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岡田委員、早水委員

皆様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28年度第2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、ご多忙の中、ご出席いただきまして、ま

ことに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ご報告をお願いいたし

ます。

0高橋生活支援係長生活支援課の高橋でございます。

それでは、出欠の状況についてご報告申し上げます。公益社団法人東京

都防災・建築まちづくりセンターの吉岡委員につきましては、本日、急務

が発生したため、御園様にご出席いただいております。また、平岡委員に

つきましては、会議が重なってしまったため、遅れての参加となります。

現在、 10名の委員の方と代理者1名の方にビ参加をいただいております。

よろしくぉ願いいたします。

ありがとうございました。

次に、本日の議事次第ですが、お手元にお配りしました次第に基づきま

して、大体12時を目安に進めていきたいと思います。委員の皆様におか

れましては、ご協力のほどをよろしくぉ願いいたします。

初めに、机上に配付させていただいております資料の確認等事務局から

お願いをいたします。

失礼します。事務局として、生活支援課の新治でございます。

まず、会議に入る前に、前回、第1回居住支援協議会で岡田委員からご

質問がございました旧大和町にある旅館にっきまして、口頭でご報告をさ

せていただきます。

片岡委員、松井委員、御園主任(吉岡委員代理者)

武住宅福祉担当課長

新治生活支援課長

大坪障害者福祉課長

中田在宅支援課長

平岡住宅課長

新井児童・家庭支援センター所長

00

0山本会長

0新治委員

1



区内では、岩本町に「さくら岩本町ハウス」という社会福祉法に基づ

く無料・低額宿泊所が 1か所ございます。この宿泊所といいますものは、

生計が困難な方、必ずしも生活保護者だけでございませんが、世帯の生

計を維持するのが困難な方が自立生活ができるように、無料または低料

金で提供される宿泊施設で、住民票を置くこともでき、本区の生活保護

受給者の方も何人かお住まいになってございます。

宿泊所は、社会福祉法に基づく都道府県知事ヘの届出だけで、個人や

任意団体が容易に設立ができるために、東京など都市部を中心に設立さ

れてございます。千代田区内にはこの 1か所だけでございます。

東京都福祉保健局のホームページによりますと、本宿泊所は平成16

年4月に特定非営利活動法人、いわゆるNP 0法人となりますが「さく

ら福祉推進協会」が設置運営していると掲載されてございます。岡田委

員様からのお尋ねの件の、ご報告は以上でございます。

「さくら」というのはどういう字を書くのですか。

平仮名ですね。

私、この間言った旅館のことかな。

私も旧大和町という地名が、現在の地名でどこに当たるのかが良くわ

からなくてお手間をとらせてしまいました。現在の岩本町に該当するこ

とが分かり、東京都に登録されていることが確認できた次第です。

よろしくお願いいたします。

そして、もう1点念のための確司忍でございます。事務局が私ども生活

支援課ということで、前回第 1 回の居住支援協議会では生活保護や生活

困窮者の自立相談支援所管という立場から、様々なお話しをさせてぃた

だきました。

このため、委員の皆様、居住支援の対象をなる住宅確保要配慮者が低

額所得者のみのイメージを持たれた部分があったかもしれませんけれど

も、居住支援におきましては、低額所得者が中心となりつっも財産やー

定以上の所得がある方も対象となることについて確認をさせていただき

ます。例えぱ、一定年齢以上のため緊急連絡先や人的保証人が確保でき

なくて、民間賃貸住宅が借りられないという方々も対象となってまいり

ます。この意味で、低額所得者のみを対象としている居住支援の取り組

みではございませんので、その点を再度ご確認をいただけれぱと思いま

す。

会議に入る前発言が長くなり恐縮でございます。もう1点ご報告がござ

います。神戸市の居住支援協議会へヒアリング調査に行ってまいりました。

簡単にご報告をさせていただきます。

報告書は、追加でただ今事務局がお配りさせていただいています。お手

元に、皆様おそろいでしょうか。一番最初の表紙が報告の概要となります。

上から調査日「平成 28年9月8日(木)午後 2時~5時30分、調査対

象「神戸市中央区雲井通サンパルビル4階の神戸市居住支援協議会の事務

0岡田委員

0新治委員

0岡田委員

0新治委員

2



局の神戸すまいるネット」調査項目は、「1 居住支援協議会の設立の経

緯・趣旨、県との連携、業務内容」「2 すまいの総合相談窓口も運営と

現状」「3 こうベ賃貸住宅安心入居制度」の 3 点となります。

まず、 1枚おめくりいただきますと、始めに「ポケット統計こうべ」と

いうものがございます。神戸市のホームページからダウンロードした市政

概要となります。皆様ご存じのように、政令指定都市ということで、推計

人口はラインマーカーをお引きしてビざいますけれども、 150万余の人

口でございます。面積も557平方キロメートルという形で大変大きくご

ざいます。そして注目すべきは、人口動態のところでございますけれども、

転入転出合わせて15万ということで、約1割の方が年間住居異動に伴っ

て異動している状況がありますが都市部としては取り立てて人口動態が高

いわけではないと認識してございます。ページの真ん中のところに65歳

以上の人口割合は、 3 5 万4,2 1 8 人、 2 3.1%という形で 2割を超

えて、これはほぽ本区と同様高齢化は着々と進行している状況でございま

す。

次のぺージは、都が先進事例として取り上げている「居住支援協議会活

動のヒント集」に先進事例として掲載されている吽申戸居住支援協議会」

の概要となります。今回、もう少し内容について深く知りたいため国内都

市調査の一環としてヒアリング調査を実施した次第でございます。

はじめに、設立趣意書となります。平成 23年12月26日に上から 4つ

目の段落ですね。「神戸市におきましても、住宅確保要配慮者の入居を受

け入れないと考えている民間賃貸住宅の家主が一定割合存在するという調

査結果があって、住宅に困窮する世帯の居住の安定のため、公的賃貸住宅

だけではなく、民間賃貸住宅を含めた対応が課題となっています。」、次

の段落では「一方、市内には、 10万戸以上の空き家住宅が存在しており 、

うち7万戸以上がまだ十分住めるにもかかわらず、放置されて空き家とな

つています。」との状況を踏まえ、「住宅に困窮する市民の需要に応える

とともに、空き家の活用を図るため、住宅セーフティネット法に基づく居

住支援協議会を設立したとの記述があります。

裏面には、神戸市居住支援協議会の構成団体でございます。宅地建物取

引業協会、全日本不動産協会の不動産関係団体や社会福祉協議会、民生・

児童委員協議会の居住支援団体等は、本区と同じですが目を引くのが「公

益財団法人神戸国際交流センター」「特定非営利活動法人市民活動センタ

一神戸」が加入されているところです。また、学識経験者に関しましては、

顧問という形で、弁護士それから大学のいわゆる人文系と建築技術系の教

授の方を委嘱しているという形となってございます。

次のぺージは、 A3判の折り込みとなりますが「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」業務内容の体系図となります。所管

は、神戸市住宅都市局住宅部住宅政策課で、「神戸すまいまちづくり公

社」への委託により業務実施しています。
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相談業務では、①住まいの相談(一般相談)、②専門相談(予約御D 、

③専門家派遣の 3本立てとなります。①の一般相談では、建築士6名・消

費生活相談員 5 名・融資関連相談員 2 名、常時毎日 4 名体制(士日は 2

名)。市内の建築士会、建築士事務所協会、消費者協会、弁護士会、宅

地建物取引業協会、全日本不動産協会支部等々と連携して、予約制の専門

相談を行ったり、専門家の派遣を行うほか、住まい全般に関する一般相談

を毎日行っております。定休日が水曜日で士日も相談窓口はあけていると

いうようなことでございました。相談の他「物件探し」ということで兵庫

県宅地建物取引業協会の窓口が併設されていて、パソコンを持ち込んで、

すまい探しに関するアドバイスと合せて、①民間住宅、②高齢者向け住

宅・施設情報、③公営住宅(市営住宅・県営住宅)の各種のすまいの物件

情報を提供しています。なお、すまいるネットが設置されているサンパノレ

ビル内には、民間賃貸住宅の不動産事業者やUR、市営住宅の相談窓口が

併設されています。

そのほか住まいの関連の行政情報、市のほうの住宅、市営住宅だとか、

UR,公団の住宅の関連情報の提供とか、選定支援システム、ハウジング

アドバイザー制度だとか、ホームページの運営等も情報提供では行ってお

ります。

普及啓発では、セミナーの開催の他、出前講座として地域の会合に出向

いて住まいの身近な話題を提供したり、住教育ということで家庭科や総合

学習の時間割に授業の企画や講師派遣もしているとのことです。

耐震支援では、平成7年の神戸の大地震(阪神淡路大震災)から 20年

という歳月が経過しましたが、「すまいの耐震化促進」や「耐震補助事業

の受付相談」について現在も重点的に実施しているとのことでした。

また、マンション支援という形で、管理組合、自治体ヘの情報提供、活

動支援、それからバリアフリー化促進という形で行っております。居住支

援協議会の業務は「神戸すまいるネット」全体の業務運営の中の 1業務と

しての位置づけで、市から受託を受けた神戸すまいまちづくり公社が国か

らの補助金を受けながら運営しているという実態があります。

もう 1枚おめくりいただきますと「神戸すまいるネット」の受付窓口で

来客者に配られている「ご利用ガイド」となります。窓口で1部いただい

て、それをコピーしたものでございます。相談イメージとしては、最初に

コンシェルジュの役'割を果たす職員がビ相談を受け振り分けをします。

始めにコンシェルジュの役割をしている職員から「相談員の指定ができ

ない」「相談後の契約などの手続きは当事者(相談者と民間不動産事業

者)どうしで行ってもらい、相談員は介入しない。」などの基本ルールの

説明・承諾を受けて、その後の相談手続きに入るとのことです。神戸市の

すまいの総合相談窓口として、ワンストップで、すまいに関する相談や・

情報提供・各種補助制度の受付をしてもらえるのは利便性が高いと思いま

した。政令指定都市という大規模自治体ならではの取り組みとも思います
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が、千代田区も小規模自治体ならではの顔の見える形で同様な取り組みが

