
 

 

 

 

 

 

平成２９年度第３回千代田区居住支援協議会 

 

 

 

―議 事 録― 
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千代田区 生活支援課 

■開催日時・出席者等 

日時 平成２９年１２月１９日(火) ９：３０～１１：３０ 

場所 千代田区役所 ８階 第１委員会室 

参加者 

学識経験者 山本会長 

不動産関係団体 早水委員、三武委員（全日不動産協会岡田委員代理） 

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（欠席） 

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 

三本木委員（新井児童・家庭支援センター所長代理） 

 

■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。委員の皆様には年末のご多忙な中、ご

出席をいただきましてありがとうございます。今回の時間設定が３０分

早くなりましたことをおわび申し上げます。ご協力ありがとうございま

した。 

        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。 

○事務局    皆様、おはようございます。朝早くからどうもありがとうございます。

出欠の状況でございますけれども、まず全日の不動産の岡田委員が本日

所要により三武様が今回代理でご出席いただいております。また、内部

委員の村木委員公務が重なり、本日欠席とさせていただきました。小玉

委員は、ただいま接客中のため遅くなりますが出席予定でございます。

新井委員は、会議が重なって前回出席の三本木係長が代理出席となりま

す。出欠等は以上でございます。 

○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

諮りをいたします。ご異議がなければ原則どおり公開という形で進めさ

せていただきます。 

        それでは、次第に従いまして、１１時半をめどに効率よく進めてまい

りたいと思いますので、委員の皆様におかれましてはご協力いただけま

すようお願いいたします。 

議事録を作成する都合上、お手数でございますが、このようにご発言
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の際にはお手元のマイクのスイッチを押していただいて、赤いランプを

ご確認の上ご発言ください。なお、お名前をおっしゃってからご発言い

ただけますと幸いです。お願いいたします。 

それでは、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

お願いいたします。 

○事務局    それではお手元の資料２種類、１つがクリップ留にしてあり、もう１

つが参考資料となります。まずクリップ留の資料をご覧ください。一番

上に「本日の次第」、次に資料１としまして「第２回千代田区居住支援

協議会の議事録」、続いて資料２、非常に細かい字で恐縮しますが「千

代田区居住支援協議会設置要綱改正案と新旧対照表となります。続いて、

横向きの資料になりますけれども、資料３－１、３－２、３－３、３－

４という形で右上とじのホチキス留の資料となります。 

次にクリップにとめてない「参考資料」としまして、参考資料１と

して「住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会について」のパ

ンフレット。参考資料２としまして、「国土交通省告示による賃貸住宅

管理業者登録制度 そのメリットとシステム」の３つ折のリーフレット

をＡ４に開いたもの、それから参考資料３として「千代田区居住支援協

議会」「相談受付票」となります。過不足などございますでしょうか。

ということで資料につきましての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す。それでは、これから平成２９年度第３回居住

支援協議会の議事に入りたいと思います。私の時計で大体９時４０分ち

ょっと前ですが、１１時１０分をめどに議事を進めてまいりたいと思い

ますので、ご協力をお願いいたします。 

        初めに平成２９年度第２回居住支援協議会の補足報告を事務局からお

願いいたします。 

○事務局    それでは恒例によりまして、資料１でお配りしました「平成２９年度

第 2 回居住支援協議会議事録」をご覧いただき前回の振り返りというこ

とでポイントのみとなりますが確認させていただきます。 

まず、２６ページをご覧いただきたいと思います。「パンフレット等

の作成」について２６ページの上から２つ目の丸の４行目以降のところ

で「千代田区の居住支援協議会が、何を目指しているか」などを付記し

た試作版を作成すること、また、居住支援協議会に対する一般の方々に

余り知られてない現状から、普及・啓発の促進により居住支援のネット

ワークをより広範・強固なものにしていくため、リーフレットはとても

大切なもの」と発言をさせていただきました。 

次に高齢者の居住支援ニーズの把握ということで、４ページをお開き

ください。介護保険事業計画策定の基礎資料とするためのアンケート調

査に居住支援ニーズの設問を混ぜていただいたその結果の概要について

ご報告をさせていただいております。 

分析結果として、４ページの下から４つ目の段落で、「１人暮らし高
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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。」「『部屋が狭い、広いなど生活実態に合わない』、『家賃が高

い』といった困りごとがある。」「『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、改修の関係の回答が多かった。」と

ご報告をさせていただきました。 

次に５ページで、下から３つ目段落で、生活実態に合った住まいの確

保では、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が必要といえることや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

られること、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」といった分析結果を報告させていただき

ました。更に、２つ目の矢印では、持ち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や持ち家を活用した住まい方の提案とか、

空き家対策とかについても今後の一定の検討が必要ではないかとのこと

もご報告させていただきました。 

それから、６ページでは、２つ目の段落で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ため、これらの充実を図ることや小規

模多機能型居居宅介護をはじめとする地域密着サービスの利用状況や高

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

るとこともご報告させていただきました。 

同じく６ページの「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』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」とうこと。

「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人暮らしの方が多かった」という分

析結果を報告させていただき、委員からは高齢者向けの住宅の所在地で

麹町地区は神田地区に比べてニーズが高いということは、裏返えすと高

齢者向けの住宅の立地がないということになるのではとのご指摘もござ

いました。続いて、８ページでは早水委員からのご発言で、現実には要

介護や介助度でお一人お一人ニーズが違う、民間のお立場から将来的に

どの方向に向けた物件提供ができるのかということで支援に協力をして

いくというお立場から「エリアの中でないものを逆に補うことができれ

ば、一番いいわけでは」とのご発言もいただきました。また、同じく早

水委員から１８ページ、１９ページで「『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、当然個別のニーズからそういうことを

求めていらっしゃるため、回答者からすれば、当然「ヘルプをしていく

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こと、
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社会の取り組みとしては、全体の受け皿を考えたときには必要なのでは

ないかというご発言もいただきました。 

９ページでは、松井委員から「エレベーターがない。階段が奥のほう

にあったりして、やはり将来生活、生活状況が変わった場合不安があ

る。」とのご発言をいただきました。 

１０ページでは、山本会長から「周りに買い物をするお店があったり、

歩ける方であったら自分で買い物に行ける場所とか、生活が便利なとこ

ろに住宅をつくっていただきたいなと思っています」というご発言をい

ただきました。 

それから１０ページでは、吉岡委員から「持ち家の比率が７０％を超

えているということ、広過ぎるという悩みを持った方がいらっしゃるこ

との、エレベーターがなく外出が困難ということが千代田区の特徴では

ないか」とのご発言をいただきました。 

それから１１ページでは、内部委員の住宅課長の平岡委員から「高優

賃、高齢者向け優良賃貸住宅について、地価の高さにより供給について

は事業者サイドで少し控えている部分があるのではないか」という発言

がありました。 

それから同じく１１ページ中ほどで、山本会長から「民間賃貸住宅に

ついては、狭い、広いという自分の生活実態と合わないというところで

言えば、さまざまなニーズがあるとこと、民間賃貸住宅という意味では、

千代田区では狭いという、大変な高額な家賃なため狭いというところが

出てくるという」ご指摘をいただきました。その下の部分で、障害者福

祉担当大坪委員から障害者の方も高齢となり支援ニーズがかぶってくる

ため、「障害と高齢の連携」のような部分がますます必要になってくる

のではないか」というご指摘もいただきました。 

１２ページでは、小玉委員からは「高齢者のニーズに関しては地域包

括ケアシステムの充実のためという視点からところで捉えてまいりた

い。」という発言もありました。また、１３ページで、「かがやきプラ

ザ」では、２４時間３６５日の地域包括支援センターの業務サポートの

相談センターがあり、もう少し周知してまいりたい」という発言もあり

ました。同じく、１３ページの一番下で本日欠席の村木委員から「エレ

ベーターの話とか、あるいはどこかの賃貸住宅に移るときに、残った家

をどうするか等をサポートすることも考えていく必要がある」のではな

いかという意見もありました。 

それを受けまして、１４ページの一番上で山本会長から、「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」という取りまとめをいただいています。 

