
 

 

 

 

令和３年度第１回千代田区居住支援協議会 

 

 

―議 事 録― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：令和４年３月２２日（火）１５：００～ 
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■開催日時・出席者等 

日時 令和４年３月２２（火） １５：００〜１６：３０ 

場所 千代田会館 研修室 

参加者 

学識経験者 山本会長 

不動産関係団体 丸岡委員、早水委員 

居住支援団体 種田委員（高月委員代理）、十河委員、上田委員 

高齢者あんしんセン

ター 
竹内委員、川島委員 

区相談窓口所管課長 
歌川在宅支援課長事務取扱 

加藤住宅課長 

 

■議事録 

＜開会＞ 

○事務局 山岸  定刻になりましたので、これより令和３年度千代田区居住支援協議会

を開催したいと思います。私は千代田区で居住支援協議会事務局を担当

いたします福祉政策担当課長の山岸と申します。よろしくお願いします。 

 では、まず初めに同協議会での議論を行うにあたりまして事務局より

２点伝達事項がございます。１つは、当協議会の議論は後ほどホームペ

ージ上に公開させていただくことを想定しております。従いまして、発

言の際には、冒頭に所属とお名前をおっしゃっていただけると幸いでご

ざいます。所属は略称で構いませんのでよろしくお願い致します。なお、

議事録の公開に当たっては委員の皆様に事前に内容をご確認いただきま

すので、あらかじめ承知おきください。 

 ２点目ですけれども、ご発言の際はマイクをオンにしていただいて、

発言が終わったらミュートにしていただきますようお願いいたします。 

 では、まず配付資料の確認を行いたいと思います。次第に記載してお

りますが、全部で資料１から資料５まで５種類つけております。まずは

次第、１枚をめくりいただくと、資料１「令和３・４年度千代田区居住

支援協議会委員名簿」がございます。次に資料２「千代田区居住支援協

議会設置要綱」がございます。次に資料３「千代田区居住支援協議会

（平成２８～平成３０年）の検討内容と本協議会の位置づけ」がござい

ます。続いて資料４「千代田区各相談窓口における住まいの相談実績

（平成３０～令和２年度）」。続いて資料５「令和３・４年度居住支援

協議会のスケジュール」となっております。過不足はございませんでし

ょうか。 

 それでは次に、本日の出席者の確認を行います。改めて資料１を御覧

ください。まず上から順に出席者の確認をいたします。まず山本先生。

続いて丸岡さん。続いて早水さん。そして４番ですが、高月さんの代理
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で種田さん。次は十河さん。上から順で上田さん。続いてあんしんセン

ター麹町の竹内さん、川島さん。続いて歌川課長事務取扱が今、向かっ

ているところでございます。続いて加藤住宅課長はいらっしゃっていま

す。続いて事務局は私、福祉政策担当課長山岸と太田係長と早坂が担当

いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 では、次第に戻っていただきまして、開会（１）です。会長の選任と

ございます。資料２を御覧ください。第４条に「協議会に会長及び副会

長を置く」とございます。さらに第２項に会長は学識経験者をもって充

てる旨記載しておりますので、本協議会の学識経験者である山本先生に

本協議会の会長の職をお願いしたいと思います。 

 では早速ですが、協議会を進めてまいりたいと思いますので、当協議

会の会長で司会進行をお願いしております東洋大学教授山本先生、では、

よろしくお願いします。 

○山本会長  ありがとうございます。では、皆様がよろしければ、私が会長という

ことでまた務めさせていただきたいと思います。 

 では、令和３年度第１回千代田区居住支援協議会を開催したいと思い

ます。まず私の自己紹介からということなのですけれども、この千代田

区の居住支援協議会、割と早くから設置されまして、後で説明もありま

すかね。５、６年くらい前から設置をされていらっしゃいました。その

ときに会長ということで任命されまして、いろいろな先進地域を職員さ

んと一緒に見て回らせていただきました。その後も各地で居住支援協議

会というのがたくさんできてきて、それぞれの地域特性に応じた居住支

援協議会を展開されていると思います。ですので、千代田区さんのほう

でも千代田区さんの特性に応じた形で居住支援協議会を作っていって、

いろいろな課題を持った方の支援ができればなと思っております。皆様

ご協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、今日初めての方もいらっしゃいますので、皆様１分ぐらい

