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■開催日時・出席者等 

日時 平成２９年１月２３日(月) １０：００～１２：００ 

場所 千代田区役所 ８階 第２委員会室 

参加者 

学識経験者 山本会長 

不動産関係団体 岡田委員、早水委員 

居住支援団体 片岡委員、松井委員、吉岡委員 

区相談窓口所管課長 

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 

事務局 新治生活支援課長 高橋生活支援係長 生活支援係藤島 

 

■議事録 

＜開会＞ 

○山本会長   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３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、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。 

○高橋生活支援係長 報告させていただきます。本日の居住支援協議会の出席委員数は

１１名となります。児童家庭支援センターの新井委員についてはご欠席

となっております。よろしくお願いいたします。またあわせて本日、傍

聴者として事業者の方が２名いらっしゃっております。 

○山本会長   ありがとうございます。 

事務局から傍聴希望者がいらっしゃるというご報告がありました。初

めに本日の会議の公開・非公開につきまして、お諮りをいたしますが、

いかがでしょうか。ご異議がなければ原則どおり公開という形で進めさ

せていただきたいと思います。 

それでは、次第に沿いまして、１２時を目安に進めていきたいと思い

ますので、ご協力よろしくお願いいたします。なお、いつもと同じよう

に、議事録を作成する都合上、お手数ですがお手元のマイクのスイッチ

を入れていただいて、赤い色のランプが点灯したことを確認してから、



 

   ２ 

ご発言をお願いいたします。 

初めに、本日、机上に配付させていただいております資料の確認を事

務局からお願いいたします。 

○新治委員   皆様、おはようございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

事務局として生活支援課長の新治でございます。 

まず、第２回の居住支援協議会でいろいろご質問いただいて、十分お

答えできなかったこととか、宿題になっていったことを冒頭１５分ばか

りお時間をいただいて、参考資料に沿ってご説明をさせていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

お手元に過日、事前に郵送させていただきました資料と同じものとな

りますが参考資料１から参考資料７までの議事録等をどうぞご参照いた

だきながら、資料のご説明をお読みください。 

まず、ご報告の１点目こちらは補足説明でございます。議事録の６ペ

ージをお開きいただきますと、山本会長のご質問で、相談では最初の受

付が非常に大事ですと、受付票の下から２つ目の丸印のところで、「こ

れはどういう資格や職種の人が行っているのでしょうか」というお尋ね

がございました。 

すまいるネットの相談受付ではワンストップ型で公社の職員２名、事

務職でございますけれども、最初の相談を受付しています。 

受付職員は、建築・融資・消費生活等相談内容に応じて建築士、融資

担当、消費生活相談の専門各相談員につなぎます。 

また、専門相談の並びにはレインズという形で、宅地建物取引業協会

の方が専用パソコンで不動産物件情報のご案内をしています。同じビル

内にはＵＲや市営住宅等の物件情報の提供・相談窓口もあります。 

そして、２点目でございますけれども、議事録の１９ページをお開き

いただきたいと思います。会長、岡田委員から、保証人の関係でさまざ

まなご質問がございました。 

参考資料２「こうべ賃貸住宅あんしん入居制度」のご案内をごらんい

ただきたいと思います。この制度では、「連帯保証サービス」、「残存

家具の片付けサービス」、「安否確認サービス」の３つの基本サービス

があり連帯保証サービスについて、事業を実施している公社の審査基準

に合わなかったためとのご説明をしてしまいましたがパンフレットの右

側ページ事業者が連帯保証人になりますとあり、この事業者の審査基準

となりますので訂正をさせていただきます。 

関連して岡田委員から区なり都なりで、「連帯保証の支援サービスを

行っていませんか」とのご質問があり、オブザーバーの住宅管理係の小

野からご案内させていただきました。 

具体的には、第１回の居住支援協議会で配付させていただいた参考資

料３「千代田区高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業実施要綱」となりま

す。第４条で、「区は宅建千代田中央支部と協力し、区内に居住する高
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齢者等からの相談に基づき、次に掲げる高齢者等入居支援事業を行う」

と。(１)住宅情報の提供、(２)身元保証代替制度の周知という形で、

(２)の２行目でございますけれども、保証人が行う「家賃等債務保証制

度」等を利用できることをご説明し、入居等の支援を行うことという文

言がございます。区としては、制度的には実施要綱という形で設定させ

ていただいているのですけれども、なかなかオーナー側から指定された

保証人でないとだめというようなことで、実績が上がっていない状況が

ございます。区として今後、このような状況を踏まえて、さまざまな効

果的な居住支援につながるように、保健福祉と住宅が連携をしながら進

めてまいりたいと考えています。 

また参考資料の５は国土交通省のＨＰからの抜粋となります。私自身

も家賃債務保証事業の仕組みがよくわからなかったのが、１枚おめくり

いただきますと、家賃債務保証の利用状況というページがあり、家賃債

務保証の概要が分かりやすく解説されています。入居者とオーナーが賃

貸借契約を締結するに、契約条項の中に保証人なり債務保証の条項がつ

いてきて、入居者は家賃債務保証会社と②家賃債務保証委託契約を締結

して、実際に③家賃滞納があった場合、家賃債務保証会社が入居者の滞

納家賃の立てかえを行うというスキームでございます。 

賃貸借契約の約９７％において、何らかの保証を求めており、約６割

が家賃債務保証会社を利用しているという実態がございます。昔は人的

保証という形でやっていたものが、だんだん家賃債務保証会社の利用を

前提とした賃貸借契約に変化しつつある状況が分かります。国土交通省

では近年、単身高齢者世帯の増加や人間関係の希薄化等を背景として、

家賃債務保証会社の利用が非常に増加していると分析しています。 

そして、もう１枚おめくりいただきますと、「住宅確保要配慮者に対

する賃貸人の入居制限の状況」では高齢者に対して約６割のオーナーが

拒否感持っているという形で、以下、障害者、子育て世帯、外国人の順

番となっています。 

理由としては、家賃の支払いに対する不安が一番大きいわけですが、

この資料では「住宅の使用方法に対する不安」、「入居者以外の者の出

入りの不安」など他の理由もあることを押えておく必要があると思いま

す。 

続いて、参考資料４となります。こちらは、社会資本整備審議会住宅

宅地分科会における「新たな住宅セーフティネットの検討」中間の取り

まとめとなります。「はじめに」というところで、１つ目の黒ポツ本年

３月に閣議決定された住生活基本計画(全国計画)において、住宅確保要

配慮者の増加に対応するため、空き家の活用を促進するとともに、民間

賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた住宅セーフティネット

機能を強化することとされこれを受けて議論を進めるために、このよう

な小委員会を設け、検討しているということでございます。 
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お時間の関係では少し端折らせていただいて、５ページをおめくりい

ただきまして、国のでは、検討の基本的な方向性としては、①から④ま

であり、①新たな住宅セーフティネット制度は、公営住宅を補完するも

のとして、公営住宅の入居対象世帯も含め、多様な住宅確保要配慮者を

対象とすることが考えられる。②高齢者等の住宅確保要配慮者が円滑に

入居でき、かつ、安全な民間賃貸住宅について、適切に情報提供を行う

ことが考えられる。③子育て世帯等の住宅確保要配慮者が比較的広い住

宅に居住できるようにするため、現在の住宅市場において十分活用され

ていない空き家・空き室を有効活用することが考えられる等々基本的な

方向性という認識がございます。 

もう１枚おめくりいただきますと、６ページに施策の方向性があり

「家賃債務保証」との関係では②のところが関係してまいります。②セ

ーフティネット住宅への円滑な入居の確保。高齢者等の住宅確保要配慮

者の入居を拒まない住宅とすること。家賃債務保証について、一定の能

力等を備えた適正な事業者が提供するものの活用を図るとともに、住宅

確保要配慮者が事業者や保証内容に関する情報を容易に入手できる仕組

みとすること。住宅確保要配慮者が、居住支援協議会の関与等によりで

きるだけ家賃債務保証を利用できるようにすること生保世帯等の代理納

付のことなどの記述があります。 

そして、居住支援の強化で８ページの(２)にも「住宅確保要配慮者に

対する居住支援の強化について」の記述があります。以上、「家賃債務

保証」や国の最近の住宅セーフティネット動向ついてのご案内させてい

ただきました。 

３点目でございます。３点目が前回山本会長から大牟田市と福岡市の

居住支援協議会の関係の資料についてのお尋ねがありました。参考資料

６、参考資料７がその資料となってございます。 

参考資料６は「大牟田市の居住支援協議会会則」等の資料です。第３

条で居住支援協議会の事業として、①民間賃貸住宅の要配慮者、賃貸人

等に対する情報の提供等の支援に関すること。②民間賃貸住宅等への円

滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること、③円滑な入居の促進

に関する啓発活動等住宅市場の環境整備に関することとなっています。

なお、協議会の事務局は、大牟田市の場合、社会福祉協議会が担ってご

ざいます。 

具体的には、「大牟田って住みよかバイ」っていう縦のパンフレット

をコピーをご覧ください。パートナーシップという形で、居住支援協議

会がお互いに連携協力をしながら、情報提供やご相談に応じている状況

が分かります。続いて、福岡市の場合です。ご周知のとおり福岡市は政

令指定都市で住民基本台帳人口では約１５０万人と非常に大きな市です。 

福岡市の居住支援では「お住いサポートふくおか」の仕組みというも

のがございます。右の下のところに相談事業の流れが書いてございます。



 

