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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４４回) 

事務局（担当課） 都市整備部住宅課 

 
開  催  日  時 
 

 
平成２６年２月１２日（水）１０時００分～１１時３５分 

 
 
開  催  場  所 
 

議員協議会室（本庁舎４階） 

 
 
 
 
出 席 者 
 
 
 

 
委 員 
 

＜学識経験者＞

小林秀樹（会長）、定行まり子、加藤仁美、篠原みち子、佐々木

誠、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、浅見昭恵、片倉恵美子、戸田汎 
（敬称略） 

 
その他 
 

保健福祉部長、建築住宅担当部長、防災課長、環境政策課長、

福祉総務課長、障害者福祉課長、生活福祉課長、西部生活福祉

課長、中央保健福祉センター所長、子育て支援課長、都市計画

課長、拠点まちづくり担当課長、地域まちづくり課長、都市再

生担当課長、建築課長・マンション担当課長、建築審査担当課

長 
事務局 住宅課長、住宅課職員４名、コンサルタント１名 

公 開 の 可 否 公開・非公開・一部非公開     傍聴人数  ０人 
非公開・一部公開 
の場合は、その理由 

 

 
 
 
会 議 次 第 
 
 
 

１ 開 会 
２ 出欠確認、資料確認 
３ 資料説明 
４ 質疑応答 
５ その他 
６ 閉 会 
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審 議 経 過 

 

●住宅課長 定刻となりましたので、只今より、「第 44 回 豊島区住宅対策審議会」を開催

いたします。 

 皆さまにはご多用のところ、ご出席を賜り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 44 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。 

 本日の審議会の出欠状況ですが、2 名の方がまだ着席されていませんが、恐らくこの後

入席していただけると思っております。今、お越しになられましたので、本日は皆さま全

員お揃いでございます。 

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

数を満たしておりますので、有効に成立していることを報告いたします。 

それではまず、資料の確認をさせていただきます。資料 5-1 としまして、前回の「第 43

回 豊島区住宅対策審議会発言要旨」です。資料 5-2「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 5-3「豊島区住宅マスタープラン素案に対するご意見と区の考え

方」、資料 5-4「豊島区住宅マスタープランの改定案」です。参考資料としまして、前回第

43 回の審議会の会議録もお付けしております。皆さま、お手元に揃っていますでしょうか。

よろしいでしょうか。 

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」を席上配布しており

ます。毎回のことで恐縮しますが、審議会が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。 

本日の会議録につきましても、これまでと同様、発言者の氏名は記載せず、「委員」とい

う表現になります。会議終了後、事務局でまとめまして、皆さまにご確認をいただいた上

でホームページに公開してまいります。 

本日の審議会の予定ですが、12 時を目途にご審議いただく予定です。なお、大変恐縮で

すが、本日 11 時から新年度予算のプレス発表が予定されておりますので、関係理事者が退

席いたしますことを、あらかじめご了承いただきたくよろしくお願い申し上げます。また、

所用のため 11 時半頃にご退席する委員がいらっしゃいますので、この点につきましても、

ご了承をお願いいたします。 

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 おはようございます。それでは、審議に入る前に、まず事務局にお尋ねします。

傍聴の方はいらっしゃいますか。 

●住宅課長 本日、傍聴者はいらっしゃいません。 
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●会長 わかりました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。今回の住宅対策審議会は、パブリックコメント

を受けて、そしてその内容を踏まえての修正の確認ということです。たくさんパブリック

コメントがあるようですので、内容をご確認いただいて、できれば今日、 終確認が取れ

ればと思っておりますので、よろしくお願いします。 

それでは、事務局から資料説明をお願いします。 

●事務局 それでは、資料に基づき説明いたします。資料 5-1「第 43 回 豊島区住宅対策

審議会発言要旨」をお取り出し下さい。事務局より説明いたします。 

 それでは早速ですが、ご説明いたします。当資料は、「第 43 回 豊島区住宅対策審議会」、

平成 25 年 12 月 17 日、発言要旨として、前回、本日からですと前々回となりますが、1.

「第 42 回豊島区住宅対策審議会での意見に対する対応についての確認」と、2.「住宅マス

タープラン改定素案に対する意見交換」の構成でまとめたものです。まず、「第 42 回 豊島

区住宅対策審議会での意見に対する対応についての確認」についてです。委員の皆様より

いただきましたご意見と、それに対する回答・対応をご覧の通りまとめたものになってお

ります。 

次に、2 枚目ですが、真ん中少し下に、2.「住宅マスタープラン改定素案に対する意見

交換」ということになっておりますが、会長、委員の皆様、および区との間で、ご覧のよ

うな意見交換がありました。 

以上を受けまして、加除訂正等により内容を整えた上で、「豊島区住宅マスタープラン

（素案）」としてパブリックコメントを実施いたしました。当資料を本日の審議に際し、ご

活用いただければと存じます。 

説明は以上です。 

●住宅課長 続きまして、資料 5-2 をお取り出しください。 

昨年の 7 月に「第 40 回 豊島区住宅対策審議会」を開催し、その後、4 回の審議会およ

びパブリックコメントを実施しました。第 1 章から見ていただいたものとパブリックコメ

ントの内容等を本日「第 44 回 豊島区住宅対策審議会」でご確認いただき、 終的な審議

を行い、まとめたい思っております。 

会長、続いて資料 5-3 の説明に入らせていただいてもよろしいでしょうか。 

●会長 どうぞ。 

●住宅課長 それでは資料 5-3「豊島区住宅マスタープラン（素案）に対するご意見と区

の考え方」に入らせていただきます。今回お示しします「豊島区住宅マスタープラン（案）」

は、1 月 7 日火曜日から 2 月 6 日木曜日まで、約 1 ヵ月間お寄せいただいたパブリックコ

メントを反映させた案になっています。前回、12 月 17 日の「第 43 回 豊島区住宅対策審

議会」でお示しした素案に対し、数値や表現などを修正した箇所につきましては赤字表記

としています。そのため、パブリックコメントを実施するまでの間に修正した箇所につい
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ても、本日の資料では赤字表記としております。なお、パブリックコメントでいただいた

ご意見等の一部を反映した箇所については、青字表記としております。 

始めに、いただいたパブリックコメントの内容と、それに対する区の考え方をまとめま

した資料 5-3 をまずご説明申し上げ、その後、資料 5-4「豊島区住宅マスタープラン後期 5

年（案）」を説明いたします。それでは、5-3 の「豊島区住宅マスタープラン（素案）に対

するご意見と区の考え方」をお取り出しください。恐れ入りますが、座って説明させてい

ただきます。 

こちらは、先ほど申し上げました通り、1 月の頭から約 1 ヵ月間、「広報としま」やホー

ムページでパブリックコメントを募りました。この他にも、住宅課の職員が積極的に区民

の皆さんに「ご意見があればぜひお寄せください」と働きかけをした結果、今回は郵送 1

名、E メール 6 名、計 7 名の方から、意見件数としては 21 件のご意見をいただきました。

それに対する考え方等をまとめています。 

まず「2 意見の概要と区の考え方」です。これは、章ごとに意見を取りまとめています。

「第 3 章 住まいを取り巻く現状と分析」についてです。まず、１番ですが、「借家 8.6 万

戸をいかに区民・都民に提供するか、具体案を示して、東京都宅地建物取引業協会・豊島

区支部に具体的な協力を要請することが不可欠である。また、賃貸用および売却用空き家

の約 1.7 万戸に対する具体策の実施が火急の課題である」といったご意見をいただいてお

ります。これに対しましては、「空き家・空き室の利活用、住宅に困窮する方の居住支援を

目的とした「豊島区居住支援協議会」を平成 24 年度に設立したところですが、この中で、

宅地建物取引業協会や全日本不動産協会といった不動産業者にご協力をいただきながら、

「としま居住支援バンク」といったものを今月の半ばから運用開始いたしました。これと

合わせて、国や都の空き家等の改修助成と組み合わせることにで、空き家問題の解決の一

助にしたいと考えています。 

下に（関連記述）とありますが、これは本日お渡ししております、「豊島区住宅マスター

プラン後期 5 年（案）」の 87 から 90 ページの「第 7 章 計画の実現に向けて・7 重点プロ

ジェクト」に、今お伝えしました区の考え方をまとめてありますので、ご確認いただけれ

ばと思います。 

続いて 2 番です。サービス付き高齢者向け住宅についてです。「現在建築中のものは、家

賃やサービス料が高く、食事や介護をつけると月 20 万円以上かかってしまう。高齢者向け

優良賃貸住宅にあるような助成金があれば、助かる高齢者は多いのではないか」というご

意見です。これに対しましては、「所定の条件を満たした場合には、経費の一部を助成する

事業を、これは建設費助成も含めますが、実施します。その際には、高齢者向け優良賃貸

住宅と同様、入居者に対する家賃助成も既に制度化しています。関連記述は記載の通りで

す。 

ページをおめくりいただきまして、「第 4 章 計画の理念・観点・指標」に入ります。3
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番です。地球温暖化についてです。「確かに 20 世紀後半の約 20 年間温暖化現象が確認され

