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■開催日時・出席者等 

日時 平成２９年９月５日(火) １０：００～１２：００ 

場所 かがやきプラザ ４階 会議室１ 

参加者 

学識経験者 山本会長 

不動産関係団体 早水委員 

居住支援団体 片倉委員、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（事務局兼務） 

大坪障害者福祉課長 

小玉在宅支援課長 

平岡住宅課長 

三本木委員 

 

■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

な中ご出席をいただき、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、報告をお願いしま

す。 

○事務局    事務局でございます。いつもお世話になっています。本日、不動産関

係団体の岡田委員の到着が遅れています。ご欠席のご連絡はいただいて

いないため追って到着するかと思われます。また、社会福祉協議会の片

岡委員、児童・家庭支援センターの新井委員の２名は公務があり今回代

理出席となります。なお、保健福祉部の村木委員は会議が重なり午前１

１時前後に中座をさせていただきます。出欠については以上でございま

す。 

○山本会長   今日は傍聴の方はよろしいでしょうか。 

○事務局    傍聴について事前の申し出はございません。参りましたら公開の扱い

とさせていただければと考えます。 

○山本会長   わかりました。それでは、もしいらっしゃれば、原則どおり公開という

ことでよろしくお願いいたします。 

それでは次第に従いまして、１２時を目安に進めていきたいと思いま

す。ご意見をたくさん、きょうはいただきたいことが多いのですけれど

も、会場が庁外となりましたことで、机上にマイクがございませんので、

大変恐縮ですけれども、ご発言の際は挙手いただいて、名前を言ってい

ただいて、マイクに向かってしゃべっていただくという、議事録の作成

上必要となりますので、お手数ですが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を事務局からお願いい
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たします。 

○事務局    事務局でございます。お手元の一番上にあるものが次第となります。

以下議事録が資料１、資料２として「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報告書」、資料３として

「高齢者の住まいの整備に関するデータのとりまとめ－介護予防・日常

生活圏域ニーズ調査結果より－」の資料 3 点と、参考資料として本日福

岡市と大牟田市の居住支援協議会のリーフレットを添付ざせていただい

ています。過不足等ありましたならお申し出ください。配付資料につき

ましては、以上でございます。 

○山本会長   ありがとうございました。それでは議事に早速入りたいと思うのです

が、現在１０時７分か８分ぐらいなのですけれども、１１時４０分をめ

どに議事を進めていきたいと思いますので、ご協力いただきますようよ

ろしくお願いします。 

初めに平成２９年度第１回居住支援協議会の補足、報告など、事務局

からご報告お願いいたします。 

○事務局    それでは第１回千代田区居住支援協議会議事録の資料１をご覧くださ

い。前回の振り返りという形で少し細部にわたり恐縮しますが、１８ペ

ージをご覧ください。まず「住まいのガイドブック」について足立区・

北区・台東区の３つの区で発行されている「住まいのガイドブック」を

皆様にお示しして、ご意見を頂戴しました。 

   議事録の１８ページの真ん中あたりで山本会長から「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

ェッショナルではなくても住まいについて分かるものが良いというご意

見をいただきました。また、委員の皆様からは「足立区のようなニーズ

から入るものが良い。」「相談内容から入っていくみたいなチャート方

式のガイドブックも良い。」と早水委員、片岡委員から、それぞれご意

見を賜りまた。 

具体的には早水委員からは「相談の流れ、フローチャート、アルゴリ

ズムといったようなものがわかるものが必要。」とのご意見をいただき、

片岡委員からは、「具体的なご相談では家電の取説のような細かいもの

がないと、実際の実務では役に立たないことが多い。」とのご意見をい

ただきました。内部委員の大坪委員や村木委員からも委員を発言させて

いただいています。最終的には２５ページの２行目のところでまとめ的

に会長から「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。」ある程度汎用性のあるもの、イメージ的に

は、専門職向けに作成した原稿のエッセンスを抜き出したようなものを

ごくコンパクトに１枚紙程度のものを一般向けのものをつくりたい」と

いう感想をいただきました。この会長のご提案に、おおむね皆様方のご

賛同をいただけたものと認識しています。 
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  また、その配布につきまして、支部を通じてお配りいただけるとのご

意見をいただいた一方で、他方でそのような配布の仕組みがないとのご

意見もいただきました。 

  そして、２７ページの一番下で、東京都の居住支援協議会で配布・説

明があった国の「住宅セーフティネット」の動きについてご案内させて

いただきました。具体的には「新たな住宅セーフティネット制度の枠組

み（案）」が国のほうで検討されているということで、今後、居住支援

協議会にも影響はありそうだという形で、例えば法律案の概要では「家

賃債務保証事業者の登録」事業、登録制度を創設するとか、「住宅確保

要配慮者のマッチング・入居支援」というところで、「登録住宅等の情

報提供・入居相談」事業を、居住支援法人というのを都道府県に登録を

して支援をしていくといった動向があるといったご案内をさせていただ

きました。 

  そして、最後に２９ページのところで、千代田区の地域福祉計画につ

いて施策の方向性についてご案内をさせていただきました。前回の振り

返りとなります。以上でございます。 

○山本会長   ありがとうございます。では、続きまして、高齢者の居住支援ニーズ

調査の結果についてご説明お願いいたします。 

○事務局    事務局でございます。続きまして、資料２をごらんいただきたいと思

います。今回居住支援協議会では、区が実施する千代田区介護保険事業

計画第７期のアンケート調査に高齢者の居住支援ニーズに関する質問項

目をまぜていただいたというところです。調査概要は３ページをごらん

いただきますと、まず調査の目的が「日常生活圏域ごとの高齢者の生活

実態や課題等を把握し、千代田区高齢者福祉計画・第７期介護保険事業

計画策定の基礎資料とする」と、調査対象が「要介護１～５の認定を受

けていない（在宅の生活可能な方）、６５歳以上の方４，０００人を対

象に、郵送方式でアンケート調査を２月２日から１６日にかけて行いま

したとあります。また、アンケート結果の有効回収率が５７．１％とい

う形で、この種の調査ではかなり高率の回収ができているというご案内

は前回させていただきました。 

  では、具体的な質問項目はというところで、お開きいただきますと、

４ページかありまして、問６「居住形態」の基本項目に、追加質問項目

として問６－１で「必要な居住支援」となります。それから問７「住ま

いの困りごとの有無」の基本項目に、追加質問項目として問７－１「住

まいの困りごとの内容」を質問しています。１０「将来の生活につい

て」では問６６、「介護が必要になったときの住まいの希望」の基本項

目に、追加質問項目６６－１で「介護が必要になったときの建て替えや

リフォームの予定」、問６６－２で「住み替える場合の課題」を盛り込

んでいただきました。 

 



 

   ４

   今回、資料３につきましては、アンケート調査結果の分析となります。

１枚お開きいただきますと、「必要な居住支援」で追加質問の問６－１

で２ページとなりますが１つ目の丸で「賃貸または借家に住んでいる人

（問６で「民間賃貸住宅（一戸建て）」「民間賃貸住宅（集合住宅）」

「借家」と回答した人）」に対して必要な居住支援をお聞きしたところ、

「良質で廉価な不動産情報の提供・紹介」が最も多かったと。次いで

「家財等の粗大ごみの片づけサービス」というものを希望される方が多

かったとの分析となります。 

  圏域別で下の丸になります。神田地域では「良質で廉価な不動産情報

の提供・紹介」、「住まいと生活の相談サービス（訪問相談・契約時の

同行支援）」といったようなものが麹町地域に比べご希望が多かったと

いう結果となってございます。 

  そして保証人サービスにつきまして、性別で見ますと、３ページの一

番上の丸でございますけれども、男性は女性に比べ多かったと、年齢別

のクロス集計では、６５歳から７４歳、いわゆる前期高齢者では「良質

で廉価な不動産情報の提供・紹介」、「家財等の粗大ごみの片づけサー

ビス」、「保証人サービス」というものが、後期高齢者７５歳以上に比

べ多くなっているという結果が分析されています。 

  赤字の部分の矢印では受託事業者の分析となります。「高齢になって

も住み慣れた地域で生活ができるよう、民間賃貸住宅への入居支援など

が必要といえる。賃貸または借家に住む人が他の世帯類型よりも多い１

人暮らし高齢者を対象に、貸主と借主のどちらも安心して賃貸借できる

よう、葬儀・遺品整理等の終末期支援や家賃債務保証を行うことなども

考えられる。【民間賃貸住宅に住んでいる方への居住支援】」という記

述があります。 

  住まいの困りごとの基本質問項目に付随して困りごとの内容という形

で追加質問させていただきました。５ページをお開きください。住まい

の困りごとの中で、１つ目の丸でございますけれども、困りごとの内容

が「その他」が最も多く、「部屋が狭い、広いなど生活実態に合わな

い」、「家賃が高い」といったようなことが続いています。「その他」

の内容としては老朽化による建てかえ、修繕、耐震の問題、要するに改

修の関係が多かったということでございます。 

  圏域別に見ますと、神田地域では麹町地域に比べてエレベーター等が

なくて不便、外出にご不便な状況が多くなっていると分析がされてござ

います。 

  もう１枚おめくりいただきまして６ページ。性別的に見ますと、男性

では部屋が狭い、広い。逆に広いと、生活実態に合わないというのが女

性に比べて多かったと。そして年齢別に見ますと、前期高齢者では「部

屋が狭い、広いなど生活実態に合わない」というのが７５歳以上に比べ

多くて、７５歳以上では逆に「トイレや風呂に段差があり、移動が困
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難」という形で、加齢に伴って身体の機能が低下している様子がちょっ