次に社会福祉協議会代理出席の片倉委員から１４ページの下の丸印の

ところで「イメージとしてやはり古くから住まわれている方については、

高齢化に伴って建て替えの問題とか、ハード面のお困りの部分、課題、
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ニーズが多いのではないか」というご指摘もいただきました。 

続いて、１５ページの一番上では、「居住形態は変わらないけれども

相談する相手がいるとか、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で住んでいく、そういう印象

を持っている。」とのご発言がありました。続いて、１５ページのその

下で、代理出席の三本木委員から「対象家庭の９割以上方が賃貸住宅に

住んでいること、子育て・学校ことなどのサービスが充実しているため

千代田区に住まわれ、その結果部屋の狭さがクローズアップされる」と

いうご指摘もいただき、１６ページでは「居住支援の対象者の視点とし

て、母子家庭への住まいの支援」が大切ではないかとの発言がありまし

た。 

山本会長から取りまとめとして１７ページ。真ん中で「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」とのご提言もいただきました。 

前回のご報告については、長くなりましたけれども、以上でございま

す。 

○山本会長   ありがとうございました。事務局から前回の振り返りを丁寧にしてい

ただきましたけれども、皆様から何かご意見やご質問はございますでし

ょうか。 

私が感じているところなのですけれども、私も幾つかの居住支援協議

会に出させていただいておりますが、千代田区の場合ちょっと特徴があ

りまして、今、事務局からもまとめていただいたのですけれども、「持

ち家の問題」をどうするかということも結構大きな課題なのですね。ほ

かの自治体の居住支援協議会は生活困窮者、住宅確保要配慮者と呼ばれ

ている方々にどう賃貸住宅を確保していくか。そこで保証人の問題とか、

住まいのマッチングの問題とか、あるいは相談の窓口をどうするかとい

うことが、大きな課題になっております。 

もちろん千代田区もその部分もありますが、先ほどお話がありました

ように千代田区の場合、持ち家が７０％ということで、かなり高い。こ

の中で持ち家の人は家があるからもういいではないかということで、住

まわせられないということが出てきていると。そういうことで考えます

と、この居住支援協議会、どう動いていくかというのが、私もまだ見え

ないところがあるのですけれども、持ち家のほうの、とにかくハードの

部分もあるし、それからソフトの部分をどう支えていくか、生活をどう

支えていくかとある。それからもう１つは賃貸のほうで狭いとか、家賃

がそれに見合わず高い。それから母子家庭の問題が出てきましたけれど

も、そちらのほうで非常に狭くてなかなか適切な住宅がないとか、そう

いうこともあるということで、両方を見ていかなければいけないという

のが、ちょっと特徴としてはあるかなと思っております。 

特に住み替えということで、残った家をどうするかということがあり
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ますね。あまり人口が多くない自治体ですと、空き家はそのまま放置さ

れて、その空き家の問題としてということが多分大きいと思うのですけ

れども、恐らく千代田区の場合は、空き家になるというよりは、いろい

ろ財産、物すごく価値が高いものだろうと思います。その辺の情報提供

をどうするか。住み替えたいのだけど家どうするというときに相談に乗

るということも必要になってきているのかなということで、ほかの自治

体のものがそのまま参考にならない難しさがあるかなと感じています。 

どうですかね。皆様のほうから、今までの。片岡委員、前回お休みで

片倉委員が出ていただいているのですけど、何かお聞きになってお気づ

きになったことありますか。 

○片岡委員   前回申しわけありません、急用ができまして、代理でお願いしたとこ

ろなのですけど。今、議事録をさっと読ませていただいて、ご説明いた

だく中で会長もおっしゃられたようにこの協議会の理念といいますか、

どういったところに持っていくのがいいのかなという気がしたのですね。

三本木委員からのご発言にもありましたけれども、実際に、今、千代田

区では３０代、４０代の方がふえて、それに伴ってお子さんもふえてき

ている。私どもがやっているファミリーサポートへの依頼もそれに伴っ

て件数もふえてきているところがあるのですけれども、場合によっては

シングルマザーの方も結構いらっしゃって、千代田区の統計は見たこと

がないのでわからないのですけれども、いわゆる世帯平均年収というの

は、どうしても母子家庭、父子というのは低いと言われていますから、

千代田区のような家賃だけではなくて、生活費そのものが結構高いとこ

ろについては、支援というのが必要になってくるのかなという気はしま

す。麹町のほうで、非常に狭い１ＤＫのアパートで子育てをしているお

母さんもいるような話も聞いていますので。 

基本的にはこういう支援策というのは、ライフステージに合わせて適

切な住環境を整えるためにどう支援できるのかというものが必要になっ

てくるのかなという気はしました。これまでの議論の中ではどうしても

高齢者、少子高齢化が進展する中で特に今の人口比率でいうと、８０代

以上の方がたしかどんどんふえていく。そういった中でどうしても支援

が必要になって、身体的機能はどんどん落ちてきますから、身体的機能

が落ちていく中で、そういった方々の生活をどう支援していくかという

ことに焦点が当てられがちだったところではあるのですけれども、やは

りそれぞれのライフステージに合わせて、適切な住環境というものがど

う支援できるのかということが大切になってくるのかなと、これを読ま

せていただきまして思いました。 

なおかつ、今、人口年齢別の統計、行政基礎資料を読みますと、６５

歳から７５歳というのは横ばい、ないしは微減の状況になっていますか

ら、８０代の方が結構ふえてはいるのですけれども、どうやって支えて

いく人たちをふやしていくのかということが大きなテーマで、結構それ
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がやはり３０代、４０代、５０代、いわゆる転入者、転入されていらっ

しゃる方々をどうやって支える側に回っていただくような仕組みがつく

れるのかなというので、社会福祉協議会としてはやっているのです。そ

ういった方々の生活環境がどうなっているのかなというのは、ちょっと

我々としてもつかみ切れていないので、先ほど言った母子家庭の状況だ

とか、そういったものもさまざまに調査しながらやっていかざるを得な

いのかなというところではあります。 

○山本会長   貴重な意見ありがとうございました。おっしゃるとおりライフステー

ジに合わせた適切な住環境をどう提供していくかというのは、とても居

住支援協議会の理念としてはいいなと、今、お聞きして思ったのです。

どうしても高齢者向けとなっていきますよね。 

        松井委員、いかがですか。何かお聞きになってみて。隣に座っていら

っしゃる。 

○松井委員   まさしく我が家も夫婦そろって高齢者ですし、その高齢者の住まいと

しては以前も申し上げたとおりに、もし足腰が悪くなったり、何かあっ

たらとても住むのに大変な狭くて縦に長い家なのですね。やはりそうい

う家とか、あとは築年数が明らかに古くて、換気扇のお掃除をするのに

脚立が入らないからそこを一緒に物をどかす手伝いをしたことがありま

すし、家の中は物であふれていて、とても普通の人では片づけられない

お家とか多いと聞きます。しかし高齢者がそうかといって、年とったか

ら家を売ってとか、民間にそのお金でというと、やはりもう引っ越しす

るということ自体あまり考えたくないのですよね。ですからなるべく今

の家に長く住み続けたいけれども、問題があって住みづらいというとこ

ろがあります。自分のこととして考えても、ではこれをパッパッとこう

してこうしてこうしてと解決しようと思ってもなかなか先が見えないと

いうか、実際にもうあまり考えたくないです。だから高齢者としてはや

はり一番と言いますか、ただ新しいところに身軽に行けるのならいいの

ですけれども、それ以前にいろいろな問題があって、結局すごく悪い環

境の中に住んでいる方も多いなというのが実感です。 

○山本会長   ありがとうございます。高齢者の方の場合の特徴的な居住の課題とい

う感じが、今、おっしゃっていただいたと思いますね。この辺恐らく千

代田区に限らず、いろいろなところで同じ課題というのが出てきている

とは思うのですけれどもね。 

どうしたらいいかな。というのは、居住支援協議会としてどういう方

向でこれをやっていくかということはやはり考えていかなければいけな

いので、今、申し上げたように、片岡委員がおっしゃってくださったラ

イフステージに合わせた適切な住環境を提供するということをこの居住

支援協議会の目的とするのであれば、ほかの自治体のように生活困窮者

に向けた民間賃貸住宅の利用の仕方というのとはちょっと違うものが見

えてくるのかなと思ったりしますし、その辺の方向性を少し固めていか
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なければいけないかなと思いますが、早水委員、いかがですかね。貴重

