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会  議  録 
 
附属機関又は会議体の

名称 
 

豊島区住宅対策審議会(第 42 回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課 

開  催  日  時 平成 25 年 11 月 12 日（火）13 時 00 分～15 時 07 分 
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林昭兵、浅原賢一、広瀬達雄、寺田晃弘 
＜区議会議員＞ 
里中郁男、磯一昭、中島義春、高橋佳代子、儀武さとる、

大谷洋子 
＜区民＞ 
矢野理恵、傳田敏夫、片倉恵美子、戸田汎 
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その他 
 

政策経営部長、保健福祉部長、都市整備部長、建築住宅担

当部長、財政課長、防災課長、環境政策課長、福祉総務課

長、中央保健福祉センター所長、子ども課長、子育て支援

課長、都市計画課長、拠点まちづくり課長、地域まちづく
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審 議 経 過      

 

●住宅課長 「第 42 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まして、誠にありがとうございます。 

 本日の会議の進行ですが、席上の「第 42 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、どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、第 40 回、第 41 回の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。加

藤委員、お願いいたします。 

●加藤委員 東海大学の加藤と申します。欠席が続きまして、申し訳ございません。大学

は工学部建築学科でございまして、まちづくり論とか建築法規などを教えています。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

●住宅課長 ありがとうございます。なお、本日の審議会の出欠状況ですが、佐々木委員

および浅見委員から、「所用のため欠席」と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則数を満たしていま

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、資料の確認をさせていただきます。次第をご覧ください。「資料」と囲みがし

てあるところでございます。資料 3-1 としまして、「第 41 回住宅対策審議会発言要旨」、資

料 3-2「第 41 回住宅対策審議会及び意見・質問シートに対する回答」、資料 3-3 としまし

て「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 3-4 としまして「第 42

回審議会関係資料」で、これは第 4 章、第 5 章になっています。続きまして、資料 3-5「第

42 回審議会関係資料」で、これは第 6 章、第 7 章についてです。合わせて参考資料としま

して、本日「豊島区住宅白書（案）」の未定稿をご用意しました。合わせて、席上配布です

が、前回の「第 41 回住宅対策審議会会議録」を用意しています。皆さまのお手元に揃って

いますでしょうか。 

また、現行の「豊島区住宅マスタープラン」と「豊島区住宅白書」等を席上配布してい

ます。毎回申しあげていることで恐縮ですが、「豊島区住宅マスタープラン」と「豊島区住

宅白書」につきましては、今回の審議会終了時に事務局で回収しますので、どうぞよろし

くお願いします。本日の会議録につきましてもこれまでと同様、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」および区側出席者につきましては職名表

記になります。会議終了後、事務局でまとめまして、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、15 時を目途に審議をいただく予定です。 

お手元のマイクの使用方法についてですが、ご発言される時はマイクのスイッチを押し
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てからお話していただき、終わりましたら再度スイッチを押していただきますよう、お願

いいたします。 

 それでは会長、審議会の進行をよろしくお願い申し上げます。 

●会長 皆さん、こんにちは。前回の審議会では、大変活発なご意見をいただきました。

今回は具体的な内容に入りますので、引き続き活発なご意見をいただければと思います。

それでは 初に傍聴について伺います。いらっしゃいますでしょうか？ 

●住宅課長 本日は、傍聴者はいらっしゃいません。 

●会長 それでは「傍聴者なし」ということで、次に進めさせていただきます。 

それでは、本日の議事に移ります。まず事務局から説明をお願いします。 

●住宅課長 それでは、資料に基づき説明をさせていただきます。資料 3-1「第 41 回住宅

対策審議会発言要旨」をお取り出しください。事務局より説明いたします。 

●事務局 それでは、早速ですが説明させていただきます。当資料は、「第 41 回住宅対策

審議会」の審議における発言要旨として、「1.資料についての質疑」「2.住宅マスタープラ

ン改定についての意見」の構成でまとめたものでございます。まず、「1.資料についての質

疑」ですが、ご覧のような質疑応答がございました。このうち、黒丸 3 つ目の「特定緊急

輸送道路」および黒丸 5 つめの「単身層」につきましては、後ほど別資料におきまして、

より詳しく回答させていただきたいと思います。 

 続きまして、「2.住宅マスタープラン改定についての意見」ですが、（理念）（高齢者向け

施策）、裏面にまいりまして（空き家・空き室）（高経年マンション）等につき、ご覧のよ

うなご意見を委員の皆さまよりいただきました。当資料を本日の審議に際し、ご活用いた

だければと思います。 

 資料 3-1 の説明は以上でございます。 

 引き続きまして、資料 3-2 の説明をさせていただきます。 

 「第 41 回住宅対策審議会」におきまして、会長より「委員の皆さまよりご意見がござい

ましたら事務局まで」とお声かけがございました。それを受け、委員の皆さまより事務局

へ寄せられましたご意見と、それに対する事務局からの回答をまとめたものが当資料でご

ざいます。表面の１ページ目をご覧いただけますでしょうか。構成といたしまして、まず

「ご意見のページ」となりまして、次のページが「当該ご意見に対する回答」となってい

ます。先ほど、資料 3-1 の説明でも触れましたが、こちらの 1 点目および 2 点目について

回答いたします。 

 1 点目でございますが、特定緊急輸送道路沿道に限定した住宅耐震化率の算出は難しい

ため、耐震診断が義務化された特定緊急輸送道路沿道建築物の進捗状況の、平成 25 年 10

月 23 日現在ですが、こちらをお示しいたします。対象 118 棟のうち、診断実施は 79 棟で

66.9 パーセント。補強設計実施は 5 棟で 4.2 パーセント。改修工事は未実施となっていま

す。 
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 2 点目は、「豊島区住宅白書 2013（案）」の以下のページに掲載いたしましたので、後ほ

ど改めて触れさせていただきます。 

 次に、3 点目の「空き家の活用の方向性」についてですが、こちらは「豊島区居住支援

協議会」が中心となり、協議会メンバーである不動産業者から、既存不適格物件にかかる

情報についても収集します。耐震・バリアフリーといった条件が整った物件について、住

宅確保要配慮者に入居あっせんをする取り組みに着手します。 

 4 点目は「墨田区の耐震改修費助成のように、現行の水準に満たなくても少しでも耐震

性を上げれば補助をするという手法を豊島区でも採用してみては」というご意見に対して

です。墨田区では、総合評点が 1.0 未満の建築物についても、改修工事により耐震性能が

向上する場合には、助成金を交付するという施策を実施しています。豊島区としても、墨

田区の施策を参考に同主旨の施策実施について検討していきます。 

 5 点目の「空き家・空き室の活用にあたり、脱法ハウスではないシェアハウスの取り扱

い」にかかるご意見についてです。建築基準法において、「一般住宅」と「寄宿舎」の中間

的存在「シェア住居」の規定がないため、現場に大きな混乱が起きているものと認識して

います。国・都をはじめとする関係機関と連携を図りながら、住宅セーフティネットの補

完機能としての役割や可能性について提言をしたいと考えています。 

 6 点目の「“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」とのご意見についてです。平成 25 年 7 月に施行された「豊島区

マンション管理推進条例」で、マンションの実情に応じた防災マニュアルの作成をマンシ

ョン代表者等の努力義務としていて、他自治体の事例も参考にしながら普及啓発を図って

いきます。 

 次の 3 ページ目をご覧いただけますでしょうか。7 点目は、現行の「豊島区住宅白書 08」

の 76 ページについて、下記のようなご指摘をいただいたところです。ご指摘のように、単

身世帯に対し偏見のようなものを感じさせる記述は不適切であると考えます。単身世帯を

地域活動の中に取り込むことで、地域コミュニティの強化を図ることが期待されています

ので、こうしたアプローチからの記述を心掛けていきます。 

 8 点目は「都心では用地を確保できないため、地方に施設をつくる計画を持つ自治体が

あるが、豊島区はどのような考えを持っているか」というご意見についてです。「都心部の

高齢化対策に関する検討会」の報告書というものがございまして、区でも検討の過程から

注目してきました。現時点では、検討会の報告書という段階のため、制度化に際して経費

等の課題がどうなるかは不明ですが、受け入れ自治体と円満な負担区分が見込まれ、また、

遠隔地であっても入所を希望する方がある場合には、重要な選択肢の一つと考えています。

しかしながら、受け入れ先との緊密な協議が必要となりますので、制度の全体像を見極

めながら可能性を探っていきます。 

 9 点目は「豊島区住宅マスタープラン」の理念について、「保存・再生という視点・選択
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肢があることにも触れてほしい」とのご意見をいただきました。豊島区は、平成 5 年に「豊

島区アメニティ形成条例」を制定し、美しい街並み、文化や歴史など地域の中で育まれて

きた景観づくりに取り組んできました。今年度より、景観法に基づく景観行政団体への移

行および「（仮称）豊島区景観計画」の策定に向け取り組んでいます。ご指摘をいただいて

いる景観に関する課題については、今後策定する景観計画の中で検討・整理していきたい

と思います。 

 次に、「目標 1 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」について、

下記のご意見をいただきました。 

10 点目は「“改定の背景”に書かれている意図を生かすのであれば、もう少し②の文言

を強調しては」というご意見に対してです。池袋副都心を擁する豊島区は、交通至便であ

り、商業施設が高度に集積しているにもかかわらず、緑豊かなまちづくりを目指している

ことから、「④人と環境にやさしい“四季を感じられるまち”を目指します」と明記しまし

た。 

 11 点目は「“高密でありながらも、オープンスペースなどが確保された～”とあるが、

共同化等により足元のオープンスペースの増加を図るのであれば、自ずと高密ではなくな

っていき、また、豊島区の特性として“高密”ということを踏まえるというのは、高密の

解消といった抜本的解決が難しいと肯定しているようにも見えるため、高密の解消を目指

すという方がわかりやすいのではないか」とのご意見をいただきました。ここでの「高密」

というのは人口密度が高いことを指し、本区の人口が増えているのは、多くの方から「選

ばれるまち」になってきている証であると考えています。そうした中にあり、土地の高度

利用化を図ることで、緑やオープンスペースなどが確保された災害に強い都市空間づくり

を目指していきます。 

 次の 5 ページ目をご覧いただけますでしょうか。「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、下記のご意見等をいただきました。 

12 点目は「ライフスタイル（1）単身世帯」の②について、ご覧のようなご指摘をいた

だきましたが、こちらにつきましては文言を変更しました。 

 13 点目は「ライフスタイル（2）」の①、子育て世帯の定住促進に対する区の具体的な考

えにつきお問い合わせをいただきました。区としましては、子育てファミリー世帯に対し、

良質な賃貸住宅への誘導を図り、居住面積水準の向上とともに定住支援を目的とする「子

育てファミリー世帯への家賃助成制度」を実施しています。区内の民間賃貸住宅に転入・

転居した場合に、一定の要件を満たす子育てファミリー世帯に対し、転居後の家賃と基準

家賃との差額の一部を一定期間助成するもので、助成期間 5 年間で 大 72 万円の助成を受

けることができます。平成 21 年度の事業実施以降、年々利用者が増えていて、平成 24 年

度末時点で 52 件、8,835 千円の実績となり、今後も拡充をしていく予定です。 

 14 点目は「借上期限後の区民住宅の取り扱い」について、現時点での区の考えにお問い
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合わせをいただきました。区民住宅については、借上期間 20 年間満了後は、例外なく、住