とうかがえるのかなと思いました。 

  居住形態別に見ると、持家（一戸建て）、ビルも含めての一戸建てで

となります。「エレベーターがなく、外出が困難」ということが２７．

５％で、賃貸住宅に住んでいる人の７割近くが「家賃が高い」と回答し

ています。 

  それから、７ページの上のところ、世帯類型別で１人暮らしのご高齢

の方は、「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」と「子ども・高齢者は不可など、契約条件が合わず、転居ができな

い」といったことが夫婦２人暮らし、息子・娘との２世帯、その他世帯

に比べ少し多かくなっています。 

  事業者による分析では、「エレベーターがなく、外出が困難」な持家

（一戸建て）が多いことから、持家（一戸建て）の多い神田地域におい

て、住まい環境の整備に関する支援や積極的な外出支援などの施策展開

が考えられる。また、「エレベーターがなく、外出が困難」な場合、２

階以上での生活に困難を抱えている可能性が考えられる。在宅生活の継

続希望をかなえるために、自宅で暮らし続けるための住環境の整備や家

財等の取り扱いなどを相談できる場所の設置、住まいの視点での介護予

防の取組（“自宅で暮らし続けるための体力づくり”といったアプロー

チ）が考えられる」となってございます。 

  ２つ目の矢印では、「生活実態に即した住まい環境が整うよう、建て

替えやリフォームへの支援や住み替え支援が必要といえる。【生活実態

に合った住まいの確保】」との分析となります。 

  ３つ目の矢印では、「見守りや安否確認サービスの提供によって、在

宅生活における緊急時の不安を和らげることが考えられる。また、見守

り付きの住宅へのニーズを把握し、ニーズに見合った充実を図ることが

考えられる。【緊急時にも安心な住まいの確保】」との分析をなります。 

  少し長くなり申し訳ありません。１０ページをお開きいただいて、将

来の暮らしに関しての部分では「健康状態や経済状況、配偶者をはじめ

とする家族の状況等によって、将来の暮らしに対する希望は変化してい

くことから、そのときの状態に応じて住まい方を総合的に相談できる体

制が必要といえる」と、そういう意味での住まいの総合相談体制の充実

が必要であると分析されています。 

  そして、２つ目の矢印、「持家に住んでいる人の３割超が高齢者向け

住宅や施設への入居、入所を希望していることから、入所・入居後の持

家の取り扱いの仕組み」、持家を活用した住まいの方の提案とか、これ

は空き家対策とかの部分についても今後は一定の検討が必要ではないか

との提案が記述されています。 

  それから、困りごとのところで１４ページ、１つ目の矢印、「高齢者

の多様な居住二―ズに対応できるよう、介護保険施設等やサービス付き
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高齢者向け住宅をはじめとした高齢者向け住宅の適切な整備、供給が必

要といえる」と分析があります。住宅施策の部分では多様な居住ニーズ

に対応するための住まいの確保という視点が示されています。 

  それから２つ目の矢印では、「持家に住んでいる人は現在の住宅での

居住意向が高いことから、在宅サービス及び地域密着型サービスの需要

が高いといえる。これらの充実を図るととともに、小規模多機能型居住

介護をはじめとする地域密着型サービスの利用状況が全国的に低調であ

ることを踏まえ、在宅を中心とした介護サービスがあることを啓発する

ことが求められる」ということが分析されています。 

  それから、３つ目の矢印では「一方、民間賃貸住宅（集合住宅）に住

んでいる人は高齢者向け住宅や施設への入居意向が高いことから、その

方の希望に合った住まいを早期に選択できるような多様な住まい方の広

報が必要といえる」、多様な住まい方の周知といったような分析があり

ます。 

  それから１５ページの一番下の矢印で、「金銭的な理由で建て替えや

リフォームができない人、特に介護ニーズが高まる７５歳以上の人に対

しどのような対応が可能か検討の必要がある」という分析があります。 

  ２０ページ、１つ目の矢印では「在宅で、安全に安心して生活してい

くためには、在宅療養支援策の充実が求められる」と。 

  ２つ目の矢印では、将来「４人に１人が「１人暮らし」と回答してお

り、「１人暮らし」と「夫婦２人暮らし（配偶者６５歳以上）」の合計

が６割強で、圏域別にみると、麹町地域は神田地域に比べ高い。４．住

まいの困りごとの内容で「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」と回答した１人暮らしの方が多いことからも、地域で

安心して暮らし続けるための支え合いの仕組みづくりが必要といえる」

といった分析がされています。 

  このようなことから、事務局としては、やはり高齢者の居住支援では

住まいの住みかえ支援も重要ですが、やはりトータルの生活支援のご相

談の中で住まいの支援考えていくことが大事なのではないかということ

がこの報告書からも分かるものと考えています。 

  アンケート調査の結果の分析についてのご報告は以上でございます。 

○山本会長   ご報告いただきましてありがとうございました。飛び飛びではあった

のですが、ポイントを押さえてご説明をいただいたかと思いますが、何

かご質問や、赤いところで書いていただいているのは、受託事業者さん

の会社のほうで集計を分析された方々の見解ということなので、区とし

て入れられたものではないということだったのですが、何かこの見解に

対してでも結構ですし、それからアンケート調査の内容そのものについ

ても、どういうふうに見ますかみたいなご質問でも結構なのですが、い

かがですか。 

○事務局    最初に事務局から発言するのも気が引けますが、問６－１で民間の賃
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貸住宅にお住まいの方に絞って質問されていますが、こちらは持ち家の

方にも質問した方が良かったかなと反省をしています。時間経過により

持家にお住まいの方が世帯員の転出等により結果として住まいが広過ぎ

るという課題を抱えている人の分析が、後の質問・分析にもありました。

現在は持家に住んでいるのだけれども、今後１人暮らしになって賃貸住

宅に住むとかというニーズも、潜在的に含まれているのかなというとこ

ろで、少し分析には補足が必要かなと感じております。 

○平岡委員   ちょっと表現的なところでございますが。 

○山本会長   ちょっと済みません。ではマイク。お名前をお願いいたします。 

○平岡委員   住宅課長の平岡です。この資料３の調査結果の１８ページのところが

ちょっと、文言は調整する必要性があるかと思うのですけれども、下の

丸３つの、一番上ですね。ここは安全に安心して生活していくために必

要なことのまとめをしていただいています。麹町地域は高齢者向け住宅

や施設がある。例えばサ付き住宅であるとか、有料老人ホーム等の施設

が、「神田地域に比べて多く」とあるのですね。 

  実は、高齢者向けの賃貸住宅は、高齢者向け優良賃貸住宅、高優賃と

いうのがあるのですけれども、これは全部今、８棟１４４戸は全部神田

地域にしかないのです。麹町地域はないと。公営住宅としての、いわゆ

る高齢者向けの高齢者住宅は麹町地区には１カ所だけありますが、どち

らかというと施設が中心であるのかなと思うので、ちょっとここは住宅

用の施設があるというようなところは、どちらかというと施設中心に書

かれたほうが私は適切なのかなというふうに感じています。ちょっと表

現のところなのですが、気がついたところはそういう感じがいたします。 

○山本会長   ありがとうございます。これは、この表現がちょっと誤解を招くとい

うことなのでしょうか。 

○平岡委員   そうですね。ちょっと整理したほうがいいと私は思います。 

○山本会長   回答者が高齢者向け住宅や施設があると答えている人が多いというこ

とで、事実かどうかがわからないですよね。 

○平岡委員   なるほどね。 

○山本会長   ちょっと確かに、今おっしゃったように、実際はそうではないという

ことなのですよね。 

○平岡委員   そうですね、はい。 

○山本会長   何かそういうふうにお感じになってらっしゃるということなのですか

ね。ここの麹町の人が。 

○平岡委員   麹町はどちらかというと施設のほうが多いように思いますね。 

〇村木委員   ちょっとよろしいですか。 

〇山本会長   どうぞ。村木委員。 

〇村木委員   住宅福祉担当課長の村木です。この問いは、安全安心に生活していく

ために必要なことは何ですかと聞いているので、麹町地域でこういうも

のが必要だということが、逆に言うと、こういうものはないという住宅
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課長の指摘そのものに合っていると思うのですけれど。 