なご意見をいっぱいいただいているみたいなのですが。 

○早水委員   本日お配りいただいた参考資料３のところの「居住支援協議会とは」

というところで、「住宅確保要配慮者（低所得者、被災者、高齢者、障

害者、子どもを養育している者その他住宅の確保に特に配慮を要する

者）」という形で、皆さんいろいろなご意見が今、出ていると思います。

やはり要は配慮する範囲が広いですよね。現実に今の山本会長の言われ

たみたいな、片岡さんの言われた１つの考え方を中心にしてくと、また

違った切り口も見てこられるのだろうというところで、本当に何が千代

田区の居住支援の実態に一番近く構成していけるのかなと、やはり皆さ

んのご意見を聞きながら頭を悩ませていたのですが、参考の１つとしま

して、私も千代田区の不動産のことを中心に専門相談、２階でやってお

りますけれども、それに月１回ずつ携わらせていただいているのですけ

れども、その中で最近やはりこの不動産絡みという表現が少しずれてい

るのではないかなと思いつつも、結局不動産という言葉のキーワードか

らこういう生活のため、居住支援という形も多少必要な部分の相談がぽ

つんぽつんとやはり出始めたのですね。 

直近では変な言い方なのですが、多分新治課長のところだと思うので

すけれども、区の福祉生活支援の方が参考にという形で相談にお見えに

なられました。現在ご自分が担当されている方が高齢の方なのだけれど

も、ちょっと認知症の疑いがありそうだと。ご子息さんがいらっしゃる、

家族がいるということですね。ということで、先ほどの千代田区の実態

の７割という持ち家だそうです。それを処分して、お母様に適切な施設

等に入った生活支援を受けさせたいという形が１つにあったようですけ

れども、当然認知症の状態によっては、当然簡単に不動産を処分するこ

とがもうできなくなるという形になると、当然成年後見制度等も含めた

いろいろな制度を使っていかなければならなくなりますよということ、

実態でその女性、高齢者のこの女性の方のお世話をしたりして、いろい

ろと親身になっている区の職員の方たちからすると、少しでもよく何か

してあげたいと思うときに、幾つかやはりその法制度を利用するしない、

また逆にそういうことが障害になるという形でやはりわからないことも

やはり皆さん方のほうにもあるのだということの中で、単純に不動産の

場合には、当初のところからいろいろ出ていますけれど、そういう方た

ちも受けられる優良な物件があるだろうか。もしくはそういうことに対

応していくにはどうしたらいいだろうかというのが我々サイド側だと思

うのです。その１つの中でやはり持ち家を売却して、先ほど松井委員も

言われましたけれども、どこかにという部分を含めた単純にいかないケ

ースがやはり多々あるのかなという気がしてきているのですね。年齢に

よってはそういうことが起きてしまうという形がやはり問題であって、

そのためにやはり実際に必要としている方たちのそういう受け皿を用意
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するにはどうしていくのがいいのかというのが、やはり７割持ち家を持

たれている方たちが当然高齢者もあれば、行く行くは高齢者になって、

そういうことの実態に向けていく中では、千代田区の中ではやはりその

辺を外しては考えられなくなるでしょうし、前回のときの話も、先ほど

の新治さんからの前回の説明があった話のとおり、麹町地区や神田地区

によってもやはり多少地域格差がありますから、その部分での結局そう

いう方たちに向けられるそういう物件の確保ということもやはり大きな

形になってくるので、少し千代田区の場合には土地の評価が高いという

部分が大きいので、その辺を上手にどう活用していくかというところは

やはり必要な区なのかなという気がします。 

とりあえずそういう形で実態に即すというのはなかなか難しいですし、

その理念や考え方をやはりつくり出していかないとその方向になかなか

向けられないということで、ここ何回かの協議会に出させていただいて、

やはり感じる次第です。 

以上です。 

○山本会長   的確なご指摘をありがとうございます。おっしゃるとおりですよね。

しつこいですけど、ほかの区や市ではあまりこういうところは出てこな

いので、やはり独特なポジションがあるなと思います。 

        もうちょっと皆様から意見を聞いて少し集約したいなと思いますが、

吉岡委員、いかがですか。 

○吉岡委員   先生がおっしゃるとおり特別な事例というのですか、そういうのが千

代田区さんありますね。私ども安心居住のほうで、高齢者の支援事業を

やっているのですが、まず住むところを探すのが大変だと。更新ですと

か、それから何らかの事情があって、引っ越すときになかなか見つから

ないというのが一番。千代田区さんの場合、持ち家が７割ということで、

緊急に住むところが困っているという、本当は困っているのでしょうけ

ど、何だかで、今、早水先生がおっしゃったように困っているのですけ

ど、切実さというのはそんなに感じないかなと思うのです。それに対し

て今度は高齢でお１人になって持ち家に住んでいる方。それをどうサポ

ートしていくかというのが重要な課題ではないかなと感じています。 

○山本会長   やはりお感じになるところはみんなそこなのですよね。三
み

武
たけ

委員、今

日来ていただいて今日すぐ発言というのは、ちょっと厳しいかもしれな

い。今までの議論で少しお感じになったことがあれば教えてください。 

○三武委員  全日千代田支部の岡田の代理で参りました三
み

武
たけ

と申します。まずちょっ

と思ったのは、この居住支援協議会というのは、法的な裏づけがあって

つくられているわけですよね。それは賃貸住宅の確保なのですけど、今、

出てきた話だと高齢者の方々が年をとって、今住んでいるところに住み

続けるのが難しくなっている、そういうものの支援とかの話というのは、

法律からするとちょっとはみ出ていますよね。そういうのは構わないの

ですか。単純な疑問なのですけど。 
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○事務局    三
み

武
たけ

様ご指摘のとおり、住宅セーフティネット法では居住支援協議会

は民間賃貸住宅を活用した住まいの支援、住宅確保要配慮者に対する住

まいの支援という立て付けになっています。その具体的な運営は地域の

事情を踏まえて、様々に異なっています。基本は、民間賃貸住宅を活用

した住まいの支援ということですが、地域によってプラスアルファして

運営している協議会が多くなっています。 

この意味で、千代田区の場合は、再三のご指摘のとおり大変地価が高

いため活用する民間賃貸住宅の物件数が極めて少ない地域です。それで

は、物件がないから「居住支援ニーズ」がないのかとうとそうではなく、

高齢者の支援ニーズだけでも先ほどご報告しましたように様々です。物

件が少ないからこそ不動産関係団体・居住支援団体の他関連する地域資

源との協力により手を携えて「住まいを核とした支援のネットワーク」、

高齢者・障害者・ひとり親家庭等様々な住宅確保要配慮者を幅広くカバ

ーする千代田区版の地域包括ケアシステムができれば良いと思っていま

す。その支援の核となるのが居住支援協議会ではないかと考えています。

この意味で少し法律の部分からは横出し・上乗せにはなるのですけれど

も、千代田区としてはそういう形で進めていきたいと考えております。 

○三武委員  わかりました。ありがとうございます。あと思ったことはやはり千代田

区の場合、今、お話しされていたような需要のある部分と、ただ現実に

供給される住宅がミスマッチしていますよね。現実的に千代田区でつく

られている物件というのは、そういう方々が入りやすい物件ではないで

すよね。やはりその子育て世代とかそういう世代がある程度。あとお金

に余裕のある方々が入るような物件がつくられているわけですので、だ

から結局その千代田区の中だけだと解決できない問題だとは思うのです。

ちょっとまとまらなくて済みません。 

○山本会長   ありがとうございます。おっしゃるとおり丁寧に整理をしていただき

ましたけれども、これまで何回か議論して私などはもうほかのところで

の頭がこびりついているものですから、この生活困窮者の民間賃貸どう

するかみたいなところばかりを思っていたのですけど、どうもそういう

特徴ではないと思ってきていて、もちろんニーズはあります。今、おっ

しゃったように千代田区では完結しない問題というのがあって、それは

外に出ていっていただくというわけではないですけれども、適切なとこ

ろに紹介するとか、いろいろなところがありますよと情報提供するとか

ということが必要なのかなとは思いますね。ですからこの自治体に応じ

た居住支援協議会の方向性を決めてもいいかなと思います。 

        今、ちょっと考えたのですけれども、あれがないので書けないですけ

ど、ちょっと書きたかったです。さっきライフステージとおっしゃった

のだけど、ずっと人生って流れいったときに、この居住支援協議会でま

ず一番マスとして大きい高齢者の住み替えの部分、それから生活支援の

部分と、それから子育て世代の賃貸の部分をどうしていくか。賃貸をど
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うするか、住まいをどうするか。そのときに賃貸住宅の問題も出るでし

