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千代田区居住支援協議会の歩み（案） 

■平成２８年度第１回

平成２８年７月２２日(金) １０：００～１１：５０ 

千代田区役所 ８階 第２委員会室 

１ 設置報告 

（１）目的

「住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るため、地方公共団体、

不動産関係団体、居住支援団体等が連携し、居住支援協議会を設立。住宅確保要配慮者及

び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施する。」（住宅セー

フティネット法の第１０条第１項）に基づき区要綱にて設置。

（２） 対象者

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に

配慮を必要する方々 

（３）協議事項 

ア 住宅確保要配慮者の状況及び民間賃貸住宅市場に関する情報等の共有、

イ 住宅確保要配慮者の円滑入居及び安心居住の支援並びに貸主及び民間賃貸住宅

を管理する事業を行う者への不安軽減等のための支援の方法、 

ウ 住宅確保要配慮者への居住支援の実施及び各機関の連携、

エ その他、設置目的を達成するために必要な事項。

（４）構成委員

区分 機関名・所属等 

学識経験者 住宅福祉に学識経験を有する者 

東洋大学ライフデザイン学部 山本美香氏 

不動産関係団体 公益社団法人全日本不動産協会千代田支部 

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会千代田中央支部 

居住支援団体 社会福祉法人千代田区社会福祉協議会 

千代田区民生・児童委員協議会 

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 

区相談窓口所管課長 保健福祉部住宅福祉担当課長 

保健福祉部生活支援課長 

保健福祉部障害者福祉課長 

保健福祉部在宅支援課長 

環境まちづくり部住宅課長 

子ども部児童・家庭支援センター所長 

12 人 
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２ 議事概要 

（事務局） 

福祉系が事務局を担うのは全国的にもめずらしい。 

  （支援ニーズ） 

① 高齢者で保証人がいない、社会的孤立が目立つ。 

② ひとり親の子育て世帯、障害者の支援ニーズが高い。        

③ マンションの居住者が非常に増えてきて、経済的困窮のニーズ把握が困難。 

④ 路上生活から生保になることが多い。（無料低額宿泊所区内１） 

⑤ 文京区では居住支援協議会未設置であるが、「すまいるプロジェクト」として

住宅部門が、見守り支援の「ライフサポートアドバイザー」制度が機能。 

⑥ 千代田区では家賃が高く区外転出傾向があり、生活支援の部分が重要。 

⑦ 不動産関係団体都調査では、高齢者・外国人等への入居拒否感が強い。ひとり

の子育て世帯に入居拒否感はそれほど高くない。低所得世帯へは、区営住宅等

への入居支援も重要。 

⑧ 居住支援に関するニーズ調査が必要。区行政計画の見直し等の際に「居住支援

ニーズ」の質問を盛り込んでもらい把握する。 

⑨ 28 年度第 2 回では、不動産関係団体（支部の動き）、居住支援団体委員から活

動等についてご報告いただき情報共有する。 

    ⑩ 事務局が協議会設置準備の段階で実施した区相談窓口ヒアリング調査概要に 

居住支援のヒントがある。 
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 【相談窓口ヒアリング調査概要】 

 在宅支援課 社会福祉協議会 ○障害福祉課・△健康推進課 

対象者 

 

高齢者（障害者・低所得者・

子育て） 

高齢者・障害者・低所得者・

子育て 

障害者（高齢者・低所得 

者・子育て） 

保証人 

 

 

 

 

 

 

 

○身元保証人・連帯保証人 

①家賃の支払い、②亡くな

った後の荷物の整理・清

掃）、③緊急時の連絡先→保

証人の問題→それなりの保

証人が必要（息子・娘の名義

で借用の現状） 

社協で責任を持つといって

も不動産業者的には「会社の

決まりなので・・・」と貸し

渋る傾向がある。 

○△保証人協会保険制度による保

証で、実際に人的保証人を立てな

ければならない。→保証人になる

人が見つからないため、生保場合

よりも物件を借りられないことが

多い。（激しい症状変化・近隣トラ

ブル・家族関係の破たん、貸し手の

リスク） 

見守り・

相談 

 

 

 

 

○判断能力があって介護度

も低い人→コレクティヴハ

ウスのようなものがあると

良い。 

○介護度低い方→声掛け・

見守り態勢があると地域生

活が継続できる。 

○こもれびの「生活協力員

（ＮＰＯ時間給）」のような

住民同士の支え合いの仕組

みがあると良い。 

○支援者は機転が効く、家事

手 伝 い な ど こ ま め な 支

援。・・・文京区のスマイルプ

ランＬＳＡのような役割（相

談＋小さな支援）人材がいる

→家主も安心感。借り手の高

齢者が孤立化しない。 

○町会福祉部では、マンショ

ン内の見守り活動は困難。日

常目線で毎日見守れる態勢

が好ましい。 

○行動してくれる人材、区のバッ

クアップなどへルパーの力が大き

い。 
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 【相談窓口ヒアリング調査概要】 

 ○生活困窮者支援係・△

生活保護 

○住宅課・△不動産関係団体 児童家庭センター 

対象者 

 

低所得者（高齢者・障害

者・子育て） 

住宅課相談窓口（高齢者・障害

者・子育て）、平成 28 年１月～

２月不動産関係団都調査 

子育て（障害者・低所得者・障害

者・高齢者） 

保証人 ○高齢者世帯・・保証人や

身元引受人なしで、賃貸

住宅を見つけるのは難し

い。 

△元から千代田区在住→

保護、不動産屋さんに本

人が「生保」であることを

告げると（保証協会の保

証）スムーズに入居でき

る。家賃は代理納付。 

○現在入居中住宅が何らかの

理由で退去を求められたり、売

却により自宅を手放すことの

相談で住宅課に来所するケー

ス。 

△単身高齢者住宅内孤立死→

重説の告知事項→借り手つか

ず不動産価値低下→病死等の

説明義務免除要望。 

△賃貸人の不安を除去し、安心

して賃貸できるようなシステ

ムを構築いただきたい。 

 

見守り・ 

相談 

 

○居住安定支援家賃助成

の対象をより緩やかにし

て伴奏的相談をセットに

した一時しのぎ家賃助成

があれば助かる過程もあ

る。 

 ○親支援 

閉じられた空間でのスペース確

保では、固定的な人間関係。仲良

しグループができてしまう。日常

業務の中で「子育てひろば」が近

くにあると良いといった意見は

聞くことがあるが、子育て相談の

中で「ひろば」の設置を要望とい

ったところまではない。 

○複雑・困難ケース 

親障害手帳有、独力の子育て困

難。住環境の衛星面の問題。ホー

ムページの閲覧や自分で調べる

ことがない。（家賃が高→公営住

宅の空き室募集への申込、情報提

供の在り方、手続き支援）区課題

となる。子育て相談の世帯類型で

は子１人世帯が多い。 
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■平成２８年度第２回 

日時 平成２８年９月１４日(水) １０：００～１２：００ 

場所 千代田区役所 ８階 第２委員会室 

 

○概要    

１ 無料・低額宿泊所 

区内に社会福祉法に基づく無料・低額宿泊所が１か所あり、生計が困難な方、世帯の生

計を維持するのが困難な方等が自立生活を送れるように、無料または低料金で提供。 

住民票を置けるため就労の際に利点有。都知事届出のみで、個人・任意団体が容易に

設立可能なため、東京など都市部を中心に設立。・・・都福祉保健局のホームページ：

平成１６年４月に特定非営利活動法人、いわゆるＮＰＯ法人「さくら福祉推進協会」が

設置・運営。 

 ２ 他自治体先進事例（平成 28年 9月事務局実施） 

神戸市の「すまいるネット」では、ワンストップ型の相談窓口（住宅所管系公社）が事

務局となり、相談の受付は「コンシェルジュ」がいて、住まいの相談について振り分けを 

している。実際は、住まいに付随して生活の支援ニーズがついてくることもあるが直接福

祉系相談窓口とは連携していない。住替え支援事業の相談が約９０件あり、成約がゼロと

いう実態がある。 

 