ているが、その後、現在まで 16 年間は低下傾向にある。また、1980 年頃までには、約 30

年間にわたり気温は低下傾向にあった。あまり“地球温暖化”と言って騒がない方が賢明

ではないか」というご意見です。これに対しましては、確かにご指摘のような所見もある

かと思います。ただ、地球温暖化については諸説あるのが現状です。その中で、豊島区と

しては、環境問題に対して早急な対応が必要であるとの認識の下、環境基本計画を現在策

定し、地球温暖化対策をはじめとする各種の取り組みを展開するという姿勢でおります。

4 番です。「住宅施策の目標が 6 つほど挙げられているが、限られた予算・マンパワーの

経営資源の中で、適正な優先順位をつけなければ、基本理念の達成が難しくなるのではな

いか」ということです。また、「豊島区は自治体の中でも、 多の人口密度になっている。

このことから極論を言えば、“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”は既に達成しているのではないか。既に人口過剰な範疇にあり、防災上からも“目

標 3 環境を大切にした住まいづくり”や“目標 5 安全に暮らせる住宅、住宅地の形成”を

優先的に解決していく必要がある」というご指摘です。これに対しましては、ご指摘の通

り、予算・マンパワーには限りがありますので、効率的な行政運営が求められます。ただ、

人口減少社会の到来も見据えながら、複層的・複合的な住宅施策をバランス良く実施して

いく必要があると考えています。6 つの目標は、今後の 5 年間の区の住宅施策を確かなも

のとしていく上で、いずれも重要なものです。優先順位をつけるといったことも難しいの

で、各目標における取り組み事項の相互連携を図りながら、着実に実施していきたいと考

えております。 

続いて 5 番です。良質な住宅ストックについてです。「長期的な観点での必要性は認める

が、物理的に課題が多いのではないか」というご指摘です。「過度に人口稠密になる可能性

もあり、防災拠点の整備やインフラ整備が伴わず、かえって都市としての機能不全に陥る

可能性もあるのではないか」というご指摘です。これに対しましては、木密地域の改善は

首都直下型地震等の切迫性が指摘されていることから、区においては喫緊の課題の一つと

捉えております。確かに課題は多々ありますが、この点につきましては、関係機関と連携

を図りながら、早期の改善に務めていく必要があると考えています。 

ページをおめくりいただきまして、「第 5 章 住宅施策の方向」に入ります。6 番です。「集

合住宅を街並み・景観に配慮したものとするように地区計画を定めるべきではないか」と

いうご指摘です。これに対しましては、区では今年度より、「豊島区景観計画」の策定に向

けて取り組んでおります。この計画の中でご指摘の集合住宅を含めた街並み、景観につい

ても検討・整理を進めております。 

7 番目です。「区道の沿道に、豊島区の象徴であるソメイヨシノ桜を植え尽くしてほし

い」というご要望です。これに対しましては、区の魅力創出ということで、公園を始めと

する公共施設敷地内でのソメイヨシノの植樹を進めています。区営住宅につきましても、
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居住者の理解・協力を得ながら進めたいと考えております。これに関しましても、関連記

述に記載しています。 

8 番です。オープンスペースの創出についてです。「抽象的に“土地の高度利用”“街区

整備”“建築物の共同化”というよりも、“噴水”“鑓水”を設置する方が山水を重宝する日

本人の心、さらには外国人の心にも訴えるのではないか」というご指摘です。これに対し

ましては、「高密都市でありながら“街区整備”や“建築物の共同化”を進めることで、“土

地の高度利用”を図り、もって、オープンスペースの創出や災害に強い安全な住環境を目

指します。ただ、こうして確保したオープンスペースに大規模な施設等は難しいですが、

水遊びのできる広場や避難場所等を整備することを考えてまいります。これにつきまして

は、確かにご指摘の視点が若干欠落しているように思いますので、本日お渡ししておりま

す「豊島区住宅マスタープラン後期 5 年（案）」の 53 ページに記述を追記しています。の

ちほど、資料 5-4「豊島区住宅マスタープラン後期 5 年（案）」をご説明する際に、触れた

いと思います。 

9 番です。「住宅密集地で老朽化したブロック塀が多く見られる。危険があり景観も損な

う。持ち主が高齢であったり、境界線の問題もあり、なかなか手が付けられないという実

態もあると思うので、区が調査して新しくしていくよう促していけないものか」というご

指摘です。これに対しましては、現在、区では、道路に面するブロック塀等で、地震等に

より倒壊の危険のあるものについて撤去費用・設置費用の一部を助成しています。ただ、

その他のもので区がイニシアチブをとって、調査し、新しくしていくよう促すことについ

てはまだ万全ではありません。ご指摘の点につきましては、関係部署との情報共有を図り、

今後検討していきたいと考えております。 

10 番です。「シェアハウスやコーポラティブハウスなどについて、もう少し踏み込んだ

記述や取り組みはできないか」というご指摘です。これに対しましては、シェア型居住に

つきましては、入居者同士の連帯や家賃の低廉化などメリットがある一方、住まいの貧困

化や安全性が問題となる事例も見受けられています。しかしながら、時代のニーズに応え

るとともに、安全を担保するにはどのような住まい方が適切なのかといった事例をまず集

め、様々な面から検討していく必要があると考えております。 

11 番です。「豊島区ではマンションがどんどん増え、戸建て住宅が少なくなっているた

め、三世代同居の割合が減り、子育て世帯の子育てに対する負担が大きくなっている。住

宅施策においては、今後は子育て世帯と親世帯の三世代同居や近接居住の支援を行い、子

育てしやすい街づくりの推進に期待する」というご意見です。これに対しましては、ご指

摘の通り、ファミリー世帯が平成 22 年以降増加に転じて、現在、待機児童対策を始めとす

る子育てファミリー世帯対策の強化に努めているところです。関係部署との連携の下、良

質な子育て世帯向け住宅の供給誘導を図るとともに、住宅課としましては引き続き、家賃

助成制度の普及に努めてまいります。 
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12 番です。「近年、単身世帯を中心に、匿名性を求めて転入してくる住人が多くなって

