数字が重なっている部分を出してくれたら、もっとこの審議会で有意義な審議ができると
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思います。前々回に会長がおっしゃったように、「机上の空論じゃなく、前に進んだ」とい

う、このマンション条例一つとってもそうですけれど、せっかくこういう審議会に皆さん

お忙しいのに来ていただいているのだから、そういうところが出せないかと疑問に思った

のです。そこら辺はどうでしょうか。 

●住宅課長 実は私も同じようなことを、資料を作成している途中に考えておりました。

例えば、単身高齢者あるいは単身者が 6 割ということなのですが、その方々が持ち家に居

るのか、賃貸住宅に居るのかという、いわゆるクロス集計ですが、これができればかなり

正確なことも言えると思うのですけれども、そういった統計資料が見当たりませんで、世

帯数で複数なのか、単身なのかという統計は出ているのですけれども、その方々がどうい

う住まい方をしているのかは国勢調査を見ても出ていないのです。それでバラバラな表記

になってしまうので、属性が上手くかみ合わされない。もしかみ合えば、それに対する対

策といったものも、ある程度書くことはできるのですが、なかなかできないでいるという

のが正直なところです。 

●委員 確かに難しい問題だとは思うのですけれども、2 ページの「(2)単身世帯の住まい

方の多様性と居住の質の確保」に「高齢の単身者が広い戸建て住宅に住んでいる」という

一文を見て、しっかり調べてくれたのだと私は感心しているところはありますので、「ここ

までしたのならもっと」という願望があって、つい面倒臭い注文を付けてしまいました。

●会長 実際、 近、ワンルームを 2 つ合わせてファミリー向けに改造するところは結構

増えているみたいです。豊島区にとっても、考えなければならないテーマではありますの

で、 終的に具体的な提案につながっていくと良いですね。 

●委員 「安心に暮らし続けられる」というのは、「定住化も含めて」とおっしゃっていた

と思うのですけれど、持ち家率の話で、豊島区について持ち家率をどうこう論ずるよりも、

豊島区に来て賃貸であろうが持ち家であろうが、誰もが暮らしやすいということの方が僕

は大事であって、その結果として持ち家率がうんぬんということになってくると思います。

そこを議論するのではなく、もっと先に、誰もが住みやすい豊島区という状況をつくって

いくべきだなと思いました。以上です。 

●会長 それはご意見ということでよろしいでしょうか。どうぞ。 

●委員 2 ページに書いてあります、単身居住の基本的な住まい方についてです。数字に

はなかなか出てこないのですが、じつは私の家はワンルームマンションが 10 戸ぐらいあり

まして、ここ 10 年ほど居住者の移動がありません。独身の同じ方がずっと住んでおります。

そういった意味では移動がないということと、普遍的な住まい方をされていると一部では

言えるかと思います。不景気なせいもあって、アパートを移動しないということ、30 代の

方はなかなか結婚しないから、そのままワンルームで過ごしているというのが実際の姿で

はないかと、傍から見て思います。もう一方で、高齢者の単身住まいということに関しま

しては、近所の不動産屋に聞きましたら、豊島区からの助成の限度額が少し高すぎて、「こ
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れでは高齢の単身者は紹介できない」ということなのです。古い木造アパートなどを紹介