ょうし、それは千代田区の中で移転するというだけではなくて、よそに

区が適切ならそういうところに紹介していくということも含めた情報提

供のあり方みたいな、これをやっていくとしていってもいいのかな。つ

まり子育て世代の部分と高齢者の転居を含めた住まいの適切なあり方と

いう部分をどうするかということをやってもいいかなと思います。恐ら

く施設があまりないのですよね。高齢者。ここはサ高住とかもあまりな

いのですかね。 

○平岡委員   今、お話があった高齢者向けの優良賃貸住宅は前回もご報告しました

が、１０８棟１４４戸。いわゆる単身向けの住戸というのは、１Ｋから

１ＬＤＫの非常に１部屋のお部屋が中心ですが、これが中心で１３５戸、

今、あります。この高齢者向けの優良賃貸住宅プラス区の公共住宅とし

ての高齢者住宅、これが７３戸ありますので、２００は超えているので

すね。いわゆる６０代以上の方がお住まいになっていただける住宅とい

うのは、こちらで確保されているところはあります。ただ区の計画から

しますと、まだちょっと人口比に対して５％を目指していくような考え

でありますから、もっと数はふやしていかなければならないというとこ

ろは十分に認識しております。 

ただいわゆる高齢者住宅というのは区の公営住宅でありますけれども、

区が直接的に提供していくには財政面等の課題もありましてなかなか難

しいところもありますが、高齢者向けの優良賃貸住宅というのは、実は

これ民間の賃貸住宅であります。ですから事業者の方が、例えば前回で

もお話のありました麹町地区につくっていただけるような何か動機づけ

や何かも研究してまいりたいと思っておりますのと、それから高齢者向

けの優良賃貸住宅は持ち家を持っている方でもお住まいすることができ

ます。収入要件さえ満たしていれば問題がないというところで。そうい

った方々が、先ほどの話に戻りますけれども、例えばその持ち家を処分

しなければならないのかどうかですが、例えばご子息様がいらっしゃれ

ば、その家を引き継いでもらってかわりに住んでもらうということもあ

り、それで親子で近居になるというメリットもあるかなと思っています

ので、その点も踏まえてちょっとこの住宅の今後の整備の仕方について

も、私たちのほうでは研究をしてまいりたいと思っております。 

        あと、今後要配慮者の方向けの賃貸住宅をどう供給していくのかです

が、住み替え支援ということも１つの策ではないかなと思っております。

例えば資産をお持ちの方がそこに広い家に住み続けるというのは、ちょ

っと資産を持て余してということもあるかなとは思うのですけれども、

その中で例えばこういった賃貸住宅、高齢者向けに整備をされた賃貸住

宅にお移りになられた後、その資産をどのように利活用していくのかと

いうのはまさに研究のテーマであろうと思いますので、そういったこと

も今後研究をしていけば、制度的なものを研究していけば、一定程度の
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ものは生まれてくるのかなとは思っておりますが、いずれにしましても

住宅をお持ちのご高齢者の方がどう自分の財産を処理したいのかという

のは、やはりそれぞれで考え方が違ってくると思いますので、そこはし

っかりさまざまな要素を見聞きしながら、あるいは伺いながらどういう

方向がいいのか模索していくことも１つの課題かなと認識しております。 

○山本会長   ありがとうございます。人口比の５％ぐらいが目標というと、何戸ぐ

らいなのですか。 

申しわけありません。余計なことをお聞きしました。ということで生

活困窮の高齢者に向けた公的な賃貸住宅ということもあるし、公営住宅

なんかもあるとは思うのですけれども、その部分も当然確保しつつ、お

っしゃったような民間のサ高住とか、高齢者の賃貸住宅みたいなのをど

う誘導してくるかということも課題だというお話だったと思います。 

○平岡委員   数字だけですが、今、これは村木委員がお休みでいらっしゃるので、

住宅福祉のほうで数字を出しているのですが、今後将来２６０戸くらい

つくると、高齢者人口１万１,７００人に対する大体５％ということで、

数字としてはかなり容易な数字ではないとは思うのですけれども、その

ぐらいの整備が将来に向けて出ていけば、高齢者の人口もふえていきま

すので、高齢者に対する住まいの提供はできるのかなというところは研

究の中の１つになっています。 

○山本会長   ありがとうございました。どうでしょう。事務局、方向性としては若

干見えてきたかなというところもあるのですけれども、ちょっと何かま

とめをしたいなと思うのですが、その上でこのパンフレットの話とかに

なりますでしょうか。どうしましょうか。今からあと１時間くらいなの

ですけれども。 

○事務局    議論の途中ですが、関連して参考資料のご説明等もさせていただけれ

ばと思います。 

○山本会長   それではそのようにお願いをいたします。それでは、パンフレットの

説明をお願いいたします。 

○事務局    それでは、参考資料１、２、３をお手元にご用意いただきたいと思い

ます。 

まず参考資料１でございます。先ほど三武委員からもお話がありまし

たが、住宅セーフティネット法に基づき「居住支援協議会」が設置され

ています。本年１０月２５日にその住宅セーフティネット法が改正され

ました。その主な内容が掲載されています。パンフレットの１７ページ

をお開きいただきたいと思います。 

法改正により、国土交通省所管の重点事業を立ち上げました。１つが

「住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度」。この登録制度というの

は、賃貸人が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府

県等の単位に登録をしてもらって、きちんとした登録基準とか耐震性能

とか、一定の面積とか、きちんとした基準に基づいた住宅を登録して情
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報開示して、安心して登録した住宅、きちんとした住宅を探せる仕組み