宅オーナーへ返還することを決定しています。 

 15 点目は「リバースモーゲージの普及促進等」にかかる、ご覧のようなご質問をいただ

きました。リバースモーゲージは、日本ではまだ普及していない状況で、金利や不動産価

値の変動、契約者の長寿により、想定以上の利息を払う可能性があるといったことが伸び

悩みの一因と考えられます。しかしながら、「相続人が居ない」、「不動産ではなく現金で相

続する」などの場合には、リバースモーゲージによって資産を清算することで、余裕のあ

る老後生活を送ることが可能となることから、豊かな老後を支える選択肢として、こうし

た制度を周知する必要性はあると考えています。 

なお、リバースモーゲージを区の事業として直接運用することは、現在のところ考えて

いません。 

次の7ページ目をご覧いただけますでしょうか。「目標4 安心して住み続けられる住ま

いづくり」につき、下記のようなご質問をいただきました。16 点目は「区営住宅の供給」

について、ご覧のようなご質問をいただきました。区営住宅の戸数については、建替えや

都営住宅の移管の結果として供給数が増加する可能性はあります。なお、高齢化の更なる

進展等により、引き続き、民生費の増加が予想されますが、これを踏まえた住宅施策とし

ては、既存の民間賃貸住宅の利活用などを積極的に進めることで、住宅セーフティネット

の強化を図っていく考えです。 

17 点目は「区営住宅入所者のうち、高額所得者や収入超過者の割合はどの程度か？ そ

して使用料の長期滞納者の人数とそれらに対する状況」というご質問に対してです。平成

24 年度決算で、区営住宅 216 戸中、収入超過者は 10 戸、高額所得者は 0 戸です。なお、

収入超過者に対しては、住戸の明け渡し努力義務を課すとともに、使用料を近傍同種家賃

となるよう毎年段階的に割り増ししています。区営住宅の使用料は、平成 24 年度決算で 8

1,805 千円、収入歩合は 97.7 パーセントになり、使用料の 3 ヵ月以上の長期滞納者数は 8

戸 1,731 千円となっています。これらの滞納者については、直接訪問、来庁要請を通して、

本人合意のもと分納誓約を取り付け、無理のない範囲で分割払いをお願いすることで滞納

の解消を図っています。なお、支払の意思の見られない場合や更に滞納額が増える可能性

のある者については、支払督促など法的措置を講じることで債権回収に努めています。 

 後に、「目標 5 安全に暮らせる住宅、住宅地の形成」について、下記のようなご意見

をいただきました。18 点目は「④セーフコミュニティの推進」について、「ソフト的対応

以外に、具体的な対応策を今後区として提示する可能性はあるか」というご質問をいただ

きました。区としては、区内のマンションや商店会等を対象として、防犯カメラ・防災灯・

防災アラーム等の防犯設備設置に対する補助を実施し、防犯気運の醸成および地域の主体

的な取り組みによる防犯環境の整備を促進することで、地域全体の防犯力の向上に努めて

います。また、青色防犯パトロールによる区内パトロールを実施するとともに、安心・安



 
 

 - ８ - 

全まちづくり推進地区では、当該地域における防犯のための見守り活動の推進を図り、当

該地域内に所在する地域団体が連携して整備する防犯設備に補助金を交付し、防犯力の高

いまちづくりの実現を目指しています。 

 資料 3-2 の説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。以上の 2 つの資料が前回の審議会を踏まえての質疑応

答になっています。大変重要な質疑の内容が入っていると思いますので、この段階で追加

の質問あるいはご意見があればお受けしたいと思います。いかがでしょうか。それぞれの

質問の趣旨はこのような内容で合っていますでしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫であ

れば、この内容はこの後に具体的なマスタープラン改定の議論に入りますので、そこで反

映できればと思います。ありがとうございました。 

 それでは引き続き事務局からお願いいたします。 

●住宅課長 続きまして、審議に入らせていただきます。その前に、本日お届けしていま

した「豊島区住宅白書 2013」について、内容が多ページに渡ります。説明しますとこれだ

けで 1 時間 2 時間かかってしまいますので、特徴的な統計資料の部分について、かいつま

んだ形で報告をさせていただきます。 

●住宅・都市問題研究所 お願いいたします。お手元に「豊島区住宅白書 2013」という、

ページ数が大体 94 ページ程ございますが、ご用意いただければと思います。これは、本日

の参考資料といったもので、現在まだ取りまとめをしている 中ですが、一旦、「こんな形

でまとめている」というところを紹介させていただこうと思います。 

まず、ページをめくっていただきますと、 初に「住宅白書」とはどういった位置付け

かということに、「住宅基本条例に基づいたものである」と書いています。 

 特にこれは、前回 5 年前にも作成していますが、数字的な時点修正や、あるいは 5 年間

の住宅施策の取り組みについて紹介することにより、これから住宅施策を上手く進めてい

くために広く情報の周知をしていくという、そういう主旨・内容でございます。 

 ページをめくっていただきまして、目次がございます。全体で 3 章構成になっていて、

初は「豊島区の住まいは今」ということで、特に統計的な情報をここでは紹介していま

す。1 番特徴があるのは、「地域特性」について分析をしているところで、オリジナルなデ

ータが入っています。第 2 章は「豊島区における住宅施策」で、国や都の動向、この 5 年

間での住宅施策の取り組み、成果指標という辺りです。それから、今、取り組んでいる住

宅施策制度の概要を紹介しています。 後の第 3 章は、統計表を載せていますので、さま

ざまな検討の中で活用いただければと思います。それから、第 3 章の中に「用語の解説」

がありますが、これは前回のこの審議会でもご発言がありましたけれど、言葉がきちんと

定義を押さえていないとなかなか上手くいかないということがあり、用語という形できち

んと解説をし、定義付けをして収録しています。 

 そして中身についてです。第 1 章「豊島区の住まいは今」は、今まで紹介したデータが
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多いですが、いくつか内容を報告したいと思います。1 ページをめくっていただきまして、

第 1 章 2 ページからの「人口・世帯」についてです。豊島区は人口増加が続いているとい

うデータです。3 ページは 23 区との比較です。4 ページに移り、先ほども少しご質問があ

った内容ですが、「人口密度が高い」という特徴を載せています。5 ページは、65 才以上の

高齢者人口を年齢別の人口動向でみたものです。6 ページも年齢別です。7 ページは、少し

特徴的なところで、人口の動きに関するデータです。「社会増」では、豊島区は「転入」が

増えています。「自然増」は、子どもが生まれる数が亡くなる数より多いということも紹介

しています。 

8 ページは「外国人人口」で、7 パーセント程です。9 ページは「居住世帯の状況」で、

人口とともに、世帯数もとても増えていることを紹介しています。10 ページ 11 ページは

「家族類型の特徴」です。特に豊島区は単身世帯が 6 割で、その年齢構成は 10 ページ下の

グラフの通り、「若者だけでも高齢者だけでもなく、実はどの世代でも単身世帯・単独世帯

が多いのが特徴」ということを紹介しています。12 ページ 13 ページは、子育て世帯と高

齢者世帯のデータを載せています。「単身の高齢者が世帯数の 1 割程を占めている」と紹介

しています。それから、13 ページについて少し補足をさせていただくと、高齢者の単身世

帯の住宅の所有について、お年寄りは持ち家が多いですが、単身高齢者の半数程は持ち家

です。しかし、「年々、持ち家率が下がっている」ことも紹介しています。 

14 ページは「世帯収入」についてです。15 ページからは「住宅ストックの状況」です。

グラフから、住宅数の推移が読めるかと思います。16 ページは「空き家」です。特に今回

は、今、全国的にも空き家が問題化しているので、少し詳細な分析をしています。17 ペー

ジは、豊島区で行った「空き家実態調査」の数字を紹介しています。18 ページからは、「住

宅の所有関係」で、豊島区は 23 区内でも持ち家の比率が低く、借家の比率が高い点が特徴

的です。20 ページは「住宅の建て方」で、共同住宅が約 8 割、賃貸マンションが多い点が

特徴です。21 ページは「建築時期」で、豊島区には昭和 55 年以前の旧耐震基準の建物が 3

3,000 戸程あることを紹介しています。 

22 ページからは「広さ、居住面積水準」で、住宅の質に関するデータをここから 24 ペ

ージまで載せています。25 ページは「マンションの状況」です。豊島区はマンションが多

く、マンションについての実態調査を行っているので、その結果を紹介しています。特に、

昭和 55 年前後と平成 10 年以降という、2 つのピークがあるのが特徴です。26 ページ 27

ページは建築時期別という、更にマンションについて細かな分析をしています。 

28 ページからは「住宅建設・住宅市場」です。 近は年間 3,000 戸程が新規着工されて

いますが、この 5 年間を見ると、平成 20 年を境に少し減っているため、この点も着目した

いポイントだと思います。 

30 ページからは「住環境」です。豊島区内で住環境を重点的に整備すべき地域として、

さまざまな事業等が行われています。32 ページには、細い道路に接している住宅数や区内
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の公園数などを紹介しています。 

33 ページからは「地域特性」で、地域を 5 区分しています。「駒込」「巣鴨」「大塚」の

東部、「西巣鴨」「池袋本町」といった北部、「南池袋」「高田」「目白」といった南部、「南

長崎」「千早」「千川」といった西部、それから駅周辺の中央で、それぞれの住宅・土地統

計調査を特別に集計して、そのデータをこれ以降載せています。特徴的なところだけ紹介

させていただきます。35 ページをご覧になってください。「住宅総数」です。この中で、

どの地域も住宅数は増えてはいますが、中央は「居住世帯なし」の住宅が他地域に比べて

若干高く、空き家というか、住まいとして利用されていない住宅が多い地区であることが

わかります。それから下のグラフは、持ち家の割合です。豊島区は持ち家の比率は低く、

その中でも特に中央、それから西部は「少し少ない」など、このような形で地域別特徴が

いくつか出てきました。この辺りは、データをご覧になっていただければと思います。 

39 ページからは「第 2 章 豊島区における住宅施策」で、今まで取り組んできたことを

紹介しています。40 ページは、「国・東京都の動向」です。「住生活基本法」の関係や、「高

齢者住まい法」という新しい法律について書かれています。42 ページからは、「東京都住

宅マスタープラン」等の内容に関して、簡単にまとめています。これは「安全・防災」が

中心であると言われています。44 ページは、「これまでの住宅施策」で、特に平成 2 年か

ら豊島区がどういう施策を展開したかを年表で紹介しています。45 ページは「指標に基づ

く評価」で、この間、どのように住宅施策を推進して、結果として住環境等が良くなった

か、あるいは課題があるかを、数字で示したものです。 

47 ページ以降は、公営住宅、それから家賃助成制度を含めたさまざまな取り組みを紹介

させていただきながら、それぞれの数字的な実績を紹介しています。これがずっと続きま

すが、新しい取り組みとして、「豊島区居住支援協議会」に関しては 62 ページから課題も

含めて内容を紹介しています。以降、制度に関する説明が長く続きますので、お読みいた

だければと思います。 

79 ページからは「第 3 章 資料編」です。統計表は、なるべく数字を生で出すという意

味で、データブックという性格も付けてこの白書は編集していますので、人口の問題、住

宅の問題、住環境の問題に関する数字を紹介しています。 

後の 91 ページからは「用語の解説」で、特に説明が必要な用語、統計的な内容と施策

に関する用語を含め、解説し整理した内容です。 

このような形で、できる限り一般の方が住宅に対して関心を持たれ、自らも「良い住環

境づくり」に取り組んでもらえるような、その基礎になる資料に編集・発行をしようと、

今、作業をしている 中です。以上です。 

●住宅課長 続きまして、資料 3-3 をお取り出しください。本日はこの太枠の、網かけを

しています第5章第6章第7章を中心に審議していただく予定になっています。「第4章 

計画の理念・視点・指標」に若干触れますが、ここで唱えたことを第 5 章の中で具体的に



 
 

