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厨議事録

<朋会>

0高橋生活支援係長本日はご多忙の中、平成28年度第1回千代田区の居住支援協議

会にご出席を賜り誠にありがとうございます。私は千代田区居住支援協

議会事務局の生活支援課生活支援係長の高橋でございます。よろしくお

願いいたします。

定刻となりましたので、只今から平成28年度第1回居住支援協議会

を開催させていただきます。

初めに本日の協議会には、現在11名の構成員の方の出席をいただい

ておりますことをご報告させていただきます。

それでは、お手元の炊第に基づき、生活支援課長の新治から事務局を

代表して、千代田区居住支援協議会の設置報告をさせていただきます。

0新治生活支援課長皆様、おはようビざいます。本日は船足元の悪い中、千代田区の

居住支援協議会の設置開催に際しましてビ参集いただきまして、ありが

とうございます。

それでは、机上に配付させていただいた次第により資料のビ確認をさ

せていただきたいと思います。資料1「千代田区居住支援協議会設置要

綱」というものがお手元にいっているかと.竪、いまt。そして資料2 「平

成28年度予算概要(抜粋)」という形で、 9枚ほどの両面の刷り物と

なってございます。そして資料3 「千代田区第 3 次住宅基本計画(抜

枠)」こちらは6枚ものとなってビざいます。それから資料4 「相談窓

ロヒアリング鯛査概要j、これはA3で織り込みの形で1枚。資料5

「豊島区居住支援恊議会の取組み」、これはA3で3枚。資料6 「文京

すまいるプロジェクト」、こちらはA4 が 1枚。資料・フ「居住支援協議

会の概要」、 A4 が 1枚物でございます。そして資料8 「不動産関係団

体に対する朋査」という形で、東京都居住支援協議会の資料となりまし

て、 A4の5枚物でビざいます。酉酎寸資料につきましては以上です。

参考資制・として、 1「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促

進に関する法律」、こちらはA 4 が 2枚となっております。 2 「千代田

区高齢者等民冏賃貸住宅入居支援事業実施要綱」、こちらが3枚。そし

て3 「千代田区附属機関等の会議及び会議録等の公開に関する基準」 2

枚。 4 「障害者差別解消法」、こちらは内閣府のパンフレットになって

ございますけれどもA4で2枚になってビざいます。過不足等ございま

したら事務局のほうにお申しつけいただきたいと思います。よろしいで

しょうか。

それでは、お手元の今ご説明しました資料1と資料7、参考資料 1 を

使わせていただき、千代田区居住支援協議会の設置級告をさせてぃただ

きたいと、思いま司一。

まずお手元の資料7 をビ覧いただきたいと思、います。横向きになって

此
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ございます。一番上の0に、居住支援協議会とはという形で概要が書い

てビざいます。読み上げさせていただきますと「住宅確保要配慮者の民

問賃貸住宅ヘ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

要配鱸者及び民間賃貸住宅の貨貸人の双方に対し、住宅恬報の提供等の

支援を実施」するとしています。住宅セーフティネット法の第10条第

1項に基づく協議会というものが定められているということでございま

す。

狄に 2 つ目の0では「設立状況」「活動内容」「支援」についての説

明が書いてあります、設立状況で、地方公共団体と申します場合、都道

府県と区市町村がございますけれども、平成28年4河現在で47都道

府県全てに、区市に関しましては、 14 区市で23 区で申しますと、江

東区、豊島区、板橋区が先行設糧している状況にございます。以下「主

な活動内容」支援張業の取り組みが書いてございます。

続きまして、参考資料1をご覧いただきたいと思います。「住宅確保

要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」、大変長い法律

の名前なのですけれども、これがいわゆる「住宅セーフティネット法」

と通称される法律で、 3分の2ページで「第十条」をご覧いただきたい

と思います。そこに居住支援協議会等の法律に船ける定義がございます。

これは繰り返しになりますので、第 1項では「居住支援協議会」の設置

努力義務についての記述が第2項では「協議が需った事項」に居住支援

恊議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなけれぱならない」ことが

規定されています。

それから第3項では、居住支援協議会の迎営に関し必要な事項は、居

住支援協議会が定める」という自主運営の規定がございます。この第3

項の関係で、ほとんどの居住支援恊議会では協議会自体が予算や規約を

決めて、自主的な運営方式をとっています。

千代田区の居住支援協議会に関しましては、少し変則的になりますが

まずは区が主体となうて「不動産関係団体」や「居住支援団体」にお声

掛けをして居住支援協議会を設置して区の実情に即した効果的な支援に

ついて協議してまいりたいということで区の要綱により設置させていた

だいています。

資料1の「千代田区居住支援脇議会設趣要剤翊をビ覧いただきたいと

思います。第 1条のところをビ覧いただきますと「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」を対象とした事業であり、それらの住宅確保要配慮者者

の方々に効果的な居住支援を推進するという設置目的が規定して、ござ

います。

全体の構成が 10条構成になってございますけれども、裏面もござい

ます。ポイントのみビ説明させていただきますと、第2条では、この協
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議会で何を行うのかということで、協議事項について 4項目、規定をさ

せていただいてございます。

統み上げさせていただきますと、(1)住宅確保要配慮者の状況及ぴ

民岡賃貸住宅市場に関する情報等の共有、(2)住宅硫保要配臆者の円滑

入居及び安心居住の支援並びに貸主及び民朋賃貸住宅を管理する市業を

行う者ヘの不安軽減等のための支援の方法、(3)住宅確保要配慮者ヘの

居住支援の実施及び各機関の連携、(4)その他、設體目的を逹成するた

めに必要な事項。

そして、第3条の恊議会の「組織」でございますけれども、協議会は、

別表に掲げる委員をもって榧成するとしてビざいます。 1枚おめくりい

ただいて別表(第3条開係)という形で、本日、給集まりいただきました

皆様方のいわゆる役職名、区分、そして機関名・所属等を書かせてぃた

だいております。

具体的には、表の上から学識経験者、それから不動産関係団体、不動

産関係団体につきましては2団体という形で、公益社団法人全臼本不動

産協会千代田支部と公益社団法人東京都宅地建物取引業恊会千代田中央

支部、それから居住支援団体からは3団体という形で、社会福祉法人千

代田区社会福祉恊織会、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、そのほかに区相談窓口所管課長

として 6名、全員で12名とさせていただいております。

もとにお戻りいただきまして、要綱の第4条でございます。第4条第

2項にて会長に関しましては住宅福祉に学誠経験を有する学識経験者と

し、副会長は会長が指名する者をもって充てることとさせていただいて

ございます。第4条第3項で、会長は、協議会の議長となって、会議の

総括をさせていただきます。どうかよろしくぉ願い申し上げます。

次に第5条の会議でございます。居住支援協議会は、必要に応じて会

長が招架させていただくこととしてビざいます。

次に第6条の会議の公開等でございます。本恊議会で、具体個別の支

援について協議する場ではないということで、原則公剛とさせてぃただ

いて翁ります。恊議の内容によっては非公開となることが推測されます

けれども、原則は公開とさせていただいてございます。

以下第 7条「部会」では、論議が深まっていって、関係機関をもう少

し広げた方がいいのではないかというようにこの協議会の構成員が増え

て大きくなっていった場合、詳細な議論をするために協議会の下部組織

として部会を耀くことができるとさせていただいております。

また第8条、秘密の厳守ということでビざいますけれども、万一、協

議会、部会等で知り得た営業上、あるいは行政執行上の非公開倩報にっ

きましては、他に漏らしてはなりませんということでさせていただいて

おります。そして第9条事務局、千代田区保健福祉部生活支援課に霞か

せていただいております。
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以上、大変雑駁ではございますが、千代田区の居住支援協議会の設置

について以上をも0て報告に代えさせていただきたいと思います。どう

かよろしくお願い申し上げます。

0高橋生活支援係長続きまして、委員の皆様の委嘱でございます。審議時闇の関係が

ございますので、簡略化させていただき、皆様のお手元に委嘱状を翁配

りさせていただいております。これをもちまして委嘱状の交付に代えさ

せていただきます。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、木日は初めての居住支援恊議会でございます。別紙の名

簿順にお名前をお呼びしますので、恐縮ですが所属団体など一言ずつ自

己紹介を松願いいたします。それでは初めに、山本委員お願いいたしま

す。

0山本委員おはようございます。東洋大学ライフデザイン学部の山本と申します。よ

ろしくぉ願いいたします。キャンパスは朝饌のほうにありまして、東京

都とはあまり一緒に仕事をしたことはないのですけれども、今回千代田

区のほうと一緒に仕事をさせていただけるということで、はりきってお

ります。専門は「地域福祉論」というのを大学では教えておりますけれ

ども、個人的には特に生活困窮者の居住確保をどうするかということを

ホームレス支援団体等と一緒にやっているというのが研究テーマでござ

います。よろしくぉ願いいたします。

0高橋生活支援係長すみません、一言言い忘れたのですが、ご発言の際に、お手元の

スタンドのスイッチを押して赤ランプの点灯のビ確認の上ご発言いただ

けれぱと思います。

続きまして、岡田委員、お願いいたします。

0岡田委員こんにちは。全日本不動産協会千代田支部の側田と申します。よろしく

お願いいたします。

0高橋生活支援係長続きまして、早水委員、給願いいたします。

0早水委員こんにちは。公益社団法人東京都宅地建物取引業恊会千代田中央支部の

現在副支部長を務めております早水と申します。地元で業を行いまして、

先代の父からでもう62年以上経っております。千代田区さんの関係で

は、前回の「第 3次住宅基本計画」のときにも参画させていただきまし

て、まちづくり協議会自イ本からもいろいろとお手伝いをさせていただき、

現在は支部の役職上、千代田区のほうの不動産一般相談の担当がある日

に出向させていただいて、いろいろと皆さんの浦手伝いをさせていただ

いております。今後ともどうぞよろしく浦願いいたします。

0高橋生活支援係長片岡委貝、お願いいたします。

0片岡委員こんにちは。千代田区社会福祉協議会地域支援課長の片岡でございます。

地域支援課というのは具体的に言いますと、高齢者や障害者の方々が集

うサロンの運営ですとか、有償家事援助サービス、ファミリーサポート、

子育て支援、そのほか成年後見係を担当しております。よろしくぉ願い

いたします。
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0刊ε橋生活支援係長松井委員、船願いいたします。