３ 千代田区における居住支援 

（１） 区内の民間賃貸住宅市場では、地価や家賃が高く、廉価な物件が希少である。  

（２） 区の住宅支援制度は、様々な制度があるが、区民に周知されていない。  

（３） 制度と支援ニーズをマッチングする、はじめに相談を受ける人材が重要である。  

（４） 居住支援ニーズの把握は、計画改定等のアンケート調査に、相乗りして行う方が無

駄もなく、回収率など分析結果の信頼度も上がる。 

（５） 12 月に構成委員に対して、情報提供や情報発信について簡単なアンケート調査を

行う。 

（６） 区営住宅の相談では、相談者の根底にあるものは、「誰かに見てもらえる」とい 

安心感がある。 

         

■先進自治体調査（神戸市 すまいるネット） 

 平成 28 年 ９月８日（木）神戸市すまいとまちの安心支援センター（すまいるネット） 

（神戸市中央区雲井通５－３－１サンパル４階） 

（１）発足の経緯 

ア 住宅確保要配慮者の入居を拒む民間賃住宅家主が一定割合存在する一方で、他方市

内に 7万戸以上の居住可能物件が放置、平成 23年 12 月に設置。県は、研修会・情報提供

等を、市は市内の地域ニーズに即した事業展開をそれぞれ担う。 
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イ ニーズの把握 

・Ｈ24 年度民間賃貸マンション等実態調査、Ｈ25年度民間賃貸住宅入居者調査 

（２）運営状況 

ア 神戸すまいまちづくり公社が市から受託実施。事務局機能を担う専任職員 1 名（国

庫補助）①相談、②情報提供、③普及啓発、④マンション支援、⑤耐震化促進（耐震診

断等）、⑥バリアフリー化促進、⑦住宅確保要配慮者の支援、⑧まちづくりの支援、⑨団

地再生支援、⑩空家活用促進） 

イ 受付（総合案内）2人による振り分け、すまいるサポーター（建築士相談員 6人、・

融資相談員 2人、・消費生活相談員 5人）へのつなぎを行う他、同じフロアの宅建業協会

へ案内、レインズによる物件情報の提供の他建築事務所・建設業者・団体・定期報告調

査者名簿登録による（事業者）選定支援システムを「ハウジングアドバイザー制度」の

一環として運営。 

ウ 開設は、毎週水曜日除く毎日（お盆、年末・年始等の臨時休業有）、相談時間 10 時

～17 時 （職員の勤務時間 9時 15 分～18 時） 

エ 情報提供・発信 

〇ホームページの運営、住宅情報提供ライブラリーの運営、住まいの基礎知識のパンフ

レット・すまいるネット通信の発行。 

（３）事業展開 

ア「こうべ賃貸住宅あんしん入居制度」平成 26年度創設・実施 

   Ｈ25 年度制度設計、Ｈ26 年 10 月事業開始、Ｈ27 年 9 月現在、サービス事業者６社

が、①連帯保証サービス、②残存家具片付けサービス、③安否確認サービスなどを提供。 

開業時からの相談・問い合わせ 223 件と多いが、利用 1 件（福祉整理サービス）。 

課題として、連帯帯保証サービスと入居可能物件な住宅の紹介を要望する等複合ニー

ズへの対応が必要、貸主側への有効な広報が急務、制度利用対象者の拡充（公的住宅へ

の拡大）、県居連携（「ひょうごあんしん住宅ネット」のサイト利用） 

イ「マイホーム借上げ制度」一般社団法人移住・住み支援機（JTI）実施の「マイホーム

借上げ制度」の利用。 

ウ ワーキンググループによる検討 

居住支援協議会の下部機関として住宅分野や福祉分野の学識経験者で構成する「住宅

セーフティネット再構築検討ワーキンググループ」を設置。 

●評価 

→公社が担いワンストップ型で相談・支援につながるため利便性は、市直営に運営に柔

軟性を持たせるメリットがあるものの福祉部門との連携は改善余地あり。 
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■平成２８年度第３回 

日時 平成２９年１月２３日(月) １０：００～１２：００ 

場所 千代田区役所 ８階 第２委員会室 

 

 〇概要 

 １ 相談窓口 

  神戸「すまいるネット」、最初の相談受付が公社職員 2人体制で、建築や消費生活の専 

門相談員につなぐ仕組みはユニークである。千代田区の保証料助成事業の実績が６件と

低調であり、福岡市のような実績がない。原因分析など見直しが必要。 

 

 ２ 居住支援ニーズ 

（１）高齢者のニーズは、高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策定のアンケート調

査に含めてもらう。 

（２）回答者に回答してもらえるように、質問項目や設問の順番や文言について居住支援

協議会の意見を反映してもらう。 

（３）先進事例では「空家対策」など物件があるところからスタート。千代田区では民間

賃貸の空き家を活用するのは困難であり、支援内容を整理する必要がある。 

（４）住替え支援では、住替えをする人の支援ニーズの把握とともに、物件を貸すオーナ

ーや管理会社の安心感につながる支援も必要。 

 

３ 居住支援協議会の情報発信・情報提供 

（１）ホームページは、当面は会議録の公開をして、協議会の議論を知ってもらう。 

（２）居住支援協議会パンフレットの作成では、①一般の区民向けか、②相談窓口の職

員向けなどかターゲットを絞って作成する必要があり、現時点では時期尚早であり、

引き続き検討する。 

 

〇来年度では、パンフレットの作成等再度ご検討するとし、一般区民の方にどういう 

情報提供をしていくかということを次回以降考えていく。 
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 ●居住支援協議会委員に対する情報発信・ホームページのアンケート調査 

（１）対象者  居住支援協議会委員（会長・副会長除く）サンプル数１０ 

（２）期 間  平成 28 年 11 月 29 日～同年 12月 16 日 

（３）結 果 

Ｑ１ 都内では、豊島区をはじめ先行設置の自治体ではホームページで活動状況を紹 

介しています。居住支援協議会のホームページによる情報発信について、お尋ねしま

す。（①～④の中から１つ選択） 

① 当面、現在議事録を掲載している区のホームページ内の内容を他区の状況を参照し 

ながら徐々に充実するので良い。 

② 具体的な事業内容が決まってから開設することとし、当面は議事録や区の関連情 

報の提供を行っていくので良い。 

③ 居住支援協議会独自のホームページを開設していく。 

④ その他 

結果：①４票、②４票、③１票 

Ｑ２ 住宅確保要配慮者に対して、どのような方法で居住支援に関する情報を提供し

ていくのが効果的かをお尋ねします。（優先度の高いものを３つまで選択） 

① 広報千代田、② リーフレット・ちらし、③ 区掲示板・回覧版、④ ホームページ、 

⑤ 民生・児童委員、町会、ケアマネージャーなどの地域の人的資源の活用、⑥ 相談窓

口におけるＰＲ（区相談窓口・社会福祉協議会・地域包括支援センターその他）、⑦そ

の他（具体的に記述してください：別紙（様式自由）にても可。） 

結果：優先順位が高い項目３つ（①、⑤、⑥）  

Ｑ３ 相談窓口の在り方について、お尋ねします。①から④までの中から１つを選択し

てください。 

① 民間賃貸住宅を活用した居住支援に特化した専門相談窓口を設置した方が良い。 

② 民間賃貸住宅を基本としつつも、公営住宅・公的住宅の相談窓口とも連携した総合

案内窓口が必要である。 

③ 単に民間賃貸住宅の情報提供にとどまらず、生活全般について個別の相談ニーズに

対応した包括的なソーシャルワーク機能が担える人材を配置した窓口が必要。 

④ その他（具体的に記述してください：別紙（様式自由）にても可。） 

結果：②２票、③７票、④１票 

④・・その他 民間・公的住宅を問わない相談窓口を設けることで区民からの相談を広

く受けられる窓口とする。相談員は専門職でなくとも一通りの案内はでき、より専門的

な機関へ情報をつなげることが可能である。相談者からの相談は一律ではないことか

ら相談員は複数配置とする。 
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■ 千代田区第５期障害福祉計画策定のためのアンケート調査報告書《概要版》抜粋 