 - １１ - 

書き込んでいくという形になっています。 

次回の第 43 回審議会は来月 12 月に開催を予定していますが、これまでこの 3 回 後ま

でご審議いただいた内容を踏まえ、12 月に素案という形でお示ししたいと考えています。

その場でご確認いただくとともに、必要に応じてまた加筆修正等を行っていきたいと考え

ています。年が明けた 1 月にパブリックコメントを行い、そこで広く周知およびご意見等

をいただいて、盛り込むべきものは「改定住宅マスタープラン」に盛り込み、2 月には素

案ではなく「案」という形で改めて第 44 回審議会に諮らせていただきたいという、全体ス

ケジュールを考えています。 

具体的に第 5 章、第 6 章、第 7 章の説明をさせていただきます。恐れ入りますが、資料

を広げる関係で、座って説明させていただきます。それでは、資料 3-4 をお取り出しくだ

さい。こちらにつきましては、前回の第 41 回審議会で一度お諮りいたしまして、その際に

いただきましたご意見ご要望ですとか、事務局で改めて事業課と調整を再度とりながら、

必要に応じて修正をかけた部分については赤字で表記しています。今回は時間の都合もあ

りますので、主に資料 3-4 については赤字の部分の主だったところを取り上げて説明いた

します。まず、24 分の 1 ページです。中ほどにあります、「東日本大震災は～」というと

ころです。「例えば、マンションにおいて～」以降は、見え消しの形で書いています。確か

に、震災直後はエレベーターが停止するという事例が起きましたが、住生活に大きな影響

を及ぼすという、たとえば 1 週間近く復旧しなかったということではないので、具体的な

例として書くのはいかがなものかということで、今回は消すという形で対応しています。

そして、下から 3 つ目の黒ポチのところです。先ほどご説明いたしました資料 3-2 の 3 ペ

ージ 9 番で、「理念に再開発や建替えだけではなく、保存・再生といった視点に触れてほし

い」というご意見があり、それを踏まえて、ここの理念に追記したものです。赤で書いて

ある通り、「地域で育まれてきた個性ある景観形成」についても、やはり理念のところでし

っかり触れる必要があるだろうと考えています。 

ページをめくっていただきまして、2 ページの中ほどです。「（2）単身世帯の住まい方

の多様性と居住の質の確保」です。前回は「ワンルームマンション居住」という表現をと

っていましたが、見直して、「地域と関連性を持ったコレクティブハウス」といった、少し

業界用語的なイメージがありますが、一般的にはまだ普及していませんが、「コレクティブ

ハウス」ないしは「コレクティブハウジング」という表現を使っています。 

続いて 3 ページです。「（5）環境にやさしい住まい・住生活の普及」のところです。赤

字で書いてある通り、こういった表現の方が今風であるということで、この表現を追記し

ています。 

「（6）災害に強く安全な住宅・住環境の確保」です。不燃化推進特定整備地区は、本区

においては喫緊の課題の一つに挙げられていますので、これを大きく目次として出し明示

しているところです。 
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ページをめくっていただいて、4 ページの「（7）行政と区民のパートナーシップの構築」

です。区政の大きなトピックスとして据え付けています「セーフコミュニティ」について

も、「住宅マスタープラン」の中で行政と区民とのパートナーシップという位置付けの中で

触れる必要があるだろうということで、文章を追記しています。 

5 ページに入り、「指標」です。 

一部、本日段階で数字がまだ決められていないところがあります。中ほどに矢印があり

ますが、数字については「年末に目標値を決められる」ということから、これについては

随時 新の数字が作成され次第、ここに落とし込んでいきたいと考えています。その下に

ある、「豊島区環境基本計画」の中の「高効率省エネ機器導入費用助成件数」です。右に書

いてあります通り、こういった省エネ機器類が標準的な装置となったこともあり、支援の

役割が終了したため、指標としては削除したいといったことから、今までの規定の「豊島

区住宅マスタープラン」の古くなった指標は外し、 新の指標に置き換えるといった作業

をいくつか行っています。 

ページをめくっていただきまして、6 ページになります。こちらについては、住環境水

準についての指標がありましたが、東京都で今まで「不燃領域率」という数値を公表して

いたものが、この度なくなりました。これを区で独自で算出するとなると、そのための経

費がかかってしまうこともあり、この指標ではなく、代わりに「地域危険度」という東京

都が公表しているものを使うことで置き換えたいと考えています。 

7 ページ「第 5 章 住宅施策の方向」に入ります。こちらは、左側の目標 5 の「⑤震災

後の迅速、円滑なまちの復興」という視点を加える必要があるということで追記していま

す。具体の内容に入ります。ページをめくっていただいて、8 ページ「目標 1 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」です。ここで④として、先ほどもご説明

しました通り、「人と環境にやさしい“四季を感じられるまち”を目指します」といった視

点を追記しています。 

続きまして、その下の、「2 区内の各地域特性を踏まえた住まいづくり」です。まだ仮

称ですが、「豊島区景観条例」は平成 28 年制定予定という意向に合わせ、景観面など地域

特性を生かした街並みの形成を誘導するという文言に若干修正をしています。 

その下の「2-3 住宅・住環境の整備」についても、9 ページにわたりますが、文言では

「区の道路整備事業により」というところを削り、住宅に困窮する高齢者等に対し、困窮

の状況に応じて、「高齢者世帯等住み替え家賃助成」、あるいは「安心住まい住宅」の提供

といった、「適切に住宅支援を行う」といったように、表現を現行マスタープランから変更

しています。 

続きまして、9 ページ「3 まちづくりと連携した住まいづくり」、およびその下の「3-2

 住宅等の建替え支援」もそうですが、木造住宅密集地域ですとか、「木密地域不燃化 10

年プロジェクト」についてもう少し詳細に書き込みを加えています。 
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ページをめくっていただき、10 ページです。先ほど申しました通り、新しく豊島区の魅

力を伝えるための視点を加えるということで、「4 新たなるブランドづくり」という、少々

大袈裟な気もしなくはありませんが、こういった表現で、池袋ないしは豊島区の位置付け

を明確にしたいと考えています。新宿、渋谷などの副都心とは違ったアプローチで、「住み

たい街」から「住み続けたいと思える街へ」に取り組んでいきたいと考えています。具体

的には、ここにも書いてある通り、ソメイヨシノをはじめとする地域の歴史・資源・文化

を前面に出し、都内有数の集積都市でありながらも街中に居れば四季の移ろいを感じられ

る、そういったまちづくりを目指したいと考えています。 

続きまして、11 ページです。「目標 2」の「ライフスタイル（1）」の②です。先ほど資料

3-2 の 5 ページ 12 番で、「表現を改めさせていただきます」と言ったのは、本来ここで直

っていなければならないのですが、下線を引いた下から 2 行目後半、「こうした多様な世帯

が」というところは、本来は「こうした多様な単独世帯が」という風に次回は改めさせて

いただきます。申し訳ございません。 

続きまして、「1 ルームシェアの検討」についてです。 

こちらも、資料 3-2 の質問シートでご質問がありました。「自治体の現場から良いシェア

ハウスについては発信する必要がある」というご指摘でしたが、右ページに回答内容を書

いていますが、その内容を踏まえまして、機会を見計らい、東京都に意見・要望として提

出をしたいと考えています。詳細については、また後ほど、「こういった内容で」というこ

とをお話したいと思います。 

ページをめくっていただきまして、12 ページです。「1-6 子育て世帯への家賃支援」と

いうところで、現行の「住宅マスタープラン」では「より困窮度の高い」という枕詞がか

かっていましたが、必ずしも困窮度が高いかどうかばかりではなく、一定の要件を満たし

ている子育て世帯を対象に家賃助成を行っていますので、現行の支援メニューに則して表

現を変えています。 

 続きまして、13 ページです。「1 高齢期の安心入居の支援」の下の「1-2 安心住まい

提供事業の継続」と「1-4 住み替え家賃助成事業の推進」についてです。これは、住宅課

が行う事業ですが、基本的にはセットで考えたいと思っています。内容としては、今まで

は「取り壊しによる立ち退き」というように、事業の対象者を限定していましたが、たと

えば脱法違法ハウス等が指摘を受け閉鎖され、そこに住んでいた方が追い出される時に住

まう場所がないというような昨今の状況を見据え、ここでは「居住施設の閉鎖」という言

い方をしていますが、そういった条件を追記しました。居住施設の閉鎖等により、住宅の

確保に困っている住宅困窮者に対し、事業の内容をより強化していくということをセット

で考えていきます。 

 続きまして、14 ページです。「2 高齢者向け住宅の供給」の「2-2 高齢者向け優良賃

貸住宅の供給」ですが、高齢者向け優良賃貸住宅とサービス付き高齢者向け住宅を合わせ、
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「ケア付すまい住宅」という表現に変更させていただきます。 