0松井委員民生・児童委員の松井と申します。ことしで丸8年活動して羚ります。

地元神保町で生まれ育って粘ります。よろしくお願いいたします。

0高橋生活支援係長吉岡委員、お願いいたします。

0吉岡委員東京都防災・建築まちづくりセンターの吉岡と印します。私どもは建築確

認とか、ハード系の事業が主なのですが、唯ーソフト系は「安心居住制

度」という制度をやっております。千代田区の居住者の方も契約されて

おります。住みなれた地域に末永く住んでいただけるような支援を私ど

ももしていきたいと思、いますので、よろしくぉ願いいたします。

0高橋生活支援係長続きまして、区の委員をお願いしたいと思、います。武委員、お願

いいたします。

0武委員 千代田区の保健福祉部住宅福祉担当課長の武と申します。私は高齢者、

障害者、低所得者等の住宅等支援のサービスということで、昨年から取

り組みの方針をまとめているというところでこちらの協議会にっいても

かかわってきますので、そういった関係で出席させていただいてぃると

いう状況でビざいます。どうぞよろしくお願いいたします。

0高橋生活支援係長新治委員、給願いいたします。

0新治委員 冒頭、恊議会の設置報告をご説明させていただきました保健福祉部生

活支援課長の新治と申します。所管のほうでは生活保護、それからホー

ムレス等の路上生活対策、生活困窮者自立支援、応急資金、臨時福祉給

付金等の低額所得者ヘの給付金の支給等、幅広く担当させていただいて

ございます。どうかよろしくぉ願い申し上げます。

0高橋生活支援係長大坪委員、お願いいたします。

0大坪委員障害者福祉課長の大坪と申します。よろしくお頒いいたします。障害者の

方の住まいについては、当事者の方々、保護者の方々から現在いろいろ

ご要望をいただいているところでございます。こちらの居住支援協議会

の検討などをぜひ参考にさせていただきたいと,思っておりますので、ど

うぞよろしくぉ願いいたします。

0高橋生活支援係長中田委員、お願いいたします。

0中田委員在宅支援課長をしております中田と申します。私は高齢者の方の相談で

すとか、認知症に関する施策などを担当してビざいます。商齢者の方の

ビ相談で、やはりなるべくビ自宅で過ごしたいということで、介護のサ

ービスなどを入れて頑張っていらっしゃるのですけれども、そのあたり

で最後、どうしても施設のほうにというところもありまして、なかなか

難しいというのが最近相談で寄せられるケースが増えてまいりました。

とちらの協議会でいろいろご意見などをいただきまして、私どもの相談

に結びつけたいというふうに考えております。どうぞよろしくぉ貯頁いぃ

たします。

0高橋生活支援係長平岡委員、お願いいたします。

0平岡委員皆さん、おはようございます。環境まちづくり部住宅課長の平岡と申しま
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す。どうぞよろしくお願いいたします。私どもの住宅課では、先ほど少

しご説明がありましたが、千代田区の住宅基本計画を定めて、各種の住

宅施策を展開させていただいております。係がそれぞれ分掌を持たせて

いただいておりますが、公営住宅法に基づきます区営'住宅を初めとする

各種の公共住宅を管理すること、それ以外に私ども定住人口税1{保のため

に開発規制を一部にかけておりまして、例えぱ住深境整備促進というこ

とで、開発事業者に対するさまざまな指導、それから良好な住環暁の整

備推進に向けた取り組みを行って船ります。それとともに、住宅基本計

画、こちらは区の住宅基本条例に基づきます実施計画でビざいますが、

こちらの着実な突行ということで、各種の施策を展開しているととろで

ビざいます。居住支援恊議会におきましては、こういった住宅施策一般

についての展開にさまざまなご意見をいただき、その展開に向けて例え

ぱ浦知恵をいただくことによりまして、深みのある展開をしていきたい

と考えておりますので、委員の皆様の様々なご窕言、ビ意見等を踏まえ

ながら今後も施策展開を図0ていきたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

0高橋生活支援係長新井委員、お願いいたします。

0新井委員おはようございます。子ども部児童・家庭支援センターの新井と申しま

す。.よろしくぉ可頂いいたします。児童・家庭支援センターはこの庁内に

はありませんで、神田駅近くの小学校の中に入っております。ゼロから

18歳までのお子さんをお持ちの方全てのご相談をこちらで受け持って

いるというところで、今、千代田区は子どもが大変増えておりますけれ

ども、都会で暮らしていくというところでは、住居というのは本当に重

要な部分だということを常々実感しておりますので、こういう会で勉強

させていただきながら、お子さんにとってのよりよい住環境というとこ

ろで考えていきたいと思って船ります。よろしくお願いいたします。

0高橋生活支援係長委員の皆様、自己紹介ありがとうございました。委員の皆様には、

本日平成28年7月22日から2年閥、平成30年7月21日まで、千

代田区の居住支援恊議会委員としてよろしくぉ願い申し上げま司、。また

学磁絲験者としてご出席いただく山本委員におかれては、設置要綱第4

条第2項に基づいて、会長として本恊議会の議長として、会議の総括と

あわせて副会長の指名をお願い申し上げます。な粘、事務局職員の紹介

につきましては、牙IW氏庁内連絡会名癖のとおりとなります。自己紹介は

省略させていただきます。

先ほども申し上げましたが、マイクの件につきましては、ご発言のと

きにお手元のスイッチを押して赤いランプの点灯をビ確認してからご発

言をお願いしたいと思います。

それでは、山本委員には会長席のほうにお移りいただきたいと存じま

す。それでは、会長、ビ挨拶をお頒い申し上げます。

0山本会長改めまして、千代田区の居住支援協議会の会長にご指名いただきました山
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本と申します。よろしくお順いいたします。微力ではございますが、皆

様の粘力を借りまして、会議を進めていきたいと思っております。効果

的な支援協議会になりますように、よろしく船願いいたします。

それでは、ちょっと座らせていただきます。

なお、副会長として、新治委員を指私したいと思いますが、いかがで

ございましょうか。

(拍手にて承認)

0高橋生活支援係長ありがとうビざいます。これからの運営にっきましては、会長に

お願い申し上げたいと思います。

0山本会長続きまして、本日の会議の公開、非公閉にっいて確認をしたいと思うので

すけれども、事務局からご説明をお願いいたします。

0高橋生活支援係長会議の公開、非公開の件ですが、参考資料・3 をご覧ください。千

代田区では千代田区附屈機関等の会議及び会議録などの公開に関する基

準が定められています。具体的には第3条の規定で、附属機関の会議は、

原則公開となっております。第3条を読みたいと思いますが、「附属機

関等の会議は、公開する。ただし、炊の各号のいずれかに該当tる場合

は、この限りでない」というふうに規定がございます。

ただし、会議の公開、非公開の決定は、当該附属機関がその会議にお

いて決定すると第4条に規定しております。第4条をご覧ください。

Π附属機関等の会議を公開tるかどうかは、前条に定める会議の公開の

基準に基づき、当1刻對属機関等がその会議において決定する」というこ

とになってございます。

説明は以上です。

0山本会長ありがとうビざいます。皆様、この件はいかがでしょうか。原則公開とい

うことでよろしゅうございますでしょうか。それでは、公開ということ

で対応させていただきます。

それでは、これから議事に入りたいと思いますので、よろしくぉ願い

いたします。今日は皆様、大変浦忙しい方ぱかりお集まりいただいてお

りますので、一応目安としては午前11時半までということで討議をし

ていきたいと思っております。

それでは、事務局を所管している新治委員のほうから配付資料のご説

明をお願いいたします。

0新治生活支援課長それでは、資料2と3 につきまして、ご説明、ご案内をさせてぃ

ただきたいと思います。先ほど居住支援恊議会の設置にっきまして、ご

報告はさせていただいたわけでございますけれども、協議会設置の基本

にある考え方にっいての硫認という形で、まず資料・2 「区の平成28年

度予算の概要(抜粋)」となります。資料の下にぺージが振ってありま

すが、ページでいいますと 9 9、 10 0 のところをご覧いただきたいと

思います。保健福祉部の所管予算となります。左倶Ⅱこ生活支援課所管の

拡充予算として「生活困窮者自立支援」と書いております。千代田区で
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は、昨年4月に施行された、「生活困窮者自立支援法」に基づく幽立相