で自己紹介、ご所属とお考えになっていらっしゃることでも結構ですの

で、１分程度ずつご紹介いただければと思います。先ほどご紹介ありま

した資料１の「委員名簿」の上から順番にお願いをしたいと思います。 

 では、丸岡さんからお願いいたします。 

○丸岡委員  はい。私、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部千代田支部の支

部長を拝命しております丸岡と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。この度この協議会のほうに千代田区さんからお話を頂戴しまして、

今までは違う者が担当として参加させていただいていたのですけれども、

今回は私のほうで参加させていただいて、皆さんとともにいろいろな支

援策が講じられればよろしいなと思っておりますので、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。では続きまして、早水さん、お願いします。 

○早水委員  こんにちは。公益社団法人東京都宅地建物取引業協会千代田中央支部



 

   ３ 

の現在、副支部長を担当しております早水といいます。地元で業を行い

まして先代の父から今年で６８年ほど、地元で仕事をさせていただいて

おります。千代田区さんの関係では前回の居住支援、平成２８年から３

０年のときの会にも参加させていただきまして、それ以前ですと第三次

住宅基本計画とかいろいろとまちづくりも含めて参加させていただきま

した。今回はまた新たな取組で皆さんと一緒に少しでもお役に立てるよ

うな形で頑張らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○山本会長  早水さんありがとうございます。では続きまして、今日は高月さんの

代わりに種田さんが代理で出ていただいているということで、よろしく

お願いします。 

○種田委員  こんにちは。初めての参加となります。居住支援法人のホームネット

株式会社、種田と申します。東京都だけでなく、今、全国２８の都道府

県から居住支援法人の指定を受けて、基本的には単身高齢者を中心に居

住支援をさせていただいております。千代田区さんだけでなくほかの自

治体の居住支援協議会にもメンバーとして参加させていただいておりま

すので、他の事例も踏まえて成功例、失敗例などの情報提供でお役に立

てればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○山本会長  種田さんありがとうございます。では続きまして、十河さんお願いい

たします。 

○十河委員  初めて参加させていただきます。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

東京都支部の十河と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私ど

もの協会は正会員が賃貸住宅の管理業者で、多くの会員が一般の民間賃

貸住宅の大家さんから物件をお預かりして、入居管理、建物管理、運用

管理をやる一方で、大家さんのコストの適正化というところを手がけて

いる業者の団体でございます。ただ賃貸のオーナーさんも賃貸事業を通

じて世の中に貢献したいという思いを持っていらっしゃる大家さんもい

らっしゃる中で、もちろん賃貸事業の収益を上げるということは目的で

はあるのですけれども、今、やはり我々の物件の貸し方の工夫で高齢者

の方であるとか、困窮者の方々へどのような形で安心して賃貸住宅を提

供できるか、このような研究もやっておる中で今回お声がけを頂きまし

て、微力ながら何かお手伝いできることがあればと思いまして、参加さ

せていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山本会長  十河さんありがとうございました。では続きまして、上田さんお願い

いたします。 

○上田委員   皆さん初めまして。私、一般社団法人全国保証機構の上田と申します。

昨年の６月まで賃貸保証機構という名称でいたのですが、新たに名称を

変更いたしました。家賃債務保証の保証会社が集まった業界団体となり

まして、そういった保証会社としてご協力できることがぜひあればとは

思っているのですが、居住支援の一環としてお部屋探しの対応等も行っ
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ておりますので、そういった部分でお力になれることがあればと思って

いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○山本会長  ありがとうございました。次の社会福祉協議会の片岡さん、今日お休