にしていこうという取り組みでございます。 

２つ目が、その登録した住宅に対する改修や入居される方への経済的

な支援という形で、改修費や家賃、家賃債務保証料等の補助の制度がで

きてございます。 

３つ目が、「住宅確保要配慮者の居住支援」で、先ほど三武委員のか

ら居住支援協議会の活動等ご指摘もございましたけれども、国では今回

の法改正によりこれから更に一層進展する超高齢社会において、住宅確

保要配慮者の支援ニーズは「住まいの確保プラス生活支援」という、こ

とを考えています。居住支援法人の指定が都道府県単位で可能となり、

家賃債務保証、その他の居住支援活動を行うＮＰＯ法人などの指定等地

域のニーズに応じて、様々な支援の取組展開が可能となる仕組みとして

居住支援法人の指定制度ができました。この３つの新しいツールという

か制度を上手に活用して住宅確保要配慮者への支援を強めていこうとい

うのが、今般の改正の主な要点でございます。 

次に、「居住支援協議会とは」のところをご覧ください。住宅確保要

配慮者の定義が明確化されました。今回の法改正で「その他の住宅確保、

特に配慮を要する者」の定義が所管の国土交通省告示で具体的に明示さ

れました。例えば「低額所得者」とは、こういう基準の所得の人だとか、

「子どもを養育している者」とか具体的な内容が明記をされてございま

す。 

参考資料の２をご覧ください。ここで余りお時間がないので、ざっと

ご覧いただくだけとなりますが、国の法改正を受けて区の居住支援協議

会設置要綱も少し改正をさせていただいております。どこが、具体的に

かわったか「新旧対照表」の下線が引いてあるところを比較参照なさっ

てください。第１条で「住宅確保要配慮者」について、千代田区の居住

支援協議会では居住支援ニーズのある方々を幅広く支援できるように

「特に配慮を要するものとして区長が認めた者」として改正させていた

だきました。 

このことにより、所得や財産をお持ちの方でも住み替えが困難である

とか、住まいの支援を必要とする方々や、ＤＶ被害に遭われている方、

ＬＧＢＴの方、外国人の方などで民間賃貸住宅に入れない、拒絶される

方々に支援の手を差し伸べることが可能な形にさせていただいています。 

その後ろには、区の法規ネットを検索して新旧法の条文が併記されて

いるものです。居住支援協議会は旧法では第１０条であったものが、新

法では第５１条に条数が変更となっています。このことにより、支援法

人が法律上つけ加わり、ＮＰＯとか幅広の形でさまざまな支援をする

方々も居住支援協議会を組織・参加することが可能となりました。 

参考資料２をご覧ください。「賃貸住宅管理業者登録制度」の内容が

紹介されています。こういった登録制度により、安心して大家さんも、
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借りる方も住宅を探すことができますよという仕組みです。 

先ほど会長から「それでは千代田区はどんな方向で居住支援協議会の

支援の方向を考えているのか」とのお尋ねがありました。このことは、

事務局のたたき台といったもので、大変雑駁な資料で恐縮なのですけれ

ども、今後のおおまかな方向性などをお示しさせていただきました。 

振り返りますと、早いもので平成２８年７月２２日に第１回を開催さ

せていただき、早 1 年半が経過しようとしています。委員の皆様におか

れては、この間本日も含めて６回の居住支援協議会を開催させていただ

いています。参考資料の中で主な議題等書かせていただいています。 

28 年度の 3 回の中で、初回では区の窓口のヒアリング調査や区の住ま

い支援の概要などを、第２回では不動産関係団体、居住支援団体の委員

の皆様から情報提供、活動の内容等のご報告をいただき、第 3 回では高

齢者の居住支援ニーズ調査、パンフレットの作成、相談窓口のネットワ

ーク化などについて情報提供・共有化をしました。 

29 年度では現在までに２回開かれておりますけれども、第 1 回で高齢

者等の居住支援ニーズ調査結果と分析の報告、会長と事務局による合同

調査という形で、福岡市・大牟田市の居住支援協議会の調査報告をさせ

ていただきました。具体的には成果としては、東京都発行の「居住支援

協議会パンフレット」で、千代田区の居住支援協議会の原稿を掲載させ

いただいています。実績としてはこれだけになってしまうのですけれど

も、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

ケート調査に際して、居住支援にかかわる追加質問項目を上乗せ実施し

て、高齢者の居住支援ニーズの把握をさせていただきましたということ

でございます。 

本日の先ほどからのご議論の中で、「ライフステージ別支援」という

こともご指摘をいただきましたが、これまでのご議論の中では「居住支

援の対象者像」を明確化したほうがいいのではないかとのご意もいただ

きました。 

事務局としましては、支援対象者を絞り込むということではなく支援

ニーズの大きさから、高齢者を中心とした取り組みも必要かなと考えご

提言させていただきました。ここでは、高齢化により複雑・困難化する

様々な支援ニーズに対して、地域包括ケアということで住まいの確保・

支援を核として生活支援サービスを提供していくというイメージで千代

田区版の地域包括ケアのシステムを構築していくべきと考えています。 

地域に住まわれているさまざまな方々を幅広く・包括的に取り込む中

での居住支援を福祉部門と住宅部門が連携して推進していく、その際の

事務局を福祉部門が担っている意味があると思うのです。先ほど「高齢

者向優良賃貸住宅の誘致」という話もありましたけれども、まちづくり

全体における住宅施策を踏まえた住まいの支援の視点が必要と考えてい

ます。この３つの視点を踏まえて相談窓口のネットワーク化も図りなが
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ら千代田区ならではの活動の独自性を追求していきたいなと事務局とし

ては考えた案でございますけれども、いろいろご意見を賜れればと考え

ております。 

事務局からのご説明は以上となります。 

○山本会長   ありがとうございました。事務局というか千代田区さんの方向性とし

ては、今、参考資料３－３、「今後の取組の方向性（事務局案）」のと

ころでお伝えいただいたように、高齢者を中心とした取り組み。ただし

高齢者のみということではなく、地域包括ケアの中での居住支援。そし

て最後に住宅政策、住宅施策とも一緒にやっていきますという意味での

まちづくり全体における住宅施策を踏まえた居住支援という方向性でい

きたいとおっしゃっておられたと理解をします。 

        最後にちょっとつけ加えられたのが、相談窓口のネットワーク化とい

うこともおっしゃっていて、これはずっと事務局からはさまざまな施策

がありつつ、それをお互いわかっていないのではないかということが出

ましたので、まずそういったものをつくって、整理して、それを相談窓

口で使うということがまず必要だろうということで、パンフレットの作

成ということをお考えでいらっしゃいます。 

        これは私も他の自治体で居住支援協議会やっているのですけれども、

やはり同じように相談窓口の人自体が、さまざまな施策がわかっていな

いということで、パンフレットをつくろうというのを同じような方向性

がありまして、やはりそこから始めるということも１つあるかなと思い

ます。 

        勝手に私が言ってはいけないのですけれども、私としては先ほど地域

包括ケアの取り組みの中での居住支援とか、いろいろ幅広くということ

ももちろんあるのですけれども、やはりターゲットの一番大きいのは高

齢者の部分で、そこを中心にしつつ賃貸住宅の活用という法律に基づい

た部分も一緒に考えていくということで進めていけたらなと思っていま

す。 

そんな方向性を今、考えておりますけれども、皆様のほうでご許可が

得られれば、このパンフレットをこれから事務局のほうで案をつくって

いただいて、出していただくということを１つお願いしてもよろしいで

すかね。今後ですけれども。いかがでしょうか。新治さん、いかがでし

ょうか。ちょっと難しいですか。 

○事務局    「資料３－１から４」をお手元にご用意ください。実は、前回協議会

の後相談窓口にお伺いしてパンフレット・チラシ等を取り寄せました。

結果として前回協議会でご指摘のとおり、それぞれの窓口、その窓口を

中心とした記述となっているため、なかなか全体が見えてこない、余り

に事業が多過ぎて、どこにどう相談していいのかがわからないという実

態が、逆に言うとあぶり出されました。 

事務局としては、それらを１つに取りまとめることができませんで
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した。今回、緊急避難的に「住まいにかかわる部分」についてそれらの