   ５ 

見守りとか、家賃債務保証の仮審査のさまざまな事業を行っております。

居住支援協議会には、保健福祉局長と住宅都市局理事の両方が加入、会

長は住宅都市局理事となっています。少し長くなりましたけれども、前

回第２回の居住支援協議会のご質問の補足と、情報提供となります。以

上でございます。 

○山本会長   ご丁寧にご説明いただきまして、ありがとうございました。今の参考

資料に基づいてご説明いただいた点について、ご質問・ご意見等ござい

ますでしょうか。 

        なければ私のほうから１つお尋ねしたいのですが、こちらの参考資料

１のすまいるネット、神戸の安心支援センターのところで、まず公社の

職員の事務局の方が２人相談を受けられて、その後、すまいるサポータ

ーという方が実際の専門相談に乗られるというお話だったので、そのと

きにすまいるサポーターにこういう専門職がいらっしゃるというお話が

あったのですが、ちょっと早かったので聞き取れなくて、済みません。

建築士さんと消費ネットワークの方というのは聞こえたのですが、あと

を教えてください。 

○新治委員   すまいるサポーターとして融資相談員、それから消費生活相談員、建

築相談員となります。人数的には建築士が６人、融資相談担当が２名、

消費生活相談担当が５名で概ね常時４人体制で相談をお受けしていると

のことでした。定休日を水曜日で土日は開設していて、商業ビルの中に

入っている関係で土日の来談者も多いと聞いています。相談時間は午前

１０時から午後の５時まででございます。 

        以上、補足となります。 

○山本会長   ありがとうございました。消費生活相談員さんっていうのがちょっと

おもしろいなと思ったのですけれども、これは家計相談とかをやってい

るのですかね。何かよくわからないのですけれどもね。 

○新治委員   リフォームやバリアフリー化工事・修繕などで依頼者と受託者間でト

ラブルになったときなど消費生活相談として相談をお受けしているとの

ことでした。 

○山本会長   わかりました。ありがとうございます。ほかにいかがですか。 

○岡田委員   今、債務保証の件等々を伺ったのですが、まず私どもの賃貸の住宅、

もしくは事務所ですけれども、今、オーナーさんと賃貸借契約をやった

場合に、ほとんど７０％以上がこの家賃債務保証をつけるというのがも

う慣例になってきてしまっているのですね。というのは、やはり滞納で

すとか、それから不払いが非常に多いので、それを家賃債務の会社が担

保してくれるということで、今、かなり会社の数が多いので、そういう

ことをやっております。 

国交省だと、外国人とかの場合は難しいとか、高齢者は難しいと書い

てありますが、会社によっては外国人もつけてくれる会社はあります。

ということで、どんどん債務保証の会社は広くなっていますので、そう
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いった会社もございます。 

その中で、まず神戸のほうなのですけれども、神戸のほうがこちらの

ほうに、民間のほうとサービスの提供を行うというのは、多分これはセ

コムだとかアルソックだとかというところと提携して、こういったサー

ビスを行うと思うのですが、この場合に、本当は結構高いですので、行

政からの補助があるのかということを伺いたいということと、あと住ま

いサポートの福岡ですと、これだと支援団体の役割、登録が出てくるの

ですけれども、やはり我々のほうからすると、どうしてもオーナーさん

のほうが出すお金というのが気になるところですし、また地域によって

も差がありますから、例えば大牟田みたいに空き家が多いという地方だ

と、こういうのは成り立つけれども、東京の中心中の中心の千代田区だ

と、まず普通にやっていても賃貸はつきますから、こういったのは難し

いと。そうなったときに、大牟田や神戸のような形での行政からのファ

イナンス的な支援というのは、もしやるとしたらどういうふうにしてい

くのかということをちょっと伺いたいところです。 

○新治委員   ただ今のお尋ねの件でございます。神戸市の場合契約の内容、例えば

民間の事業者と要配慮者のほうが、賃貸借契約を結ぶところについては、

すまいるネットは介在しないとお聞きしています。補助の詳細ははっき

りわからない状況です。 

千代田区の場合、先ほどの参考資料３「高齢者等民間賃貸住宅入居支

援事業実施要綱」で、第８条、予算の範囲内という形で、要綱で助成を

しておりまして、第８条（１）保証会社の家賃等債務保証制度利用にか

かる初回保証料の実費額で５万円を超えない額という形で助成をしてい

ます。現実問題として、前回神戸市の例としてお話しましたように、２

年半での中実際に融資審査申し込み審査を通ったのがゼロだったという

ことと同様千代田区においてもなかなかオーナー側なりが指定した保証

会社が条件となっているなどのため実際になかなか保証会社の利用が難

しい状況がございます。 

さらに福岡市の資料、番号がついていないのですけれども、Ａ３判の

右側の点線で囲ってあるところに２３年度の主な取り組みとして①、②

とあって、一番下のところに、「家賃債務保証会社との協定締結による

保証料の低減は、保証人がいない高齢者に対する抜本的な対応策にはな

らない」「家賃債務保証制度に限定せず、保証人等が確保できない高齢

者の入居支援策について幅広く検討する必要がある」というような記述

があります。 

事務局の認識としては、債務保証の利用に関しては、①保証会社と相

談者との保証委託契約と②オーナーさんと相談者の賃貸借契約の条件が

二重の構造的に絡み合っているため、なかなかそこをマッチングすると

いうのが難しい状況があるのではないかと考えています。 

○山本会長   ありがとうございます。平岡委員、お手を挙げていただいたかと思う
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のですが、お願いします。 

○平岡委員   新治副会長からお話があったので、私のところの説明はさけてしまう

ところです。区としても、これまで高齢者等の民間賃貸住宅入居支援事

業は行ってまいりました。近々は実績が少ないところもありますが、こ

れまでに合わせて６件の実績があったというところでございます。確か

に新治副会長がおっしゃっていらしたとおり、保証が否決になったとき

に、管理会社が別の指定する保証会社に保障申請をして、保証が受けら

れたというような実例もありますので、区の制度だけではなく、そうい

った民間の事業者さんにおけます保証でないと、なかなかうまくいかな

いというような実情もございますので、総合的に勘案してこういった事

業を進めていくというようなことも求められるのではないかということ

が考えられます。 

○山本会長   実績が６件というのは、１年間で６件ということでしょうか。 

○平岡委員   こちらは、平成１６年から２８年度までの実績です。ここ数年来は実

績がございません。 

○山本会長   そうしますと、今、福岡で書いてあったように、保証料を助成しても

あまり効果がないという認識でいいですかね。 

○新治委員   結局、民間賃貸住宅ではオーナーなり、サブリースでいうと管理事業

者の意向が非常に大きいのかなと考えます。経営的な側面がありますの

で、当然、滞納に関しては一番の心配ごとかと思いますが、「住宅の使

用方法に対する不安」、「入居者以外の者の出入りの不安」など様々な

理由で「保証制度」の利用を前提とした事業となってきているのかと思

われます。 

空き家・空き室がふえて、賃料収入が上がらなければそもそも賃貸業自

体が成り立たないというようなところで、見守りや社会貢献などの視点

から区の一定の支援を受けながらであれば部屋を貸してあげても良いよ

といった「債務保証」そのものよりも、周辺の見守りなり、こうなった

ときには、区のほうで支援をしていきますというような「安心保証」と

か、そういうようなところをご用意して、ご納得いただけるオーナーの

方にぜひ支援の輪に加わっていただくというような、そういうやり方に

なってしまうのかなと、ちょっと結論めいたことを言って申しわけござ

いませんけれども、感じます。 

○岡田委員   補足しますと、保証会社のほうは、多分行政とかが契約している保証

会社っていうのは、質のいい結構厳しい審査の保証会社なのですよ。そ

ういった場合だと、個人の場合だと確定申告書、それから住民基本台帳、

全て提出した上で保証会社が審査をして、そして保証会社が却下された

場合には、もうそれは無理なのですね。行政とかが契約しているような

１級の保証会社というのは厳しいですから、ハードルも高いですね。所

得が幾らとか、誰が保証するかとか。ところがそれがだめだといったと

きに、それでも引き受けますよっていう保証会社もあるのですが、そう
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いった保証会社っていうのは、だんだんファイナンス的にも基盤が確た