談支援窓口を区直営という形で設置をすることとし、その相淡担当課と

して新たに生活支援課が設置されました。

生活困窮者自立支援では、生活保護に至る少し手前の方の第2のセー

フティネットという形で関係機関と述携しながら包括的相談支援を咋年

来行っているわけでビざいますけれども、その中でやはり相談支援ネッ

トワークから上がってくるご相談で住まいのところで粘困りになってい

る方が数多くいら0しゃることが判明いたしました。

99ページの下から4行目のところでビざいます「住宅については、

家賃滞納、近隣トラブル、孤独死等ヘの不安から家主の承諾が得られに

くかったり、保証人の確保が困難だったりするため、賃貸住宅に入居し

づらい人たち」がいらっしゃいます。そこで今年度の予算で、非常に小

さな金額でございますけれども、会議開催経費のみという形でビざいま

すけれども、 22 万9,000円を新たに予算計上させていただいてお

ります。

千代田区の居住支援協議会は、 4月から7月という非常に短い期間で

早期設置させていただいたわけでございますけれども、なるべく早く住

宅確保要配慮者に手を差し伸ベる有効な支援策を委員の皆様とご一緒に

芳えてまいりたいという思いでビざいます。

続きまして今度は環境まちづくり部の予算関係では、 142ページを

ビ覧ください。昨年10月に千代田区第3次住宅基本計画を策定させて

いただいてございます。計画期闇が平成27年度から平成36年度まで

の 10年間という形でございます。基本理念として5つの視点がござい

ますけれども、「安全性」「多様性」「社会性」「快適性」「持続可能

性」。特に居住支援協議会のところで関係がありますのは、居住支援協

議会に関する視点として②多様性という形で、多様な人々がライフステ

ージやライフスタイルの変化に応じた住まいを選択しながら住み続ける

ことができるまち、これを獲指すとしています。

千代田区第3次住宅基本計画の具体的な内容につきましては資料3の

60ページ、 61ページをご覧いただきたいと思います。 60ページの

【2】で、多様性確保の柱立として「民間住宅を活用したセーフティネ

ツ N愈策の推進」があり、新規事業として「様々な主体との連携による

住宅セーフティネットの強化」として、読み上げさせていただきますと、

「居住支援に関する情報を共有しながら、住宅確保に関して特に配慮が

必要な方と民間賃貸住宅の貨貸人の双方に対して必要な支援を実施して

いくために、居住支援協議会を設置し、不動産関係団体や居住支援団体

等と連携しながら住宅セーフティネットの充実を図ります」とさせてい

ただいてございます。これは住宅ハード系の所管部署「環境まちづくり

部」からもソフト系の部署「保健福祉部」と施策が縦割りとならないよ

うに連携をして、区を挙げて居住支援の推進を図るということを宣言し
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た内容となってございます。

右側が国土交通省の屡開イメージでございますけれども、千代田区の

場合は、少し実務的な形で展開をするために、予算霄100ページの方

が居住支援協議会のイメージとなってビざいます。

資料2、資料3のご説明に関しましては以上でございます。

0山本会長ありがとうございました。ただいま事務局の新治委員の方から資料2と3

のご説明がありましたけれども、皆様、今のご説明にっいて何かビ意見

やご質問がありましたら、よろしくお願いいたします。始めてですので

本当にここでたくさん、ここはどぅいう意味でしょうかとか、これはと

うなっていますかということを出していただければと思いますが、いか

がでしょうか。

0新治生活支援課長ちなみに、多分山本先生はよくご承知のことかなと思うのですけ

れども、いわゆる福祉系の担当が居住支援協議会の事務局機能を担って

いる例というのは、全国的にも、大変めずらしい取組みと思います。そ

ういう面でいうと、先例が余りないため手探りの状況にあるとう反面、

区独自の展開が可能になっていくのではないかという期待感ももってぃ

ます。国の居住支援協議会の設置促進を担っている所管は国土交通省で

はなく、厚生労勧省となっています。

0山本会長 おっしゃるとおりで、私も全部調ベているわけではないのですけれど

も、ほとんど所管はハード系の建築の方が、こちらの居住支援協議会の

担当なのですよね。したがって、委員長も私のような福祉系というのは

ほとんどおりませんで、みんなまちづくり住宅系の先生方になっており

ます。そういうことでいうと、すごく特徴があってユニークなのですが、

1つ教えていただきたいのは、先日も聞いたのですけれども、そうぃう

生活支援課といういわゆる福祉の対象者の方が主に対象となる部門で、

この居住支援恊議会をやってらっしゃるということでいうと、どうぃう

人たちがこの居住支援協議会の対象になっていくとお考えなのかなとい

う点について開いてみたいのですけれども。先ほど対象としては、いわ

ゆる低纐所得者とか高櫛者、障害者とあったのでtけれども、千代細区

のイメージがもうひとっ沸かないので、教えていただければと思います。

0新治生活支援課長只今のご質問の点ですが、私どもでも先入観を捨てて、お住まい

について、どういう方々がどういう悩みを持っているのかということを、

漉接私ども生活支援課職員が4河、 5月の 2 か月という短い期問ですが、

保健福祉部や子ども部等の関係機関の相談窓口のヒアリング朋査を1か

所2、 3時間程度なのですけれども、実務者に精通した係長や主任など

にいろいろとお話を闇かせていただきました。

A 3 の折り込みとなっている資料4 「相談窓ロヒアリングえ1.査概要」

をご覧ください。上欄にはヒアリングを実施した所管窓口の名称をお書

きしてあります。左から「在宅支援課」、「社会福祉協議会」、「障害

福祉課・健康推進課」、「生活困窮者支援係・生活保護担当」、「住宅
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課・不動産段H系団体(都資料による)、「児童・家庭支援センター」と

いう形でヒアリング朋査をいたしました。その結果、ニーズとして 2つ

の大きな柱があることがわかりた。まして、 1つ目が保証人、 2つ目が

見守り・相談というところで、具体的にはそこに為霄きしてあるところ

でビざいますけれども、ここでいいますと、千代田区の場合、地域的に

も業務地化が進み、民朋賃貸住宅の家貨水雄全国一高いということで、

生活保談の住宅扶助においても、その基準が一級地の特例基準という形

で「6 万9,80 0円」になってございます。他区ではもう少し低い金

額となってございます。このような民朋賃貸住宅の家賃は需要と供給な

どに基づいて決まるもので、私ども自治体のコントロールの及ぶ範囲で

はないところでございます。ヒアリングの結果、非常に多かったのが、

高齢者の方の二ーズ、特に自立した生活を嗣都硫するために、少しの見守

りがあれぱ地域での生活が続けられるのだけれども加齢によって住まい

の継統が難しいとか、お子さんが育って独立して、広過ぎて住みかえを

したいのだけれどもなかなかできないのだよねとか、そういうところが

ございました。

また子育て世帯でいいますと、やはり一番ビ苦労されているのは家賃

が高いこともあり、ひとり親家庭ではあることが分かりました。という

形で、子育て一般というところになってくると大分夕ーゲットが広がっ

てしまって、居住支援恊議会で今の時点から全体をカバーするというの

はかなり難しいのかなという思いでおります。ひとり親等の住まいに困

難を抱えた方々がやはり夕ーゲットになってくるのかなと。逆に言うと、

障害の種類等に応じて、やはり貸し主側のご理解をいただくというよう

なところの手続、後ほど担当の大坪委員の方からもご説明があるかと.思

いますけれども、そういうところが非常に大釖になってくると思ってい

ます。

そして、低額所得者に鬨しましては、そのようなことで笑態から申し

ますと、実は生活保護の住宅扶助基準が 6 万9,800円のために、銘

上から生活保護に至る方もいらっしゃるのですけれども、自立をした場

合、やはり生活を成り立たせるために、区外に引っ越される方が多いと

いう形で、ターゲットはそういう意味でいうと、高齢者、障害者、ひと

り親家庭というようなととと認識しています。

ありがとうビざいました。そうすると、先ほど資料3 でご説明があっ0山本会長

た60ページのところで、新規のさまざまな主体との連携による住宅セ

ーフティネットの強化というところでいうと、低所得非正規労働者世帯

の住まい方やというところ、いわゆる若年から中年ぐらいの非正規労働

の人というのは、あんまり千代田区には定住してずっといらっしゃると

いう感じではないのですかね。

0新治生活支援課長生活保護の保護率というのは、基本的に年々日本全国、東京都を

含めて右肩上がりとなっております。ただ千代田区の特殊性としまして、
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区内に東京駅とか秋葉原駅などの大きな駅や都市公園、河川沿いの高速