進められれぱと良いなと感じました。

それから、もう 1枚おめくりいただきますと活動・相談実績となります。

例えぱ、モノクロで見づらくて恐縮しますが平成27年度相談実績は全体

で 5,7 1 6 件、普及啓発が 9,5 8 1件、情報提供が 9,1 8 2件。 1

日当たりが平均80件前後のご相談等があるとのことでした。

もう 1枚おめくりいただきまして、普及啓発の参加者数の推移となりま

す。平成2 1年に、リーマンショック等の関係なのでしょうか、約 1万6 ,

600人と非常に参加者数がはね上がってございますけれども、その後は

大体落ちついてきて、 6 千人~7 千人で推移して、 27年では少し上がっ

て約9千6百年となっています。ホームページのアクセス数の推移等につ

きましても約 19 万アクセスという形になっています。

相談者の属性につきましては、そこに書いてございますように、電話相

談が約7割、来所が3割といった割合で、ビ相談の年代層は高齢者とは限

らず、かなり広い世代に分布していると。相談者の住所につきましては、

神戸市内、市外という形で、市内の方は90%という形で、ほぼ区ごとの

分布は均一のようでございます。

それから、もう 1枚おめくりいただきますと、この相談窓口はどういう

形で知ったのかという、認知媒体の調査となります。こちらもモノクロの

グラフで見づらくて申しわけないのですけれども、 A~Gと下のほうに凡

例がありまして、全体を見ますと、やはり広報紙KOBE、インターネッ

ト、市役所からの照会、これがトップ3というような状態になってござい

ます。着目すべきは、年代によって、そのツールの分布が少し異なってい

る。若い世代はやはりインターネットという Gの部分が多いのですけれと

も、ご高齢になりますと市報など紙媒体や人的な伝達手段に頼っている実

態が垣間見えます。

もう1枚おめくりいただきますと、相談内容となります。内容的には建

築のこと、契約のこと、マンション管理のこと、近隣関係、融資資金、財

産管理、高齢者の住みかえとなってございます。

それから、もう1枚おめくりいただきますと、普及啓発の子どもたちへ

のいろいろなアドバイス、啓発という活動につきましては、大体先ほどお

話ししましたような状態で、参加人数が 6,074人ですか、全体で。と

いう形でございます。

その次の資料が「こうベ賃貸住宅あんしん入居制度」にっいてのもので

す。高齢者というだけで民間賃貸住宅が借りられないなど住みかえがなか

なか進まない実態がある一方で、空き家の発生ということで、神戸すまい

るネットの主要事業として行われております。

まず、相談利用者では「住みかえ」については、ご本人からが 170件

ぐらいで、本人以外が 30件との割合をなっています。貸し手側では、オ

ーナー本人が 67件、不動産仲介業者が 32件、管理会社が 5件、その他
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マスコミ等あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)さまざま

な方々からお問い合わせがあったことが分かります。

次に制度利用の状況ですが、平成26年10月から平成28年7月の約

2年間で成約したものは、福祉整理・残存家具の片づけで27件となって

います。連帯保証については、 5件申し込みはございましたけれども、審

査基準にあわず実績はゼロ件とのことでした。

問い合わせ206件の内訳ですが、情報収集のみが 100件、具体的相

談が99件、住みかえ先の紹介・あっぜん希望が45件となっています。

最後になりますけれども、裏面は(2)で民間賃貸住宅オーナーへの質

問 104件に対して「とうベ賃貸住宅あんしん入居制度」に関心があるか

とどうかの質問に対して、約半分の 53件が「制度に興味あり」としてぃ

ます。

次のぺージには神戸市内での実績例となります。 14例で、所在地とし

ては須磨区、兵庫区市内全域にわたり「住みかえの理由」、「入居契約

日」、「賃料」、「入居契約者の年齢・家族構成」が書いてございます。

最後のA3 の資料は神戸まちづくり公社の概要の抜粋コビーとなります。

公社は市が出資して、こちらのすまいまちづくりを通じて、モノクロのあ

れで、役員等のところで、理事長や理事に市のOBが名を連ねていますが、

公社で直接雇用している理事がほとんどでございます。

長くなりましたけれども、私どものほうの神戸市の先進事例ヒアリング

調査のご報告につきましては、以上でございます。

ご報告は以上でございます。何かございましたら、ご質問くださいませ。

それでは、今のことについて質問があれば、お受けしてもよろしいです

か。何かここはどうなっているのですかとか。

わかれば教えていただきたいのですけれども、このすまいるネットで相

談を受けていらっしゃるのが建築士さんということなのですが、最初にコ

ンシェルジュのような人がいて振り分けたりするというぉ話もあったので

すけれども、この最初というのがすごく大事なのですよね。これ

は誰がやっているのでしょうか。

利用ガイドのパンフレットでは受付の写真がありませんが、入口に、

「インテーク」という力斗よじめにご相談をお受けするコンシェノレジュの

方がいます。このコンシェルジュは、神戸すまいまちづくり公社の職員

で、常時1人配属されています。特段の福祉や住宅の有資格者ではなく

て一般事務とのことでした。

受付には、相談のエントリーシートのようなものがありご相談者の二ー

ズや要望を丁寧にお聴きして、その上で相談者が「すまいるネット」の相

談ノレールについて同意をして、はじめて具体の相談に入っていくとのこと

でした。同じフロアにURや宅建協会等のご案内窓口に「つなぐ」ご相談

も受けているということで、相談者には利便性が高いと思いました。

0山本会長

0新治委員
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ありがとうございます。というのは、やっぱり住宅のこと、住まいのこ

とと言っても、恐らくいろいろな生活の二ーズがついてきていますよね。

家族関係の話から始まって、そこを整理しながら、これは住まいの問題で

はなくて、もっと福祉サービスの問題なのではないかというようなことな

ども、多分出てきているのではないかと思うのですよ。それを分けられる

つてかなり力量が要るのかなと思いまして、どんな人がやっていらっしゃ

るのかなと思ったのですけれども、公社の人がではやっていらっしゃると

いうことなのですね。

0新治委員 千代田区で考えている福祉と住宅が連携した居住支援というところまで

深くは踏み込んでいないような印象を受けました。実は私から具体に、地

域包括支援センターや在宅支援・介護の関連部署との連携はどうなってい

るのか質問をしたところ、住宅課を通じて連携をしているため「神戸すま

いるネット」では直接的には連携はしていないとのことでした。神戸市は、

政令指定都市で千代田区よりもかなり大きな組織なので、なかなかそこの

ところは顔の見える関係性といった密接な連携にはなっていないように感

じました。

ありがとうございました。0山本会長

その辺のところがわかるとおもしろいと思うので、私が知っているとこ

ろでは、大牟田市とか福岡市とかでは、社会福祉協議会が入って二ーズの

振り分けとか一緒になってやっているというのを聞いたことがあって、行

つてはいないのですけれども、行ってみたいなと思いつつそのままにはな

つているのですけれども。今後、そういうところも少し勉強できたらなと

思います。

0新治委員 実は神戸市でも福岡市の取り組みについて着目はしているとのことです。

0山本会長 そうですか。

今後、調整をして・一緒に行けるといいですね。0新治委員

0山本会長 そうなのですね。行けるといいですよね。ありがとうございます。

それでは、資料の確認をされたほうがいいのではないかなと思いますけ

れども、お願いいたします。

0高橋生活支援係長それでは、本日、ございます各委員から事前にご提供いただいた資

料について机の上に酉酎寸させていただいております。

次第をおめくりいただいて、初めに、千代田区社会福祉協議会の組織体

系がございます。何枚かめくっていただいたA3でとじてあるのが2枚あ

つて、その後にございますのが、表題は「東京シニア円滑入居賃貸住宅情

報登録・閲覧制度」とございますが、あんしん居住制度のパンフレットと

チラシでございます。何枚かめくっていただきまして、パンフレットの後

に、普通の字体の報告がございますが、「2 不動産流通の円滑化の推

進」とビざいます。この資料が裏表 1枚になります。その次に、「要住宅

支援者状況別望ましい住まいについて」ということで、 1枚の資半斗がご

ざいます。最後に、第1回千代田区居住支援協議会の議事録がっいてござ

0山本会長
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0山本会長

います。

過不足とかございますでしょうか。何かございましたら、お知らせいた

だければと思います。以上です。

ありがとうございます。なお、本日の会議の公開、非公開についてです

が、ご異議がなけれぱ、原則どおり公開という形で進めさせていただきま

すが、よろしいでしょうか。

それでは、次第に従いまして、議事を進めさせていただきます。初めに、

第1回の協議会において、お願いをさせていただきました不動産関係団体

様、居住支援団体様からお1人、おおむね15分ほどでご報告をお願いい

たします。

恐縮ですけれども、議事録を作成する都合上、お手数ですけれども、マ

イクのスイッチを入れて、赤色のランプが点灯したことをご確認の上、
、ー゛

、^

発言いただけれぱと思、います。

それでは、名簿の順番で、岡田様から情報提供をいただくということで

よろしいでしょうか。

では、全日本不動産協会千代田支部の相談委員長の岡田でございます。

資料提供ということについて、お話しさせていただきます。

千代田支部、それから全日本不動産協会の東京都本部総体としては、 、^

ういった居住者支援の取り組みというものを全体としてやっているという

ことは、実はございません。ということなのですけれども、我々のほうと

しては、各支部で無料相談会というものを年に2回実施しております。
、一

、^

としは 6月の頭、それから次回なのですけれども、 10月2 6日という
、一

、^

とで千代田区役所の 1階におきまして、私、相談委員長ですけれども、
'^

、^

ちらのほうで弁護士 1名、税理士1名、建築士 1名ということで、千代田

区報のほうに、それから各出張所のほうにお知らせを掲示したり、区報に

掲載したりということでPRをしまして、こちらのほうでそういった無料

相談、相続ですとか、住まいの交換ですとか、それから建築についての無

料相談会を行っております。

それから、個々の私ども千代田支部の取り組みとしては、先般も私、申

し上げましたように、それから第3次の住宅の基本政策の審議会でも申し

上げたように、この千代田区というのは、ちょっと非常に特殊な形という

か、住民構成を持っていまして、マンションが、今、神田地区でも麹町地

区でも非常に建っております。私どもの岩本町神田地区でも、岩本町の千

桜の再開発を初め、マンションが非常に多くできておりまして、新しいそ

ういった人口の流入というものは非常に多いのですが、それに対して地元

の町会の高齢化というものが非常に進んでいる。そして、ビル内の高齢者

というものが、非常に住んでいるという状況があります。そして、上に町

会の高齢者の方が住んでいて、お子さんたちはみんな区外に住んでぃると

いうような方が非常に多いのが実態です。神田もそうですし、麹町でも、

私の知っている二、三の方は、 80歳以上のご婦人の方が独居でビルのオ

0岡田委員
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ーナーで上に住んでおられるという方がかなりおられますし、町会活動も