○山本会長   そうですね。必要な施設や住宅があったらいいなということで答えて

いるのですよね。 

○村木委員   そうだと思います。 

○平岡委員   多くなっているというのは、そういう回答が多くなっているというこ

とですか。 

○山本会長   回答が多くなっているということです。 

○事務局    そういうことですね。ここでは、「必要な施設や住宅」があったらい

いなと回答が多いということなので、住宅課長ご指摘のように麹町には

高優賃ないという話と結果としてつながってきます。 

○山本会長   そういうことですね。 

○平岡委員   解説をしているわけではなくて、そういうことを指摘しているという

意味なのですか。わかりました。 

○事務局    アンケートの質問に対する回答者の答えの分析となります。 

○山本会長   そうですね。だから、ちょっとこれは、「高齢者向け住宅や施設があ

ること」とかと書いてあるとわかりやすいのですよね。「ある」という

と何か事実みたいに見えてしまうので、そういうものがあるといいなと

言っている人が多いということです。 

○平岡委員   わかりました。 

○山本会長   確かに、ちょっと言葉が難しかったかもしれないですね。 

○事務局    確かに、主語が抜けているので、少し分かりづらい表現となっている

ようにも思えます。 

○平岡委員   そういうふうに言っているという意味なのですよね。わかりました。 

○山本会長   そうですね。 

○村木委員   全てこれ回答者、主語が抜けているので。 

○山本会長   そこはちょっと、確かに誤解を招かないような、今おっしゃったよう

な表現……。どうぞ。 

○事務局    アンケート調査の所管課にただいまのご指摘を伝えたいと思います。 

○山本会長   ありがとうございます。 

  早水委員、いかがですか。何かちょっとごらんになって、ああそうか

と思われたり、あるいはううんと思われたことはございますか。 

○早水委員   今、皆様方のご説明とお話を聞いている中でいけば、この高齢者向け

のサ高住であるとか高優賃であるとかという言葉が出ましたけれども、

そういうものが麹町地区とか神田地区内にはある、ないということより

も、現実にはそういう方たちを受け入れる施設は、結局、要介護度や介

助度で全部違うという理解をしないと、我々民間からして、例えば将来

的にどの方に向けた物件が提供できるのか、もしくはお手伝いすること

ができるのかという中でいけば、そのエリアの中でないものを逆に補う

ことができれば、一番逆にいいわけですよね。 

  例えば、今、見ている段階なので、あくまでという例えで話をさせて
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いただくと、麹町地区にはこういう物件が比較的あるけれども、こうい

う物件が比較的ないとか少ない。逆のことを行けば、神田地域につけば、

こういう物件があるけれども、こういう物件がやはりない。では、その

間を埋めるというところがないと、エリア的に偏った、要は麹町地域に

行くのか神田地域に行くのかだけで、逆に言えば、デイケアサービスみ

たいなものが普通ありますよね。重くなっているか、リハビリやそうい

うものを含めた方たちが使うようなところでいくと、神田地域からわざ

わざ麹町地域まで行かなければいけない。逆に言うと、麹町地域からわ

ざわざ神田地域まで行かなければいけないというのが、当然不便さが出

てきたときには、近くにあるほうがお互いにいいわけですよね。その補

える部分が、やはり民間としてみれば、この地域にこれがあるほうがい

いのかなというときに、そういう物件提供ができるのか、もしくは、行

政との今度は協力をしていく中で、何かできるものをヒントがあるのか

という感じが逆にするのですね。 

  この１８ページ、１９ページのところの「安全に安心して生活してい

くために必要なこと」というのは、当然、個別のことでいけば、そうい

うことを求めていらっしゃると、回答者からすれば、当然そういう質問

に対しての回答はそういうことだと思うのですけれども、それはやはり

身近にある、もしくはそれをヘルプしていく方たちが、やはり身近にあ

ることでヘルプもしやすくなるというのが、社会の取り組みとしては、

全体の受け皿と考えたときには必要なのかなという気がしながら見てい

たところなので、申しわけありません。具体的にどうこうという話では

ないのですけれども、今、感じている率直な意見ということです。 

○山本会長   ありがとうございます。これは恐らくあれでしょうね。多分、今回の

資料３は、住まいのことについて抜き出していただいているのですけれ

ども、そういう何か身近での支援が必要みたいなことは、ほかのところ

では、……はなされているのかもしれないですね。今おっしゃったよう

な感じで。 

○事務局    はい、今回は住まいにかかるところを抜粋させていただいています。 

○山本会長   全部はしていないので。でも、そういう身近で施設なりサービスが必

要だというご意見をいただきました。 

  いかがですか。松井委員。 

○松井委員   松井です。私は、この中で分類でいうと神田地区なのですね。ですか

ら、ここで神田地区のところで書かれているように、うちも昔で言うペ

ンシルビルみたいな狭いところの５階建てですから、もちろんエレベー

ターはありませんし、まず何と言っても将来に不安があるのは、階段が

奥のほうで回っている階段なのですよ。私の実家もそうで、先日も姉が、

「車椅子になったらここには住めないから、自分はどこかに別のところ

に行かなければいけない」と。それを初めに建てたときに高齢者がいれ

ば、多分、階段とかもリフトがありますよね、あれを使えるような真っ
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すぐなものとかをきっとつくったのだと思うのですけれども、そういう

ところの指摘とかも、昔は、もう何十年も前は全然なかったので、結局、

売るか、売ってどこかへ出なければいけないと。神田地区は、本当にそ

んなビルとかがいっぱいなのですね。 

  ですから、１つ私の要望としては、これから家を建てる方に、この前

ちょっとテレビでドイツのそういう施設とかを見ていたのですけれども、

土地の狭さとかもいろいろありますけれども、当たり前のように車椅子

で移動ができるとか、将来そうなっても、自分が障害を負っても、年寄

りになっても生活できるようなそういう指導を、家を建てる方にはみん

なにしていいただきたい。そうすれば、自分が事情で出て行っても、そ

の後に使う人もいろいろな人が改装なしで使えるではないですか。 

  そういうのが１点と、あと、例えば特養とかありますけれども、そう

いう施設に関しては、私は千代田区の中とか、周りの文京区・中央区を

含めて、すごく狭いエリアなので、どのみち何か利用するときにはお迎

えとかが来るので、どこか１カ所に固まっても、それはみんな車椅子と

かつえをついて歩いて行くわけではないので、どっちにできても全然構

わないと思うのですね。それよりも住宅をつくるときには、周りに買い

物をする店があったり、歩ける方であったら自分で買い物に行ける場所

とか、生活に便利なところに住宅をつくっていただきたいなと思ってい

ます。 

○山本会長   ありがとうございました。今、コンパクトシティというのか、サステ

ィナブル・シティみたいな言い方をしますけれども、そういうものが求

められているかなという感じで、ちょっと大きな話にはなりますけれど

も。 

  吉岡委員、いかがでしょうか。 

○吉岡委員   まちづくりセンター吉岡です。感想でよろしいですか。形態はちょっ

とあまりわからないので。 

  このアンケートの結果を拝見して、一番びっくりしたのは、千代田区

さんにお住みの方は、比較的恵まれているのだなと。高齢者のことです

ね。私どものお相手するお客様は、大概、イの一番に「狭い」。それか

ら、「大家さんから立ち退きを言われている」。あと、「自分が万が一

のことがあったら心配だ」というのが圧倒的なのですね。 

  これを今、拝見しまして、まず持家の比率が７０％超。先ほど申しま

したけれども、こういう数字を拝見したのが、ほかの区さんと比べて率

が高いという気がしました。それと、「広過ぎる」。これも恐らく、そ

ういうことをたまに言う人いますよね。娘夫婦が出て行って、我々２人

で４ＤＫは広過ぎるという方はまれにいますけれども、これは、狭い広

いで３３％ということは、どちらがどの程度なのかはわかりませんが、

要はそういう悩みがある。 

  それから、「エレベーターがなく、外出が困難」。これも初めて聞き
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ました。都心区のビルにお住まいの方はそういうことをおっしゃるかな

ということで感じたところです。それから、サ高住ですか。サ高住は、

神田地区しかないと。高優賃ですか。 

○平岡委員   高優賃です。 

○吉岡委員   高優賃ですか。麹町地区にはつくれない理由があるのでしょうか。 

○平岡委員   つくれないことはなくて、事業者がみずから場所を開拓されて、設置

を希望されればそういったこともあるかと思いますが、なかなか事業者

の方が麹町地区は希望されていない。恐らく、要因の１つとしては、地

価の高さであるとか、あるいは周辺環境も加味した上でのご決断だと思

っています。 

○吉岡委員   この間、千代田女学園、あそこへちょっと行ってきたのですが、周り

がみんな高級マンションでしたね。あの中でつくるというのは、ちょっ

と難しいと思います。以上です。 

○山本会長   ありがとうございます。 

  今、資料６ページを見ていますけれども、ご指摘のあった「部屋が狭

い、広いなど生活実態に合わない」というのがあるのですが、大体４分

の１くらいがそのように答えていると。どっちなのだろうなとちょっと

思うのですけれども、居住形態で見ますと、持家（一戸建て）、ｎが１

３８で、これが先ほど新治さんのほうからもありましたけれど、広過ぎ

ると多分答えているのでしょうかね、一戸建ての場合は。 

  それで、民間の賃貸住宅（集合住宅）がｎが６２なのですけれども、

こちらは恐らく狭いという答えではないかなというふうに思っていて、

いずれにしても自分の生活実態と合わないということで言えば、どちら

でもいいかもしれないですけれども、広過ぎる場合にも狭過ぎるという

場合にも住みかえというか、そういうニーズがあるのかなというのは、

先ほどご指摘いただいたとおりだと思うのですけれども。民間賃貸住宅

のそういう意味では、若干この千代田区というところで「狭い」という、

大変な家賃と比べても「狭い」というところが出ているのかなという感

じがします。 

  大坪委員いかがでしょうか。マイク大丈夫ですか。 

○大坪委員   障害者福祉課の大坪です。アンケートの結果を拝見していまして、障

害者の住まいへの意向と重なる部分も多いなと思っておりました。やは

り高齢になっても障害があっても住みなれた地域で住み続けたいという

ご要望はあるところですので、それにどうやって答えていくかというの

が、区の今後のやらなければいけないことだと考えております。障害の

ある方もやはり６５歳以上になってきますと、高齢者のほうのサービス

を受ける方も多く、事情もかぶってくるところなので、その辺の障害と

高齢の連携のような部分が、今後ますます必要となってくると思ってい

たところでした。 

○山本会長   なるほど。先ほど、バリアフリーのまちづくりというお話がありまし
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たけれども、そのようなものをつくっていくということが、ますます必