道路下や橋脚等に路上生活をされている方が染まってくる傾向がござい

ます。千代田区の場合に関しては、被保護者の内訳として、路上から入

る方が半分以上と多い関係もあり、全国的な趨勢と異なりやや減り気味

なのです。

ご指摘の若年から中年ぐらい被保護者の人が少ないかというと、ネッ

トカフ工など決して少なくはないのですけれど住宅に執薯するというよ

りかは、ほかのところに転出をして自立に向かわれる方が多いですとい

う認識がございます。

ありがとうございます。そういう方々も、もちろんいらっしゃって対

象にはなってはいるけれども、先ほどおっしゃったように、高齢者で保

証人がいない、あるいは社会的孤立が目立つ方や、ひとり親の子育て世

帯の方、そして障害をお持ちの方が主な「居住支援協議会」の対象にな

つてくるのではないかという認識でtよね。そんな感じですかね。皆さ

んのほうでいかがでしょうか。松井委員、いかがでしょうか。今のよう

な認識を区のほうはされているということなので、普段ご活動なさって

いてどうでしょうか。

私は、今日ここに来るまであまりイメージが沸かなかったのですけれ

ども、これまでのお話を聞いて、本当に意義のある活動だなって,思って

おります。というのは、私も民生委員になるきっかけと言いますか最初

の頃に、毎朝犬と北の丸公園に行っていた時に、ホームレスの方とたく

さんお知り合いになるのですよ。毎朝会いますので、金艮杏の季節は、私

の為に落ちた銀杏を洗っておいてくれる方とか、あとは犬と一緒におし

やべりをしたり、町中でもいつも神保町の同じ所に座っている力とうち

の夫も浦友達になったりとかと結構そういう繋がりが多かったのですねL

その中で、いつもお話をしない方なのですけれども、最初はスーツをき

ちんと着て、でもやはり靴とかを見ると分かるのですけれども、だんだ

ん身なりがくたびれていって、そのうちに痩せてきたりとか、そうぃう

ことがあってとても心配なのですけれども、それで生活福祉のほうにご

相談に行ったら、千代田区ではすビく手厚く巡回して、その方のことも

把握していてくださって、いつも見守ってくださってぃるというのがわ

かって、とても安心したのですね。

ですから、それもありますし、ずっと神保町に住んでいますが、昔夕

クシーに乗って「こんなところに人が住んでいるのです力U つてすビく

よく言われたぐらいです。生活衆境として住環境が狭くて当たり前とい

う感覚があるので、私齒身もよくテレビの住宅のコマーシャルなど見る

と、うらやましいな0て思っていました。本当に住まいが住んでぃる人

とか子どもとかに与える影縛0てすごく多いのですけれども、ゆったり

とした住環境などは望めないのですよね。ただ望めない中でも、やはり

ある程度収入があって望めないのと、本当に生活ギリギリで、しかもよ

0山本会長

0松井委員
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そヘ行けばある程度の広さがあるのでゆったり寝られるかもしれないの

ですけれども、千代田区の中だと子どもが多いだけで、敷きっぱなしの

布団の上にいろいろな荷物が溢れたり、そういう心配もありますし、高

齢者になって本当に狭いと'ころに住んでいると、ごみ屋敷になる可能性

とかもあります。

実際、近所でもありますし、社協さんのほうでふたぱサービスを頼ま

れて行ったところも、検針で換気扇の掃除に来る人の脚立が立てられな

いので、ビみをどかしてとかと私もそういうところを何軒も経験してい

るので、やはり高齢者なら工馴蛉者に合った住宅とかを提供して、しかも

そこに支援の人が入れる環境があると良いと思います。だから本当に住

まいというのは、とても大事だなと,思っています。ですから、これから

の活動がとても楽しみです。

ありがとうございました。貴重なご意見をいただきました。今のと 、^

ろで片岡委員はいかがでしょうか。高齢者の二ーズも結構高いという こ

となのですが、なかなか身元保証人がいないので移れないとか、さまざ

まな問題があるということだったのですが、いかがですか。

確かに今、千代田区は高齢者の方がふえておりまして、特に独居、そ

れからのみ世帯という方が増えているところで、やはり保証人というの

は結都Π問題になっているかと思います。例えばなのですが、判断能力が

落ちた方について、後見人なんかをつけるケースも出てくるのですけれ

ども、残念ながら後見人は保証人にはなれないのですね。なかなか契約

という段階で、社会福祉協議会として責任を持ちたいのですがといって

も、これはやはり会社のルールがいろいろあるようで、それではちょっ

と契約は難しい、やはり保証人をという話になるケースはあります。た

だその中でも、特例なのでしょうけれども、後見人の方が保証人の柳に

後見人と書かせていただいて、「それでいいですよ」と言ってくださる

ところもあると聞いています。なので、保証人の問題は結楴大きいのか

なということと、同時に先ほど叩し上げたと船り、高齢者のみの世帯、

もしくは独居の世帯の方がいますので、日常生活の動作がどんどん落ち

ていきま司、。そういった方々を日常的に見守る体制が今、求められてい

るなという気がしますので、集合住宅等でそういう制度がもっともっと

広がっていくといいかなと思っています。

千代田区内には 109 の町会がありまして、うち 6 3 の町会に町会福

祉部というものを設置していただいて、見守りですとか孤立化の防止の

為のさまざまな交流のサロンの展開ですとか、お食事会の実施をお願い

しているところではあります。一軒家とかでお住いになってらうしゃる

とか、古くからお住いになってらっしゃる方はいいのですけれども、昨

今、マンションですと、セキュリティがすビく高くて、直接アプローチ

できない方も結構増えています。そういう方々をどうやってそういった

ところに来ていただくようにするのかということも課題なのですけれど

0山本会長

0片岡委員
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0山本会長

も、同時にやはり1つのマンションの中で、見守りないし孤立化をしな

いための仕組みというものも今後展開していく必要があるのではないか

なと考えております。

ありがとうございます。そうすると、孤立はされているけれども、経

游的な困窮ということはそれほど高くないということなのでしょうか。

高齡者の方で経済的に困窮の方がいらっしゃらないわけではないので

すけれども、他区との比較がちょっとしにくいのですが、千代田区の中

ではそれほど多くはないのかなという気がします。

ありがとうございます。もうちょっとお閉きしてもいいですか。私が

千代田区のことをはっきりわかっていないところもありますので、いろ

いろ皆さんからお聞きしております。それでは、不動産関係団体と患い

てある岡田委員、いかがでしょうか。何か貸し渋りもあるという話も聞

いたのですけれども。

まず千代田区の特殊性というのがありますので、 1つは、今、会長が

おっしゃった対象ですよね。対象を区内の方に向けるのか、外部の方に

向けるのかというところがまず1点あると思、います。千代田区の特殊性

を一言で言わせていただくと、私も松井委員もみんな地元ですけれども、

非常に閉鎖的です。中心ですけれども、非常に閉鎖的です。それで町会

の力が非常、に強いです。ですから今の問題は、私もいっもまちづくりで

公園づくりですとか、地元のファミリーバザールという、そういった地

域イベントの担当者でやっておりますけれども、例えぱそうぃうところ

に外部の人が入ってくると、非常に拒みます。

今の脚題点は、私は、岩本町東神田というところの連合町会ですけれ

ども、ここの地元でやっている地元の活動と高層マンション、ここに書

いてあるように区の「東松下町計画」が出来て、おととい抽選がありま

したけれども、そこの高層マンション等々が建ってきている中で、そこ

の新しい住民と旧住民の人たちとの泥雜が非常に激しいです。ですから、

そこに例えばそういった高櫛者の方とか、住宅支援者の方を入れるとい

うことになったらば、まず99%反対運動が起こります。

1つの伊Ⅱネ、今の万世橋会館というのがあって、我々の岩本町東神田

のととろでも「ほほえみプラザ」というところに葬祭場を建てようとし

ました。そうしたときに町会でどういうことが起こったかというと、町

会が真っ二つに割れて町会長の選挙をやって、反対派の町会長が勝って

それをやらなくしたということがあります。ということが当然起こり得

る場所です。

区の課長方は、みんなわかっていますけれども、例えぱこういう委員

とか、区でやる委員なんかに出てくる連合町会長さん、それから町会長

さん、ほとんどの方はみんなビルの賃貸業です。商売をやってらっしゃ

る方というのは、ほとんどいらっしゃらない。ですからそこにそうぃっ

た生活困窮者等々を入れていくということが起こ0たときに、必ず連合

0片岡委員

0山本会長

0岡田委員
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町会とかそういうところから何をやっているのだという声が起こってき