るところではないし、また滞納したり何なりしたときの取り立て債務の

保証だとかの条件も厳しくなるというのが現状なのですね。ですから、

大手の不動産会社さんは、大手の保証会社と契約する。だけど厳しいと

いうことが現状だと思います。ですから、そういったところの実態があ

りますので、保証会社としての審査が通る通らないという、保証会社の

場合には、必ず今言ったように、個人だったら確定申告書、それから法

人でしたらば、税務調査の内容を全部出しますから、そういったところ

での調査のあれで、審査の厳しい、緩いというのがあるので、だからな

かなかそれに落ちた方は、オーナーさんは引き受けようとしませんから、

そういう実態があると思いますのでちょっと補足しておきます。 

○山本会長   いかがでしょうか。ほかに何かご質問はありますか。じゃあ、先に行

ってその上で質問があったら、戻っていきたいと思います。 

        続きまして、ここからは第３回居住支援協議会の協議です。それでは、

資料のご説明をお願いいたします。 

○新治委員   まず配付資料のご確認をさせていただきます。資料１から４まであり、

資料１「居住支援ニーズ調査（高齢者）追加質問について他」１－２と

して、不動産関係の東京都調査の結果をおつけしてございます。資料２

として「千代田区居住支援協議会の情報発信・提供についてのアンケー

ト調査（結果）」、資料３として「福祉の視点からの『住まいの確保と

支援』の現状・課題について」。資料４として「『千代田区居住支援協

議会について』事業者・関係機関向けパンフレット案」という形でお配

りしてございますけれども、不足等はございますでしょうか。ないよう

ですので、早速ご説明のほうに入らせていただきます。 

○山本会長   ごめんなさい、資料１－２というのもあるのですね。 

○新治委員   資料１－２という形で東京都の不動産関係のアンケート調査結果を添

付させていただきました。前回協議会にて、山本会長から東京都全体と

いうことではなく千代田区分としての分析結果が出ているのではないか

というようなご指摘がございました。 

都に確認しましたところ支部ごとに調査をしている関係で、千代田区

の場合本協議会の委員になられている宅建と全日の各支部２票というこ

とで、基本的には東京都の全体の調査結果とほぼイコールということで

したので、改めて資料１－２としてで追加をさせていただいております。 

○山本会長   ありがとうございました。それでは、次第の(２)協議に入っていきた

いと思います。１１時４０分をめどに進めていくということでよろしく

お願いいたします。まず初めに、居住支援ニーズ調査(高齢者・障害者・

区内不動産関係団体)について、ご説明をお願いいたします。 

○新治委員   それでは、資料１に基づきまして「高齢者関係の居住支援ニーズ調

査」につきまして、ご説明させていただきます。前回、会長のから皆様

にお諮りいただいて、既存の行政計画のアンケートにまぜてもらうとい
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う形でご了解をいただきました。 

Ａ４横向きの資料となります。第２回居住支援協議会議事録の２９、

３０ページをご参照ください。千代田区高齢者福祉計画、第７期介護保

険事業計画策定のためのアンケート調査に、「居住支援ニーズ」に係る

質問を追加して所管課へお願いしてございます。 

文面等は確定ではないのですけれども、ほぼこれでお願いをしてござ

います。このアンケート調査は、区市町村が介護保険事業計画策定する

際に実施を義務づけられているもので、厚生労働省のほうから基本調査

項目や調査手法の基準が示されています。本区の要介護１から５の認定

を受けていない、６５歳以上の高齢者を無作為に４，０００人選び実施

するかなり大規模なアンケート調査で、介護予防の観点から、日常生活

の状況や、健康行動についてお伺いするアンケート調査でございます。

そこに追加項目などとして「居住支援」に関わる質問項目を急遽まぜて

いただきました。全体のアンケート調査の枠組みがある中で、「居住支

援」の項目をまぜてもらうので、どういう質問や表現などをどうするか

という点も含めて所管課に協議させていただきました結果、結論的には

このような形にさせていただきたいというご提案でございます。 

        調査の実施時期は来月（平成２９年 2 月）で、調査結果の分析・公表

が本年５月の予定で、所管課は保健福祉部の高齢介護課でございます。 

資料１では左側に基本質問項目を、右側に居住支援関係の追加・質問

項目という形で項目を追加してあります。「お住いは一戸建て、または

集合住宅のどちらですか」。次のページ、「お住いのことでお困りごと

がありますか」というような質問しか、基本的にはないのですね。今回、

居住支援のアンケート調査ということで、高齢介護課のほうにお願いを

して、問６－１という形で、６に付随する形で追加をさせていただくと

いうことで、一戸建て等にお住いで、居住支援サービスはどんなものが

必要ですかという形で具体的に、保証人サービス、住まいと生活の相談

サービス、不動産情報の提供云々という形で追加をさせていただく形に

なっております。 

次に１枚おめくりいただきまして、質問７のお住いのことでお困りの

こと、これですと、はい、いいえで、かなり抽象的な部分がございまし

て、居住支援というところで、具体的に困っていることは何ですかとい

う形で、住まいにかかわる部分で、家賃が高い、保証人が見つからず転

居ができない云々という形で、追加質問の項目をまぜていただいており

ます。また将来生活についての中に、基本的にはどんな生活をしたいで

すかという抽象的な質問なので、そこに居住支援で支援を進めるに当た

って、どういう質問が必要かというのを精査させていただいて、まず居

住形態のご質問が問６５のところ、それから問６６、「あなたは、介護

が必要となったときの住まいについて、どのようにしたいと思います

か」。それから、問６６－１という形で、「現在の住宅に住み続けた
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い」と考えた方のみのところで、現在のお住まいを建てかえなりリフォ

ームして住む予定がございますか。それから、問６６に付随する形で、

２番、「子どもや親族の家またはその近くの一般住宅に移りたい」とい

う回答選択されて方は「あなたが、住み替えをするとしたら、課題とな

ることは何ですか」と続き、転居費用や保証人のこと等の質問を追加し

てございます。それから、問６７に関しましては、基本項目の中に４ペ

ージの問６７の４番のところで、「在宅生活を支えるために必要なサー

ビス(住宅の修繕・改修・清掃等)を受けることができる」というところ

で、この質問項目を追加していただいたりしてございます。 

結果分析が、かなり大規模な調査ですので、クロス集計等詳細結果が

どこまでされるかは分からないのですけれども、当面このような形で調

整をさせていただきましたというご報告でございます。以上です。 

○山本会長   ありがとうございました。それでは、今の高齢者福祉計画・第７期介

護保険事業計画の中に入れていただく、居住支援ニーズにかかわる質問

項目ということなのですけれども、いかがでしょうか。新治委員、この

項目については私もチェックしたかどうか失念してしまいました。どう

でしたか。 

○新治委員   昨年末にご意見をいただいたのですけれども、その後質問事項につい

て高齢介護課と詳細を詰める過程でこのような表現となってしまったも

のです。 

○山本会長   たくさんはできないと思うのでいいのですけれども、ちょっと設問の

順番とか、文言が適切でないという点が幾つかあるので、それについて

はもう一回精査させていただきたいなと思って、以前自身でチェックし

たのか記憶が定かではないので、お聞きしています。もう確定されてし

まったのですかね、 

○新治委員   現時点、これで一応確定という状況です。 

○山本会長   そうですか、ちょっと順番とかが、転居するというのと、在宅で暮ら

すというのが、あっちこっち行ってしまったりとかしているので、答え

る方が答えにくいなとか、別の住宅を求めて建てかえるつもりというの

はどういうことなのだろうか、ちょっとわかりにくいなとか感じていま

す。 

○新治委員  会長ご指摘のとおり、質問項目の表現や順番は大切なところかと思いま

す。追加質問については基本項目との関係性で整合性をとったりしたた

め、結果として分かりにくいものになっていることお詫びします。 

○山本会長   そうすると、今から例えば委員の皆様からご意見をいただいても、手直

しは難しいということですね。 

○新治委員   後ほど所管課に確認をしますが、2 月実施ということで、既にアンケー

トは印刷に入ってしまっている可能性が高いです。 

○山本会長   それでは、事後報告的な確認になってしまいますが、委員の皆様ご意

見はありますか。 
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○新治委員   今後のこともあり、事務局としても今後の注意として記録に留めてお