 続きまして、15 ページです。中ほどにある「3-3 自宅のバリアフリー化の促進」です。

こちらについても現行の事業内容に即した形で説明文章の改定を行っています。 

 続きまして、16 ページをお願いいたします。「目標 3 環境を大切にした住まいづくり」

です。この中で、「1-3 住宅における再生可能エネルギー活用の促進」ですが、こちらも

現行の表現を見え消しし、その下に新しい表現で書いています。これは、現在改定中の「豊

島区環境基本計画」と整合を図るといった内容になっています。その下の「1-4 公共住宅

における環境への取り組み推進」です。「区営池袋本町二丁目住宅の建替えにおいては、環

境に配慮した住宅として整備します」と現行では書いてありますが、これについては整備

が済みましたので、見え消しにしています。 

 1 ページ飛ばしまして、18 ページをお願いします。中ほどにある「1-2 入居支援・身元

保証の普及」について、新しく追記しました。3 つ目の白丸で、「豊島区居住支援協議会」

と、「豊島区障害者地域支援協議会」が障害者総合支援法の中で規定されていますが、双方

の協議会の連携を図ることが標榜されています。「これら 2 つの協議会が連携することに

より、障害者の民間賃貸住宅への入居支援体制の整備強化を図っていきたい」というよう

な表現を改めて追記したいと考えています。 

 続きまして、19 ページです。他の章に再掲しているところは、説明を割愛させていただ

きます。一番下の「3-5 区営住宅の入居資格の適正化」です。こちらは、今、見え消しに

なっていますが、「取り壊しによる立ち退き要求など、困窮度をポイント化することによ

り、入居者選考方式を検討する」と現行には書いていますが、現在、より困窮度合いが高

い人については優遇抽選措置を実施しているため、選考方式の検討は実施済みということ

で見え消しをしています。 

 20 ページに入ります。「3-7 公営住宅からの暴力団員排除の推進」についても、現在、

区営住宅条例、福祉住宅条例の全てに規定を済ませていますので、これも規定済みという

ことで見え消しにしています。 

 21 ページに入ります。「目標 5 安全に暮らせる住宅、住宅地の形成」です。ここも若干

誤りがある箇所があります。目標 5①から⑤の目次を立てているところの、1 番 後の「⑤

ユニバーサルデザインが普及し～」は、本来は次の「目標 6 良質な住宅ストックの形成」

に入るべき内容ですので、次回、修正したいと思います。替わりに、ここには「震災後の

迅速円滑な街の復興を図ります」というような文言に置き換え、説明を加えていきたいと

考えています。失礼いたしました。 

 続きまして、22 ページに入ります。先ほどの説明の通り、上から 2 つ目「1-6 ユニバ

ーサルデザインの普及・啓発」の文章については、次の「目標 6 良質な住宅ストックの

形成」に移させていただきます。23 ページ上の「1-4 共用部分の修繕・改修支援制度の

普及・啓発」についてですが、「分譲マンションの改修等に関する調査や劣化診断調査に対
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する費用助成について検討する」とありますが、現在では事業として実施していますので、

これも見え消しにします。 

 後の 24 ページに入ります。「4 住宅ストックバランスの適正化」です。現行の「豊島

区住宅マスタープラン」では、「狭小住戸集合住宅税の税収を住宅基金に積み立てる」とい

う表現があり、当時はそういったスキームを想定したかと思うのですが、実際には税収そ

のものを住宅基金に積んでいるわけではありませんので、赤字で書いてある通り、「税収」

を削り「区営住宅等の大規模修繕に必要な経費は住宅基金に積み立てる」といった表現に

改めます。「4-2 良質な集合住宅の供給誘導」ですが、こちらも「 低限の住戸面積の見

直しを行う」という当時の計画でしたが、ちょうど 1 年ぐらい前に区議会で条例改正を行

ったため、これも実施済み改定済みになったので削ります。 

 資料 3-4 については以上です。続けて「3-5」を説明してもよろしいでしょうか？ 

●会長 お願いします。 

●住宅課長 恐れ入ります。長時間になって恐縮です。続けて資料「3-5」を説明させてい

ただきます。こちらは、本日初めてご審議いただくということになりますので、全ての字

は黒字です。本日のご審議で修正加筆等があれば、次回、赤字でお見せするという形にな

ると思います。 

 「第 6 章 住宅供給促進計画」では、下線を引いてある通り、「公共住宅等の供給につい

ては、直接供給のほか、家賃助成・住宅改善等を含めた総合的な対応を行うとともに、社

会資本ともいうべき既存の民間賃貸住宅の利活用を積極的に進めることで、住宅セーフテ

ィネットを強化する」ということを大きく明言しています。また、これに合わせ「社会経

済状況や住まいに対する新たな価値観を考慮するとともに、住環境・住生活の安全性を視

野に入れた“バランスの取れた住まい方”についても検討する」という大きな 2 本の柱を

立てています。後段については、「豊島区居住支援協議会」の本格稼働推進を見据えたもの

になっています。その下にある「[1]公共住宅等の供給量」「[2]家賃助成・住宅改善等」は、

必ずしも住宅課が所管している事業だけではありませんが、区の住宅施策に関わる部分の

主立ったものについて、平成 25 年度末の実績の見込みと後期平成 26 年度から 30 年度の供

給目標量を数値化して掲載しています。 

 恐れ入りますが、続きまして 2 ページをご覧ください。いくつか誤りがあり、この場で

修正させていただきます。申し訳ございません。 

「①住宅数の見込み」の 初の行で、「将来の世帯数は、豊島区未来戦略推進プラン 201

3」と書いていますが、2008 の誤りです。申し訳ございません。そこで、「①住宅数の見込

み」「②新設住宅着工数の見込み」「③住宅着工数の評価」は、読み上げると長くなるので、

基本的には「平成 25 年から平成 30 年までの間の 5 カ年で 5,000 戸程、年 1,000 戸程度住

宅が新設増加する見込み」と書いてあります。一方で、取り壊しをされている住宅が、平

成 10 年から平成 20 年までの 10 年間で 37,800 戸程あります。年に直しますと大体 3,800
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戸程なので、新しくつくられる住宅と取り壊された住宅、またつくり直すという想定に立

ち、両方を足すと年 4,800 戸程の新築が今後必要になっていくだろうと数字上計算してい

ます。「③ 住宅着工数の評価」の「住宅着工統計調査によると、平成 20 年以降の新設住

宅着工戸数は年間 3,000 戸から 4,000 戸程度で推移している」ということですので、若干、

先ほど申し上げた数字よりは低くなりますが、将来増えるだろうと思われる世帯数に対し、

概ね妥当な建築着工数が見込まれるかと考えています。 

 続きまして、3 ページです。下線の引いてあるところは今回、現行の「豊島区住宅マス

タープラン」に追記したところですので、そこを中心に説明させていただきます。「[2]都

営住宅移管計画」につきまして、本区におきましては、現時点で 11 団地 217 戸の都営住宅

の移管を進めてきたという数値を更新しています。その下の「[3]移管基本方針」の「①移

管対象団地の考え方」の下線部分、「区内には現在、8 団地 1,340 戸ありますが、このうち

1 団地 55 戸が今後都営住宅から区営住宅の移管対象となります」というところの数値も更

新しています。 

 続きまして、4 ページ 5 ページをご覧ください。「4 住宅市街地の整備方針」として、

住宅市街地ゾーンを 3 つに区分けしています。この内容については、改めて読み直してみ

ましたが、大まかに 3 つの住宅市街地ゾーンを見直す積極的な必要性がないので、ゾーニ

ングはそのまま据え置き、後期 5 年計画でも据え置くことにしています。ただ、下につい

ているカラーの豊島区の図ですが、少し小さくて右左を見比べても何も変わっていないよ

うに見えますが、例えば都市計画道路 172 号線の施工が竣工した部分は、時点修正はかけ

ています。あとは、南池袋に現在建設中の新庁舎についても、ゾーニングが移ったという

ことで、黄色があったところを白に塗り直すという細かい修正を行っています。 

 続きまして、6 ページをご覧ください。「[2]住宅・住環境整備重点地区」について整理

したものです。こちらは、下線が引いてあるところを変更しています。例えば、中ほどに

ある「東池袋四・五丁目地区」の地区計画について「完了」したところは時点修正してい

ます。 

 7 ページについてです。こちらで大きく追記・変更したのは、「2 幅広い連携に基づく

施策の推進」です。「[1]施策連携の強化」ということで、「まちづくり（建築、都市計画）

や保健福祉施策との連携を強化し、住宅まちづくりを支援するための体制の充実や各種制

度の拡充を行っていきます」と書いてあります。もう少し具体的に申し上げますと、災害

に強いまちづくりに向けて、特定整備路線の整備など延焼遮断帯の形成を進めていますが、

これに伴い、例えば立ち退きを余儀なくされる高齢者等が発生することが見込まれます。

住み慣れた地域で引き続き安心して暮らしていけるよう、今整備を進めているケア付住ま

い住宅の供給誘導を図っていくということで、まちづくりと保健福祉的な側面との連携を

図りながら進めていくということを書いているつもりです。 

 2 つ目としましては、「豊島区居住支援協議会」という事業の中で、「区民、NPO、民間企
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業等と行政が連携して、地域資源を活用することで、安心して暮らせる住環境の構築を目

指す」ということで施策の連携強化としています。 

 続きまして、8 ページをご覧ください。「3 相談、情報提供の充実」です。これは、同

じように、下線を引いた部分ですが、「豊島区居住支援協議会と連携しながら」と書いてあ

りますが、もう少し具体的に申上げます。これはまだ稼働していませんが、今、制度設計

をしています「居住支援バンク」についてです。仮称ですが、これは空き家バンクのよう

なイメージで、住宅に困っている人が入居できるための理解という、オーナーや不動産業

界の理解・協力を取り付けた物件を居住支援バンクという形で、事前登録するといったバ

ンク機能の創設を今図っています。こういったことで、「相談、情報提供の充実、強化を図

っていきたい」と書いています。 

続きまして、「5 国・東京都への提案」です。「社会経済・雇用情勢等の変化に伴い、今

求められている住まいに対する課題について、国や都に対して適宜、提案・要望を行って

いく」というような表現を書いています。「後ほど詳細について話します」と申し上げまし

たが、具体的には今年の 7 月末に東京都で新たな長期ビジョンというものが発表されてい

ます。20 ほど東京都は政策目標を組まれていて、この中の 20 番目に「多様なライフスタ

イルの選択を支える住まいとまちづくり」を掲げています。主な論点と政策の方向性とい

うことで、「シェアハウスなどを活用した多様な交流や支え合いの場となる住まいの実現

を検討したい」というようなことを言っていますので、区としても、昨今社会問題化され

ていますが、建築基準法によって 1 戸建ての住宅と寄宿舎の中間的存在であるシェア住居

に対する規定がないために、我々基礎自治体で非常に大きな混乱が起きています。社会経

済状況や住まいに対する新たな価値観の台頭といったものを考慮するとともに、住環境・

住生活の安全性を視野に入れたバランスのとれた住まい方の基準というものを構築する必

要があるだろうと考えています。またこれに合わせ、現行の東京都の「住宅マスタープラ

ン」においても、「ルームシェア、ホームシェアなどの新たな住まい方に関し、トラブル防

止の観点からルールづくりについて検討し、取り組みます」という記載があります。こう

いったことも踏まえ、「新たな住宅弱者に対する住宅セーフティネットの補完機能としての

観点からも、都内の実情を反映した東京のルールみたいなものを定めていっていただきた

い」というようなことを要望していきたいと考えています。 

 続きまして、9 ページの「7 重点プロジェクト」です。具体的には、「豊島区居住支援

協議会」が昨年 7 月に発足し、1 年数カ月経ったところですが、昨年度と今年度をモデル

事業期間と位置付けています。来年度以降は本格稼働という位置付けで進む予定ですが、

非常に重たい課題をいくつも背負っていますので、当初想定していたような滑り出しには

なっていません。苦労しているところですが、それについて少しページを割いて、「豊島区

住宅マスタープラン」の中で詳細に規定していきたいと考えています。【経過】のところで

すが、当初計画していた「住まいづくり協働プロジェクト」については、先ほど申し上げ
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た通り、「豊島区居住支援協議会」を設立しました。もう 1 つの「住まい利活用プロジェク