みということですので、続きまして竹内さん、お願いいたします。 

○竹内委員  皆さんこんにちは。高齢者あんしんセンター麹町センター長の竹内で

す。初めての参加になります。よろしくお願いします。 

 麹町地域の高齢者は８割以上の方がマンションにお住まいなのですけ

れども、新しいマンションの方もいれば築４０年、５０年のマンション

の方もいらっしゃいまして、やはり古いマンションだと建替えの話にな

って、壊して建てるまで２年、３年、そこに住んでいる方も高齢者の方

が多いので、どこに住もうかというご相談も多くいただきます。そうい

ったときに高齢者でも貸していただける物件とかがあれば、ご紹介いた

だければと思います。よろしくお願いします。 

○山本会長  ありがとうございます。続きまして川島さん、お願いいたします。 

○川島委員  高齢者あんしんセンター神田センター長の川島と申します。初めての

参加です。よろしくお願いいたします。 

 神田地域は皆さんご存じのとおり、秋葉原駅とか神田駅を抱えており

まして、居住関係のご相談はやはり立ち退きが多い印象があります。

「あの土地とあの土地をくっつけて大きなビルを建てたいからどいてく

ださい」。だけれども、どっちに行ったらいいか、お金が手元にある方

はいいのですけれども、お金もない、保証人もいないという方は次の住

まい探しに難儀するケースも多くございます。今日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

○山本会長  ありがとうございました。続きまして歌川さん、お願いいたします。 

○歌川委員  在宅支援課長事務取扱で保健福祉部長歌川と申します。どうぞよろし

くお願いします。千代田区で居住支援をするのは本当に大変なことです。

先ほど会長から千代田区では居住支援協議会が「かなり早く立ち上がっ

ています」とご紹介がありました。議論はしても、なかなか結論が出な

いのが現実です。今回新たにスタートを切るということで、できるとこ

ろから、もしくはできることは何かということをしっかり考えていけた

らなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

○山本会長  ありがとうございました。では加藤さん、お願いいたします。 

ちょっと機械のほうの調子が悪いようで。環境まちづくり部住宅課長

の加藤様ですね、よろしくお願いいたします。 

 このほか、先ほど今日ご欠席の方がいらっしゃるということですけれ

ども、この後もずっとご欠席ということでしょうか。この後の協議会も

ずっとご欠席ということでしょうか。 

○事務局 山岸  今後ですが、協議の状況に応じての参加だと思います。 

○山本会長  ありがとうございます。では太田さん、お願いいたします。 

○事務局 太田  千代田区の福祉総務課の事業調整担当係長の太田と申します。居住支
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援協議会の事務局のほうを担当させていただきますので、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。それではまた新たな気持ちで、この布陣で