するにあたっては、豊島区の援助額が高すぎるので、「もう数千円ぐらい安くなったら上手

く住まわせることができる」というようなことを言っていました。以上です。 

●会長 助成額が高すぎるというのは、どういう意味ですか。わかりますか。 

●住宅課長 ちょっとわかりません。助成額が高いというのはどういうことでしょうか。

●委員 私もまた聞きなのでなんとも言えないのですが、例えば、「6 万円のところを 55,

000 円程にしてくれたら」というようなことを不動産屋がチラッと言っていました。助成

の制度について、私は詳しくは知りません。 

●会長 それはあとでご確認ください。 

●委員 全体的なことになるかもしれませんが、「住宅マスタープラン」を改定して平成 2

6 年 3 月に発行するのですけれども、実際は何冊ぐらいこの本はつくるものなのですか。

●住宅課長 本体と概要版をつくるのですが、本体はそれほど大きな数字ではなかったと

思います。多分、200 冊か 300 冊、そんなレベルです。概要版は本当に薄いものですが、

これはかなり発行します。 

●委員 それで、一番大事なのは、これは区民向けに出すわけですよね。区民の皆さんに

今のマスタープランによって豊島区の現状を知ってもらう、豊島区の進むべき方向を知っ

てもらうことが一番大事な観点かと思っています。部数はいいのですが、例えばインター

ネット等も含めて、「こういうふうに改定した」ということは当然区民向けに色んな形で発

信されていくというふうには考えますけれども。ちょっとこれを読んでみて、非常に難し

い文言が結構ありますね。私は 65 才を過ぎたから、こういった表現は非常にわかり難いの

です。コレクティブハウスやコーポラティブハウスという意味がよくわからないです。そ

れと実態が全然わかりません。専門にやってらっしゃる方はわかるかもしれませんが、私

はよくわからないのです。本としてまとめて区民向けに出すのであれば、そういう言葉に

ついての注釈とか、わかりやすい事例のようなものをぜひ付けていただきたい。これは、

全体の感じとしてそう思いました。より身近なものとして、区民にしっかり見ていただく

ことがすごく大事だと思います。私は横文字にすごく弱いので、横文字がたくさん出てき

て、和製英語なのか実際の英語なのかはわかりませんけれども、より易しい表現でわかる

ようにしていただければありがたいと思いました。 

●住宅課長 区民に対する周知ですが、改定版ができましたら、まずはどなたでも手にと

って見やすい概要版を掲載する予定です。もう 1 点の、用語が難しい、カタカナ表記が多

いというご指摘はおっしゃるとおりだと思います。ただ、カタカナ表記されているものを

日本語に翻訳すると、かえってわからなくなってしまうということもあります。注釈はか

ならず冊子の巻末に付けます。テクニカルタームには星印が入って、 後にあいうえお順

で出てまいります。 

●委員 日本語で書いた方がいいのでは。注釈があれば、見ればわかるので結構じゃない
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かなと思います。 