２０１６年１１月 

１．調査の目的 

この調査は、千代田区に居住する障害者手帳所持者等の障害福祉サービスの利用実態

及び利用意向を把握し、第５期障害福祉計画を策定するための基礎資料とする目的で実

施した。 

２．調査の設計と回収結果 

（１）調査地域 千代田区全域 

（２）調査対象  

①身体障害者手帳または愛の手帳所持者（以下、「身体・知的」と示す） 

②精神障害者保健福祉手帳所持者、または自立支援医療（精神通院）受給者（以下、

「精神」と示す） 

③障害者福祉手当（難病）受給者、または難病患者医療費助成受給者 （以下、「難病」

と示す） 

④障害福祉サービス受給中の児童 （以下、「児童」と示す） 

（３）調査方法 郵送法（郵送配布－郵送回収） 

（４）調査時期 平成 28年８月 29日～９月 12 日 
 

 標本数 有効回収数 有効回収率 

①身体・知的 1,189 598 50.3％ 

②精   神   397 161 40.6％ 

③難   病   302 125 41.4％ 

④児   童   111  61 55.0％ 

 

３ 集計結果 

（１）日常生活上の手助けの状況 

日常生活については、家の中の移動やトイレなどはひとりでできる割合が高い一方、

外出や通院などには介助が必要と答えた割合が比較的高くなっている。身内が介助者

の場合、身体・知的や難病では半数以上が「65歳以上」と答えており、介助者の高齢化

がうかがえる。介助者の健康状態についても「よくない」が２割を超えており、介助者

に対する支援が課題となっている。 

（２）日常生活で必要な手助け 

日常生活で必要な手助けについて、「一部介助が必要」と「全部介助が必要」を合わせ

た“介助が必要”と答えた人は、「通院」で 37.1％と最も高く、次いで「外出」で 34.7％

「お金の管理」で 31.7％などとなっている。 

（３）主な介助者 

主な介助者については、「ホームヘルパーや施設の職員」が 29.7％で最も高く、次い

で「配偶者」が 28.1％、「父母」が 25.6％などとなっている。 
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「配偶者」や「父母」など身内が介助者となっている人のうち、全体では、介助者の

性別は「女性」が７割、年齢は「65 歳以上」が４割を占めている。 

（４）主な介助者の相談できる場の有無 

身内が主な介助者となっている人のうち、主な介助者の相談できる場の有無について

は、全体では「ある」が 70.3％、「ない」が 24.0％となっている。 また、介助者に必

要な支援については「レスパイト事業」が 22.9％で最も高くなっている。 

（５）住まいや暮らしについて 

現在の生活の状況について、精神や難病では３割弱が一人暮らしをしており、精神で

は４割弱が将来も一人暮らしを望んでいると答えている。また、地域で生活するために

必要な支援では「経済的な負担の軽減がある」が最も高く、経済的な不安をかかえてい

る状況がうかがえる。 

   ア 生活の状況 

生活の状況については、全体では「家族と生活」が 66.5％、「一人で生活」が 23.6％、

福祉施設が 2.9％などとなっている。 

イ 地域で生活するために必要な支援 

地域で生活するために必要な支援については、「経済的な負担の軽減がある」が最

も高く、半数を超えている。 

 （６）障害福祉サービス等の利用について 

障害福祉サービスが全体では３割半ばの人が利用しており、「居宅介護」や「サービス

選択事業」の利用者が多く、18 歳未満を対象としたサービスでは「児童発達支援」や

「放課後等デイサービス」の利用者が多い。「障害者福祉センターえみふる」の認知度

は６割で、身体・知的では７割を超えている。難病の窓口一本化の認知度は４割を超え

ており、便利になったと感じた人は６割を超えている。 

 （７）障害福祉サービスの利用状況及び利用希望 

障害福祉サービスの利用状況及び利用希望については、「利用している」と「今すぐ

にでも利用したい」を合わせた“利用したい”と答えた人は、「サービス選択事業」で

14.5％、「移動支援」で 12.7％、「相談支援」で 11.5％などとなっている。 

一方、「利用しない」を選んだ人の利用しない理由としては、すべての項目で「家庭

で間に合っている」が最も高くなっている。「利用したいサービスになっていない」と

答えた人は、「コミュニケーション支援」で 16.7％と最も高くなっている。 

児童のうち、18 歳未満を対象とした７つのサービスについて、「利用している」と答

えた人は、「放課後等デイサービス」で 24.6％と最も高く、次いで「児童発達支援」で

23.0％などとなっている。「利用している」と「今すぐにでも利用したい」を合わせた

“利用希望”と答えた人は、「放課後等デイサービス」で 41.0％、「障害児相談支援」で

39.3％などとなっている。 

（８）相談相手・情報の入手先について 
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相談相手は「家族や親せき」が多く、精神や難病では「かかりつけの医師や看護師」

も４割を超えている。障害者障害福祉サービス情報については「区の広報紙」が重要な

情報源となっている。悩みや困り事の相談先としては、全体では「家族や親せき」が

71.4％で最も高く、次いで「友人・知人」が 36.2％などとなっている。 

  なお、障害や障害福祉サービスの情報の入手先については、「区の広報紙」が 42.2％

で最も高く、次いで「メディアのニュース」が 29.4％などとなっている。 

 

■不動産関係団体に対する調査（概要） 

（１）目的 

不動産関係団体を通じて、賃貸住宅所有者の意向等を把握し、住宅確保要配慮者の民間

賃貸住宅への円滑な入居促進に関する方策検討の参考にする。 

 （２）対象 

東京都宅地建物取引業協会・全日不動産協会の各地域支部、東京共同住宅協会、日本地

主家主協会 

 （３）期間 

平成 28 年 1 月 20 日（水）～平成 28 年 2 月 10 日（水） 

 （４）方法 

 アンケート用紙を配布、郵送調査（回答 52 票） 

① 入居選別を行っている賃貸人の割合・入居選別の対象で多いと考えられる世帯 

〇５～６割程度、7割以上が４割 

〇「単身の高齢者」「外国人」が８割以上と高く、順に高齢者のみの世帯、障害者の   

いる世帯、生活保護受給者の順番をなっている。 

② 賃貸人保証・保険に対する利用意向 

〇利用意向が高まっているが４割、入居選別を行う方が面倒が少ないが約３割、保険

の利用が賃貸の要件が３割弱。 

③ 生活支援付すまい確保事業の関心 

〇トラブルなどの体制が整っていても、日常生活に不安のある高齢者等の入居は敬遠

するのではないかが 46％と最も多くなっている。 

④ 区市町村の施策・事業の活用状況 

〇区市町村の施策・事業はほとんど活用されていないが６割。 

⑤  居住支援協議会に期待する役割（主な回答を要約） 

〇単身高齢者が住戸内で孤独死となった場合、重説（重要事項説明）等で告知事項に

なり、借り手がつかず不動産価値の低下を招くため、病死等は説明義務をなくして

もらいたい。（複数あり） 

〇入居後の定期的な居住者への見守りなどのシステムも今後充実していくべき。 

〇生活弱者や認知症の賃貸人を居住させるのは賛成であり、皆で見守りなどをしなが
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ら生活をすることは有意義である。 

〇賃貸人の不安を除去し、安心して賃貸出来るようなシステムを構築して頂きたい。 

〇今後、入居者の高齢、低所得化は必ず増加すると思われるため、高齢者等弱者に対

する支援を特に進めていくべきではないか。 

〇住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居には、不動産業者、不動産管理会

社の協力が不可欠である。 
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■ 福祉の視点からの「住まいの確保と支援」の取り組みについて 資料抜粋 