いる。区が主体的かつ積極的に自治会組織に加わることのメリットを具体的に提示して加

入推進をしていくことが求められるのではないか」というご指摘です。これに対しまして

は、ご指摘の通り、治安の維持ですとか、防災環境強化といった意味で、地域の連帯感を

図る必要性が叫ばれております。実際には、町会への加入を積極的に進め、ほぼ 100 パー

セント加入という実績を挙げている町会もあります。こうした事例を参考にしながら、単

身世帯の方でも地域の町会活動に参加しやすくなるよう区民部を初めとする関係部署との

連携を進めてまいりたいと思います。こういった視点についても欠けているように思われ

ますので、「豊島区住宅マスタープラン後期 5 年（案）」56 ページに記述を追記しておりま

す。 

ページをおめくりいただきまして、13 番です。「新築の住宅については、自然光・地中

熱の利用といったパッシブ建築化、太陽光発電、高効率給湯器、燃料電池といった省エネ・

創エネ化を推進すべきである」というご指摘です。これに対しましては、新築の区営住宅

を整備する際には、省エネ・創エネの機能を有するようになるよう配慮したいと思ってお

ります。また、区民の皆様にもそういった技術の導入が進められていることを周知し、普

及に努めたいと考えております。これにつきましては、「豊島区住宅マスタープラン後期 5

年（案）」の 46・63・64 ページにそれぞれ関連記述を修正しております。 

14 番です。「区営住宅の内装に国産材を積極的に利用すべきである」というご指摘です。

これに対しましては、林業の活性化につなげるため、一定以上の国産材を使った新築住宅

や家具、あるいは薪ストーブが代表例ですが、これらの購入費の一部を還元する「木材利

用ポイント事業」が実施されております。こういった木材の需要掘り起こしにつながるよ

う、木材の魅力に関する記述について視点が欠けておりましたので、「豊島区住宅マスター

プラン後期 5 年（案）」の 63 ページに追記しております。 

15 番です。「住宅確保要配慮者への支援に不公平な点があるのではないか。例として、

難病指定を受けて住宅に困窮している方や、高齢や認知があり本人に自覚がないため行政

の手の届かない方もいるだろう。そういった方にこそ、配慮が必要ではないか」というご

指摘です。これに対しましては、障害を持つ方につきましては、現在、グループホームの

整備・運営助成などを事業として行っていますが、確かにご指摘の通り、それ以外にも様々

な境遇に置かれた住宅困窮者がいらっしゃると思います。こういった方に対しては、必ず

しも保健福祉部だけ、都市整備部だけという縦割りではなく、多面的な支援が必要と認識

しております。区では、平成 24 年 7 月に「豊島区居住支援協議会」を設立しましたが、先

行して「障害者地域支援協議会」といった協議会も既に設置されております。こういった

福祉部局との連携を図りながら、福祉と連携した住宅の整備に今後取り組んでまいりたい

と考えております。 

16 番です。空き家対策についてです。「それ単体だけで取り組むことは適切ではない。
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例えば、単身高齢者世帯の広いお屋敷のような住居を住み開きする形でのシェアハウスや

SOHO といった形で複合的に組み合わせることが、有効かつ効率的な解決策になるのではな

いか」というご指摘です。これに対しましては、空き家を活用したグループホームや高齢

者と若者が一緒に暮らす住まいといった先進的な取り組みをしている地域があることは、

住宅課でも承知しております。そうした活用策が具体的に豊島区内にある空き家について

適用できるかどうか、物理的な制限等もありますので、実態を踏まえた上で検討していき

たいと考えております。 

「第 6 章 住宅関連施策推進計画」に入ります。17 番です。公共住宅等の供給目標につ

いてです。「直接的な住宅扶助から生活保護や児童手当などをベースとしたセーフティネ

ットを利用した、間接的な住宅扶助に今後は移行していくべきである。民間の賃貸住宅の

ストックを有効に活用することは、結果として住宅投資による地域経済活性化や地方税の

増収に結び付くと思われる」といったご指摘です。これに対しましては、今後の公共住宅

等の供給については、区営住宅、つつじ苑といった直接供給の他に、社会資本ともいえる

既存の民間賃貸住宅の利活用を推進することで、住宅セーフティネットの強化を図ってい

きたいと考えております。その他にも高齢者・ファミリー世帯などを対象にした家賃助成

を積極的に進めることで、空き家・空き室の解消とさらには地域経済の活性化を目指して

いきたいと考えています。 

 ページをおめくりいただきまして、「第 7 章 計画の実現に向けて」に入ります。18 番で

す。「東京ももうすぐ人口が減少する。空き家が多くなることは防災や治安の悪化を招きか

ねない。今後、高層集合住宅を建てる際には、人口の問題や老朽化住宅、街づくり、街並

みなどをどうするかという視点から業者も交えて考えるべきである」というご指摘です。

これに対しましては、人口減少社会の到来は、地域社会の将来設計にも大きな課題である

と認識しております。様々な対策として、条例を制定しておりますが、これら街づくりに

関する諸制度の活用や住宅マスタープランを初めとする行政計画の更新などを通し、区民

や事業者といった地域を構成する皆さんとの協働を図り、将来の街づくりを進めていきた

いと考えております。 

 19 番です。「区営住宅の入居資格において、“国に法改正を求める”等とは豊島区の主体

性の権利放棄に等しい。区の具体的な課題を挙げて、法改正の具体案を区民に示しつつ、

都・国に不都合な法律の改正を求めるべきである」というご指摘です。これに対しまして

は、区営住宅の入居資格につきましては、確かに公営住宅法が改正されたところですが、

こうした法改正の趣旨を踏まえる一方で、公営住宅にかかる歴史的経緯でありますとか、

これまでの都内における公営住宅の運用上の取り扱いについても十分配慮する必要がある

と考えております。また、ルームシェア、ハウスシェアといった新しい住まい方が台頭し

ておりますが、地域の実情に即した規制の適用ができるよう住宅関連法制度の整備を国や

都に提案していきたいと考え、関連記述に記載しております。 



 
 

１０ 
 

 20 番です。「超高齢化や単身化など、福祉・医療との連携が重要になってくる。また、

若年層や外国人などの住まい方では、シェアなど疑似的家族というものが実現すると相互

理解を育むコミュニティが生まれる。豊島区のように、多種多様な居住スタイルに対応す

るためには、行政だけではなく様々な団体との協働が不可欠である。また、そういった観

点から、「豊島区居住支援協議会」の役割をマスタープランに据えている点は評価できる。

先進的な役割を担うことで“豊島区スタイル”が確立されることに期待している」という、

応援のようなご意見もいただいております。これに対しましては、現在、「豊島区居住支援

協議会」は 3 つのモデル事業を実施しておりますが、居住場所の確保や住宅確保要配慮者

への対応、あるいはモデル事業実施団体との調整など、様々な課題に直面しながら実施し

ている状況です。協議会関係者との連携を図りながら、課題を一つずつ解決し、着実に歩

みを進めてまいりたいと考えております。 

 後に 21 番です。トイレに特化したご意見ですので、分類上、「その他」に入れさせて

いただきました。「鉄道の駅や公園には設置されているが、道路に 500ｍ毎に設置し、行き

交う人々の安全・安心生活に寄与するようにしていただきたい」というご意見です。これ

に対しましては、道路へのトイレの設置につきましては、道路法等の規制や地域における

トイレに対する需要、あるいは適正配置という面から慎重に見極める必要があると考えて

おります。こうしたことから、トイレの 500ｍ毎の設置につきましては、今回の「豊島区

住宅マスタープラン」では、触れてはおりません。 

 続きまして、資料 5-4「豊島区住宅マスタープラン後期 5 年（案）」に入らせていただき

ます。100 ページを超える膨大な量となっておりますので、資料 5-4 の説明につきまして

は、前回以降、修正や追記した主な部分について、かいつまんでご説明申し上げます。 

 ページをおめくりいただきまして、7 ページをご覧ください。一番下の、「第 2 章 住ま

いを取り巻く動向・2 東京都の動向［4］木密地域不燃化 10 年プロジェクトの策定」につ

いてです。どのページも同じですが、追記修正したところは、赤字表記にしております。

ここで①から③、およびリード文のところについて、こういった表記の追加をさせていた

だきました。 

8 ページをご覧ください。「3 豊島区の動向 [2]豊島区居住支援協議会の設立」のところ

です。住宅確保要配慮者について、前回の審議会の中で委員さんから、「外国人については

範疇に入らないのか」というご指摘がありましたので、ここに改めて「外国人」という文

言を付け加えております。 

22 ページ「第 3 章 住まいを取り巻く現状と分析・2 住宅施策の現状と課題」をご覧く

ださい。この後の 25 ページと共通の修正をしております。中ほどの、ライブピア池袋本町

の戸あたり費用について、修正をかけております。前回お示ししました数字は建設費だけ

を計算しておりました。それだけではなく、建設に至るまでの実施設計、基本設計という

ものも不可欠なため、それらの数字を追加し再計算しました。なお、ここは古い都営住宅
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が建っておりましたが、それにかかる解体経費、あるいは居住者の移転経費等は建設費用

