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■開催日時・出席者等 

日時 平成２９年５月２２(月) １０：００～１２：００ 

場所 千代田区役所 ６階 ６０１会議室 

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 

村木住宅福祉担当課長 

新治生活支援課長 

大坪障害者福祉課長 

小玉在宅支援課長 

平岡住宅課長 

新井所長 

 

■議事録 

＜開会＞ 

○山本会長   定刻となりましたので、ただいまから平成２９年度第１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、ご出席をいただきまして、

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報告をお願いいたし

ます。 

○新治委員   皆様、おはようございます。事務局でございます。平成２９年度第１

回の居住支援協議会出欠状況は１名、新井委員の到着がおくれています

が、全員出席の予定でございます。なお、本日は、事前傍聴の申し出に

つきましてはございませんでした。以上です。 

○山本会長   ありがとうございます。 

初めに本日の会議の公開・非公開についてお諮りいたします。ご異議

がなければ、原則どおり公開という形で進めていきたいと思いますがよ

ろしいでしょうか。 

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っ

ております。委員の皆様におかれましては、ご協力のほどよろしくお願

いいたします。なお、いつもと違いまして机上にはマイクがございませ

んので議事録を作成する都合上、お手数でございますがご発言の際には

挙手をなさっていただき、事務局がマイクを持参されますのでお名前を

おっしゃってからご発言をお願いいたします。初めに、区の職員の方々

の人事異動があったということですので、事務局からご報告をお願いい

たします。 

○新治委員   本日は机上配布資料の一番後ろのほうに名簿という形で平成２９年４

月１日現在の居住支援協議会委員名簿を地域福祉計画の概要版冊子の上
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におつけしてございます。まず住宅福祉担当課長につきまして４月に定

期人事異動がございました。武が他部へ異動して村木が転入して参りま

した。在宅支援課長中田が異動しまして小玉が転入して参りました。そ

れぞれ自己紹介を簡単にしてもらいますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○村木委員   おはようございます。４月から住宅福祉担当課長を務めさせていただ

いております村木と申します。よろしくお願いいたします。 

○小玉委員   皆さん、おはようございます。４月から在宅支援課長を拝命いたしま

した小玉と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山本会長   ありがとうございました。それではどうぞよろしくお願いいたします。

本日、机上に配付させていただいた資料の確認など事務局からお願いい

たします。 

○事務局    それでは、机上配布資料の一番上の「次第」をごらんくださいませ。

下の四角の枠の中に本日ご配付の資料がございます。右の肩の上の資料

番号に少し修正等がございまして、見づらいものがございますけれども

ご確認ください。 

資料につきましては、資料１から３までという形で、資料１（１）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、

（２）アンケートの回収状況、それから資料２としまして、相談窓口を

つなぐ相談票の（案）、資料３としまして（１）住まいのガイドブック

コンセプトのたたき台案、（２）台東区ガイドブック、（３）北区ガイ

ドブック、（４）が足立区ガイドブック、以上３点が資料でございます。

参考資料としまして１から５までという形で、参考資料１「平成２８年

度第３回居住支援協議会議事録」、参考資料２としまして「神戸すまい

るネット」の前回もお配りしました「居住支援相談受付票」、参考資料

３「関東ブロックにおける福祉住宅行政の連携」、参考資料４「新たな

住宅セーフティネット制度の背景と方向性」、本資料につきましては東

京都の居住支援協議会の幹事会で配られたもののコピーでございます。

参考資料５「千代田区地域福祉計画２０１６概要版」でございます。過

不足等ございましたらお申しつけくださいませ。よろしくお願いいたし

します。 

○山本会長   よろしいでしょうか。ありがとうございます。それではこれから、平

成２９年度第１回居住支援協議会の議事に入りたいと思います。私の時

計で１０時７分くらいなのですが、１１時４０分をめどに議事を進めて

まいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

初めに、平成２８年度第３回居住支援協議会の補足報告について事務

局からご説明をお願いいたします。 

○事務局    それでは、机上のほうに参考資料でお配りしました１の議事録をご参

照しながらごらんいただければと思います。居住支援ニーズ調査に関し

ましては、前回の議事録の８ページから１０ページに言及があり、山本
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会長と私の発言がずーっと続いて議事録の１５ページの山本会長の１つ

目の丸のところまでが、前回議事録でご議論いただいた内容となってご

ざいます。 

そしてお手元の資料１、こちらのほうが結果としてさまざまなご意見

をいただいた中で、高齢介護課から対象者の皆様にお送りした確定版と

なってございます。これにつきましては、１枚目の資料１の（１）の

「この調査は、」というのが３つ目の段落のところに書いてございます

けれども、「厚生労働省の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の手法に

より、千代田区にお住いの要介護１～５の認定を受けていない６５歳以

上の方の中から、無作為に４，０００人を選ばせていただき、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うかがいする」のを本

旨とする調査でございます。 

この調査の中に前々回の居住支援協議会において、高齢者の居住支援

のニーズ調査項目をまぜてもらうという形で私どもの案をお示したとこ

ろ、大変わかりづらくて恐縮して、さまざまなご意見をいただいたかと

思います。結果としてこのようになったご報告という形でございます。 

それで、１枚おめくりいただきますと、「基本情報について」、「あ

なたの家族や生活状況について」という形で、枝番がついていないもの

については基本項目で標準質問項目となってございまして、枝番につき

ましては追加質問項目となります。具体的には居住支援につきましては

２ページの問６の基本質問項目、「お住まいは一戸建て、または集合住

宅のどちらですか」という基本質問項目に附属する形で問６‐１という

形で、問６で「民間賃貸住宅にお住まいの方のみ」という形で「どのよ

うな居住支援が必要だと思いますか」という形で、いくつでもという形

で「１．保証サービス」以下６まで追加で質問をさせていただきました。 

問７なのですけれども、基本質問項目「現在、住まいのことでお困り

ごとがありますか」１枚おめくりいただいて、問７‐１、追加質問項目

でお困りごとがあると問７でお答えいただいた方について、具体的に何

が困っているのでしょうかという質問をさせていただいております。例

えば「家賃が高い」「部屋が狭い、広いなど生活実態に合わない」「エ

レベーターがなく、外出が困難」「トイレや風呂に段差があり、移動が

困難」「見守りや安否確認サービスがないため、緊急時が不安である」

「保証人が見つからず、転居ができない」「子ども・高齢者不可など、

契約条件が合わず、転居ができない」等具体的な選択肢をお示しして、

困っている内容がさまざまな内容になりますけれども、限定された範囲

内でこのような表記にさせていただきました。 

前回のときにも話題になりました、住まいについての質問について１

３ページ、問６６で基本質問項目「あなたは介護が必要になったときの

住まいについて、どのようにしたいと思いますか」の質問に対して、

「現在の住宅に住み続けたい」という選択をした方につきまして、問６
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６‐１追加質問項目で「介護が必要になったときに、現在のお住まいの

建て替えや、リフォームを行う予定はありますか」、「建て替えやリフ

ォームをする予定である」、「現在の住まいに住み続ける予定である」

「その他」「特に考えていない」という形。選択肢からお選びいただく

問６６‐２では「子どもや親族の家に移りたい」それから「子どもや親

族の家の近くの一般住宅に移りたい」という質問の表現として分かりに

くいということで前回議論になったところを「一般住宅に移りたい」と

いう選択を選んだ方につきまして、問６６‐２で「課題となることは何

ですか」という形でお聞きしてございます。「転居費用が準備できない

こと」「保証人がいないこと」という形で、具体的な居住支援ニーズに

相当するものも選択肢としてお選びいただくような形で、追加の質問を

まぜていただく形とさせていただきました。 

それから、このアンケートにつきましては２月１６日までにご返送く

ださいという形で、現在、集計のほうがまとまっています。資料１の

（２）Ａ４判の紙でございますけれども、郵送配布の郵送回収という形

でさせていただいておりますけれども、２月２日から１６日までの部分

について回収結果が出てございます。４，０００通お送りして回収数に

つきまして２、２９４、回収率５７．４％となっております。それと有

効回収数は、中に要件を書いてなかったという部分が１０件ほどござい

ましたので、実際の有効回収率は５７．１％となり、この種の調査では

かなり高い回収率かと考えております。居住支援ニーズ調査につきまし

て、ご報告は以上でございます。 

○山本会長   どうもありがとうございました。今、事務局のほうから高齢者のニー

ズ調査についてご報告がありましたが、今のご報告についてご意見ある

いはご感想などありますでしょうか。いかがでしょうか。 

今回のご報告は回収された結果ではなくて、こういう項目を載せまし

たということなので、それについては前回のときにいろいろ皆さんでご

議論いただいたので、特にないかなと思いますけれども、済みません、

これは障害者のことはなかったのでしたっけ、高齢者のことだけだった

のですかね、おやりになったのは。 

○事務局    今回は高齢者のニーズ調査のご報告で、障害者のニーズの居住に関し

ましてはその前に昨年、障害者福祉計画の関係で、居住支援の質問項目

が２つくらいだったのですけども、第３回の居住支援協議会の際にご報

告をたしかさせていただいているかと思います。また確認等させていた

だいて、追加で後ほど送らせていただきたいと思います。 

○山本会長   ありがとうございます。いろいろ居住に関するニーズを持っていらっ

しゃる方々というのは、特に高齢者だけではないのですけれども、とり

あえず今のところターゲットとしては、千代田区の場合は高齢者を主な

層として調査を重点的にやっていく、ということでやっているかと思い

ます。これはいつぐらいに分析結果が上がってくる予定でしょうか。 
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○事務局   今、回収して分析作業に入って、また介護保険審査会等で報告成案に、

