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―議 事 録― 
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■開催日時・出席者等 

日時 平成３０年３月２２日(木) １０：００～１２：００ 

場所 千代田区役所 ８階 委員会室 

参加者 

学識経験者 山本会長 

不動産関係団体 早水委員、岡田委員 

居住支援団体 片岡委員、松井委員 

区相談窓口所管課長 

村木住宅福祉担当課長 

新治生活支援課長 

小玉在宅支援課長 

平岡住宅課長 

大川オブザーバー（代理） 

 

■議事録 

＜開会＞ 

○山本会長   それでは、皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、た

だいまから平成２９年度第４回居住支援協議会を開催させていただきま

す。委員の皆様におかれましては、大変年度末のお忙しい中、また天候

の悪い中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

        初めに事務局から本日の協議会の出欠について、報告をお願いいたし

ます。 

○事務局    本日のご出欠でございますけれども、東京都建築防災まちづくり協会

の吉岡委員が、事業が重なりご欠席、代理も立てられなくて皆様によろ

しくということでございます。また、内部委員で児童・家庭支援センタ

ー新井委員が、子ども家庭の関係の相談会議とあいにく重なり、本日は

オブザーバー参加という形で１名参加させていただき、欠席となります。

それから障害者福祉課長の大坪委員に関しましても会議が重なっており

まして、こちらは欠席となります。出欠については以上でございます。 

○山本会長   ありがとうございます。初めに本日の会議の公開・非公開についてお

諮りをいたします。ご異議がなければ原則どおり公開という形で進めさ

せていただきます。よろしいでしょうかね。 

        それでは、次第に沿いまして、１１時半を目安に進めていきたいと思

いますので、ご協力をお願いいたします。 

議事録を作成する都合上、お手数でございますが、ご発言の際にはお

手元のマイクのスイッチを押していただき、赤いランプをご確認の上、

発言をしてください。なお、お名前をおっしゃっていただいてからご発

言をお願いいたします。 

本日机上に配付させていただいた資料の確認を事務局からお願いいた

します。 
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○事務局    事務局でございます。机上の資料のご確認をさせていただきます。ま

ず、一番上に「本日の次第」。それから資料番号では１、左とじで「議

事録」となってございます。資料２、「居住支援協議会の歩み（案）」

ですね。それから資料３、「千代田区居住支援協議会（相談の流れ

案）」。資料４、「つなぐシート相談受付票」。それから参考資料とし

て「ちよだインフォーメーション」のコピー。以上でございますけれど

も、過不足等ございませんでしょうか。 

以上でございます。 

○山本会長   それでは、これから平成２９年度第４回居住支援協議会の議事に入り

ます。現在、私の時計で１０時２、３分くらいなのですけど、先ほど申

し上げましたように１１時半をめどに議事を進めてまいりたいと思いま

すので、ご協力いただきますようお願いいたします。 

        初めに平成２９年度第３回居住支援協議会の補足、報告など事務局か

らお願いいたします。 

○事務局    事務局でございます。それでは、本来であれば議事録の該当箇所をご

確認をさせていただくところでございますけれども、今回、年度最後の

会議となり、議事の関係で時間の節約のため「歩み」というものを資料

として作成しました。資料２の２８ページをお開きいただきたいと思い

ます。これは事務局のほうで前回のこの議事録の主な発言等を縮約させ

ていただいてございます。２８、２９という形で見開きとなってござい

ます。たくさんのことが書いてございますけれども、１つはっきりしな

かったところで言いますと、民間のサ高住のことで人口比の５％くらい

が目標という区側のご回答ではなく申し訳ありませんでした。お答が十

分されてなかったのですけれども、実はこれは過去の振り返りという形

で住宅福祉担当課長が平成２８年度の第３回、この「歩み」でいいます

と、１３ページをお開きいただきますと、「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」にて資料でご提供をさせていただいて

おります。そこの中で、高齢者有料賃貸住宅のところ、青い矢印のとこ

ろ、この時点では平成２９年春、高齢者有料賃貸住宅３０戸開設予定で、

そのときで予想値が３％という形で、住宅基本計画の中では平成３６年

度までに５％までもっていくと。２９年度から３６年の８年間で２６０

戸の高齢者向け住宅供給が必要というご報告を住宅福祉担当課長からさ

せていただいているものでございます。これ補足となってございます。 

続いて、また２８、２９ページにお戻りいただきまして、主な発言内

容を振り返らせていただきます。 

非常に重要な発言と考えますが（１２）番居住支援の在り方として、

子どもの時代から高齢者まで、ライフステージをつなぐ切れ目のない居

住支援が必要ではないかという形でというご意見です。「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
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か区内転居だけではなく、区外転出も含めて物件紹介・情報提供ができ

ると良い」というご意見を複数の委員からいただいてございます。 

それから２９ページの（１７）番で、「地域包括ケアシステム」とい

う言葉が専門用語で、通常は介護保険等で高齢者を対象として使います

が、居住支援では「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、その他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な支援を進める必要がある」とい

うご意見を頂戴してございます。大変重要なご提言だったと思います。 

それから、（２０）番のところで松井委員から、相談窓口のイメージ

では、「つなぐシート」の確認項目の中で職業欄が不要ではないかとい

うご意見をいただきました。「つなぐシート」ではその欄を削除させて

いただきました。 

また、項目の順番等についても精査が必要だというご意見を頂戴いた

しました。 

また、先ほどのところで「高齢者を中心とした」という表現について、

そこはあくまでもめりはりということで、表現に誤解を招かないように

しますというご確認をさせていただきました。 

前回の第３回居住支援協議会の議事の概要のご報告と補足説明につい

ては以上でございます。 

○山本会長   ありがとうございます。今、事務局から資料２の「居住支援協議会の

歩み」の資料で第３回の居住支援協議会の議事について振り返りととも

に補足をしていただきましたけれども、前回のということだけですが、

皆様のほうから何かご質問やご意見ございますでしょうか。 

        前回もかなりまとめ的な会議の内容だったと思うのですが、それに基

づいて今回この大きな「相談の流れ」とかこの「つなぐシート」という

のをつくっていただきましたので、きょうはその点も含めて、再度ご意

見をいただきたいということがあります。 

そしたら全体をきょうまた「歩み」というので振り返っていただくこ

とがありますので、まずそこをやっていただいて、その成果というか、

今までの議論は結実したものとしてのこの「流れ表」と「つなぐシー

ト」がありますので、そこを見てからご意見をいただくことにしましょ

うか。では、お願いをいたします。 

○事務局    それでは改めて資料２、「千代田区居住支援協議会の歩み（案）」と

いうものをお手元にご用意いただきたいと思います。 

今までの協議の経過、結構私も含めて皆様、ご記憶がだんだん薄れて

きたりするところもあるかと思いますので、簡単にこの「歩み」を使い

まして、原点に振り返るといった形で確認をさせていただきたいと思い

ます。 

まず、１ページ。平成２８年度第１回。これは７月２２日に設置報告

という形で区の要綱でもって、住宅セーフティネット法の第１０条第１
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項に基づいて、区の要綱で本居住支援協議会を設置させていただき、

「協議事項」としては（３）番のアからエまでありまして、住宅確保要

配慮者の状況や民間賃貸住宅の市場に関する情報等の共有。協議事項が

１つ。２つ目が、住宅確保要配慮者の円滑入居及び安心居住の支援並び

に今度は貸主及び民間賃貸住宅を管理する方々への不安軽減のための支

援の方法。３つ目が、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。４つ目、その他、設置目的を達成するために必要な事項という