の中に含んでいません。純粋に、新しく建物を作るにあたって、必要となる経費を再計算

したものを掲載いたしました。 

25 ページ中ほどの、池袋本町第二つつじ苑は、ライブピア池袋本町と併設の施設ですの

で、同じような視点から再計算いたしました。 

ところどころ、表の中で数字が変わっていますのは、例えば、本来は小数点第 2 位を四

捨五入して表すところを切り捨てにしていたものがありましたので、修正をかけたもので

す。 

ページを進めていただきまして、31 ページです。これは前回、会長からご指摘をいただ

きました、「住宅扶助について、実績がどの程度あるのか」というものを掲載しております。

平成 20 年度から 24 年度までの受給者数と決算額をまとめております。 

ページを進めていただきまして、35 ページです。「[3]住宅に関する助成事業④重度身体

障害者（児）住宅設備改善費給付事業」について、これを追記しております。 

41 ページです。「[5]その他の事業②住宅・不動産相談」です。これも前回の審議会で委

員からご指摘いただきました、区内の様々な関係団体の協力をいただきながら、住まいの

相談等を実施しているということを、ここに掲載いたしました。 

続きまして、ページが飛びまして恐縮ですが、68 ページです。「第 5 章 住宅施策の方向・

目標 5 安全に暮らせる住宅、住宅地の形成 1-2 住宅の防災性能の向上」です。これも、

前回の審議会で委員から、「災害時の被害を 小限に抑えるためにも、家具の転倒防止も、

実際に事業として実施しているので追記すべき」というご指摘を受けまして、ここに追加

しました。 

72 ページです。「目標 6 良質な住宅ストックの形成・2 住宅ストックバランスの適正化 

 2-4 空き家・空き室の有効活用の促進」についてです。赤で表記している通り、「単身者

用の住まいとして利用できるルームシェア型の住まい方について検討していきます」とい

う文言を、これも会長からご指摘いただき、やはり喫緊の課題の一つだろうということで

「検討する」と表記いたしました。 

ページを進めまして、89 ページです。「第 7 章 計画の実現に向けて・7 重点プロジェ

クト」です。前の資料でもご説明しましたが、「豊島区居住支援協議会」で活動するための

居住場所を募るため、2 月から「としま居住支援バンク」を立ち上げ、運用を始めました。

前回は仮称扱いでしたが、正式にはこういった名称で動き始めているところです。 

ページを進めていただきまして、99 ページです。用語解説です。多数ありますので、個々

の説明は割愛させていただきますが、こういった形で、新たに赤字で追記修正等をかなり

の数で行っているのがおわかりいただけるかと思います。 

ページをお戻りいただきまして、46 ページです。「第 4 章 計画の理念・視点・指標・2 

住宅施策の視点」です。 
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前回の審議会までにご指摘いただいた内容や、事務局で気がついた箇所を赤で修正して

いましたが、46 ページの「[5]環境にやさしい住まい・住生活の普及」は青字表記になっ

ております。これは先ほど申し上げました、パブリックコメントのご指摘を受けまして修

正ないし追記したところです。「再生可能エネルギーの活用による創エネルギーの推進」の

中の、「創エネルギー」といったキーワードを埋め込みました。 

続いて 53 ページです。「第 5 章 住宅施策の方向・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 1-1 オープンスペースの創出」です。先ほどもご説明申し

上げましたが、土地の高度利用によって確保したオープンスペースについては、「水遊びの

できる広場や避難場所等の整備を考えていきたい」という視点を加えております。 

続いて 56 ページです。「目標 2 ライフスタイルを大切にした住まいづくり 2-1 地域活

動に関する情報の提供」です。「地域の人達が協力し活動することで安心して生活できると

いう町会加入のメリットもあり、単身世帯が町会活動に参加しやすくなるよう、関係部署

との連携を進めていきたい」という視点を加えております。 

続いて 63 ページです。「目標 3 環境を大切にした住まいづくり  1-1 環境共生住宅の普

及・啓発」です。一番下に○を追加して、木材の有効活用についての記載を追記しており

ます。 

次に、1-4 公共住宅における環境への取り組み推進ですが、ここにも「再生可能エネル

ギーを活用した創エネルギーの推進」という言葉を埋め込んでおります。 

64 ページです。「2 環境にやさしい住生活の普及」2-1 環境にやさしい住生活の普及・

啓発の 後に、「情報提供による普及・啓発を図るとともに、再生可能エネルギー設備の導

入といった創エネルギーの取り組みを支援します」という文言を追記しております。 

資料の説明は以上です。 

●会長 ありがとうございました。それでは、ご質問、ご意見をお受けしたいと思います。

 「豊島区住宅マスタープラン」に対する委員の皆様のご意見と、パブリックコメントを

受けて本文を修正したということです。どこからでも結構ですので、皆さんのご意見が反

映されているかどうか、あるいはパブリックコメントの意見について、皆さんから追加の

ご意見、あるいはご質問をお聞かせください。いかがでしょうか。 

 私から 1 つ質問です。パブリックコメントの中で、「国に対して提案するだけではもの足

りないのではないか」とありました。 

●住宅課長 19 番です。 

●会長 これは、もともとマスタープランに記述した時はどのような趣旨でしたか。 

●住宅会長 趣旨でいえば、「豊島区住宅マスタープラン後期 5 年（素案）」86 ページ、「第

７章 計画の実現に向けて・5 国・東京都への提案」です。「今、求められている住まいに

対する課題について、主体的な住宅施策を推進するために、住宅関連法制度の整備や住宅

施策の拡充等について提案・要望を行っていきます」という、割と抽象的な言い方をして
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おります。この中で、「具体的に入居資格について法改正を求めるというのは、地方分権の

流れから考えましても、自治体としての主体性が欠けているのではないか」、そういったご

指摘かと思っております。ただ、これにつきましては、区営住宅で入居資格だけについて

取り上げるのではなく、全般的に必要とされる住宅関連法制度の整備について、必要に応

じて国・東京都へ提案したいという考え方で整理しております。 

●会長 67 ページにも関連記述があります。この趣旨はどのような内容ですか。記憶が薄

れたものですから、確認のためです。 

●住宅課長 「第 5 章 住宅施策の方向」の 67 ページ「目標 4 安心して住み続けられる住

まいづくり 4-2 区営住宅の入居資格の適正化」が、恐らくご指摘いただいた発端の部分

かと思われます。1 つ目の○についてです。区営住宅は、本来低所得者向けの住宅ですが、

フローの部分のみで収入審査をするのではなく、預貯金という資産についても、本来は審

査の対象にしなければならない。極端な話では、「貯金で何千万円もお持ちの方が、“年金

が少ないから”という理由で公営住宅に入ってしまうことはおかしいのではないか」とい

うご指摘は前々からいただいています。しかし、資産についてまで調査する権限が我々に

は与えられておりません。そういった意味で、国に法改正を求めるという内容です。 

 そして、2 つ目の○は、高額所得者や収入超過者に対する明け渡しに対する規定につい

てです。現行の法令は、「努力義務」や「明け渡しを求めることができる」という表現にな

っています。収入超過者は低額所得者ではない方々になりますので、退去していただき、

ご自身で住まいを見つけてもらえるよう法改正をしてもらいたい、そういった趣旨を書い

ております。 

●会長 思い出しました。一言で言えば、資産調査の権限がないということですね。それ

はやはり、豊島区だけでは対応できない問題であるという、そういう理解でよろしいでし

ょうか。 

●住宅課長 はい。 

●会長 それでしたら、回答の部分にそのことを少し書かれてはいかがでしょうか。 

●住宅課長 わかりました。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 本文 53 ページの「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 1-1 オープンスペースの創出」についてです。パブリックコメントの 4 ページ 8 番

のご意見ですが、豊島区では各地域には公園や児童遊園がたくさんありますけども、水遊

びができるような広場は今現在どのようになっていますか。 

●事務局 例えば、日出町公園のような形です。夏場には、噴水というような設備ではあ

りませんが、流水で子どもたちが水路の中で裸足で遊べるような設備はあります。 

●委員 私は北区にすごく近く、「みんなの公園」に近いのですが、あそこは幼児が来て遊

ぶことができるようなスペースがあります。ああいうものは良いと私は思っています。一
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方、駒込駅前にある、山水という噴水や川の流れを作るような公園を整備しましたが、実