                      住宅福祉担当課長資料提供 

  千代田区の人口推計を見ると、人口増や平均寿命の延伸から、後期高齢者や単身高齢

者・障害者の数が相当増えることが予想され、生活支援の仕組みづくり、障害のある方の

「介護者無き後」を見据えた安心して生活できる支援策が求められています。また、ひと

り親世帯、病気・事故や失業などで生活困窮に陥った方の住まいの確保への支援が必要で

す。 

  こうした中、高齢者・障害者・低所得者等の方々が、安心して安全に住み続けられるよ

う、福祉の視点からの住まいに関する方針を定めています。 

 

１ 高齢者 課題 

 ●高齢者人口 10,794 人 人口 59,554 人（平成 28年 10 月 1日現在） 

高齢化率 18.12％ 

 ●高齢単身世帯・高齢者のみの世帯（平成 28年 12月 1日現在） 

・高齢単身世帯   3,875 世帯（この 10 年間で約 1,700 世帯増加） 

  ・高齢者のみの世帯 1,836 世帯 

  ・認知症を持つ高齢者 1,197 人（平成 26年 6 月） 

   要介護・要支援者に占める認知症の割合 53.8％ 

   高齢者に占める割合 11．5％「9人に 1人の割合」 

●高齢者向け住宅、施設の整備状況 

  ・供給戸数 合計 293 戸（室） 

   現状値約 2.7％（高齢者人口に占める住戸割合） 

① 区営高齢者住宅 73戸、都営高齢者住宅 39 戸 

② 高齢者優良賃貸住宅 114 戸 

③ 軽費老人ホーム（ケアハウス）18室（20 人定員） 

④ 都市型経費老人ホーム 20室（神田紺屋町Ｈ27.12） 

⑤ 有料老人ホーム 29室（30 人定員）（一番町Ｈ26.1） 

     

⑥ 平成 29 年春高齢者優良賃貸住宅 30戸開設予定 予想値約 3.0％ 

 ●住宅基本計画 

  高齢者向け住宅割合の目標値 平成 31年度３％、平成 36 年度５％ 

  〇平成 29年～36 年の 8年間で、「260 戸の高齢者向け住宅供給」が必要。 

 ●高齢者向け住まいの状況（第 6期介護保険事業計画アンケート調査） 

   5,930 戸（一戸建て 2,480、集合住宅 3,450、未回答 415） 

   麹町地域 （一戸建て 614、集合住宅 2,179、未回答 181） 

   神田地域 （一戸建て 1,866、集合住宅 1,271、未回答 234） 
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  ※一戸建てとは、木造住宅・店舗、事務所の上に住戸があるものを含む。 

 ●耐震化の状況 戸建て住宅 49.5％、共同住宅 91.0％ 

  85％の住民がマンションの住まいの中で、高齢者は一戸建て（ビル内一戸建て含む） 

に約 4割がいる。一戸建ての耐震化率は約 5割 

●高齢者のいる世帯の住宅におけるバリアフリー化の状況 

 千代田区 62.3％（一定のバリアフリー化 41.5％、高度のバリアフリー化 20，8％）  

  都、特別区に比べるとバリアフリー化率は高いが、４割が未整備 

●介護のための住まい（65 歳以上の区民対象 1,185 人） 

現状の住まいに問題なく住み続けられる 33.8％ 

必要に応じて住宅改修等を行い住み続けたい 16.3％ 

不便は感じるが住み続けたい 14.5％ 

区内の高齢者住宅（ケア付高齢者住宅）に住みたい 18.4％ 

子どもの家に移り住みたい 1.2％ 

特別養護老人ホームに入所したい 4.8％ 

グループホームに入居したい 0.5％ 

有料老人ホームに入居したい 4.1％ 

無回答 6.1％ 

●高齢者になったときの住まい（20～60 代区民 240 人） 

自宅で暮らしたい 63.3％ 

高齢者用の住宅・施設に住み替えたい 17.1％ 

その他 1.7％ 

わからない 17.9％ 

  ・高齢者は、約６割の方が「自宅に住み続ける」、約２割の方が「区内の高齢者住宅（ケ

ア付き）に住みたい」 

  ・高齢者になったときの住まいは、約６割の方が「自宅で暮らしたい」 

●在宅における「介護サービス、見守りや相談による支援」 

自宅で生活する高齢者に対しては、地域での見守り活動や、必要に応じて介護サービス

が提供され、支援を行っており、一例として次のような事業が挙げられる。 

 ・介護サービス 

訪問介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型横紋介護看護 

・見守り事業 

緊急通報システム、配食サービス、いきいき電話相談、事業者との見守り協定、見守り

地区別学習会、郵送による健康調査への未返送者に対する訪問事業、千代田区安心生活

見守り台帳、見守りキーホルダー配布 

・相談事業 

かがやきプラザ相談センターでの 24 時間 365 日の相談対応、高齢者安心センターによ
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る出張健康相談、認知症地域支援推進員による支援 

●課題 

１ 高齢者について 

後期高齢者は着実に増え、現在と比べると 10 年後には 1,600 人増、20 年後には 2,700

人増という推計となっている。また、単身高齢者、高齢者のみ世帯は増え、高齢者人口の

増加に伴って認知症の方や障害のある高齢者も増加している。 

高齢者が住み慣れた地域で生活するためには、単に住まいが確保されるというだけでな

く、地域包括ケアの観点から、そこで生活するうえで必要な様々な支援が適時適切になさ

れ、体調急変時にも対応できることが大切である。また、その人の身体的・経済的状況に

よって適した住まいを選び、住み替えできることが望ましい。 

ア 住宅の特性や構造上の問題 

・経済的事情や住宅の老朽化で、住み替えを余儀なくされる場合がある。 

・住宅が狭隘で階段昇降機、エレベーター設置が困難なため、住み続けることが難しい。 

・マンション住民が増加し、オートロック設置などにより高齢者の生活状況が行政にも

地域でも把握しづらくなっている。 

・高齢者の住まいは、全区民に比べると一戸建て住宅の比率が多く、その一戸建て住宅

の約５割が、旧耐震基準の建物と想定される。 

イ 高齢者の状況による課題 

・独居等が多く、体調が急変した時のキーパーソンとなる人がいない場合が多い。 

・賃貸住宅を契約しようとしても、保証人を立てることが難しく契約に至らない場合が

ある。 

・高齢者向け住宅等に入居していても、介護度が重くなり在宅生活が難しくなっている。 

・認知症や精神疾患の方も増えており、障害のある方の高齢化も進んでいる。 

・歳を重ねるごとに、住み替えや住まいの選択判断が難しくなる。 

・経済的困難から家賃を払い続けることができず、退去を求められることもある。 

 

２ 障害者について 

 ●現状 

・障害者グループホーム ２施設 定員８名 

グループホームえみふる（知的障害、精神障害） 定員４名 

みさきホーム（知的障害） 定員４名 

身体障害者は増加の傾向にあり、平成 26 年度から 1,300 人超となった。 

・障害者の年齢 

身体、知的障害者の約７割が高齢者となっている。 

精神障害者は約２割が高齢者となっている。 

障害のある 65歳以上の高齢者 1,051（高齢者人口の 9.9％） 



16 

 