ますので、そういったところのコンセンサスづくりですとか、そういっ

たものをつくらなけれぱいけない。

あとは、先ほど片岡さんもおっしゃっていましたけれども、居住して

いる方がいると、例えばこういう問題があるのですよ。地元で町会長さ

んとかはみんな住まわれている。これは基本政策のところで言いました

けれども、ビルの上に地元の町会長さんが住んでいると。だけれども、

息、子さんたちは区外にいるのですよ、大体ね。みんな世田谷とか文京に

住んでいる。そこの町会長さんたちが 80歳でも町会長をやってらっし

やる方はいっぱいいますから、そういう人たちが 1人になってしまった

りするっていう、そういう意味での支援が必要だということはすビくあ

りま司、。

今、泓が整理したところが千代田区の特殊性なので、ほかの区とは、

例えば足立区と力寸工東区とか、そういうところとは全く違うので、今、

私が言うたところを押さえなが・ら政策をつくっていかないと、地元で必

ず反対運動が起こりますし、閉鎖的なところで区は何をやっているのだ、

我々の基本は、要するに賃料収入ですから、皆さん。そこに変な人が来

たら賃料が取れなくなってしまうから、冗談じゃないという声が巻き起

こる地域ではありますので、その辺を考えてやられていったほうがいい

と思います。

ありがとうございました。閉鎖的というのは、昔からの人が住んでい

らっしゃって、ある意味仲がとてもいいのだけれども、ちょっと他者排

除みたいな 0

非常に団結は強いですよ。団結は強いですけれども、他者はほとんど

入れないですから。

そうすると、さうきマンションの居住者が非常に増えてきているとい

うところでいうと、なかなかマンションの居住者なんていうのは入れな

いですよね。

マンションの人たちは町会に入ろうとしませんから、全く我々は関係

ないというふうに住んでいますから。

分かりました。ありがとうビざいます。それでは、早水さん、いかが

でしょうか。

今、千代田区の特殊性という形のものは、岡田委員がご説明された部

分で、それぞれの自治会があるニミュニティは非常に癌な部分があると

思いますけれども、そこのどの地域についてもやはり高齢化してきてい

るということが現状だと思います。今、岡田委員がご説明されたみたい

に、受け皿としてそこのコミュニティに溶け込めるかという話になると、

現実問題非常に村社会的な感じが強いという部分の説明のと浦り、厳し

いものがあると思います。マンションに関してみれば、当然そこに船住

いの方、それから所有してお住いの方という部分では違ってきます。千

0山本会長

0岡田委員

0山本会長

0岡田委員

0山本会長
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代田区の場合、マンションは非常に商額物件になりますので、ほとんど

の方が自分で使わない限りは、俗に言う資産凋的で買われてしまって逐

用されているというケースが多いでしょう。

そういう形になると、先ほどの資料4という形で、生活支援課長から

ビ説明いただいた内容のものが、全てどれも受け肌としては当てはまり

ません。このヒアリング訊査概要という形が実際に現場で求められたと

すれぱ、それこそ 99.9%に近いぐらいの状態で、貸し手側のほうは拒

絶反応を起こします。そういう千代田区という特殊性という部分でぃけ

ぱ、その特殊性プラス商業利用という事業物件として見ても、現状は非

常に厳しいだろうというところはあります。

途中なのですけれども生活支援課長に闘きたいのですが、生活保護を

受けてらっしゃる方は、千代田区では大体どれくらいの人数がいらっし

やるのでしょうか。

0新治生活支援課長大体600人前後でここ1、 2年は推移してございます。先ほど

も申しましたように、路上から自立に向けて保護に至る方が多い関係が

ございまして、今、建設事業等で非常に有効求人倍率が上がってぃると

いうことで、そういう面で路上の方というのは少なくなっている関係で、

本区の場合は、日本全国から見ると生活保護の被保護者はふえているの

ですけれども、横ぱい、もしくは少し減りつつぁるという状況でござい

ます。

ありがとうございます。なぜお聞きしたかといいますと、先ほどのご

説明のとおり、家賃についてアッパーで6 万9,8 00円という形のも

のが、居住に対して費用が出ないというご説明をいただいたときに、そ

の金額で佶りられる物件というのは、千代田区内では非常に少ないです

よね。仮にあったとしても、今回の生活を含めた居住支援を求めてぃる

方たちのために向けてもらえるかといったら、これも限りなく低いです

ね。ハードルがあったら高過ぎてまたげないか、低過ぎて逆に塒路して

しまうかというぐらい見えない壁が大きいと恕、います。

生活保護が路上からそういう形になって、自立してという形の支援の

ほうに向けられているというのが千代田区の形で、 60 0人前後という

ことでいえぱ、他区と比ベられないのでわからないですが、多分そんな

に多いほうではないのだと思います。生活保護における人数ということ

でいけぱ。だからその金額では、千代田区では生活できないという理解

をされたほうが早いだろうと思うのです。その受け皿を千代田区の中に

探そうとかいう形になると、区のほうも多分、十数年前だったと思うの

ですけれども、高齢者の住みかえのことでいろいろと私たちも船手伝い

させていただいたことがあったと思うのですけれども、高齢者の住みか

えと言われてみても、対応する物件がないのですね。端的にいうと、先

ほど岡田委員が言われたみたいに、特殊性のところが突出した形で強い

という部分が千代田区の特色だろうと思いますので、その中でできる限

0早水委員
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り今回の要望である居住支援という部分が、いい言い方をすれば改善で

しょうけれども、区の方のたちに門戸をあけて受け皿ができるかという

のが、やはり今回の大きなテーマなのかなと思って、きょうは参加させ

ていただく前に全体的なイメージとしてつかんできたのですが。

最後に 1つだけ言わせていただくと、今、空き家も当然全国で増えて

いますね。千代田区の中でも、現状空き家があるところもありますし、

それから金く空き家になっていないにせよ、結局ビルですと部屋が決ま

らないという部分で、低利用状態になってしまう、稼働率が下がってい

るというところを、そういう形でコンバートして向けられるかというの

は、第3次住宅基木計画のときにも、 4人の力からそういう話が出まし

たけれども、それもまたままならないというのが千代田区の現状だと思

いますので、最終的な取りまとめで、今回のテーマで大きくなっている

多様性という中で、どのようにそれを捉えられてまとめ上げられるかと

いう部分が、 1つの指針としてまとめられるかというのが、この 2年問

の 1つの目標なのかなと、今、皆さんのお話をn"きながら思いました。

以上です。

ありがとうございました。大変よく状況がわかりました。吉岡委員、0山本会長

いかがでしょうか。今のお話、千代田区の特性というのはいろいろあっ

たということなのですけれども、保証されているということなのですが。

私どもは、身元保証ではないのですね。よく不動産業界の方が私ども0吉岡委員

のところに来ますが、債務保証と身元保証があって、債務保証は保険会

社がやるから大丈夫だよと。それで身元保証は、これは万がーのときに、

葬儀ですとか後片づけをやってくれる方がいないと安心できないのです

よと。それにかわる制度がないかなと。私どもは、そういうときは死亡

診断書の受け取りから始まって全て対応は可能です。しかしそれだけで

はやはり不安なのだというのが、管理会社の方とか、大家さんの方のご

見です。逆に、私どもの捌度に入っていれば、身元保証はいいよと言
'1Y.

つていただける不動産関係の方もいます。それはごく少ないです。

0山本会長何かおやりになっていて、千代田区はこうだなっていう特殊性みたいな特

性とか於感じになりますか。

0吉岡委員千代田区に居住されている方で、私どもの制度に入っている方というのは

ビく少ないのですね。もともと少ないですから。そういう関係で、はっ

きりお答えするのは非常に難しいのですが、いまだかつて大きなトラブ

ルとかそういうものは、私の知っている範囲ではありませんでした。

0山本会長ありがとうございました。区の方の委員のほうは、後ほどお尋ねしたいと

思、いますので、少し議論を進めていきたいと思います。今、新治委員の

ほうから、資料4のほうはご説明があったのですけれども、そのほかに

資料のご説明があればお願いいたLます。

0新治生活支援課長それでは、引き続きまして、資料5、資料6 がワンセットになる

かと思うのですけれども、粘手元にご用意いただきたいと思います。
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資.料5 につきましては、抜枠となってございますけれども、豊島区の