要だということですよね。障害者と言っても多くは、今６５歳以上が障

害者という形になっていますので、ほとんどオーバーラップした問題と

いうことが出てくるかなというふうに思うのです。 

  ただもう１つ、私が今ご指摘のあったところで、ああそうかとちょっ

と思ったのは、現在のところで住み続けたいという人が半分くらいで多

いのですが、一方で介護が必要になったらという限定ではあるのですけ

れども、サ高住とか施設に入所したい、入居したいという希望が、割に

３０％以上あって、昔はこんなことはあまりなかったなと。あくまでも

私はずっとここに暮らすのですよというのが多かったように思うのです

けれども、３割以上の方がそのようなご希望ですし、先ほど言った民間

賃貸住宅（集合住宅）ですと、４割が施設等への何らかの見守りがつい

た住宅や施設への転居を希望されているということになりますと、恐ら

くそれほどの物すごい移動はなく、なるべくならば住みなれた地域でこ

ういうところに住みかえて住み続けたいという、そういうご希望がおあ

りなのかなというのは、ちょっと改めて認識をしたところです。 

  小玉委員、いかがでしょうか。今の在宅支援課長さんとしての。 

○小玉委員   在宅支援課長の小玉です。私も資料３のアンケートの結果を興味深く

拝見いたしました。 

  それで、実は資料２にもこれは書いてあるのですけれども、ちょっと

補足の説明をさせていただくと、「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報告書」ということで資料

２にあるのですけれども、第７期の介護保険事業計画というのを、今、

保健福祉部のほうで３０年度からの３カ年の計画をこれから練っていこ

うというような流れになっていまして、それに対する施策をどういうふ

うに反映するかというので、アンケートをとったと思うのですけれども。 

  その中で特に赤字ですね、資料３のアンケートをまとめてもらった赤

字の部分が、これは受託者の方が分析したということなのですけれども、

よくまとまっていて、これを１つ１つ見て、今ちょっといろいろな事業

体系を在宅支援課だけではなくて保健福祉部全体であと考えていくとこ

ろなのですけれども、よく「地域包括支援システムの充実のため」とい

うような言葉が使われていますが、ちょっと１つ１つ見て、個別の事業

計画がこれに合致しているかな、どうかな、ということを確認しながら

見させていただきました。 

  おおむね載っていて、もう既にモデルというおおむねの事業計画はで

きているのですけれども、大体載っているなというところでちょっと安

心したところです。 

  ただ、実は千代田区の在宅支援もそうなのですけれども、高齢者福祉

の部分は、こう言っては何ですけれども、物すごく充実していて、便利

なものがすごく多いのですよね。ただ、ちょっとこういう回答結果があ
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るのであれば、重点的にこういったものをやっていかなければいけない

なと。あとは、あまり多いがゆえに、実は住民の方に広く周知できてい

ない部分というのが残念ながらあるのかなというふうに感じるところが

ありまして、そのあたりですね、ちょっと注意していかなければいけな

いだろうなと。 

  在宅支援課だけではなくて、実は地域包括支援センターと呼ばれる、

千代田区でいうと「あんしんセンター」というのが麹町管内にあります

けれども、そちらのほうにもやはりこういう情報を提供していかなけれ

ばいけないというのもありますし、あと２４時間３６５日やっている地

域包括支援センターの業務をサポートするような形で、相談センターと

いうのが千代田区ならではで、そういう相談を受けるというところがあ

りますので、そういったところもありますよというのを、もう一度ちょ

っと周知して、こういったことをやっていくというのをもう一度確認し

ていく必要があるのかなというような気がいたしました。 

○山本会長   今おっしゃったのは、そういうふうにたくさんあるのだけれども、割

に知られていないようで、どこに相談したらいいのかわからないとか、

そういうふうに認識されているような気がするということですかね。 

○小玉委員   そうですね。あとは、実際に区に相談しに来てくれる方、あとは地域

包括支援センターに相談しに来てくれる方というのは、千代田区はこん

なにサービスいっぱいあるのだなと認識していただけるのですけれども、

そうでない方、必要としていない方は意外と知らないというのがあって、

そのあたりがやはり改めて課題かなと思いました。 

○山本会長   そうですよね。もちろんサービス自身がさまざまな問題があるという

こともあるのかもしれないけれども、やはり届かない人、あるいは自分

の力で入手できない人たちへどう届けるのかとういうのは、非常に大き

なこれからの課題になるかなというふうに思いますね。 

  ありがとうございます。 

  よろしいでしょうか。村木委員さん、もうそろそろ行かれると思うの

ですけれども、ちょっとごらんになっていかがでしょうか。 

○村木委員   先ほどもご指摘がありましたが、千代田区の場合、持家比率が結構高

いというのがあって、この居住支援協議会の本来的な位置づけとしては、

賃貸住宅の住みかえ支援ということなのですが、千代田の場合住まいと

いうことを考えた場合、持家の方々にもどういうことができるのかなと

いうことを考えていく必要があるかなと。先ほどもあったエレベーター

の話とか、あるいはここでほかにどこか賃貸に移るときに、残った家を

どうするかとか、そういったことに対するサポートとか、そういったも

のを考えていく必要があるなというふうに考えています。 

  そういった意味では、この居住支援協議会の役割として、本来的と言

いますか、国土交通省のほうで考えているようなものとはちょっと違っ

た方向とか、あるいはプラスアルファ的に何か考える必要もあるのかな
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というふうには思っております。 

  以上です。 

○山本会長   ありがとうございます。そうすると、民間賃貸住宅に入るための保証

をということ以外にも、持家の方々への支援策も同時に考えていく必要

があるということですね。 

  ありがとうございました。 

  片岡委員ではなく、代理できょうは、お名前は。 

○片倉委員   社会福祉協議会の片倉といいます。ちょっと名前が似ているのですが、

きょうは片岡の代理で出席させていただいております。 

  ちょっと初めてだったので、ちょっと方向違いのことを言ってしまう

かもしれないのですが、このアンケート、対象が要介護１から５の認定

を受けていない６５歳以上の方、自立して生活ができる方ということで

あるかと思うのですが、私、実際に仕事でいろいろなところを訪問をし

ている中で、この６５歳以上の人の中でも、松井委員のように昔から住

んでいらっしゃる方と新たにマンション等を購入して住まわれている方

とでは、多分意識みたいなものが全く違うのではないかなという気はす

るのですね。先ほど、広い狭いの話が出ましたが、私は、一戸建てに住

まわれている方というのは、基本的に結構古くから住まわれている方が

多い印象なのですが、むしろ家が狭いような印象を私は持っています。

むしろ新しく引っ越されて、ちょっと高級なマンションに住まわれてい

る方のほうが、例えばご夫婦２人で住んでいて少し広い所に住んでいる

というような訪問してみてのイメージを。 

○山本会長   逆なのですね。 

○片倉委員   あくまでイメージなので違うかもしれないのですが、そういうところ

があります。古くから住まわれている方は、やはり建てかえの問題であ

るとか、要はハード面の問題ですね。先ほどの車椅子の話もありますし。 

  あとは確かに長く住まわれているので、いろいろな荷物が置いてあり

まして、ちょっと部屋がそういった荷物で狭くなってしまっているとい

う状況の中で、高齢になってくると、物に足を引っかけて転んでしまっ

てけがをしてしまうとか、階段がすごく急なので手すりをつけてもちょ

っと上りおりが難しいよとか。どちらかというと、昔から住まわれてい

る方のほうが、少し課題というかニーズは多いのではないかなと。 

  新しく住まわれている方は、広さとか交通の便がいいとか、快適さを

求めて、多少経済的に負担があったとしても住まわれている方が多いの

で、福祉的な観点から言えば、現状としてはそんなに福祉的なニーズを

多く抱えている方が新しく引っ越してくるというようなことは少ないの

ではないかなという印象を持っています。 

  あと、施設に入りたいというような希望も多いというところがありま

したけれども、やはり今いろいろな多様な施設があるので、昔のように

いわゆる特別養護老人ホームみたいな、施設イコールそういう印象とい
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うのは多分ないと思っていて、サ高住などを初めとして、そんなに居住