急いで高齢介護課で行っているところでございますけど、今、報告書の

議論中という形で、今の予定では７月にはアンケート結果を外部に公表

できる状態になると思いますので、協議会の開催の有無にかかわらず皆

様のほうにお送りをさせていただきたいと思います。 

○山本会長   ありがとうございます。例えばデータを持って私どものほうで加工し

たりするということはできるのですか。 

○事務局    今の会長のご質問の主旨というのは、分析結果について居住支援協議

会なりに、例えばクロス集計等を使ってさらに分析を深めたいというご

意味ですか。 

○山本会長   そういうことです。 

○事務局    クロス集計の結果については、公開情報になるかと思いますので大丈

夫です。 

○山本会長   大丈夫ですか。わかりました。ありがとうございます。ほかにいかが

でしょうか。この件につきましては７月ぐらいに一般公開ということで

すので、私たちもそこで実際の分析結果を手に入れることができるとい

うことです。 

さすがやはり高齢者の方々、５７．１％はかなり高いですね。大体２

倍ぐらいは上がっていますね。こういう郵送調査の回収率ということで

は。ちょっと楽しみにしておきたいと思います。ありがとうございます。

それでは、引き続きまして事務局からの報告事項で、２点目ですかね。

よろしくお願いいたします。 

○事務局    それでは、レジュメにお戻りください。これも前回、大分ご議論をい

ただいてパンフレットの作成と相談窓口の「つなぐシート」という形で

前回ご提案をさせていただいて、レジュメの次第では（３）と分けてご

ざいますけれども、内容的には関連するということで一緒のことという

形であわせてご報告をさせていただきたいと思います。 

まず議事録のほうでは、該当ページ、特に議論になったところは２２

ページ、これはかなり後ろのほうになります。山本会長の２つ目の○の

ところから、実は前回の議論が始まっておりまして、ずっと続いてほぼ

最後、２５ページの上段、山本会長の発言までこのパンフレットについ

てご議論をいただきました。主なご議論のところでいうと、核心を突い

たご指摘だったのですけど、例えば、「誰を対象に何を伝えるのかが不

明確である」ということ。それから、「具体的なサービスのイメージが

湧かない」「連絡先の名称や記述の仕方をもう少し考慮する必要があ

る」「相談の流れ、フローチャートがあるとわかりやすい」「一般の相

談者向けのガイドブック作成は、時期尚早ではないか」等々のご意見を

頂戴いたしました。 

そのような前回のご議論を踏まえまして、パンフレットを手にする方

が何を目的に期待して、そのパンフレットをごらんになるかというそこ
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の基本が置き去りにされていたということで、その後、住宅課と庁内連

絡会という形で生活支援課と福祉総務課、住宅担当課長と入って、やは

りパンフレットの作成に際しては、基本的に今回のご指摘の「誰を対象

に何を伝えるかが不明確」、それから「連絡先の名称の記述の仕方のル

ール」「相談の流れ、フローチャート」というそういうところを考える

と、まずはパンフレット作成のコンセプトをしっかり固めて、それで居

住支援協議会としてそういうガイドなりご案内していくべきではないか

という形で、区のほうでは考えてございます。そのために今回、資料３

のほうでお示しさせていただいた、ガイドブックのコンセプトのたたき

台のさらに案という形で、皆様に逆にご議論をいただいたほうがよろし

いかなというところで、たくさんあって恐縮なのですけれども、資料の

３‐１でコンセプトというのを考えてみました。 

あわせて参考資料のほうの今回の「すまいるネット」これは毎回お配

りしているものですけれども、こちらの２をごらんいただければと思い

ます。ガイドブックのコンセプトに関しましては、まず１番、区の住ま

いや生活相談の窓口について、区関係機関・不動産関係団体・居住支援

団体職員の職員向けに区が行っている相談・支援活動の見える化を行い、

効果的な居住支援に役立てていこうという形でつくるとしたならば、と

いうコンセプトでございます。配布先としましては、区の関係機関、福

祉・住宅関係の所管課、出張所、それから不動産関係団体という形で宅

建・全日の各支部、それから（３）で民生・児童委員、保護司、この辺

のところはご議論いただいたほうがよろしいかなと。障害者の共助会と

かシルバー人材センターとか社会福祉協議会とかいう形。それから町会、

婦人団体協議会、区会議員ということを想定しました。 

目次としましては、住まいの相談窓口をまず流れがわからないという

ご意見も踏まえて、どこに相談に行ってその相談がどういうふうに流れ

るのかという相談の流れをお示しするシート、これは裏面となっている

のですけれど、実は３‐２のほうで、表裏で「居住支援相談票（たたき

案）」というのをおつくりしたのですけれども、これが参考資料２の、

神戸のワンストップ型で行っている居住支援相談受付票をアレンジして

作成してみたものでございます。オリジナルで作成しました。このよう

な相談支援受付票を使ってという形でフローチャートを。フローチャー

トの中身はまだできていないのですけれども、お示しできればと思って

います。 

目次の（２）としましては、住まいに関する助成、いろいろなさまざ

まな助成が、家賃助成とか耐震促進助成とか事務所の住宅転用助成とか、

区等で行っている助成に関してご案内をすると。それから（３）住まい

に関する資金の貸付制度、（４）公営住宅（民間賃貸住宅）の住まい探

し、（５）住まいに関する税金、（６）その他、という形でとりあえず

織り込んでいく形にさせていただけたらと考えてございます。 
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資料３‐２のほうにお戻りいただきまして、受付票について参考資料

２の神戸と違うところは、相談内容のところが神戸の場合は「住まい街

づくり公社」が全面受託をしてワンストップ窓口になっているので、住

まいのことがまず入り口になってございますけれども、区のほうに関し

ては基礎自治体という形で、まず住まいの相談内容のところをごらんい

ただきたいと思います。住まいの相談、そこにあわせて生活相談という

形で、２としてその他の生活相談、こちらをあわせてお聞きできるよう

な体制にしたいと考えました。細かい選択肢をお書きするとかえって選

択しづらくなるので、高齢者と障害者の相談、生活保護以外の経済的な

相談、ひとり親世帯の相談、女性の相談、家庭相談、資金の貸付の相談

という形で、２番としてそれをアレンジしたのがオリジナルの状態にな

ってございます。 

そして、この様式中の状況欄について個人情報の取り扱い、条例とか

法律で今、厳格な取り扱いを求められている関係で、これは相談員が記

入することになってございますけれども、裏面をごらんくださいませ。

本相談を受け付けましたら、まず生活相談の部分について各関係機関と

連携をしていく必要が出てくるかと思うのですけど、その際にご相談を

受けた内容についてその相談機関の者と、いわゆる情報共有していいか

どうかをご本人あるいは相談者にご了解を取って、ご了解をいただいた

方に関しては確実につなげて２度同じ説明をしなくて済むように、最初

インテークの形でお話をお聞きして、あっち行ったりこっち行ったりと

いうことがないようにできれば、という案でございます。 

またもとにお戻りいただいて、相談員が「紹介・連携状況」で考えら

れるパターンは５つほどあり、ご相談のみ、それから相談を継続してい

く形の方、具体的に助成金の申請を受理したとか他課の相談窓口を紹

介・連携した場合、逆に他機関をご案内、ご紹介する場合もあるという

形で、本当に試みのものなのですけれども作成してみました。 

以上、少しご議論いただくという意味で本当のたたき台で恐縮なので

すけれども、前回ご議論いただいたものついてご報告とご議論いただく

ご提案でございます。以上でございます。 

○山本会長   ありがとうございます。「つなぐシート」というのはこの「居住支援

相談票」という理解でよろしいですか。 

○事務局    そのとおりでございます。 

○山本会長   わかりました。ありがとうございます。それでは議事の２と３を一遍

にご説明いただいたのですけど、関連しておりますのでどうぞどこから

でも結構なのですけれども、こういう形でいいかどうかとか、もうちょ

っとこういうふうに、こんなことを入れたほうがいいのではないかとか

というご提案がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局    これは、他区の居住支援協議会がないところの例なので恐縮でござい

ますけれども、資料３－３から２となっているのですけれども、台東区
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と北区とそれから足立区の、これは住宅課のご協力をいただきまして、

住宅相談窓口に置いてある住まいのガイドブックを取り寄せてございま

す。 

多分この議論の参考になるのかなと思うのは目次のところかと思いま

す。例えば台東区、「住宅総合ガイドブック」となってござますけれど

もどういうご案内の構成になっているかというと「公的住宅等の案内」

「住まいのための資金」「高齢者等への居住支援」という順番になって

ございます。 

ちなみに北区はどうかといいますと、その構成が全く違っていまして

目次１枚お開きいただくと、「住まいを建築・購入する方へ」という、

それから「住まいをなおす方へ」といういわゆるこういうニーズを持っ

ていると思われる方に対してこういうメニューがあるよという示し方で

す。 

足立区はまた少し違っていまして、「住まいるインフォメーション 

住まいのお役立ち本」これは個人的には非常にわかりやすいかなと思っ

たのですけれども、具体的なニーズに対してそれを受けたサービスがど

うなっているかという、ちょっとこれ薄くて大変恐縮なのですけれども、

実はこれタイトルバーがあってそれぞれ項目が分かれています。原本を

今、持っていないのですけれども、例えば「住まいの安全・安心を確保

したい」その場合はどうしたらいいのかとか、「資金の貸付等を受けた

い」あるいは「自分にあった住まいを探したい」右側の一番上とか、と

いう形で「○○したい」。じゃあそのときにどこを見ればいいのかとい

う構成になっています。ご参照いただければと思います。 

○山本会長   ありがとうございます。こちらの３つの区には、これは一般の人に向

けたパンフレットですよね。私たちが今回つくろうとするのは、まず一

般の相談を受けられる、専門職の窓口に置くものをどうするかというこ

とになっていますよね。 

○事務局    会長ご指摘のとおりに、まずは相談機関からなのですけれども、ただ

相談機関、例えば町会、民生・児童委員という形で区民に身近なご相談

を承ったときに、逆にそれも欲しいのだけどなという場面も出てくるか

なというところで、どこまでできるかあれなのですけれど、ガイドブッ

ク的な要素も盛り込めるような、まず骨格的に関係機関のものなのです

けれども、そこに少し追記すれば区民の皆様が手に取ってもわかりやす

いものになる、汎用性のあるものにしていければと考えてございます。 

○山本会長   そうすると、相談専門職向けプラス一般の人にもわかりやすいものを

ということなのでしょうか。 

○事務局    そうですね。実は相談機関の職員自身、区がやっていることがかなり

幅広いもので理解していない。福祉のほうでは住宅のいろいろな助成制

度についてなかなか……、こういう制度があったのかというところで普

遍化する必要があると、逆にその普遍化する内容については幅広く薄く
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シェアをして、逆にそのご説明の中で職員が聞かれたときに「あれは住