●住宅課長 心掛けたいと思います。 

●会長 わかりやすくしましょう。 

それではつぎの 5 章も含めてでも結構ですので、ご意見があればお願いします。 

●委員 新メンバーなので一つお聞きしたいのですが。「豊島区居住支援協議会」があるの

ですけれども、この発足の主旨と、住宅にかなり関係している活動をしているのではない

かと思うのですけれども、あるいは内容的に活動がまた、これからプランの見直しからど

のように変えていこうか、という構想があるのだったら教えてほしいのです。 

●住宅課長 恐れ入ります。確かに、「居住支援協議会というものを初めて聞いた」という

委員さんもいらっしゃるかと思います。説明が不足しておりました。「居住支援協議会」と

いいますのは、「住宅セーフティネット法」という法律に位置付けられた協議会です。今、

全国に増えておりまして、正確な数字ではありませんが、私が把握している限りでは 36

ほどの協議会が日本中に立ち上っています。大体は都道府県単位で設立していますが、中

には規模の大きな政令市であるとか、私共のような区といった基礎自治体レベルでも設立

しているものがあります。 

 この目的は、住宅の確保に困窮されている方々、「住宅確保要配慮者」と言い方をするの

ですが、具体的にはご高齢の方、障害を持っている方、外国人、一人親家庭といった、ス

トレートに言えば収入がそれほど多くない方々です。小さな子供を抱えていたり、障害を

持っていたりしてままならない、そういった方々も当然住まいの場は衣食住ですから必要

となります。ただ、その方々が民間の賃貸住宅で賃貸借契約を結ぼうとした時に、どうし

てもオーナーや不動産会社の方で心配が先立ってなかなか契約を結べない、そのようなこ

とで住むところに困っている方々のことを「住宅確保要配慮者」と呼んでおります。一方、

目を転じてみますと、豊島区だけではなく都市部ではどこでも起きている状況なのですが、

空き家空き室といったものが相当数あります。今全国ベースでみましても、豊島区におい

てもそうなのですが、世帯の数よりも空き家空き室という住戸の数の方が多いのです。と

いうことは、空き家空き室が恒常的にあるということです。部屋が空いているにも関わら

ず、住まいに困っている方々が多数存在するという相矛盾した状況が社会問題として現存

しております。これをなんとか上手くマッチングできないかといった取り組みをするのが、

「居住支援協議会」がやるべきところです。今 36 ほど全国で立ち上げていると申し上げた

のですが、手法自体はその協議会毎に違っております。豊島区の場合、昨年 7 月に協議会

を立ち上げまして、立ち上げた直後から具体に、空き室と住まいに困っている人とをマッ

チングさせるというようなモデル事業を進めるべく、事業者の公募を行いました。その結

果、3 団体の NPO がモデル事業として確定いたしまして、具体的には障害者を支援する NP

O、シングルマザーを支援する NPO、もう 1 つが先程「わかりづらい」と言われた、コレク

ティブハウジングです。これは、それぞれみなさん自分が寝泊まりする部屋は持っている
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のですけれど、例えば、週末同じところに集まって一緒に夕食をつくって食べて団らんし

て、夜は自分の部屋に帰るという、要するに独立した住戸を持ちながら、お互いに顔を見

知ったゆるやかな地域の連帯を持って共同生活を行うといったコレクティブハウジングと

いう活動を展開している NPO です。この 3 つの NPO をモデル事業として選定いたしました。

大体 1 年と 1～2 カ月ほどがようやく経過したところなのですが、実績としてどこまで進ん

でいるかといいますと、シングルマザーにつきましては 2 組の小さなお子様をお持ちの若

いお母さんがこの協議会の事業成果として入所をしていただいております。障害者の方も、

この 7 月～8 月になんとか入居できる物件を確保したのですが、入居する障害をお持ちの

方の各家から、「すぐにうちの子どもがそういう生活ができるかどうか不安だ」という声が

あがり、なかなか入居までには至っていないというところです。コレクティブハウジング

という「顔の見えるゆるやかなつながりを持った暮らし方」というのも、今豊島区内に事

業所を設定しましたので、まもなく事業としての実績が出てくるだろうと思っております。

いずれにしましても、今公営住宅が足りないという、需要があることはさまざまなところ

からお声をいただいているところなのですが、区財政の状況であるとか、あるいは民間の

賃貸住宅の空きが多いという状況の上で更に公営住宅をつくるというのは難しいところが

あるので、基本的には既存の社会資本ともいうべき民間の賃貸住宅を活用して、住まいに

困っている人々を NPO の力を借りながら、住まいの場所を確保して、入居したあとの生活

支援も、入居支援とセットで行っていく、これが居住支援協議会の標榜しているところで

す。こういった取り組みに、更に幅を持たせて着実に実績を上げながら、必ずしも公営住

宅には頼らない新しい NPO との協働で、いわゆる低額所得者のための住宅支援を推進して

いきたいという取り組みです。 

●委員 活動内容というのは、例えばインターネットなどで見られるのですか。 

●住宅課長 これまでの 1 年間で行ってきた、節目節目の活動については、区のホームペ

ージの中で時系列に資料を並べておりますので、それを見ていただければ大体のことは把

握していただけると思います。 

●会長 ほかにいかがでしょうか。 

●委員 先程、住まいのところで、「全てサービス付き高齢者向け住宅という方法で」とい

うお話が少しありましたが、高齢者向け優良賃貸住宅の制度を東京都は残したと私の記憶

ではあるので、確認だけさせてください。 

●住宅課長 ご指摘のとおり、東京都におきましては高齢者向け優良賃貸住宅の制度はそ

のまま残っております。 

●委員 いわゆる、どこまで記載するかという話なのです。現在も、区内には高齢者向け

優良賃貸住宅が存在していて、そこに新たに入居される方や退室される方などさまざまい

らっしゃると思います。今後、民間が建てるにあたってはサービス付き高齢者向け住宅が

圧倒的に多くなるとは予想されるのですが、全く高齢者向け優良賃貸住宅がなくなるとい
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う感じなのですか。その辺の考えはどうなのですか、増える可能性はないのですか。 