形態は変わらないけれども相談するような相手がいるとか、在宅でいろ

いろなサービスを使えるとか、そういう多様なサービスを利用しながら

施設と呼ばれるところで住んでいく、そういう印象を持っている方もい

るのではないかというふうに思っているので、若干施設イコールみたい

な考え方も変わってきているのではないかなという印象を、ふだんの仕

事の中で持っています。 

○山本会長   ありがとうございました。私のイメージだと、民間賃貸住宅イコール

狭いと思ってしまうのですが、逆ではないかというご指摘です。そうで

すか。済みません、持家というと、どうしてもイメージ的にはかなり広

い１００平米くらいあってというか、そういうふうに単純に思っていた

のですけれども、千代田区の場合はそれは逆なのではないかと。むしろ

一戸建てに昔から住まわれている方のほうが、家が狭いとか物が多過ぎ

てまた狭くなったり、階段の先ほどの問題などもご指摘があるのではな

いかということでしたね。 

  ありがとうございます。 

  新井委員いかがでしょうか。新井委員ではないですか。 

○三本木委員  済みません。代理です。 

○山本会長   失礼いたしました。録音をするのにマイクがどうしても必要というこ

となので、恐縮です。 

○三本木委員  児童・家庭支援センターの三本木と申します。本日は、新井所長の代

理ということで参加をさせていただいております。 

  私たち児童・家庭支援センターのほうでは、今回の高齢者の方向けの

アンケートということで、我々のほうは、ゼロ歳から１８歳までのお子

さんのいるご家庭を対象としているので、大分ちょっと話がずれてしま

うかもしれないですけれども、今回の調査結果を拝見させていただいて、

先ほども言いましたように、我々のほうは、要保護児童、あるいは要支

援児童ですね、そういった支援の必要なお子さんのいるご家庭を対象と

しているのですけれども、対象者の方々は、正確な数字はわからないで

すが、９割以上と言ってもいいのかもしれないのですが、ほぼ賃貸、あ

るいは持家に住んでいるという方はほとんどいないかなというふうに思

っております。やはり、区外から千代田区のほうに転入されてきたりと

か、長く千代田区にもともと住んでいた方というのは、対象者としては

非常に少ないかなというふうに感じているところです。 

  それと先ほど来、話に出ている部分で言いますと、例えば住みなれた

地域を離れるということで、例えば賃貸で住まわれているお子さんのい

るご家庭で、やはり引っ越しが必要になってきた場合、例えば老朽化で

すとか、さまざまな問題で転居が必要になった場合に、やはりお子さん

のいるご家庭で一番課題になってくるのが、学校の問題があるかなとい

うふうに思っています。お子さんが、例えば小学生だとかということで
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あれば、やはり狭い千代田区とはいえ、学校を変えなければならないと

か、そういった部分では、やはり先ほどの問８といいますか、１６ペー

ジのほうに書かれているように、お子さんを持つご家庭でも住みなれた

地域を離れるというのは、ある意味ちょっと負担感の出てくる場面もあ

るのかなというふうに思っております。 

  それと、これも先ほど皆さんのほうからいろいろお話を伺っていたの

ですけれども、対象となるご家庭が、母子家庭のお宅であったりとか、

比較的経済的に、非常に経済力がそれほどまで高くないというようなご

家庭が多い関係もあって、部屋の狭さについては、クローズアップされ

ることもあります。例えば、お子さんとご家族との関係の調整とかとい

うことを我々のほうではしているのですけれども、やはり狭い居住空間

の中ですと、例えば小さいお子さんがいた場合に、どうしても当たり前

のことなのですが、お子さんの泣き声ですとかそういったことに敏感に

反応される保護者の方、例えばお母さんもいるということで、狭さとい

うところが非常に課題を招くということも、実際にケースとしては散見

されるかなというふうに思っております。 

  しかしながら、なかなか千代田区内で経済的にそれほど豊かでない方

が、広い場所にというのはなかなか難しいので、そういったところには

やはり広さというか、逆に狭さというところが非常に悩みということで、

課題に挙がってくることとかも多いのかなというふうに感じているとこ

ろです。 

  私のほうからは以上です。 

○山本会長   ありがとうございます。 

  子どものこと、あるいは母子世帯のことについては、今回のアンケー

トにはなかったので、より貴重なご意見だったと思うのですが、ちょっ

と私の個人的な質問なのですが、なぜ区外からの転入者が多いのでしょ

うか。千代田区は逆に家賃が高いのではないかというイメージがあるの

ですが。 

○三本木委員  一概に理由がこれと、明確なものはないと思うのですけれども、やは

り、例えばなのですけれども、非常に若い世代のお母さんもしくはお父

さんお母さんは、非常に千代田区が子育てのサービスが充実していると

思って入ってきたという声はよく聞きます。 

  例えばですが、泣き声通告というのがありまして、今、世間的に泣き

声ですとか親のどなり声が聞こえた場合に、我々が調査に行ったりする

のですけれども、それで最近引っ越してきたという話の中で、やはり母

子へのサービスですとか、あるいはお子さんへのサービスが充実してい

るので、何とか区と何とか区と迷ったのですけれども、千代田区に来た

のですというような声を結構聞くかなと思います。 

○山本会長   そうですか。そうすると、若干家は狭くなっても、そういうようなソ

フトのサービスが充実しているということで選ばれて来られるのですか
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ね。いろいろな要因があると思うのですが。 

○三本木委員  そうですね。本当にさまざまではあると思うのですけれども、やはり

今若い世代のお父さんお母さん、結構ネットとかも見て研究されたり引

っ越しの際にするようで、そういったいろいろな情報を調べてきたり、

もちろん、お仕事をされていて、そこに通いやすいとかという通常とい

うか一般的な理由もあるとは思うのですが、それに付随して、近隣区で

サービスを比較して来ましたという声も。 

○松井委員   多分一番大きいのは、保育園の待機児童ゼロというのが、よくテレビ

とかでも言われますよね。ほかに抜かれても、また千代田区がゼロにな

ったりとかなので、それが一番の理由ではないのでしょうか。 

○三本木委員  そうかもしれないです。今おっしゃっていただいたことに、こうやっ

て手当の関係とかもあるのかもしれないのですが、そういった面が結構

調査というか、個々の中で調べてきてくださるということが、話として

は聞きます。 

○山本会長   ありがとうございました。いろいろご意見いただいて、今のご意見な

どをまとめて、これをどうするというわけではないのですが、先ほど村

木さんからもおっしゃいましたけれども、居住支援協議会として何を課

題にしていくのかということを、もう一度考えていきたいと思います。 

  それでは、ちょっと時間が押しておりますので、議題の２に進んでも

よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、事務局から

居住支援協議会のリーフレットの作成についてということで、新しいご

提案をちょっとお願いいたします。 

○事務局    宿題になっていました、リーフレットの作成に関してお詫びをしなけ

ればいけないのですけれども、試作案をつくることができませんでした。 

前回の議論でもご意見がありましたがリーフレットを作成して、何を訴

えていくかと内容が重要なわけです。しかしながら、千代田区の居住支

援協議会では現在効果的な住まいの支援の在り方を模索中の段階のため、

居住支援協議会が事業を実施している自治体とは違った形でのアプロー

チの仕方でリーフレットを作成する必要があると考えます。 

本日は、参考資料１と２という形で、先月「８月３０日」に福岡市と

大牟田市に居住支援協議会の活動について山本会長と区で合同ヒアリン

グ調査を行いのました。 

   まず参考資料１は福岡市居住支援協議会のパンフレットとなります。

福岡では、市内の賃貸住宅が６割と高く、元々は空家対策からスタート

したとのことです。また、福岡市は政令指定都市で人口が約１５０万人

と大変多く、高齢化率も高いことから社会福祉協議会の相談窓口と住宅

所管課との連携が歴史的に深く、住まい替えや、様々な相談ニーズを総

合的に対応する、「住まいサポートふくおか」の仕組みができたという

ことです。 

  裏面をごらんいただくと、「住まいサポートふくおかのしくみ」が図
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示されています。居住支援協議会として活動する部分と、社会福祉協議

会の事業の中で行っている「入居支援サービス」とが、重なっている部

分もありますし、不動産の事業では、宅地建物取引の協力店の事業者や

家主の方関わっていただき居住支援の相談・プランの提案がされている

という全体の活動の内容が分かりやすく説明されています。 

  もう１つは参考資料２「大牟田市の居住支援協議会」のパンフレット

になります。大牟田市は人口が約１１万人で、認知症の対策では全国で

も先駆けということで有名な市です。平成９年に、三池炭鉱が閉山して

人口が急減し、空き家が大量に発生し、その空き家の活用が大きな課題

となりました。課題解決には、認知症支援のネットワークの要となって

いた大牟田市社会福祉協議会と空き家対策所管の住宅課が連携をして

「大牟田住みよかネット」という居住支援の仕組みをつくりました。事

務局は社会福祉協議会と住宅課が、共催という形でなっています。ちな

みに福岡市では昨年までは社会福祉協議会が事務局を担っていましたが、

補助金の関係で、今年度から住宅都市局と社会福祉協議会が両方で事務

局を担うようにしたとのことでした。 

  裏面に「居住支援協議会ってどげんかことすっとね？」というタイト

ルで、その下にＱ＆Ａで、居住支援協議会で行っていること例えば、

「家主と住まいを必要としている人をマッチングします」とか、「地域

包括ケアシステムの構築の支援を行っています」とかが記載されていま

す。大牟田市では、介護保険の日常生活圏域は中学校区ではなく、小学

校区で設定して、医療と介護、生活支援を行っています。その要に居住

支援協議会を位置づけています。 

「空き家活用モデル事業」では、空家となった古民家を改装して地域

住民が集まれる「サロン田崎」が２７年１月にオープンしましたとの実

例が記載してあり視覚的にとても分かりやすい内容となっています。オ

ープンにあたっては、改修経費を助成したり、運営に地域の人・有明高

専の学生・ボランティア団体がかかわっていることが見えてきます。 

なお、情報発信ではホームページ「住みよかネット」を運営しています。 

  大牟田市の方にお聞きしたのですけれども、リーフレットの作成につい

てはじめは事業を行っていなかったので、最初は手づくりで①居住支援協

議会の構成員の紹介、②これからの方向性について記載したごくシンプル

なものを作成して、セミナーとかワークショップの席で、ご意見をいただ

きながら、徐々に現在のものに近づけていったとのことでした。現在のパ

ンフレットは、作成の際にデザイナーなどに頼み、きちんと作成したとの

ことでした。 

  ご報告が長くなり恐縮します。リーフレットの作成については、２回

にわたって様々なご意見をいただきましたが、29 年度では「試作版」の

形で作成させていただき、それをワークショップというか、委員の皆様

はじめご意見をいただきながら、具体的な作業と並行してつくり上げて
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いきたいなと考えてございます。大変申しわけないのですけれども、ご