際には止まってしまい水も流れていない状況です。区民がイベントを行う場合、今は無駄

なスペースになっているので、それを埋めてイベントのしやすい公園にした方が使い勝手

が良いのではないかというご意見も出ています。水遊びができる広場や噴水がある公園と

いうのは自分も良いと思いますが、常に噴水が出ていないと意味がないと思います。作っ

たはいいが、結局は宝の持ち腐れで、後で壊すような話になるかもしれません。作る以上

はそれが常に動き、区民にとって良い環境になるような形に常にしておかなければ、言葉

だけが独り歩きし実態が伴わないのは非常に悪いと思うので、その辺を指摘したいと思い

ました。いかがでしょうか。 

●住宅課長 ご指摘の通りだと思っております。美辞麗句だけ並べ、できもしないことを

書くというのはプランとしてふさわしくないと思います。ただ、公園緑地課にも確認は取

っているところですが、本来、オープンスペースというものは、いざという時の避難場所

になるので、噴水のような施設はその目的から外れるのでふさわしくないとのことでした。

ただ、いざという時に水が使える機能はあっても良いので、「水遊びのような範囲であれば

可能」という見解はきいております。委員のご指摘と同じように、「大掛かりな噴水を作る

というのは、現在では区としても考えていない」という考えを確認しております。 

●会長 記述もこれで結構ですね。他にいかがでしょうか。お願いします。 

●委員 パブリックコメントを見ていますと、空き家・空き室のことを懸念する意見が結

構見当たる気がします。新聞でも、 近、「空き家をどうするか」という問題が取り上げら

れています。これはマンションに限った話ですが、聞くところによると国の方でも、耐震

化に劣る老朽化マンションを建て替えるのか、改修するのか。あるいは敷地売却にもって

いくのか。多分、老朽化で所有権放棄されたようなマンションは敷地売却にいかざるを得

ないと思いますが、そういう形で「良質でないストックを壊す」というと言葉が悪いです

が、そういう方向に国は向かうように私は感じています。それが良いかどうかは別にして、

今回のマスタープランでは、空き家・空き室の有効活用は書かれていますが、良質でない

空き家・空き室を一体どのようにするのかについては特に触れていないので、できればそ

れを「今後どのようにしていくのか」「検討する」という程度は書いてもいいかと思います。

例えば、72 ページの「第 5 章 住宅施策の方向・目標 6 良質な住宅ストックの形成 2-4 空

き家・空き室の有効活用の促進」がありますが、表題からするとここに入れるのは変です

が、もう 1 つ項目を設けて、例えば「良質ではない空き家・空き室を今後どうするかを検

討する」というような文言を入れてもいいかと思いました。 

●会長 事務局はいかがでしょうか。 

●住宅課長 まさにご指摘の通りだと思います。そういう視点に対する具体の記載が不足

していると考えます。「第 5 章 住宅施策の方向」で 6 つの住宅施策の目標を出しています

が、委員ご指摘の「良質ではない空き家・空き室の解消法」というような意味合いの目標
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立てをしていなかったため、そういう視点が欠落していると思います。今から 7 つ目の目

標を立てるのは大掛かりになりますので、委員ご指摘の通り、「目標 6 良質な住宅ストッ

クの形成」の中に、何かしらの形でそういう視点も表記していきたいと思います。 

●会長 よろしいでしょうか。質問です。各区で空き家対策条例が制定されていますが、

豊島区の場合、今どのような状況ですか。 

●建築審査担当課長 建築審査担当課長です。豊島区においても、2 月 14 日から第 1 回定

例会がはじまります。空き家だけでなく修繕・管理が十分ではない建物が増えており、そ

の対策といたしまして、「仮称建物等の適正な維持管理を推進する条例」を上程してまいる

予定です。 

●会長 わかりました。それでは、どこかに入れてください。よろしくお願いします。他

にいかがでしょうか。 

●委員 パブリックコメントの 1 番についてです。これも空き家の話ですが、「宅建協会に

空き家の件でお願いしたら決まる」というような内容でしたが、「不動産業者に頼んでもな

かなかそうは決まらない。豊島区でなんとかしてほしい」と書いてあるのだと思いますが、

業者からしてみると、部屋を綺麗にするなどの付加価値は高めることはできますが、豊島

区としてもっと広い意味で住環境を整えてもらうべきではないか、住環境のところにも入

っています。「第 3 章 住まいを取り巻く現状と分析」の 19 ページに[3 住環境]があります

が、①接道状況しかないのです。もう少し、住環境で豊島区が PR できることはないか、

これだけでは意味がよくわからないと思いました。道路の実情でも、今は建替えした時に

4ｍ道路が一番増える可能性が高いと思います。ここには、「2ｍ～4ｍ」「4ｍ～6ｍ」と書い

てありますが、4ｍ道路がどちらに入るのかがわかりづらく、2ｍ未満の住宅数が増えてい

るのはどうしてかなど、この辺のことがもう少し詳しくわかると良いと思いました。この

書き方について教えてください。 

●会長 事務局はいかがですか。 

●住宅課長 今のご質問についてですが、直接、狭あい道路の整備を担当していないので、

不確かなところがあれば申し訳ございません。豊島区内にあります 4ｍ未満の狭あい道路

については、日頃から区でも指導等を行い、「住宅の建替え等を行う時には必ず中央線から

2ｍはバックしていただく」ということを日々努めています。そういった地道な活動を通じ

て、徐々に 4ｍ未満の道路を減らしてきているという背景があるのだろうと考えます。 

●会長 多分、ご質問の趣旨は、「接道状況だけではなく、空き家を本格的に少なくしてい

くためには豊島区全体の住環境が良くなって欲しい」ということだと思います。「そのため

に、接道条件以外の内容も入っていたらどうでしょうか」というご指摘だと思います。 

●委員 はい。 

●会長 住宅白書では、何か住環境についての記述はありますか。住宅白書は 32 ページで

す。公園の整備状況が入っています。何か不動産観点から、「こういう項目があると豊島区
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を PR しやすい」というようなものはありますか。 

●委員 例えば「半径 200ｍ以内に学校が必ずあります」とか、住み良さでしょうか。道

路だけではないと思います。公園も 1 つだと思いますし、パブリックスペースでしょうか。

●会長 住宅マスタープランということで、多分、他の部局に関わることが入っていない

と思いますが、住宅白書には公園は入っておりますし、他に保育所とかは入っていますか。

●住宅課長 住宅白書には、保育所の場所や数の掲載はありません。 

●会長 待機児童数も入っていませんか。 

●住宅課長 入っていません。住宅白書ということで、確かに範疇をどこまでカバーすべ

きかという議論はあると思いますが、例えば、都市施設の更新や道路拡幅まで広げてしま

うと、ほとんど都市計画マスタープランと内容が重なってしまうため、基本的には住まい

方に関するところに焦点を当て、「豊島区住宅マスタープラン」を書いているつもりです。

委員ご指摘の通り、本来なら確かに広くいろいろなデータ等を取り寄せ、その上で住まい

方について論ずるというのはおっしゃる通りだと思います。若干、力量不足なところがあ

るのは申し訳ございません。ただ、空き家・空き室の活用について、例えば、いわゆる違

反物件をどうこうするという視点ではなくて、手を加えれば十分使える良好な空き家・空

き室と、住宅に困っている人とをいかにマッチングしていくか、そのためには、例えば、

家賃助成が必要だったり、住宅のオーナーさんへの理解の取り付けであったり、あるいは、

入居保障の連帯保証制度をどうするのかといったことに焦点を当てて、住宅マスタープラ

ンの中に書いてあります。すなわち、どちらかというと街づくりといったハードよりは、

住まい方といったソフトに焦点を当てて、計画を作っていると捉えていただければと思い

ます。 

●会長 よろしいでしょうか。多分、豊島区の他の行政情報がありますので、それと合わ

せてというところです。 

●委員 もし、住環境のこの接道のところに書くのでしたら、住宅白書は「4ｍ未満の道路

が何パーセント」と書いてあるのですが、住環境が良いと書くのであれば、「例えば、4ｍ

以上に接道している件数が何パーセント増えた」というように、その辺を加味すれば良い

かと思いました。 

●会長 件数が増えているということですね。確かに、このデータで見ると、平成 20 年に

かけて 2ｍ未満が増えている理由が、説明し難いところはあります。これは、住宅・土地

統計調査が抽出調査なので、1/10 程ですか記憶が定かでありませんが、全数調査ではない

ので誤差が発生したということではないかと思います。追記した方がいいかもしれません。

この見方についてです。 

●住宅課長 確かにご指摘の通り、平成 20 年にどうして増えるのかは、疑問を感じられる

と思いますので、そこは追記したいと思います。 

●会長 それでよろしいでしょうか。 
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●委員 はい。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 パブリックコメントの 12 番です。56 ページの「第 5 章 住宅施策の方向・目標 2 