●住宅課長 高齢者向け優良賃貸住宅につきましても、サービス付き高齢者向け住宅につ

きましても、言葉が適切ではないかもしれませんけれども、「出物」と言いますか、事業者

さんの都合で申請が出てくるものです。現在、豊島区内には高齢者向け優良賃貸住宅は 4

件 85 戸供給しておりますが、既存の高齢者向け優良賃貸住宅につきましては当然今まで通

り制度としては活かすつもりです。ただ、サービス付き高齢者向け住宅の供給誘導を今後

区として行うということに合わせて、新規に高齢者向け優良賃貸住宅を区内のどこかにつ

くりたいという事業者が現われた場合には、既にある 4 件の高齢者向け優良賃貸住宅と同

じような建設費助成や家賃助成はしばらくの間行わないと考えております。 

●委員 今後、圧倒的にサービス付き高齢者向け住宅の方が、事業者もさまざまな助成の

事業で行いやすくなると思うのですが、現在 4 件あるので、全くここからなくしてしまう

ということに私は非常に抵抗があり、何らかの形で高齢者向け優良賃貸住宅という言葉は

残した方が良いと思います。よろしくお願いいたします。 

●住宅課長 そのようにいたします。 

●会長 ほかにいかがでしょうか。 

●委員 先程、空き家のお話が出ましたけれども、民間の空き家を使っていただけるとい

うことで、私共不動産業としては非常にありがたいのですけれども、現在空き家が多いと

いうのは、築年数が古いのが多いのです。特に新耐震基準前の空き家が非常に多く、でき

ればそういう建物でも、既存不適格な建物であっても活用が可能なのか。それとも、新耐

震以後の建物でなければ活用としては難しいのかをお聞きしたいのです。 

●住宅課長 いわゆる狭あい道路に面しているとか、そういう違法物件については区の事

業として取り扱うことは相当厳しいと思っていますが、既存不適格物件についてまで門前

払いというつもりはありません。ただ、ひとたび住まいに困っている人々に対し、良かれ

と思って住まいの場を提供した時に、また 2 年前のような大きな地震が起これば、入居者

に迷惑をかけてしまうことになります。既存不適格物件を使う時は、例えば国や都が耐震

改修のリフォーム助成といったことを行っておりますし、区でも行っていますので、それ

らをフル活用して安心安全に住めるような状態にして事業として使いたいというふうに考

えております。 

●会長 私から意見があります。今回の「住宅マスタープラン」ですが、空き家空き室の

活用について明確な方針を出していくということが重要だと思っております。そのために

は、今お話があった現在の法律には適合していないものをどうするかということについて、

この審議会で方針を出さないと多分机上の空論になってほぼ活用は進まないと思います。

今の耐震については、現行の制度に全て合うように耐震改修を行うと、きわめて費用がか

かるので多分無理だと思います。そうすると方法としては、墨田区が行っているように、

現行より少しでも耐震性をアップさせれば、現行の水準までいかなくてもアップさせれば
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補助をするという方法があるのでそれが 1 つです。ただこれは国の補助対象ではないので、