形で始めさせていただいております。 

「構成委員」につきましては、現在と変更はございませんが１２名で

スタートさせていただき、学識経験者を含めた外部委員が６名、そして

区の相談窓口の担当課長が６名で、１２名でスタートをさせていただい

ております。 

その中で、第１回のときに、事務局として私が区役所の各相談窓口のヒ

アリング調査を実施いたしました。これは主に実務担当者に対して、住ま

いの居住支援で保証人とか見守りでどういう課題があるのかという形で１

か所、２、３時間で行いました。具体的には係長クラスの主任等相談実務

に精通した方々にヒアリング調査をさせていただいた結果をご報告させて

いただきました。重要な項目としては保証人に関して、例えば在宅支援課

では身元保証人、連帯保証人、家賃の支払い、亡くなった後の荷物の整

理・清掃、緊急時の連絡先、保証人の問題ということでご意見をいただい

たり、障害福祉課、健康推進課、いわゆる保健所にもお聞きしたのですけ

れども、保証人になる人が見つからないため、生保の場合よりも物件を借

りられないことが多いと。激しい症状変化、近隣トラブル、家族関係の破

綻。貸し手のリスクという話がありました。 

１枚おめくりいただきますと、生活困窮者支援係というか、生活支援

課では、高齢者世帯、保証人や身元保証引受人なしで賃貸住宅を見つけ

るのはかなり難しいという話があったり、また住宅課では単身高齢者の

住宅内の孤立死。不動産関係団体からもご意見をいただきましたけれど

も、告知事項となり、借り手がつかず、不動産価値が低下したり、病死

等の説明義務免除を要望しますと。これは東京都の不動産関係団体調査

の部分をここに挿入させていただきました。 

第１回では、そのような形で各相談窓口、区のほうの抱えている居住

支援ニーズ等についてご報告を申し上げたところでございます。 

第２回、これは平成２８年９月１４日になります。このときには、事

務局で、一日の調査でしたが先進自治体として神戸の「すまいるネッ

ト」のご報告をさせていただきました。神戸市の「すまいるネット」で

はワンストップの相談窓口、２番のところの赤字に書いてございますけ

れども、住宅所管系の公社、神戸住宅供給公社が相談の受け付けはその

「すまいるネット」という民間の賃貸住宅のワンフロアを借り切って、

その相談受付にコンシェルジュみたいな方がいて、相談について一義的
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に振り分けをして、専門の相談員さんにつなげるという方法で行ってい

る。 

５ページのところの（１）のアのところですけれども、市内に７万戸

以上の居住可能物件が空き家として放置されている状況があり、平成２

３年１２月に居住支援協議会が立ち上げた。 

６ページでは、相談窓口の開設状況については、民間の貸しビルのワ

ンフロアのところで、「すまいるネット」という形で毎週水曜日を除く

毎日１０時から１７時までという形で窓口を開設しているということで

ございました。 

そのほか事業展開としては、こうべ賃貸住宅あんしん入居制度。平成

２６年度に創設・実施したところですけれども、保証人の部分について

は実績がないというお話もさせていただきました。 

それから平成２８年度第３回の居住支援協議会。２８年度最後の居住

支援協議会でございますけれども、幾つかございまして、１つが、居住

支援ニーズの把握という形で会長からご提言をいただいて、高齢者のニ

ーズ調査に関しては、７ページの２の（１）で、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いましょうとい

うことでお話をさせていただいて、質問項目等についてもこの居住支援

協議会で議論をして、いろいろ貴重なご意見を反映させた形で後ほどの

ところで出てまいりますけれども、交ぜていただきました。それから、

これは内部のご意見という形で、今後の進め方で平成２８年１２月にア

ンケート調査を実施させていただきまして、内容はホームページと情報

発信をどうしていくべきかという形でご意見を頂戴いたしまして、これ

が今回のパンフレットとか、情報提供の原点になることかと思いますけ

れども、８ページをお開きいただきたいと思います。 

「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」を１１月２９日から１２月１６日の期間で頂戴いたしまして、会

長、副会長を除くサンプル数１０という形で、まずホームページの発信

に関してでございますけど、Ｑ１というところで①、赤字のところです

けど、当面議事録を掲載している区のホームページ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よいのではないか。また、「具体的

な事業内容が決まってから正式には開設することとし、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」というものが８票という形

で、その方向でいくという確認をさせていただきました。 

それからＱ２番で、実際効果的な居住支援の情報提供はどういう方法

がよろしいでしょうかというご意見を伺いましたところ、圧倒的にやは

り「広報千代田」。それから民生・児童委員、町会、ケアマネジャーな

どの地域の人的資源の活用、それに続くのが相談窓口におけるＰＲとい

う形で上から３点選んでいただきまして、①、⑤、⑥というご選択を多

くの方にいただいた結果となってございます。 
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それから相談窓口のあり方について。これも今までの議論の原点にな

るところですけれども、③番、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というところで、７票い

ただいております。ここのところが原点になって、今までの議論が進ん

できたというところを改めて振り返りいただければと存じます。 

それから「千代田区第５期障害者福祉計画策定のためのアンケート調

査」。この調査に関しては、千代田区に居住する障害者手帳所持者の障

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をしましたと。これは平成

２８年８月２９日から９月１２日までの間にもう行われていた結果の住

まいの部分について、主な部分について私のほうで赤字、抜粋をさせて

いただいております。 

９ページの一番下のところで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」などとな

っているというところだとか、次の１０ページをお開きいただきまして、

「住まいや暮らしについて」、現在の生活状況については、障害種別で

精神や難病では３割弱がおひとり暮らしをしており、精神では４割弱が

将来もひとり暮らしを望んでいるという方のお答が多かったと。それか

ら（５）のアのところの生活状況。生活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％という結果となっ

てございます。 

それから（６）番、「障害福祉サービス等の利用について」という形

で障害福祉サービスの利用については、３割半ばの方がご利用されてい

て、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デイサービスの利用者が多い

という結果となってございます。 

それから（８）番。１１ページの１行目になりますけれども、「相談

の相手・情報の入手先について」という質問に対してのお答に関しては、

「相談相手は『家族や親戚』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『家族や親戚』が７１．４％と最も高く、次いで『友

人・知人』が３６．２％などとなっている」。情報の入手先については、

「区の広報紙」が４２．２％。次が「メディアのニュース」２９．４％

となっているという結果報告。これは公開されているものの抜粋でござ

います。 

それから続きまして、２つ目の、その下に黒で「不動産関係団体に関

する調査（概要）」。東京都の居住支援協議会のいわゆる支部ごとにサ

ンプル票を、アンケート票を送って、その答を都が集約したもので、ち
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ょっとサンプル数が５２票という形で、その支部単位ですので、それぞ

れの協力店ごとのものではないという限界はあるのですけれども、以下

のような結果になりましたという形で、情報提供をさせていただきまし

た。 

（４）番の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という形で５割、６割程度、７割以上というとこ

ろが４割の不動産団体の方がそういう「選別」があるのではないかと回

答しています。入居選別では単身の高齢者、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と、

その調査ではなりましたということでございました。 

⑤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という意見があったと。それから

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

べきではないかというご意見の団体が多かったということでございます。 

それから１２ページでもう１つ。今後入居者の高齢、低所得化は必ず

増加するというのでしょうか、進むと思われるため、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というご意見もあったという

ことでございました。 

当時の住宅福祉担当課長から住まいと福祉に関して、実は平成２８年

度の第２回のときにご意見を皆様から頂戴をして、それをもとに取り組

みについてという形で第３回で資料を提供させていただきました。この

ご回答等を参考にして、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

ましたという報告をさせていただきました。「住宅基本計画」等につき

ましては、そこの１３ページの下のところに書いてあるとおりでござい

ます。 

また、１４ページをお開きいただきますと、区内の耐震化の状況とい

うところでは、戸建ての耐震化率が５割とちょっと低いというか、そう

いうご指摘もありました。ただバリアフリーに関しては、一定のバリア

フリー化が終わっているところは４１．５％。高度のバリアフリー化と

いうところでは２割ぐらいという形でのご報告をいただいて、全体で６

割くらいはバリアフリー化が進んでいるのではないかという報告があり

ました。 

６５歳以上の区民対象で、介護のための住まいで、その下の丸のとこ

ろですけれども、「現状の住まいに問題なく住み続けられる」という方

が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％といった報告もさせて

いただいております。 
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それから高齢者になったときの住まいというので、これはちょっと誤