非常に高齢化してくるという、麹町方面の町会の方もいらっしゃいます。

そういう方に対して、個人的、また個々に相談を受けまして、そういっ

た方の住居支援ですとか、住みかえの相談は個々に行っています。また、

練塀町ですとか、秋葉原の練塀とか、そういったところで再開発が起こっ

てきまして、そういったやはり高齢者の方たちが住みかえをしなけれぱい

けないといったときに、そういった相談を引き受けております。

そういったところで、やはり問題になるのですが、問題になるところは、

やはりそういった資産はあるのですが、やはり高齢者だということで、今、

必ず賃貸の場合は、保証会社というものをつけますから、高齢者というこ

とで、保証会社に蹴られてしまうことが多いのですね。いかに資産があっ

たりしたとしても蹴られてしまう。それを私どものほうで、ここは再開発

地域で、再開発の組合から幾ら幾ら保証金が出て、きちんと家賃を払える

ということを証明して入っていただくという活動をしております。

それは、町会の役員の方といって、地域では非常に叙勲も受けて有名な

方でも、そういったことで保証会社に拒否されてしまう場合があるといっ

たようなことの支援を私どもの町会及びこういった不動産の関係会社では

行うという取り組みは個々にしております。

そしてまた、今、皆さん方のほうにお配りした資料ですけれども、これ

は私どもの全日本不動産協会の世田谷支部のほうが、独自の活動の中で、

地方公共団体等の協定と概要ということで、こういった取り組みをしてぃ

るということで、ちょっと表3 のところをごらんいただきたいのですが、

表3 の一番最初のところ、「居住支援の相談業務に係る協定」ということ

で、世田谷支部のほうが、高齢者・障害者の居住支援業務という形で行っ

ているということで、世田谷支部のほうからこの資料をいただいたのです

けれども、これは単にこの協定を結んだということで、この詳細について

は、世田谷支部のほうからは特段、私どものほうに情報提示がなかったの

で、一応、この紙1枚の資料を提示させていただいています。

ということで、私どもの全日本不動産協会の千代田支部としての取り組

みの説明は以上になります。

ありがとうございました。

ご質問があるかと思うのですけれども、全員が済みましてから一括して

お受けするということで、よろしくぉ願いをいたします。

続きまして、今度は早水委員のほうからお願いいたします。

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の早水です。

今般、ペーパーで事前にこの資料をお出しすることができなかったので、

まず冒頭で申しわけありませんでしたと謝罪させていただきます。

内容として見れぱ、今、ご説明いただいた全日さんとほぼ変わらない内

容で動いております。私ども都宅協のほうの取り組みとして、居住者支援、

それにかかわるものとしては、何か特段決めて本部全体で何かをしている

0山本会長

0早水委員
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かというものは、やはりありません。

現状としまして、各支部で、それから先般の第1回目の会議のときにご

説明しましたように、それぞれの住居という部分を抱えている背景が各支

部、それから多摩地区も含めてですけれども、大きく違います。それゆえ

に、取り組み方がそれぞれ違っていまして、たしか平成19年に住宅セー

フティネット法でしたか、それが施行されてから、何らかの形でそれぞれ

取り組みはわずかずつでもされた部分や検討はあったのだろうとは想像し

ますけれども、特にという部分でいけぱ、第1回目の資料の中に提供され

ていたとおりに、豊島区支部さんが推進されているもの、それから文京区

さんがやられているものというのがやはり少し顕著な状態で、それ以外に

ついては、特段イ可かすごいというものが全体ではありません。

先般の宿題は、それぞれの支部、私どもはこの千代田区ですから、たま

たまうちは千代田区と中央区がくっついた千代田中央支部といいますが、

その中で千代田区、中央区でこういう取り組みがされているかという形の

支部の活動とする部分を先般の宿題として承ったときに、うちの現支部長、

副支部長、それから幹事長等の執行役員の中で、過去にということも含め

まして検討させていただいた結果、当然、先ほど全日の岡田さんがご説明

されたみたいに、千代田区、また中央区という非常に地価の高いエリアの

中での取り組みというのは、今回の居住支援という部分では非常に難しい

ものがあるということで、とりたてて何かを取り組んでいる状態ではあり

ません。

ただ、昨今、いろいろと問題になってきています、千代田区内では少な

いですけれども空き家、それからビルが老朽化したり、老朽化以外でも耐

震の問題やいろいろなことで決まらないという空き室という部分の対策の

中で、そういう居住者支援に、現状オフィスだったりするものをコンバー

ジョンして居住系に変えることによって受け皿とすることができるだろう

か、または新しい取り組みとして「民泊」という言葉も出始めていますけ

れども、それに合わせてその空き室の対策についてどうしようということ

が、ここ今期からの部分の話が出ていましたので、その中であわせて我々

がマーケット上の中でそういう需要や二ーズも含めてヌ寸応していくことが

できるのか。借りたいという方は、当然、需要が相当あるでしょうけれと

も、供給する側のほうはどれだけコンセンサスを理解して対応できるかと

いうことについては厳しいのではないかというのが、とりあえず今回の宿

題の回答でぺーパーで出せない部分ですけれども、口頭で話してきた部分

の報告の1つになるかと思っております。

現状、私どももやっぱり全日さんと同じように公益社団ですので、公

益社団として基づいた形で消費者保護、社会貢献事業という中で、千代

田区さんとでは長い、 30年以上の、不動産の一般相談という形で月2

回ずつ、この区のほうに担当の役員を派遣させていただいて、対応させ

ていただいてきていますし、第1回目の資料にも出ておりましたけれど
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も、高齢者の住みかえという部分の千代田区高齢者等民間賃貸住宅入居

支援事業実施要綱という中で、平成 16年のときですけれども、私ども

の支部も高齢者の住みかえに協力するという形で、区との協定を結ぱせ

ていただいて、できる限りの対応をとってきています。約 12年ほどた

つているわけですけれども、この高齢者の住みかえについてどの程度対

応できているかという部分をやはり支部内で調査したのですけれども、

現実問題としては、やはり賃料等が高額ゆえに、現実にそれこそ高齢者

の住みかえの促進はほとんど進んでいないという状態で、先ほど岡田さ

んが説明されたとおり、くしくも千代田区とか中央区という士地の相場

が高いところ、そこで行われる居住事業という形でもしあった場合には、

その受け皿としてはほとんど機能していないという状態でいるととが事

実だと思います。

きょう、冒頭でこの神戸の件のご説明をいただきましたけれども、非

常に進んだ取り組みをされている方とか、実際に神戸の場合ですと、阪

神・淡路大震災という、結局、大きな地震災害を受けていらっしゃると

ころは、如実にそういう部分を経験された中で、いろいろな部分で生み

出されてきている部分があるのだと思います。ゆえに、当然、その経験

度数が少ない我々からすると、非常に進んだ形でそういう部分が進んで

いるのだなというのを先ほどの説明で理解した次第なのですが、私ども

が、今回、支部内で自分たちがこの協議会を通じて、または協議会に対

してどういう形で携わるというか対応していけるのかという部分の中で

考えている結果では、逆に、これから協議会で方向性とかあるものが見

えてきたときに、我々なら民間としてどうするのだろう、事業者として

どう対応するのだろうという部分の落とし込みが大切になるのではない

かという形で支部内でもちょっと意見が出まして、また逆に言うと 、

我々がこういうふうにしたらこういうふうになるのかなというのがその

中から出てくれぱ、ご質問とするという形で対応をまた見っけてぃくと

いう方法でないと、言葉では単純ですけれども、千代田区の特殊性の中

で新しい、こういう居住者支援のセーフティネットというよりもそうぃ

う部分のものをつくり出すのは難しいのではないかなというのが、今回、

ここに出席して回答させていただくまでの話し合いとしての中身でした。

とりあえず、今のところそういう状態ですので、逆に後ほどご質問が

あった中で、回答するとか、お答えできるものがあれぱさせていただく

というのが一番いいかなと思いますので、報告は以上とさせていただき

ます。ありがとうございます。

ありがとうございました。きょうは御園さんのほうからはご報告はな

いのでしょうか。

続きまして、それでは片岡委員のほうからお願いいたします。

社会福祉協議会の片岡でございます。お手元の次第、 1枚めくってぃ

ただいて、私ども社協からは、社会福祉協議会としての組織の体系、そ

0山本会長

0片岡委員
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れから事業の一覧、それと事業の概要ということで3種類の資料を提出