きたく、ご意見等がありましたら、ご教示いただければと思います。 

○山本会長   順番というのは、例えば２ページ目の問７で、「具体的に困っている

ことは何ですか」というのがあって、まず家賃が高いとなっています。

その次が転居の話になって、３番もやはり転居ができない。そして今度

は自分の家の話に、部屋が狭い、広いなど生活実態に合わないとありま

す。 

やはりこういう場合は、最初に在宅で継続していくための条件があっ

て、今度は最後のほうで、それについて転居はどうだというふうに質問

をまとめたほうが、きっと答えるほうはあっち行ったり、こっち行った

りしないと思うのですよね。その順番という意味で申し上げていたので

すけれども、これは事務局だけでなく私自身も見逃していたとすると、

責任を感じています。申しわけありません。もともとこれは、所管課が

出してきた質問項目ではないですよね。 

○新治委員   ご指摘の点は問７に付随するところで、いいえと答えた場合、「から

だを動かすことについて」という形で行って、住まいで困りごとがある

方について、具体的に何に困っていますかという質問なのですね。  

全体として質問項目の選択肢が細かく枝分かれしているため、複雑で分

かりにくくなっていること、ご指摘のとおりかと思います。 

○山本会長   わかりました。それから、同じ２ページで、将来の生活についての

「追加」で問６５とありますね。その下の問６６は「提案」になってい

るのですが、この提案というのは、私たちに提案されていることでしょ

うか。 

○新治委員   この提案につきましては、所管課から調査業務を受託している専門事

業者からの生活支援課に対するご提案いただいたものとなります。 

○山本会長   それでは、この提案は、調査受託会社さんのほうから提案があったと

いうことですね。 

        少し気になったのは、問６６の提案の選択肢の２というところが、

「子どもや親族の家またはその近くの一般住宅に移りたい」というのが

１つになっているのですけれども、一緒には暮らしたくないけれども、

近くにはいたいという場合は、２に入るのか入らないのかっていうのが

若干ありますよね。だからそこはちょっと違うのではないかなというの

が一緒に入ってしまっているとか。済みません、後から言ってごめんな

さい。以降、こういう調査があったときは、私もちゃんとチェックした

いと思います。 

        よろしいですか。それでは、続きまして、今度は住まいと福祉につい

ての報告ということでしょうか。 

○新治委員   資料１－２は、東京都が平成 28 年 1 月～2 月も実施した不動産関係団

体に対する調査（概要）となります。本資料は、第 1 回の本居住支援協

議会でお配りしたものと同じものとなります。 
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「東京都宅地建物取引業協会」「全日本不動産協会」「東京共同住宅

協会」「日本地主家主協会」の各支部・事務局に対して郵送アンケート

を行い、その内回答があった５２票（内千代田区は２票）についての分

析となります。 

○山本会長   母数は５２票ということになりますか。 

○新治委員   お見込のとおりで回答が５２票あったということです。東京都に確認

すると、千代田区の回答も全体回答とほぼ同様な傾向であることが分か

りました。個別のご意見としては、居住支援協議会に期待される役割と

して高齢者など弱者に対する支援を特に進めるご意見がある一方で、単

身高齢者でも協調性があり、管理規則などのルールを守っていただける

方であれば、オーナーも大歓迎ではないかというようなご意見もありま

した。そのほか、単身高齢者の就業状況についての重要事項説明による

借り手側の創出、それから今後の高齢化と、それに伴う低所得化を危惧

するご意見等が具体的にございました。高齢者と不動産関係のニーズ調

査の経過報告は以上でございます。 

○山本会長   ありがとうございます。今までのところでご質問・ご意見はございま

すか。松井委員、いかがでしょうか。 

○松井委員   私もざっと見て、このアンケートの対象で多分私のほうに来るかもし

れないという視点で見たのですけれども、大体のところはいいのですが、

先ほど委員長さんがおっしゃった提案、問６６－１の４ですね。「別の

住宅を求めて建て替えるつもりである」という、それは本当にこのアン

ケートが来たときに、多分１００人中１００人が、これはどういう意味

だろうと問い合わせたり、あとは別にわからないけれどもスルーしよう

という感じなので、これはこういうことですみたいな何かを入れていた

だければわかると思うのですけれども、実際、これってどういう意味な

のでしょうね。 

○新治委員   松井委員のご指摘は、問６６－１の前の問６６で「現在の住宅に住み

続けたいと答えた方」に限定して尋ねているのに、問６６－１で「別の

住宅を求めて建て替えるつもりである」という選択肢は分かりにくいと

のご指摘かと思います。推測となりますが「介護が必要になったとき

に」という一連の流れの中で住まいを建て替えたりという選択肢となっ

たのかなと考えます。 

○松井委員   わかりました。 

○山本会長   １番と４番の選択肢が同じ感じですよね、建てかえるというのでいう

と。 

○松井委員   そうですね。自分の体が動かなくなったときに、やはりリフォームで

すよね。手すりをつけたり、段差をなくしたりっていうのはごく当たり

前のことなので、１番は選択肢なのですけれども、別の全く新しい介護

にふさわしい住宅を今の住まいのほかに、自分で建てるという意味なの

でしょうか。 
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○新治委員   ご指摘のとおり、リフォームするつもりであるということであれば、

何か別の住宅を求めてわざわざ建てかえるっていうのは、確かに質問と

しては分かりにくいと思います。 

○山本会長   これは今のご質問としては、これはこういう意味ですよという、改め

て何か説明文みたいなものを入れる余地があるかということだったので

すけれども、そんなのはなさいませんよね。 

○新治委員   協議会終了後、大至急所管に確認を取ってみます。 

○平岡委員  その点についてなのですけれども、これはあくまでも私見なので、趣旨

は後で福祉担当の中で整理していただければいいのですが、設問が前の

設問からこの部分に続いているので、問６６－１については、建てかえ

やリフォームをする予定がある予定がないっていうところは、要は自分

がお住いになられることを想定されて、それで建てかえるか建てかえな

いかっていうようなことだと思います。例えば介護仕様に変えられるで

あるとか、介護保険制度を使って手すり等をおつけになられるとか、そ

ういったサービスを受けられて、自分がまさに住みやすい形、この設問

でいわれているところの、介護が必要となったときにと出されています

ので、その使途で書かれているので、私は１と２はそれでよろしいと思

っております。４のところは、恐らく自分の持ち家等があるのですけれ

ども、それはほかの方にお勧めをして、自分は別の住宅を求めて転出さ

れるという意味で理解すれば、自分は高齢等の特性に合った住宅をみず

から探すと、あるいは公共住宅等にお住まいになられるというようなこ

とを選択された上で、この住宅が自分たち以外の方が住みやすいように

建てかえた上で賃貸業に回すとかっていうことを標榜されているのかな

と思った次第です。 

○新治委員   建てかえやリフォームをする予定があるということでは、平岡委員ご

指摘のようにも理解できますが、質問の趣旨が分かりにくいことは確か

ですね。 

○山本会長   区の皆さんに聞いてもわからないかもしれないですよね。済みません、

見逃している責任はあるかと思います。ちょっとわかりにくいのはたし

かですね。ありがとうございます。片岡さんいかがですか、今までのと

ころで。 

○片岡委員   全体ということでよろしいですね。このアンケートもそうだったので

すけれども、支援の仕方について、やはりどういう支援にするかという

は、どういうふうに切り口をつくっていくかだと思うのですね。先ほど

岡田委員からもお話がありましたとおり、家賃債務保証は、ほぼ７割つ

けている契約が多いということで、結局は借受人の方の経済状況という

ことが一番でかい理由になってくると思うのですよ。なので、生活困窮

者なのか、そうじゃないのかというところがまず最初に来るのかなと。

生活困窮の理由が、高齢であったり、障害であったり、ひとり親だった

りということもあるかもしれませんけれども、逆にいうと、高齢であろ
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うと、障害であろうと、ひとり親であろうと、経済力があれば、こうい