植なのですけど、２０代からこれは６０代ですね。４を削除していただ

いて、区民２４０人に聞いた結果、自宅で暮らしたいという方がやはり

６３．３％で多かったということでございました。 

そして当時の課題認識として、１５ページのところで赤字で書いてご

ざいますけれども、単身高齢者、高齢者のみの世帯が今後ふえていって、

高齢者人口の増加に伴って、認知症の方や障害がある高齢者も増加して

いると。その意味でア「住宅の特性や構造上の問題」として、経済的事

情や住宅の老朽化で住みかえを余儀なくされる場合がある。それから住

宅が狭くて、階段や昇降機、エレベーターの設置が困難なため住み続け

ることが難しいといった課題。それから高齢者向け住宅等に入居しても

介護度が重くなり、要するに介護ステージが変化することによって在宅

生活が難しくなる。認知症や精神疾患の方もふえており、障害がある方

の高齢化も進んでいるということでございます。 

そういう意味でいうと、ライフステージ別、またご自身の身体状況の

変化に伴って切れ目のない支援をしていく必要があるということは、こ

のところからも読みとれるかなと思いました。 

それから障害者につきましては、障害者の年齢としましては、やはり

高齢化が進んでいるという形で障害種別では身体、知的障害者の約７割

が高齢者となっていると。精神の方は約２割が高齢者という形でござい

ます。 

次の１６ページをお開きいただいて、先ほどの障害者福祉計画のニー

ズ調査ともかぶるものかと思うのですけれども、特に力を入れてほしい

施策としては、「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％という形。それから生

活支援としては「経済的な負担の軽減がある」の回答が最も多かったと

いうことでございました。 

課題認識としましては、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

安心して暮らすことが必要となっていると。その下のところで、親亡き

後、介助者亡き後の障害者への日常生活の支援や見守り体制を充実する

ことが必要となる。 

それから１７ページのところで、これは低所得者の現状のところでご

ざいますけれども、ひとり親世帯は１,８１５世帯。平成１２から２２年

の１０年間で５７０世帯増加していると。 

課題としましては、３つ目のポチで赤印で、「ひとり親世帯や多子世

帯の中には、狭いワンルームの賃貸住宅に住んでいるケースがある」と

いう認識でございます。 

以上が、２８年度の締めくくりのところでのお話でございました。１

８ページ、今度平成２９年度に入りますと、いよいよ１２月のアンケー
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ト調査を踏まえてという形で、主な議題としましては、第１回、１８ペ

ージの上のところで、平成２９年５月２２日に開催させていただきまし

て、高齢者の居住支援ニーズの把握ということでアンケート調査の中に

質問項目を交ぜていただきましたというご報告をさせていただき、高齢

介護課からは回収率が５７．１％で、分析はこれからだという報告をさ

せていただきました。 

２番目としまして、パンフレットの作成の方向性について再度、２８

年の第３回のアンケート結果を踏まえて確認をさせていただきました。

その際に「住まいのガイドブック」という江東区、北区、足立区の３つ

のものをお示ししたところ、非常にたくさんのご意見をいただいて、い

ずれも掲載事業が多過ぎてパンフレットにそのまま使えないという形で、

（２）番でご意見をいただいたり、（４）番「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情報提供サービスが可視化』

する必要がある」という形でご意見をいただいております。 

それから相談窓口については、ワンストップ型の相談窓口ではなく、

さまざまな相談窓口が連携支援する方法がよい。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ではないか。（４）番、分散窓

口の場合に「傾聴力」や「調整・説明力」が求められる。（５）番、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というご指摘をいただきました。 

主な議題はそんなところでございますけれども、その後第２回の間に、

これは第２回でご報告したものでございますけれども、実施調査という

形で事務局と山本会長とで福岡市と大牟田市の先進自治体の合同調査を

実施させていただきました。これ平成２９年８月３０日に福岡市と大牟

田市の居住支援協議会を午前午後と行ってございます。 

主な内容としましては、福岡市については事業概要としまして、１９

ページの（２）をごらんください。福岡市社会福祉協議会にコーディネ

ーターを配置して、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

生活支援を行ってございます。これは厚労省のモデル事業として採択の

後、平成２６年１０月から事業を開始したと。 

連携の主な中身としましては、（３）番の相談窓口のところで、総合

相談窓口が福岡市社会福祉協議会となっていて、平成２９年度、今年度

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

営となったとのことでした。 

運営状況では、１つ目の赤い丸のところで、「支援団体として、市社

協が統括し、不動産協力店等、元々社協の『成年後見や見守り事業』の

協力団体などと連携、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」という形で、見守りが１８件あ
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るということでございました。新しい事業として、その下のところで葬

祭事業者の方と協力して家財の処分とか葬儀とか埋葬とか、そういうと

ころまでトータルコーディネートする事業も始めましたというお話があ

りました。 

それから居住支援ニーズ。これ福岡市の場合ですけれども、相談の窓

口では１９ページの（５）番のところですけれども、「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」ということでご

ざいました。 

それから２０ページをお開きいただいて、午後からは大牟田市の居住

支援協議会の調査を行いまして、こちらもご報告をさせていただいて、

相談窓口につきましては、事務局を大牟田市社会福祉協議会と市建築住

宅課が担っていると。さまざまな相談を包括的に受け入れることができ

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と

自負しているということでございました。 

それから運営状況につきましては、事務局は市社協が担っているので、

さまざま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た迅速な対応ができているとの印象を受けました。 

それから居住支援ニーズとしましては、２１ページになりますけれど

も、「住みよかネット」というホームページをつくっていて、インター

ネットからのご相談も３０代から４０代は多いと。３０代、４０代の内

容としては母子世帯からの相談が多いということでございました。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、また住居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ということでございました。 

それから今後の取り組みとしましては、プラットフォーム、先ほどの

福岡市の支援団体がプラットフォームというお話をしましたけれども、

やはり同じような形で大牟田市でもＮＰＯ法人「大牟田市ライフサポー

トセンター」というものがあって、そこが大きいステーションにして、

理事長が福岡県の弁護士会所属の弁護士さんがなられているようなので

すけれども、市地域包括支援センターの運営協議会の会長とか、社協の

評議員もされている方なのですけど、そのＮＰＯ法人が土台となって、

さまざまな居住支援のご相談をお受けする仕組みになっているというこ

とでございました。相談支援では「ウ」の所で、専任のコーディネータ

ーを置いていないと。誰もが一義的に相談を受けられるようにしている

とのことでした。 

それから２１ページの「カ」。これは先ほどお話しましたように、大

牟田市でもやはり地域包括ケアシステムの構築は福祉部局だけの施策だ
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けではなく、他部署のことと言わず、全ての部署に関係する横串を刺す

意識が必要であるというご示唆をいただきました。 

以上が２９年度の第２回の前までの状況で、第２回の際にそのご報告

をするとともに、高齢者の居住支援ニーズの、２２ページになりますけ

れども、９月５日のかがやきプラザで、ちょっと場所がご不便だったの

ですけれども、分析結果が出まして、そのご報告をさせていただきまし

た。 

赤字のところが重要かなという形で、高齢者の居住支援ニーズでバリ

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

性がオーバーラップ（複合化）してくると。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限定条件でサ高住や施設に入

居したい、入居したいという希望が３０％以上あるということでした。

（５）番、区のサービスがたくさんあり過ぎて周知が十分でなく、どこ

に相談したらよいかわからない実態がある。サービス内容のほか、事業

の存在すら知られていない。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いうのが非常に大きなこれからの課題と