宅課なので、そっちに行ってください」というたらい回しがないように

したいと思いまして、基本は職員なのですけれども区民の方がお読みに

なってもわかるようなものに落とし込めるような、それの職員版として

考えたいなと思っています。 

○山本会長   わかりました。ということなのですが、よろしいでしょうか、皆さん。

それではどうでしょうか。まず、どこからでもと確かに申し上げたので

すけれども、「住まいのガイドブック（関係機関向け）コンセプト」、

資料３‐１とあるほうです。案として出されているものについて、ご意

見をいただけますとありがたいです。 

○事務局    特に事務局から会長のほうにご意見を聞いていただきたいなと感じて

いますのは、基本は区の相談窓口の居住支援サービスのご案内なのです

けれども、今回ご出席いただいている不動産関係団体、それから居住支

援団体のほうで、実はこういうご相談を受けていますという、こういう

ふうに載せて欲しいとか、あるいはその中にこういうふうに盛り込んで

欲しいというご意見も、せっかくの機会ですので頂戴できればと事務局

としては思ってございます。 

○山本会長   わかりました。それでは岡田委員いかがでしょうか。何かこういうガ

イドブックですね。一応職員向けということであるのですけれども、何

かこういうことを載せられるというご提案がありましたらお願いします。 

○岡田委員   ちょっと今、整理したいのですけれども、資料３－１というのはちょ

っと印刷が、私、探していたのだけどみつかりません。 

○山本会長   最初、資料４と書いてあって、消してあって３－１になっているので

すね。 

○岡田委員   私のところにこれ、なかったのですよ。 

○山本会長   コンセプトと書いてある資料。ガイドブックコンセプトと。それでは 1

部差し上げていただけますでしょうか。 

○山本会長   そうしたら、早水委員のほうから先にご意見いただけますでしょうか。 

○早水委員   逆に、先に多分訂正のお願いになると思いますけど、このコンセプト

案の配布先のところの（２）宅建千代田支部と全日さんの千代田中央支

部と、これ入れかわりだと思うのですけれども。全日さんは千代田支部

で、こちらのほうは宅建千代田中央支部となりますので、そこが訂正を

お願いするところです。 

コンセプトのことなのですけれども、関係機関向けということであれ

ば、当然、それを熟知している方というのはほとんどいらっしゃらない

と思うのです。ゆえにだから、どういう流れで、例えば私どもであれば、

そういう高齢者とか障害を持った方が、万が一ご自分でという形で居住

を求めたときに、「区のほうでこういう助成を受けられますよ」とか、

「こういう案内をしていますよ」という形を含めた流れをお知らせする

こと、当然そこへ専門に区のほうに相談に来られた方は、現実問題とし



 

   １０

て自分が受けられる助成の内容であるとか、現在こういう取り組みと仕

組みがあってこういうことになっている、ということがわかるものがや

はり必要なのだろうと思うのです。 

そうすると、機関向けであっても利用者にとってはガイドブックとい

う形であれば流れ全体を説明してもらう。前回のときにたしか神戸の資

料をいただいて、非常によくできているのではないでしょうかと僕は発

言したと思うのですけれども。流れがわからないと、どこにご相談に行

っていただくのがいいのかということがわかりづらいと思うのです。ま

た逆に、区のそういう専門の相談を受けた方たちが、「この方の要望に

対しては自分がここまで応えてあげられるけれども、もっと詳しいこと

はこの課に行っていただく」という形で紹介することができる流れのガ

イドブックがわかりいいのではないのかなと思うのが１つあるのです。 

ただ、今いただいている資料を一生懸命あっち見てこっち見てとして

いたのですけれども、資料３－２、３－３、３－４と台東区、北区、足

立区というところで、目次になる各ページなのですけれども、辞書の索

引みたいな形で何を求めて調べるとわかりやすくするのがいいのか、自

分はどうしたいか、という形でどこへ行けばいいのかというのがわかる

形で、どちらを選択した形で千代田区のほうはこういうガイドブックを

つくるのがいいのかなと思うのです。どちらも基本的には、それぞれ言

おうとしていることは最終的には同じなのだろうと思うのですけれども、

取りかかりとしてどちらのほうが、我々もそうですし、相談者の方も、

もしこのガイドブックをいただいたときに、「私ここへ行って、相談す

ればいいのね」というところがわかりやすいのはどちらなのだろうかな

という気がするのです。 

きょう、たまたまカラーが出ている形でその後になると思いますけれ

ど「千代田区地域福祉計画２０１６概要版」というのを配られたのでこ

れを先ほど見ていたのですが、これは、非常にカラーですから見やすく

てわかりやすいと思うのです。これが同じように、相談をするときには

この部分のどこへ行けばいいのかが、チャート図がついていて、この間

のコピーみたいについていて、「あっ、ここへ行こう」と、間違って行

ったとしてみても、受けてくれるほうも「これで来たのだったら、これ

はこっちのほうがいいです。隣の課のほうで聞いてみてください」とか

連携もしやすいでしょうから、相談員の方が先ほどこの相談受付票を記

入するときに、当然、相談のみで終わることもあるでしょうけれども、

連携したところの中身がわかると最初からいいものができると、いいも

のをつくろうと努力することは必要だと思いますけれども、どこかで改

訂するときが必要になると思うのです。それは、やはりこれはデータと

して連携した課があるとか、そういう方たちとの流れが蓄積された上で、

「ここは要改善」と、こういう形でこういうふうに聞くほうがわかりや

すいというのを取り込める、そういうものが必要になってくるのではな
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いのかなと、今、配られている資料を見ながら一生懸命考えていたとこ

ろです。 

○山本会長   ありがとうございます。早水委員の千代田区中央支部としては、どう

いうことだったら載せられるという感じがありますか。このパンフレッ

ト、ガイドブック。 

○早水委員   我々、基本的にはそういう不動産関連のものをご紹介するとか、それ

についてのご相談というのが主になると思うのです。だから、その部分

についてはその部分をと思うのですけれども、逆に我々からすると、区

との連携をしたくても何を主体にして連携をすればいいのかというもの

がまだはっきりしていない。 

従前、何回か出た話がありますけれども、住みかえなんかの相談をさ

れることがある。たまたま、前にもお話したことがあると思うのですけ

れど、うちは千代田区と中央区の２つの区が合併している状態の支部な

のです。中央区は、ここでの参考の話ですけれども、高齢者の住みかえ

相談というのが、はっきり区の相談の中であるのです。千代田区もそう

いう形で、以前は高齢者住みかえの相談があったのですが、現実にあま

り機能されていない。ただ中央区のほうは、私どもの役員を派遣させて

いただいて、月２度くらいのペースで相談を受けているのです。ゆえに

現実問題としては、前回話したとおりほとんどそういう方たちに向けら

れる物件がありませんし、地域柄非常に難しいということではあるので

すけれども、ではどうすればいいのだというのがその積み重ねで、表現

は悪いですけれども安価な自分の経済状態にあったものを探すのであれ

ば、中央区外に出なければならないのか、はたまた中央区の中でも限ら

れた地域の中に、そういうものがあるからということをそこで知るとい

うこともあります。当然、タイミング、タイミングで変わってくるとい

うこともありますので。 

そういうことも含めて、我々も自分たちだけで皆さんどうぞと言って

いる話ではありませんが、区やそういう関係団体やそういう方たちとの

連携をしていったとき、だから、先ほどからご説明しているとおり、神

戸のチャートが非常に役に立つというのはそこなので、誰と連携してい

るのか、どういうふうにつながっているのかという流れがわかれば、使

われたり、見る方やご説明する方がやはりわかりやすいのではないかな

と。それはやはり本来のガイドブックであって、このことに関して相談

員の方もそうですけれども、すごく習熟して熟知された方ばかりではな

くても、やはりある程度わかるマニュアルになっていないと、せっかく

つくってみてもあまり意味がないのかなという気がするのです。 

○山本会長   ありがとうございます。済みません、それでは岡田委員ごらんになっ

ていただきましたでしょうか。 

○岡田委員   済みません、ようやくわかったので。３ポイントに分けたいのですけ

れど、１つは、この宅建の千代田中央支部、それから全日の千代田支部
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ということで、業界のほうにまずこのガイドブックを多分いただいたと