ライフスタイルを大切にした住まいづくり 2-1 地域活動に関する情報の提供」で、町会

のことがかなり深く反映されていると思います。ここまで反映するのであれば、治安の意

味でも、町会では非常に空き家の問題を注目していますし、空き家をこの地域にとってど

のように利用すればいいかという情報を一番持っていますので、その後の「目標 6 良質な

住宅ストックの形成 2-4 空き家・空き室の有効活用の促進」や、「第 7 章 重点プロジェ

クト」のところにも、むしろ町会というものをもう少し活用というか、関わってもらうこ

とが入っても良いのではないかと思いました。第 5 章にここまで書き込んでいますので、

一緒に進めていくことがあると良いと思いましたが、いかがでしょうか。 

●会長 いかがでしょうか。 

●住宅課長 おっしゃる通りです。もはや、行政だけですべてをやりきる時代ではありま

せん。地域のことを一番良くご存じなのは町会の方々だと思いますし、行政が一方的に「こ

ういった施策を実施します」と言っても、地元の反発があると上手くいかないのが現状で

す。その意味では、設計段階から主旨を説明して町会の方々のご協力を積極的に得ていく

ような視点が、今後一層必要となると思いますので、それについての記載も書いていきた

いと思います。 

●会長 そうですね。先ほどの修正箇所は単身者の項目に入っていますので、単身者に限

らずということで、どこかに入れていただければ良いと思います。「第 7 章 計画の実現に

向けて」の 84 ページに、「[2] 区民の役割」と書いてありますので、自治会のことについ

て追記していただくよう、ご検討いただければと思います。 

 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 大きく 2 つあります。まず、先ほどのご質問の「第 3 章 住まいを取り巻く現状と

分析」の 19 ページ「住環境」の関係です。住宅白書の中には、住環境の問題や基本的な指

標の地区別の比較が出ています。今回の「豊島区住宅マスタープラン」の中でも、住環境

の代表的な指標として「接道状況」が出ているということが少し気になりました。できれ

ば、この住宅白書の中にあるデータの中から、例えば、建て方とか建築時期など、そのよ

うなものがあった方がいいのかと思いました。ただ、両方をセットで見るということであ

れば問題はないのかもしれませんが、建築時期とか建て方に関しては、空き家の問題とも

関わってくると思いますし、そういうデータはあった方が良いと思いました。その他にも、

あった方が良いデータはあるかもしれませんが、それが 1 つです。 

 もう 1 つは、先ほどもお話がありましたが、地域活動というか地域コミュニティをどの

ように創り出すかということが、私は何よりも第一歩だと思っております。そのことが全

体にばら撒かれているようであり、しっかり書かれていないと言うと語弊がありますが、
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強く書いてあるところがあっても良いかと思いました。そういう意味では、会長がおっし

ゃっていた 84 ページの「[2]区民の役割」もあると思いますが、例えば、今後一番問題に

なると思われるのが、高齢者の一人暮らしです。そうしますと、「第 5 章 住宅施策の方向・

目標 2 ライフスタイルを大切にした住まいづくり」の 59 ページ辺りに、地域コミュニテ

ィとの関わりなどを本来なら入れるべきかと思いました。「1 高齢期の安心入居の支援 1

-4 ひとり暮らし高齢者の生活支援の問題」があり、その中に含まれているのかとも思いま

すが、もしそうであればその部分に強い書き方をした方が良いと思いました。 

 そして、59 ページの「1 高齢期の安心入居の支援」というタイトルも気になっています。

全体にどのように住宅施策を行っていくかという制度の話と、住宅の供給の話と、ハード

のような話になっているかと思いますが、やはりコミュニティの問題をもう少し入れた方

が良いと思います。そういう意味では、「高齢期の安心入居」ではなく「安心居住」とか、

そういう言い回しの方が的確で、少しソフトの提案も書きやすくなるのではないかと思い

ました。その 2 点です。 

●会長 できれば、本日中にどのように修正すれば良いかまで確認をしたいので、先ほど

のデータについては、住宅マスタープランに全てのデータを載せるわけではないので、重

要なものがあれば具体的にご指摘いただければと思います。これでも構いませんか。 

●委員 区の考え方も伺いたいですが、建築時期や建て方もあっても良いと思いましたが、

いかがでしょうか。 

●会長 事務局はいかがでしょうか。住宅白書に入っているのであれば、その箇所を指定

していただければと思います。 

●住宅課長 今、ご指摘いただきました点ですが、「第 3 章 住まいを取り巻く現状と分析」

の中の 16～17 ページが住宅白書と連携をとった章立てになっています。例えば、17 ペー

ジ「③建て替わっている老朽住宅」では建築時期別の住戸数、「④新設住宅着工数の推移」

も出してあります。なお、住宅白書と住宅マスタープランは、毎回 5 年置きの同じタイミ

ングで見直していますので、そういった意味では副読本ではないですが、併せて読んでい

ただくことを想定して作っています。逆に言えば、同じ内容を両方の冊子に掲載するのも

いかがかなという気もしますので、併せて利用いただく扱いにしてもらえればと思います。

 2 点目の地域コミュニティの再生についてですが、ご指摘の通りだと思います。高齢者

の安否確認や見守り体制といったものは、行政だけではできかねる部分があります。ご指

摘の、住宅マスタープランの 59 ページ「1-4 ひとり暮らし高齢者の生活支援」を改めて読

んでみますと、「保健福祉部門等と連携し」と書いてありますので、町会というイメージが

なかなかうかばないと思います。こういうところにも、委員ご指摘のように、「地域コミュ

ニティ活性化・再生を図るためにも、町会とも積極的な連携を図り」といったものを文字

として見せていく必要性があると思います。また、「第 7 章 計画の実現に向けて」の 84

ページ「2 区民の役割」に、「町会に期待される役割」や「協力のあり方」などについて、
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もう少しボリュームを割いて書きたいと思います。 

●会長 今の修正でよろしいでしょうか。 

●委員 結構です。住環境の方も結構ですし、先ほどの一人暮らし云々のところとまとめ

のところも結構でございます。考え方を入れてほしいということです。 

 もう 1 つ言い残したことがありました。地域で助け合いながら生活をしていくという面

では、自治会や小学校区といった単位が生活圏として非常に重要な気がします。それが一

体どのようになっているのか、そういう地図があっても良いのではないかと思いました。

その辺はいかがでしょうか。 

●住宅課長 確かに、学校区単位での範囲を示す地図は掲載しておりません。 

●会長 私からいいですか。福祉計画は別途作られているのですね。そこでは、地域包括

ケアの範囲の図は出ていますでしょうか。 

●住宅課長 地域包括支援センターというのが区内に 8 つありますが、そのカテゴリーで

区分けをしているかと思います。 

●会長 地域包括ケアは、国の方針としては中学校区に 1 つ設けて、それで地域の福祉サ

ービスはもとより、地域コミュニティとの連携を図るということが目標ですから、そちら

で今回は表現をしていただくということでいかがでしょうか。 

●委員 結構です。ありがとうございました。 

●会長 他にいかがでしょうか。 

●委員 パブリックコメントの 2 番「公共住宅の供給」についてです。サービス付き高齢

者向け住宅について、「家賃やサービス料が高く、食事や介護などをつけると 20 万円以上

はかかってしまう。年金だけでも入居可能な住宅はできないか」と書いていますが、今国

会では 4 月から介護保険法の改定がありまして、介護度の軽い要支援 1、2 に関わるサービ

スが外れてしまうこともあって、この法律が成立してしまうと、私は事業者の供給にも相

当ブレーキがかかってしまうのではないかと思います。これまでの 5 年間の実績があり、

後期の目標を 20 と立てていますが、この見通しは可能なのかが 1 つです。 

 それから、この方の意見は、「年金でも暮らせる入居可能なサービス付き高齢者向け住宅

がほしい」というのが主ですが、この回答では十分ではないと思います。 

●住宅課長 まず1点目の今後の見通しですが、「豊島区住宅マスタープラン後期5年（案）」

の中で将来の供給目標計画を立てている数値につきましては、既に区内で建設中の物件の

数を基に推計値として出しております。現在 2 件で、合わせて 80 数戸程になりますが、サ

ービス付き高齢者向け住宅の建設供給が今後もなされると思います。豊島区も地価が高い

土地柄ですので、外辺区ほど数は伸びないだろうと思っております。そういったところで、

住宅マスタープラン中の数値としては、比較的固く見込んでいるつもりです。よって、外

部環境で、先ほど委員ご指摘の通り、法改正や大きな動きがあるとこの見込みも変動する

ことはあるかと思いますが、現時点ではこのぐらいの数値は供給されるのではないかとい
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う見込みで立てています。 