なるというご指摘もいただきました。 

（６）番、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

への住みかえ支援のほか、持ち家の方々への支援策も同時に考えていく

必要があるというご指摘もいただきました。 

それから２番の「リーフレットの作成」で、さまざまなご意見を多角

的にいただきましたけれども、「一応専門職向けに作成はするのだけれ

ども、一般の人もわかるようなものが、今のところの着地点なので

す。」という形で会長から取りまとめをしていただきました。 

それから居住支援協議会として何ができるのかということを、２３ペ

ージの（５）番のところで、リーフレットには載せていかなければいけ

ませんねということですね。それから（３）番のお話としては相談窓口

のネットワーク化として、福岡市の事例で社会福祉協議会に居住支援の

専任相談員を置いて、その相談員がトータルにコーディネートする。こ

ういうやり方もありますよねというお話もありました。 

それから大牟田市では逆に社協と住宅部局とがそれぞれ連携して誰で

も受けますよという形で行っていると。同じ福祉と住宅の連携でも若干

そこら辺のやり方は違うのだけれども、やはり生活支援と住まいの支援

が表裏一体となっているところは共通しているというご確認をさせてい

ただきました。 

大変長くなり恐縮します。今少しご説明を続けます。２４ページ。こ

れが本居住支援協議会の主な活動内容になってしまったところは大変事

務局として力不足で申しわけなかったのですけれども、質問項目を交ぜ

ていただいた高齢者住まいの整備に関する介護予防・日常生活支援ニー

ズ調査結果という形で、こちらについては有効回収率が５７．１％とい
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う形ですので、かなり信頼度が高い調査結果となっていて、赤字のとこ

ろは委託事業者、この統計表の委託をした事業者の分析結果という形で

表記をさせていただきました。 

まず、居住形態については、そこの矢印の１のところですね。２４ペ

ージの。「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」というご提言、分析をい

ただきました。 

それから必要な居住支援、質問項目に交ぜていただいた部分ですね。

問６－１という形で交ぜていただきましたけれども、２５ページの取り

まとめのところで、「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貸主と借主

のどちらも安心して賃貸借ができるよう、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」というご提言、分析を

いただきました。 

その他、住まいの困りごとの内容で、基本項目に入れさせていただい

て、問７－１。その分析につきましては２６ページをお開きいただいて、

赤字で書いてありますけれども、このようなことでございました。 

「『エレベーターがなく、外出が困難』な持ち家が多いことから、持

ち家の多い神田地域において、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」ということです。 

それから２つ目の矢印で、「生活実地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」と。そ

れから３つ目の矢印、「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」ということでございました。 

「将来希望する暮らし」という形で、赤の矢印で、「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」といえますよと。それから、持ち家に

住んでいる人の３割を超える方が高齢者向け住宅や施設への入居、入所

を希望していることから、入所・入居後の持ち家の取り扱いの仕組みを
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検討する必要がありますということでございました。 

次、２８ページ第３回につきましては、冒頭でご報告を申し上げまし

たので、ご説明は割愛をさせていただきます。 

第１回から第３回まで、この「歩み」をもってお振り返りいただけれ

ばと存じます。事務局からは以上でございます。 

○山本会長   ご丁寧に説明いただきまして、ありがとうございました。お疲れにな

ったと思います。 

それでは、今のもう１年半以上前なのですが、振り返っていただきま

して、何かご質問やご意見ありますでしょうか。 

○村木委員   住宅福祉担当課長の村木と申します。今年度異動してきたものですか

ら、前年は参加しておりませんで、今年度は福祉総務課長と兼務になっ

てしまったので、あまり参加できなくて申しわけなかったのですが、１

点ちょっと不動産関係の方々にお聞きしたいのですが、居住支援協議会、

いろいろ役割はあると思うのですけど、基本的なところではいわゆる住

宅を確保するに際して、要配慮者の方と賃貸人の方をマッチングさせて、

民間の賃貸住宅への住みかえの支援を図るというところが一番根本のと

ころだと思うのですけど、実際問題として千代田区でそういった安価で

良質な住宅を提供するということは可能なものなのでしょうかというの

がちょっとお聞きしたいところなのですが。 

○岡田委員   全日不動産協会の岡田です。私、当初から申し上げているように、今、

実際我々が賃貸の、一般論ですけれども、賃貸人を募集する場合、非常

に賃料の不払いですとか、そういったことが非常に多いマターなもので

すから、今の通常の普通な形では保証会社というのをつけるのです。保

証会社のほうでは、大手さんは昔、必ず所得証明、それから法人でした

らば、必ず決算書等々の提出書類があって、それでオーケーであれば入

居可能。そして賃料の不払いが起こったときには、保証会社が保証する

という形をとっているわけです。 

        当初は非常に厳しかったのですけど、最近会社がふえてきまして、低

所得者であるとか、それから外国人であるとかも保証する保証会社はふ

えてきています。ただし、といっても千代田区の場合ははっきり言って、

例えば私どもは神田ですけれども、再開発で区営住宅を含めて再開発事

業が行われている状態で、そこも実際に千代田区優先の順位ということ

で、販売は周囲からすれば安いとは言え、何千万台で安価な住居提供と

いうのをしたときに、果たしてその賃料だとか、そういったケアという

しっかりとした体制が整わない限り難しいということは当初から、それ

はお話してきたと思います。 

        千代田区の場合は、安価なという形ではおっしゃるけれども、まだま

だ住宅のそういった賃貸事業的な付加価値というものは高い地域なので、

それに対して応じるようなシステムをつくるというのは、実際の貸す側

からしたらなかなか難しいといった現状はあるのではないかなというこ
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とは言えると思います。 

○村木委員   ありがとうございました。 

○早水委員   宅建千代田中央支部の早水です。今の全日の岡田さんのご説明で大体

が事足りるとは思うのですけれども、村木課長からのご質問で、その安

価でという形のものだと非常に厳しいと。その一言に尽きると思うので

すね。では、やはり居住者支援協議会としてこの居住支援を必要として

いる方たちに向けられる物件はどう確保するのかという形になると、何

度か会議のときにお話させていただきましたけど、やはり行政との取り

組みで貸し手側のほうのケア、貸し手側そのものに対してもやはりそう

いうケアされているものがあれば、例えば家賃保証という形で今、話も

出たりとかいろいろあると思いますけれども、貸し手側のほうが安心し

て貸せるよ。それについて現実に入居者の方たちのケアも行政側である

程度把握してやっていただけるというのであれば、協力してくれる人は

いると思います。ただ単純に今の市場のマーケットベースの中で考える

と、岡田委員がご説明されたみたいに、それだけに適合するのを探し出

そうとすると、賃貸条件から何から全てご質問いただいた内容からする

と、厳しい状態だとやはり言わざるを得ないと思うのですね。 

○山本会長   よろしいですか、村木委員。ありがとうございました。もうずっとこ

のお話はしてきていただいていて、どうも千代田区の中ではこの居住支

援協議会の誰を対象として何をしていくのかというのが、他都市とは違

うのではないかということで進められてきたところです。もちろん、だ

からといって、全部それをなくすというわけではないのですけれども、

少し優先順位とか、力点の置き方にちょっと上下をつけようかなという

のが、現在まで起きてきたところかなと考えております。いかがでしょ

うか、何か今までのところ、流れの中でお気づきの点ありますか。 

○松井委員   民生児童委員の松井です。今のお話を聞いていると、結局あまりこう

いう居住支援といっても、実際困っている方に対してあまりメリットが

ないのかなとか、相談してもなかなか難しいのかなと思うのです。突き

詰めて考えると、やはりこういう地価の高い千代田区というところに住

んでいても、その中で住めるような住宅、ですから土地を持っている方

とか、古いビルを持っている方が建て直して、そういう区民のための住

宅をつくれるような支援をもっともっと。ですから実際に不動産関係の

方にもご協力いただいて、区でもそこに予算をつけてという感じをやる

しかないのかなと思いました。 

○山本会長   ありがとうございます。都営住宅もそんなに多くはないけれども、あ

るのですよね。どういう感じでしょう。今、需要と供給の関係としては

いかがでしょうか。 

○平岡委員   ちょっと都営住宅のことについて、なかなか詳しい情報は私のほうで

もつかんでいないのですけれども、都営住宅、今、区内には３棟ありま

して、東京都において募集と入居のあっせんまで全てをやっていただい
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ております。 