報告は以上となります。 

○山本会長   ありがとうございました。ご提案としては、前回第１回の居住支援協

議会のこの会議のときに、どんなものをつくるのかというので、先ほど

議事録をちょっと振り返っていただいて、家電製品が壊れたらどうする

かというような、ああいう取説のような形のものにするかとか、誰に向

けて出すものなのか、専門職なのか一般の人なのかといういろいろご意

見があって、私たちもどういうものをつくっていったらいいのだろうか

というのは迷ってはいるところなのですね。 

  ただ、先ほど新治さんからもおっしゃいましたけれども、一応専門職

なのだけれども一般の人もわかるようなものをというのが今のところの

着地点なのです。ただし、この千代田区の居住支援協議会は、まだ居住

支援協議会としては何もやっていないので、何を載せたらいいのかとい

うのがわからない状況なのですね。 

  そこで、どうしようかという迷いもあるのですけれども、大牟田市さ

んにこういうふうな感じで見に行ったときに、最初から居住支援協議会

こんなことをやっていますというのは、私たちもできなかったと。ただ、

できなかったから何もつくらないというのではなくて、今お話ありまし

たけれども、こういう理念でもって居住支援協議会をやっていくのだよ

ということでもいいので、まずつくることが大事だと思って、まずは自

分たちでつくりましたということなのですね。こんな立派なものではな

かったそうです。自分たちの本当に社協の中でつくられたという話だっ

たのですけれども、みんなで集まってどうするかというのでつくったと

いうお話なのですね。 

  ですから恐らく、千代田区さんの事務局さんとしては、まずそういう

これからどういうふうにしていくかという理想の部分と、それから先ほ

どお話もありましたけれども、いろいろなサービスや施策があるので、

そういうものを載せていくということのリーフレットをまずつくってみ

てはどうかというような、そういうご提案が今あるのではないかと思っ

ています。 

  ですので、今から皆さんにご意見をいただきたいのですけれども、ま

ず１点は、そういう専門職向けなのだけれども一般の人もわかるような

ものという、あやふやですけれども、そういうもので、居住支援協議会

とはこういうものですよ、例えばこれですね、大牟田市さんのここに載

っているような形ですね。ここに載っているようなものとか、こういう

ことを目指しているのだというようなことを載せるとともに、今ある施

策やサービス、住まいに関してですね、そういうものを載せていくとい

うリーフレットをつくりますよと。そのことについてどうですかという

ご意見と、あとはそれをつくるのにここで全部が参加してわいわいでき

ないので、誰かに集まってもらったりとか、あるいはワークショップを
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やってつくってはどうかというようなご意見があった。今、それはおっ

しゃっていなかったですか、さっきおっしゃっていたのですよね。ワー

クショップみたいなものは。 

○事務局    ワークショップは思いつきの域をでませんが、相談等の実務担当者の

ご意見も聞いてみたい気持ちがあります。 

○山本会長   ワークショップみたいなものをやって、こういうものを載せたらいい

のではないかみたいなことをたたいてはどうかというような。さっき私

にはそうおっしゃっていた。今はおっしゃいませんでしたけれども。と

いうことの２つなのですね。ちょっと前回の繰り返しになるところもあ

りますが、いかがでしょうか。お１人ずつ。三本木さん。子どもではど

うですか。こういうのはつくっていらっしゃいますか。 

○三本木委員  リーフレット自体のことですか。 

○山本会長   何でもご意見いただければ。 

○三本木委員  リーフレットについては、やはり先ほど新治課長がおっしゃられてい

たように、子ども向けのサービスを載せたリーフレットというのは、う

ちでも何種類か作成はしていますね。 

○山本会長   子ども向けの、住まいに関するということではないのですね。 

○三本木委員  そうではないですね。 

○山本会長   全般的な。 

○三本木委員  そうですね。支援内容と、あと育児支援法、ヘルパーとか、具体的に

言うとそういった、もちろん対象者はそれぞれ限られてくるのですけれ

ども、そういったサービスの内容についてはリーフレットの作成はして

います。住宅については、特段うちのほうでは載せている部分含めて今

のところは特にないですね。 

○山本会長   どうですか、例えばこういうものをつくって、母子世帯のさっきのお

話もありましたけれども、母子世帯については今こういうような住まい

に関する施策があるのですよというのを載せるというのは、反対という

ことはないと思うのですが、どういうふうにお考えでしょうか。そうい

うものがあるとよりいいねという感じでしょうか。 

○三本木委員  そうですね。住宅課さんがやっている都営住宅、区営住宅の関係の、

必要がある方にはそういったパンフレットを住宅課さんからいただいて

個別に配ったりはしているので、そういったものがどういった形か全然

想像つかないのですけれども、あると少し一助になるかなという気はし

ます。 

○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、何を伝えたいか。この居住支援協議会で、それが大切だと思う

のですけれども、では何でこの居住支援協議会というものをつくったの

ですか、その意義をやはり伝えなければいけないと。こういうことを考

えていこうと思ったきっかけは何なのか。それとやはり構成メンバーは

こういうメンバーでやっています、最終的に終着として目指すところは
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こういうところですというのを、それをわかりやすく載せてあげるとい

うところかな。これが大切なのかなと思います。 

  先ほどもちょっとお話ししたのですけれども、第７期の介護保険事業

計画の中にもやはり居住を入れているのですね。入ってきますので、そ

れを１つ参考にしていただきながら、そこから個別事業というのを居住、

住まいというところありますので、それを切り抜いて、それについては

こういうふうにやっていきますというような形で、居住支援協議会では

考えていますとか、そういうような形になるのかな。 

  あとはちょっと済みません、ばらばらにつくるのか、あるいは今多分

いろいろな部署でいろいろなものがあるのですよね。またさらにつくる

となると、それはちょっと思ったのですね。ちょっとそのあたりをこれ

から考えたほうがいいかなと思います。今ぽっと思い浮かんだイメージ

というのはそんなところです。多分何を、ではこの協議会でやっていく

のかということを示すには、やはり個別にこういうこと、こういうこと

というのを示して、ではこういうふうにしていきます、居住支援協議会

ではこういうふうに考えていますというのを示してあげて、やっていく。

ただ、それは文字の羅列だと絶対受けないですから、いろいろな人が見

ると思うので、そういった意味ではこういう大牟田とか、福岡とか、や

はりイラストを入れてつくってあげたほうが絶対いいのだろうなと。 

○山本会長   ありがとうございます。大坪委員、いかがでしょうか。 

○大坪委員   今、居住支援協議会が何をやっているかというのが知られているかと

いうと、恐らくあまり知られていないと思いますので、その活動を周知

していくという意味でつくるのであれば、いいのではないかと思ってい

ます。ただ、載せる中身について何を載せたらいいのかというところは、

ちょっとこれから検討が必要かなと思いますし、今小玉課長からも、高

齢者の計画をつくっているという話がありましたけれども、今年度、障

害者のほうでも計画をつくっておりまして、やはり住まいに関する項目

を入れようとしています。ですので、高齢者の住まいとの連携を悩まれ

ていましたが、障害者も住まいの部分との関係がどうなるのだろうとい

うのも思っていました。 

  あと、ワークショップでつくるというお話もあったのですけれども、

イラスト入れてとか、構成とかこういうものを入れてほしいというよう

なご要望を聞くのはできるかとは思うのですけれども、最初居住支援協

議会がどういうところで何をやるのか、何を目標とするのかですとか、

あと住まいについて使える区の今ある施策ですとかサービスがどんなも

のがあるかというのを載せていくとなると、そのワークショップのメン

バーというのはどうなるのだろう、一般区民を入れたような形ではちょ

っと難しいのではないかと思ったところです。 

○山本会長   ありがとうございます。片倉委員、いかがでしょうか。 

○片倉委員   今回代理参加なのでよくわかっていない部分もあるのですが、この参
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考資料１、２を見せていただいて、両方とも社会福祉協議会をやってい