させていただいております。

まず、次第をめくっていただいて 1枚目が、社会福祉協議会の組織体

系ということでございます。社協につきましては、議決機関である評議

員会、それから執行機関である理事会、この 2つとも住民の方々によっ

て組織されたものですけれども、その下に事務局といわれておりまして、

3課6係の組織体制ということになっております。

もう1枚めくっていただきますと、社会福祉協議会が現在実施してお

ります事務事業の一覧ということで掲載をさせていただいております。

私どもは福祉団体でございますから、区内にお住まいの方々の特に福祉

を必要とする方々が安全・安心に自立した生活を送っていただけるよう

に住民の皆様の力をおかりしながら支援活動を続けていくという団体で

ございます。なので、事業の中身につきましては、非常に多岐にわたっ

ております。

また、去年の 11月からは、かがやきプラザのほうに移りまして、高

齢者の方々の生きがいづくり、仲間づくり、それから福祉人材の育成な

ども事業として展開しているところでございます。

また、 1枚めくっていただきますと、その中でも今回この会議のテー

マでございます居住支援ということについてかかわりがあるかなと'思わ

れる事業についての概要を記載させていただきました。特に居住支援と

いうことですと、やっぱり生活福祉資金の貸し付けかなと思います。 、^

の資金につきましては、東京都社会福祉協議会が実施しているものでご

ざいます。その事務手続を私ども千代田区社会福祉協議会が行ってぃる

ということになります。

ただ、この生活福祉資金につきましては、用途が明確に決まっており

まして、貸し付けたお金を用途外で使うことができないという資金であ

るとともに、あくまでも貸し付けなので、返済ができるかどうかという

ところに貸し付けが認められるかどうかということになっています。

この中で、教育支援資金などはかなり二ーズは高く、お申し出いただ

く方も多いのですけれども、④の総合支援資金、いわゆる失業者の方々

のための資金なのですけれども、こちらにお申し込みいただく方は、私

どもの中ではそれほど多くはないですし、実際に昨年度、総合支援資金

の給付決定がされた例はゼロでございます。こういったものが資金の貸

し付けということになりまして、もう 1枚めくっていただきますと
'^

'、^、、

れは日常生活の支援にかかわるサービスの概要ということで記載をさせ

ていただいております。

先ほど岡田委員からもお話がありましたとおり、区内の約 8割の方が

マンション住まいでいらっしゃいまして、そのマンションの中でやっぱ

り高齢化も進んでいます。 30 ~40代の方が特に転入されてきてはい

るのですけれども、マンションオーナーである方々はどんどん高齢化し
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ていまして、ただ、なかなかその方々とのコンタクトをとることが難し

いというのも現状としてあります。いわゆる高齢者の孤立化をどうやっ

て防いでいくのかということが、私ども社会福祉協議会で大きなテーマ

になっています。

地域住民とのかかわりを深めていくことが必要なのだなという気はし

ますけれども、同時に、やっぱりマンション内でのコミュニティという

ものができ上がることをちょっと期待しているところでございます。

社会福祉協議会としては以上でございます。

ありがとうございました。それでは、松井委員のほうからお願いぃた

します。

私、民生委員としては、民生委員のほうで何か資料を作成したりとい

うことはなく、私たちはあくまでも千代田区、またはそういう公共のサ

ービスと困っている方を結びつけるという、いろいろなこういうサーヒ

スがありますということをお知らせするということが一番メインのお仕

事なのです。

それで、 8月に、長寿会とかもありまして、高齢者の方たちのいろい

ろなお話、いろいろなことを聞きたかったのですが、実は8月というの

は、民生委員のほうの定例会とか私が所属してお手伝いしている長寿会

とかもお休みの時期なので、あまり皆さんとお会いできなかったという

ことがあるのですね。その中で以前から、この1枚、皆様のお手元にあ

ると思いますが、若干いろいろな方とお話しできた部分、それから日ご

ろ私がこれはぜひ区のほうにやっていただきたいと思っていることを書

きました。

それで、まず一番上の「高齢者で自宅に住む方」、確かに経済的にす

ごく裕福な方とか高級マンションにお住みの方もいっぱいいらっしゃる

のですが、その方たちも今は住んでいられるけれども、先々身内はどん

どん、白分は高齢化して、親戚も少ない。そうなったときに将来のこと

とかは結構皆さん不安に思っているということなのです。

高齢になって一番の問題点は、やっぱり体の機能が衰えるので、今の

家に住めるかどうか。立派なご自宅を持っていても、特にビルなんかで

も大きなビノレの方はエレベーターがありますが、中小のビノレにはほとん

どエレベーターがない。資産的にはお金はあるのですけれども、そうい

うところには、歩けなくなったら階段の上り下りはまずできなくなるの

で、それが一番の不安。

実際に、本当に私のご近所でも奥様が透析とかデイサービスに行くの

に、まず階段を、真っすぐな階段なのですが、それをおろすのに下にご

主人がいて、奥様がそれに手をつきながら階段をおりて、後ろから息、子

さんが支えるとか、それを毎日繰り返しているお家とかがあるのですね。

ですから、バリアフリーに改装するといっても、例えぱ手すり 1つでも

結構上限、高齢介護課のほうですか。区のほうから補助金が出ても、そ

0山本会長

0松井委員
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の金額をはるかに上回ってしまったり、お風呂も改装したりいろいろあ

るときに、貸し付けとか、あとは補助とかでそれを親身になって相談に

乗っていただけたらいいなと思います。

やっぱり介護している高齢の方が安心して暮らせるということは、そ

れを見ている家族にとってもその方たちが健康で暮らせる要因になるの

ではないかと思いました。

それからあとは、高齢でお 1人で、しかも年金暮らしという方は、明

らかに住宅に関して言えぱ、すごく住みにくいところに皆さん我慢して

暮らしているのですね。ですから、これも今の資産とか収入とかには関

係なく、公営の賃貸住宅にしてもとにかく住みやすい環境を皆さんに幅

広く提供できることが第一ではないか。それに加えまして、例えぱ結構

裕福な方は、 24時間介護保険以外のへルパーさんとか、そういうぉ手

伝いの方が付き添っているお家とかもあるのですね。でも、そこで所得

が少ないとそういうことも難しいので、できれぱ中小の住宅にしても、

集合住宅には支援員というのですか。誰かが建物の中にいて、ちょっと

ブザーとかでとりあえず駆けつけてくれる、相談できる人がいるという

ことが多分皆様の心の支えになるのではないかと思います。

あと、障害のある方は、高齢になっての身体機能の衰えよりももっと

もともとそういう障害ということが消えないわけですよね。ですから、

それをサポートしているご家族のためにも、例えぱ支援をする方を、家

族の支援に頼るのではなく、そのご家族が楽しく、すごく楽に障害のあ

る方を見るためにも、そういう意味での人的なサポートが必要かなと思

いました。

私が、今、一番心配しているのは、その下の低所得世帯で子育てをし

ている方なのですね。これがなぜ必、要かというと、前にもお話ししたと

思いますが、低所得世帯の子どもたちは、結局、その子どもたちが健や

かに育って、将来日本を支えるような立派な大人に、経済力のある大人

になってくれることがやっぱりこの国の将来のためにはとても必要だと

思うのですね。ですから、その子たちがいい環境で育ち、いい環境で勉

強し、そして貧困率のその範囲に入る子どもたちをなるべく少なくする

ためには、シングルマザー、シングノレファザーもそうですが、そういう

子育て世帯の方に対する住宅の支援は、特にこれからは必要ではないか

と思うのです。

高齢者は、みんな自分の周りにたくさんいますので、どんなに自分が

だんだん高齢になっていくとすごく不自由になるから、そういう方たち

に手厚くしようと思うのはわかるのですが、若い方たちに対する、例え

ぱファミリーで日曜日とか外出をしている、遊びに行っている、そうぃ

う楽しいところを見てしまうと、支援なんか要らないのではないかとー

見'思えるのですけれども、やっぱり子どもたちも、例えぱ住宅がある程

度の広さがあって、お友達も家に呼ベる環境、貧しいのだから、貧しい

、
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子はそういういろいろな楽しみから遠ざかってもいいかというと、それ

は戦後のときみたいにみんなが貧しければそれも我慢できると,思うので

すが、今みたいに中流と言われる方たちが多くなっていると、やはりそ

れ相応の衣類も必要ですし、レジャーも子どものためには必要ですし、

家で落ちついて勉強できる環境も必要ではないかと思うので、そういう

意味で子育て世帯ヘのいい環境の住まいを提供できる支援というのをぜ

ひ区のほうにもお願いしたいなと思います。

その他のところに書いてありますが、やはり転居の際の保証人がだん

だん、家族もみんな高齢化しているので、もしここに住めなくなったと

きに、売って違うところに行きたいと思ったときに保証人がいないとい

うことを心配している方が随分多いなと思いました。以上です。

0山本会長 ありがとうございました。続きまして、御園さんのほうから少しご説

明があるのですかね、こちらについてよろしくぉ願いいたします。

0御園 qt理者) 東京都まちづくりセンターの御園と申します。私どものほうで行

つている事業のり一フレットとパンフレットを 1つずつ入れさせていた

だきました。 1枚になっております「東京シニア円滑入居賃貸住宅情報

登録・閲覧制度」、こちらは東京都の制度でありまして、私どもが窓口

になっているのですけれども、こちらのほうは年齢では拒まないと言っ

ていただけるオーナーさんにご登録をいただいた住宅をインターネット

上に全て公開させていただきまして、私どもはあっせんという形ではな

いので、情報をこちらでお知らせするという形しかとれないので、最終

的には登録している不動産会社さん、ないしはオーナーさんのほうに直

接ご連絡いただいて、現在の空き状況とかを聞いていただくというよう

な制度になっております。ただ、年齢では拒まないという、やっぱり高

齢者でというだけで拒まれてしまうという間口を少しでも広げられると

いう制度を東京都が考えてシニア円滑入居として登録していただいてぃ

るという住宅になっております。

こちらのほうは、登録していただけるオーナーさんのほうも随時募集

しておりますので、こちらで登録できるような住宅がありましたら、ぜ

ひこちらのほうにお知らせいただきたいと、区のほうから結構こちらの

シニアを聞いたというぉ客さんからお電話があったりしますので、そう

いうぉ部屋をお探しの方、ないしは、今、お部屋があいているのでどう

にかしたいというような方がいらっしゃったら、こちらもご案内いただ

けれぱと,思います。

もう 1つのほうは、あんしん居住制度といいまして、こちらのほうは

見守りサービス、葬儀の実施、家財の片づけという3つのサービスでな

つている制度になりまして、基本的には見守りサービスはご存命のとき

にお部屋の中に機械をつけさせていただいて、サービスを行うというも

のになりますが、こちらは千代田区さんのほうでも緊急通報サービスと

いうものをやっていらっしゃるのをインターネットのほうでも拝見いた
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しましたが、区市町村さんでやっていらっしゃるところは、大体年齢制