都営住宅だけではなく、私たち公営住宅として区営住宅もご用意はさ

せていただいておりますけれども、全般的に見て、募集をしますと、皆

さんその情報をつかんで応募されてきますので、倍率は決して低くはな

いと感じております。その中で運よく当選された方は、居住に結びつく

わけでありますけれども、そういった形でいわゆる公的住宅、我々だけ

でなくて、東京都も含めた形で公的住宅が空けば、あっせんするという

体制は私どものほうでも構築をさせていただいておりますし、それはや

らせていただいていると。それ以外に私たちとしてはこれだけ民間の住

宅ストックがあるということもありますので、家賃助成制度をそれぞれ

の対象者に応じた形でやらせていただいておりまして、その家賃制度に

よりまして、居住の安定を図るという手法と２つ、その両方で対象とな

るべき方々の暮らしを支えていくということは行政のほうではさせてい

ただいているというところです。 

○山本会長   話がそれてしまうのですけど、今のあれでいうと、家賃助成はどのく

らいあるのですか。 

○平岡委員   現在住宅確保要配慮者向けということでありますならば、対象となる

のは居住安定支援家賃助成という制度が現在あります。これによりまし

て家賃助成を継続的にさせていただくと。この制度は最大で５年間。額

としましては５万円までを最高額として助成の制度をさせていただいて

いるところでございます。実績としましては、毎年大体６００万円から

７００万円ぐらいの助成がありまして、大体年間２０件程度の方に助成

を継続させていただいている実績があります。 

○山本会長   ありがとうございます。年間２０件というのはちょっと少ないですよ

ね。あまり知られていないのですかね。 

○平岡委員   制度自体はご周知の方法も検討はしていくことは私達も常々考えては

いるのですが、社会福祉協議会の皆様にもご協力いただきながら、日々

生活弱者の方が行かれたときに、例えば衛生上非常に問題な住宅に住ま

われているであるとか、あるいは立ち退きですね。どうしても建て直し

等が必要になって、立ち退きされるということで、高齢者である、障害

者である、あるいはひとり親の世帯であるという、こういった方々は次

の住宅を見つけるのに非常に難儀されているという話もございます。そ

ういった方々に対して一定程度対象は絞らせていただいてはいますけれ

ども、一定の所得基準の中におさまった方に関しては助成をする形であ

りまして、私たちの実績としては、対象とする方に対するスポットとし

ては十分に適合できているのかなと考えております。 

○山本会長   ありがとうございます。でもさっきのお話だと、月３０万円でも厳し

いと。５万だと大変だなと。 

○岡田委員   建てかえの場合は、再開発のほうの団体から家賃補助が出るのですよ。

家賃補助が出るので負担はないのですが、ただ実際に今あるところのそ
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のままのところを借りたいと言うと、家賃的にはそのくらいになってし

まう。今、お住まいになっているところと同等の。 

○山本会長   社協さん、いかがですかね。かなり社協さんにという話も結構出てき

たのですけど、いかがお考えでしょうか。 

○片岡委員   社会福祉協議会の片岡でございます。事務局の方のご説明、それから、

今、いろいろなお話をお伺いしていて、ちょっと改めて思ったのですけ

れども、居住支援というのは、いわゆる住宅をどう確保してあげるかと

いうことに特化するものではないのだよねやはりという話なのですよ。

そういう方々、ライフステージに合わせた適切な住宅の確保というのは

１つであって、もう１つ必要なのはやはりその後の自立生活の支援、生

活のアフターケアがセットになっていなければいけないのではないかな

というのが、改めて今のお話の中で思って、実際にこの事務局さんのご

説明の中でもそういう流れになっているのではないかなと思いましたし、

今の住宅関係の方々のお話の中でも、家賃保証というのは最低限のこと

だと思いますが、やはり人が生活するにおいては、そのほかのさまざま

な課題というのは発生してくるのですよ。そういったことが何らかの形

で地域社会の中で支援できる体制をとっていれば、貸すほうとしても貸

しやすくなっていくのではないかというお話だと思うのですね。家賃だ

け保証すれば、全ておさまりますよ。そういう話ではないだろうという

のがちょっと今の話の中で思っていまして、そういう意味では恐らく私

ども社会福祉協議会のように地域の中である一定のネットワークを持っ

ているところのほうがいいのかなと思いますし、それから生活支援サー

ビスをたくさんいろいろやっている我々としては、そういったものもご

提案しながらセットにしてご本人たちには、そういったニーズを持って

いる方々に情報提供していくことが重要になってくるのかなと感じます。 

        ただ、窓口が本当に社会福祉協議会でいいのかどうかというのは一方

でもありまして。というのもやはり先ほど申し上げたように家賃保証は

もとより、やはり生活の支援、自立した生活支援をどうしていくのかと

いうことが重要になってきます。生活というのは、残念ながら私ども社

会福祉協議会、やはり行政区の中でしか活動できないというのがありま

す。例えば近隣区、文京区、水道橋の近くに住んでいる方にとってみた

ら、場合によっては文京区からの支援のほうが早いとか、外神田の方に

してみたら、台東区からのほうが早いとか、いわゆる生活圏を捉えて支

援をしていく形をとるほうがやはりスピーディだし、小まめにできるで

しょうし、そういったところで我々社協ももどかしさは持っていたりは

するのですけれども、近隣の社協と連携をとる形もやっていますけれど

も、情報連絡等はできるのですけど、具体的に活動依頼をかければ、最

終的な判断は隣の区の社協さんの判断になってしまうので、それでどこ

まで我々が当初意図していたことどおりに対応してもらえるのかなとい

うのがあります。 
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○山本会長   ありがとうございました。後でまとめをしようかなと思っていたので

すが、どうですかね。ちょっと、今、しておこうかな。 

        今までの流れをすっと見ますと、今も片岡委員がおっしゃってくださ

ったことに尽きるのですけれども、対象としては高齢者で特に独居の方

で、生活支援をどう見ていくのかということが１つあるだろうと。ただ

し、その当然住みかえということも出てきますので、生活支援の部分だ

けではなくて、その辺のさっきの家賃補助の話とか、保証人の話だとか、

そういうこともちょっと見ていかなければいけないだろうとありました。 

        それから２つ目の対象としては、障害者の方々ですよね。これについ

ては住まいの確保ということも１つあるのですけれども、福祉サービス

と連携して自立生活をどう図っていくかということが１つ対象としてあ

ると。それからもう１つの対象としては、子育て世帯、特にひとり親で

すね。この方々の福祉サービスの連携ということもあるのですけれども、

住みかえをどう手伝っていくかということも１つあるということで、も

ちろん生活困窮者の方々ということも射程に入れながらなのですけれど

も、先ほど言ったようにこの千代田区での居住支援協議会、どこに対象、

重きを置いていくかというと、今の３つというのが大きくあると考えら

れます。 

        ただし、これは繰り返しになりますけれども、住まいの提供という以

外に、どう生活継続がそこでしていただけるかということをいかに保証

できるかということが居住支援協議会の中でも求められていくだろうな

と思いますので、そのシステムをどう図っていくかということをこれか

ら考えていかなければいけないと思っています。 

        そのやり方なのですけれども、これは今からお話が事務局からもあり

ますが、他都市では居住支援協議会はつくったけれども、ほとんど動い

ていないところがやはり多いですよね。ですので、福岡市とか大牟田市

さんというのは、毎回出てくる。話が出てくるぐらいよくやられている

ところなのですね。神戸市なんかもよくやられてはいるのですけれども、

どうもお話を聞きますと、住まいの提供はあるけど、その後どうされて

いるかはよくわからないという状況にあるということです。でも、今、

居住支援協議会を設けようとされているところは、私どもが考えている

その後の生活をどう保障するかということまでやはり考えなければいけ

ないとシフトが変わってきていて、そこをどうするかをよく考えていら

っしゃるように思います。 

ただし千代田区とちょっと違うのは、やはり考えられているのはワン

ストップ型が多いのですよね。板橋もそうですし、日野もそうですし、

やはり空き家等を利用したということがあって、ワンストップ型でそれ

をどうつなげていくかというのがあります。ワンストップ型のものはや

はり社協さんが出てくるのですよね。さっきまさにおっしゃったように、

その後の生活をどうするというのをできるのは、一番ソーシャルワーク



 