う債務保証会社を通じて借りられてしまうわけですよね。なので、やは

り質問の仕方というのは結構重要で、結局生活困窮者という場合と、単

純に高齢者、障害者、ひとり親だけれども、何かわけのわからない理由

で断られてしまうというものとは、支援の仕方が全く違ってくると思う

のですよ。なので、そこの切り口をちゃんとしていかないと、正しい支

援のほうに結びついていかないのではないかなという気はちょっとしま

した。何かそれが全部ごっちゃになってしまっている感じの質問になっ

ているので、いろいろな支援の仕方が出てきてしまって、でもその人に

は多分合わないのではないかなというふうになってくるような気はしま

したね。 

○山本会長   今、ご指摘なのは、特にこの居住支援ニーズ調査のことでおっしゃっ

ていらっしゃいますかね。 

○片岡委員   そうですね。この質問のあり方がそんな感じがしたのですね。だから

それぞれの資料を読んでいても、例えば国交省の資料なんかでも、どう

いうふうな入居制限を、高齢者、障害者、子育て、外国人とていう４つ

のくくりでしかないのですけれども、生活困窮に関してはどういうふう

に考えているのか全くわからなくて、上のほうに「生活保護受給者は不

可」とか書いてはありますけれども、特に千代田区のような不動産価値

の高いところの場合ですよね。先ほど空き部屋を不動産会社の方やオー

ナー様から社会貢献としてご提供といっても、千代田区はやはり不動産

価値が高いので、投資したお金が返ってこないような状況にみずからな

るというのはなかなかないのではないかなと思うのですよ。そういう意

味では、一軒家の空き家を再利用するための方法というのは出てくるの

でしょうけれども、こういった考え方も先ほど言った生活困窮が原因な

のか、そうではなくて、高齢、障害、ひとり親ということが理由なのか、

そういう最初の切り分けをちゃんとやらないと、ごっちゃになってしま

うのではないかなという気がしました。 

○山本会長   ありがとうございます。千代田区は、そういう意味では、私がかかわ

っているほかの区とか市とはちょっと違う傾向があるので、そこのとこ

ろを例えば相談を受けたときに、整理するっていうことがすごく大事に

なるだろうなと、居住支援協議会として大事になるだろうなというのは

ずっとご提案しているところですね。 

○新治委員   今のご質問と関連するのですけれども、先ほどの国土交通省の家賃債

務保証の現状の参考資料５の２ページをごらんいただきたいと思います。

確かに片岡委員のご指摘のとおり、オーナー様のほうの入居制限の理由

という拒否感というのは、家賃の支払いに対する不安というのが半分な

のですけれども、それだけではないのですね。 

個人的にはそこが大変重要なところだと思います。「住宅の使用方法

に対する不安」、「入居者以外の者の出入り」、これは外国人かなと思



 

   １５ 

うのですけれども、居室内での死亡事故、協調性等、必ずしもご高齢の

方で資産や預金をお持ちでも、なかなか住みかえができないという状況

があるという認識でおり、千代田区の居住支援ニーズが潜んでいるよう

に思えます。 

○山本会長   そうなのですよね。そのことももちろんそうなのですけれども、支援

をするときに生活困窮であるかないかというところをまずきちんと把握

した上で、支援の内容を考えていく必要があるというご指摘だったので

すね。だからそれもちゃんとわかっていらっしゃると思います。ほかに

今までのところでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、ちょ

っと先に進んでから。まだ大分ありますので。 

        続きまして、住まいと福祉についての報告をお願いいたします。 

○武委員    それでは、資料３「福祉の視点からの『住まいの確保と支援』の現状

と課題について」、住宅福祉担当の武からご説明させていただきたいと

思います。Ａ４の１０ページからなる資料になっております。 

        今後、後期高齢者、単身の高齢者、または障害者の方も千代田区の場

合は相当増えるという予測がされ、住まい確保と生活の支援の仕組みづ

くりが必要ではないかということ。また、ひとり親世帯、病気や失業な

どの生活困窮に陥った場合の住宅確保の支援が必要であり、そういった

方々が安心して住み続けられるよう、福祉の視点からの住まいの方針を

各具体的な計画の策定前に方針を定めて、活かしていこうというところ

で今、取り組んでいるところでございます。本日は、現状と課題につい

て、ご説明をさせていただきたいと思います。 

        前回、居住支援協議会でも福祉の視点を簡単にご説明させていただい

て、アンケート等に関してご協力いただきまして、ありがとうございま

す。 

それでは、資料の１ページからご説明させていただきます。千代田区

は現在、人口が増えているところでございまして、今月では、59,000 人

相当ということで、間もなく６万人を迎えるところでございます。高齢

化率は、18.04％で、若い世代が入られやや下がってきている状況ですが、

今後は増える予測でございます。 

将来人口の推計図でございますが、後期高齢者がかなり増えるという

予測で、そういった方の支援が必要になってくると思っているところで

ございます。 

２ページ目は高齢者世帯の推移でございます。国勢調査では、平成７

年から２２年にかけて、着実に高齢者単身世帯、または高齢夫婦世帯が

伸びているというところでございます。今年の１月１日現在ですと、単

身世帯が約３，８００世帯、高齢者のみ世帯が約１，８００世帯、合せ

て約５，７００世帯ですので、着実に増えているところでございます。

また、認知症に関しても、高齢者の９人に１人が認知症を抱えていると

いうところで、そういった方の支援も必要だと考えております。 
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次に、②高齢者向け住宅、施設等の整備状況、そして区が今後、どれ

位の目標を持って、高齢者人口に対する高齢者向け住宅をつくっていく

かというところでございます。現在の供給戸数としては２９３戸で、今

の高齢者人口に対して２．７％、こちらの高齢者向け住宅に関しまして

は、区営住宅、高齢者優良賃貸住宅、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

を含めた数となっております。今年の春に千桜に高齢者優良賃貸住宅が

３０戸開設され、３％になるという見込みでございます。区の施策とし

て、「住宅基本計画」や「ちよだみらいプロジェクト」の中で、平成３

１年度に３％を目指します。さらに３６年度には５％ということで、高

齢者人口が増える中で、あと８年で約２６０戸の高齢者向け住宅の整備

が必要となります。どういった高齢者向け住宅が望ましいか、そういっ

たところも方針の中で定めたいと考えております。 

３ページに参りまして、３年前の高齢者の住まいは、約４割が戸建て

住まいの方で麹町地域はやや戸建て住まいの方が減ります。集合住宅以

外を一戸建てと定義しています。また、耐震化の状況ですが、戸建てに

関しては耐震化が半分程度で一方、共同住宅は９割程度進んでいるとい

うところです。区全体として８５％の方がマンション住まいですが、高

齢者の方は一戸建て住まいの方が多く、一戸建て住まいについては、な

かなか耐震化が進んでいないという状況がございます。 

バリアフリーの状況ですが、千代田区、特別区、東京都とありますが、

東京都、特別区に比べますとバリアフリー化は高いのですが、まだ４割

が未整備だという状況がございます。 

４ページは平成２３年度に６５歳以上の区民の方にアンケートさせて

いただいた回答でございまして、「現状の住まいに問題なく住み続けら

れる」、「必要に応じて住宅改修等行い住み続けたい」、「不便は感じ

るが住み続けたい」と、「現状の自宅に住みたい」という方が約６割と

いう状況でございます。また、４番目としましては、高齢者向け住宅に

住みたいというのが２割ほどです。２０代から６０代の区民２４０人を

対象としたアンケートですが、こちらでもやはり自宅に住みたいという

意向の方が６割、高齢者用住宅や施設に住みたい方が１７％ということ

で、意向としては同様の傾向がございます。 

５ページに移らせていただきますと、在宅における介護サービスや見

守り、相談事業ということで、高齢者に関してはかなりの事業を行って

いるところでございます。高齢者住まいに関する課題でございますが、

後期高齢者は着実に増えており、住み慣れた地域で住み続けられるよう

にするためには、単に住まい確保だけではなく、地域包括ケアの観点か

ら、そこで生活する上で様々な必要とされる支援を適時適切に行ってい

くことが大切だと考えております。住宅の特性や構造上の課題、また、

高齢者の状況による課題も、載せさせていただいております。こういっ

たところを念頭に、住まいの方針をつくらせていただきたいと考えてお
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ります。 