ト」も、現行の「豊島区住宅マスタープラン」を策定した時にこの 2 つのプロジェクトを

掲げていましたが、こちらについては「豊島区居住支援協議会」の中で 3 つのモデル事業

を「居住支援モデルプロジェクト」として採択し、これを実施しているところです。 

 ページをめくっていただいて、10 ページです。この「重点プロジェクト」を推進するた

めの課題として、①から⑤まで、5 点ほど掲げています。詳細については、時間の関係が

ありますので後ほどお読みください。 

ここに書いてあるだけでも 5 つの大きな課題、取り組まなければならない問題を掲げて

います。 

11 ページでございます。「豊島区居住支援協議会の活動推進するための取組み」として、

具体的に①から③の 3 点については 低限取り組む必要があるだろうということです。「①

（仮称）居住支援バンクによる情報提供」、「②入居に関する新たな保証制度構築に向けた

検討」、次のページに移り「③建築・不動産関連団体との連携による居住支援利活用するた

めの住宅の改修のための新たな仕組みの検討」までを掲げています。①は、先ほど申し上

げました、「居住支援バンク」の構築です。内容につきましては、中ほどに四角で 6 段ぐら

いを書いていますが、こういったステップを踏みながら実行性のあるバンクというものを

つくっていきたいと考えています。「②入居に関する新たな保証制度構築」は、いわゆる住

宅弱者が対象となりますので、実際の生活で保証面において問題点があるので、それにつ

いても保証制度を構築する必要があるだろうということで、これも構想しているところで

す。 

後のページの 12 ページ、「③建築・不動産関連団体との連携による居住支援利活用す

るための住宅の改修のための新たな仕組みの検討」は、ご協力いただけるような物件があ

っても、すぐに入居が可能かというと必ずしもそうではありません。やはり、ある程度手

を加えて、リフォームをしなければ快適に住まえないということもあります。これに向け

て、例えば、下から 2 つの四角の中の「■居住支援バンクへの登録の流れ」というところ

で、ポチが 4 つほど書いていますが、耐震性、建築基準法上の確認等を行い、居住支援に

利活用するための必要な改修等を関係団体から提示していただく。建物が改修されること

を前提に、居住支援バンクに登録し、情報を公開する。 後に、入居希望者が出た場合、

改修方法や経費などについて、オーナーの負担も一定程度出てくるので、利活用に向けて

どのような形でリフォームができるかを話し合っていく。このような形で、必要な住宅改

修を行う必要があると考えています。 

これが後期 5 年間ということで、実際には 5 点です。課題でありますとか、取り組みと

いったものを中心に、後期 5 年で「居住支援協議会」というステージを使って、より先進

的なモデルとなり得るよう取り組んでいく必要があるだろうと考えています。少し長くな

りましたが、説明は以上です。 
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●会長 ありがとうございました。それでは、 初に資料 3-3、資料 3-4 についてご意見

を伺って、資料 3-5 については本日初めて出てきた内容ですので、また後半で扱いたいと

思います。 

まず、資料 3-4 についてはいかがでしょうか。前回の議論を踏まえて、少し修正が加わ

っています。また、確認しておきますが、「住宅マスタープラン」というのは 10 年計画で

立てるもので、今年はこの中間にあたり、中間の時には見直しを入れます。その見直しが

この「改定の案」ということで、右側に書いています。ですから、全体としてはある程度

の微修正になると思いますが、そのようなことを決めていくのがこの委員会の役割です。

いかがでしょうか。 

●委員 「指標」のことでお聞きします。5 ページの「③住宅の耐震化」のところの数値

です。5 ページです。これはいつの基準で、耐震化の数値が決まっているのですか。 例

えば 1985 年とかは、多分、耐震性の急なことがありましたよね。わたしはよくわからない

のですが、建築基準法などで、「どの程度の耐震性が、何年からの新築の建造物について耐

震規制をする」というようなものがあり、例えば 1985 年以降の新築、または基準に沿った

耐震性というのは、その基準がどの基準なのか、数値がわからないです。 

改定していますよね、平成 18 年ぐらいから。 

●会長 今のは、資料 3-4 の 5 ページ目の「耐震化の指標」です。指標の出し方について

見解を求めたものです。 

●建築課長 耐震性が「ある」か「ないか」ということについては、昭和 56 年に建築基準

法の耐震基準が改正されています。その年度のものについては、新耐震設計基準と呼ばれ

ていまして、それ以後の建物については耐震性は有していると考えています。それ以前に

ものについては、耐震診断を行って、耐震性が「ある」か「ない」かを診断してみないと

わからないというものです。 

●会長 この数値は改善していますけれども、ほとんどは建て替わっているということな

のです。ですから、本来、施策がどの程度実行性があるかどうかというのは、例えば耐震

改修の数値を、今はゼロだと思うのですが、そういうものが別途必要かもしれません。ご

検討ください。他にいかがでしょうか。 

●委員 それの続きです。新たに耐震性というのは、3.11 を踏まえて基準が上ってくると

いうことはありませんか。 例えば、今は昭和 56 年を基準にして耐震性を図っていますけ

れども。 

●会長 事務局の方で。 

●建築課長 3.11 を受けて、建築基準の耐震性を更に上げなければならないということは

示されていません。3.11 というのは、主に二次部材の関係に耐震性が更に必要かというこ

とはありますけれども、建物本体についてはございません。 

●会長 よろしいでしょうか。それでは、ありましたらどうぞ。 
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●委員 2 つあります。まず 1 つ目は、資料 3-4 の 7 ページと 14 ページです。それ以降に

も出てくるのですが、いわゆるサービス付き高齢者向け住宅の件です。「供給誘導や普及に

努めます」と書いてあります。実は先月の朝日新聞かどこかに、「サービス付高齢者向け住

宅はいわば国の方でつくられた政策であり、入居が非常に少ない」という記事が出ていま

したし、その他にも、長谷工総合研究所が出している「CRI」という冊子がありますが、

そこでも「供給が減っているのはやはりサービスが、 低限、安否確認だけだから需要に

マッチしていない」という批判のようなものが出ていました。そして私も、個人的にです

が、「サービス付き高齢者向け住宅を建てたは良いけれど、結局、入居者が 1 人も居なくて

立ち行かなくなっているケースもある」と聞いています。そういうことを考えると、供給

とか普及だけではなく、本当に必要なサービスを付けることも政策として考えていかない

と、箱だけはできたけれども入居者は居ないという状況になるのではないかと心配してい

ます。 

もう 1 つは、全然違う話で、13 ページの 1-1 のところです。高齢者、障害者、あるいは

ひとり親家庭という方たちのことを「住宅弱者」と言っていますが、外国人は「住宅弱者」

になるとは限らないかもしれませんが、外国人も一緒にしているところと、それから、外

国人は「住宅弱者」には入らないような感じでまとめているところがあるので、そこは中

に外国人も入れないとどうなのかなと思いました。その 2 点です。 

●会長 サービス付き高齢者向け住宅と、外国人についてです。 

●住宅課長 まず、サービス付き高齢者向け住宅に対するマスコミの報道は、私は見てい

なかったので、すみません。 

お話を聞くと、逆に今まで私が持っているサービス付高齢者向け住宅の入居状況と少し

違っているという認識を持ちました。と言いますのは、都内で今年の 8 月末現在でサービ

ス付高齢者向け住宅が 4,000 戸ほど供給ないしは供給計画されているところです。確かに、

全てを調べたわけではありませんが、他区の住宅課等を通じて聞くところによると、「入居

の家賃・サービス料込みにすると決して安くはないのですが、それでも満員になってしま

う」と聞いています。やはり、少々家賃等が上ったとしても、そういった高齢者の住まい

に対するニーズというのは、住むだけではなくサービスというものが入るという時代にな

ってきているという認識がありましたので、答えになってはいませんが、必ずしも「必要

なサービスが無くて箱だけをつくって入居者に困っている」というのは、都内のことを言

っているのか、都外全体なことを踏まえて言っているのか、改めて調べる必要があると思

います。 

 2 点目ですが、いわゆる「住宅弱者」と言ったり、「住宅確保要配慮者」と言ったり、確

かに言葉の使い分けが明確にできていないところは直していかなければならないと思って

いますが、ご指摘のあった外国人も、一般的には「住宅確保要配慮者」の中に入ってきま

すので、わざとこの場合は「外国人の場合は除く」とか「入れる」という使い分けはして
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いません。同じように、「住宅弱者」と言った時には、皆が皆ではもちろんありませんが、

外国人も「住宅弱者」の中に十分視野に入れねばならないという認識で考えています。 

●会長 今のでよろしいでしょうか。豊島区の中での、サービス付き高齢者向け住宅はか

なりあるのですか。 

●住宅課長 現在、2 施設を建設中です。2 ヵ所で、合わせて 86 戸でして、来年早々と年

末にそれぞれ建設・竣工予定です。 

●委員 10 ページの「新たなブランドづくり」についてです。ソメイヨシノの桜を入れて

いただいて、本当にありがたいことですが、今までの住宅施策などで、住宅に緑という関

係はどのように捉えていたのですか。それが、ここで初めて出てきたような感じがして、

「公園には当然緑がある」とか、「豊島区全体の環境を守るためには緑が必要だ」という話

はあると思いますが、住宅と緑の関係とはどんな関係ですか。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 現行の「豊島区住宅マスタープラン」の中では、「目標 3 環境を大切にした

住まいづくり」があり、ここにほんの一文ですが緑化推進について書いています。具体的

には、「“豊島区みどりの条例”に基づく、接道や屋上、壁面の緑化助成を行い、環境に配

慮した住宅の整備を促進する」という、これだけです。ですから、昨今、「緑豊かな四季を

感じられる豊島」を目標として掲げられていますので、今度の「改定住宅マスタープラン」

にあたっては、もっと具体的に踏み込んだことを書いていきたいと思いまして、今回ここ

に赤で入れた次第です。 

●委員 そういう意味では、ソメイヨシノももちろん豊島区を代表する木になっています

し、入れていただいたことは大いに私はありがたいのですが、そのほかに環境という部分

の中で、もう少し緑との関係を強調された方が良いのでは。区民住宅の敷地の中でも 100

パーセント立っているわけではなく、空き地も相当分あります。そこに当然植栽を、今、

されていると思いますが、そういう感覚が今まで足りなかったかと、今回この部分が出て

きてそういう風に感じました。その辺のところも、住環境の中で室内のことなどいろいろ

あるとは思いますが、外との関係という、四季を感じられる街をつくっていく関係から、

そういう意味での感覚をもう少し取り入れたら良いのではないかと思いましたので、お願

いしたいと思います。 

●会長 せっかく四季を感じられる街を目標に掲げていますが、具体策はこれしかないの

で、4-2 として内容を入れていただきたいと思います。 

他にいかがでしょうか。お願いします。 

●委員 すみません。前回はお休みさせていただいたので、いろいろ議論された中身を拝

見させてもらって、少しわからない点を伺いたいと思います。 

資料 3-4 の 24 の 7 です。先ほどのサービス付き高齢者向け住宅のところが消されて、「ケ

ア付きすまい住宅」になったのですが、「ケア付き住まい」や「ケア付き住宅」ならわかる
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のですが、「ケア付きすまい住宅」という言葉になったのはなぜかを聞きたいと思います。