限と身体疾患等があって、常時見守りが必要というような方が対象とな

るようなのですけれども、私どものところではどなたでもつけられると

いうのがサービスとなっておりますが、ただ、手厶どものところに最初に

見守りサービスのご相談をされたときは、まず区市町村さんのほうのサ

ービスが使えないかどうかということをお調ベしてお伝えしております。

なぜなら、やはりこちらの見守りサービス、私どものところは年間で

5万円弱の金額がかかりますので、ご高齢の方には毎年毎年5万円ぐら

いのお金がかかるというのは大変だと思いますので、できれば区市町村

さんでやっていらっしゃるサービスのほうが安価でもありますし、制度

的にもそんなに大きく変わりはないと思いますので、そちらのほうが使

えれぱということで勧めております。

あとは、葬儀の実施と家財の片づけのほうは、お金のほうを最初にお

預かりして、亡くなられたときに実施するという預り金タイプというサ

ビスと、この葬儀の実施と家財の片づけのセット契約で、ある程度要

件が必要になってくるのですけれども、月払いタイプというような形で、

最初の初期費用を軽減させるという目的で月払い制度というのを作成し

て、 24年度から行っております。

千代田区さんのほうでもご契約者様を、 8名ほどご契約をしていただ

いておりまして、もう既にお2人完了された方、ご解約された方が 1名

という形で、現在履行されている方は5名ほどなのですけれども、とち

らの千代田区様でご契約されているのは、皆さん、葬儀の実施と家財の

片づけだけの契約ですね。 BとCの葬儀の実施と家財の片づけの契約の

方がほとんどです。見守りサービスをつけていらっしゃる方はお 1人も

いらっしゃらないのですが、こちらの私が考える背景では、千代田区さ

んでご契約いただいている方は、都営住宅の方、民間住宅の方、区営住

宅の方、それぞれいらっしゃるのですが、特に都営住宅のほうでは、高

齢者の専用の都営住宅、いわゆる支援員さんが必ず住宅のほうにいる形

のところで、居住者の方を対象に、講演といいますかあんしん居住制度

のお話をしてくださいというのを 2 1年度、 2 2年度に行いまして、そ

こでご契約された方が結構多いのですけれども、いわゆるそういう形で

周りの見守りがある方が千代田区さんでは多いのかなと思いまして、見

守りは特に必要ない。ただ、亡くなられたときの葬儀と家財が彪、要だと

いう方がいらっしゃる、それだけが必要だという方がいらっしゃると思

いました。

あと、区営住宅のほうでも社協さんないし、権利擁護センターさんの

ほうの成年後見人さんになっている方がついていらっしゃったりという

のがありますので、特にそういう方たちの見守りがあるので、私どもの

制度の見守りサービスは必要ないと。これが一番「人的な見守り」がで

きるのが一番理想的だと思いますので、千代田区さんのほうではそうぃ
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0山本会長

う制度が充実しているのだなと,思ったのが私の感想でした。以上になり

ます。ありがとうございます。

どうもありがとうございました。予定より少し早目に終えることがで

きております。ありがとうございます。

それでは、ただいまのご報告につきまして、ご意見とかご質問があり

ましたらそれぞれお願いいたします。ご発言の際には、恐縮ですけれど

もご自身のお名前とどなたへのご質問かをお願いいたします。

では、よろしいですか。全日本不動産協会千代田支部の岡田です。今

の御園さんのほうのお話なのですが、東京都のシニア円滑入居賃貸住宅

の登録のほうなのですが、これは単なる紹介だけということなのですよ

ね。例えば、それに対して、我々の業界ですと先ほど早水委員も言った

空き家問題とか賃貸住宅ということでマッチングということで、そうい

つた形を募集される方、オーナーさんがいらっしゃると思うのですが、

そういった方にこれを登録してもらった場合に、一番の問題点は、お金

の支払。例えぱ支払えなくなった場合はどうするのか、亡くなった場合

はどうするのかというようなことをオーナーさんはまず不安で、問題点

として。

そうしたときに、今、我々の業界のほうでは保証会社というものの制

度が非常に発展していますから、必ず保証会社をつける。そうしたとき

に、はねられる場合というのも当然起こってくるわけですけれども、そ

うしたときに、今度は行政のほうにまた質問ですけれども、それをカバ

ーするような支援の体制というものを、例えぱ保証会社に蹴られた場合

に、そういった居住者の方が、このシニア円滑入居賃貸住宅で申し込ま

れてきて、保証会社にはねられたときに、行政のほうでそれを支援する

取り組みみたいなものというのはどこかであるのか。実際にやっている

市町村なり区なりがあるのかということをちょっと伺いたいのですが。

qt理者)そうですね。私どものところ、東京でやっている東京シニアのほう

は、もともとは高齢者円滑入居賃貸住宅という国でやっていた登録制度

があったのですけれども、そちらが、やはりどんな住宅でも登録ができ

るというのはおかしいだろう、そういうところでいろいろな決まりがで

きてきたのです。平米数が何平米以上、あと住宅にはお手洗いですとか

お風呂がついていないとだめですとか、そういう制度ができたので、も

ともとは高齢者円滑入居賃貸住宅はどんな住宅でも、東京都では1登録

800円というぉ金を取っていたのですが、それで登録ができて、国か

らの補助が出てということがあったので、それの補助を使うためだけに

登録される方が多くなったので制度が決まりました。

そうすると、今まで高齢者円滑入居で登録していた物件が当てはまら

なくなって、当てはまらなくなったものを、でも、高齢者はやはり住宅

を探している方が多いということで、では東京都はその当てはまらなく

なったものを東京シニアとして登録しましょうということで登録した住

0岡田委員

0御園
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宅になっています。

ことの東京シニアに登録していただいている物件で、いわゆる家賃保

証とかそういうところは、特にこちらでは制度的にはこういうところが

ありますよ、こういう支援がありますよということは提示していないで

す。ただ、もともと国でやっていた高齢者円滑入居賃貸住宅に登録して

いたところは、高齢者住宅財団でやっている家賃債務保証が使えるとい

うような制度があるということはありました。

ただ、今、現時点、東京シニアでその登録をしたから、お家賃の問題

があるからどこの保証会社を区市町村で例えぱやっていただけるという

ようなことは、申しわけないのですけれども、今のところはないです。

ただ、この東京シニアは年齢では拒まないとだけうたっていただいて

いるところなので、基本的にはあと保証人をつけなければいけない、そ

ういうところは民間さんのほうでご自身のところである制度、内容とい

うか、保証人は絶対つけなけれぱいけないですよ、家賃保証にはことに

入らなけれぱいけないですよというようなことはそこそこで決めてぃた

だいて問題ないですという形になっています。

そうすると、ただ、一応紹介だけということなのですね。

そうですね。基本には。

そうしますと、今、ご質問もありましたけれども、保証会社さんに断

われた場合と力斗才どうされているのかということは確かに大きな問題か

と思うのですけれども、新治さん、わかりますでしょうか。

それでは、先ほどは、早口で概要のお話しをしたので、詳細にご説明

していない部分がございます。神戸市の居住支援協議会の大きな3と書

いてある、資料の 1枚おめくりいただいた右倶Ⅱこ、活動概要③という "、

先ほどの報告書の添付資料のクリップどめの一番上の資料の右側のぺー

ジ、下に 2 3 と書いてあるところをお開きくださいませ。一番最初にご

説明した資料の右側の、ホチキスでとじてあるので、右側のぺージに

(1)高齢者等住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅ヘの円滑な入居の支援

というスキームがございまして、その中に連帯保証サービスというのが、

小さな字で恐縮なのですけれども、①としてございます。

実際に連帯保証サービス、残存家財の片づけサービス、安否確ミ忍サー

ビスという形で、先ほど御園様からご説明いただいた東京都の取り組み、

プラス連帯保証サービスというものがございますけれども、グリーンの

ネットのガイドの次のぺージに「高齢者住宅あんしん入居制度の問合せ

利用実績」ということで、制度の利用状況という形で、スキームとして

は①~③で連帯保証サービス、残存家財の片づけ、安否確認サービスと

いうのがビざいますけれども、実際には、そこのぺージの 2番のととろ

に、平成 2 6年10月3 0日から平成 2 8年7月3 1日の制度利用状況

というのが、このグリーンの資半斗の次に挟んであったかと思いますけれ

ども。

0岡田委員

0御園(代理者)

0山本会長

0新治委員
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折れ線グラフがー・・ー。その次ですかね。後ろのほうです。

実際制度としてはあるのですけれども、神戸においても約 2年間の成

約状況というのを見ますと、やはり成約したものが 17件で、ほとんと

が福祉整理、もしくは残存家具の片づけサービス。全部といいますか。

審査申し込みで右側に今の連帯保証の部分で、保証人サービスの部分で、

審査申し込みは5件あったそうなのです。それで、実際、成約はどうな

のでしょうかという質問を私のほうで投げかけさせていただいたところ、

残念ながら辞退が 1件と、連帯保証の審査申し込みの制度を利用したの

だけれども、制度としての審査不合格で、実際の連帯保証のサービスの

部分についてのご利用はゼロ件だったという形で、逆にいうと、制度と

して神戸市でもかなり前から取り組まれているのですけれども、運用と

しては難しい事業なのかなということは実感させていただいております。

ただ、下のところをごらんいただきますと、問い合わせサービスのと

ころでは、会長ご指摘のとおり、基本サービスのお問い合わせで一番多

いのがやはり連帯保証なのですね。 90件となっています。ところが実

際に審査申し込みに至ったのは5件で、実際の利用者はゼロだったとい

うととろで、制度としての運用というのはかなり難しいものなのだなと

いうのはここでも実感されるかと思います。

0山本会長 ありがとうございます。わからないのですけれども、連帯保証の審査

が不合格になるというのは、どんな審査をしているのですかね。それ以

上はわからないですよね。

0新治委員 委託を受けて公社が行っている制度ですので、営利的な部分での審査

不合格というよりかは、制度の要件にマッチしなかったというところで

の審査不合格なのだと思うのです。

0岡田委員 では、実際にオーナーさんが担保できるものというのは、現状ではな

いということですよね。こうやって、今、あんしんネットのほうで情報

提供して入りたいという方が来て、例えぱ私がオーナーで、その方に貸

しましょう。でも、その方が所得がない等々で保証会社に切られてしま

つた。では、それをこの居住者支援で何か行政なり、ある法人なりが担

保するということは、現況のこの支援制度の中ではないということでぃ

いのでしょうか。

0山本会長 千代田区において。

0岡田委員 千代田区にしても、東京都に含めてもいいのですけれども。

0小野住宅管理係長突然済みません。住宅課の住宅管理係長の小野といいます。今現

在、債務保証のことをお尋ねかと思うのですけれども、結局、断わられ

てしまったというのですかね。民間の債務保証会社で受けられないとい

うようなケースがやはり多々あると思います。はっきり申し上げますと 、

千代田区が債務保証するという制度はございません。ですから、そうぃ

う場合、どうするかということが窓口に相談に来た場合ですけれども、

やはり民間保証会社も幾つかありますから、そういうところをご紹介し
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たりするケースがあります。