ガイドブックの中から相談窓口の部分を抜き出したものが、お手元の資

料３－１から３－４になります。 

３－１が、障害者福祉課のほうの相談窓口の状況とそのガイドブッ

クにおける相談窓口の整理の仕方、３－２が、在宅支援課のパンフレッ

トとその相談窓口の案内の仕方、３－３が、児童・家庭支援センターの

「子育てガイドブック」で子育てに特化しているため住まいについて具

体的の言及ないのですけれども、相談窓口の情報提供という部分を抜き

出してみました。それから３－４が、社会福祉協議会からご提供いただ

いた資料の中から助け合い、成年後見、生活支援の部分を抜き出してみ

ました。多くの事業が、多くの部署でやっていることは分かるのですが、

多くの事業の中から自分が必要とする支援にどの事業が適応しているか

など一般の方々はもちろん、職員にも難しいことが分かりました。 

        それから、参考資料の３の２枚目のところに「つなぐシート」という

ことで「相談受付票」の雑駁なイメージをお示ししました。「相談受付

票」を各相談窓口で受けたときに裏面のような聞き取り項目に沿って確

認することで支援ニーズの明確化と、相談受付後の連携・調整で支援方

針を明確化「連絡票」のイメージです。 

このような連絡票を活用して各相談窓口では相談者本人のご了解を得

て、相談窓口どうしが共有化して、一体的にその方に対して「オーダー

メイドの住まいの支援や生活支援」をご提供できるのが理想かなと思い

ました。裏面の生活関係の状況に関しては、福祉や住宅の専門職員との

事前の協議が十分でないため、項目の順番とか、内容について精査が欠

けもう少し整理が必要かと思います。ご容赦ください。 

イメージとして今回お示しさせていただいた「つなぐシート」につい

て、区役所の窓口では相談を受ける職員が経験やスキルの有無にかかわ

らず一定レベルの対応ができるようにしていきたいという願いがありま

す。今後、区の中だけでなく不動産関係団体、居住支援団体等区と外部

の関係機関との連携も際にも、支援のネットワーク化の見える化を図る

必要があると考えます。 

○山本会長   ということは、これまでの議論の中でパンフレットをつくって、ネッ

トワークが、こういう相談窓口がいろいろあるけれども、居住支援につ

いてはこういうものですよというパンフレットを１つにつくっていこう

というのは、結論としては難しいということですかね。 

○事務局    結論としましては、先ほど山本会長から前回協議会でご提言いただい

た「居住支援協議会が、どういうもので、千代田区の居住支援協議会は

何を目指しているのかなどの理念的なもの」と「相談窓口の内容と連絡

先、相談全体の流れ、アルゴリズムのようなもの」など見取り図的なパ

ンフレットを専門職向けというか、内部職員向けの啓発の部分」のパン

フレットを作成し、その後その運用を踏まえて「一般向け」パンフレッ
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トを作成するとおう２段構えでいったらいかがかなと思っています。 

○山本会長   ということは、やはりちょっとこれをまとめるのは、今回は大変でい

らっしゃったけれども、そういったパンフレットをつくるためには一定

整理しないとだめですよね。そういうものはおつくりになる方向でいら

っしゃると考えてよろしいですかね。 

○事務局    事務局は力不足で、皆様のお力添えを賜りながら一歩一歩取り組みを

進めたいと思います。次回、第４回、年度末に予定してございますけれ

ども、その際には本当に試作版という形でそういうものがお示しできれ

ばうれしいなとは思っております。 

○山本会長   ありがとうございます。他の自治体でもつくっているものを参考にさ

せてもらって、１００％ではなくてもいいと思うのでつくってみて、皆

様のご意見をいただくということでいかがでしょうか。ありがとうござ

います。 

        それからこういったものですね、「つなぐシート」という名前をつけ

ていただいておりますけれども、こういうもので窓口のアセスメントと

言いますけれども、評価ですね。統一していったらどうかというご提案

はとてもすばらしいと思います。神戸市を参考にしつつ、さらに生活支

援の部分を含んで考えていただいたもので、ちょっと順番はまだ少し精

査が必要ですけれども、とてもいいものだなと私はすごく感心をしてい

るので、これなんかも少しずついいものにできたらなと思いますね。こ

ういうのを保健福祉の窓口の方とか、すごく得意でいらっしゃるし、そ

ういうのを部内で、こちらの庁内でお聞きになりつつ、それから社協さ

んなんかも相談につては非常にプロでいらっしゃるので、少しご意見を

伺いながらつくれたらなと思います。 

        皆様、いかがでしょうか。そういったパンフレットとそれからこうい

う「つなぐシート」について何かご意見。松井委員、いかがでしょうか。 

○松井委員   ちょっとこの「つなぐシート」の表面だけを見て、１つだけ感じたこ

となのですけれども、名前、住所、電話はいいのですが、その下の職業

とかっていつも思うのですけど、今回のこの「つなぐシート」のところ

では、相談に来た人の職業とかはあまり関係ないのかな。一番目立つと

ころに何の相談に来たかというのを言えるように、書けるようにしたら

いいなとは思いました。ぱっと見なのですが。 

それともう１つ、先ほど対象者を絞り込むというお話があったのです

けれども、やはりこの委員会自体が住宅確保要配慮者なので、高齢者は

もちろん区内で占める割合、人数的にもこれからどんどんふえるので、

一番メーンにはなると思うのですが、高齢者そして一番大切な子育て世

代ですね。それはもちろんなのですけれども、やはり障害者の方も高齢

者と同じかもっとそれ以上に住宅を探すのがとても大変だと思うのです

ね。この前もやはり障害者の方も年齢がいったら、ある程度の障害の程

度によりますけれども、自立して１人でマンション住まいも考えられま
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す。実際に、個人で一般の方がマンション１棟を精神障害者がどんどん

入れるように全部その方たちに開放して、その方も一緒に住んでいると

いうのを前、新聞で読んだのです。そういうふうに独り立ちできるよう

な住宅を探すのは高齢者以上に大変ですよね。それとやはり生活困窮者

のことも数はすごく少ないけれども、やはり隠れて母子家庭ですごく生

活。表には見せないけれども実際そういう方もいらっしゃると思うので、

やはりこの対象者の中にはしっかりそういうところは全部入れて、どな

たが見ても全ての困っている人に配慮しているのだなということをわか

っていただけるようなパンフレットをぜひつくっていただきたいなと思

います。 

○山本会長   ありがとうございます。そこが一番法律の趣旨としてはあるので、そ

こは当然押さえつつということでつくっていきたいと思います。 

○小玉委員   今、ちょっと議論をお聞きしていて、参考資料３を見ていただけると

一番よくわかりやすいのかなと思ったのですけど、先ほど事務局から居

住支援協議会というのは一体何を目指していくのかというのを明らかに

するのが課題かという話もありました。私もまさにそのとおりだなと思

っていて、究極的に最終的にはこの居住支援協議会で何を目指していく

のかというのを皆さんの中で共有していかないとちょっと進みづらいの

かなということを感じています。 

パンフレットの話が出ましたけれども、私も松井さんと同じ意見で、

やはり高齢者だけではなくて、この住宅確保要配慮者とありますので、

その皆さんに意識したものをつくっていかなければいけないというとこ

ろの中で、今回資料３－１から４まで事務局のほうでそろえていただい

たと思うのですけど、これは窓口しか書いてなくて、そうではなくて本

当は居住支援に関すること、千代田区にはいろいろな資源があって、サ

ービスもやっていると。そういったものを明らかにしてもっと明確にし

て、こういう居住支援をしていますと。こういうメニューがありますと。

そこの窓口はここですという形にまとめたほうがいいのではないかなと

思います。 

それで、本当はやったほうがいいかなと思うのは、この協議会の中で

それを皆さんで共有した中で、さらに不足しているものというのが多分

あると思うのですよ。それを詳らかにして施策に反映していくような、

そういう取り組みが必要なのかなと思うのですね。不足しているものと

いうのはなかなか難しいような、この協議会の中で短時間で見つけるの

は難しいよなという意見もあるかもしれないですけど、それについては

ほかの自治体のそういった既にできているものがあると思いますので、

そういったものを参考にしながら、こういったものが不足しているとい

うのをちょっと事務局で明示していただいて、それを皆さんで議論して

いくということをすれば、比較的時間の短縮につながるのかなと思いま

す。 
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        あと相談窓口のネットワーク化というのは、２の「開催状況及び取組