しても、今、千代田区の私どもの業界の不動産業者は、多分７割が事務

所向けなのですよ。仲介向けは。住宅というのは、基本的に住宅向けに

やっている業者というのは非常に少ないですね。ですから、例えば私ど

もの支部にこれをいただいたとしても、支部のほうが支部の費用負担で

多分業者に送るということは非常に難しいと思います。ですから、配布

の仕方とかについては、あくまでもこの全日の千代田支部というのは、

そういったその支部の業界の情報伝達ですとか、業界についての研修会

ですとか、いわゆる公益社団法人になっていますので、公益社団法人の

中での情報伝達の機関なので、それを業者に全部こういったことを伝え

るという行政の代替のそういった活動をするというのは、非常に負担に

なってきてしまうので難しいと思います。それが１点です。 

２点目は、私が従前から申し上げているように、千代田区の特性をま

ず把握した上でこういったガイドブック等々を作成していただきたいと

いうことは、ちょっと私は業界を離れて申し上げていることで、１つは、

まず千代田区の場合は、ビル内の居住者が非常に多いということが挙げ

られるわけですよ。ですから例えば、ビルの中の上の階に高齢者の、例

えば町会長さんですとか町会の役員の方が住んでいる。お子さんたちは

世田谷や江戸川に住んでいる。それは私どもの地域でも非常に多いです

ね。そういった方に対して１つ。それともう１つが、神田方面で多い戸

建てが老朽化している戸建て。例えば和泉町のほうであったりとか、そ

れから神田の錦町の奥、今、再開発かかっていますけれどもそちらです

とか、あと内神田の千代田小学校の裏のほうですとか、非常に小さい戸

建てが密集している地域があります。それが２点目です。 

それと、今、非常に多いのが私どもの岩本町でもそうですけれども、

今、千桜の再開発があります。それから、私どもの岩本町の地域でも高

層マンションが続々と立っていますので、そういった高層マンションの

地域の方、今、高層マンションの地域の住人の方が、例えば以前は和泉

橋地域と麹町地域が１対６の割合の住人比率であったのが、今は大体３

対１ぐらいの割合になってきていますので、人口増加が非常に多い。で

すから、そういったところに分けてこの住宅総合のガイドというのは、

千代田区の特性を踏まえた上で作成していかないと難しいというころが

あると思います。 

ですから、３点目に入りますけれどもこの３つの足立区さん、台東区

さん、北区さんを見ると、足立区さんは非常に居住者が多い。こういう

一般的な居住者が多い。北区もそうですね。台東区さんは、ちょっと一

部特性的には、例えば浅草ですとか商業地域が多いと。ということで、

今、ちらっと見た感じでは台東区さんは無難で、北区さんはちょっと工

夫がされていて、私が見た限りでは足立区さんは非常によく、そういっ

たニーズを見れば、何を知りたいかということがわかるということが書
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いてある。足立区さんは非常にいいと思います。ですから、３番目は、

この足立区さんに少しこの千代田区の特性を入れた上で作成をしたもの

をつくっていくと非常にいいのではないかなと、今、見た限りでは思い

ました。最初は業界のことで、最後のほうは地域からの発言ということ

で見ていただきたいですけれども、そういったことだと思います。 

○山本会長   ありがとうございました。大変有意義なご意見だと思います。吉岡委

員、いかがですか。 

○吉岡委員   まちづくりセンターの吉岡です。ガイドブックですか、盛りだくさん

にしないで、居住支援協議会としてのガイドブックですよね。だから高

齢者、それから住宅確保要配慮者ですか。そういう方にポイントを絞っ

ておつくりいただいたほうがよりいいのではないですか。これを見ると、

一般の区民の方も入っているのでしょうか。それがちょっと……。 

○山本会長   そうですね。一般の人のも入っています。 

○吉岡委員   ３区のパンフレットも一般の方が入っていますよね。これはよくでき

ていると思うのですが。居住支援協議会としてかかわるならば、ポイン

トをある程度絞って、特に高齢者が見やすく、ちょっと興味を持って見

やすくするという工夫が必要ではないかと思うのですが。 

        それと質問、よろしいですか。 

○山本会長   はい、どうぞ。 

○吉岡委員   資料２の相談票なのですが、これもいろいろ区の行政官と相談するこ

とが全て入っているような感じなのですが、こういう形で居住支援協議

会等の相談会に来たときに、これを相手の方に渡して、例えば住宅の中

でも融資資金とかそういう相談を受けたときは、その専門の区の職員の

方が相談を受けるということでよろしいでしょうか。 

○山本会長   どうぞ、事務局、お願いいたします。 

○事務局    吉岡委員のほうからのご質問なのですけど、相談票につきましては、

とりあえず、神戸のワンストップ型の相談窓口において住宅に特化した

形でのご相談を受けているのに対して、かねてから議論があった住まい

のほかに実は生活支援のニーズがある方もいらっしゃると、そういう形

であわせてそういうものをお聞きできるような体制にしていきたいなと

いう将来的な考えがございまして、それの試みにたたき台として作成し

たもので、ここまで本当に一足飛びにできるかどうかというのは、やや

疑問の向きはあるのですけれども、やはり住まいの相談にまつわってど

うしても生活相談というのがセットで出てくるのかなと。特に高齢者の

場合はその可能性が高いという形で、試みにこのようなちょっと行政の

全ての部分で盛り込んでしまっているのですけれども、住宅確保要配慮

者もどなたが来るかによって変わるために、ちょっと総花的な２番の表

現になっているのですけれども。入り口という形で広くお受けして、で

すので逆に言うと、区のほうでお受けするときに、しっかりしたインテ

ークができないと、これが絵に描いた餅になってしまうという、ちょっ
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と諸刃の剣の部分があるのですが。 

○山本会長   つまり、千代田区においては神戸のようにワンストップ型の住宅につ

いての相談窓口ですよというのを設けはしないということですよね。そ

うですよね。そのかわりさまざまな窓口において、住まいについても含

んで相談を受けるということになるのです。だから、受け取ったほうが

これは生活保護の問題であるし、また住宅の問題なのだなということを

ちゃんとアセスメントできないといけないということなのですね。 

○事務局    ありがとうございます。まさにそのとおりで、神戸市のほうが人口１

５０万人、千代田区がふえたという形で６万人、かなりエリアも人口も

居住支援のニーズの大きさも違うと。その中で考えますとワンストップ

型の専門相談窓口をつくるよりも、それぞれさまざまな顔の見える関係

性の中で福祉の相談窓口でご相談を受けたときに、住まいの相談、逆に

入り口が違うかもしれないのですけれども、ほかの生活の相談を受ける

中で実は住まいの相談があるといったときに、こちらの居住支援協議会

のメンバーのそれぞれのサービスにうまくつなげていけるようにするほ

うが、千代田区の地域特性に沿ったご相談になるかなと考えています。 

○山本会長   わかりました。吉岡委員、いかがでしょうか、今のご説明。 

○吉岡委員   わかりました。 

○山本会長   ありがとうございます。それでは社協の片岡委員、いかがでしょうか。 

○片岡委員   済みません、夏風邪をひいてしまいまして聞こえにくいかもしれませ

ん、申しわけありません。我々は関係機関ということで相談者の方々に

ご説明をさせていただく立場で、どんなものが欲しいかなというお話な

のですけれども、我々がご説明させていただくのに絶対に必要なのが、

制度設計が明確になっていてくれないと困ってしまうのですね。例えば

助成の種類はどんなものがあって、その対象者はどういう方であって、

受けるための要件は何であって、どんな支援が受けられて、その支援を

受けるための事務手続がどういう流れになっていて、最終的にこの助成

で話し合っている中で、ここはどうなのかなといったときに、どこに確

認すればいいのか、そういったことが明確になっていないと途中でとま

ってしまうのです。その方に対しても明確なお答えができなくなってし

まうときがあるので、そういった制度設計は明確にしていただきたいな

というのがあるのですが、一方でそういう書類というのは、一般区民の

方にはとてもわかりにくいのです。 

だから、先ほど新治課長のほうで相談者にもわかりやすく、関係機関

にも使えるもので一体的にとおっしゃったのですけれども、なかなかそ

れって難しいのではないかなという気がするのです。例えば、我々も生

活困窮ということで制度福祉資金という貸付制度をやっているのですけ

れども、生活困窮のご相談に来るときに、困窮の原因は何なのかという

ことをよく話し合うわけです。それが、いわゆる高齢者世帯が原因にな

っているのか、障害というものが原因になっているのか、ひとり親とい
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うものが原因になっているのか、はたまた、それではないいろいろな理

由が重なって結果的に困窮という形になっているのか、そういうものが

相談する方というのは明確になっていないで相談される場合が多いので

す。なので、先ほど私が申し上げた制度設計が明確に……と説明しても、

自分がどれに当てはまるのかよくわからないという話になってしまうの

です。 

なので、相談者の方向けというのは、もう少しいわゆる基本スキーム

というかアウトラインというか、そういったところで、自分の相談事の

本質的なものは何なのか、ということが導かれるようなものが一番いい

かなと思いますし、そこで最終的に見出した相談事の本質的なところを、

こういう制度設計に基づいて解決する手段はあるようですよということ

で説明するのが一番やりやすいかなという気はしました。 

○山本会長   ありがとうございます。実際に相談受けられることが多分多いと思う

のですけれども、そのときにやはり、自分たちが説明に使う資料と一般

の人にお見せする資料は違うものだとお考えでしょうか。 

〇片岡委員   例えば、我々生活福祉委員のガイドブックというのは分厚い資料があ

るのです。細かく分かれていてお話を受けている中で、これとこれとこ

れに該当するかもしれないなというところで、あとは最終的には東京都

の社会福祉協議会の制度なので、東京都社会福祉協議会にこういうご相

談の内容であったけれども、この制度とこの制度とこの制度に該当する

だろうかどうかということの確認を取ります。こことここは該当します

よというのであれば、その制度が使える事務手続に入っていくという形

になりますので、細かく分かれた資料を面と向かって説明していても、

相談者の方は逆にわけがわからなくなってしまって、困るのではないか

という気はします。 

○山本会長   なるほど。松井委員、いかがでしょうか。実際にご相談を受けていら

っしゃると。 

○松井委員   実は偶然なのですが、昨晩、電話がありまして、区内の方からまさし

くこれに該当するようなご相談があったのです。 

前に神戸の例で居住支援とか住宅課の専門のところで、そういうワン

ストップの相談窓口が私もすごくいいなと思っていたので、これが高齢

者であるか若い方とかいろいろなケースがありますけれど、実際に困っ

ている方がそこに相談に行けば、悩みは複合的なのです。これから子ど

もの学校、保育園とかそういうことにも困っていることはいっぱいある

ので、そういう１つの窓口に行ったときによくいろいろわかっている方

が相手になってくださるというのが理想的だと思っていたので、きょう

このことも、実際にこういう女性が１人で住めるマンションとかアパー

トとかがあるのかどうかも、区内の方とかにも聞いてみたいなと思って

いたところです。 

先ほどから話に出ている住まいのガイドブック、これ関係機関用なの
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ですけれども、これに関してはわかりやすいも何もなくて、実際に不動