区が自分で考えなければならないのですけれども。もう 1 つは、空き家を活用する時に丸

ごと困っている人に貸そうとしても家賃が高くなるので、場合によっては何らかのルーム

シェア的なもので家賃を下げて活用することが必要になります。それについては、いわゆ

る脱法ハウスと良いシェアハウスの区別を付けなければならない。今回、国交省から通達

が出ていますけれども、それを真に受けると良いシェアハウスも潰してしまうことになり

ます。それを自治体の現場から、「この辺りまでは実際には良いシェアハウスなので住宅扱

いにして、寄宿舎ではない」と発信していかなければだめだと思います。こういうことを

行わないと、いつまでたっても住宅問題は解決しません。豊島区はやる気のある区なので、

国に対して提言するくらいのつもりでぜひ取り組んでいけたら良いと思っております。 

 ほかにご意見はありますでしょうか。 

●委員 20 ページの「分譲マンションの適切な維持管理」というところです。これに関し

ては、現行計画でも改定案の方にも、マンション管理推進条例ができたのでこれに基づい

て「相談体制等の充実を図る」ということなのですが、これはこれで大事な点だと思うの

です。ただやはり、よく言われているように、マンション自体の建築年数が、今までより、

また当然今後の 5 年間、更に先になればより年数が経って耐震化の対象になってくるとい

うことなので、よりもっと耐震、あるいは改築に関しての手法を具体的なものというか、

取り組めるようなものを載せても良いと思うのです。情報提供も当然大事なのですが、ち

ょうど交差点の角の西巣鴨 2 丁目に大きなマンションができました。それはなぜかという

と、2 つのマンションが共同することで、敷地も広くなり、建ぺい率か容積率か詳しくわ

かりませんが、それによって高さも上に上げることができ、それぞれの居住空間が確保で

きたのです。1 棟単独でつくるとできないが、2 棟で行うことによりできたのです。恐らく、

入りたいという人たち、今まで入っていた人たちが、部屋の平米を少なくしなくても入れ

るようになったということです。それを行うにあたっては、相当居住者が苦労したと聞き

ましたが、このような手法をつくるか、それをもっと具体的に相談体制で明示できるよう

な、そういうものができないか、一番大事になってくる点だと思うのですが、この辺はど

うお考えですか。 

●マンション担当課長 ご指摘の点は大変理解はできるのですが、非常にマンションの建

替えについては難しいのです。特に共同化はなかなか定着しないといいますか、そこまで

に至る過程が非常に長くかかるもので、実際に建替えまで進んだケースは少ないという状

況でございます。我々の方でも制度が、例えば今までは環状六号線以内は都心共同住宅供

給事業しか使えなかったものが、豊島区全域で優良建築物等整備事業が使えるというよう

なことで、要件緩和も行っております。こういった制度を使って建替えていくという、相

談にも乗っていきたいとは思っております。 

●委員 相談をするということなのだけれども、進まないというのは、やはり色々な助成
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制度があるけれども、それが思ったように活用できないということもあると思うので、区