・地域で生活するために必要な支援 

経済的な負担の軽減がある 52.7％、在宅で医療ケアが受けられる 41.2％ 

身近に相談できる人がいる 37.4％、住宅サービスが利用できる 30.5％ 

公立の住宅がある 26.8％、入所施設を利用できる 25.8％ 

近所の住民の理解がある 22.2％、生活訓練等が受けられる 16.4％ 

グループホームがある 11.7％、その他 4.3％、無回答 9.1％ 

・特に力を入れて欲しい施策 

   バリアフリーの推進 42.9％、一般住宅の確保 41.5％、居宅介護の充実 37.8％ 

   障害者理解の啓発や交流の促進 31.1％、 

障害の早期発見、早期療育事業の充実 29.6％ 

   住宅改修の補助 29.0％、コミュニケーション支援や情報保障の充実 27.7％ 

   相談支援の充実 27.2％ 

・生活支援としては、「経済的な負担の軽減がある」の回答が最も多い。 

・「バリアフリーの推移」「一般住宅の確保」「居宅介護の充実」の回答も多い 

 ●在宅における「訪問系サービス、見守りによる支援」 

自宅で生活する障害者に対しては、必要に応じて訪問系サービスが提供され、支援を行

っており、次のような事業が挙げられる。 

・訪問系サービス・・居宅介護、重度訪問介護サービス、同行援護、行動援護 

・見守り事業・・・緊急通報システム、配食サービス、千代田区安心生活見守り台帳 

 ●課題 

  障害の程度に応じたサービスの提供を受けながら、社会の中で自立した生活を送るこ

とができるよう、障害者が地域で安心して暮らせることが必要となっている。 

・障害者の主な介助者は「親」「配偶者」「子ども又はその配偶者」などで、「親なき後」

「介助者なき後」の障害者への日常生活の支援、見守り体制を充実することが必要と

なる。 

・民間賃貸住宅の入居にあたっては、家主等の理解を得られにくい。 

・障害者グループホームに対する要望は高いが、周辺住民の建設の理解が難しい。 

・障害者が、グループホームから地域移行へつながらないケースがある。 

・64 歳以下の障害者については、施設の選択幅が少なく、区外施設等を利用している

障害者が多い。 

 

３ 低所得者について 

 ●現状 

・区営住宅、区営高齢者住宅、都営住宅、・高齢者向け優良賃貸住宅（家賃４万円助成） 

・都市型軽費老人ホーム） 
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（参考） 

・特別区の更生施設、宿所提供施設、宿泊所、更生施設 ８施設定員 580 人（単身のみ） 

宿所提供施設 ５施設定員 400 人（182 世帯）、 

宿泊所 ７施設定員 710 人（307 世帯）、・都区共同事業による自立支援センター 

新宿区に設定 平成 32年 7 月まで 

  ・生活保護制度や住居確保給付金における上限家賃（単身 69,800 円）範囲内の民間賃

貸住宅が区内には極めて少ない。 

  ・生活保護率は特別区と比べると低く、近年、被保護者数が減少傾向にある。 

  ・ひとり親世帯数は 1,815 世帯、平成 12～22 年の 10 年間で 570 世帯増加している。 

 ●生活困窮者に対する支援 

  ・居住支援 居住安定支援家賃助成、民間賃貸住宅入居支援制度 

  ・求職者への家賃助成 生活困窮者住居確保給付金 

 ●課題 

・入居者の負担が、生活保護制度における住宅扶助（単身 69,800 円）範囲内の民間賃

貸住宅の一定量の確保が必要である。 

・急な離職、失業により所得が減ってしまっても、生活が維持できるような支援が必要

である。 

・ひとり親世帯や多子世帯等の中には、狭いワンルームの賃貸住宅に住んでいるケース

がある。 

４ 計画的な推進 

福祉の視点からの「住まい確保と支援」の取り組み方針の考え方については地域福祉計

画（期間：平成 29年度～33 年度）に盛り込んでいく。 

区主導で整備する高齢者施設や障害者施設は、分野別計画（高齢者福祉計画、介護保険

事業計画、障害者計画、障害福祉計画）の中で、具体的な規模、整備スケジュール等を設

定し、整備を進める。 

 ●分野別計画の改定作業時期 

・高齢者福祉計画   平成 29 年度（期間：平成 30 年度～32年度） 

・介護保険事業計画 平成 29年度（期間：平成 30 年度～32年度） 

・障害者計画    平成 29 年度（期間：平成 30 年度～32年度） 

・障害福祉計画   平成 29 年度（期間：平成 30 年度～32年度） 
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■平成２９年度第１回 

日時 平成２９年５月２２(月) １０：００～１２：００ 

場所 千代田区役所 ６階 ６０１会議室 

 

○概要 

１ 高齢者の居住支援ニーズの把握 

高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策定のアンケート調査では、回収率が 57.1％

で、信頼度が高い。 

 

２ パンフレットの作成の方向性 

（１） 「相談専門職向けプラス一般の人にもわかりやすい」ものを作成する。 

（２） 江東区・北区・足立区の「住まいのガイドブック」検証。（関係機関向け）コンセ

プト」いずれも掲載事業が多すぎて、パンフレットにはそのまま使えない。 

（３） パンフレットをつくるため、掲載事業の整理が必要。 

（４）分散窓口を想定すると、「相談内容から入って相談手続きの流れや提供サービスが可

視化」する必要がある。 

（５） 区の事業を羅列した総合案内のようなガイドブックは、学識経験者の私が読んで

もわからない。 

（６） 一般向けは、イメージ的に、専門職向けのエッセンスを抜粋縮約したものとする。 

（７） 家電の取り扱い説明書など、事象に対する解決策提示するチャート利用も良い。 

（８） 試作版を作成して議論を重ねる。実際のレイアウトはプロの力を借りる。 

（９） 配布にあたっては、郵送料などは区が負担とする。 

３ 相談窓口について 

（１）ワンストップ型の相談窓口ではなく、様々な相談窓口が連携支援する方法が良い。 

（２）相談受付職員は、窓口横断的なソーシャルワークのスキルが必要。 

（３）窓口相談では、相談者のニーズを把握するなど「アセスメント」をしっかりして、利

用できるサービスや資源につなげることが重要である。 

（４）分散窓口の場合に、「傾聴力」や「調整・説明力」が求められる。 

（５）職員向けパンフレットでは、職員が、相談者の支援ニーズを一定の手順に従えば、標

準化できることが重要である。 

（６）神戸の「すまいるネット」では、ワンストップ相談窓口ではあるが、住宅と福祉を総

合的に支援するところまではいっていない。 

（７）社会福祉士等の専門職を雇用したとしても、養成課程で住まいのカリキュラムが入っ

ていないため、住宅施策などについてＯＪＴなども必要。 
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 ■先進自治体調査 

１ 福岡市居住支援協議会 ８月 30 日（水）午前 ①  

福岡市荒戸３－３－39市民福祉プラザ３階 市民福祉プラザ４Ｆ 

 （１）設置経緯 

福岡市は人口約 150万人の政令指定都市、大学・企業の支店が多く単身の賃貸住宅居

住者が役６割と高率。財政上、市営住宅の管理戸数を増やせない中住替えを支援して、

管理コストを削減する目的があった。 

（２）事業概要 

「緊急連絡先」や「保証人」を確保できない高齢者を支援するため、福岡市社会福祉

協議会にコーディネーターを配置し、高齢者の入居に協力する「協力店」及び「支援団

体」の登録を行うとともに、「支援団体」などで構成される「プラットフォーム」を構

築し、高齢者の民間賃貸住宅への円滑入居及び入居後の生活支援を行う事業。厚労省の

モデル事業への採択後、平成２６年１０月に事業を開始した。 

（３）相談窓口 

総合相談窓口が福岡市社会福祉協議会となっていて、29年度から「社会福祉協議会」

と「市住宅計画課（居住支援協議会事務局）」の共同運営。 

（４）運営状況 

〇支援団体（プラットフォーム）として、市社協が統括し、不動産協力店等、元々社協

の「成年後見や見守りの事業」の協力団体をと連携、必要な生活支援サービスを提供す

ることにより、高齢者の入居後の生活をサポートする。（見守り 18 件） 

〇協力店・支援団体の登録数 協力店 30 社、支援団体 14 団体、提供サービス 23サー

ビス（見守り６、緊急時対応４、委任契約による事務処理２、家財処分２、寺院・霊園

２、葬儀社１、専門相談（弁護士・司法書士・行政書士）４、権利擁護１、委任契約に

よる死後事務１）                  

〇平成 29年度から死後事務委任契約を社協と締結して、社協が委託した業者が死後事

務を実施する。（家財処分、葬儀、埋葬・納骨、医療・介護・保健サービス等のコーデ

ィネート） 

〇高齢者、障害者、子育て家庭、ひとり親家庭等が地域で孤立しないように      

ボランティアが近隣で見守りや声掛け、訪問などを行う活動。 

（平成 29 年 3 月末 市内自治会実施率 1,804/2,284（79％）、ボランティア数 11,300

名程度、見守り対象世帯数 32,000 世帯程度）          

（５）居住支援ニーズ 

 年代別では、単身女性からの相談が最も多く、単身男性の 2 倍以上。80 歳以上の方

からの相談も多く、次いで 70～74 歳の方からの相談が多い。相談内容は、家賃（低家

賃住宅への住替え）を理由とした相談が最も多い。次いで、立ち退き、同居者とのトラ

ブルや住宅の老朽化などを理由とした相談が多い。 
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希望する家賃は 3 万円台の希望者が最も多く、次いで 4 万円代、3 万円未満。・物件