るので、人ごとではないのですが、福岡さんは「賃貸住宅への住み替え

の際」というのがついているのですよね。大牟田さんは「空き家を地域

貢献のために提供してみませんか」と。これは多分対象が違いますよね。

空き家を提供してくださいというチラシと、住みかえの際の支援をしま

すよという、同じ支援協議会でも全然方向性が違うようなタイトルにな

っているので、恐らくいろいろな調査をして、一番ニーズの多いところ

というのですかね、課題の多いところをこのテーマにしているのだと思

いますので、千代田区の協議会がどういうニーズがあって、どこをポイ

ントにして運営していくかというところで、またこの広報の仕方も変わ

ってくるのではないかなと思います。 

  あと、チラシのつくり方ですけれども、初めはもちろん手づくりで全

然構わないと思いますが、充実してきたら、やはり見せ方とか文字の大

きさ小ささとか、そういったところはやはりプロにはかないませんので、

広報の効果というところを考えたときには、ワークショップをしていろ

いろなご意見をいただくのはもちろんありだとは思うのですが、最終的

にはやはりプロに任せたほうが、こういったチラシづくりというのは、

もちろん効果的なものができるのではないかなと思います。 

  あと、先ほど来出ていますが、千代田区はいろいろなサービスが充実

している反面、サービスが多過ぎて何が何だかわからないとか、必要な

サービスが見つけづらいとか、あとは必要にならないとそのサービスを

探そうとしないとか、多分いろいろな考え方があって、やみくもにチラ

シをたくさんつくっても、多分うちの窓口に帰りに寄っていただければ

わかるのですがチラシだらけなのですよね。全然来た人が自分の欲しい

チラシを探し求めてもなかなかそこにたどり着けないみたいなものもあ

りますので、そういった効果的なチラシのつくり方、もしくは置き場所

とかも含めて、そういったことも少し検討しないといけないのではない

かなと思いました。 

○山本会長   ありがとうございました。そうですね。松井委員、いかがでしょうか。 

○松井委員   リーフレットは基本的に、多分必要としているのは一般の区民の方だ

と思うのですよね。私の認識が間違っていたら指摘していただきたいの

ですが、この居住支援の協議会に関しては、いわゆる高齢者も障害者も、

全然そうではない方でも実際に住まいに困っている方が対象なのですよ

ね。 

○山本会長   住まいに困っている方。 

○松井委員   ですから、そういう方がまず住まいに困ったときに、ではどこに相談

しに行けばいいのかと、どういうところまで相談に乗ってもらえるのか

ということがまず基本で、それが入っていれば、本当はそれだけでもい

いのではないかなと思うくらいなのですよね。入れたいものを、これと

これ、と精査をすることが一番大事で、あとは実際につくるのはプロの
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方が理想的なのですけれども、千代田区にはいろいろな学校があるので、

そういうデザインの勉強をしている学生さんにお願いをして、そういう

若い方たちにも、実際に住宅に、そうすればつくりながら、やはりグル

ープでつくったとしても、こういうことにも興味を持っていただけるの

で、そういうふうにしたらいいのではないかと思います。 

  あとは専門職の方向けでしたら、普通にこういう資料みたいな形で、

居住支援協議会の役割とかいろいろ、それで専門職の方はそれを見てい

ただければいいので、このリーフレットは本当に見やすくつくっていた

だければいいなと思います。 

○山本会長   ありがとうございました。吉岡委員、いかがでしょうか。 

○吉岡委員   リーフレットをつくるのは非常に難しいです。限られたページでどな

たでもよくわかるというのがまず目的だと思うのですが、専門職向けと

一般職向けと分けるのですかね。 

○山本会長   今、とりあえずは専門職向けということで。 

○吉岡委員   そうしますと、いろいろな、千代田区さんはいろいろなメニューがた

くさんあって、全て載せるということは無理ですね。しかも、うんと載

せるとわからなくなってしまう。だから、シンプルに、専門職向けのも

のもシンプルにおつくりいただいたほうが、私は一番いいと思います。 

  それと、来月から住宅セーフティネット法が改正されますよね。そう

すると、住宅確保要配慮者の範囲が、各行政庁で国が決めているほかに、

セッティングというのですか、範囲を広げることができるというので、

当然住宅確保要配慮者の範囲が広がるので、そのことを念頭に入れてつ

くられたほうがいいかなと思っております。 

○山本会長   ありがとうございます。その点については先ほど持家の人も千代田区

の場合非常に多いよねというご指摘ありましたよね。 

  早水委員、いかがでしょうか。 

○早水委員   宅建千代田中央支部の早水です。前回の２９年度第１回居住支援協議

会のものをきょういただいていますけれども、その中で私、前回のとき

に、この話がやはり出たときに、ちょうど９ページから１０ページにか

けた形で、そのとき意見を発言させていただいているのですが、今の流

れを聞くと、各在宅支援とか障害者支援、いろいろなことを含めて、

細々としたものについてはそれこそパンフレットやそういうものがたく

さんあるというのであれば、皆さん申しわけないですけれども、一度持

ち寄っていただいて、それであまりにも細かくやり過ぎてしまって、ポ

イントがわかりづらくなっているところもあるという話もありましたけ

れども、きょう参考資料としていただいた大牟田市と福岡市の中で、大

牟田市のほうのこのＱ＆Ａ方式ですね。中側になって、多分これは３つ

折り式に使っているリーフレットだろうと思うのですが、それの今開い

たところの左下の、地域包括ケアシステム構築の支援を行っていますと

いう部分。要はだから、千代田区全体では何をしているのかということ
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がこれでわかりますよね、置きかえれば。この住まいという部分のとこ

ろ、グリーン色で書かれているところが、居住支援協議会が行っている

ものだと。これを当然取り出して、例えばＱ＆Ａ方式で書いたりして、

わかりやすくするのが、今松井委員などもそう言われたみたいに、一般

の人向けだと思います。 

  全体の流れとして言うと、前回の私も言った、ガイドブックというか

専門職の方たちのためにつくられていくのであれば、この仕組みそのも

のを、結局次のきょうの議題での本当は相談窓口、ネットワーク確認に

つながると思うのですけれども、総合的なものをつくられた上の中で、

居住支援協議会がそこで何ができて何につながるのかということを説明

しないと、実際に利用している、この居住支援を必要としている方たち、

今松井委員が言われたみたいに、来月から始まります新しい住宅セーフ

ティネットの問題も出てくると、我々もどこへ協力することができるか

というところがぼけてしまうのですね。 

  ですので、結局皆さん方も区のほうでは細々と１つずつやられるので

あれば、それを持ち寄っていただいて、先ほど言ったみたいにワークシ

ョップとしてそれを取りまとめた形のものをしっかりつくられるのであ

ればそれをつくられると。その中から、当然リンクしていってこのネッ

トワークの中で、この居住支援協議会は何とつながっていて、我々の窓

口からまた何が受けられるのかという部分のチャートがわかるものにし

ていただいたほうがいいと思うのです。新治課長が最初言われたみたい

に、専門職向けにという部分であれば、それをしっかり、我々の意見も

もし出させていただけるのであれば、入れていただいたものをつくって

いただいて、その中から逆に今松井委員が言われたみたいに、重要な部

分のエッセンスを取り出して、居住支援協議会がしていくもの、携わる

ものという部分の、ソリューションの流れとネットワークを、やはり一

覧でわかりやすくしていただくのがいいのではないのかなと。１つにま

とめてしまって、前回のときの私の意見は、１つにまとめた部分で、取

説のようにそうやってわかれば一番いいのではないですかとお話しした

のですけれども、もしその段階で取説そのものが専門職用のものである

のであれば、わかりやすくその中の一部分だけを抜き出してわかりやす

くしてくれるのがリーフレットの役割なのだろうと、きょうの中で理解

しているもので、もし分けられるのであれば２つで分けてつくられたほ

うが、効率的なのではないかなとは思います。 

  だから、こちら側から積み上げて何かつくっていくよりも皆さんがも

う既につくられているものがありますから、それを持ち寄って精査した

上で、総合ガイドブックみたいなものをつくられた上で、その中で、く

どいようですけれども、居住支援協議会としてやるものとか、携わるも

のを抜粋していただいたほうが、リーフレットとしてつくるのであれば。

だから、別物だという理解をきょうはしているのですけれども。きょう
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の見させていただいた参考資料とかお話を聞いている中でそういうふう

に感じました。 

○山本会長   ありがとうございました。いっぱいあるものを見てみるというのはす

ごく大事ですね。確かにね。 

○山本会長   ありがとうございます。平岡委員いかがでしょうか。 

○平岡委員   住宅だけの施策をとって考えますと、実は、他区、東京２３区特別区

がありますけれども、その中でもかなりの数で、住まいのガイドブック

というものがつくられています。そのガイドブックを見ますと、住宅が

オールラウンドで載っているというような形です。ですから、住宅の施

策が網羅的に載っていると。 

  ただ、今回は、ちょっと選択的ではないのですけれども、居住支援協

議会の冊子というような形で載せますから、当然のことながら、こちら

にいらっしゃる構成員の皆さんの事務事業が、ダイジェストに載ってい

るもの、というものが一番近しいものではないかというふうに考えます。 

  その上で、これまでご発言された委員の方々からも、ご発言ありまし

たけれども、例えば、トピックスとして一部の事務事業を特化的に載せ

たいというのは、恐らく各課、それから窓口を持っていらっしゃる方で

あれば、それなりに特化したものはリーフレットとして別にお持ちでい

らっしゃるというふうに思いますので、それをブラッシュアップされる

のは、これから当然進めていただいていいのですが、今回目指そうとす

るものは、やはりこの居住支援協議会の構成員の皆さんがかかわりを持

つ中で必要な事務事業が載っているもの、というような形でおまとめし

ていくのが一番よろしいのかなと思っています。 

ちなみに、区は事務事業をほぼ網羅的につくった、ちよだインフォメ

ーションという生活便利帳を既につくっていて、２年に１回改定してい

るのですね。私も、前職のときにこれの編集に当たっていたと。これ、

はっきり言いますと、区の事務事業がほぼ網羅的に載っていて、厚みも

１センチメートル程度のもので、各家庭に１冊常備というようなことで、

各戸配付をしている冊子なのですけれども、ここまでいってしまうと、

事務事業名を詳しく載せることはほぼ不可能です。 

  逆に住まいのガイドブックを他区で出しているものを拝見しますと、

これは網羅的に載せているというものではないのですが、仕組みがわか

るように載せているというようなことで、非常にわかりやすいというよ

うな視点で、両方の視点を備えた形で、お年寄りからお子さんまでわか

るような内容に編集していくことが、もちろん必要になってくるだろう

というふうに思っています。 

  ここにいらっしゃる委員の皆さんが、それぞれ携わっていて、この居

住支援協議会の中で必要な事務事業をまとめて、まずそれを接着剤とし

て束ねたものを１回事務局案としてつくって、それをみんなで１回方向

性もならしていくというようなことから、必然的に見えてくるものもあ
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るのではないかと思いますので、住宅マターでも必要なものは当然お出