１８ 

できる社協さんだろうということで、社協さんがやるということが考え

られているように思いますが、やはり不動産に関しては弱いということ

があるので、そこがやはり難しいということです。日野の場合はＮＰＯ

を入れまして、ＮＰＯさんと社協さんの契約で専門相談員という形で入

っていただき、受けるのもそのＮＰＯさんが受けてやると、ちょっと特

別な形をとっておりますけれども、そんな形で今、進めておられます。

そこがちょっと千代田区とはワンストップ型にしない。どっちかという

と、ゼネラル的にやるかなという感じになっています。 

        ということを今までの議論の中で整理ができたかなと思っています。

きょうは残り時間が少なくなってきたのですが、今までの着地点として

この「つなぐシート」とそれから「相談の流れ」というものを見ていた

だいて、これでいいか、これで進められるかどうかということをご検討

いただきたいなと思います。 

        すみません。１つ確認なのですけれども、今までの流れでずっと見て

いただくと、リーフレットみたいなのをつくろうかという話が出ていて、

今回はまだ置いておくということですかね。 

○事務局    事務局でございます。リーフレットの試作版という形で前回のときに

お話があったのですけれども、なかなか試作版まであるべき方向性も含

めた形でご提示できるような内容にもっていけなかったことは申し訳な

く力不足と反省しています。今まで議論をさせていただいていたのです

けれども、帯に短し襷に長しではないのですけど、足立区、北区等の住

まいのガイドブックというのは、いろいろ事業が羅列されているのだけ

れども、では一体どこに相談していいのかがわからないような網羅的な

もので、区のサービスがいろいろあるのだけど、それがどう有機的につ

ながっているのかわからないということも踏まえて、きょうの資料のと

ころではそれを改めて資料３、この青い紙で簡単に模式図としてつくら

せていただきました。 

参考資料の「区の便利帳」の２０１７年版の各種相談というもののと

ころから抜粋して、居住支援の仕組みとして区の仕組みがどういう形に

なっているのかというのをちょっと試みにつくってみたものでございま

す。例えば、主に住宅相談、それから福祉・子どもの家庭の相談という

２つの大きな要素があるのなかと。住宅相談というのは、まさに住まい

の相談というところで、通常言うところの住まいの相談で、この内容に

ついては通常の居住支援協議会の支援プロセスの中の入居支援住宅改修

という２つの要素を抜き書きさせていただいて、そこのところで現在住

宅課が取り組まれているものを少し載せさていただいています。 

それから福祉のほうに関しましては、いろいろな事業を実施している

のですけど、その事業を羅列してもさっぱり何のことやらわからなくな

ってしまうので、いわゆるここでは説明は割愛してあるのですけど、例

えば生活支援というタイトルをつけさせていただいて、生活支援課では
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生活相談とひとり親助成相談があると。それから障害者福祉課では相談

支援係というところで生活相談をやっていますよと。身体知的に障害の

ある方の生活全般という形なのですけど、やっていますよとか、あるい

は在宅支援課では高齢者総合相談という形で支援というタイトルでさま

ざまな相談をされています。それから児童・家庭支援センターでは子ど

もと家庭にかかわる総合相談という形で「千代田区ホットライン」とい

う愛称でもって総合相談を行っていますという形で、結局この住まいの

支援と自立生活の支援という先ほどの２本立ての部分で、役所の仕組み

としてこういうことになっているのだけれども、この両者がつながって

いないというのが私的な今まで事務局を担当させていただいた中での感

覚でございます。 

そこを「つなぐシート」というのでしょうか、連携シート、いわゆる

たらい回しにならないように試みにこの資料４のような「つなぐ相談シ

ート」をつくって、相談窓口で大きな流れとしては、やはり住宅相談か

ら福祉とか子ども家庭の相談に流れていくのが相談の本筋かなと思うの

ですけど、福祉から住宅への流れもあるかなと思っていまして、そうい

う面でいうと相談受付票については、逆の流れの相談受付票もつくらな

ければいけないのですけれども、とりあえずきょう資料４でお示しした

のは、メーンストリームの住宅相談のほうからさまざまな福祉・子ども

家庭相談につなげていく際の１つの試みの受付票となっています。 

        実はそこでまず中身の、区の中の住宅と福祉の連携をその相談窓口と

いう形で専門の相談窓口を設けない場合、やはり一義的な住宅相談を受

けたならば、どういう流れでもって、最終的にどうなるのかという、そ

の受けた相談を最後までフォローをしていく、その職員が必要になって

くると感じています。今後これから「つなぐシート」で中の部分をきっ

ちり固めていく中、不動産団体や居住支援団体、いわゆる借り手側だけ

でなく、貸し手側の安心、住まい支援というところも含めて区側でもご

支援ができるのかというところの部分も必要になってくるのかなという

側面があります。今後、連携不動産団体、東京都防災・建築まちづくり

センター、社会福祉協議会、民生児童委員の皆さまなど、様々な資源が

区内にはあると思うのですけど、今の居住支援協議会のメンバーの中で

は、このような仕組みで連携を図って、ご相談をお受けしていくところ

からまず始める。第１歩としてはという私どものご提言で、マニュアル

というかパンフレットの試案を作成したかったのですが、相談の中心と

なる人材なる窓口がどこなのか、いわゆる連携の要となるところが必要

と考えています。つなぐシートは、そこに至る最初の試みとして福祉、

子育て、住宅の相談窓口で情報共有を図る趣旨でございます。それから

でもリーフレットはよろしいのかなというところで感じております。 

○山本会長   ありがとうございました。まずはこの「つなぐシート」で庁内の中で

漏れがないように、そしてちゃんと連携できるようにというものをして
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いこうということで、居住支援協議会を進めていくと理解をしています。 

        それでは時間があまりありませんので、早速この資料３と資料４をご

説明いただけますでしょうか。 

○事務局    資料３と資料４ですけど、ただいま大体あらかたご説明をしてしまっ

たのですけれども、資料３につきましては、まずこの「つなぐシート」

という資料４、これをどこの場面で使うのかというところを明らかにす

る。相談の流れの中でこういう場面で使うというところで、資料３のと

ころのまず住宅相談。これは住宅課のほうの入居支援の相談情報提供と

か、保証人とか、転居支援、バリアフリー化、住宅設備改修という形で、

区のほうでこのような相談のところの窓口的なところを担ってらっしゃ

るのかなという形。あと外部機関との連携事業例として、先ほども民間

の家賃助成というのがメーンでされているという平岡委員からの話もあ

りましたけれども、実はこのようなメニューを用意して住宅課では相談

を受けているかと思うのですね。居住安定支援家賃助成とか、民間賃貸

住宅住居支援事業、住み替え支援協力店紹介制度、住宅相談電話窓口。

予約制でやっていますとか、あと連携で清掃事務所のふれあい収集とか

というので、１つの例ですけれども、連携の団体としては、本協議会の

メンバーにもなっていただいている全日不動産協会千代田支部と東京都

宅地建物取引業協会の千代田中央支部、公益財団法人の東京都防災・建

築まちづくりセンター。本当は網羅的につくりたかったのですけどちょ

っと間に合わなくて。 

        右側のところでは、福祉と子どもの家庭と相談という形で、それぞれ

の実は相談窓口では連携をしていまして、例えば、生活困窮であれば、

ハローワークだとか、東京都女性相談センターとか、法テラスというい

わゆる家賃滞納とかでよく多いのですけれども、借金をしていると、そ

こからまず始めないと家賃払いが解決しないみたいなところもあったり

して、あるいはＤＶというので、ＭＩＷと連携したりという形で行って

います。 

障害者ではちょっとご不在なのであれなのですけれども、「えみふ

る」という施設があったり、障害者就労支援センターというところがあ

ったり、それから高齢者では安心センターとか、高齢介護課と在宅支援

課が連携していますよとか、児童・家庭支援センターとか、東京都の児

童相談支援センターとか、児童館、学校。１つの例ですけれども、それ

ぞれは連携しているのだけれども、では、これは住まいのところではど

ういうふうにどうつながっていくのかというのは、これはやはりそれぞ

れの所管の相談窓口がそれぞれの主な連携機関につなげていきながらコ

ーディネートしていかないと、多分始まらない話なのかなと。ですから

そこのところまで含めてのコーディネートとなると、やはりソーシャル

ワークの技術が必要になるので、先ほどお話がありました社会福祉協議

会のような地域資源を多く持ったところの協力関係というのですか、具
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体的に相談支援でどうかかわっていただくかというところが見えてこな