それで、債務保証は、例えぱ生活保護を受けていらっしゃる方は民間

の債務保証を受けられないかというと、そういうことでもないらしいの

です。保証会社によってはそういう方でも、それぞれの保証会社の判断

があるわけですよね。 A社、 B社、 C社で。ですから、 C社で蹴られた

としてもA社のほうは受けますというケースもあります。

ちょっと話はずれますけれども、千代田区で高齢者向けの優良賃貸住

宅が 7棟あるのですけれども、その場合、必ずしも一度ある保証会社に

断わられて、別の保証会社で受けられたというケースはやはりあります。

ですから、その高齢者向け優良賃貸住宅を管理している不動産会社さん

は、そういう保証会社さんに、あるところがだめだったらそこに申請し

て、それで現にオーケーになったケースがあります。だから、システム

化はされていないですけれども、受けられる場合もあるということです。

それは、その入居者さんの状況ということです。

ということなので、済みません、明確なシステム化した制度が千代田

区としてはできてはいませんけれども、個々のケースで対応していると

いうのが今の現状です。

0山本会長 ありがとうございます。そうした場合、ここの保証会社さんはだめだ

けれども、こっちはいいよみたいなのは、誰がそういうのを教えてあげ

ていらっしゃるのでしょうか。

0小野住宅管理係長今は明確ではないのですけれども、今後そういうことも考えてぃ

きたいなというふうに担当としては思っています。それはまだオーソラ

イズされたものではないです。

先ほど申し上げましたように、千代田区の高齢者向け優良賃貸住宅で

管理している不動産会社さんがそういうような対応をして、入居者さん

が入居できたというケースがあります。

ちょっと補足という形で。今、小野係長のほうから生活保護の受給者

の方の債務保証の件に言及がありましので、念のためにという形で。

生活保護の場合は、いわゆる住宅扶助という形で、必ずそこの部分に

ついてはそこの基準の範囲以内のものをお選びいただいて、契約をして

いただいて入居に至りますので、家賃の不払いというのは、逆にいうと 、

そこの部分の使途にしか使えませんので、ないという面では逆に貸す側

は、そもそも生活保護者ということである、ないにかかわらず、そこの

安心感というところはあるかと思います。

千代田区の場合は、住宅扶助基準が生活保護の一級地の特例というこ

とで6 万 9,800円と一番高額なのですけれども、その範囲内で探せ

るお住まいがなかなか少ないという現状があるという形でございます。

ありがとうございました。そうすると、生活保護を受けていらっしゃ

る方の場合は、ある程度安心というかセーフティネットとしてはあると

考えてもいいということですよね。
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0新治委員 逆にオーナー様のほうから、先ほどの家賃不払いとかそういう部分で

の、例えば住宅扶助の中では、家賃のほかに保証金とか敷金や礼金等の

部分についてもその住宅扶助基準の範囲内で、住宅扶助が可能ですので、

家賃の基準が扶助基準以内であれば、オーナーさんや賃貸をされる側の

安心にはつながっているかと思います。

社会福祉協議会のほうにお尋ねしたいのですけれども、例えぱ先ほと 、

神戸の例だと90件ぐらい連帯保証人の話が上がってくるのだけれども、

実際には全然契約ができないということですけれども、千代田区の場合

も、やはりその辺の二ーズというのは上がってきていますか。

私どもで連帯保証のご相談というのは特にないです。成年後見の制度

の中でいろいろな方々、去年なんかは1万件を超える相談はありますけ

れども、ほとんどが相続の話なので、居住に関する連帯保証人がいない

のだけれどもどうしたらいいか。多分細かく調ベていくと話の中の 1つ

としては、引っ越したいけれども保証人がいなくてというのはあるとは

思うのですけれども、ちょっとその数字はつかんでいないです。

松井委員はいかがでしょうか。連帯保証人に関してということでお聞

きしますけれども。

今のお話をいろいろ伺っていて、例えば生活保護の方はオーナーさん

にとってはそういう滞納の心配がないということなのですけれども、
、一

、^

れは高齢者に当てはめていえば、高齢者は年金をもらっている方も、当

然、年金は生きている限り入ってくるので、それを何とかして住宅のほ

うに優先的にという何かそういう規定みたいなものがあれぱ、高齢者の

方に関しても、保証人がいなくて転居できないとか、千代田区に住めな

いとか、いろいろなことも角早消される、そういう方法もあるのではない

かなと、今、おヨ舌を聞いていて思ったのです。

今、よくテレビでコマーシャルでやっていますよね。お家を担保にし

てお金を借りたり。銀行はいろいろなそういうものをつくって、そして

亡くなった後に持ち家を処分してとか、いろいろやっていますよね。だ

から、そういうこともありかなと思うのですが、でも、問題なのは持ち

家がない、士地を持っていない方に関して言えぱ、年金というものをも

うちょっと有効利用して、定期的に入ってくるお金があるので、将来に

わたって安心して生活ができるという、それにつながるのではないかな

0山本会長

0片岡委員

0山本会長

0松井委員
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0新治委員 今、財産を担保にという部分でいいますと、生活保護受給者の制度で、

リバースモーゲージ制度というのがイ可年か前から始まっているのですけ

れども、ただ、これ、結局、複数の所有権が合体した建物、不動産等に

ついてはなかなか適用が難しいという形で、マンションとかの区分所有

権の場合、そこら辺の利用が難しいということで、実態として千代田区

においてのりバースモーゲージの活用というのは進んでいない状況がご

ざいます。

ま,
、今 、

と ,
、



0山本会長 そういうりバースモーゲージなんかを使う方法もあるのではないかと

ご提案ですよね。確かにほかの自治体でもそれほどは進んでいない/>、
-1 、

とか、なかなか思ったようにはいっていないというぉ話も聞いたりはし

ますが。

おっしゃるように、やはり保証人がいないという問題は出ているとい

うふうに書いていらっしゃいましたけれども、そういうことだと思いま

すので、その辺も今後はこの千代田区の中でどのように考えていくかと

いうのは、必要なのではないかなと思います。

ほかにいかがでしょうか。ご質問やご意見等。

住宅課長の平岡でございます。先ほど民生・児童委員の松井委員から

ご指摘をいただいた資料を拝見しておりまして、この中身なのですが、

私たち住宅課の中では、公共住宅ということで、幾つかの住宅を管理さ

せていただいていることはご承知のとおりであると思います。その中で

も特に実際に民生・児童委員の皆様が、区民の方々とふれあいながら出

されたご意見をおまとめになっていただいているのではないかとお察し

させていただきますが、例えぱ高齢者のお住まいについて、なかなか低

所得でお住まいになるところが難しいということで、これは実際に、今、

家をお持ちでない方も当然いらっしゃる、あるいは賃貸住宅で現にお住

まいであってもなかなか居住に結びつかないというような事例もあるか

と。いろいろなケースがあるというふうに考えられます。

私どものほうで、ハードで整備させていただいているのは、例えば高

齢者ということでありますれば、高齢者住宅というのは既にございます

が、区営住宅と同じで抽せんということになりますので、倍率が高くて、

抽せんに当選しないとなかなかお入りになれないということは現実とし

てあります。

所得も、お家賃を払える所得水準から上限は月額48万7,000円

まで。先ほど申し上げたような高齢者優良賃貸住宅がございまして、
、一

、^

ちらは空き室があればお住みになることは可能でございます。既に募集

を行ったもので空き室があればご案内することはできますので、ぜひご

相談がありますれぱ、区の住宅課のほうへお問い合わせをいただけれぱ

ということで、ご案内をいただければと思っております。

ただ、高齢者の優良賃貸住宅は、当然、高齢者のための住宅なので、

ご家族でお住みになられるということはかなり難しいものがございます。

制邱艮もございます。

そこで、例えばソフトの支援策も我々は持っておりまして、居住安定

支援家賃助成制度。こちらであれぱ、例えぱ退去を急に求められたと 、

大家さんから求められているような場合でも、一定の助成制度を設けて

おりますので、ソフトとハードの面からそういった支援もございます。

高齢者の方にご紹介できるのは、そういう制度を組み合わせながら、そ

の人のケースにあったものをご紹介させていただくことは可能であると
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、思います。