いきたいと思います。 

 それでは次に行きまして、副会長を選任したいのですけれども、この

千代田区居住支援協議会設置要綱の第５条の第２項に、「副会長は会長

が指名する者をもって充てる」と書かれておりますので、僭越ですけれ

ども私のほうから副会長を指名というか選任させていただきたいと思い

ます。公益社団法人全日本不動産協会の丸岡さんと、それから公益社団

法人東京都宅地建物取引業協会の早水さん、お二人に副会長をお願いで

きればと思うのですけれども、お二人いかがでしょうか。 

○丸岡委員  丸岡です。承知いたしました。 

○山本会長   よろしいですか、ありがとうございます。 

○早水委員  早水です。承知いたしました。よろしくお願いいたします。 

○山本会長  よろしくお願いいたします。委員の皆様いかがでしょうか、ご異論ご

ざいませんでしょうか。大丈夫ですかね。ありがとうございます。 

 それでは、引き続きまして議題のほうに入ります。議題の１につきま

して、事務局よりご説明をお願いいたします。資料の３ですかね、お願

いいたします。 

○事務局 山岸  では、事務局から議題（１）前回の開催の協議会と今協議会の位置づ

けをどうするかという整理について皆さんにお諮りしたいなと思ってお

ります。 

 資料３を御覧ください。「千代田区居住支援協議会（平成２８～３０

年）の検討内容と本協議会の位置づけ」という資料を用意させていただ

きました。まず前回までの開催概要ですが、開催日としましては第１回、

平成２８年７月に第１回を開催しまして、その後、第７回まで約１年半

かけて平成３０年３月まで行ったところでございます。設立につきまし

ては住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図ると

いうことで、千代田区、あとは不動産関係団体、居住支援団体等が連携

して住宅セーフティネット法に基づいて千代田区の居住支援協議会とい

うものを設置しまして、検討の対象は、当時住宅確保要配慮者という方

で低額所得者だとか被災者ですとか、高齢者、障害者、子どもを養育す

る者など幅広く検討の対象としたものでございます。 

 議論の主な内容です。他自治体の取組事例及び国や都の居住支援に係

る制度についての共有を行いました。また各委員の方が所属で提供して

いる居住支援サービス、どういうものがあるかというものの共有を行っ

たところでございます。またアンケート調査による住宅確保要配慮者の

実態把握の結果なども共有をさせていただいたところでございます。ま

た、上記を踏まえて、千代田区の居住支援サービス、どういうものをサ

ービスとして入れていこうかというものの検討も行ったところでござい
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ます。 

 最後に、相談用紙、相談者が相談窓口に来られたときの相談の記録用

紙。あとは実際の職員向けのマニュアルの内容検討なども行ったところ

ですが、４番「課題」のところにも書いてございますが、上記の議論で

千代田区における居住支援の課題として次のことが挙げられました。１

つは、区内の民間賃貸住宅市場では地価や家賃が高いということで、廉

価な物件がほとんどない。また千代田区の地域特性を踏まえて、支援対

象や支援内容をもう少し詳細に検討する必要があるだろうと。あとは支

援ニーズの把握とともに物件を貸すオーナー側の安心感につながるよう

な支援も必要なのではないかというような内容の議論がございまして、

結果的には議論をまとめることがかなわなかったというのが、前回まで

の流れとなっております。 

 それを受けまして令和３・４年度居住支援協議会なのですけれども、

では、今回どういうふうに整理をしようかというところですが、太枠で

書いてあるところなのですけれども、これまでの議論を参考とはしつつ

も前回開催時から既に４年の空白期間が空いているということで、新型

コロナウイルス感染症のまん延ですとかさらなる高齢化の進展など、社

会経済状況も変化しているだろうと思われます。加えて新たな協議会委

員の方も今回お迎えしているという実情もございますので、令和３・４

年度の居住支援協議会については、前回の続きから議論をするというこ

とではなく、改めて新たな議論、検討を行っていく会議体として整理を

したいと事務局としては考えております。 

 以上です。 

○山本会長  どうもありがとうございました。平成２８年度というと２０１６年で

す。いろいろ議論させていただいたのですけれども、住宅確保用配慮者

というのは、所得が低い、生活困窮ということが多くの場合は根底とな

っていることが多いので、家賃が廉価であるということが求められてく

るのですけれども、そこがなかなか提供するのが難しいというところで、

検討が難しかったのかなということはあります。ですので、今回につい

ては対象を低所得者、高齢者、被災者、障害者、子どもを養育する者、

全てにしていくという案もあるし、取りあえずは、例えば高齢者に絞る

とか、生活困窮者に絞るとか、対象を絞っていったほうがいいのではな

いかというご議論もあるかと思いますので、今日第１回目ですので、皆

様からの忌憚のないご意見を伺いたいなというのが今日の本筋になりま

す。「こうしたらどうか」とか「こういう考え方もあるよ」というのを

教えていただきたいなと思っております。どなたからでも結構なのです

けれども、いかがですか。 

 早水さんが前から引き続いていただいているのですが、いかがでしょ

うか。居住支援協議会の進め方といいますか、ご意見ありますでしょう

か。 
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○早水委員  前回確かに１年半、２年弱やりまして結局まとまりきらなかったと先