内容」のところに黒点で一番最後のところですね。「相談窓口のネット

ワーク化」とあるのですけど、まさにそれがそういった資料をつくるこ

とで、それぞれの相談窓口もこんな部署とこんなサービスをやっていま

すという共有にもつながると思うので、ぜひやったほうがいいなと思い

ます。 

あと最後の３番の「今後の取組の方向性」なのですけれども、事務局

案での「①高齢者を中心とした取組み」と書いてありますけど、これは

今までの議論の中で高齢者だけではないよねと皆さんの意見があったと

思いますので、この①の「高齢者を中心とした取組み」というのはどう

なのかと正直思います。ここへ書くのであれば、まさに先ほど松井委員

がおっしゃったように「住宅確保要配慮者を意識した取組み」とか、そ

ういう形にしたほうがいいのではないかなと。そうすれば全ての配慮者

にも配慮していますというメッセージを区から出すことができると思い

ますし、そのあたりをもう少し意識したほうがいいかなと思います。 

あとは「地域包括ケアの取組みの中での居住支援」とありますが、こ

れはあくまでも高齢者に限って、今、地域包括ケアという言葉が使われ

ているのですけれども、千代田区バージョンとしては、まさにプラスア

ルファでそういう要配慮者も意識していますよということも伝えていけ

ればいいのかなと思いますので、そのあたり、ちょっとこれ私の意見で

すけれども、もしできればそのあたり配慮して詰めていっていただけれ

ばいいのかなと思いました。 

○山本会長   ありがとうございます。恐らくここに書かれているのは、住宅確保要

配慮者と全部を対象とするのはもちろんそうで、私なんかどちらかとい

うと、生活困窮のほうを研究していますので、そちらのほうに重点を置

きたいくらいなのですけれども、ちょっとグラデーションをつけるとい

う意味で書かれているのかなとちょっと思ったのですよね。全てにおい

てというのが難しいのであれば、若干グラデーションをつけるというこ

とでお書きになっていらっしゃるような気がしたので、あれだったので

すけど、確かに皆様からご指摘があるように、実際表に出るときにはあ

まりそれを高齢者中心にとか書くと、何だ高齢者だけなのというご批判

もあるかもしれないので、もちろんそういう目的はないと思いますから、

実際のパンフレットのときはそこは注意して書いたほうがいいかなと思

います。 

○事務局    パンフレットの作成の件で釈明というか、意見というか、事務局とし

て感じていることなのですけれども、やはりこのパンフレットをいうか、

相談窓口の職員とに配ったときに、以前からも会長からご指摘がありま

すように、最初に相談を受ける受付職員が誰なのかが重要と感じていま

す。福祉の専門資格と一定の経験があり、相談者の相談内容を聞き取り

適切な支援サービスに結び付けるソーシャルワークができる職員がすべ
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ての窓口に配置できる状況が一番望ましいことはいうまでもありません。 

現実には、そのような配置は困難です。そうなると、つなぐシート

の役割は、事務職や経験が浅い職員が受けたとしても均一の内容が記述

できるようなものにならないと、結局は「つなぐシート」にならないの

かなと感じてございます。 

        また、住宅確保要配慮者につきましては、松井委員、小玉委員、大坪

委員からのご意見も十分踏まえて、パンフレットなどを作成する際には

誤解を招かないよう表現には注意をしてまいります。事務局としては、

「低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育する者その他住

宅の確保に特に配慮を必要とするものとして区長が認めた者」という形

で、支援対象者を逆に広げているわけです。誤解のないような表現にし

てまいりたいと考えております。 

○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。今までお聞き

いただいて。 

○大坪委員   今、松井委員、小玉委員からのご意見を聞いてちょっとほっとしてい

るところでした。高齢者中心になってしまって、障害者の方の民間住宅

の確保は難しいこともありますけれども、外れていってしまうかと心配

していたところだったので、そこが確認できてよかったと思っています。 

        障害者においてもそうなのですけれども、ライフステージに応じた支

援というのは大変大切なものだと感じています。障害のある方も、普通

に子どもから高齢者になっていくわけで、その点では障害がないとされ

る方々と同じような支援を必要としています。ライフステージに応じて

住居の住み替えなどを支援していく中で、さらに障害のある方であれば、

その障害の部分にも配慮したような相談の受付であったり、支援であっ

たりができるようになってくるとよりよいと感じています。 

        実際に障害のある方、障害者といいますと、一般的にはオーナーさん

のほうでもご不安な点があると思うのですが、障害があっても普通に暮

らしていける方、普通の住宅を借りて１人で生活している方は大勢いら

っしゃいますし、居住支援協議会でその相談を受けたり、情報発信をし

ていく中で障害があっても１人で普通に生活できる人もいるということ

も含めて発信し、そこから理解も広めていけたら、住まいを確保してい

く上でも助けになるかと思います。そういった理解促進的な支援も含め

て居住支援協議会としての支援が提供できたらいいと思っています。 

○山本会長   ありがとうございます。理解促進とか、普及ということで言うと、も

うちょっと将来的なのですけど、この居住支援協議会の中で一般区民に

向けたセミナーとか、そういうものを開いてライフステージに応じた適

切な住まいのあり方をみんなで考えましょうみたいなものができたらな

と思っています。先行しているほかの自治体、例えば板橋とか、豊島な

んかは割とそういうセミナーを何回も開いておりますので、こちらでも

そういったことができればなと思っています。ありがとうございます。 
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        きょうは代理の三本木さんはおいでになりますか。ありがとうござい

ます。いかがでしょうか。子どもということでは何回か話が出たのです

が。 

○三本木委員  本日は代理で出席させていただいております。先ほど来、冒頭、片岡

委員からも少しお話が出ていたかと思うのですが、やはり他区に比べて

非常に、例えば１ＤＫに住んでいる母子家庭のご家庭がという……だっ

たのですが、私も他区のことも相談業務をやっていたことがあるのです

けれども、パーセンテージとしては、やはり千代田区においては比較的

少ないのかなという印象は正直あります。ただ、やはり数的にはそうい

った狭い中で子育てというご家庭が少ないとは言えども、やはり困り感

というものに関しては、それは千代田区においても変わらない部分では

あると思うので、今回この居住支援の協議会の中で母子家庭という言葉

がいいのかどうかわからないのですが、やはり子育てにおいて居住環境

に困っている方に向けて少しメッセージを乗せていただけるというのは、

大変ありがたいことかなと感じました。 

        あと先ほど来パンフレットの作成についてという議論、皆さんしてい

ただいているところかと思うのですが、このパンフレットについては基

本的にちょっと質問になってしまうのですけれども、関係者向けという

ことで考えてよろしいのですかね。 

○山本会長   とりあえずはそこからということで。 

○三本木委員  わかりました。関係者向けということと、よくよく今のお話からする

と、一般区民向けにもということに発展していく可能性もあるというこ

とだと思うのですけれども、ちょっとその対象者によって大分文言も変

わってくるのかなと思うので、その辺も含めた中で議論を進めていける

といいのかなと感じました。とりあえず以上です。 

○山本会長   ありがとうございます。それでは平岡委員、いかがでしょうか。 

○平岡委員   皆様の意見をきょうさまざまお聞きしておりまして、私たちの事業が

区民の方にどれだけ浸透していくのかというのは大きな課題です。これ

は住宅課だけではなくて、ほかの課も同じだと思っております。私たち

さまざまな住宅関連の事業を進めていく中で、当然執行がなかなか上向

きにならないという事業もあります。そういったことをどうＰＲしてい

くのかというのは、私たちも常に日ごろから課題と考えております。今

回私たちが居住の安定でありますとか、あるいは生活の支援であります

とか、そういった部分の事業にスポットを当てて、それを幅広く区民の

皆さんに知っていただく。あるいは本当にお困りの方に直接的に響くよ

うな、そういう媒体を１つつくって皆さんにお知らせしていくことは、

非常に有意義なことだと考えております。ホームページや広報誌には載

せるのですけれども、それ以上の発展性がないところは十二分にそこは

私たちもしっかり受けとめさせていただいて、区民の皆さんに本当にお

困りの方にしっかり伝えていけるような体制をつくっていくことが必要
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だということで、今回そういうパンフレットであるとか、あるいは相談