６ページは、障害者の現状でございます。グループホームに関しまし

ては、２施設ございまして定員が８名です。障害者の数は徐々に増えて

いるところで、身体障害者が多く知的障害者は、平成２７年度において

は１３９名、精神障害者に関しましては２４６名となってございます。

障害者の年齢ですが、特に身体障害者の方が高齢の傾向です。こちらの

調査結果では身体と知的が一緒になっているのですが、知的の方は若い

傾向にございます。 

７ページに移らせていただきますと、障害者のアンケートに関しまし

ては、昨年の８月から９月に行われた結果の住まいに関して抜き出させ

ていただきました。今回の現状と課題に入れておりますので、障害者の

アンケートの住まい編のご報告も兼ねさせていただいております。 

障害者の生活の状況ですが、全体としては１人で生活されている方が

２割程度、７割程度が家族と生活、その他の方はグループホームや福祉

施設、または病院での生活となります。 

地域で生活するために必要な支援に移らせていただきます。「経済的

な負担の軽減がある」との回答が一番となっております。４番目として

は、「住宅サービスが利用できる」ということで、支援を受けないと、

なかなか自立して生活できない方もいらっしゃるということであると思

われます。 

「特に力を入れてほしい施策」でございますが、１番目のところが

「バリアフリーの推進」、次に「一般住宅の確保」ということで回答を

いただいています。一般住宅の確保に関しては、各障害団体を回らせて

いただいて、ヒアリングやアンケートをさせていただいたのですが、障

害の程度においては、ケア付きの住まいでないとなかなか自立していな

いというご意見もいただいているところでございます。 

８ページに移らせていただきまして、障害者の一番課題となるところ

は、障害者の介助者というところを皆様心配されているところです。親

が高齢によってなかなか介助ができない、また介助者が亡くなってしま

う、そういったところが一番心配されているところでございます。そう

いったところの支援が必要だと思っております。 

次は低所得者というところで、区内には区営住宅があり家賃４万円補

助を受けることができる高齢者優良賃貸住宅もございます。また都市型

軽費老人ホームというところで安く入れる施設もございます。 

９ページですが、「所得と住まい」でございます。これは平成２５年

度の土地統計で、東京都、特別区に比べると、千代田区は家賃が高いと

いうことも影響して、所得の低い方が少ない傾向にあるところでござい

ます。 

次に、ひとり親世帯というところで、こちらも着実に増えているとい

うことで、こういったところの支援も必要だと思っております。 
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生活保護者のところですが、全体的には、最近は減っているところで

すが、そういった方の住まいの確保も必要と考えています。千代田区の

場合は、生活保護における住宅扶助が 69,800 円というところですが、そ

のような住宅も限られ、ある一定程度は必要ではないかと考えておりま

す。 

１０ページでございますが、生活困窮者の支援ということで、居住確

保の支援や、また職を失って、そういった方の住まいの確保の給付金を

やっているというところでございます。生活保護相当の住宅の一定確保

や、急な離職や失業により所得が減ってしまった生活維持の支援、また

ひとり親、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

ケースもありますので、そういったところも課題として挙げております。 

現在、地域福祉計画を策定中ということで、この中にも住まいの考え

方を入れさせていただいて、パブリックコメントを行っている状況でご

ざいます。来年度、高齢者の計画、障害の計画に関して、改定時期とな

ります。住まいの方針の考え方を具体的な計画の中に入れて具体化に結

びつけていこうということで、今、考えているところでございます。ま

た、この内容がまとまれば、ご報告させていただければと思います。以

上でございます。 

○山本会長   ありがとうございました。今の千代田区における住まいと福祉の問題

について、いろいろな統計からまとめてご提示いただいたということに

なります。これに関して何かご質問はありますか。吉岡委員、いかがで

すか。 

○吉岡委員   ２ページのところで、今春開設する高優賃３０戸、これの概要を簡単

でいいので教えていただければと思います。 

○平岡委員   住宅課長です。現在、区内には、高齢者向け優良賃貸住宅が７棟ござ

います。今、８棟目が既に竣工しておりますが３月に施設を開くという

ような形になっております。１１４戸ということで、先ほどご案内のと

おりでありまして、７棟合計で１１４戸。現在は神田地区に全てが立地

しているという状況です。今後、３月に入居が始まりますこもれび千桜、

こちらは同じく神田東松下町に３０戸ででき上がりまして、こちらが加

わると１４４戸という形になります。 

        高優賃は全て民間の賃貸住宅としてオーナー様のほうで整備をしてい

ただき、それに伴いまして、入居者の皆様に家賃助成を行政が行うとい

うような仕組みで、低廉な家賃でお住いになっていただくことを目的と

した住宅であります。このため、募集から住宅の維持管理等につきまし

ても、全てオーナー様のほうで運用されるということです。 

        それから、高優賃のもう１つの特徴は、中にＬＳＡといいまして、ラ

イフサポートアドバイザーという方が常駐をされています。おおむね区

内にある今現在稼働中の７住宅につきましても、福祉等の専門的な知識

を有した方が平日の日中は常駐をされていらっしゃるという形で、入居
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者の方からのさまざまなご相談でありますとか、それから生活上のさま

ざまな協力依頼等に対して対応するというような形で常駐されておりま

す。それ以外の平日の夜間、あるいは休日等で、ＬＳＡの方がお見えに

ならない場合は、緊急通報ボタンが全ての室内に附属されておりまして、

そのボタンを押すことによって、例えば警備会社でありますとか、そう

いう通報先にメールをするというような仕組みを備えた高齢者の生活特

性に優しい住宅を運営しているというところが現状でございます。 

○吉岡委員   日常の見守りがよくわかりましたので、昼間はＬＳＡの方が常駐して

いると。それ以外の時間は通報ボタンということで、よくわかりました。

ありがとうございました。 

○山本会長   これはシルバーピアとは違うのですね。 

○平岡委員   東京都の都営住宅にシルバーピアというような名前で募集を行ってい

るものがあります。今、高優賃というふうに申し上げたのですが、実は

公営住宅としての高齢者向け住宅も別にあるのですね、区には。区営の

高齢者住宅というのは別にございまして、私たちはシルバーピアとは申

し上げていないのですが、高齢者住宅と、都営住宅の中でそういった都

営住宅としての高齢者向け住宅としてシルバーピアというようなものと

呼び方が変わってはいるのですが、おおむね同じような形で運営してお

ります。私たちの高齢者住宅も中にはＬＳＡさんを平日常駐させていた

だいておりますので、サービスにシルバーピアとおおむね差はないと考

えてございます。 

○山本会長   ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。早水委員、いか

がでしょうか。 

○早水委員   きょう１日一連のご説明を聞いていまして、幾つか重複してしまう部

分と戻ってしまう部分もあるのですが、当初、お配りいただきました参

考資料３、こちらの千代田区の高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業で締

結させていただいているのは、私ども宅建の千代田中央支部なのですね。

この当時の担当者にちょっとお話を聞いたのですが、先ほど出たとおり、

１２年間の中で６件です。単純に年割をすると０．５という話はほぼ皆

無に等しいと。これが当所から岡田委員、また片岡委員からも出たとお

り、単純に高齢者とか、支援が必要な高齢者なのか、障害者も含めてで

すけれども、そういう方たちに向けられる物件がほとんどないと。結局、

我々もできる限りという形で協定を結びながら、なかなかそういうお世

話ができていない中で、区のほうでは、今言われたみたいに、区の高齢

者住宅であるとか、高優賃であるとか、新しくできてくる高優賃の建物

であるというところに、やはりそういう物件がありますよと。相談があ

った場合には、そういう行政のほうでやられているほうの紹介しかなく

て、現実、民間の中でこういう物件で、そういう方たちにも向けられま

すという物件が当然ほとんどないのだと思います。 

        それは当初の形で、債務の問題も含めてですけれども、保証の問題も
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含めて、岡田委員から幾つか出た話のとおり、なかなかそれをカバーし