居住支援協朧会の設耀絲緯と活動の概要がわかるところを抜粋させてぃ

ただいて翁ります。豊島区につきましては、基本的に空き家対策、先ほ

どご案内がビざいましたけれども、非常に一戸雄ての住居、アパード享

が多いということで、もともとは住宅マスタープラン、これは本区にお

ける住宅基本計画と伺様のものなのですけれども、平成21年3月に策

定された(3)のところに、平成26年から平成30年までの 5年問のプ

ラン改定を行ったと。そして、その計画実現に向けてということで、裏

面をご覧いただきたいと思います。重点プロジェクトということで2つ

ありまして、 1つが、下の図でいうと、住まいづくり協働プロジェクト。

これが豊島区居住支援恊議会とりンクする形で、その豊島区居住支援恊

議会から上に矢印がついて、居住支援モデル事業という形でぃうと 、^、

れが住宅活用プロジェクト、先ほどの空き家、空き室の活用による住宅

活用プロジェクトという形で、 2つの取り組みを推進していく。これを

するために平成24年7月に、居住支援協議会が住宅関連部局により立

ち上げられました。

右側のところに書いてあるのは、繰り返しになりますけれども、豊島

区では、平成24年7月3日に居住支援恊議会を設置しました。誰もが

住みなれた地域で安心して暮らし続けられるように、空き家・空き室等

の活用を図った居住支援を進めていくために、居住支援に取り組む団体

と連携によるモデル事業、居住支援バンク等の運営に取り組んでまいり

ますというところで、スタートされております。

次に、お朋きいただきまして 2ページをビ覧いただきますと、居住支

援恊議会を設置した後の活動の内容という形で、沿革のところにもNH

Kの「クローズアップ現代」でも取り上げられたりして、 23 区の中で

は一番取り組みが進んでいるという形で普遍化している区でございます。

居住支援恊議会のほうも住宅マスタープランとりンクしている関係で、

非常に大がかりな恊議会を設置して、 2 7年10月1日現在では、そこ

に誹いてあるように矧士交通省とか東京都の都市整備局の職員までオフ

ザーバーに入る形で展開されてぃます。

豊島区では,本区と実情が異なり空き家が非常に多いというごとと 、

有力なNP0法人が豊島区の場合、自主運営という形でひとり親家庭の

困窮者のいろいろな沸業を屡開しているりトルワンズという NP0法人

なのですけれども、その他にもコレクティブハウジング社とか、コミュ

ニティランドスケープというような、区内にNP0の連携支援組織がも

とからあったという、そこが本区と少し違うのかなと考えています。

実は4月に住宅課の職員と私ども生活支援課職員とで豊島区の居住支

援協議会についてヒアリング調査をさせていただいたのですけれども、

現実は大変厳しいもので、区内の空き屋・空き室活用の促進を図る「居

住支援バンク」の取組みでは、居住支援協議会が平成 24年7月に設置後、

18



マッチメイクができたのが、最近のことという内輪話をお聞かせいただ

いて浦ります。居住支援協議会を立ち上げて、事業を実施したからてお

いって即効的に効果が上がるのではなく、息、の長い取組みが必要なのだ

と思っています。ただ自主活動ということで、 1つ非常に感心したのが、

平成 28年度にはりトルワンズが居住支援協議会からひとり立ちされ、 N

P0法人としてひとり親家庭などの居住支援をなされるとお聴きしてい

ます。

それから、次の資料で「文京すまいるプロジェクト」。居住支援協議

会を立ち上げていない実例で、居住支援を行っている参考例としてお示

しさせていただいております。住宅登録事業、それから「文京すまいる

協力店制度」など先ほどの豊島区の居住支援協議会の活動と類似はして

いますが、地域包括ケアの充実の観点からソフト面のサービスで「ライ

フサポートアドバイザー事業(LS A)」により、介護度2 までの高齢

者の在宅生活をサポートするために「安否確認サービス」や「生活相談

サービス」のご相談をすることで「すまいる住宅」などの利用者・登録

賃貸人双方の安心感につながっているものと思います。

LSAは、既存シルバーピアのほうかに(9棟204戸十都営 1棟)

に配耀されている他「すまいる住宅」へも安否確認や生活相談を行って

いるということです。民間賃貸住宅を活用した新しい地域包括ケアのあ

り方かなということで、ビ案内をさせていただきました。

とりあえず資料5、 6 の説明は以上です。

時間も大分迫ってきているのですが、資料5と6 で何か、豊島の事例

と文京の事例をお示しいただいたのですけれども、もう少しここは説明

してほしいとかございますでしょうか。

神田の大和町に何とか旅館という旅館が昔からあって、そこに生活困窮

者の人が住民票を持って暮らしているということで、それというのはここ

で言われたような形のモデルケースで区がやったわけではないのですか。

昔からホームレスの人が区から補助金をもらって住んでいる旅館があ

るのですよ。恐らく多分選挙権も持っているのですが、その人たちは区か

ら補助金をもらってそこに住んでいると、みんなそう言っているところで

す。和泉橋出張所長だったら知っていたと思うのだけれども。

私の知っている範囲では、補助金を差し上げているということはないで

す。

区と全然関係ないのですかね。大和町に何とか旅館というのがあって、

昔からあるのですよ、私、今度までに調ベてメールしまtけれども、そこ

に住まわれている人たちが選挙権を持っていて、選挙のときになると選挙

0山本会長

0岡田委員

0平岡委員

0岡田委員
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事務所に御飯をもらいに来るのですね。多分区から補助金が出てぃたとい

うふうに地元町会とかでは言われているのです。もし分かれぱ、それが居

住支援の千代田区としてのモデルケースなのかなとちょっと'思ったので、

ちょっと次回までに闘ベいただけるとありがたいです。

0山本会長無料低額宿泊所とか簡易宿泊所系ですか。お分かりにならないですか。
i

0新治生活支援課長区内に1か所、 NP0法人が管理をしている施設があります。委託

契約により生活困窮者等の方々に自立に向けて一時的に住まいや食事を提供

する事業を実施している場所は把握しております。

0山本会長 NP0の名前を教えていただけることはできますか。

0新治生活支援課長正式な名称かどうか記憶があいまいですが「さくら推進協議会」

という名称だったかと.思います。実は路上生活者対策に関しましては、

銘上生活者は日々荷物と一緒に生活の拠点を移されてしまうので、 1つ

の区で対応していても問題解決にならないということで、東京都と器区

が共同事業という形で、 23 区を6 ブロックに分けて就労相談などによ

り就労自立を支援する「自立支援センター」を設置してぃます。

千代田・中央・港・新宿の第 1ブロックでは、現在「新宿寮」という

形で新宿区に向立支援センターがございまして、特別区協議会から委託

を受けた社会福祉法人が大体半年を目安として一時的な宿泊施設の提供

や、アパート等生活移行支援などの事業を実施しています。この自立支

援センターの空き室がない場合などに、さくら推進協議会をご案内する

ことはビざいます。

0山本会長 ありがとうございました。きょう初めてなので、いろいろな千代田区

の4寺陛だとか、千代田区でも生活困窮、あるいは路上生活者の問題とい

うことがいろいろあるということを教えていただけたと思います。

私のほうから 1点なのですけれども、文京の「すまいるプロジェク

ト」をすごく評価されているというぉ話がこの間もあったのですが、特

に今、新治委員が給っしゃった「ライフサポートアドバイザー」という

のが注目されているように今、問いていて思ったのですけれども、生活

支援が必要だということでいうと、これを少し千代田区でも取り入れた

らいいかなというふうにお考えなのでしょうか。それともただこうぃう

事業がありますというご説明なのですか。

0新治生活支援課長注目というところでいうと、いわゆる居住支援協議会を立ち上げ

ない状態でこのような支援が可能だということで着目したところと、地

域包括ケアというところで高齢者の場合、やはり住み続ける在宅支援と

いうところで、中田担当課長に委員として出席いただいているのですけ

れども、やはりそういうところもビざいますので、このような新しい取

り組みというのは、着目する必要があるかなという認識で事務局として
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はいるということでございます。

ありがとうビざいました。中田委員、いかがですかね。今、ライフサ0山本会長

ポートアドバイザーという、文京ではそういう取り組みがあるのですけ

れども、生活支援も非常に重要というふうに地域包括ケアシステムの中

では言われていると思うのですが、いかがでしょうか。

私どもでやっているのは、ご自宅一・・・・している高齢者の方ヘのサポー0中田委員

トということでやっております。ただ先ほどもありましたように、千代

田区の方は、お家はあるけれども結構年金が少ないという方もいらっし

やって、そういった方ヘのサポートなどもやっております。実際に、ど

自宅もなかなか緋持していくのが難しいという方に関しましては、やは

りどうしても区外の施設のほうをビ案内するということが多くな0てき

ているのが現状でございます。

そうすると、そういう意味で難しくなられた方は、区外に行かれてし0山本会長

まうという感じなのですかね。ただ、居住支援協議会の中では、やはり

こういう生活支援の部分をどうしていくかということが必要で、ただ単

に住まいを提供するというだけでは済まない、特に高齢者はそうでtよ

ね。恐らくそういう意味でここにも注目されているということなのだと

思います。それは千代田区ではどういうふうにしていくかということを

考えられたらと思います。

ほかにいかがでしょうか。豊島区と文京区のことについて、何かビ質

問はありますでしょうか。よろしいですか。

それでは統きまして、ほかの資料のご説明をお願いいたします。

0新治生活支援課長続きまして、手短に資料8のご説明をさせていただきます。こち

らのほうは、先般開催されました東京都の居住支援協議会に私どもも幹

事という形で参加させていただいて、その際に配られた資料でございま

す。これは東京都全体のいわゆる不動産関係団休を通じて、賃貸住宅所

有者の意向を把握して、住宅要配慮者ヘの民間賃貸住宅ヘの円滑な入居

促進に資する方策の検討材料・として、こういう湘査をことしの 1月20

日から 2月10日ということで 3 週間ぐらい行いました。アンケート用

紙の回収については、東京都宅地建物取引業協会、全日本不動産協会ほ

か、東京共詞住宅恊会、日本地主家主協会という形で事務局回答も含め

てあります。

ここでちょっと着凋したのは、やはり入居選別の対象で多いと考えら

れる世帯というところで、表紙の左側のところで言いますと、そういう

柳邦艮に遭いやすいのは、 4番の外国人は除くと、単身の高齢者、それか

ら高齢者のみの世帯、障害者のいる世帯、生活保護受給者という形で、

この数字を見てもやはり単身の高齢者というのは、都全体の趨勢からし

ますと、非常に選別対象になっているという形で、居住支援の二ーズが

高いのではないかと'思われるという形でご案内しております。ほかにも

いろいろ細々と質問項目が詳細にありますけれども、ほぽ本区において
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も同様な状況なのかなという推測でビざいます。