体制の充実というのは、まず第１歩。その上でさらに必要なものについ

て、事業の補強をしていくことが今後必要ではないかと考えております。 

○山本会長   ありがとうございます。やはり一般の人に普及していかなければ、こ

こでこうやっていますと言ってもなかなか意味がないので、その辺必要

かなと思います。 

○早水委員   先ほど来から皆さんのご意見を聞かしていただきまして、当初の新治

委員からご説明のこの「相談受付票」、「つなぐシート」という部分の

この受付票の件と、行く行く相談窓口とネットワーク化をもとにパンフ

レットを作成というところの中で、たまたまこの参考資料３の裏を返し

ますと、区相談窓口の関係だけで、それぞれ保健福祉部の担当の課長さ

んだけで、住宅福祉、それから生活支援、障害福祉、それから在宅支援

と。それから平岡さんみたいに環境まちづくり部と。いろいろな形で携

わっている方たちが個々にあります。 

現実に皆さん方は横の連携でお互いがということの理解はし合えるの

だろうと思いますが、いただいた資料の、資料３－１というところで、

「パンフレットを集めてみました」という新治委員からのお話の中で、

１ページ目のところの障害福祉課のところではこういう形で、３係、そ

れぞれほかのところであれば１係であったり、こういう感じという形で

出ていますよね。これが変な言い方ですけれども、この「つなぐシー

ト」のときにどこへつながるのかということがやはりわかりよくて、

個々のことよりも多分きょう皆さん方で山本会長中心に、今、まとめて

いこうという趣旨は、この「つなぐシート」が本当にどのそういうセク

ションにつながっているのかというところを理解しないと、相談に来て

もやはりご自分でどこへチェック入れればいいかというのが、やはり普

通の方にはわかりづらい。 

        それから２点目で、ご自分たちも申しわけないのですが、他の方たち

と今度どこと連携をされるのか、区の方たちも少しこれだけ細かくある

と、これ実際に自分たちで自分たちのあれから離れてしまうと、どこの

方とつなげばいいのだろうとか、どこと相談し合えばいいのだろうとい

うところが、やはり多少申しわけないのですが、理解がお互い、意思の

疎通というのですかね、がきょうの意見の中では見えてこない。個々の

立場からでという形になってしまって、どうしても各論的な話なので、

総論的な形の見方でやはりつくっていただいて、それを皆さん全体が理

解していただく。先ほど新治委員の言われたインテイクの部分というの

は、多分そういうことなのだろうと思うのですね。それで自分たちが受

けたけど、これは自分たちのウエイトよりもほかのセクションの方のウ

エイトが高いなと思えば、理解できていれば、こちらへという形が内部

でもできるでしょうし、当然後日というよりもその後のいろいろな流れ

の中でもそこはどこがというところがわかりやすくなっていて、要は内
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部の皆さんが理解できていることで初めて外部の今度は使われる方たち

にそのパンフレットも含めたものが使えていく。要は、だから内向きの

ものは前回にお話ししましたけれども、やはり少しマニュアル的なとこ

ろが必要で、それで外向きに対してはやはりそういうパンフレットとし

てわかりやすくどこに相談をしていただければいいのかなという部分は、

やはり一番大事なのかなと思うのですね。 

この相談受付票の中で見て、ここの部分が、相談窓口を何でお知りに

なりましたかという部分をどこに置くかというレイアウトの問題もある

でしょうけれども、関係機関の連携となったときに、これ単純に見て、

あまりわからないですよね。正直言って相談に来られた内容によって、

ここかなここかなという部分で、以下受付者記入となっていますけれど

も、これはさっき言われたインテイクされる部分を、受け付けた人がど

う判断をするかということになるということであれば、やはり内部的に

皆さん方のほうがその部分を理解してないと、チェックしても正直言っ

て相談者の方が求めているものとは違うところに１回行かなければなら

なくなってしまったという形で２度手間になるとか、もしかしたら３度

手間になるというケースになってしまう。表現は悪いですけど、たらい

回し的な相談をするのではなくて、やはりピンポイント的に相談内容に

即した形のものができる。 

結局だからこの居住支援協議会の成り立ちは、先ほどいただいた資料

の「今後の取組み」という中でいけば、やはり要配慮者の方たちに向け

た形の居住支援ということがやはり大きいでしょうから、やはりネット

ワーク化のためのマニュアルであったり、パンフレットづくりというの

が前段では主眼を置かないと、実際の利用者の立場に立ったときには少

しわかりづらいかなという気が先ほど来から個別の説明を聞いていて、

逆に思いました。自分がもし当事者になって、そういう相談をしなけれ

ばいけないとか、相談しようと思うときには、知らないで来るというこ

とが前提だと考えたときには、やはりインテイクになる方が理解を、皆

さんがある程度のものがないと、非常に難しいのだろうと思いますね。

とにかくそういう形で感じたのがとりあえず意見と言わせていただきた

かったので、手を挙げました。以上です。 

○山本会長   早水委員はもう当初からずっとそう言っていただいていて、新治さん

も一生懸命、今、どうしたらいいのだろうということを考えていただい

ているのですが、なかなかぴたっとアイデアがまだないというところで。

それでとりあえず今回については集めてみましたというご説明があった

のですが。 

○事務局    先ほどご説明を割愛させていただいた参考資料２の「大家さん向けの

住宅確保要配慮者受け入れハンドブック」をご覧ください。こちらの説

明は質問に対する回答という形で「Ｑ＆Ａ方式」なので、とても分かり

やすいと思います。「入居前・契約時のＦＡＱ」でＱ３「契約にあたっ
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てサポートが必要な要配慮者の場合、どこに相談すればよいですか？」

の質問に対して、「地域の居住支援協議会にご相談ください」と回答が

あります。Ｑ＆Ａで千代田区の住まいの相談のときには、まずどこに相

談に行ったらいいのですかというので、こういうＱ＆Ａでご説明するの

も１つの方法かなと思いました。 

○山本会長   ありがとうございます。これ相談者がネットワーク向けにはどうです

か、こういう。こういう相談がありました。どうしましょう。何とか、

どこどこでどうですかみたいに書いてある。 

○事務局    お時間はかかるかとは思いますが、事務局でも努力しながらつくり上

げていけたらなと思います。今後、区役所相談窓口のヒアリング調査を

して、職員向けパンフレットというか事務の手引きのようなものができ

たらなあと思いっています。 

○山本会長   職員向け。 

○事務局    職員向けですか。 

○山本会長   難しいですかね。 

○事務局    努力してつくってみます。 

○山本会長   わかりました。ありがとうございます。とりあえずパンフレットにつ

いては職員のネットワーク化が図れるようなものをまずつくっていただ

くということを目指していただいて、その後で一般向けとか、大家さん

向けというのをまた考えていただければなと思います。ありがとうござ

います。 

        それでは、議事の「今後の居住支援協議会活動について」ということ

でお願いをいたします。 

○事務局    参考資料の３をご覧ください。次回の居住支援協議会は 29 年度最後と

なりますが、支援住宅も登録状況やホームページ上に公開など改正住宅

セーフティネット法の施行状況の動きも見ながら、次回東京都の例えば

情報提供の部分で、（仄聞するところによりますと、登録法人なり、物

件なりをホームページ上に登録をして、公開するような話もありま

す。）次回協議会で動きがわかればご提供、３月には３０年度の予算も

判明しているかと思いますので、その辺のご報告をさせていただきたい

なと思います。 

        また、今後の方向性に関しては、きょう皆様から貴重なご意見をいた

だきました。高齢者の支援はもちろんのことライフステージ毎に様々な

住宅確保要配慮対象者に対して、住まいを確保とした包括的な支援を推

進していきたいと思います。その際には、民間賃貸住宅を活用した居住

支援の他、持ち家の方に対する支援を進めるとともに、その支援は住ま

いの確保のほかの生活支援、住まいの改修等も含めた居住支援について、

情報交換や意見交換ができる居住支援協議会でありたいと考えます。 

  よろしく、お願い申し上げます。 

○山本会長   ありがとうございました。事務局で全部まとめていただいたので、私
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のほうからまとめるということはないのですが、事務局のほうは大変で

いらっしゃると思うのですけれども、パンフレットについては少し試作

をつくっていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

        それでは「その他」。情報提供等ございますか。事務局からはないで

しょうか。大丈夫ですか。 

○事務局    特にございません。 

○山本会長   ありがとうございました。それではもうよろしいですかね。それでは

もう。これで閉会ということで大丈夫でしょうか。 

○事務局    次回は、29 年度最後となりますが、年明けの３月に開催させていただ

きます。皆様のお陰で本年も充実した議論ができ、事務局としても大変

感謝をしております。また来年に向けて力不足でありますが精一杯努め

させていただきますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたしたいと

思います。ありがとうございました。 

＜閉会＞ 