探し・新築やリフォーム業者探しでは、同行支援も行っている。 

（６）事業展開 

ア コーディネートスキルの見える化 

・事業内容と必要なコーディネート手法をまとめたマニュアルの作成 

・コーディネーターの役割が明確化されると、他の機関からの相談が増え、部分的

に地域包括支援センターや協力店にも担えることが見えてくる。 

イ 対象者の拡大 

・障害者の地域移行や母子・父子世帯や外国人の増加など、対象者の範囲が拡大し

ている。 

ウ 他事業との併用による支援の重層化 

 ・複合的課題を抱えている相談者や、制度の狭間にいる人への支援が一定数有り、そ

こは社協が担うこととなろう。 

 ・住宅を基点として、空家問題にも対応していける体制構築して行きたい。 

 

午後  

２ 大牟田市居住支援協議会 ８月 30日（水）午後 

大牟田市有明町２－３ 大牟田市庁舎内 会議室 

 （１）設置経緯 

大牟田市居住支援協議会（大牟田住みよかネット）は低所得者、被災者、高齢者、障

害者、子育て世帯など、住宅を確保することが難しい人（住宅確保要配慮者）を民間賃

貸住宅等への円滑入居を推進することで、地域包括ケアシステムの構築を目指し平成 2

２５年６月に設立。 

（２）相談窓口 

 事務局を大牟田市社会福祉協議会と市建築住宅課が担っている。様々な相談を包括

的に受けることができる（居住支援＝生活支援）市民ニーズに対応して迅速な対応がで

きる。 

（３）運営状況 

不動産関係団体、居住支援関係団体、行政関係が住まいに関する課題を共有・連携

して住宅確保要配慮者への居住支援に取り組む。事務局を市社協が担っているので、

様々な相談を包括的に受けることができる（居住支援＝生活支援）市民ニーズに対応し

て迅速な対応ができる。 

予算措置面などフットワークが軽い。金銭管理ができない等相談内容によっては、市

社協のサービス（生活福祉資金貸付制度、日常生活支援事業・成年後見など）につなぐ

ことができる。また、入居後の生活相談などのフォローができる。空家を活用したサロ

ン事業など地域福祉を展開するのは社協の得意分野。 
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（４）居住支援ニーズ 

住みよかネット（インターネット）からの相談は３０～４０代が最も多く、母子世

帯からの相談が多い。また、住宅以外の相談など複合的に困難を抱えていることが多い。

社協の相談では、入居相談が約７～８割。また、住宅以外の問題も含む複合的な問題を

抱えている場合も多い。 

（５）現状・今後の取り組み 

 ア ライフサポートセンター（市介護サービス事業者協議会の専門部会として、認知

症ケア研究会として発足。）の関わり方（人材、コラボレーション）取組事業として

「関係機関とネットワークを形成し、入居時の保証人になるなどの入居支援事業」

「地域で暮らすための住居・生活に関する相談を受け、必要に応じて支援する事業」

「死亡後の住居の片付け、整理その他の死後事務を行う事業」「セミナー・啓発活動

の実施」 

 イ 実施主体はＮＰＯ法人「大牟田市ライフサポートセンター」で、理事長は福岡県

弁護士会所属の弁護士の中尾哲郎氏、市地域包括支援センター運営協議会会長、市

社会福祉協議会の評議員（平成 26年 10 月現在） 

ウ 相談の入口・インテーク（コンシェルジュ機能） 

  相談支援では、専任のコーディネーターは置いていない。だれもが、一義的に相談

が受けられるようにしている。 

 ○居住支援協議会の活動により見えてきたもの 

ア 居住支援とは中古住宅や空家を確保するだけでは解決できない。 

イ 人口減少社会、少子超高齢化、生活困窮者の増加等一人ひとりの生活の背景にある

ものを考えなくてはならない。 

ウ 居住支援は「生活支援」であることを理解し、多職種による行動連携が必要。 

エ 生活支援のプロである福祉部局や社協との連携は、とても重要。特にインテーク

（主訴の背景にあるものまでを聞き取る）のアセスメントは極めて大切。 

オ 都道府県居住支援協議会には、住民生活に密着している市町村の単独又は隣接市

町村で構成する協議会の設置や運営の支援の役割が求められる。 

カ 地域包括ケアシステムの構築は、福祉部局だけの政策ではなく、他部署のこと言わ

ず、すべての部署に関係する横ぐしを指す意識が必要。 

キ 住まいは、福祉や暮らしの延長線で考える時代、職員が少数な中自治体の生き残り

をかけて、10年度の暮らしを見据えた大胆でしなやかな「人事政策」が求められてい

る。 
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■平成２９年度第２回 

日時 平成２９年９月５日(火) １０：００～１２：００ 

場所 かがやきプラザ ４階 会議室１ 

 

○概要 

１ 高齢者の居住支援ニーズ 

（１）身近なところで、支援や施設が必要とのご意見をいただきました。コンパクトシティ

というのか、サスティナブル・シティみたいなものが求められている。 

（２）「部屋が狭い、広いなど生活実態に合わない」について、居住形態では持家（一戸建

て）では広過ぎ、民間の賃貸住宅（集合住宅）では、恐らく狭い等自分の生活実態と合

わない。 

（３）バリアフリーのまちづくりでは、「障害者」や「６５歳以上の高齢者」の属性がオー

バーーラップして来る。現在地に住み続けたいという人が半分、一方で介護が必要にな

ったらという限定条件では、サ高住や施設に入所したい、入居したいという希望が、３

０％以上ある。 

（４）住替えでは、遠距離の移動ではなく、なるべくならば住みなれた地域やその近隣に住

みかえて住み続けたいという、希望がある。 

（５）区のサービスが、たくさん有りすぎて周知が十分でなく、どこに相談したら良いか分

からない実態がある。サービスの内容の他、事業の存在が知られていない。情報が届い

ていない。自分の力で入手できない人たちへどう届けるのかとういうのは、非常に大き

なこれからの課題となる。 

（６）持ち家率が約 7 割と高いため居住支援では民間賃貸住宅への住替え支援の他持家の

方々への支援策も同時に考えていく必要がある。 

（７）持家の方の居住支援ニーズでは、物が多過ぎて片付けられない、加齢により階段の利

用が困難となったがエレベーターがないなどの改修ニーズもある。 

（８）若干家は狭くなっても、子育て支援等の支援サービスが充実しているため、転入者が

増えている。 

２ リーフレットの作成 

（１）前回の議論では、一応専門職向けに作成するのだけれども、一般の人もわかるような

ものをというのが今のところの着地点なのです。 

（２）千代田区の居住支援協議会では、具体的な事業をまだ実施していない。掲載内容につ

いて、例えば大牟田市の居住支援協議会のようにはじめは事業を実施していないため

市民にその存在をアピールするため事務局の社会福祉協議会が市の住宅部局と協力し

て「こういう理念で、居住支援協議会をやっていくのだよ」といった試作版を作成して

いる。 

（３）作成プロセスとして、編集委員として役割を担ってもらい原案を作成し、あるいはワ

ークショップのような形でアイデアや意見を出していただき作成する方法もある。 

（４）母子世帯の相談支援では、保護者が就労して多忙のため、相談の時間帯への配慮や支
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援サービスの利用方法の説明が必要です。 