東京都は「ケア付き住まい」だったと思います。「住まい」と「住宅」がくっつく意味がど

うなのかわかりません。 

あとは、ここのところですが、子育て世帯への住まいということで、これも東京都でも

大変力を入れていまして、少し関わりを持った中で、子育て用の住まいの提供というのは

難しい状況です。結局、同じような住宅の質を、同じように皆さん求めているということ

だと思っていますが、そこで重要なのは、むしろ今、保育所が足りないという観点がとて

も大きいです。例えば世田谷区では、マンションをつくる時に保育所も確保するという協

議をする。今回、条例にもなったようですが、そのようなことを入れていくことはないの

かと思いました。民間保育所を入れるのはとても大変ですが、今、豊島区でやっている「ス

マート保育」のような、ビルの中に入るものでそれで環境が良いか危惧する点もある中で、

住宅をつくる時には保育室なり、ある意味での環境を確保した整備を住宅づくりの中に入

れていくということも、できたら入れていただければ本当は良いという点があります。 

●会長 今の 2 点についてお願いします。 

●住宅課長 まず、1 点目の「ケア付すまい住宅」につきましては、表現を直させていた

だきます。確かに、二重になっている感は否めません。続いて、子育て世代に関わる質問

では、住宅部分について説明申し上げますが、保育に関する部分は別の理事者からの回答

になるかもしれません。 

●子育て支援課長 建設時の保育施設の協力依頼ですが、実は私どもでも検討しています。

ただ、世田谷区は従前に要綱で指導してきた部分を条例に上げるということでしたので、

私どもはいきなり条例というのではく、要綱等でまずどういう指導ができるかを内部で検

討しています。早ければ来年度に向けて、そういう要請をしていきたいと考えているとこ

ろです。 

●会長 具体的にどこかに入れられないですか。 

●住宅課長 そうですね。その点についてですが、当初、子育て世帯というだけでは、住

宅課が所管し直接供給している住宅、例えば区営住宅、つつじ苑、福祉住宅には所得制限

がありますので、当たり前のように、どなたも子育て世帯が入れるということにはなりま

せん。そこで、いわゆる区民住宅「ソシエ」を中堅所得者層向けに用意して、しかもやは

り若い世帯ですと家賃負担が大変ということで、オーナーと区の設定家賃よりも安い家賃

設定で入っていただき、年が経つにつれて収入も上がるという想定で家賃も傾斜的に上げ

ていくというのが、子育て世代に対する直接供給できる住宅という位置付けで始めていま

した。ただ、これは、世相の変化もあり、20 年経ったものは事業としては終了することが

もう決まっているところです。一方で、まだ子育て世帯というのは普遍的にあるものです

から、住宅の直接供給ではなくて、今、住宅課がやろうとしていることは、家賃助成とい

う形で空きのある民間賃貸住宅に、より広い部屋に住まわれた時に家賃が上がる部分を家
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賃助成していくという形で支援していくことを考えています。 

先生がおっしゃられた、東京都が行っていた「子育て支援住宅モデル事業」は、私も若

干聞いていましたが、あれと同じものを豊島区でも行うかというと、今のところそういう

計画はありません。 

●会長 よろしいですか。お願いします。 

●委員 ページ数では 21 ページです。「1 安全な住まいづくり」で、耐震改修の助成がゼ

ロ件ということの 1 つの理由です。私も相談を受け持ったことがありますが、診断までは

行きますが、改修までは行かない理由は、1 つはコストの問題です。費用がとてもかかる

問題です。そしてもう 1 つは、既存不適格な建物になってしまうということで、そこで躊

躇して、使えないという方が圧倒的に多いです。自分の建物の状況はわかるけれども、改

修するのに二の足を踏んでしまうというのが現実だと、この調査の中でわかってきたと思

います。それではどうするかというと、ここでいえば 15 ページの「自宅のバリアフリー化

の促進」で、住宅修築資金融資あっせんという、利子補給という助成制度は前はありまし

た。ここでは、バリアフリーで「リフォームを対象とした助成制度の活用を推進します」

と書いていますが、この耐震改修のところでもこの助成が利用できると進むと思います。

なぜ、ここで書いていないのか。リフォームと同じなのです。例えば耐震改修をする場合、

耐震改修だけでなく、建物のリフォームも伴ってほとんどの方が計画し、設計者も工務店

もこういう相談に乗って提案していると思います。そこのところは、住宅資金融資制度が

現在のところ行うとなっていますが、実際に今のところないので、それを「安全な住まい

づくり」にもぜひ「取り組みをする」という文言を政策として書いてほしいというのが 1

つです。 

 それからもう 1 つは、同じところで取り扱っている「家具の転倒」です。「家具転倒の対

策をしよう」と言いつつ、ほとんど進んでいないのが現実です。地震があると、その時は

社会的に「家具転倒防止をしよう」という相談があり、いくらか取り付ける方も居ます。

豊島区の場合は、シルバーの方で家具転倒に毎年取り組んでいるらしいですが、それだけ

では限度があり、なかなか進まないと思います。ここでは啓蒙活動と言っていますが、啓

蒙ではなく継続的な取り組みにしていくという位置付けにぜひして欲しいです。ここで言

いますと、「普及・啓発、情報提供を図り」という、あとは個人に任せるのではなく、例え

ば「豊島区居住支援協議会」があるので、そこで継続的に活かすことができれば、安全な

住まいを提供する時に転倒防止をした家具が取り付けられるのかどうかも含め、ぜひこの

中で取り組んでほしいと思います。思うところは以上です。 

●会長 どうでしょうか。 

●住宅課長 住宅リフォームの観点から申し上げますと、確かに住宅課が所管している事

業ではなく恐縮ですが、1 つには介護保険法のメニューを用いて介護保険としての住宅改

修・バリアフリーという、例えば手すりを取り付けるとか段差解消をするとか、引き戸を
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扉に取り換えるとか、和式便所を洋式に取り換えるとか、さまざまな改修・リフォームと

いった助成制度を持っています。ただこれは、要介護認定された方の一部が対象ですので、

それ以外の方はどうするのかというと、高齢者福祉課で高齢者の自立支援住宅改修である

とか、これは予防的助成、設備改修助成という、同程度の内容のものを住宅リフォーム助

成制度として、事業として持っています。 

基本的には、区財政もある程度限界があるので、より限られた財源をもって効果的に必

要とされる方に対して支援制度として行う必要があるので、どうしても要介護度を認定さ

れている方とか、先ほどの高齢者福祉課が行う事業も年齢が 65 才以上という、そういった

方々のお住まいの場に対してが対象となってしまいます。 

●会長 高齢者向けのリフォームについての質問ではなく、住宅の耐震改修についてのリ

フォームを。 

●住宅課長 リフォームとしては、そういったことになります。 

●建築課長 ご指摘は、木造住宅の耐震改修のお話ではないかと思うのですが、多くの耐

震改修の助成制度も、一昨年だったでしょうか、通常の限度は 100 万円にしています。そ

れに、区内業者を使った場合については、更に 50 万円の上乗せということで補助の上限を

150 万円にしたところ、昨年度の実績は、診断は 46 件で改修は 24 件と、非常に高い率で

改修に移行されていますので、かなりこの助成制度の拡充が効果を現わしたと思っていま

す。 

●委員 話はわかるのですが、1 つは耐震化を進める上では既存不適格という建物ももち

ろんあるわけです。建築した当時はそういう建物でなかったとしても、昭和 56 年以降の建

物を含めれば、生活も変わるし家族構成も変わるので、自ずと建物をいじることになると

思います。その時点で、現況で不適格な建物になるという時に、せっかく区のそういう良

い制度があるけれども利用できない人がかなり多いので、それをこの耐震改修のところで

融資ができないかということです。 

●建築課長 耐震改修については、例えば現在の法律に合っていなければ認めないのかと

いうことです。つまり、今、既存不適格という話がありましたが、例えば完全に現在の基

準に合っていなければこの助成金が出ないということではありません。必ず直していただ

くのは、本区は「狭あい道路拡幅整備事業」を進めていまして、この道路に出てくる部分

は直していただく。しかし、その他の部分については、必ずしも現在の基準に合っていな

ければ助成金を出さないという運用は行っておりません。ですから、「内部をリフォームす

るという部分の補助金も」ということもわかりますが、耐震関係では少し弾力的な運用も

行っていますので、耐震改修に取り組んでいただけるものと思っています。 

●会長 せっかくですから、21 ページの 1-1 に白丸を加えて、少し耐震改修への助成につ

いて触れて、更に使いやすいようにしてほしいという要望がありましたので、検討を続け

ていただければと思います。 
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まだあると思いますが、また後で戻りますので、 初に資料 3-5 を審議し、それから戻

りたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料 3-5 に移ります。いかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 初の「[1]公共住宅等の供給量」のお話です。これを見ますと、全体として平成

25 年度末の 1,147 戸から供給量が減っています。 

資料 3-4 の 13 ページ「1-2 安心住まい提供事業の継続」で、タイトルは「継続」なので

すが、中身は継続から「強化します」になっています。特定整備路線を整備するのに、確

か、道路にかかる立ち退きの対象が 1,000 世帯程あったと思います。住宅の話でも、本来、

これは東京都の事業ですから、東京都が第一的にやるべき問題だとは思いますが、区も「沿

道まちづくり事業」などいろいろ関わっていますので、1,000 戸が立ち退きの対象になる

と、当然私は「安心住まい提供事業」はもっと増えるのではないかと思います。ところが、

200 戸 200 戸で供給量は変わっていないのです。それから今、脱法ハウスの問題で、本当

に突然転居を余儀なくされるというか、住宅弱者などいろいろなケースがあり、区は「こ

まめに相談に乗ります」と、確か前回の審議会でそのようなお話があったと思いますが、

やはりそういう方々もこういう住まいに入る対象になると考えるならば、私は「安心住ま

い提供事業」の供給量はもっと大幅に増えても良いのではないかと思います。それから、

区民住宅がマイナス約 301 戸に減っています。予算が相当減ってくると思いますが、そう

すると、それこそ道路をつくる問題ですとか、住宅になかなか困窮し自力ではマンション

に住めないという人が多数出てくる可能性がありますので、そういう意味では公共住宅を

もっと増やすべきだと思います。以上です。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 ご指摘の資料 3-5 の 1 ページの供給量についてですが、確かに「安心住まい