それから障害者の方なのですが、障害者の方というのはお住まいを確

保されるのは非常に難しいということで、住宅の施策の中でも認識して

おります。障害者の方に関しましては、今般、ちょうど今週までであり

ますけれども、東松下町住宅に区営住宅を募集させていただいていると

ころ、もう間もなく締め切りとなるところでございますが、こちらに障

害者のための優先入居、ちょうどこの資料の中でも書かれていますが、

別の項目で。障害者のために優先入居制度を新たに設けております。

れまでもございましたけれども、特に住宅を指定しておらなかったと

ろでありますが、今回から東松下町住宅に6戸。これは障害者のための

優先入居ということできちんと項目をつけておりますので、障害者の方

とそのご家族様ということでご世帯でご入居される場合には、優先的に

6 戸を割り当てるという制度です。こういった制度もございまして、区

全体として住宅のストックを確保していくというような考え方もござい

ますので、利用を促進していく 1つの礎になるのではないかと私どもの

ほうは考えております。

それから、低所得者、特に子育てということでお示しをいただいてお

ります。低所得者の方というのはいろいろ幅があるかと思うのです。高

額所得者ではない方は低所得者なのかと。私ども境目をはっきり持たせ

ていただいているのは、要綱上で所得伶邨艮をさせていただいたり、ある

いは区営住宅であれば、いわゆる基準収入額を私どもでつけさせていた

だいておりますので、その範囲内で、例えば子育ての方であれば、区営

住宅にお入りになられるというのも、公共住宅全般を含めてお考えにな

つていただくことも 1つの手ですが、こちらもやはり公共の住宅という

のは抽せんということになるのは否めません。そのための優先入居とい

う制度は持っておりませんけれども、もしこれが民間の賃貸住宅をご希

望でありますれぱ、次世代育成住宅助成制度を設けておりますので、
、^

1、^

れはかなり所得の幅が広く、かなり低所得の方には制度としては向かな

いものではありますけれども、いわゆるサラリーマン世帯で所得がかな

リ、一定程度あるのですけれども生活を送られる中で、例えばお子さん

に対する学費を工面されるであるとか、そういったことで生活費がかか

るというようなご世帯の方には、そういう家賃制度もございますので、

あわせて私どものほうはソフトとハードと両方の面で支援をさせていた

だいておりますので、ぜひそういったことでビ案内が必要であれば、私

どものほうへお申し出いただけれぱと思っております。

ありがとうございました。すごく他区とか、ほかの地域に比ベて千代

田区がそういうところにとても手厚いというのは、住んでいる者として

とても実感しています。

ですから、例えぱ区営住宅のときでも、今よりももうちょっとでいい

ので、そういう方たちの優先枠みたいなものを、若干でもちょっとずつ

0松井委員
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でもふやす。今、思いますと、昔千代田区には、高齢者向けの介護施設

というのはほとんどなかった時代がありましたよね。文京区とか周りに

はたくさんあるのに、千代田区には何でないのだろうということが、私

も民生委員になりたてのころはよくみんなでそういう話が出たのですが、

それからもうどんどんどんどん力を入れてくださってふえてきて、本当

に千代田区に住んでいて恵まれているなと思えるようになってきたのを

実感しています。

ですから、そういう感じで、ほかの方たちへの住宅も安心して補助を

出していただいたり、また、優先的にそういう困っている方たちがどん

どん入居できるようにこれからもなっていくのだなと思って心強いです。

ですから、相談とかそういう話を耳にしましたら、区のほうにとにか

く相談をしてくださいということで、そういう形で持っていきたいと,思

いました。ありがとうございます。

都宅協千代田中央支部の早水です。平岡課長と会長等含めて考え方と

いう部分でご質問をさせていただきたいのですけれども、くしくも課長

からご説明があった東松下町の入居の募集のしおりを、私、持っており

まして、ご相談を受けたのです。実際にこちらに申し込みをしたいとい

う方からご相談を受けたのですが、当然、ご高齢なものですから年金を

受けている方という形の対象の方になるのですけれども、前段で、千代

田区内で不動産をお持ちで売却をしているのです。それなりの資産を現

状お持ちだという理解をしていただければいいのですけれども。現実に

まだ千代田区内に賃貸で住まわれていますけれども、それが、今回、少

しでも安価に生活が確保できるという形で区営住宅に申し込むという形

になると X、、 課長や民生委員をされている松井さんたちからの話を聞-1 、、、

いている、本来、本当はやっぱり支援を受けたいという方たちの対象と

は別なのかなと思うので、入居基準という説明を最初受けましたけれど

も、その辺は、そういう部分に隠れた背景というとおかしいのですけれ

ども、そういう部分まで区のほうはどのようにお考えなのでしょうか。

募集要項の中では、いわゆる住居に非常に困窮していることという書

き方をさせていただいております。持ち家をお持ちでいらっしゃるとい

うことは、今、住まわれるべき住居に困窮されているというふうにみな

すことは難しいケースも多いかと思いますので、資産を例えばお持ちで

いらして、収入がどのような状況なのかということを判断にさせていた

だいているのです。あくまで入居審査をさせていただくときには、年金

と力琉合与であるとか、そういった所得がどのような形になっているのか

ということが審査の対象になっていますので、例えば現金資産が 100

万円とか20 0 万円とかありますとか、そういうことが審査の基準には

なっておりません。住宅に入居させていただく際には。あくまでそうい

う基準で調ベさせていただいてはおります。

ちょっと心配されていらっしゃるのは、多分、資産があって、それが

0早水委員

0平岡委員
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0早水委員

所得とみなされるのかどうかということを心酉己されていらっしゃるのか

どうかなのですけれども、そこは別になるかと思います。

資産があって、それが所得に換算されるかという内容ではないのです

ね。現実に千代田区内に不動産をお持ちで、そこが住居の場だったと。

そこをある事情によって売却されたと。当然、現金化されたという形で

預貯金等の資産は現状ある。それも、結局、今言われた 100 万、 20

0万という数字では当然ない。要は買いかえすることが可能である方が ,、

本来本当に困っている低所得者層の方であるとか、障害者である方より 、

入居の申し込みのときにやはり一元化されてみられてしまうのか。当然、

資産調査までというのは個人情報上の問題でそうそうできる問題ではあ

りませんけれども、確かに長年千代田区に住まわれて、現状も賃貸で住

まわれている。その賃貸家賃が多少高額に感じるから、今回、新しい区

営住宅に申し込みをしたい。収入は年金のみという形になられています

けれども、僕の考え方としてみれば、そういう方が優先というかこの審

査基準の対応になるのかなと個人的には思うのですね。本当に困ってい

る方の受け皿とか、高齢者の方で実際に一人身の方でどうしようという

方とかいらっしゃる方に、少しでも優先的にとかそういう支援をという

部分のところからだと、そういう隠れた資産家である方たちが対象に、

例えぱ高齢者とか年金受給だけという形の審査基準だけになると、果た

してどうなのかなという気持ちがあって、ご相談を受けましたけれども、

たまたまきょうこういう形で出るのでちょっと聞いてみたいなと思って

いたものですから、ご質問させていただきました。

では、私のほうから。公営住宅はあくまで法律に基づく住宅でありま

して、公営住宅法にのっとって入居から実際の居住というところまで法

律に基づく住宅であります。その法律の要件としましては、入居の要件、

こちらは所得審査が当然必要なわけでありますけれども、現況の収入状

況、それから不動産を持っておらず住宅に困っていることということが

要件として求められているだけでございますので、それに基づく審査を

させていただき、入居者を選出するというようなことをやらせていただ

いていると。それ以上にというようなところは、ここでははっきり申し

上げることは非常に難があるところなのですけれども、実際に預貯金等

に関して審査基準になっていないというようなところが現状であるとい

うご説明をさせていただきたいと思います。

ありがとうございます。おっしゃることはすごくよくわかります。本

来的には公営住宅は非常に少ない中で、本当の意味で住宅に困窮してぃ

るというのは、生活困窮、経済的な困窮ということがあってだろうと思

いますよね。ただ、ご相談を受けられた方がなぜ区営住宅、公営住宅を

求められるかという根底にあるところが、例えぱ安心して住み続けたい

とか、誰かに見てもらえるのではないかとか、そういうようなことがあ

るのであれぱ、公営住宅ではない部分で例えば、公営住宅なんか特にラ

0平岡委員

0山本会長
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イフサポーターアドバイザーがついているところがありますよね。支援

員さんがついているところがあって、そういうのが欲しいからというこ

とであれば、そういったものを今後用意していくということが必要では

ないかなと思いますよね。

ほかに何かございますか。今、どんなととでも構いませんけれども。

私ずっと伺っていて、千代田区さんの二ーズというのは、ほかの例え

ば私がかかわった板橋区とか、などとは少し違う、でも同じ部分もたく

さんあるというような感じを受けましたので、いろいろなことをもう

度整理して、特に松井委員のほうからは本当に二ーズに基づいたご意見

をいただきましたので、そういったものを整理して、どんな形の居住支

援協議会にしていかなけれぱいけないのかというのをもう一度考えた方

がいいかなと思います。

もう1つは、今、平岡委員のお話を伺っていて思ったのですけれども、

いろいろなことが制度としてあったりするのだけれども、それがわから

ない状況が1つぁるかなと。もちろん、今のところから制度が抜け落ち

て谷間にある二ーズというのはたくさんあると思うのですけれども、そ

れをやはり神戸のような形で、誰かが集約し振り分けて、相談に乗りな

がらやっていく、こういう制度があるよ、こういうサービスがあるよと

いうことをやるような1つの居住支援協議会のあり方というのは必要だ

ろうなと思います。

千代田区ならではの家賃がすごく高いとか、地価がすごく高いという

こともあるのだけれども、それも踏まえた上での千代田区ならではの居

住支援協議会のあり方というのを考えていかなけれぱいけないかなと思

いました。

最後に、会長なりが千代田区の居住者支援の対策を考えるときに、頭

に置いていただきたいのは、先ほど早水委員が申し上げたような事例で

すね。ということは、さっきの方というのは、千代田区とカヰ申田に住み

たいのです。どうしても住みたい。住みたいから例えぱ1人なので区営

住宅を申し込まれる。だけれども、そうやって資産があるから今度は住

めなくなってしまうのですね。それは、今千代田区の、私は業界を酢れ

て地元の説明をすると、地元から若い人がいなくなってしまうというの

はそういう理由なのです。

例えぱ、お子さんたちを区営住宅に入れたい。申し込むのだけれども、

やっぱりお父さんなりが資産家だから、そこに入る基準がはるかに高く

なってしまうので、例えぱ区営住宅に入ると所得で佑邨艮されますから、

そういう方たちは値段が上がってしまう。では千代田区に住まなくてぃ

いから、世田谷に住もう、江戸川のほうが手厚いからといっていなくな

メ生、つてしまう 千代田区内で40代の多分人口統計をとると、非常に^、0

地元の人が少ないのはそういう理由なのですね。なので、千代田区なり

の居住者支援ということを考える際には、低所得者、生活困窮者という

0岡田委員
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対象だけではなくて、あくまでも資産はあるけれども区内に住みたい。