以上、私のほうからの資料の説明はこれでおしまいなのですけれども

締めくくりとして区の爪点施策ということで、本年4月に施行されてお

ります「障害者差別血呈道法」の関係で、内閣府パンフレットに基づきま

して、大坪委員のほうから簡単にビ案内をさせていただきたいと思いま

す。

0大坪委員 障害者差別解消法のパンフレットについて、ビ紹介させていただき

ます。参考資料4と番号が振られているカラーの物になります。障害者

差別解消法、これがどういうものかといいますと、簡単に申し上げます

と、障害を理由とした不当な差別を禁止することで、障害の有無にかか

わらず互いを尊重し合える共生社会を実現することを目的とした法律と

いうことになっております。

中を開いていただきますと 2枚目の上のところに、「本法のポイン

ト」というところがございます。この障害者差別解消法のボイントとし

ましては、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供が禁止されてぃ

るということになります。この下のところに表がございますけれども、

国の行政機関・地方公共団体等においては、不当な差別的取り扱いも障

害者ヘの合理的配慮も法的な裟務となっております。

また民間事業者につきましては、不当な差別的取り扱いについては禁

止、また障害者ヘの合理的配慮については努力義務として規定されてお

ります。

この不当な差別的取り扱いですとか、合理的配慮はどのようなものか

と言うことですが、 1枚目に戻っていただきまして中ほどに、「障害を

理由とする差別とは」と言うところがビざいます。障害を理由とする差

別とは、下のイラストつきで表示されておりますように、障害を理由と

してサービスの提供や入店を拒否すると言うことになります。不動産の

場合ですと、不動産を紹介するぺージのところに障害者お断りですとか、

障害者向けのものはないというような表示をすることは、不当な差別に

当たることとなります。また家を探しに来た障害者の方に対して、障害

者向けの物件をうちは扱ってないよと門前払いにすることなども不当な

差別となってしまいますので、ぜひオーナーさんですとか、不動産業の

方にはご注意いただきたいと考えております。

合理的配慮についてなのですけれども、合理的配慮というものは、障

害のある方から何らかの配慮を求める意,思の表明があった場合に、負担

になり過ぎない程度で、その障壁を取り除くための配慮を行うというこ

ととされております。耳の聞こえない方に筆談で対応tるですとか、目

の見えない方に資料を読み上げて差し上げるといったようなちょっとし

たことが合理的配慮となっております。お店などでもちょっとした段差

を越えられないで困っている車イスの方に手助けをしたりですとか、ち

よっとした心造いのようなものも合理的配慮に入ってくる部分もござい

、
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ますので、ぜひ事業者の方ですとか、地域の方々にもビ棚力いただきた

いなと思っているところです。

障害と一口に言いましても、障害者の中にはいろいろな障害の方がい

らっしゃいます。身体障害の方、知的障害の方、精神1雑害の方、また難

病の力も障害者に入ってまいります。身体障害でも車椅子の方となると

分かりやすいのですけれども、耳の聞こえない方というのは、ぱっと見

では障害があることはわかりませんし、脳の障害ですとか、内臓に障害

を持っている方となると、見た月上では全く分からな.いことがビざいま

す。そういった方でちょっと話してみたりしたときに、どの方はちょっ

と障害があるのかなと思われたときには、何かお手伝いできることがあ

りますかというようなお声がけをしていただくだけでも大変助かる部分

がありますので、ぜひよろしくお願いいたします。

2枚目の下のほうに、「基本方針と対応要領・対応指針」というよう

なことも書かれて浦りますけれども、千代田区でも法にのっとりまして、

障害の差別解消に関する対応要領ですとか、留意事項というものを定め

てございます。こちらは職員向けのものとはなるのですけれども、そち

らをもとに区では合理的配慮の提供というものを推進しているところで

す。区役所内の各窓口に筆談器を配備したり、出張所や区民館に段差解

消のための簡易スロープを配備したりしております。今後、磁気ループ

ですとか、点字プリンターなどについても用意しまして、合理的配慮の

提供を今後も推進していくこととしております。

また 7月20日までパプリックコメントを行っていたのですが、障害

者の意思疎通に関する条例を制定する予定でおります。こちらは手話言

語条例というものが、全国的に制定されているところではあるのですけ

れども、千代田区の場合は、手話だけではなく、さまざまな障害者の方

の意,思疎通に配慮した条例を作ろうということで、当事者の方などから

何件かご意見をいただいているところです。今後、条例制定に関しては

事務作業を進めてまいりまして、案文などが決まってきましたら公示す

ることとなってまいりますので、ぜひその際にもビ協力いただけたらと

思っております。

障害者の住まいもなかなか難しいところがございまして、軽度で普通

の住宅で間に合う方もいらっしゃれば、なかなか在宅も厳しい方という

のもいらっしゃいます。現在、千代田区内には入所施設というものがビ

ざいませんので、やはり入所が必要となった方は、区外の施設に入って

いただいているような現状もございます。精神障害ですとか知的障害の

保護者の方からは、グループホームというのが要望されているところで

はあるのですけれども、グループホームに充てられるような物件という

のが、先ほど不動産関係の方々からもお話しがあったとおり、なかなか

見つからないというのが現状でもございます。ぜひ今後松話を伺う中で、

難しいのかなというところはあるのですけれども、空きが出ている物件
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0山本会長

で、グノレープホームなどで貸してもいいよといったようなビルがあるよ

うでしたら、ぜひ情報提供いただけたらありがたいなと思っております

ので、今後ともよろしく松頒いいたします。

ありがとうビざいました。今、新治委員と大坪委員から資料のご説明

がありましたけれども、このことについて何かご質問はありますでしょ

うか。よろしいですか。

もう最後のほうになるのですが新井委員、先ほど新治委員のほうから

千代田区の中での居住支援協議会の対象として、ひとり親世帯というの

が入ってくるのではないかというぉ話があったのですけれども、これを

見ると先ほどの不動産関係団休に対する朋査では、ひとり親世帯にそれ

ほど拒否というのはなさそうな感じなのですが、どんなふうに船感じで

すか。

拒否というご相談はないのですが、やはりワンルームに住んでらっし

やる方がすビく多いのですよ。そこでもうちょっと何とかならないかな

というご相談はよく受けております。実態としてはそういうところです。

やはりひとり親世帯というと、イメージ的には母子の方で非常に低所

得の方が多いということなのですが、そういう特性はおありで司・か。

千代細区に住み続けたいとなると、やはりひとり親の方ですとか、若

いご夫婦は、本当に私も何軒も行ったのですけれどもワンルームなので

すよ。そこで何とかしてあげたいなというのはあるのですけれども、他

区ヘ行ってくださいというのもね。だからできるだけ小さいお子さんが

いる方などは、外に出るように児童館をご紹介したりですとか、そうぃ

う支援で何とか千代田区に住み続けられるようにと言うことで。あとは

千代田区の区営住宅ですとか、倍率はすごく高いのですけれども、申し

込みをご紹介したりということをやっています。

ありがとうビざいます。平岡委員、今、区営住宅ヘというぉ話が出たので

すけれども、区製、住宅も数としては少ないように思うのですが、ニーズ

としては非常に高いのでしょうか。

本区は 11棟26 7戸現在ございます。区営住宅に関しましては、 1

2月末に東松下町に区営東松下町住宅を完成させると。その入居は3月

ぐらいまでに、今のところ予定して浦りまして、随時区営住宅の入居も

始まるというようなこともありまして、 2 6 7 から 9 9 戸増加しまして、

300戸を超えるという形で、公営住宅は整備が続いております。住宅

基本計画の中で定めているものは、あくまで機能更新ということで、老

朽化した住宅に対する機能更新は考えさせていただいて船りますが、住

宅困窮の方に対する住宅支援策として、我々ができ得ることは、そう 言

つた機能更新を中心とした公営住宅の整備というところを中心に進めて

まいると言うところが柱の 1つ。それ以外に例えぱ民問住宅にお住いで、

なかなか居住が難しいというような方々のために、居住安定のための家

賃助成制度等もあわせて我々は運営をして浦ります。例えぱ今お住まい

0新井委員

0山本会長

0新井委員

0山本会長

0平岡委員

゛
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のところが住宅として住み続けられないということで、一定所得以下の

世帯の方に対する助成制度、設けておりますので、ハード・ソフト両面

の観点からの住宅施策の推進を図らせていただいているというところで

ございます。

ありがとうございます。最後に武委員いかがでしょうか。高齢者、障0山本会長

害者、低所得者ヘの支援ということで、進めておられる部署だと伺いま

したけれども。

私どもの取り組みの方針をまとめているというところで、やはりこの0武委員

中の詔査の中で、高沸者の方は6割の方が今の住宅に住み続けたい意向

があって、 2割程度がある程度ケアつきの住宅に住みたいという意向が

あって、また 20代から 60代の方のアンケートでも、そういった同じ

ような割合であるというところで、やはりケアつきの住宅で、今、高齢

者優良賃貸住宅が 110戸ぐらいあるということで、そこはある程度の

ケアをしているということでかなりの方が入られていて、今後はそうい

つた住宅も北、要ではないかということも検言寸していかなけれぱいけない

のですが、サービスつき高齢者向け住宅は、まだ千代田区内にはないと

いうことで、そこをどういう介護度まで入っていただくとか、そういっ

たところを今後積極的に支援していくとか、いろいろな行政の支援もあ

ると思いま司、が、そこはいろいろなご意見をいただきながら進めようと

しているところではございます。以上です。

ありがとうございました。それでは、私から2つ提案をさせていただ0山本会長

きたいのですけれども、 1つは、今、皆様から千代田区のさまざまな

方々の居住支援の二ーズというのを伺ったのですけれども、こちらのほ

うでは、住宅確保要配慮者に対しての居住支援に関する二ーズ調査は行
、

われていらっしゃるのでしょうか。

0新治生活支援課長実は、早期設置をしてというところで、ニーズ調査がまだ実際行

われていない部分がありまして、ヒアリング需査のみとなってございま

す。来イ戸度以降、改定の「介護保険事業計画」と「障害者計画」等の計

画改定に伴いまして、高齢者・障害者等を対象に、ほぽ悉皆に近い形で

住まいの二ーズについて調査を進めてまいりたいと考えてございます。

0山本会長ありがとうビざいました。じゃあ、そこのところに居住支援の二ーズとい

うのは盛り込んでいかれる、ほぼ悉皆調査に盛り込んでいかれるという

ことですよね。ぜひそれはここでもご公表ください。

それから、ちょっと先の話なのですけれども、次の委員会のご提案な

のですけれども、炊回の協議会で、不動産関係の団体様、それから居住

支援団体の団体様に、それぞれどういう取り組みをされているかという

ことをご報告というか、簡単で結構ですので情報共有をしたいと.思うの

で、いろいろ教えていただきたいと恕、うのですが、きょうも大分教えて

いただいたのですけれども、その辺いかがでしょうか。

団体としての全体の取り組みですか、それとも私たちは各区に支部組
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織があるのですけれども、そこの支部内での取り組みなのでしょうか。