 2 つ目の、「“年金だけで入居可能な住宅がほしい”という意見に対する回答が不足して

いるのはないか」というご指摘です。ここで、20 万円と書いていますのは、基本的には家

賃、共益費、1 日 3 回の食事代とサービス費用全て込みになります。サービス費につきま

しても、供給する事業者によって様々ありまして、20 万円を割ることもあれば逆に上回る

ような事例もあるかと思います。いずれにしても、20 万円が家賃ということではないので、

家賃相当額については所得に応じて、本区の場合は家賃助成を 大月額 4 万円としていま

すので、家賃負担の軽減化は図れるかと思います。これに加え、食事の提供を施設で受け

るか、あるいはご自身で作ることにすれば、工夫次第で年金だけでも対応することができ

ることも可能ではないかと考えています。 

●会長 いかがでしょうか。豊島区でサービス付き高齢者向け住宅をサービスも含めて 20

万円以下で提供しようとすると、やはりある程度は共同居住のようなことを考えていかな

いと価格は下がっていきません。「第 5 章 住宅施策の方向・目標 6 良質な住宅ストックの

形成」の 72 ページ「2-3 ルームシェアによる住宅ストックバランスの適正化」の中の、「フ

ァミリー向け住宅を単身者用の」と書かれています「単身者用」の中に、「高齢単身者」も

含んでいると思います。グループリビングと言われる居住があるので、そういうものをこ

こでは含んでいると解釈はできますが、それを少しわかりやすく、ここに「高齢者」とい

う言葉も入れてはいかがでしょうか。そうすると、私の推定では大体 15 万円程には下がる

と思います。それ以下に下げようとすると、サービスを下げなければいけないので、なか

なか簡単ではないです。 

 あとは、健康な方でサービスが不要であれば、恐らく 5～6 万円程で住めるかと思います。

サービスや食事が追加されると、やはり 15 万円程になると思います。そういうことでよろ

しいでしょうか。 

●委員 はい。 

●会長 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

●委員 パブリックコメントを見ますと、「空き家の有効活用」についてのコメントが多い

と改めて感じました。その中で、「第 5 章 住宅施策の方向・目標 6 良質な住宅ストックの

形成」の 72 ページに「2-4 空き家・空き室の有効活用の促進」と明記されていますが、こ

れは、住宅ストックバランスの適正化ということで、問題となっている空き家をどうする

のかという視点だと思いますが、もう少し視点を変えると、これを魅力にすることもでき

るのではないかと思います。世田谷区では、空き家の活用事業で、「魅力」という視点が入

っていまして、豊島区と比べると分があると感じました。もし可能であれば、この空き家

活用に関して、「魅力にもなり得る」ということをどこかに謳えないかと考えます。以前に

も「保存・再生という言葉をどこかに謳ってほしい」と申し上げましたが、前回欠席して

発言できなかったので「良質な空き家を上手く活用して、魅力になる」という言葉を盛り
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込んでいただきたいと思います。具体的には、「第 5 章 住宅施策の方向・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」の 53 ページ「2 地域の魅力を活かした

住宅地の形成」の中です。魅力というのはなかなかわかりづらく、具体性がないという気

がしていたので、例えば、ここに 1 つ項目を増やしていただき、保存・再生と空き家の活

用を掛け合わせたような表現にしていただくのはどうかと考えております。いかがでしょ

うか。 

●会長 事務局はいかがでしょうか。 

●住宅課長 確かに世田谷区や、近いところでは文京区でも、空き家を活用した、いわゆ

る住まいの場としてではなく地域コミュニティの拠点に利活用されている事例は承知して

います。住宅マスタープランですので、どうしても住まいに軸足が移ってしまい、住まい

ばかりの記述になっている感は否めないのですが、先ほどのように周辺住民が団らんをす

る場として空き家を利活用する、それは結局、空き家の魅力にも繋がり得るのではないか

と思いますので、そういう文言をどこかに追記していきたいと思います。 

●会長 どこに追記するのがよろしいでしょうか。「既存住宅を地域の資源とみなして、空

き家を有効活用していくことが望ましい」という趣旨のことが入っていれば伝わると思い

ます。53 ページでも結構ですが、どこかに追記していただければと思います。 

●住宅課長 工夫して、親和性のあるところに付け加えたいと思います。 

●会長 他にいかがでしょうか。大体、出尽くしましたでしょうか。 

 私から細かいことで 1 つだけあります。96 ページの名簿の私のところに、「日本マンシ

ョン学会会長」と入っていますが、これが入っているとマンションのことばかりのような

感じがします。戸建ても十分考えていることが扱いとしては望ましいので、これは削除し

てください。 

●住宅課長 失礼いたしました。 

●会長 他にいかがでしょうか。もしご意見がなければ、先ほどの修正を確認して、これ

を案としてお認めいただければと思います。ありませんでしょうか。 

●委員 「第 5 章 住宅施策の方向・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」の、55 ページ「4 四季を感じられるまちづくり」に「4‐2 みどり豊かな

まちづくり」があります。私は今、「グリーンとしま」再生プロジェクトの実行委員に入っ

ています。これは、宮脇昭さんからはじまり、豊島区の高野区長が 1 年間に 1 万本の緑の

苗木を育てるという計画でずっと続いています。この状況の中で、「グリーンとしま」につ

いて、ここで触れるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

●会長 具体的にそのような活動があれば、書かれることに支障はないと思いますが、事

務局はいかがでしょうか。 

●住宅課長 ご指摘の通り、毎年 1 万本単位で様々な樹木を植樹して森を作っていくとい

う計画があります。既存の施策でもありますし、住宅マスタープランとそこで接点を持た
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せるというのは、非常に連携のとれた記載になるかと思います。「4-2 みどり豊かなまちづ