として単独では無理かもしれませんが、住民同士の合意が一番大事ですけれども、それを

後押しするようなある程度の区の働きかけも僕は必要ではないかと思います。 

●会長 ほかにありますか。 

●委員 今のお話に関連してなのですが、民間のマンションでも、もう高齢化問題という

のは起きていて、今建替えという話が出ていましたけれども、マンションの維持管理につ

いて気になるのは、先程出ていたサービス付き高齢者向け住宅のような民間のマンション

でも、なにか管理者のソフト面のサービスがあることによって、高齢化してきたマンショ

ンの居住者が上手く住むことができるのではないかということです。一部のマンションで

は、民間の業者が入り、ソフト面を行っているということを聞いておりますけれども、こ

れからますますサービス付き高齢者向け住宅だけでなく民間のマンションでも見守りや生

活援助サービスといったものが必要になってくると思いますので、先程の「居住支援協議

会」もその辺も視野に入れて、高齢者が増えてくる時にソフト面のサービスについての助

言等があると良いと思います。 

●住宅課長 民間の賃貸住宅で、ご指摘の通り、高齢化が間違いなく進んでいると思いま

す。そうした時筆頭にあげられるのは、ソフト面での充実ということもあるのですが、い

わゆる部屋の中のバリアフリー化、バリアを無くす、手すりを付けるという施策も合わせ

ハード面の対応も行わなければならないところです。先程紹介しましたサービス付き高齢

者向け住宅は、必ずしも新築ばかりではなく、既存住宅でも内装を、リノベーションとま

ではいかないまでも、高齢者が便利に暮らせるような改修工事にも国と東京都の補助が付

くという制度がございますので、できればそういったものをフル活用して、民間のマンシ

ョンでも高齢化対応の住宅としていただければと考えております。 

●会長 よろしいでしょうか。それでは、順番にお願いいたします。 

●委員 第 5章の 9ページ、「目標2 ライフスタイルを大切にした住まいづくり」「ライフ

スタイル（1） 単身世帯」のところで、違法貸しルームの問題が、改定の背景として取り

上げられております。前回私は、「豊島区内の実態はどうなっているのか」と質問したので

すが、その時は、「国交省や関係団体と協議中」とか「検討中」という答弁だったと思うの

ですが、その後豊島区の実態をもしここでおわかりでしたらお願いしたいと思います。 

●建築審査担当課長 先程会長からもお話がありました通り、国土交通省から 9 月 6 日に

技術的助言が出されました。この内容からいきますと、「事業者が入居者の募集を行い自ら

管理する建築物は全部であっても一部であっても、全て“寄宿舎”に該当する」というこ

とになります。例えばそれが、一般の戸建て住宅の中で子供部屋が空いたので事業者が募

集して入れるという形でも、「一般的にシェアルームで良いのではないか」という考えがあ

るのですけれども、この技術的助言でいきますと全て違法といった判断になってきます。

先程、委員からお話にありましたが、では豊島区の実態はどうなっているのかということ
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でございますけれども、ただ今のところ棟数としては 50 件程度ございます。その中で、部

屋の数としては 450 室程度ということで、我々が今行っているのは権利関係調査という、

外観の調査は終わっていて、全部入居者がいらっしゃるということもありまして、消防と

合同調査をしているところです。入居者が「入れます」と言ったところを、合わせて中を

見て、建築基準法消防法上の問題のあるところを調査している、といったところが実態で

ございます。 

●委員 私は資料もいただいていますけれども、女性が多いということと、それから一人

当たりの面積が電話でお聞きした時は確か 2.5 平米だったと思うのですが、その辺を詳し

く教えていただけませんか。 

●建築審査担当課長 失礼いたしました。全部調査をしている訳ではないのですが、あら

かたホームページの状況、それから一部内部が見られた状況からしますと、50 件中半分が

女性専用ということになっております。さまざまあるのですが、個室タイプのもの、いわ

ゆるドミトリータイプという大部屋にベッドを並べたものもありまして、個室のようなも

ので見てみますと、4 平米から 6 平米程度かと思われます。家賃の相場は大体 5 万円程度

で決して安くはありません。契約は月極めということで、入っておられる方は自分たちの

ライフスタイルに合っていることもあり、留学生もとても多い。荷物もそれほどなくてよ

い環境ですし、通常のアパートよりは女性専用で安心感もある、そういうところに住まわ

れているという印象は持っております。以上でございます。 

●委員 4 平米から 5 平米ということで、大変狭いところに住んでいますし、平米単価も

これでいくと 1 万円以上ということになりますので、非常に劣悪な居住水準の中で暮らさ

ざるを得ないという実態があります。こういうのは基準法に違反するので、ぜひきちんと

指導していただきたいのですが、実際に指導は行っているのですか。 

●建築審査担当課長 もちろん、建築基準法消防法と合わせて指導はしていますが、ただ

居住者が居る中で命令等を出していくということについては、今度は居住者の行き場が無

くなるということもございます。ですので、方法としましては、緊急避難的な設備により

安全措置を取った上で、その後その建物自体をどうしていくのかというのを事業者と話し

合いながら、また居住者の立場を考えながら指導を続けていくというようなことで進めて

おります。 

●委員 もう 1 点いいですか。ルームシェアの基準があいまいで、これでいきますとルー

ルガイドラインを策定するということなのですが、マンションで勝手に中を改修してルー

ムシェアをしているということも新聞報道でありましたし、これに関しても取り締まる法

律はないとは思うのですけれど、マンションのトラブルの要因にもなっておりまして、こ

れも明確に対処する方法はないと思うのですが、そういう点で特に区が考えていることは

ありますでしょうか。 

●建築審査担当課長 中には、豊島区においても今委員が指摘されたような、分譲マンシ
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ョンの一室を報道されているようなところもありますけれども、実は数としてはそれほど