提供」については強化を図るといった表現を書いていますが、これが即供給量の増加につ

ながるかどうかということが、見極めきれないところです。といいますのは、平成 25 年度

末実績見込みのところをご覧いただきますと、概ね 30 戸ほど空きがあるという状況がこの

数年続いています。本来であれば、実情に合わせて「安心住まい」の数を減らしていくこ

とも求められると思っていますが、今、委員ご指摘のように、今後災害に強いまちづくり

であるとか、あるいは脱法ハウスから締め出されるような新たな「住宅弱者」の台頭とい

ったようものを踏まえ、そういった方々について、空き室となっている 30 戸から 40 戸程

の部屋について供給枠として活用するということを考えていますので、この 200 戸という

数が平成 30 年度時点で正しい見込みだったのかどうかは正直わかりませんが、ただ、現在

脱法ハウスから追い出された比較的若年稼働層の方々も「安心住まい」、あるいは家賃助成

の対象とするように適用範囲を広げるといった強化を図るとともに、「安心住まい」の空い

ている部屋については、必要に応じて入っていただく、こういった意味での強化を図りた

いということです。 
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●会長 よろしいですか。それでは、どうぞ。 

●委員 この「[2]家賃助成・住宅改善等」の一覧表の中に、「子育て世帯への家賃助成」

の数が載っています。「ソシエ」の契約借上げの契約期限がもうそろそろきていまして、持

ち主さんとの直接契約に移行していく時期だと思うのですが、そうなりますと、これまで

区が税金を投入してきた部分がもう少し子育て世帯や高齢者も含めて、さまざまな家賃助

成に活かしていくというか、拡大していく。そちらに力を注いでいくことが、区の主な施

策になってくると思います。 

それにしても「この数なのか」という、もう少し大胆に考えた方が良いのではと思いま

すが、その点はいかがですか。 

●会長 どうでしょうか。 

●住宅課長 確かに今、中堅所得者層向けに設計された区民住宅に膨大な一般財源を投入

しているという実態があり、その反省の意味も込めまして、区民住宅については一定程度

の目標を果たしたということで、20 年経ったら事業としては着々と整理縮小を図っていく

ことを決定しているところです。それにより浮いた財源について、別の住宅施策はその状

況により変わっていきますので、必要な施策に振り分けていくご指摘はごもっともだろう

と思います。それを今の段階で、「[2]家賃助成・住宅改善等」のところに数値として盛り

込むというのが、正直まだ見極めきれておりません。ただ、今ご指摘いただいた通り、「子

育て世帯への家賃助成」が 5 年間で 75 件ということは、年間あたり 15 件新規で受け付け

るという想定で設計しています。年間 15 件というのはどうしてかと言いますと、平成 21

年度から始めた事業で、それから 25 年度末までの 5 年間の実績見込みとして出したのが根

拠となっています。ただ今後、子育て世帯がどのように伸びていくかということにも連動

してきますが、少なくとも年間 15 件を新規で受け付けていくという計画で、ここでは書か

せていただいている次第です。よって、「浮いた財源を別の有効な住宅施策に」ということ

は、毎年の予算要望の中でぜひ反映させていきたいと考えています。 

●会長 どうぞ。 

●委員 「今、盛り込めない」という課長のご説明はよくわかりますが、私は前から申し

上げていますが、やはりその時に政策的な判断が必要になる時があるだろうと思っていま

す。豊島区のそういう施策判断が、今までの「ソシエ」という要するに「箱物で供給した

ものから家賃助成へ」という判断が今後絶対に必要になる時が来ますので、そこら辺も考

慮していただいて、「豊島区住宅マスタープラン」に盛り込めるかどうかは非常に微妙なの

はよくわかりますが、そこら辺はしっかりと目標を定めて区として取り組んでいただきた

いと思います。 

 もう 1 点です。先ほどから、サービス付き高齢者向け住宅のお話も出ていますが、午前

中もお話ししましたが、区内のサービス付き高齢者向け住宅は非常に高額で、裕福な高齢

者しか入れないような価格です。そうなってきますと、本当に住宅にお困りの方が入れる
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のかということで、サービスが加われば加わるほど高額になっていく、そこに食費も加算

すれば 20 万円は超えるであろうという値段設定になっていて、なかなか厳しい実態です。

必要な方にはどんどん入っていただければ良いと思いますし、入れる方にはぜひ安全を求

めて、安全安心のサービス付き高齢者向け住宅の普及は非常に良いのですが、そうでない

方という、今住んでいる家賃も本当に厳しく、家賃の補助さえあれば生活保護を受けなく

てもいいような方々への、特に高齢者世帯への家賃助成制度も今後考えていくべきだろう

と前から思っています。そこで確認ですが、ここには、「高齢者の住み替え家賃助成」しか

家賃助成としては入っていません。 

ただし、資料 3-4 の 14 ページを見ますと、「1-6 高齢者世帯への家賃支援」に「転居に

伴う」という部分を消しています。ということは、住み替えしなくても、家賃助成という

制度を考えていらっしゃるのか、そこまで私は見てしまうのですが、その点だけを確認さ

せてください。 

●会長 いかがでしょうか。住み替え以外も考えているかどうかです。 

●住宅課長 まず、「住み替え転居に伴う」というところですが、これは見え消しになって

いますが、転居は必要条件です。失礼いたしました。 

●会長 私からですが、資料 3-5 の 1 ページ目に、生活保護を受けて住宅扶助を受けた件

数を併記した方が良いと思います。あれは事実上家賃補助なので、実際には高齢者の生活

保護は多いので、実態では家賃補助をかなりされています。それが見えなくなってしまう

ので、それを併記した上で、こちらの資料 3-4 については「住み替え」は削ったままにし

て、そういうように考えた方がよろしいかと思います。どうしても、住宅政策課と福祉課

で所管が違うので書かなくなりますけど、実態上は非常に近いことを行っていますので、

これは一緒にした方がよろしいかと思います。 

●委員 今の高齢者の家賃の関係なのですが、国の方でも今、「第二のセーフティネット」

ということで、生活保護に至らないようにするために今後、身近に関連する中でそういう

法律も出てくるのではと思います。そういう部分もできれば今回、まだ法律が成立してい

ないので微妙なところですが、その点も踏まえた上でぜひこの住宅の方に入れていただけ

ればと思いましたので、一言発言させていただきました。 

●会長 本来は、高齢者が比較的安く居住できるためには、空き家を活用した高齢者のシ

ェア居住が普及しないとならないと思います。それが今、国の建築基準の運用で、いろい

ろ困難になっていて大きな問題です。豊島区は、公共が関わった空き家活用を行おうとし

ている自治体なので、その問題を今切実に考え一番感じていると思います。ですから、東

京都にお願いすると言うよりは、豊島区が「こうしては良いのでは」ということを提案し

て、リードするぐらいのつもりで行った方が良いと思います。東京が関わらない場合は、

実は闇で民間はたくさんやっていますし、公共が関わるというのは豊島区の特徴なので、

強く進めてほしいと思います。 
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他にいかがですか。 後にどうぞ。 

●委員 重なってしまい申し訳ありませんが、1 ページ目「[2]家賃助成・住宅改善等」の

ところです。高齢者等の入居支援が平成 25 年度末で 1 件で、それで、「高齢者住み替え家

賃助成」「子育て世帯への家賃助成」がありまして、現計画では各々40 件とか 450 世帯 60

0 世帯になっていますが、どうしてこの数字にしかならなかったのかということをお聞き

したいのと、後期の目標件数はどういう形で設定されたのかをお聞きしたいです。それか

ら、特に高齢者等の入居支援については、今回重点プロジェクトの一つとして「豊島区居

住支援協議会」で行っていると思いますが、そういう状況なので、逆に 10 件よりもっと多

くても良いのではないかというところです。その中で、資料 3-4 に戻らせていただいて、1

3 ページです。 

「1 高齢期の安心入居の支援」の「1-1 高齢者等の入居支援・身元保証の普及」で、1 つ

目の丸「不動産関連団体との連携により、高齢等を理由に入居を拒まない賃貸住宅のデー

タベースを「居住支援バンク」に集約することで、情報提供を行います」ということです

が、この「高齢者等」というのは多分、障害者やひとり親世帯が入っていると思いますが、

「高齢者等」というのはどういうことを言っているのかもお聞きしたいです。この文章を

読むと、このデータベースに登録した物件については一切入居を拒めないという状況に捉

えてしまうので、それはあり得ない話だと思うので、「等」というのはどういうところを見

ているのかを教えていただきたいです。 

●会長 お願いします。 

●住宅課長 まず 1 点目ですが、3-5 の 1 ページ目で、「高齢者等の入居支援」は平成 25

年度末で 1 件、のち後期 5 年でも毎年 2 件ずつ 5 年間で 10 件という見込みです。これは具

体的にどういうものかと言いますと、家賃助成ではなく、ご高齢の方、単身高齢者の方が

民間賃貸住宅に入る時に連帯保証人を求められることが一般的ですが、どうしても頼める

人が居ないという時に民間の信用保証会社と契約を結んでいただいて、それを連帯保証人

の代替措置として使っていただく時に、かかった保険料を住宅課で一部助成するという事

業を行っています。これも事業になります。その後に続く、「高齢世帯等住み替え家賃助成」

や「子育て世帯への家賃助成」は、平成 26 年から平成 30 年の後期 5 カ年で 50 世帯 75 世

帯になっているものが、現行の「豊島区住宅マスタープラン」の 74 ページではご指摘の通

り、確かに桁が 1 つ違っています。高齢者世帯ですと、前期 5 年間で 450 世帯、子育て世

帯だと同じく 5 年間で 600 世帯という、どうしてこんなに桁が違うかというご指摘だと思

いますが、これはカウントの仕方に問題があります。例えば、現行の「豊島区住宅マスタ

ープラン」が前期 5 年間で高齢者世帯が 450 世帯になっているのは、毎年 30 件新規に受け

付けるとした時、これは家賃助成を 5 年間継続しますので、平成 21 年度に新規に登録され

た人はその後 5 年間毎年家賃助成を受け続けるとします。平成 22 年度にまた 30 件の次の

方が来るとすると、平成 21 年度は新規の 30 件、平成 22 年度は 30 と 30 で 60 件、平成 23
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年度はまた新規の 30 件が入るので 30 と 30 と 30 で 90 件となり、この 5 年間の単年度の件