くり」の中で「グリーンとしま」の活動についても触れたいと思います。 

●会長 他にいかがでしょうか。それでは追記の確認をさせていただきます。 

 1 番目が、4ｍ未満道路について誤解がないよう追記していただければと思います。 

 どうぞ。 

●委員 先ほどの「第 3 章 住まいを取り巻く現状と分析・1 住宅・住環境の現状と課題」

の 19 ページ「住環境」についてです。4ｍ未満が載ってしまいますと、どうも豊島区は狭

い道路が多いというイメージになると思います。これを見ると、「住宅の半数近く」になっ

ており、逆に言えば、半数近くが 4ｍ以上の道路に接しているのではないかと思うので、

未満より以上の方が、「広い道路があり住環境が良い」というイメージがしますが、いかが

でしょうか。「建替え時にはどんどん広くし、災害にも有効である」というような文言も入

れる方が良いと思いますが、いかがでしょうか。 

●会長 わかりました。記述としてはこの後に、「4ｍ以上の住宅についても数も増えてい

ます」と、1 行加えていただくということでよろしいですか。 

 次に、自治会の記述について 2 ヵ所追記していただくということで、高齢者関係のとこ

ろと 後のところですがありました。かつ、建物の維持管理に関する条例も、今進めてい

らっしゃいますので、それについて追記していただくということがありました。 

 あとは、「グリーンとしま」の追記がありました。他に、どのようなことがありましたか。

全て確認されていますか。 

●住宅課長 初から確認させていただきます。 

 先ほどの 19 ページ「接道状況」の狭あい道路について、表現をマイナスと採るかプラス

と採るかです。ただここは、豊島区における改善すべき課題という視点で、「4ｍ未満道路

が半数近く」という言い方になっています。「4ｍ以上が半数を超えています」というと、

課題の抽出が逆に見えない気がします。事務局としてはあえて課題を明確にし、「このよう

な問題がある」という意味で、今の記述内容がふさわしいと思います。いかがでしょうか。

●会長 いかがですか。それでも構いませんか。 

●委員 「環境」としては、良い方に捉えた方がいいと思いました。 

●会長 さすがに半数で「良い」とは、なかなか言えないのが現実ではあります。それで

は、このままでもよろしいでしょうか。それでは、先ほどの「2ｍ未満が増えている」とい

うのは誤解を与えますので、どこかに「注」で書いてください。 

●住宅課長 そこは調べて書きます。 

 続きまして、53 ページです。ご指摘いただいたのは、「空き家の魅力という視点につい

てもう少し積極的に表記すべきではないか」です。 

 55 ページは、今ご指摘のあった「グリーンとしま」の活動について明記していきたいと

思います。  
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 続いて 59 ページです。「1 高齢期の安心入居の支援」は、ご指摘の通り、本来は「居住」

した方が全体を表していると思いますので、文言を修正させていただきます。あとは、共

助というコンセプトです。地域コミュニティや共助に基づく高齢者の見守り活動といった

ものについても、記載していきたいと思います。これについては、84 ページ「[2]区民の

役割」にも同じような記載をしたいと思います。 

 続きまして、72 ページの「2-4 空き家・空き室の有効活用の促進」に、「良質ではない

空き家・空き室の解消法」について、もう少し追記していきたいと思います。 

 84 ページは先ほどの通りです。 

 今回のご指摘をいただき、修正をしていくものはこのぐらいかと思います。 

●会長 どうぞ。 

●委員 今、気がつきました。53 ページの「1-1 オープンスペースの創出」で、住宅課長

が「このオープンスペースはどちらかというと避難場所」ということを第一に挙げていた

ので、この文言は「水遊びのできる広場」が先にきているので、むしろ、「避難場所のため

の活用と水遊びのできる広場などの整備を考えていきます」というように、逆転させた方

がいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

●住宅課長 ご指摘の通りにしたいと思います。 

●会長 その通りにしてください。他によろしいでしょうか。只今、事務局から修正箇所

を確認いただきましたが、以上の修正を施した上で「豊島区住宅マスタープラン」の 終

案としてお認めいただくということで、皆さんよろしいでしょうか。 

もう 1 点だけありますか、どうぞ。 

●委員 すみません、一言だけお願いします。「第 3 章 住まいを取り巻く現状と分析」31

ページの「参考 住宅扶助」について、違和感がどうしてもあります。東京都の住宅マスタ

ープランにこのように載っているのか、23 区で載っているのかです。生活保護に認められ

ないと、住宅扶助は支給されません。公共住宅とは性格が違うので、本当にこれを載せる

のが良いのかどうか、豊島区の社会福祉が載っているわけで、わざわざ豊島区の住宅マス

タープランに載せる必要があるのかどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

●会長 これは、私がお答えした方がよろしいですね。 

●委員 会長の発言で載せたというのはわかります。前回、発言しようかと思いましたが、

時間がなかったため遠慮しました。 

●会長 私から説明した方がいいと思います。平成 8 年に公営住宅法が改正されて以降、

公営住宅がどんどん低所得者対策にシフトしています。その結果、生活保護制度など重な

りが大きくなりすぎたことが 1 点です。 

 もう 1 点は、実際には、この住宅扶助費を利用して民間アパートに居住されている方が

多いので、実際には空き家活用というのはこの生活保護の住宅扶助費を受けてお住みにな

っている方が重要な部分を占めております。この区分が、住宅政策の中では重要ですので、
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そのために記載をしているということです。この後、空き家活用による「豊島区居住支援

協議会」のセーフティネット整備が出てきますので、これは連動している話だと思ってい

ます。いかがでしょうか。 

●委員 東京都の住宅マスタープラン、23 区のマスタープランは、どのような状況なので

しょうか。 

●住宅課長 23 区のマスタープランは調査しておりませんが、東京都のマスタープランに

は、住宅扶助についての記載はないかと思います。 

●委員 生活保護というのは国の制度で、本当に生活に困窮している人に 低限の生活保

障をするということで、生活保護がきちんとその人に適用されなければ住宅扶助は受けら

れない制度です。公共住宅を支援しているという位置付けではありませんので、わざわざ

住宅マスタープランに載せる必要はないのではないかと、私は違和感があります。 

●住宅課長 よろしいでしょうか。恐らく、会長のご趣旨としては、「いわゆる公的住宅の

補完供給という位置付けというよりは、住宅扶助制度は実質上の住宅セーフティネットそ

のものですので、公営住宅が同様の機能を実質的に果たしている以上、住宅扶助について

も抜きにしては語れない。参考として表示できないか」ということだと思います。 

ついては、そういった意味を斟酌しまして、住宅施策として掲載しているのではなく、

あくまでも参考として、「住宅セーフティネットとして、こうした生活保護制度に基づく住

宅の支援がある」という意味合いで掲載している次第です。 

●会長 いかがでしょうか。 

●委員 私はお話した通りです。 

●会長 これには、2 つの考え方があります。1 つは、住宅セーフティネットという、低所

得者向け住宅対策を総合的に見た場合は、公営住宅と生活保護の住宅扶助費を合体して見

るのが望ましいと思います。そうすると、豊島区では公営住宅はそれほど増えていません

が、住宅扶助費は 5 年間で 1.5 倍に相当増えているということをまず理解する必要があり

ます。それが 1 つの立場です。 

 もう 1 つの立場は、委員がおっしゃったように、「生活保護と公営住宅を少し切り離して、

公営住宅は生活保護者の 1 ランク上の所得層を対象にすべき」という意見もあります。そ

の場合は、公営住宅の数を増やして拡大する必要があります。 

この 2 つがあるので、ここではあくまで参考資料として示した上で、この 2 つの政策の

どちらを採るかはいろいろ考えて、議会でも考えていただきたいという趣旨になると思い

ます。よろしいでしょうか。 

●委員 私は載せるべきではないと思います。あとは、委員の皆さん全員が良いのであれ

ば、それに従います。 

●会長 それでは、貴重なご意見を踏まえた上で、参考意見として載せるという方向で皆

さん、よろしいでしょうか。 
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（意義なし） 

●会長 それでは改めて確認をしたいと思います。先ほど事務局からご説明いただいた修

正を施した上で、｢豊島区住宅マスタープラン後期 5 年｣を 終案とするということで、皆

さん、ご同意いただけますでしょうか。 

（結構です） 

●会長 ありがとうございます。それでは、次回について、事務局から説明してください。

●事務局 まずは、委員および理事者の皆様には、昨年 7 月からの「豊島区住宅マスター

プラン」の改定作業に長期間ご従事いただきまして、誠にありがとうございました。本日、

いただきましたご意見につきましては、事務局で修正させていただきます。次回の審議会

の開催は、3 月 18 日火曜日 10 時から、会場は本日と同じ会場になります。 

内容は、「豊島区住宅マスタープラン」の区長答申のほか、セットになり大変恐縮ですが、

毎年度末に開催しております定例の「住宅マスタープランの進行管理」についても併せて

行いたいと考えております。開催通知につきましては、後日発送いたします。年度末のお

忙しい中となり、大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

●会長 それでは以上で、「第 44 回豊島区住宅対策審議会」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。 

 

（午前11時35分 閉会） 
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会 議 の 結 果 

・前回第43 回での審議や、パブリックコメントで寄せられた質

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」の改定案やパブリックコメン

トに対する回答案が示され、質疑及び意見があった。 
 

 

 
 
 
 
 
提出された資料等 

・資料 5－1 第 43 回 豊島区住宅対策審議会 発言要旨 

・資料 5－2 豊島区住宅マスタープラン改定の方針とスケジ 
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