しできますから、そういったものをご提供していきたいというふうに考

えております。 

○山本会長   ありがとうございました。 

  たくさんご意見をいただいたのですけれども、居住支援協議会として

何ができるかということを、やはり載せていかなければいけないという

のは確かですよね。細かいところは、もう既におありのものをうまくダ

イジェスト版的に載せていくということが必要だろうと思います。 

  そのやり方としてはどうしますかね。ワークショップでというとメン

バーをどうするのかというのが確かにありますよね。一度、事務局さん

のほうで、何かたたき台のようなものを、やはりつくらざるを得ないと

いうところでしょうか。 

○事務局    事務局でございます。ご提案、いろいろありがとうございました。 

  まず、各相談窓口にどのようなパンフレットがあるのか確認させてい

ただきたいと思います。それを居住支援協議会と関係してきそうなもの

について概要的に取りまとめて、千代田区の居住支援協議会が何を目指

しているのかということの付記した試作版を事務局で作成、次回協議会

の前にお送りさせていただきたいと思います。 

  その上で、本格版に向けてワークショップのようなもので議論をしな

がら練り上げていった方が良いのかということで進めてまいりたいと思

います。いずれにしろ、「居住支援協議会」がほとんど一般の方々に認

知されていない状況から、居住支援協議会の活動についてご理解をいた

だき、支援のネットワークをより広範・強固なものとしていくためにリ

ースレットはとても大切なものと認識しています。 

現状では、区にあっても福祉や住宅で様々な相談窓口が様々なサービ

ス支援を行っています。利用者は、どの相談窓口にいっても、住まいを

核として様々な生活相談がネットワークにより支援としてつながってい

ることが必要と考えます。この意味で、前回ご提案した相談窓口をつな

ぐシートのようなもの活用も包括的な支援には必要となってくると思い

ます。 

○山本会長   わかりました。 

  ちょっと大変かと思うのですけれども、次は１１月か１２月なのです

よね。ちょっと難しいですかね。もうちょっと先でしょうか。 

○事務局    とにかく、早速戻りまして、各委員の所管のほうにパンフレットの送

付依頼というのをさせていただいて、集まったものをちょっとこちらで

見て、それを私たちなりにまとめてみたいと思いますので、何とか次回

までにお送りできるようにしたいと思います。 

○山本会長   わかりました。ありがとうございます。 

  それではもう１つ、今のとちょっと関連するのですけれども、相談窓

口のネットワーク化についてということで、ちょっとご提案をお願いい
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たします。 

事務局     それでは、こちらの議題（３）相談窓口のネットワーク化については、

特に今回資料はご用意してございません。前回第１回居住支援協議会で

「相談をつなぐシート」というご提案を差し上げました。現在もってい

るイメージとしては、先ほど参考資料でご紹介しました「住まいサポー

トふくおか」のフローチャートのような形で「区の中で相談窓口が連携

はしているのだよ」ということが実現されることが、地味ではあります

がとても大切なことと考えています。 

「相談をつなぐシート」を生かすためには、実際に相談居住支援協議

会の名前を掲げるなどして月に１回程度定期相談窓口的なもの試みるの

も１つの方法であろうかと思いますが、実績など利用状況も踏まえて対

応する必要があると考えています。千代田区の人口規模や民間の賃貸住

宅の状況を考えますと、居住支援協議会としてワンストップ型ではなく、

それぞれの相談窓口をつなぐネットワークによる支援の方向性をめざす

べきとも考えています。 

  また、「つなぐシートの活用」では住宅や福祉といった行政の縦割り

をなくすということでは意味のあることと考えますが、各相談窓口にお

ける「個人情報の保護」の観点から本人同意が前提となり、ケースバイ

ケースの対応となることは致し方がないかなと思っています。また、庁

外の「居住支援団体」「不動産関係団体」との連携においては、さらに

相互の信頼関係や連携実績の積み重ねが課題となってくると考えます。

住みかえの支援の分野では、どうしても民間の賃貸住宅の活用で早水委

員や岡田委員所属の不動産協関係団体にご協力を賜らなくてはいけない

ですし、見守りなどボランティアの活用・協力の話となれば民生・児童

委員協議会や社会福祉協議会、建築防災協会の各位との連携が欠かせま

せん。抽象的なご提案で申しわけないのですけれども、以上でございま

す。 

○山本会長   わかりました。ありがとうございます。 

  その相談を、どこがどういうふうにしていくかというのが一番大きな

問題で、恐らく今ここで、あと５分ぐらいではできないので、来年度以

降も引き続きということになるのですけれども、大牟田市と福岡市を見

に行ったというのは、やはりここは、先ほど片倉委員もおっしゃったの

ですけれども、社会福祉協議会が受けているのですよね。 

  福岡市のほうは大きな市ということもありまして、専任を置いて、そ

の専任が全部やっているということで、社協としてプラットホームを設

けて、全部そこが割り振りをやっていくというようなところなのですね。 

  大牟田市さんのほうは、やはり社会福祉協議会が、専任を置かずに誰

でも受けますよという形で、全面的に受けていらっしゃるということで、

まず窓口が福祉系なのですよ。これは非常にユニークで、いろいろな国

も注目をして、ここはしょっちゅう国の講演会などでも出て来られると
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ころなのです。これは非常に珍しくて、多くは不動産関係の方が窓口と

して受けて、そこからいろいろなところに回していくというのが一般的

なので、板橋区などもそうですよね。 

  今、私は日野市のほうでやろうとしているのですけれども、日野市も

ちょっとどういうふうにしていくかなと迷っていますが、まず福祉協議

会がということではないのですね、やはり。ですから、千代田区はどう

いうふうにやっていくかというのは、これからちょっと考えていかなけ

ればいけなくて、新治委員がおっしゃるような、１カ月に１回というの

も、誰が受けてどういうふうに回していくかというのは、非常に大切な

ところかなというふうに思います。 

  それからもう１点、ちょっと今ご提案なかったのですけれども、居住

支援協議会の活動の１つとして、講演会などを開くことというのが国の

ほうから言われておりまして、いろいろな区ではそのようなものを開い

ておられます。やはり福岡市さんや大牟田市さんも、お聞きすると、面

白いですよね。全然違うのですね、内容が。大牟田市さんのほうは小さ

い市なのですけれども、やっていることが全国レベルのような、大先生

を招いて、厚労省からも呼んでいましたよね、たしか。それで、東京都

でやっているのではないかというような、それぐらいの大々的な、非常

に難しい、これからの居住支援を考えるみたいなことをやっておられま

す。 

  一方、福岡市さんのほうは、一般の市民に向けて、あなたの住まいを

どう考えますかというようなのを、一般の株式会社の、私の知り合いだ

った人なのですけれども、何と言ったらいいのですかね、セミナーみた

いな感じですよね。これからあなたの資産をどうしたらいいですかみた

いな、そんなような不動産活用セミナーみたいな、そういうことをやっ

ていらっしゃる、居住支援協議会の講演会としてやっていらっしゃると

いうことなので、全然違うのですよ。だから、やりたいようにやったら

いいのではないかなというふうに思いますので、千代田区としては、居

住支援協議会としてはどういう講演会を開いていくかということも、１

つ、先ほどの相談のあり方と同じように考えていかなければいけないと

いうふうに思っています。 

  済みません。ちょっと一方的にしゃべってしまいましたけれども、と

いう状況なのですね。よろしいですかね。今のは質疑ということはある

のですが、何か今の点でご質問ありますか。よろしいですか。 

  では、次のときに、その点についても少し議論させていただくという

ことにしましょう。 

  どうもありがとうございました。２時間、１１時４０分に終わる予定

だったのがちょっと延びてしまいましたけれども、それでは事務局のほ

うにお返しいたします。 

○事務局    皆様、本日は長時間にわたり、ありがとうございました。 
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  今回、第２回居住支援協議会ということで、リーフレットの作成、そ

れから相談のネットワーク化、セミナーの話等盛りだくさんのところ、

熱心なご議論を賜りまして、どうもありがとうございました。 

  これを参考に、事務局のほうで、第３回の準備を進めたいと考えてご

ざいます。どうか引き続きよろしくお願い申し上げます。 

○山本会長   以上ですね。ありがとうございます。 

  これは出さないといけないのですかね。何か、支払金口座。 

○事務局    ご提出いただかなくても大丈夫です。済みません。お席に置いておい

てください。 

○山本会長   いいですか。 

○事務局    次回の協議会は１１月～１２月に皆さんのご都合を見ながら、開催さ

せていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

○山本会長   はい、わかりました。 

○事務局    以上でございます。 

○山本会長   きょうはどうもありがとうございました。また、よろしくお願いいた

します。 