の部分は、30 件、60 件、90 件、続いて 120 件になると思いますが、これを全部足してい

くと 450 世帯になります。ですから、同じ世帯を 5 回カウントしているということですの

で、あまり意味が無いということで、後期計画におきましては、そういう重複カウントは

無くした結果、桁が 1 つ下がったという理由です。説明が十分できていませんで、失礼い

たしました。 

 2 つ目のご質問の、資料 3-4 の 13 ページ「1-1 高齢者等の入居支援・身元保証の普及」

の「高齢等を理由に入居を拒まない」というところで、イメージしていますのはあくまで

も高齢者、障害者、ひとり親家庭、それから先ほどの外国人も含まれ、いわゆる「住宅確

保要配慮者」と呼ばれる方々を対象に考えています。こういう方々は、家賃の滞納である

とか、連帯保証人が見つけられない、緊急時の連絡先もままならないということで、入居

を拒まれがちな背景を踏まえ、そういう方であっても一定程度、例えば「豊島区居住支援

協議会」で活動してもらっている NPO であるとかがバックアップして生活支援を執り行う

ことで、安心感をオーナーに与えることで、「そういう属性の人だから」と入口から拒まな

いようなるべく入居させてもらえるような、協力を取り付けた賃貸物件のデータベースを

「居住支援バンク」としてつくりたいと考え、それをここに書いたものです。 

●会長 よろしいでしょうか。 

●委員 ありがとうございます。それと、今の 初の「高齢者の入居支援」のところで、

連帯保証の引き受けで 5 年間 1 件だと思いますが、実際に申し込まれた数はもっと多いと

思います。申込みが 10 件で１件しか連帯保証をしていただけないというのは、制度の方に

不具合ではないですが、変えた形にすればもっと増えるような気がしますが、いかがでし

ょうか。 

●住宅課長 こちらにつきましては、5 年間、入居支援のための利用費の助成をするので

はなく、基本的には、ここに書いてある平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 カ年で 10

件というのは新規登録者の数だけです。5 年間で毎年 2 件ずつは利用してほしいという目

標値になっています。実際に、既に事業として立ち上がって久しいですが、毎年 1 件 2 件

程の実績しかありません。というのは、保険料についても、区の助成金があるといっても、

それは 初の 1 年目だけです。2 年目から保険料は契約された入居者本人が払わねばなら

ないので、お金を払ってまで保険会社と契約したくないという方が多く、なかなか利用実

績がないという状況です。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 資料 3-5 ですが、計画の中に目標値が書かれていて、今回、特に 後の方に新し

い 5 年間で 1 番の重点ポイントとして、先ほど会長がおっしゃっていましたが、空き家を

どう活用するかということで、課題等もいろいろ書いてあります。これに関して、 後の

モデル事業も踏まえ、これからいよいよ本格的にやっていく中で、逆に区としてどれほど
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の目標で空き家対策を行うという姿勢などが目標に出ていないという感じがしました。重

点ということで取り上げてはいますが、その辺はどう思われているのでしょうか。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 確かにご指摘の通り、「“重点プロジェクト”と銘打っているにもかかわらず、

指標のところに数字が入っていないのはおかしい」というご指摘はおっしゃる通りだと思

います。改めて、「重点プロジェクト」だからこそ、数値目標を掲げるべきだろうと思いま

すので、次回、どのような数値を入れるか検討させていただきたいと思います。合わせて、

この目標の指標ですが、入居者の世帯数を入れるのか、モデル事業の数を入れるのか、少

し考えなければならないと思いますが、いずれにしても「重点プロジェクト」としての成

果指標というものが、「豊島区住宅マスタープラン」の後期 5 年分計画で書く必要があると

思いますので、そのようにしたいと思います。 

●委員 合わせて、今の、表し方をどのようにするかというお話があったのですが、先ほ

どから繰り返して申し訳ありませんが、やはり高齢者の住宅面で、他の委員が「サービス

付高齢者向け住宅の入居料は高い」と言われ、シェアハウスとかやはり空き家の活用を行

っていかなければならないと思いますので、そういう部分も表していただければと思いま

す。 

●会長 今の件に関わって、ぜひ検討に入れてほしいのが、シェアハウスについてです。

高齢者のグループホームもそうですが、「建築基準法上寄宿舎で扱う」という通知が出たの

で、自治体としては非常にやり難くなっているのが現実です。愛知県がそれを受けて、「2

00 ㎡以下の戸建てについては建築基準法上では住宅と扱った上で、県が独自に適切な指導

を行う」と発表しました。やはり自治体は、議会が責任をとって行わなければならないと

駄目なのです。というのは、建築規制というのは、担当者が行うと、万が一事故が起きた

場合、担当者の責任になってしまいます。やはり議会で条例などをつくり、「豊島区として

責任をとります」という形をとった上で、承認されたシェアハウスについては住宅として

扱い、豊島区としては上乗せ規制として避難経路について適切に行います。 

そういうことをぜひ検討していただくと良いと思います。それをしないと、多分、数値

目標に出てこないと思います。他にいかがでしょうか。お願いします。 

●委員 私は「豊島区都市計画マスタープラン」の見直しに先週の土曜日に行ってまいり

ました。今、各 12 地区で見直しを進めていまして、私が所属しているのは池袋北地区で、

資料 3-4 の 9 ページに書いてありますが、私が居る上池袋、それから池袋本町地区におい

ては「不燃化特区木密 10 年プロジェクト」ということで、補助 73 号線と補助 82 号線が平

成 32 年まで東京都の事業として実施され、延焼遮断帯は道路の端から 30 メートルつくり、

当然耐火建築物にします。それに伴って、従来ある木造住宅を建替えなければいけないと

いう、それに伴う住居の移転等がかかってくると思います。特に池袋本町地区では、73 号

線と 83 号線が立体交差しますので、地区が道路によって 4 つに分断されます。それにより、
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町会の組織も変われば、商店街の組織も大幅に変わっていくということで、「豊島区都市計

画マスタープラン」においては、その工事は 73 と 82 号線の後背地とのバランスで非常に

大きな問題になっているということがまず 1 点あります。 

 そして、改定後の案の 6 ページに、住宅・住環境整備重点地区ということで上池袋と池

袋本町が入っていますが、「豊島区都市計画マスタープラン」の不燃化特区は平成 32 年に

終了する都市計画道路なので、それが上池袋と池袋本町に記載されていないような気がし

ます。しなくても良いのかもしれませんが、両地区においてはこれにより、住環境が大変

変わるという危機感を持っています。その辺は、「豊島区住宅マスタープラン」と「豊島区

都市計画マスタープラン」の整合性が上手く今回の「豊島区住宅マスタープラン」の見直

しの中に書き込まれているかどうか、大雑把な質問で申し訳ありません。 

●会長 それは「都市計画審議会」の側に近いので、それは別の場などで検討していただ

くということでよろしいでしょうか。それでは 後に。 

●委員 先ほどの高齢者に関しての質問です。「豊島区住宅白書」を見ますと、やはり高齢

者世帯というのは持ち家率が高く、1 番に上っています。豊島区は空き家が多いですが、

その中において高齢者の単身および高齢者の夫婦世帯では、一番持ち家率が多いようなこ

とが書いてあります。先ほど、他の委員からソメイヨシノの話が具体的に出ましたが、今

までずっと話を聞いていますと、高齢者と災害というものがとても結びついていると思い

ます。阪神淡路大震災も東日本大震災も、高齢者の被害が相当多かったということをいろ

いろなところから聞いていますので、ぜひ高齢者の持ち家に対して耐震が進んでいるかを。

極端に言えば、こういう審議会であれですが、それこそ高齢者の持ち家が耐震診断して耐

震化が必要であれば、まず 優先に手掛けていくとか、そういうこともとても必要だと思

いますので、その辺で高齢者対策と安心安全を合わせられないか。 

 今言ったように、「持ち家が多い」ということがあるので、持ち家についての実態調査も

述べた方が良いと思いますが、いかがでしょうか。 

●会長 それは、ご検討いただくということで良いですか。時間内でとても終わりそうに

ないので、またぜひ意見として。 

●委員 手を挙げていますので、ぜひ発言させてください。 

●会長 では、短くお願いします。 

●委員 ただ一点、危惧することを。先ほど、誰か委員さんが外国人についておっしゃっ

たのですが、豊島区は 7.1 パーセントも外国人が居るのに、「豊島区住宅マスタープラン」

の中で「外国人」と書いてあるところはたった 1 つだけです。資料 3-4 の 13 のところで、

あとは外国人は「その他など」に入っているだけで、これは差別しているのかと思います。

外国人が暮らしているということを、この「豊島区住宅マスタープラン」の中で、外国人

の施策をどこかに入れてアピールした方が良いと少し危惧しています。以上です。 

●住宅課長 わかりました。確かに、豊島区民の中でもかなり大きな数を占めるに至って
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いるという実態も踏まえ、決して差別していることはありませんが、視点として漏れてい

るというご指摘はおっしゃる通りだと思いますので、外国人についても漏らすことなく、

必要なところに明言をもう一度して、しっかり踏まえることで網羅している内容にしよう

と考えます。 

●会長 それでは、ご意見があれば、またぜひ事務局に出していただき、次回の審議会に

反映できればと思います。それで、パブリックコメントをかける前には、審議を尽くした

いと思いますので、次回、もし事務局案と違った場合は、皆さんにご相談してやり方を考

えたいと思います。それでは次回に向けて、良い意見をお願いします。 

 次回の日程について、事務局から候補をお願いします。 

●事務局 事務局よりご案内いたします。12 月上旬から中旬にかけまして、議員協議会室

の空き状況を確認いたしました。その結果、次の 4 つの枠で選択いただければと思います。

1 つ目は 12 月 10 日火曜日の午前、2 つ目は 12 月 11 日水曜日の午後 3 時以降、3 つ目は 1

2 月 16 日月曜日の午前、4 つ目は 12 月 16 日月曜日の午後です。なお、12 月 16 日月曜日

は議会の行事および監査委員定例協議会が開催されるという情報がありますので、お知ら

せいたします。 

●会長 それでは、順番に手を挙げていただき、決めたいと思います。12 月 10 日火曜日

の午前、ご都合が悪い方は手を挙げてください。多いですね。では、12 月 11 日水曜日の

午後 3 時以降、ご都合の悪い方は手を挙げてください。結構多いです。12 月 16 日の午前、

ご都合の悪い方は手を挙げてください。午後、ご都合の悪い方は手を挙げてください。あ

まりにも都合の悪い方が多いです。どうしましょうか。順番にこの場でやりましょうか。

●事務局 ほかの日になりますと、この部屋が空いてないのです。狭い部屋しか使えなく

なります。 

●会長 それでもいいです。 

●事務局 改めて事務局から皆さまにメール等でまた別の日をお聞きして、恐れ入ります

が、一番数が多く集まれる日で設定させ直していただこうかと思います。 

●会長 場所については、それほど気になさらないで結構です。むしろ委員の出席を優先

してご検討ください、お願いします。それでよろしいですか？ 皆さん。 

（異議なし） 

お願いします。それでは以上をもちまして、第 42 回審議会を終了させていただきます。

今日も活発なご意見をいただいて、ありがとうございます。 

それでは、どうもありがとうございました。 

（午後3時07分閉会） 
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会 議 の 結 果 

・前回第41回での審議や、委員から送付された質問・意見を踏まえ

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、第6章、第7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 

資 料 3－1  第41回 住宅対策審議会 発言要旨 
資 料 3－2  第41回 住宅対策審議会及び意見・質問シート 

に対する回答 
資 料 3－3  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 3－4   第42回 審議関係資料（４章・５章） 
資 料 3－5  第42回 審議関係資料（６章・７章） 
 
〈 参考資料 〉 
住宅白書（案） 
第41回 住宅対策審議会 会議録 
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