（５）居住支援協議会として何ができるかということを、載せていかなければいけない。 

３ 相談窓口のネットワーク化 

（１）相談を、どこがどういうふうにしていくかというのが来年度以降に引き続く一番大き

な問題で、大牟田市と福岡市では、社会福祉協議会が受けている。 

（２）福岡市では、政令指定都市で賃貸住宅も多いということで、規模も状況も異なります

が社会福祉協議会に居住支援の専任相談員をおいて、その相談員がトータルにコーディ

ネートする社協として相談「プラットホーム」を設けて、全部そこが割り振りをしてい

る。 

（３）大牟田市では、社会福祉協議会が住宅部局と連携して「誰でも受けますよ」という形

で行っているのですが、居住支援協議会の一義的な窓口は福祉系が担っていて、非常に

ユニークで、国も注目をしている。 

（４）会長がオブザーバー参加している板橋区の居住支援では、不動産関係団体が窓口とし

て受けていて、これが一般的な印象があります。 

（５）相談では、月何回といった固定窓口による相談会ではなく、日常的に各窓口で、職員

が相談者の話を聞いて均一なアセスメントができることが望ましい。 

（６）普及啓発事業として講演会などの開催も必要、大牟田市では、厚労省職員や有名

な学識経験者を呼んで、東京で開催しているのと遜色ないように大々的に行っている。 

他方、福岡市では、一般市民向けに「あなたの住まいをどう考えますか」「これからあ

なたの資産をどうしたらいいですか」というテーマで、ボランティアで地域の会社員に

講師になってもらい「不動産活用セミナー」みたいなことをやっている。 
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 【高齢者の住まいの整備に関するデータのとりまとめ】 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果より 

【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査概要】 

（１）調査の目的 

日常生活圏域ごとの高齢者の生活実態や課題等を把握し、千代田区高齢者福祉計画・第７

期介護保険事業計画策定の基礎資料とする。 

（２）調査対象 

区内在住の要介護１～５の認定を受けていない 65歳以上の人（4,000 人） 

（３）調査方法 

郵送配付・郵送回収 

（４）調査期間 

平成 29 年２月２日～２月 16日 

（５）回収結果 

配付数 

Ａ 

回収数 

Ｂ 

回収率 

Ｃ（Ｂ/Ａ） 

有効回収数 

Ｄ 

有効回収率 

Ｅ（Ｄ/Ａ） 

4,000 

（2,000 人×２圏域） 
2,294 57.4％ 2,284 57.1％ 

 

１．居住形態（問６） 

○ 居住形態は、「持家（集合住宅）」（41.6％）が最も多く、次いで「持家（一戸建て）」

（32.0％）が続いている。 

○ 圏域別にみると、麹町地域は「持家(集合住宅)」（61.1％）が神田地域に比べ多く、

神田地域は「持家(一戸建て)」（47.8％）が麹町地域に比べ多くなっている。 

〇 年齢別にみると、65～74 歳は「持家(集合住宅)」（43.6％）が 75 歳以上に比べや

や多くなっている。 

〇 世帯類型別にみると、１人暮らしは賃貸または借家に住んでいる人（「民間賃貸住

宅（一戸建て）」「民間賃貸住宅（集合住宅）」「借家」の合計）が２割近くで、夫婦

２人暮らし、息子・娘との２世帯、その他よりも高くなっている。 

⇒一戸建てに比べ、親族等との同居が少ない集合住宅では、地域とのつながりが重要

であり、日頃の安否確認（特にオートロック式マンションへの対応）や緊急時・災害時

の対応など、集合住宅に居住する高齢者を支える仕組みづくりが必要といえる。【集合

住宅に居住する高齢者を支える仕組みづくり】 

２．必要な居住支援（問６-１） 

〇 賃貸または借家に住んでいる人（問６で「民間賃貸住宅（一戸建て）」「民間賃貸住

宅（集合住宅）」「借家」と回答した人）の必要な居住支援は、「良質で廉価な不動

産情報の提供・紹介」（27.8％）が最も多く、次いで「家財等の粗大ごみの片づけ

サービス」（24.8％）が多くなっている。 

〇 圏域別にみると、神田地域は「良質で廉価な不動産情報の提供・紹介」（32.8％）、
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「住まいと生活の相談サービス(訪問相談・契約時の同行支援)」（13.9％）が麹町

地域に比べ多くなっている。 

〇 性別にみると、男性は「保証人サービス」（24.7％）が女性に比べ多くなっている 

〇 年齢別にみると、65～74 歳は「良質で廉価な不動産情報の提供・紹介」（33.8％）

「家財等の粗大ごみの片づけサービス」（30.8％）「保証人サービス」（25.6％）が

75 歳以上に比べ多くなっている。 

⇒高齢になっても住み慣れた地域で生活ができるよう、民間賃貸住宅への入居支援

などが必要といえる。賃貸または借家に住む人が他の世帯類型よりも多い１人暮

らし高齢者を対象に（１．居住形態を参照）、貸主と借主のどちらも安心して賃貸

借できるよう、葬儀・遺品整理等の終末期支援や家賃債務保証を行うことなども考

えられる。【民間賃貸住宅に住んでいる方への居住支援】 

３．住まいの困りごとの有無（問７） 

〇 住まいの困りごとの有無は、「はい」が 17.2％、「いいえ」が 77.7％となっている。 

〇 圏域別にみると、麹町地域は「いいえ」（79.7％）が神田地域に比べやや多く、神

田地域は「はい」（18.7％）が麹町地域に比べやや多くなっている。 

〇 年齢別にみると、65～74 歳は「いいえ」（79.9％）が 75 歳以上に比べやや多くな

っている。 

〇 認定状況別にみると、要支援２は「いいえ」が６割と全体に比べ低くなっており、

「はい」が３割となっている。 

〇 居住形態別にみると、賃貸は「はい」（28.4％）が持家に比べ多い。 

〇 世帯類型別にみると、１人暮らしは「はい」（23.5％）が夫婦２人暮らしや息子・

娘との２世帯、その他に比べ多い。 

４．住まいの困りごとの内容（問７-１） 

〇 住まいの困りごとがある人（問７で「はい」と回答した人）の困りごとの内容は、

「その他」（32.7％）が最も多く、「部屋が狭い、広いなど生活実態に合わない」

（25.3％）、「家賃が高い」（25.0％）と続いている。なお、「その他」の内容は、老

朽化による建て替え、修繕、耐震の問題が多くなっている。 

〇 圏域別にみると、神田地域は「エレベーターがなく、外出が困難」（18.9％）が麹

町地域に比べ多くなっている。 

〇 性別にみると、男性は「部屋が狭い、広いなど生活実態に合わない」（33.6％）が

女性に比べ多くなっている。 

〇 年齢別にみると、65～74 歳は「部屋が狭い、広いなど生活実態に合わない」（28.4％）

が 75 歳以上に比べ多く、75 歳以上は「トイレや風呂に段差があり、移動が困難」

（16.2％）が 65～74 歳に比べ多くなっている。 

〇 賃貸に住んでいる人の７割近くは、「家賃が高い」と回答している。 

〇 世帯類型別にみると、１人暮らしは「見守りや安否確認サービスがないため、緊急
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時が不安である」（28.4％）、「子ども・高齢者は不可など、契約条件が合わず、転