ほどご説明でしたが、やっぱり切り口がすごく多かったのだという気が

するのですね。だから総合的にどうしようという形でまとめる方向にず

っと進んでいたような気がしますので、今回はその中で、変な言い方で

すけれども、どういう方を対象にするのかという形で、確かに少し絞ら

れたほうが、それについての議論をすることによって広げられるものも

あれば深められるものもあるのではないのかなという気はします。前回

のときに、それこそ低所得者、高齢者、被災者、障害者、子どもを養育

する者という、居住支援を必要とする方全部に当てはめようとしたとこ

ろに、やはりちょっと間口が広くなりすぎてしまったのではないかなと

思いますので、今回皆さんのご意見の中で、どういう方を対象にしてい

こうという形の意見を出し合っていく中で、詰めていくほうが少しいい

のかなとは思っております。 

○山本会長  早水さん、ありがとうございました。そうですね。副会長、丸岡さん

いかがですか。何かお考えありますか。 

○丸岡委員  なかなか今の課題の中で、千代田区内の廉価な家屋を探すというのは

大変だと思うのですね。ですから、逆に他の地域に広げてみてはどうか

と思うのですが、やはり千代田区に限ってやらないといけないのか、そ

の辺柔軟性を持って考えられるのか、その辺も併せて考えてみたらいか

がかなとは思います。 

○山本会長  ありがとうございます。そうですね、その辺も大体ほかの区とか市の

居住支援協議会は「自分のところで」ということがやっぱり多いのです

けれども、もちろん他都市に限るということもありますけど、大体自分

のところでやられるということが多いと思うのですけれども、千代田区

はちょっとその辺が特殊なところもあるかと思いますので、考えるとし

たらそういうことも考えていったほうがいいかもしれないですね。あり

がとうございます。 

 種田さんいかがですかね、たくさんの居住支援協議会を御覧になって

いると思うのですけれども。 

○種田委員  そうですね、やはり対象をある程度絞ってスタートされたほうがいい

のかなと思っております。やはり障害の方とかが聞かれると「後回しな

のか」「外されるのか」というご意見になりがちではあるのですけれど

も、やはり物件の総数が少ない中で、バリアフリーの物件をとかいうと、

どんどんハードルが上がっていくと思うのですね。まずは実績を作るた

めにも低いハードルを少しずつ越えていく、実績を作るためにはやはり

高齢者、あとは子育て世代、こういったところだけにターゲットを絞っ

てやっていくというのは１つ有効なのかなと思うのが１点と、あとは実

際に今、寄せられている相談のケースはどんなものかなという実態を把

握されることから始めることでニーズが見えてくると思います。協議会

のメンバーだけで「多分これがニーズだろう」でやってしまうと、ニー
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ズとミスマッチというのが起こりかねないので、例えば相談をいつも受