多くございません。大半の場合は、古い木造住宅の改装です。一方で、もともとマンショ

ンの場合は共同住宅ですから、多人数で入るという問題はあるのですけれども、そこに避

界壁を設けるとか、そういう形で対応すれば、合法的な形になる場合もあります。共同住

宅を改装して多人数じゃないものを、壁を中に付けていくことによって適正な形のものも

つくれるということもありますから、適正にするのか、できるかどうか。あるいは、シェ

アルームそのものをやめてしまうのかといったようなところを見極めていきながら、指導

をしていくことを考えております。 

●会長 その問題は今回結構重要になるので、次回もう一回整理して議論できればと思い

ますので、よろしくお願いします。ほかにいかがでしょうか。先程手が挙がった順番に、

何かありますか。 

●委員 今の質問にも関係するかもしれませんが、豊島区ではワンルームマンションの条

例を制定して、税を課しています。そういった中でワンルームを建設されるという標識が

出ますと、先程、「一般的に、ワンルームは一度住まわれたら移動する方は少ないという時

代になっている」という話もございました。建設予定をされますと、先程委員が取上げら

れたような問題とか、居住する方のモラルというところを近隣住民が大変重要視されまし

て、反対的な意向の動きが大体起きやすい状況にあるのです。ワンルームマンションが結

構増えてきている中で、一定の戸数、税金を払えば戸数が多くなっても建設は認められる

というところでは、建築主は建ててしまいます。そういった問題で、住民に対する指導と

か、そういう問題でなにか大きな課題になっている傾向はあるのでしょうか。 

●建築課長 ワンルームマンション、特に投資的なワンルームマンションについては、地

域の方も建設後に「地域のルールを守らない」というような恐れを抱いて反対する、建築

紛争に発展するケースは非常に多いと思っております。ワンルームにつきましても、本区

では中高層の集合住宅建築条例の中で、やはり地域との接点を持っていただきたいという

ようなことを思っておりまして、その条例の中で事前に地元町会との加入協議も、ファミ

リーマンションだけではなくワンルームマンションについても適用しております。そうい

う中で、協議についてはほぼ 100 パーセント成立しております。問題は、その後に実際に、

完成した時に加入されるかどうかという問題で 100 パーセントにはいっていないと聞いて

おりますけれども、そういった制度もございますので、ワンルームにお住まいの方でも地

域との絆を深めていただく、こういう仕組みづくりは行っております。 

●委員 もう 1 点だけ、簡単に。その点はわかりました。あとは、民間の空き家の活用で、

長期間結構大きな一軒家が空き家になったままで、相続の問題があるのか理由はわかりま

せんが、そういうケースが見受けられるのですが、そういうところへの対策の力の入れ方、

どのような努力をしているのでしょうか。 

●住宅課長 2 年前に実態調査を行ったのですが、その後フォローは行っておりません。
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ただ、空き家の利活用については命題の一つとなっておりますので、今すぐこのような方