た上で、理解を示して受け皿になるという物件がないというのが、やは

り現状として非常に大きいのだろうと理解しています。それぞれの細か

い部分で、アンケート調査やそういうものを見させていただいた中に、

やはりそういう部分が少しずつ見え隠れしているというか、データで出

ると、やはり実際はこういう数字で、ここが伸びていないので、ここは

非常に少ないのです。というものが多くて、例えば６、７割が現状のま

ま住み続けたいと思っても、できるできないのアンケート調査をこれか

ら実施するとか、バリアフリー化して進めていくにしてみても、それに

対する建物改装の資金の問題なども含めて難しい。 

第１回目だったと思うのですが、資料５－１の不動産関係団体に関す

る調査という１ページだけのものをコピーいただいたと思っています。

その後にご質問いただいたのが、個別でという形で、当初、新治副会長

のほうがご説明されたみたいに、我々関係団体の中で確認してみると、

やはり本部で受けたものの回答だけという形ですから、私ども都宅協の

ほうと全日さんのほうと、それぞれ１票ずつが回答として出ているだけ

で、各支部においては事務局にも確認したとおり、そういうものが下り

てきて、前回会長からご質問いただいたそのようなものが、支部には来

ていなかったという形になりますから、全体で取りまとめたデータだと

僕は理解しています。 

なので、それらを全部合せていくと、やはり全部、要所要所に落ちて

いますし、先ほど片岡委員がおっしゃられたみたいに、何に対して支援

が必要なのかという形の１つ目標を決めた上で、どういう対処をしてい

くかという形で、民間活用もそこに含まれていくのかなという理解を今

日させていただいたところで、現実には非常に難しいテーマなのだなと

理解しています。以上です。 

○山本会長   ありがとうございます。なかなか他の市や区で先進的にやっていると

ころと同じように、民間賃貸の空き家を活用してというのは、千代田区

ではやり方を別にしないといけないかなという感じでしょうか。 

○早水委員   この第３回をやる前に、私も豊島区の居住者支援の件と、文京区と、

担当者とか我々の業界のほうのそれに携わっている人たちにちょっと聞

いてみたのですね。それで現状として見ると、やはりどこの区も似たり

寄ったりの現状を抱えていらっしゃって、高齢者でも障害者でも、そう

いう支援を必要としている人たちに向けられる物件というのは、千代田

区は確かに突出しているかと思いますけれども、やはり皆さん苦労して

いることは事実で、思うほどの成果というか、現状に合わせてそれをカ

バーできるところまでには行っていないとご説明を受けたのです。だか

ら結局、全員がやはり１つ頭がつかえてしまっている状態の問題に突き

当たっているのが、居住者支援のあり方なのかなという気がします。 

○山本会長   時間があまりないので、ここばかりできないのですけれども、物件を
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貸してくれるオーナーさんとの問題なのか、いろいろな生活ニーズを多

様に抱えている人たちを支援するという団体がない、あるいは団体があ

るけれども、非常に少ない人しか支援できないというそこの問題なのか、

両方なのか、ちょっとそこら辺をしっかり考えていかないといけないか

なという気はしますね。今おっしゃったように、どこの部分を支援して

いかなければいけないのかということをちょっと整理していかないと難

しいかなと、今、お話を伺っていて思います。 

        ありがとうございました。あと２０分ぐらいでもうちょっと説明をい

ただかなくてはいけないので、続きまして、「居住支援協議会の情報発

信と提供のアンケート結果」についてお願いいたします。 

○新治委員   それでは、資料２をご覧ください。改めて年末のお忙しいところご協

力いただきまして、ありがとうございました。会長・副会長を除いた１

０名の委員の皆様に、このアンケート調査票をお送りさせていただきま

して、その結果の取りまとめでございます。 

１枚お開きいただきまして、質問は３点させていただいてございます。

１つ目がホームページの関係、２つ目が効果的な情報提供のあり方、３

つ目が相談窓口のあり方、支援体制とも関係してくるかと思うのですけ

れども、ご意見をいただきました。 

その結果、例えばＱ１、ホームページに関しましては、という形でほ

とんどの方が回答①、②を選択され、現在議事録を掲載しているホーム

ページを他区の状況を参照しながら徐々に充実したり、あるいは議事録

や関連情報を提供していくのでいいのではないかというご意見の方が大

勢を占めました。 

        そしてＱ２効果的な情報提供の回路として、どういうところが求めら

れるのかということに関しましては、やはり居住支援の対象が高齢の方

が多いということもあるのか、ホームページというよりかは、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、それから相談窓口におけるＰＲ、区の相談窓口とか社会福

祉協議会、地域包括支援センターその他というところが上位３つとなり

ました。 

 それからＱ３相談窓口のあり方。これはもうほとんどの方が③の回答と 

いう結果となりました。この意味で、対応する職員が複雑に絡み合った相 

談ニーズを解きほぐして、居住支援を切り口に生活全般のご相談に応じら 

れることが人材を配置した窓口が必要とのご意見が大勢を占めました。２ 

票ほど公的公営住宅の相談窓口、ワンストップ型の連携窓口を設けたほう 

がいいのではないかということもございました。結果につきましては、以 

上でございます。 

以下は私見となりますが、これまでの議論で「生活支援ニーズをど

ういうふうに汲み上げるのかということで、先刻片岡委員のからも相談

の切り口をもう少し明確化すべきではないかというご指摘もございまし
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た。相談者お一人お一人様々な相談支援ニーズがある中で相談の切り口

を明確化して絞り込むこともニーズに焦点をあてるという点で大切なこ

とですが、他方で、幅広く民間賃貸住宅の情報提供にとどまらず、生活

全般について情報提供やご相談をお伺いする中で、潜在化した個別の相

談ニーズを包括的に支援する視点も大切かと思います。 

○山本会長   ありがとうございました。皆様、アンケートをお寄せいただきまして

ありがとうございます。このＱ１、Ｑ２、Ｑ３についていかがでしょう

か。ホームページについては、皆様のご意見としては、現状のものに少

しつけ加えたものとするほうが、今の段階ではいいのではないかという

形でご意見をいただいているようですね。 

        このアンケートにつきましては、今後どういうふうにお使いになるの

でしょうか。 

○新治委員   このアンケート結果を踏まえまして、現在は議事録しか掲載されてい

ないホームページのことや、パンフレットのことなど、区からも本居住

支援協議会に様々にご提案をさせていただきたいなと考えております。 

○山本会長   ありがとうございます。それでは、このアンケートをもとに、今後少

しやり方を考えていかれるということで、了解いたしました。 

        続きまして、「居住支援協議会パンフレットの作成」について、ご説

明をお願いいたします。 

○新治委員   それでは、お時間の関係で大変恐縮なのですけれども、資料４「居住

支援協議会についてのパンフレットの案」をご覧ください。こちらは、

先ほどの居住支援協議会の情報発信と提供についてのアンケート調査と

合わせて、たたき台をお送りして委員の皆様から多様なご意見をいただ

きました。改めて、ご協力いただきありがとうございました。 

今回机上配布の「パンフレット案」は、皆様から頂戴した様々なご意

見をなるべく反映して、最大公約数的に普遍化したもので、表現や配色

など実際に作成する際には、精査が必要と考えています。 

現状では、まだ居住支援協議会としての個別の取組みを実施していな

い段階のため、まず関係団体や区関係機関宛てに居住支援協議会の活動

に理解を深めていただきたいと考えています。支援対象者向けにつきま

しては、前段階として現状の居住支援に関連する窓口をつなぐ仕組みの

ようなものを作ったうえで、それぞれの相談窓口ではどのようなサービ

スやら支援をご提供できるのかを明記して、相談・支援の流れや内容が

一見して分かる、住まいのガイドブック的なものにしていければなと考

えております。ご報告は以上でございます。 

○山本会長   ありがとうございました。このパンフレットは、一般の区民の方にで

はなくて、さまざまなご質問を受ける窓口の専門職の方がごらんになる

ということなのですが、片岡委員、もしこれを社協の方が見たら、これ

でわかるという感じでしょうか。もう少しこうしたほうがいいのではな

いかというご提案はありますか。 
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○片岡委員   高齢者も障害者も子育ても、社協が全部いろいろな支援をさせていた