居ができない」（7.5％）が夫婦２人暮らし、息子・娘との２世帯、その他に比べ多

い。 

⇒「エレベーターがなく、外出が困難」な持家（一戸建て）が多いことから、持家（一戸

建て）の多い神田地域（１．居住形態を参照）において、住まい環境の整備に対する支

援や積極的な外出支援などの施策展開が考えられる。また、「エレベーターがなく、外

出が困難」な場合、２階以上での生活に困難を抱えている可能性が考えられる。在宅生

活の継続希望をかなえるために、自宅で暮らし続けるための住環境の整備や家財等の

取り扱いなどを相談できる場所の設置、住まい視点での介護予防の取組（“自宅で暮ら

し続けるための体力づくり”といったアプローチ）が考えられる。【持家（一戸建て）

にお住まいの方への居住支援・外出支援】 

⇒生活実態に即した住まい環境が整うよう、建て替えやリフォームへの支援や住み替え

支援が必要といえる。【生活実態に合った住まいの確保】 

⇒見守りや安否確認サービスの提供によって、在宅生活における緊急時の不安を和らげ

ることが考えられる。また、見守り付きの住宅へのニーズを把握し、ニーズに見合った

充実を図ることが考えられる。【緊急時にも安心な住まいの確保】 

５．将来希望する暮らし（問 65） 

〇 将来希望する暮らしは、「配偶者との暮らし」（47.5％）が最も多く、「高齢者向け住

宅や施設への入居、入所（サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、特別養

護老人ホームなど）」（33.9％）、「１人暮らし」（24.2％）と続いている。 

〇 圏域別にみると、麹町地域は「配偶者との暮らし」（49.7％）、「１人暮らし」（26.0％）

が神田地域に比べ多く、神田地域は「子・孫との同居」（23.1％）が麹町地域に比べ

多くなっている。 

〇 性別にみると、男性は「配偶者との暮らし」（67.2％）が女性に比べ多く、女性は「高

齢者向け住宅や施設への入居、入所(サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、

特別養護老人ホームなど)」（38.2％）、「１人暮らし」（29.9％）が男性に比べ多くな

っている。 

〇 年齢別にみると、65～74 歳は「配偶者との暮らし」（55.2％）が 75歳以上に比べ多

くなっている。 

〇 居住形態別にみると、集合住宅は「高齢者向け住宅や施設への入居、入所」（38.0％）、

「１人暮らし」（28.4％）が一戸建てに比べ多い。特に、民間賃貸住宅（集合住宅）

は「高齢者向け住宅や施設への入居、入所」が４割半ばと高くなっている。 

〇 一戸建ては、「子・孫との同居」（27.4％）が集合住宅と比べ多い。 

⇒健康状態や経済状況、配偶者をはじめとする家族の状況等によって、将来の暮らしに

対する希望は変化していくことから、そのときの状態に応じて住まい方を総合的に

相談できる体制が必要といえる。【住まい方の総合相談体制の充実】 

⇒持家に住んでいる人の３割超が高齢者向け住宅や施設への入居、入所を希望してい
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ることから、入所・入居後の持家の取り扱いの仕組みを検討する必要がある。【持家

を活用した住まい方の提案、空き家対策】 
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 ■平成２９年度第３回 

日時 平成２９年１２月１９日(火) ９：３０～１１：３０ 

場所 千代田区役所 ８階 委員会室 

 

〇概要 

１ 居住支援協議会の課題 

（１）他自治体では、生活困窮者等住宅確保要配慮者に賃貸住宅をいかに確保していくかや

「保証人の問題」、「住まいのマッチング」「相談の窓口をどうするか」が大きな課題とな

っている。 

（２）千代田区の高齢者では、持ち家率が７０％とかなり高く、持ち家の方々への支援が重

要となってくる。 持ち家では、ハードの老朽化による改修などのこともあるし、ソフ

トの部分で見守りなどその生活をどう支えていくかということが重要である。 

（３）賃貸では、狭いとか、家賃がそれに見合わず高い。母子家庭では、非常に狭くてなか

なか適切な住宅がないことがあり両方を見ていかなければいけない。 

（４）住み替え支援では、残った持ち家をどうするか大きな課題。放置された場合、空き家

の問題として今後大きな課題となる。 

（５）ライフステージに合わせ、適切な住環境を提供していくこと、特に高齢期者の場合の

特徴的な居住の課題がある。 

（６）他自治体と違って生活困窮者に向けた民間賃貸住宅の利用の仕方というのと異なる

角度からの支援が必要で、独特なポジションがある。 

（７）住宅セーフティネット法では民間賃貸住宅を活用した住まいの支援。住宅要配慮者に

対する住まいの支援という立て付けになっているが、地域事情に応じて、設置自治体ご

とに協議の中で「上乗せ」「プラスアルファ」する形で運営をすることが可能。 

（８）大変地価が高く、高額家賃のため民間賃貸住宅の活用が難しい、困難な地域である。 

（９）相談支援では、生活支援サービス的な部分も含めて視野を広げて支援をしていくとい

う方向性が良い。 

(10)千代田区内で住まいの需要と供給がミスマッチとなっている側面もあり、経済的に余

裕のある人への物件供給が多く、現実的には高額家賃となっている。（不動産関係団体） 

（11）区内で完結しない場合、区外も含めて適切な引越し先を紹介する等の情報提供が必要。 

（12）ライフステージ別支援では、集団として大きな部分を占める高齢者の住み替えの部分、

や生活支援の部分と、それから子育て世代の賃貸の部分をどうしていくか区内転居だけ

でなく、区外転出も含めて物件紹介・情報提供ができると良い。 

（13）人口比の５％ぐらいが目標というと民間のサ高住とか、高齢者賃貸住宅をどう誘導し

てくるかということも課題。（将来２６０戸くらいつくると、高齢者人口１万１,７００

人に対する大体５％となるが、高齢者に対する住まいの提供として研究課題の１つにな

っています。） 

（14）今後の取組の方向性（事務局案）」のところでお伝えいただいたように、濃淡という
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意味あいで高齢者を中心とした取り組み、地域包括ケアの中での居住支援。住宅政策、

住宅施策踏まえた居住支援「まちづくり」という方向性。 

（15）相談窓口のネットワーク化は、居住支援の意識を共有・普遍化する意味で重要なこと

で、パンフレットやリーフレットはその１つのツールとなる。 

（16）他の自治体でも、相談窓口の職員が「居住支援協議会」の活動について理解できてい

ない状況がある。 

（17）居住支援の地域包括ケアシステムでは、一番大きいターゲットとして高齢者の部分を

意識しつつも障害者や子育て家庭など幅広い住宅確保要配慮者に対して、住まいや生活

の支援を所管横断的に・ライフステージを通じて切れ目なく支援を進める必要がある。 

（18）リーフレットの掲載内容として、千代田区の居住支援協議会は何を目指しているのか、

そして、相談窓口では相談がどう流れて、どこに相談したらどう自分の問題を解決して

くれるのかという、その見取り図が簡単にわかるような内容のものが必要。いわゆる窓

口職員向け・内部向けの啓発の部分とそれを踏まえて今度一般向けという形で「２段構

え」で作成する。 

（19）「つなぐシート」は、相談窓口のネットワーク化のツールの１つとして統一仕様を作

成し、どの職員が行っても一定のアセスメントができるということは良い。 

（20）相談窓口のイメージでは、神戸のすまいるネットを参考にしつつも、生活支援の部分

も含め考える必要があり、つなぐシートの確認項目の順番や表現は精査が必要。（職業欄

不要との意見あり） 

（21）「つなぐシート」の精査では、保健福祉の窓口では得意分野であり、庁内でヒアリン

グをするなど工夫が必要。 

（22）リーフレット作成にあたり「住宅確保要配慮者」は幅広く柔軟に対応できるように改

正要綱で定義した中で、表現に誤解を招かないように注意する。 

（23）理解促進・普及では、将来的には居住支援協議会として、一般区民に向けたセミナー

開催やワークショップのようなものも考慮していく。（他自治体、板橋や、豊島区ではセ

ミナーを何回も開催実績有） 

（24）リーフレットの作成では、相談者が自身で見ていくときにＱ＆Ａ方式とするのも分か

りやすい。 

（25）住宅セーフティネット法が平成 29 年 10月 25 日に改正された。都道府県単位で登録

居住支援法人、、支援住宅の登録制度ができた。今後、東京都の動向も注視しながら、適

時・適切に対応していく。 

 

 

 

 

 

 

 