というのは、先ほどいただいた資料の中の豊島区には、当然うちのほう

の関係の者も出ていたので司、ね。そこの会員の中に、我々の団体のほう

の会員の躯島区支部の人間が出ている状態なのですね。ですから、佃別

では対応していると思うのですけれども、うちの本部のほうでこれを取

りまとめているというのは、私が出ている限りでは今のところ認識して

いないので再確認しますが、それぞれの支部での取り組み。先ほどでま

したけど各区によって温度差が大きく違うと思うのです。

豊島区が推進できて成功できたととが、千代田区でできるかといった

らイコールではありませんし、当然文京区はいい指標になるなと、隣な

のでわかる部分もありますけれども、やはり文京区が抱えている居住と

いう部分の物件と、千代田区が抱えている居住の物件ってやはり質が違

うのですね。だから全て一元化した形での見方ができないので、団体と

してのコンセンサスがまとまっている取り組みがありまtかと言われた

ら一度再確認はしますけれども、ないという回答のほうが大きいかもし

れません。それぞれの支部という形になれば、それも確認した上でとい

う形は、時間の関係もありますけれども、次回のときに報告できるとこ

ろまではさせていただけると恕、いますけど、それでよろしいかなという

形です。

うちのほうも同じですから、だからやり方としては、千代田区としての

取り組みというか、私どもも早水さんのところもそうですけれども千代

田区のほうの傾向でどういう形でそういう方たちが出てきたときに取り

組んでいるのか、そういったことが出てきたときに我々の地元のほうで、

どういった反応があるのかとかいう実態を早水さんなり私のほうで、会

長のほうにお伝えするというほうがいいと思います。

ありがとうビざいます。そのつもりでいいですよね。それでは、不動

産開係団体のほうは支部の動き、それからどういうふうな状況で動いて

いらっしゃるかということを教えていただきたいと怨、います。

民生委員・児竜委員の松井さん、片岡さん、古岡さんにっいては、ど

うしましょうか。どういうぉ話をしていただきますか。それから、レジ

ユメのようなものをいただいたほうがいいのかどうか悩むところではあ

りますね。社協さんはある程度は出ますかね。

いろいろな事業を展朔している中で、居住支援につながるかなという

ものをご紹介させていただくというととでよろしいのですよね。それを

ちょっと確認します。

松井委員はいかがでしょうか。

私は長寿会の役員とかもしていまして、圧倒的にひとり暮らしとか、

高齢者世帯の方なのですよね。 60から入れるといいましてもほとんど

が 7 0、 8 0 の方ですから。そうしますと、やはり身近にひとり暮らし

で「こもれび」に入っている方もいらっしゃいますし、神保町のひまわ

0岡田委員

0山本会長

0片岡委員

0山本会長

0松井委員
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り館の方とか、一戸建てに住んでいる方とかのそれぞれのお悩みとかが

あるので、そういうご希望を伺うことができます。また炊回に詳しくお

話したいと思うのですが、私は神保町一丁目1町会で、東京パークタワー

という三井の大型マンションが地元町会なのですね。あそとは入るとき

に皆さん町会費を設定して、町会に加入するという要綱が入っていたも

のですから、町会の理事会でも住居棟の方、オフィス棟の方、三井不動

産の方も全部出て、私たち婦人部の活動も、年々マンションの方がたく

さん出て、役員をやってくださったり、すごく相互が活発なのですよ。

私たちも三井さんのお部屋を借りて、いろいろな講習会とかをやったり

しています。ですから、そういう意味で、必ずしも大型住宅が地元とう

まくやっていけないかというと、そうではなくて、やはり最初が肝心な

ので。けさもラジオ体操をして、パークタワ一からも 70人ぐらいたく

さん来てくださります。昔は 20~ 30人だったのが、今はどんどんマ

ンションの方がふえています。ですから、これからもし中型の集合住宅

が建つにしても、最初からそういう取り組みをすれぱ、逆に地元として

もマンションの方たちが入ってくれないと活動ができないので、お祭り

とかも皆さん一緒にやるということになっているので、その辺のところ

もいろいろビ報告したいと思います。

0山本会長ありがとうございます。よろしく翁願いします。吉岡委員はいかがでし

よう力、。

制度説明とパンフレットを中心にやらせていただきます。0吉岡委員

先ほど会長がビ質問された冒頭の部分ですけれども、次回の会議に向0早水委員

けてレジュメも欲しいと,思いますし、当然テーマを決めていただいて、

我々が必要なご質問の中で回答ができるものとか、会長の要望に合わせ

て回答できるものがあるのであれば、今回皆さんメーノレを開示されてい

ると思いますので、早目にでも取りまとめていただいて、事務局のほう

にまとめていただいて教えていただければということと、今回の議事録

が多分つくられるのでしょうか。それであれば、それを炊回いただける

か、もしくは事荊にいただければ、時開があいてしまうと前回何を話し

たか忘れてしまうこともありますので、その辺の再確認も含めて事前に

送っていただけれぱ、資料として出せるものがあるときには用意もでき

ますし、当然できないにせよヒアリングしてきて、こういう形ですよと

いう報告が可能かと思いますので、事前に今の3つはまとめておいてい

ただいて、我々委員のほうに落としていただければと思、います。

0山本会長ありがとうございます。大変貴重なアドバイスだと思いますね。皆様の中

でもこういうぉ話をぜひ開きたいとか、こういう資料があったらという

のが事前にあったら、区の事務局のほうに粘伝えいただければ、それを

次のときに出していただくということができるかと思います。

以上で審議事項は終わりですかね。

0新治生活支援課長参考資料の補足という形で、 2番なのですけれども、千代田区高
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齢者等民問賃貸住宅入居支援事業実施要綱というものがございまして、

それはご説明していなかったのですけれども、これにっいては、先ほと

来話題になっている高齡者等の住宅硫保要配慮者に対する支援制度が要

綱という形で平成 16年に既にあって、 24年に改正され現在もあるという

ことなのですけれども、効果的な逓営ができていない側而があるという

ことで、ご参湾までにつけさせていただいております。

こういった既存の事業の見直しというところも今後、大如になってく

るのかなというところがあったもので、ご参考までにお示しさせてぃた

だいております。

もう 1 点、児童家庭支援センター新井所長ご案内の点につきましては、

資料4のところで、お時間の関係で特に読み上げなかったのですけども、

閉じられた空闇のスペースの中で固定的な人問関係ということで、なか

なか子育て環境として好ましくない状態があるというところと、生保の

多子世帯の問題とか、それからジャンル分けというのを私たち行政のほ

うはどうしてもしてしまうのですけれども、いわゆるかぶってぃる方が

結構多いのですね。高棚者で障害者の方が同じ世帯にいるとか、非常に

複雑困難な状態になっていることがあって、なかなか高齢者うて単純に

切り分けて、年齢階層別の対応では及ぱない部分も出てきていることは

事実でございます。

一応補足という形です。

ありがとうございます。資料4の相談窓ロヒアリング詔査概要というのは、

非常に大事な資料だなと思、いまして、私自身も勉強させていただいてぃ

るところですが、この居住支援協議会で全ての問題を解決することはと

てもできないのですけれども、少なくとも住まいでお困りの方にどうそ

の住まいを提供し得るかということに加えて、そこに生活支援をどぅく

つつけていくことができるかということを居住支援恊議会の中で話して

いきたいなと思0ております。

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、事務局から議員の皆様にお送りさせてぃ

ただきます。

次回の議会日程でございますけれども、来年度の区の予算が圖まる前

ということで、できれぱ9月ビろに開催したいと思っております。ちょ

つと近いのですけれども、いかがでしょうか。ちょっと早過ぎますか、

大丈夫でしょうか。先ほどお願いをしてしまったので期間が短くて恐縮

なのですけれども。よろしゅうございますか。

それでは、開催日などについては、事務局ヘ一任ということでお頒い

いたします。

それでは、大変申しわけありません。 11時半と申し上げておりまし

たが、最初ですのでいろいろご意見を伺わせていただきました。

以上をもちまして、平成28年度第 1回千代田区居住支援協議会の日

0山本会長
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程を終了させていただきます。本日は円滑な議事進行にご協力いただき

まことありがとうございました。

゛
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