産をあっせんしてくださる方に、高齢者とか子連れのひとり親世帯とか

いろいろな方も入居してもいいという物件を、すごく親切に相談に乗っ

てくださるように、それは区のほうから各不動産会社さんによくお願い

して、区民の力になってほしいということをお願いしてもらいたいとい

うことと、あと社協さんとか民生・児童委員とか、やはりこういうふう

に相談されるので、そのときは居住支援のこういう窓口にぜひ相談して

くださいということを伝えていただければ、それで、いくら私たちがパ

ンフレットを見ても実際に全然力にはなれないのです。しかるべきとこ

ろにつなぐということしかできないので、ぜひ、神戸の１５０万ですか、

たくさんのところでワンストップでできているのだったら、千代田のほ

うが逆に少ないので、もっと親身になってやってくださる窓口ができる

のではないかなと期待しています。 

○山本会長   ありがとうございます。その方は民生委員さんということで、誰かに

相談したら民生委員さんにも相談してみなさいということで回ってきた

のですか。 

○松井委員   そうです。民生委員としては相談されたりすることが、ほかの方も結

構あると思うので、ワンストップで相談にのってもらえる窓口がぜひ千

代田でできればいいなと思っています。 

○岡田委員   今の件でよろしいですか。 

○山本会長   どうぞ。 

○岡田委員   今のお話で、業界のほうとしてお答えをしたいのですけれども、まず

そういう方が例えば千代田の窓口から業者に来たとします。そうします

と、業者はあくまでもオーナーさん側に立つのです。ですから、業者の

ほうはオーナーさんがそういった方に部屋をお貸ししたときに、まず、

貸し倒れがないかというのを見るわけです。そうすると、私が従前から

申し上げているように、今は賃貸向けというのは必ず保証会社をつけま

す。保証会社がオーケーということであれば、その方に対してお貸しす

ると思うのです。ただ、保証会社というのはまずその方の収入保証を求

めます。源泉徴収票ですとか、そういったもの。それから住民票、会社

でしたら決算書、それを全部判断した上で評価するので、それでだめだ

ったら住めないのです。 

今、千代田区の場合ですと、多分ワンルームだったら例えば安いとこ

ろでも１０万は確実にしますので、なかなかそういった方がご相談され

て業者のほうに振られたとしても、業者のほうはなかなかこういった物

件しかないですよと。先ほど松井委員がおっしゃったように、何とか困

っているからお願いしますということを言われたとしても、我々業者の

ほうの立場としたら、あくまでもそれはビジネスのことなので、それは

無理ですとお答えするしかないです。 

ですから、そういったものが担保されるには何かといったら、それは
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以前にも本協議会でお聞きしたときに、そういった保証はないというこ

とで東京都のほうからもご回答いただきましたけれども、そういった方

が入ったときに区なり行政なりが、あくまでも賃料を保証する。それが

この６万９，５００円の保証なのですけれども、それだと千代田区は無

理なので、そういったものを何かしら行政なりが担保するという形を取

らないと、なかなかそれは難しいということは業界としてお答えしてお

きます。 

○山本会長   ありがとうございます。先ほど片岡委員がおっしゃったように、そう

いうのが実際あるけど使えるかどうかということをはっきりさせて、例

えば絶対千代田区に住みたいことではもしかしたらなくて、今、困って

いる状況で例えば千代田区が住めないのだったら板橋でもいいよという

話。つまり相談に乗っていろいろもつれたものを解きほぐして、こちら

の家に住みたい、こういう制度が使えるということがわかればいいので

はないかと思うのですけれども。必ず千代田区でないといけないという

ことではないのではないかと思うのですけれども、やはりそうなのでし

ょうか。 

○松井委員   その方は千代田区でも家賃を払えるとは思うのです。自分で住まいを

探したことのない人が、住まいのご相談に乗っていただくときには同行

支援等で安心を与えてもらいたいというところが一番の希望です。 

○山本会長   ありがとうございます。多分、事務局のおっしゃっていることもそう

いうことで、いろいろな相談がいっぺんに来るわけですよね。それを解

きほぐしてその中に住宅の相談があるのだったら、これはこういうとこ

ろがもっと専門だからと回していくような、そういうアセスメントがで

きて、ネットワークができるということがこの千代田区の中で必要だと

いうこと。今の段階でももちろんご承知だと思うのですけれども、まだ

まだ、うちは福祉課なので住宅のことはよくわかりませんねと放置され

ることがあるのだろう、済みません、あるかどうかわからない。あるだ

ろうから、きちんとガイドブックのようなものをつくって、それはそっ

ちへ行ってくださいと相談者に任せるのではなくて、一緒になってやり

ましょうということを目指していらっしゃるのではないかと思うのです。 

それで、神戸の話とかこういうところの窓口は結構あるのですけれど

も、全部ではもちろんないのですが、割にこれは住宅の話ではないので

こっちへ行ってくださいと回されたり逆にするのですよね。つまりこの

人たちは住宅の専門家ではあるけれども、生活相談の専門家では配置さ

れていない。となると、結局また相談をする人が生活保護を受けたいと

いうのだったら生活保護に行かなければいけないとか、自分が動かなけ

ればいけないという問題があるので、やはり理想としては、全体が全て

の生活問題を受けて、解きほぐしたうちで住宅はこっちと的確な部署に

回っていくということが必要ではないかなと思います。 

ごめんなさい、新治さん、どうぞ。 
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○事務局    只今、会長におっしゃっていただいたことを発言しようかなと思った

のですけれども、神戸市では確かにワンストップで非常に便利なのです

けれども、住宅にかかわるご相談しか受けていないということで、福祉

との連携というのをお聞きしたら、ほとんどないということだったので

す。すまいるネットでは市の福祉のサービスがどうなっているかという

のは、市役所の本庁舎に行かないとわからないという答えでした。人材

養成が千代田区でも追いつかない部分があるのですけれども、最初のイ

ンテーク、片岡委員からのお話でもご発言がありました、さまざまな制

度が非常に、特に役所の制度は税金を使ってやっているもので、要件等

が細かく該当、非該当というフローチャートがあり、お話を聞く中でご

本人の主訴というかご相談の主目的が明確化されていく中で、聞き出す

力、それが相談員に求められるわけなのですけど、区のほうでも相談員

が、特にベテラン相談員が退職して、新人が入る中でその養成が追いつ

いていないという状況がございます。理想としては、まずご相談を受け

る最初の段階で、しっかり見通しをお示ししてご本人にご選択いただく

材料を提供できる、そういう窓口になっていけたらなと考えております。 

○山本会長   ありがとうございます。そういう意味ではこのガイドブックは、一般

市民向けというよりは専門職向けなのだけれども、必ずしもプロフェッ

ショナルでなくてもわかるような、住まいについてわかるようなものが

つくられればと思っています。そういう意味では、皆様のほうから出ま

したこの足立区のようなニーズから入るというのは非常に重要なのでは

ないか、あるいは相談内容から入っていくみたいな。それでチャートを

使ってこの場合はこうでこういうふうに出来ますよという流れが全体的

にわかるようなものを目指せたらなと思っています。 

多分、総合的なものは私が読んでもわからないなと思いました。やは

り、私はこういうことで困っているからこういう相談をしたいのだけど、

というところから入るのは、相談を受けた窓口の方も同じではないかと

いう気はします。 

○早水委員   先ほど来、片岡さんや松井さんや岡田さんやそれぞれいろいろな方た

ちが話していて、また、事務局の新治さんの話も出て、最初の千代田の

どういう居住者支援のガイドブックがいいかというのを話したと思うの

です。確かに、今、いただいているのは、３区がみんなそれぞれ特色が

あっていいと思うのですけれども、今、会長が言われたみたいに総合ガ

イドみたいなものですよね。確かに自分がどこのどういう相談をしたく

て、何をという部分の取っかかりは、先程お話しさせていただいたよう

に、目次の部分で探して自分はこれかなと。 

例えが正しいかどうかわからないですけれども、電化製品を買ってそ

の操作方法をというのと全く同じで、当然その電化製品の図面が載って

いて、自分が困ったときとか故障したときとか、引いていくという部分

のマニュアル的なガイドブックがあって、その中に特に居住者支援を受
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けなければならないという部分は、先程片岡さんが言われたみたいに、

制度化された部分についてはそこに簡単に載っていてもいいと思うので

す。例えば、上限の助成がこれだけできるとか、これはできないとかい

うものがわかりやすいもの。 

先ほど来、事務局の新治委員が言われている話でいくと、そのワンス

トップでできなくてもう少しご相談を広く受けるという部分だと、相談

員の方のスキルがどうしても必要になってくるでしょうけれども、そこ

からは今度は相談員の方のためのマニュアルというか、もう少しスキル

のある方が、このときにはどこに向けてどういうふうに使えるかという

ものを、お薬の調剤と同じようにこの薬とこの薬をまぜるというような

ニュアンスを持たれないとできなくて、今回の我々居住者支援の結局入

り口としてのガイドブックというのは、一般の方たちに知っていただか

なくてはならないというのが大きな主題であると思うのです。 

そのときに、自分が何を相談したいかというところからいって、今、

言ったみたいに細かくなって行くのが普通の流れだと思うので、わかり

やすいことにこしたことはないと思うのです。先ほど吉岡委員が言われ

たみたいに、盛り込みすぎるとわからなくなるのではないでしょうかと

いうのと同じで、全体的なものと千代田区がやっているものについての

インフォメーション的なものは簡略に載せておいて、その上で特に松井

委員さんが言われたみたいに、ある程度居住支援や悩んでいてという部

分を自分はどこに行って聞こうかなというときにきて、そこで選別して

もらう形の部分で、わかりやすいフローチャートをつくっておくことの

ほうが、先ほど言いかけた電化製品の使い方と全く同じで、自分がどこ

に行けばいいかというのがわかるようにしてあげれば、一番普通にもな

って、ガイドブックの厚さがあるよりはリーフレットとは言わないです

けれども、ある程度軽いものでわかりやすいものをもらって、とりあえ

ず区に相談しに行こう、どこどこへ相談しに行こうというところがわか

る道筋をつけてあげることが、やはり大切なのではないかなと思うので

す。 

それを今、見ていて、何となく漠然ではあるのですけれども皆さんの

話を聞いていて、そうだな、そうだなという感じで、僕自身も試行錯誤

というか、ああ、そういう場合にはそうだよねと。我々業者側として見

て不動産の物件だけから、いい悪いという先ほどの課題が説明しかでき

ないというのであれば、やはり今回の居住支援のする部分の目的という

のが、少し方向が違ってきてしまうのではないのかなと思うので、ちゃ

んと受け皿になる部分と受け皿になるための制度化されているものを、

片岡委員が言われたみたいに決められた形でつくっていくというのが必

要なのかなと、きょう思った次第なのです。 

○片岡委員   １ついいですか。まさにおっしゃられたように、困りごとのご相談で

簡単な例なのですけど、高齢者の方から電話がかかってきて「クーラー
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がつかないのだけど、困っているの」というお困りごとなのですね。じ