だけれども、 1人での独居老人になってしまっているから、その方たち

に支援を差し伸ベていくというふうにして、なるべく神田なら神田に住

み続けたいという人たち、そしてまたそのお子さんたちが神田の地域で

すとか、麹町の地域でずっと代々住み続けていけるような千代田区なら

ではの支援というものを考えていただきたいというのが私のお願いなの

で、よろしくぉ願いいたします。

0山本会長 おっしゃるとおりだと思います。繰り返しになりますけれども、他の

市区町村だとこの居住支援協議会の大きな問題というか課題というのは、

低所得者をどうするかということが大きいのですけれども、この千代田

区はもちろんその部分もあるのですけれども、今、おっしゃったような

とはすごく大きいなというふうにずっとお話を伺っていて思いますの、^

で、りバースモーゲージの話もありますけれども、それ以外の部分で何

か仕組みがつくれないかなということを考えます。

これは恐らく日本のほかの地域で例がないと思うので、すごくぉもし

ろいといえばおもしろいし、難しいといえば難しいのですけれども、そ

のあり方を、今後、追求していきたいなと思っています。

ありがとうございます。時間が迫ってまいりましたので、新治委員の

ほうから、ビ提案をお願いいたします。

0新治委員 ご熱心な討議、ありがとうございます。今回、不動産関係団体、そし

て居住支援団体の各委員の皆様から貴重なご意見、ご提言をいただきま

して、居住支援をこれから進めるに当たって、事務局といたしましても

本日いただいた貴重なご意見等を参考にしながら進めてまいりたいと考

えます。

本日はどうもありがとうございました。御礼という形で。

ちょっと1点、住宅福祉担当課長の武課長のほうからアンケートのお

願いという形でご提案がございますので、そちらを先に。

0武住宅福祉担当課長住宅福祉担当課長の武と申します。私のほうで、高齢者、障害

者、低所得者の方々の「今後の安心して安全に住み続けられるような福

祉の観点からの住まいの方針」をつくっております。本日の会でも、い

ろいろ課題とか出てきております。そういった課題をまず皆様からいた

だいて、各団体の方にもこれからお聞きするのですが、本日お時間があ

りませんので、アンケートという形でお願いしたい。簡単な課題等の資

料は用意してあるのですが、抜け落ちているもの、さらにもっと複雑な

課題等があれぱこちらにお寄せいただきたい。資料をお配りしていただ

いてよろしいでしょうか。

これは、皆さん、団体様ではなくて、個人でお答えいただきたいとい

うことなので、どんなことでも構いません。先ほど松井委員が出してい

ただいたような、高齢者、障がい者、低所得者を対象とした住まいと支

援ということで、どんなことが必要だろうかというのを集約されたいと

0山本会長
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いうことなので、もしご許可が得られればアンケート用紙を配らせてい

ただくということでよろしくぉ願いいたします。

0新治委員 補足となりますけれども、武課長は、もともとは建築職という形で、

何を目指しているかというと、そういうハードの建物の整備とソフトの

福祉の部分を融合する、そこの部分について住まいのあり方についてい

ろいろ施策を思いめぐらせている。そのご参考とさせていただきたいと

いう形で、今回、アンケート調査をするという形でございます。

0武住宅福祉担当課長お手元に資料を配付させていただきましたが、 1枚目のA3が

現状ということになります。

まず、福祉の視点からの住まいの確保をつくるきっかけと現状を申し

上げますと、一番左上のくくったところで、まずは高齢者人口が今後も

増えるというところで、特に後期高齢者が増え、また高齢者の単身・世

帯が増えるというところがございます。障害者においても増加の傾向に

あり、障害の重度化と力那章害者が高齢化、また介護者がない状態もかな

り出てくるのではないかというところがございます。

ひとり親世帯となり、所得が減って広い住宅に住めない。松井さんの

ほうからもご意見がありましたが、そういったところをどう区としては

支援していこうか、取り組み方針をつくって今後の高齢者、障害者の計

画に盛り込んでもらおうというところで、 メ生、 つくっているところでご-1 、

ざいます。

右側のくくられたところが、高齢者の課題、障害者の課題、低所得者

の課題と区として把握しているところを挙げさせていただきましたので、

これに漏れているところとか、もっと複雑な課題とか、そういったとこ

ろがあれぱ、もう1枚つづらせていただきました、こちらの中でお書き

いただくか、または、別の形でお書きいただけれぱと思っております。

意見がございましたら、ぜひご協力いただいて、次の取り組み方針に活

かさせてただきたいと思います。

不動産団体の方、また居住支援の団体の皆様には返信用の封筒をつけ

させていただきましたので、封筒もしくはメール等でお送りいただけれ

ぱ助かります。

貴重な時間をいただきまして、ありがとうございました。

0山本会長 ありがとうございました。このアンケートはこの居住支援協議会の委

員だけがやるのでしょうか。それ占もほかのどこかの誰かにもおやりに

なるのでしょうか。

0武住宅福祉担当課長地域福祉計画にも盛り込むということで策定委員の方とか障害

者、高齢者の団体の方にも広くお聞きしていろいろな課題を吸い上げた

いと,思っております。

0山本会長 わかりました。ありがとうございます。それでは、ぜひ多方面からい

ただいた意見をこちらの居住支援協議会のほうにも反映させていただけ

ればと思います。皆様もお忙しいと,思いますが、ご協力をお願いぃたし
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ます。

それから、あと 5分ぐらいになりましたけれども、私のほうから 2 点、

お願いがございます。 1つは、不動産関係の団体様お2人にお願いがあ

るのですけれども、前回の居住支援協議会の中で資料8という形でこう

いう不動産関係団体に対する調査というのがあったかと,思うのですけれ

ども、これは東京都宅地取引協会、全日本不動産協会の各地域支部に対

してということで、このアンケート結果は東京都全体になっているので

すけれども、千代田区だけでのアンケート調査の結果をいただきたいと

思っているのですが、調査結果は2つしかないわけですけれども、それ

をもしよけれぱこちらのほうで活用させていただいていいかどうかとい

うぉ原貞いなのですが、いかがでしょうか。

ちょっと支部のほうに確認してみます。

そうですか。早水委員のほうもいかがでしょうか。

ちょっと支部で確認する形で。特段このアンケート内容のものを個別

に受けたという記憶がありませんので、多分、そのときの担当者、もし

くは誰かが対応して回答している部分が主に多いと,思いますので、事務

局等含めてちょっと確認します。逆に、まずこういう資料が完成したも

のが、自分たちのほうにも手元として戻ってきているかということです

ね。アンケート調査ということですから、アンケートを提出してそれを

取りまとめたこういう資料があるかということがまず理解していないと、

多分成立しない中身だと思いますので。これを事務局等含めて支部でー

回検討させていただいて、その上でお出しできるとか、うちの支部だけ

でそういう形のものがあるかというものは、そこでまた確認します。多

分、アンケート回答だけで取りまとめているという部分はないかもしれ

ないですね。こういうアンケート調査をされた内容のものに対して回答

だけして、送り返しているということだろうと今は推測しています。確

認させてください。よろしくぉ願いします。

ありがとうございます。ご確認をいただきたいと思います。

それでは、 2つ目なのですけれども、高齢者、障がい者などの住宅確

保要配慮者という方々への二ーズ調査をするとかしないとかという話が

あったかと思うのですが、本年度で高齢者、障がい者の計画を改定され

るということで、その中に私どもの居住支援協議会からもとれについて

はぜひ聞いてほしいということをまぜるということでお願いしようかな

と思っております。高齢者については 2つか3 ついけそうではないかと

いうことで認識しているのですが。

介護保険事業計画の二ーズ調査というのが、事業者が決まったという

ふうに聞いておりまして、 2、 3 の質問は盛り込むことは可能だという

ふうに担当からは闘いてビざいます。

ありがとうございます。障がい者についてはもう調査も終わられて、

今、分析に入られているということなので、その介護保険の調査の中で、

0岡田委員

0山本会長

0早水委員

0山本会長

0新治委員

0山本会長
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介護保険ですから高齢者になると思うのですが、少し住まいに関するも

のが入れられればなと思っておりますので、皆様がよろしけれぱそれを

また考えるということでお願いいたします。

それから 3 つ目なのですけれども、もう1つぉ願いがあるのですが、

居住支援に関する効果的な情報提供のあり方というのを、先ほど神戸の

ほうにもあったのですけれども、さまざまな取り組みをされておりまし

たが、千代田区のほうでも考えていこうということで、区役所のほうで

は準備をされているということなのですけれども、その幾つかの質問項

目について、ことしの 12月に事務局を通じてまたアンケートをされた

いということなのですが、お原頁いしてもいいでしょうか。

0新治委員 大体12月を目標に委員の皆さまに簡単なアンケート調査をお願いし

たく考えています。先ほど議論の中でもございました。いろいろな制度

はあるのだけれども情報がなかなかどこからどういうふうに入手してい

いのかわからないという、そういう「情報デバイト」のようなものがあ

ると思います。そういうのをなるべくなくす、地道な取り組みが、すご

く大切という認識でおります。委員の皆さまからお知らせいただくため

のそのアンケートでございます。

0山本会長 先ほども、いろいろな制度はあるのだけれどもそれが伝わっていない

とか、神戸の事例でもありましたけれども、高齢者の方はなかなかイン

ターネットで情報をとるというのは難しくて、人的資源を通じてという

ことがあったかと思うのですが、それを千代田区の場合はどうしたらい

いかということも考えていきたいと思っておりますので、また、ご協力

をお願いいたします。

それでは、 12時になりました。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。また、会議録ができ上がりましたら皆様のほうに

お送りさせていただきますので、ご意見等ありましたらお願いいたしま

す。

次回の協議会の日程でございますけれども、武委員のほうからのアン

ケートは出てくるのですかね。まだ出ないですかね。今回これについて

のアンケート結果はまだですよね。

0武住宅福祉担当課長取り組みの方針自体がまとまって、報告できると思います。

そうですか。わかりました。さまざまなアンケート等の結果を踏まえ0山本会長

て第 3 回目を開いていきたいと思うのですが、現在のところ、来年の 1

月ということで先になりますけれども、今度は寒い時期にお会いすると

いうことになるかと思いますが、その間にいろいろ結果をまとめていた

だいて、また皆様にご提示したいと思います。

本日はどうもありがとうございました。
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