いと、ここの仕組みはちょっとつくれないのかなと考えています。 

        それと相談受付票は先ほどもお話しましたように、案としてお示した

このクリーム色のこれは住宅課に住宅相談で立ち寄った場合の流れとな

っております。ですので、裏側のかなり細かい生活上の指標や何とかか

んとかというのは逆に連携機関側でそれぞれの専門相談窓口で、これが

これでいいのかどうかという課題はあるのですけれども、ブラッシュア

ップしていく必要はあると思うのですね。 

一例として連携を受けた相談機関側で裏面のほうは記入をしていくと。

それでレスポンス、お返しをするという形でつながっていくという形の

ものです。ですので逆にこの青い、先ほどもお話しましたように生活支

援側、例えば障害者なり高齢者の相談窓口で住まいの相談を受けた場合

の「つなぐシート」はこれではだめでしょうと話になるので、これの逆

向きのシートをつくる必要があるという認識ではおります。ちょっと時

間がなくて間に合わなくて、今回は住宅相談側から受けた場合、こうい

う受付の流れがあるのではないかというところで試みの案としてつくら

せていただいております。 

        ご説明は以上です。 

○山本会長   どうもありがとうございました。今、この資料３と資料４をご説明い

ただいたのですけれども、とりあえず今のところはこの詳しいリーフレ

ットというよりも、これでとにかく庁内をつないでいこうというご提案

だったように思います。 

        そうですね。この黄色い資料４は案ですし、それからこれは住宅の相

談として受けたほうが生活支援の相談に渡すための「つなぐシート」だ

とおっしゃっていて、逆の場合から住宅のほうにつなぐための「つなぐ

シート」も必要だろうということがあったので、それについては来年度

以降の課題にはなるかと思いますが、まだこれも案の段階ですので、今

ちょっと見ていただいてどうでしょう。何かこういうところが足りない

のではないかとか、前回、職業欄は要らないということで、今回そこに

ついては削っていただいておりますが、いかがですかね。今、ぱっと見

てぱっと言ってくださいというのも少し難しいかと思うのですけれども。

小玉委員、いかがですか、これごらんになって。これが回ってきたとき

にどのようにお考えでしょうか。 

○小玉委員   そうですね。在宅相談の側から、私、高齢者の方になりますけれども、

回ってくるのであれば、住宅相談というところから相談が来たというと

ころで、それはあるのかなと思っているのですけど、ただ今までこうい

う形ではなくて、自然にやっていたと思いますので、これがいいかなと

いう部分もあるし、ここまで必要かなという部分も正直ちょっとあるの

ですね。 

あとは当然今までも生活支援のほうから住宅のほうに相談する部分と
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いうのもありましたので、それについてはある程度形をつくったほうが

いいのかな。その辺がちょっとあるので、まさに来年度以降の課題なの

かなと思います。いずれにしても今までこういった形ではっきり示され

ていたものがなかったので、ある程度こういう形でやりましょうという

ものを図にして、表にしてあらわしてもらえたというのは、これは１つ

のやり方でいいのかなと思いますね。あとは相談受付票についてはちょ

っと記載がこれどうかなというのがあるので、それは細かい部分になり

ますからあれですけれども。そんなところですね。 

○山本会長   そうすると、今までももちろんそういうのはおやりになっていたとは

思うのですけれども、これによってかなりつなぐということができそう

な感じでしょうか。 

○小玉委員   意識としては強くなるでしょうね。今までこの生活支援というところ

で障害者であるとか、生活困窮者とのつながりはあったのですけど、子

育て世帯とのつながりというのはあまりなかったので、こういうのもあ

るよというのを担当者の中で認識するというのは非常にいいことかなと

思います。当然もう高齢者だけではないよと。障害者だけではないよと

いう認識を庁内で広く持つことは大切なことですね。まさに横串を入れ

るということなのかなと思います。 

○山本会長   ありがとうございました。そういう意味では地域包括的な視点が入っ

ていると考えてよろしいですかね。 

○小玉委員   そうですね。 

○山本会長   これ、すみません、新治さん。相談窓口を何でお知りになりましたか

というので、これ広報の後があいているのですけど、これは何か意味が

あるのですか。ないのですね。Ｃ情報というのは何ですか。 

○事務局    またあまりしゃべってばかりいるとあれなのですけれども、多分この

「つなぐシート」で一番大切なのが、実は現場を見ていますと、やはり

誰が最初に相談を受けたかによって対応が違うことがあるのですね。力

量に差が職員の中でもありまして、それがやはりこの「つなぐシート」

で標準化できればいいなという思いも実はございます。 

○岡田委員   すみません。時間のないところ恐縮なのですけど、そもそもなのです

けど、この「つなぐシート」を受けて、このシートを管理して統括する

のはどなたが統括することになるのですかね。居住支援協議会というの

を別途立ち上げて、そこの課みたいなのをつくってそこが管理するのか、

そもそもこれを各住宅課とか、福祉のほうで受けて、これを最終的に統

括して整理するのはどこになるというのをちょっと知りたいのですけど。 

○山本会長   この居住支援協議会の総括は変わるということなのですよね。 

○事務局    イメージとしては結局そこのところがワンストップ型にできない状況

があるので、例えば今は住宅側から受ける形での資料ですので、このシ

ートの場合は住宅課で受けた部分については通し番号をつけていただい

て、住宅課で管理いただく形になるかと思います。 
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○山本会長   そのときに住宅課で保管されてしまって、その人の事例はどこへ行く