策があるというのはこの場では申し上げ難いのですが、そういったものがあれば持ち主に

照会をかけるといったような、個々の対応は検討していきたいと考えております。 

●会長 「居住支援協議会」の重要テーマでもありまして、かなり前向きに取組んでいる

区だと思います。どうぞ。 

●委員 豊島区は「マンション管理推進条例」のような先進的な条例をつくったのですけ

れども、一方で、資料の 19 ページに書いてあります、「マンションの防災マニュアル作成」

の文言を読む限りでは、作成マニュアルが順調に進んでいるようなニュアンスに受け取れ

るのですが、なかなか出てきていないところをみると、実際は恐らく進んでいないのでは

ないかと思います。先進的な中央区、港区、目黒区、江東区、品川区では、防災マニュア

ルをつくり、それを基に各分譲マンションが自分のところに合うような防災マニュアルを

つくっているわけです。そういった意味では、豊島区は極端に言えば数年遅れています。

防災マニュアルは少しの予算がつけばできるかと思いますので、ぜひともすぐにつくって

いただいて、これを「各分譲マンションに合うような防災マニュアルをつくりなさい」と

いう指導を行っていくことが重要かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

●会長 それは承ったということでお願いします。では、お願いします。 

●委員 内容のことではないのですが、この会議の成果物に対する要望です。先程、「この

文言が難しい。一般区民の方が読まれる時にわかり難いのではないか」というご指摘があ

りました。この回のおおまかな成果物が、この大きなマスタープランにすると「概要」だ

とすれば、こちらはある程度かしこまった内容で書きつづるのは仕方がないと思うのです。

せっかくこれだけのメンバーの英知を集めて検討した内容とか、先程の協議会のような支

援の会があるので、よりたくさんの人に知らしめなければいけない、見ていただかなけれ

ばならないということを考えると、概要版はもう少しやわらかい方が良いのでは。例えば、

後の方に、ステージ毎「あなたはこのステージです」と、「これとこれは使えます」とか、

「こういうところに相談に行けます」というような、Q&A 集みたいな形でも構いません。

要は、自分が子育て世代だから、高齢者だから、一人暮らしだからといった時に、どうい

うところに行って、どういうマスタープランから出てきた恩恵を被られるのかといったよ

うなものが、もう少し絵などに表現できないかということです。この内容だと、とても文

字が多く、一般区民はあまり読まないと思います。絵とか図表とかで、方向性ややりくち

を示した、概要版はもう少し易しい感じで、みなさんが手に取ったら、置くのではなく、

これは何を表しているのかを見るような、成果物にしていくようなご検討をしていただけ

ればと思います。 

●会長 そのように進めるようにしていきたいですね。それでは時間になりました。とて

も今日終わる内容ではありませんので、次回も同じ議論が進むことになるかと思います。

その間にぜひみなさん、次回までにご意見がある方はメモを事務局に出していただけると
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大変ありがたいと思います。多分、時間の中では十分議論がいかない可能性がありますの

で、ぜひお願いしたいと思います。 

 それでは次回の日程について事務局の方からお願いします。 

●事務局 事務局よりご案内させていただきます。11 月上旬から中旬にかけまして、こち

らの議員協議会室の空き状況を確認させていただきました。その結果なのですが、11 月 5

日火曜日の午後がまず 1 つ。2 つ目に、翌 11 月 6 日水曜日の同じく午後。そして 後 3 つ

目なのですが、11 月 12 日火曜日の同じく午後、以上 3 つの枠で空きが確保できましたの

で、こちらの中でご出席の委員の皆様のご都合を合わせていただければというところでご

ざいます。 

●委員 午後というのは、具体的な時間は何時でしょうか。3 時～5 時がメインなのか、1

時～3 時なのか。 

●会長 両方にしましょうか。では、順番に聞きます。都合の悪い方手を挙げてください。

11 月 5 日の 1 時～3 時都合が悪い方？ はい。11 月 5 日の 3 時～5 時都合が悪い方？ は

い。11 月 6 日の 1 時～3 時都合が悪い方？ はい。6 日の 3 時～5 時都合が悪い方？ はい。

11 月 12 日の 1 時～3 時都合が悪い方？ 2 人。12 日の 3 時～5 時都合が悪い方？ 3 人。

今のところ 11 月 12 日午後 1 時～3 時ということになりますけれども、よろしいでしょう

か。そうしましたら、ご都合の悪い方はぜひメモを出していただければと思います。それ

以外の日はだめなのですね。じゃ、11 月 12 日の午後 1 時～3 時ということにさせていただ

きます。ご都合が合わない方はメモを出していただければ幸いです。よろしくお願いいた

します。 

 それでは以上で今日の審議は終了させていただきます。事務局から何かありますか。い

いですか。それではどうもありがとうございました。 

（午後17時03分 閉会） 
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会 議 の 結 果 

・前回第40回での審議を踏まえた資料の提出および報告がなさ

れ、質疑及び意見があった。 

・「豊島区住宅マスタープラン」第4章、第5章の改定案が示さ

れ、質疑及び意見があった。 

 

 

 
 
 
 
 
提出された資料等 

・第４１回住宅対策審議会次第 

・第４１回住宅対策審議会座席表 

・資 料 2－1  第 40 回 住宅対策審議会 発言要旨 

・資 料 2－2  第 40 回 審議会のまとめと補足 関係資料 

・資 料 2－3 23 区における公営住宅数、住宅事業等の関

係・資料 

・資 料 2－4 豊島区住宅マスタープラン改定の方針とスケ

ジュール 

・資  料  2－5  第 41 回 審議関係資料 

・参考資料  第 40 回住宅対策審議会会議録（全文） 

・第 40 回資料 1－7 豊島区の住宅事情 
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