ゃあ、何でつかないのかということを話の中で聞いていかなければいけ

ないのです。コンセントはささっていますか、リモコンの電池を取りか

えてみてもらえますか。リモコンが原因なのか何なのか、お話をしてい

く中でクーラーがつかなくて困っているという現象に対して、原因って

何なのかということをちゃんとお話ししていかないと、ご本人はただ

「困った、困った、解決しない。相談しても解決できない」となってし

まうので、やはりきちっと話し合いの中で、起こっていることに対する

原因を、ちゃんと流れをつかめられるような、そういうフローチャート

があるとご本人にとっては納得しやすいことになってくるのかなという

気がします。 

その結果として、最終的に細かい制度設計をやって、今、お使いにな

られる制度はこれとこれとこれが使えるかもしれませんねということで

あれば、納得していただける流れになって行くかなという気がしますけ

れども、いきなり細かい制度設計で、お話を承った限りでは、これとこ

れはできるそうですけれども、どうしてそれなのだろうかとなってしま

う可能性が出てきてしまうので、困っていることの原因をきちっとつか

めるように、ご本人が納得できるような形でつかめるようなところへ導

いてから、こういう細かい制度でいうとこういうことがありますけどと

いうことに持っていけるような仕組みだったら一番いいのかなという気

がします。 

○山本会長   ありがとうございます。ほかの区の方はいかがですか。いつも来てい

ただいても大変申しわけない。発言をしていただかないままになってし

まうのですけれども。大坪委員、いかがでしょうか。 

○大坪委員   相談をされるような場合、ご本人が何を相談したいのかわからずに相

談するというケースが当課でもよくあることでして、障害者のサービス

に始まってはいるのだけれども、仕事のことであるとか住宅が老朽化し

ていることであるとか、区営住宅が足りないということであるとか、い

ろいろなご相談があります。 

そうしたときに、できるだけ仮に住宅であれば住宅課におつなぎとか、

生活困窮に関することでしたら生活支援課におつなぎするといったよう

に連携を取って対応させていただいているのですけれども、住まいにつ

いても同じで、ひとまず居住支援協議会という住まいについての相談を

受けていただく窓口があれば、入り口として聞いていただいて、その後

必要なところと連携してつないで、困りごとを解決していくということ

ができると思うのです。 

今回この相談の票をつくったりガイドブックをつくったりするときに

は、つくって相談窓口はここで終わりということではなくて、内部の連

携の体制であるとか、一緒に当たらないと解決しない問題も結構あると

思いますので、区役所の中でもそこは住宅だからということで１つのと
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ころで終わらせてしまうのではなくて、きちんと情報共有して解決に向

かうというスタンスが大切だと思いました。 

それと済みません、早水委員が中央区には相談員を派遣されていると

いうお話があったのですけれども、その中央区での相談というのはどう

いうふうに区と連携を取られているのか、その辺を伺えたらと思ったの

ですけれども、お願いできますでしょうか。 

○早水委員   私ども宅建千代田中央支部のほうは、千代田区の一般不動産相談のお

手伝いをさせていただいているのと同じで、先ほどお話したとおりたま

たま千代田区と中央区がくっついている支部だものですから、中央区に

もそういう制度がある形で同じようにお手伝いさせていただいていると

いう中で、特に中央区は高齢者の住みかえを主体にしている一般相談を

今お受けしているのですけれども、長くの間、高齢者の住みかえ相談と

いうのが、非常にウエイトの高かった中央区からの依頼という形で、私

どもでそういう形のお手伝いができる。 

きょうの話でいけば一番最後の受け皿の話なのですよ。現在、中央区

内に住まれていて、生活上の問題、いろいろきょうの話のとおりいろい

ろな問題から住みかえを考えなければならない。そういう場所があるで

しょうかというのがやはり主体的な話しで。これは長くやらしていただ

いているのですが、現実にはやはり千代田区と一緒で土地等の評価の高

い区ですから、なかなかそういう方たちにご紹介できる物件がないとい

うのは、全くこの千代田区と一緒の悩みを抱えている状態で、同じよう

にもし中央区がこういう形で居住支援を含めたりそういう形を必要とし

ている人たちがいて、会ってこういうことに携わらなければならないこ

とになれば、隣り合わせの区ですから、背景的なものもよく似ています

ので、非常に厳しいのはお互いにどちらも厳しい結果があると思います。 

今、大坪さんから言われたみたいに、どういういきさつでということ

であれば、そういういきさつでお手伝いをしている形で、千代田区とほ

とんど変わりないですけれども、たまたま中央区のほうがそこを主体で

相談を受けてほしいという形の依頼で受けてやらせていただいている形

です。 

○山本会長   大坪委員、よろしいでしょうか。 

○大坪委員   ありがとうございました。あと岡田委員から貸し倒れが心配されるよ

うな方に対しては、行政からの保証なりがあればというお話があったの

ですけれども、行政のほうで一定の保証制度のようなものがあれば、例

えば障害をお持ちの方に対しても貸していただけるオーナーさんが出て

くる見込みはあるのでしょうか。 

○岡田委員   そうですね。私どもの近々の例でいうと、例えば足立区のマンション

で生活保護を受けている方から受けている、マンションがあったわけで

す。そうすると、生活保護のお金でそれを貸していた。ところがその生

活保護の住民の人が南京虫がわいた。南京虫がわいたのでどうにかして
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ほしいとオーナーさんのほうに話があった。オーナーさんはもう即退去

ですよ。行政のほうに電話をして、そんな生活保護の方がいて南京虫を

ほかの部屋に入れられたら困るから、私どもの仲介のほうにすぐ電話が

かかってきて、すぐ出してほしいと。だから、区に話をして出してくだ

さいとなるわけです。 

ということで、オーナーさんのほうは、あくまでもここをもう少し今

のこの議論の中では整理しなければいけない。というのは、やはり片岡

さんや松井さんたちのようにメンタルな面とかを含めたご相談というの

は当然かかってくるし、それはやっていただかなければ、それは非常に

必要性のあることなのですけど、例えば宅建業者のほうというのは、先

ほどから私が代弁しているように、やはりオーナーさんがいてあくまで

もオーナーさんのその費用、それから仕事のために賃貸業をやっている

方ですから、そこのところでやはり相入れないものは非常に出てくるわ

けですよ。この居住者支援のパンフレットなり何なりも、ある程度きち

んと方向づけをしっかり見ていかないと、そこが曖昧になってしまうと、

要するにメンタルな面とビジネスの面と、じゃああなたたちはそういう

ことをわかってくれないではないかと言われても、それはあくまでも仕

事のことだからしょうがないとなりかねないです。 

先ほどから皆さんがおっしゃっているように、そういうところの意図

をきちんと道筋を立てて相談の方向を向いていかないと難しいのでは、

それをやったほうがいいのではないかなと私は思っていますし、また逆

に大坪さんがおっしゃったように、行政のほうがある程度担保してくれ

るということがあれば、オーナーさんのほうもある程度のきちんとした

標準のお金をいただいて、保証会社がついて貸し倒れはないという形に

なれば、オーナーさんのほうも納得して貸すでしょうし、また賃貸づけ

が逆に難しい物件であれば、それは積極的にじゃあどうぞという形で貸

していただけると思うのです。 

ただ千代田区の場合は、なかなかどこの場所でも比較的そういった賃

貸がついてしまいますから、なかなか難しいかもしれないですけど、や

はりそういった条件がつくことが私は前提条件で、それがないとなかな

かオーナーさんのほうも。結構再開発のところでやはり賃貸探してくれ

といわれて、町会の役員をされたり勲章もらったような方ですけれども、

その方でも私どもに保証会社が賃貸つけないと言われたことがあって、

再開発組合のほうの収入証明をつけて初めてオーケーとなった例が千代

田区の場合あるのです。やはり３０万くらいいってしましますから。そ

ういった例をやはり挙げると、そういったのがないと、そういった方で

も非常に難しいところがありますから、実態を申し上げると厳しいかも

しれないです。 

○大坪委員   どうもありがとうございます。 

○山本会長   ありがとうございます。村木委員、済みません。何かご意見があれば。
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きょう初めてお出になったのですけれども。 