かという、そこをやはり追って。書類というより事例を追わなければい

けないですよね。そこがやはり誰が結局最終的には責任を持ってという

とあれですけれども、追えるかということがやはりあるのではないかな

と思うのですよね。そこは、住宅課に入ったら住宅課さんだし、生活支

援のほうに入ったらそっちが責任を持ってやることになるのでしょうか。 

○事務局    例えば住宅相談を受けて、住宅情報を提供した後、高齢者、障害者、

生活困窮者、あと子育て家庭という形でそれぞれの相談窓口につないだ

場合、かなり専門性の高い生活支援相談になるかと思うのですね。そう

いう意味で言うと、個人情報の管理の問題もありますので、逆に言うと、

そこのところはある程度限定的な形での共有になっていかざるを得ない

のかなと思っています。その住まいの部分については共有、この「つな

ぐシート」でつなぐのですけど、個別の生活支援の中身の部分になると、

ちょっと一律には言えないのかなと。 

○早水委員   宅建の早水です。今、お聞きする中で、ちょっと瞬間的に疑問に感じ

たことが、岡田委員が言われたみたいにどこが最終的に統括するのでし

ょうと。場合によってはこの居住支援協議会の窓口というのをつくって

ということでふと思ったのですけど、本当に最初受けるところのスキル

がというのを、さっき事務局の新治さんもおっしゃったと思うのですが、

そこでこれはその「つなぐシート」として、住宅支援課に回すのか、そ

の生活支援のほうへ回すのかというのを、そこで単純に選別していただ

いたほうが比較的まず一義的にはこういう相談受付票もそうですけれど

も、データがストックできると思うのですね。当然そこからこのデータ

を貸し出しするのでも問題はないでしょうし、例えばそれを複写する形

でそこへ回したところはそれを保管していくという形で、結局時系列的

に流れがある程度把握できないと相談しに来られた方にどういう形で最

終的にケアができたのかというところまでたどり着かないですから、デ

ータはとれないですよね。今後に蓄積していくためにはやはりその流れ

が必要になるので、入り口はまず１カ所、何らかの形で受けていただい

て、それを選別していただいた上で対応していただくのが一番いいでし

ょうし、住宅からだけだとやはりどうしてもそちらに偏ってしまう。 

居住支援という形できたときには、今、言ったみたいに居住が本当に

必要な方もあるでしょうし、事務局でご説明いただいたとおり、生活支

援を含めたところまでその手当てを考えなければいけないかというとこ

ろがあるので、相談受付票の中も少しボリュームを膨らませていただい

て、どちらにも対応できる形にされれば比較的流しやすいのではないか。

要は一番最初にお話されたときに、チャートをつくるときの入り口部分

で流しやすくなるというところはでき上がるのではないでしょうかね。

そうするとスキル的にというところになると、申しわけないですけど、

この一番最初になる居住支援協議会の窓口とするのかは、検討の余地は
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あると思いますけど、そこのスタッフの方たちの数人がまずそういうこ

とを理解することによって、誰にという部分でそこからはより専門、詳

細にという形の部分につなげていかれるのではないのかなと。今、お話

を聞いている中で瞬間的に思ったので、ちょっと意見を言わせていただ

きました。 

○山本会長   そうすると、この２つつくるというよりは、もう少しこれ１つでいけ

るようなものをというご提案ですよね。 

○早水委員   受けたところで別々ですから、まとまらないですよね。 

○山本会長   そうですね。そうしたらどうしましょうか。とりあえずきょうはこれ

で１つご提案をいただいたということで、またそれに対してご意見が出

たという形ですかね。いかがですか。何かこれごらんになって。 

○松井委員   民生児童委員の松井です。受付票等については、今までご意見が出た

ようにやはり最初に受けた方が、しっかりとこれはこちらにも相談しな

がらやったほうがいいとか、それを判断していただきたいと思うのです。 

        すみません、私、先ほどから思っていたのですけど、もし私が障害の

例えば多動児みたいな大きな声を出したりする子どもを抱えた家族だと

したら、では、こういう理由であちこち不動産屋さんでみんな断られて

しまっているのですと区に相談したら、実際にどのように住むところを

見つけてもらえるのかとすごく心配なのですね。例えば単純に経済的な

ことだったら、その家賃の補助とか生活支援とかでいいですけれども、

一番みんなが困っているのは、すごく年とった老々世帯とか、明らかに

完全に今までだったら断わられてしまうところを千代田区のほうがこれ

これこういう感じで区は面倒を見るので、どうぞ大家さん貸してあげて、

受け入れてあげてくださいというようなそこのところも本当にしっかり

やってもらいたいし、ただ高齢者というのはすごくわかりやすいと思う

のですけれども、本当に障害を抱えていたら、それに理解のある方たち

がいないと、じゃあ、１部屋借りられたけど、ひたすら周りに迷惑をか

けないようにひっそりと暮らさなければいけないのかというところもあ

るので、高齢世帯には「こもれび」とかありますよね。そういう感じで、

「こもれび」とか区が建てた住宅を例えば１フロアとか、そういう困っ

ている人たちが使えるようにするとか、それも合わせてやっていただか

ないと、「じゃあ、支援してもらえるのだから」とどんどん相談ができ

ても、結局何も支援できないということになるのが、やはり一番怖いな

と思いました。 

○山本会長   ありがとうございます。そういう非常にスペシャルなニーズも出てく

るでしょうし、ちょっと私たちが想定つかないようなニーズなんかも出

てくるでしょうけど、社会資源を開発していくことはもちろん大事だと

思いますし、そこも進めていかなければいけないのですけれども、とり

あえず今年度の着地点としては、「つなぐシート」をこういう形でつく

って、この「つなぐシート」に関しては、これまで皆さんからご意見が
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出たように、１枚でいくのか２枚つくっていくのか。それから１枚でい

く場合はどんな形にしていくのかということも含めて、来年度さらに検

討をしていくということで考えていきたいと思います。 

        そういう形でいかがでしょうか。事務局はちょっとかわられると思う

のですけれども。 

○事務局    そうですね。その前に貴重なご意見ありがとうございました。確かに

相談受付票はまず受けて、その相談受付が最後どうなったのかという、

そこの初めの部分からおしまいの部分まで一貫した管理が必要だという

のはご指摘のとおりでございます。ですので逆に言うと、この裏面のと

ころが少し詳し過ぎたかなとちょっと反省もしておりまして、連携であ

ればここまで個別の情報がなければもう少し共有化、シェアできるのか

なというところも感じております。貴重なご意見をいただきましたので、

それで進めさせていただきたいと存じます。また、松井委員からも別の

観点からのご意見等もいただきましたので、持ち帰りまして中でその話

をさせていただきます。 

        これはちょっと別の話なのですけれども、実は事務局の体制を来年度

強化するという形で、村木委員から一言。 

○村木委員   区の組織改正とか、事務の分掌の変更がございまして、来年度からこ

の居住支援協議会の事務は福祉総務課で引き継ぐことになりました。先

ほど申しましたように、私、今、住宅福祉担当課長でこの席に出席して

いますけど、福祉総務課長を今、兼務しております。福祉総務課でこれ

からきょう出たような相談のやり方ですとか、あるいはこの居住支援協

議会として住宅相談、それから生活相談、生活支援ですね。こういうの

をどうやっていくかということをもう一度改めて皆様にご意見を聞きな

がら考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○山本会長   あとあれですよね。この福祉総務課さんはこちらの水色のシートの社

会福祉協議会と民生児童委員さんのほうもご担当があるということで、

より一層こちらの生活支援のほうと連携ができるのではないかとご提案

もありました。 

        今の事務のほうがおかわりになるということに関して何かご質問、ご

意見ありますでしょうか。大丈夫ですか。あと区内部の委員の構成など

に変更はあるのでしょうか。 

○村木委員   来年度も特に委員の変更等は考えてございませんが、ただ私の現在の

この住宅福祉担当課長は廃止ということになりますので、住宅福祉の関

係は福祉総務課で行うことになりますので、住宅福祉担当課長にかわり

福祉総務課長がこれから出席することになります。 

○山本会長   ありがとうございます。それでは今のところにはご意見ないですかね。

大丈夫でしょうか。 

        活発なご意見本当にありがとうございました。これで２９年度として

は最後になっていくわけですけれども、まだまだ課題が残されておりま
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して、そうはいってもこの千代田区の居住支援協議会としては、どうい

う人を対象として、どこまでやっていくのかということはこの２年間の

議論の中で皆様のおかげで見えてきたかなと思います。それをきょうも

ご指摘あったのですけれども、実際に住まいの提供から生活の支援まで

をどう最後まで見ていくシステムをつくっていくのか、それをどうやる

のかはまだこれからの課題ですので、来年度以降もそれ引き続いてしっ

かり見ていきたいなと思っております。ありがとうございます。 

        それでは新治さんからどうぞ。 

○事務局    事務局でございます。２年間本当に拙い進行で皆様にはご迷惑をおか

けいたしました。山本会長初め諸団体の皆様、どうもありがとうござい

ました。引き続き生活支援課では生活保護とか生活困窮者の事業を担当

してございますので、一委員として３０年度以降も本居住支援協議会へ

参加をさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○山本会長   ありがとうございます。事務局２年間、一番大変なところでおやりに

なっていただいたかと思うので、お疲れさまでした。 

        それではこれをもちまして本日の議事を終了させていただきます。会

議録ができ上がりましたら、事務局から皆様にお送りさせていただきま

す。 

次回の協議会日程でございますが、平成３０年５月をめどに開催させ

ていただきますので、日程につきましては改めてご連絡いたします。 

それではどうもありがとうございました。お疲れさまでした。 

＜閉会＞ 