だいているところではあるのですけれども、今の段階なのでしようがな

いのかなと思うのですけれども、ちょっと漠然としているので具体的に、

右側のほうで幾つか書いてはあるのですけれども、もうちょっとわかり

やすい説明があるといいかなという気はしたのです。必要なサービスイ

メージというのが幾つか書いてはあるので、この辺で説明していただい

てはいるのですけれども、最初読んだときに、左側の子育て世帯が暮ら

しやすい住まい、環境づくりを推進するといっても、何をどうするのか

よくわからなかったので。イメージとしては、こんな雰囲気という形な

のでしょうけれども、多分社協の職員がこれを見て、じゃあ具体的に右

側の横をサービスとして提供していくのですよねというので、ここの範

囲であればいいのでしょうけれども、これでどこまでわかるかなという

のは、ちょっと私のほうでまだ……。 

○山本会長   わかりにくい感じですかね。 

○片岡委員   そうですね。 

○山本会長   新治さん、これはどういうところに配付される予定なのすか。 

○新治委員   現時点では、本協議会の委員の皆様の各窓口、例えば不動産関係の協

力店だとか、区でいうと出張所だとかを想定しています。現状では、相

談窓口がそれぞれ分立している状態で、居住支援協議会の看板を掲げて

支援事業を行っているわけではないという中で、縦割りにならないよう

にしていきましょうという１つの連携のツールとして活用できればと思

っています。 

片岡委員からもご指摘がございましたように、具体的に支援を行う流れ

や内容が漠然として、内容の充実が必要と考えています。これはご提案

になりますけれども、今後参考資料１の神戸市の例のようにワンストッ

プ型で相談窓口を設けるといことも考えられますが、まずは、現状で区

や関係機関が実施している支援サービスを連絡票なもので、機関同士の

相談窓口を繋ぐシートのようなものを活用して、ご相談者に包括的な支

援が提供できることを目指したいと考えています。このようにして、支

援実績を臨床的に積み重ねることで、効果的な居住支援の在り方を検証

してまいりたいと考えています。 

○岡田委員   今のこのパンフレットなのですけれども、１つは関連事業のご案内と

いうところで、民間賃貸住宅の情報についてということで、私どもの全

日本不動産協会千代田支部と宅地建物取引業協会さんが出ているのです

が、支部では民間賃貸住宅の情報っていうのは提供していないので、こ

れはちょっと書かれてしまうと、こういう問い合わせで支部に来られて

も、私どもとしては対応ができないというのは１点ですね。要するに、

私どもの全日本不動産協会千代田区支部というのは、組合員さんのため

のそういった活動をしているところなので、実際の業者ではありません

ので、これは書かれてしまうと、多分こういった民間住宅に入りたいけ
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れども、どうすればいいのだという問い合わせが来ても、この居住支援

協議会の今の会議自体をまだ私も支部に戻ってフィードバックしていま

せんので、支部長含め役員に。ですから、これは今書かれてしまうとま

ずいなかなと、早水さんのご意見も伺いたいですけど、１つです。 

        それと、あと表紙のところの支援協議会について、不動産関係団体が

構成団体で頭に来てしまうのですけれども、実際、不動産関係団体とい

うのは、多分、居住支援団体をサポートする団体に過ぎないので、ここ

が主導してやっているように見られてしまうと、いかがなのかなという

ところ、これを見て思いましたので、居住者支援の社協さんや民生委員

さんを含めた中でサポートするのが、あくまでも不動産業界ですから、

それも果たしてどこまでサポートできるかっていうのは、ちょっと今の

段階では未知数なので、そこのところの問い合わせを含めた構成団体の

ところの配列みたいなものはちょっと疑問に思ったところです。その辺

を会長のほうで整理いただきたいと思います。 

○山本会長   早水委員いかがでしょうか。 

○早水委員   岡田委員のお考えとある程度一緒なところがあるのですが、千代田区

の居住支援協議会のパンフレットの内容は、デザイン上の問題もあると

思うのですけれども、今日資料でいただきました福岡と神戸の資料を見

ると、やはり非常に苦労された結果なのだろうと思うのですけれども、

わかりやすいですよね。現状、チャートの形で流れとしてこういうこと

になっていますということがはっきりわかるので、どういう流れでいけ

ばいいのかという形で、特に福岡のほうなんかは、見開きにしたときに、

すまいるサポート福岡の仕組みというチャートの流れがわかるので、今、

岡田委員が言われたみたいに、我々は協力店ですよっていう形も含めて、

理解できる流れがわかると思うのです。 

        もう１つは、結局、私どもは、全日さんとちょっと違いまして、既に

平成１６年のときに、高齢者等の民間賃貸住宅入居支援事業の提携をし

ていますので、載せられて支部のほうに問い合わせが来れば、このとき

に協力店として名を連ねている方たちが対応することは可能だと思うの

です。ただ結局、今日の中で話が出ていますけれども、１２年間のうち

で６件ぐらいしかカバーができないという状態が実情でしょうから、回

答すると大変申しわけないけれども非常に厳しくて、なかなかそういう

条件に見合うものがありませんよという回答になってしまうと、本来、

わらにでもすがる思いで、こういうのがないのでしょうかとか、こうい

うことが自分の希望でかなうものに近い物件はないのかなって思う方た

ちにしてみれば、残念極まりないのだろうと思うのです。 

        それでいくのであれば、ある程度この流れがはっきり決められたとこ

ろで、やはり少しでもそういう向けられるものが確保できる動きが出た

ところで、初めてやはりある程度、一般の方たちということも含めて、

先ほど出た出張所とかに置かれて、見ていただく方には必要だと思うの
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です。その前段として、こういうものを現在やっていて、皆さんにより

これを理解していただいて、協力するほうにしてほしいという、これは

もうパンフレットというよりも、そういうものとして、我々の団体やそ

ういうものに流れてくるのであれば、これは第１段目では、新治副会長

の言われた話は理解できると思うのです。だから一般の方たちや、もっ

とほかの方へ出すためにという部分で行けば、これはあくまで、どちら

かというと内部向けであって、外部向けではないという理解を今の皆さ

ん方の意見だと、僕はそう思わざるを得ないと思います。 

○山本会長   ありがとうございます。そうしますと、一応、内部ということではあ

りますけれども、まず書き方の問題と、それから今、岡田委員のほうか

ら出た名称を挙げるかどうかという問題、それから時期尚早ではないか

という話も含めて、ちょっと検討が必要かなという感じですが、新治さ

ん、いかがでしょうか。 

○新治委員   たたき台としてこういう試みでつくってみて、相談窓口のあり方や、

事業の問題点というのが浮かび上がってきた感じがいたしました。どう

も貴重なご意見ありがとうございます。 

○山本会長   じゃあ、もうちょっと考え直したほうがいいところですね。 

○新治委員   作成するに当たっては、再度、たたき台を皆様にお示しして、ご意見

をいただきながら慎重に進めてまいりたいと考えます。 

○山本会長   どうもありがとうございました。それでは、「今後の居住支援の推進

について」ということで、ご説明をお願いいたします。 

○新治委員   本当にこの１年間、３回にわたりご協力いただきまして、ありがとう

ございました。思い起こせば、第１回が昨年７月２２日に開催させてい

ただいて、区の相談窓口のご案内させていただいて、第２回が昨年 9 月

14 日開催させていただき構成委員の皆様からのご意見や窓口の状況、事

務局の神戸市調査のご報告をさせていただき、お陰様で本日第３回とい

う形でパンフレットやニーズ調査など踏み込んだ議論をすることができ

ました。委員の皆様におかれては 1 年間ご支援・ご協力を賜りありがと

うございました。改めて厚く御礼申し上げます。 

次回開催が、29 年度となりますが本年５月を予定しています。 

展望といたしましては、本日、貴重なご意見をいただきましたので、

事務局としては、まず情報発信やパンフレットなどいよいよ具体的に動

き出していきたいと考えてございます。 

○山本会長   どうもありがとうございました。きょうは資料がたくさんで、先進地

域のいろいろなパンフレットもご紹介いただきましたし、それから千代

田区や不動産会社のほうで行われた調査、障害者や高齢者に関する現状

というのもご発表いただいたと思います。今、新治副会長のほうからも

お話がありましたけれども、次回は来年度になりますけれども、このパ

ンフレット等について再度ご検討いただいて、これをどうするかという

ことと、それから一般区民の方にどういう情報提供をしていくかという
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ことを次回としては考えていきたいと思っております。ちょっと間が空

きますけれども、また皆様に活発なご意見をいただければと思います。 

        ちょうど１２時になりました。本日はどうもありがとうございました。 
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