○村木委員   住宅福祉課長の村木です。私、福祉総務課長と兼務ということでやら

せていただいてございます。現職の関連ではないのですけれども、実は

私、以前総合窓口課長をしておりまして、そこでもやはりワンストップ

とか相談の問題とか、今ここで議論されたことと全く同じようなことが

議論されておりまして、先ほど事務局の新治課長のほうからもお話があ

ったのですけれども、ワンストップというときに何か１つのポイントを

絞って、今回でいくと住宅に関してのワンストップというのはあり得る

のですけれど、結局そういう形にしても住宅以外の相談がいろいろ出て

きてしまって、結局はいろいろなところとつないでいかなければいけな

いと。そういう認識があるものですから、そういった中ではむしろ連携

をどうやってうまくやっていくかということを考えたほうがよりワンス

トップの主旨にあうのではないかなと。そういうところから新治課長の

ほうからご提案があったような、こういった連絡票みたいなものを整備

しながらやっていくのがいいのではないかと、私はそんなふうに思いま

す。 

それから、このガイドブックなのですけれども、これもいろいろなも

のをつくるときの永遠の問題で、網羅的なものをつくるといっぱいいろ

んなものが載っていてわかりにくくなると、じゃあ簡略なものにすると

先ほど片岡課長からご指摘があったように、本当にこれ適用されるのか

どうかよくわからないという、そこのところは非常に難しいなと思いま

す。まとまりがなくて申しわけございませんが、そういったことを考え

てございました。 

○山本会長   ありがとうございます。小玉委員、いかがでしょうか。 

○小玉委員   まず、ガイドブックなのですけれども、関係機関向けだという最初の

ご案内ありましたけれども、やはり一般にもわかるものというのがある

程度必要だろうなと。そのあたりのバランスを取ってうまく考えていく

必要がまずあるのだろうなと。やはり高齢者という視点に立ったときに

は、今まで皆さんからいろいろな意見ありましたけれども、全てを網羅

するというのはやはり厳しくて、ある程度聞きやすいものをつくって、

そのあとはもう窓口のほうへ来てくださいというものにしたほうがいい

のではないかと思います。 

私、ふだんかがやきプラザというところにおりまして、相談センター

という１年、２４時間、３６５日高齢者の皆さんの生活相談を網羅的に

受け付けているところにいますけれども、そういった中で生活相談につ

いては何でも受けているところにあります。ですので、そのあたりも含

めて、区内部のネットワーク、先ほどそんな話もありましたけれども、

引き続きつくっていく必要があるのだろうなと、きょう初めて参加しま

したけど認識しました。 

それとあと、区の保証を担保する施策という話も出てきたのですけれ
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ども、この件については、この間テレビかなんかで特集でやっていたの

を私見たような気がします。高齢者の皆さん、賃貸住宅になかなか入れ

ないという問題があって、何かバックアップしなければいけないという

ところで、ＮＰＯの連携とか図りつつ区ばかりがやっているとそれもち

ょっと違うのかなという気もしておりますので、そういったところと連

携を取りながら、これって多分千代田区だけではなくて日本国内の新た

な問題になっていると思いますので、そういったところで広く考えてい

く必要があるのだろうなと。済みません、そんなところを思いました。 

○山本会長   やはり住宅の問題だなと思うような相談というのはおありでしょうか。

ふだん、受けておられて。 

○小玉委員   千代田区の場合はレアかなと。もっともとの生活、本当に生活保護に

関することであるとか、あるいはもっともとの相談が今、多いので、こ

れからそんな相談がどんどんふえていくのではないかなと思います。 

○山本会長   ありがとうございます。新井委員、いかがでしょうか。 

○新井委員   児童・家庭支援センターの新井です。児童・家庭支援センターという

ところは、ゼロから１８歳までに関する相談は全て受けるということで

やっておりますけれども、やはりその中で住宅に関するようなお悩みで

すとか、いろいろあるのでそういうときは住宅課さんのほうにご相談し

たり、でも私たちがいつも考えているのは、私たちも全てのことはわか

らないので、寄り添った相談を皆受けようということで、ワンストップ

にならないまでもとにかく寄り添った相談ということで、場合によって

は生活保護のところに一緒に行ったりですとか、あとは住宅のほうに係

長なんかにはとても親切にしていただいておりますけれども、よくあの

ようなご相談を私たちがして、それをお伝えしたりということをしてい

るのです。 

とにかくそういう相談窓口ができるのはすごく大切なのですけれども、

全てがそこでというのはすごく難しいと思いますけれども、例えばその

人に対して関係機関を集めてそういう会議を持つような仕組みをつくる

とか、そうやってできるだけその方に寄り添ったご相談をしていきたい

なと考えています。 

○山本会長   こういう住まいに関するガイドブックというものがあったら便利です

か。 

○新井委員   今は住宅課さんのほうでもつくっていらっしゃるような区営住宅等の

募集というのはありますよね。私たち一応そういうものも全部持ってい

て、ひとり親だったらここだねとかやるのですけれども、もうちょっと

詳しいのがあったらいいなといつも思っているのです。私たち用にも欲

しいのですけれども、やはりサービス受けられるひとり親だったらこう

いうところを申し込めるのだわ、というのがわかるようなパンフレット

も欲しい。 

○山本会長   なるほど。ありがとうございます。やはり毎回、区民の皆さんの相談
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を直接受けていらっしゃる方にお聞きするのはすごいなと思いました。 

私は、実はあまり一般向けは必要ではないと最初は思っていたのです

けれども、今のお話だとやはり専門職の方向けプラス一般の方もわかる

ようにということなのですが、イメージ的には、専門職向けにつくった

中の物すごくそこのエッセンスを抜き出したようなわかりやすいものを

１枚ぺらくらいで一般向けというふうに思ってはいるのです。そういう

ものをつくりたいなと思います。 

それでイメージとしては、先ほどもおっしゃったように家電なんかで

うまくＣＤプレーヤーが動かないときはとかよく書いてありますよね。

あとはボタンを押せないとか、何かそういうような問題ごとあるいはニ

ーズからチャートができるようなものの私としてはイメージがあるので

す。そういったものをつくっていきたいと思っています。 

それで、実際につくってみないとああだこうだ言っているだけでは難

しいなと思うのですが、それってできますかね。皆さんでこういうイメ

ージなのですよというものが何かあると、これは難しいよねとか、もう

ちょっとフローチャートになっていないとだめよねというような。神戸

の出されたのもあるのですけれども、そういうものを参考にしながら、

幾つかできるともうちょっとわかりやすいかなと思います。 

○事務局    今、会長のほうからいろいろ整理していただく中で、やはりあまり総

花的なガイドではなくて、まず相談する方に見通しというかご自身のご

相談が見通せるような、各委員の方から、皆様からお話があったかと思

うのですけれども、あまり網羅的なものというよりかはまず入り口のと

ころでわかりやすい、そういう職員向けのエッセンス、たたき台を事務

局のほうで、できるかどうかわからないのですけれども、たたき台２と

いう形で。 

そして今、会長からご提案がありました一般の方向けのワンペーパー

のチラシ的な形でエッセンスを凝縮したもの、それを事務局のほうでつ

くらせていただいて、委員の皆様にお送りして、それを今度、検討や加

除修正していくという形でさせていただければと思います。恐らく、実

際に役に立つものをつくろうとすると成案となるまでに結構時間がかか

ると思います。皆様の貴重なご意見をなるべく反映させていきたいと思

いますので、できましたら、たたき台２という形で再度勉強させていた

だければと考えています。 

○山本会長   ありがとうございます。実際のレイアウトとかはプロの力をかりなけ

ればいけないかもしれないですけれども、大体こういうものをというの

が示されると、私たちもそこからまた意見が言いやすいかなと思います。

それができてから１枚のような形、あるいはこういうように開くような

形で一般の人向けというのができれば、皆さんも使いやすいのではない

かと思います。 

それはまたお願いをするとして、例えば配布先というのがこちらの資
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料３－１に載っておりますが、こちらに関してはいかがでしょうか。先

ほど委員のほうから、実際に配布は難しいのではないかというご意見も

ありましたけれども、これ以外の配布先というのは、こういうところも

もっと相談を受けているのではないのというところはいかがですか。千

代田区には、住まいの相談受けたり生活相談を受けたりするＮＰＯとか

ないのですか。区によっては結構たくさんありますよね、新宿区とか。

私、思ったのは、病院というのはどうですか。ＭＳＷ。病院は結構あり

ますよね、千代田区。 

○片岡委員   退院後の住まいがご心配で相談に来る方がいますよ。 

○山本会長   私、社会福祉士を養成している関係から学生を見ると、住まいに関し

ては全然教える場がないです。ですので、恐らくオン・ザ・ジョブ・ト

レーニングでやるとは思いますけれども、出たばかりだと住宅は福祉に

含まれないということで勉強させていないです。なので、恐らく知らな

いかなというのはあります。ＮＰＯがないのだったらそういうところが

関係あるかなと思ったのです。松井委員、いかがですかほかに。どこか

ここ以外に。 

○松井委員   特には思い浮かびません。 

○山本会長   そうですか。わかりました。もし皆さんまたこの辺についてもお気づ

きの点があったら、こういうところはどうかというのも教えていただけ

ればと思います。 

○早水委員   済みません、閉められる前に。配布先の中で私ども宅建千代田中央支

部のほうは事務局を支部で持っていますので、リーフレットとかそうい

うものは、１，８００人の会員、実際には千代田区と中央区がくっつい

ていますので、半分の９００人くらいは千代田区の会員に配ることは可

能ですし、先ほど岡田委員が何度か言われたみたいに、受け皿として助

成でも何でも制度化されたもので、我々業者がそういう物件を紹介する

ことができるとか、こういうことによってそういうことがビジネスとし

て成り立つと、少し表現的にいけないのかもしれないのですが、ビジネ

スとして成り立つのであればそれはいいよという方たちがある程度見え

てきたときには、そういう配布物は別段我々の仕事の中で有効に活用で

きるのだからという形で配ることはやぶさかではないのだろうと思いま

す。 

当然、千代田区の中ではそういうことを含めて区と連携してやってい

るということを、我々の業者の公益事業ですから勉強会が頻繁にありま

すので、そういう中でそういう有識者の方に来ていただいて、今回決ま

れば例えば新治課長でも、責任者がこういう形で千代田区はやっている

ので、千代田区の業者の方にはぜひとも理解していただいて協力いただ

ければという部分の研修会、勉強会に来ていただいてやっていただくと

いうことも可能だろうと思うのです。 

ゆえに、片岡さんが最初から何回か言われていますけど、ある程度ベ
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ースになる部分の地固めができないと、パンフレットだけとかいろいろ

なものを配られても、相談はしていってね、不動産会社に行けば物件が

あるかもと言われたのだけれど、と来ても現実問題さっき岡田さんが言

われたみたいに「ありません」という話になってしまうのであれば、こ

れはやはり制度上の問題だろうと思うのですね。だからやはりその辺が

きっちりある部分でいい意味での枠組みができて、こういう居住支援を

受けたい、または必要としている人たちのためのものがある程度でもあ

れば、そういうご相談には乗っていけるでしょうし、最初はそれに対す

る業者が少なくて、ある程度その理解をしたり、わかってくれている、

例えば私でも岡田委員でもそういう形でわかっている人たちが少し窓口

になってご説明をしていくだけでも、それはやはり制度の将来的につな

がる形で違うのではないか。 

最終的にやはり最後の頼みの綱ではないですけれども、持っている方

たちにしてみれば、やはりその辺が大事なことになってくるだろうと思

いますので、その辺全くできないわけではうちのほうはないという形を

話したかったので、話が長くなりましたけどつけ加えました。 

○山本会長   ありがとうございます。本当おっしゃるとおりで、パンフレットをつ

くるのには、区はどういうことができるのかということをきちっとしな

いと逆に提示できないので、ある意味、区の方も大変ですよね。 

これを出すためには、こういう枠組みの中でこういう制度があります

ということをきちっと示さないといけないということになりますし、今、

お２人、岡田委員と早水委員のほうからご指摘がありましたように、そ

ういった将来的にはビジネスとして乗るのであれば、きちんとした支援

があればできるということもおっしゃってくださったので、そういうこ

とを示していくことが、この居住支援協議会の役割としても必要なので

はないかなと思います。 

○事務局    もうお時間が逼迫する中で、参考資料で先ほど来、制度的なところで

の動きという形で、参考資料３と４という形でお配りしたものを簡単に

ご説明させていただきます。 

参考資料４をごらんいただきたいと思います。これは東京都の居住支

援協議会で配られた国の動きというものなのですけれども、１ページ目

の参考資料４の横向きの資料で住宅確保要配慮者の状況の認識として、

太いところだけ読んでいきますと、高齢者世帯では「高齢単身者世帯が

居住する民間借家の４割超は旧耐震構造」とか、「高齢者夫婦世帯の配

偶者が死亡することにより、家賃負担が困難に」なるということだとか、

若年子育て世帯では、「特にひとり親世帯は収入が低く、民間借家に居

住する割合が高い」。収入というのがいわゆる夫婦の一般的な子育て世

帯ですと６８８万なのですけど、ひとり親になるとその３分の１程度に

落ちてしまうということ。 

それから、その他の要配慮者という形で今後、生活保護受給者数は増
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大していくだろうと。そのような中で、資料右側のところで公営住宅、

空き家、特に空き家のところ、空き家、空き室がこれからどんどんふえ

ていくと。活用可能と推定される空き家は賃貸用で１３７万戸、その他

４８万戸という形で日本全国に散らばっている状況がある中、新たな住

宅セーフティネットの構築という形で、今まで国のほうで議論がされて

ございます。 

前回のとき最終報告というようなことで情報を提供させていただいた

のですけれども、１枚おめくりいただいて「新たな住宅セーフティネッ

ト制度の枠組み（案）」という形で国のほうから示されているのが幾つ

かありまして、この中で、賃貸住宅等で登録をしてその改修費を助成す

る制度だとか、「低額所得者の入居負担軽減のための支援措置」だとか、

それから右側のところで、これは居住支援協議会と関係してくるのです

けれども、「住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援」ということが

なされていまして、都道府県による、東京の場合東京都による居住支援

法人を指定して、その居住支援法人が行う、２番のところ「登録住宅等

の情報提供・入居相談」、このようなところについて支援をしていくと

いうことを考えているということでございます。 

それで予算措置が資料右さらに表向きで、「新たな住宅セーフティネ

ット制度に係る予算措置」という形で、そのような予算措置が国でされ

ているとのことです。 

一番最後のところで、両面で「住宅セーフティネット法の一部を改正

する法律」というのが施行され、その法律案の概要となっています、こ

れ自体はもう国会で通り、案がとれまして右側のところですね。先ほど

小玉委員からそういう制度的なところはなかなか困難との話もありまし

たが、国でも「家賃債務保証事業者の登録」事業これは任意の登録制度

を創設するという動きがあります。その登録事業者については、一定能

力を備えた適正な事業者という形で登録して、仲介の事業者と賃借人の

間に入って、家賃債務保証委託契約を結ぶという仕組みを考えているよ

うでございます。 

福祉と住宅部門の連携協力という点では国においても変化の兆しが見

えてきました。 

また、国土交通省の関東エリアを統括している関東地方整備局では、

厚生労働省と連携していきましょうという形で、ことしの６月に、居住

支援協議会を設置して連携協議を行おうとしています。区市町村の参加

を得て地域ではどういう課題があるのかというのを、そのような協議の

機会を通して国と自治体が所管の垣根を越えて居住支援を進めていこう

という気運は良いことと思います。 

情報提供でございました。 

○山本会長   どうもありがとうございました。国のほうもこんな形ですごく動きが

出ているし、関東に関しても実際にセクションを超えた連携が行われて
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いるという情報提供がありました。最後におっしゃった関東信越厚生局

と関東地方整備局がやる情報交換会というのは、これは職員さんだけで

すか、参加は。 

○事務局    そうですね。手始めに居住支援協議会の既設置自治体職員を対象にす

るとのことです。要するに国のほうがそもそも連携ができていないので、

各区市町村がバラバラに取り組んでいる居住支援の取り組みについて、

国土交通省と厚生労働省の職員が平場で一緒の情報を共有しましょうと

いうその機会にしたいということらしいです。 

○山本会長   またお出になったら教えてください。ありがとうございます。済みま

せん、時間がなくてきょうはこちらの資料２でしたかね。居住支援相談

票というものについては具体的に検討ができなかったのですけれども、

これは次回ということでも大丈夫でしょうか。よろしいですか。済みま

せん。それでは、きょうこちらのほうも見られればよかったのですけれ

ども、時間がありませんでしたので、次回にこちらのほうも検討してい

ただきたいと思います。 

まとめということで言われたのですが、先ほども言いましたように、

今回ガイドブックについてはニーズを中心とした形でフローチャートが

提示されたようなものを、まず事務局よりたたき台として出していただ

いたその上で、皆さんでまた見ていただいてご意見をいただくというこ

と。それから、配布先についてもこれでいいかどうかというご意見をい

ただきたいということがあります。 

そして、次回につきましてはこちらの相談票のほうも、またこれでい

いかどうかというのを見ていただくということでお願いしたいと思いま

す。ごめんなさい、もう１つありました。地域福祉計画のことについて

ご説明があったのですね。失礼いたしました。それでは、ムラキ委員の

ほうからお願いいたします。 

○村木委員  それでは、お時間の関係もございますので簡単にご説明させていただき

ます。机上に「千代田区地域福祉計画２０１６概要版」というものを置

かせていただいてございます。こちらは、千代田区の地域福祉計画とい

たしまして昨年度末に策定させていただいたものです。 

まず１枚おめくりいただきまして、２ページから３ページにかけまし

て全体のイメージということでここにありますように、第１章から第５

章までそれぞれ基本事項、現状と課題、それから基本的考え方、さらに

推進施策それからステージ別の計画ということで年代別の福祉計画を策

定しているものです。こちらにつきましては、いわゆる目標管理型とか

そういった計画ではございませんで、何年までに何をするとかそういう

ことを規定したものではなくて、千代田区の福祉に関する基本的な考え

方を示す内容になってございます。 

その最も大きな根本となる基本的な考え方は、ここの左のページから

右のページにかけて抜けております、第３章の計画の基本的な考え方と



 

   ３０

いうことで、「地域で暮らす多様な人々が、つながり支えあう地域共生

社会を実現する」ということ。そのための基本目標として、ここにあり

ます右側のページ、３ページの真ん中に記載してございます目標１から

目標３までを規定している、そういった内容でございます。 

２枚ほどめくっていただきまして、６ページをごらんいただきたいと

思います。第４章の「推進施策」というところでございますが、こちら

の協議会との関係で申し上げますと、この目標１の２番目の施策、「居

住の安定確保」こちらがそれに該当いたします。ここでは、それぞれの

方々の心身の状況や生活スタイル等に応じて住宅改修への支援、それか

ら高齢者・障害者向け住宅への適切な供給を図っていくということと、

医療機関や福祉サービス事業者に対して職員の住宅確保を支援すること

で、負担軽減や災害時の事業継続を図っていく。これは見守り体制を確

保いたしまして、高齢者の方、あるいは障害者の方が住み続けられるよ

うなそういった地域環境をつくっていくというそういった主旨でござい

ます。 

簡単でございますが、ご説明は以上とさせていただきます。 

○山本会長   ありがとうございました。何かこの地域福祉計画についてご質問あり

ますか。よろしいですか。 

        それでは、済みません、時間が来てしまいましたので、事務局のほう

から何か最後にございましたらお願いいたします。 

○事務局    お昼になってしまいました。どうも本日は活発なご議論をありがとう

ございました。いただきましたさまざまなご意見、これを踏まえまして

たたき台のほう、なるべく早い時間帯にお送りできればと考えておりま

す。それから高齢者の定住支援ニーズ調査の分析ができましたら、あわ

せてお送りをさせていただきたいと思います。 

○山本会長   よろしいですか。ご提案なのですけど、先ほど松井委員のほうからご

相談を受けた内容についてご説明があったのですが、議事録には採用し

ないほうがいいような気がするのですが、いかがでしょうか。 

○事務局    ご指摘のとおり個人情報に当たりますので、具体的な内容については

採録しないように削除させていただきます。 

○山本会長   それでは皆さんも、長時間にわたりましてご議論いただきましてあり

がとうございました。 

○事務局    次回の予定でございます。一応９月くらいを想定してございます。ど

うかまたよろしくお願いいたします。 

○山本会長   ありがとうございました。 