けるであろう包括の皆様とか、実際どういった属性の方がどういう理由

で退去を求められているのか、転居が必要なのか、どういったスペック

の住宅をどのぐらいの所得の人が求めているのか、要するにどこにギャ

ップがあるのかというのを明確にしていくことが一番近道なのかなと思

います。以上です。 

○山本会長  貴重なご意見ありがとうございます。そうですよね。どういう相談が

多いのかなということとか、どんな物件を求めていらっしゃるのかとい

うニーズの整理というのが一番大事かなと私も思っています。ありがと

うございます。 

 十河さんいかがでしょうか。大家さんの物件を預かっていらっしゃい

ますということだったのですけれども。 

○十河委員   そうですね。やはり今ホームネットの種田さんがご発言されたとおり

で、まずはこの千代田区内でどのようなニーズがあるのかというのを聞

いていただきたいなと思っております。住宅にお困りの方にはどんどん

提供していきたいと思っているのですけれども、本当にニーズを絞り込

んだところで議論を深めていったほうがいいのかなと思っております。 

 個人的には当協会の中でお話をしますと、やはり高齢者の方々の住宅

に関する関心と申しますか、多分各管理会社さんが当面の課題といいま

すか、直面しているところでは多いのかなという気がしております。そ

れから先週ちょっと地震なんかもありましたけれども、いわゆるみなし

仮設住宅の提供というのも我々の業界では、物件の提供というのは取り

組んでいるところではありますけど、私が協会内で議論している限りで

は、各会員の管理会社の企業も高齢者の対応というのはいろいろと研究

しているところが多いなという気がしております。その辺りからなのか

なと個人的には思っております。 

 ただ、高齢者という１つのくくりでも、元気なお年寄りの方も入って

いますし、要支援なのか要介護なのか、この民間賃貸住宅から例えば施

設系の、サ高住とか住宅型でやっていらっしゃるところもあれば、その

先の老健とかですね、そういったものにも移り住むようなことがありま

すし、そのつなぎ役として一般の民間住宅をどう提供できるかというの

は研究している会員さんも非常に多いのですので、その辺りは情報をご

提供できるかなという気がしております。 

 そんなところです。すみません、まとまりができていなくて。 

○山本会長  いいえ、とんでもない。貴重な情報をありがとうございます。上田さ

ん、いかがでしょうか。ご意見あればお聞かせいただきたいのですが。 

○上田委員  ここまでも何名かご発言頂きましたが、高齢者の方にフォーカスをと

いうところで、そちらに賛成の部分がございまして、当機構でもお部屋

探しのご相談を頂く際に、ご高齢の方、やはり大多数を占めますので、

そういった部分でまずはご高齢の方に着手をしていくというところから
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ステップアップしていくところが方法としていいのかなと思っておりま

す。 

○山本会長  ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。皆さんのご

意見の中では高齢者からまず取り組んでみてはどうかという意見が多か

ったように思います。もちろん高齢者といっても一枚岩ではなくて、い

ろいろな特性を持っている方がいらっしゃいますが、そういう意味では

今日は竹内さんと川島さん、一番最前線で高齢者の相談に乗っていらっ

しゃるのですけれども、何か居住支援協議会においてこういうふうにや

ったほうがいいのではないかというご意見があればお願いいたします。

竹内さん、いかがでしょう。 

○竹内委員  種田さんや十河さんからお話があったのですけれども、高齢者も介護

が必要な方から自立した方まで幅広くいらっしゃいまして、案外、介護

が必要な方でしたら、介護保険を使って特養とか有料老人ホームとかサ

高住とか、割と選択肢がいろいろありまして、中には住所地特例という、

介護保険は千代田区の介護保険を使って、お住まいだけはほかの自治体、

遠い方だと群馬とか茨城のサ高住とか有料老人ホームに入られる方がい

らっしゃるのですけれども、そういった形でちょっと選択肢も広がって

くるのですけど、やはり元気高齢者、介護保険の認定もない方が引っ越

しとなったときに、やはり普通のマンションやアパートを借りるという

ことになると思うのですけれども、その時点でやはり８０代、９０代と

いう年齢の中で、なかなかちょっと借りられる、お金がある方はまだお

金で解決できる部分があるのですけど、生活保護の方ですと家賃７万円

未満ということもありますし、年金ギリギリで暮らしているという方だ

と千代田区でどこを借りられるのかなというのもありますので、やはり

今までお話があったとおり、元気高齢者で経済的にギリギリな方のお住

まいというところが、我々地域包括としては、お住まい探しというとこ

ろでは一番難しいのかなという印象があります。以上です。 

○山本会長   ありがとうございました。やっぱりそこのところが難しいということ

ですよね。介護保険等サービスを使っていないと、また、お部屋の中で

亡くなってしまわれたりすると大変とかね、いろいろなところで住まい

を確保しにくいということもおありなのだと思います。 

 ありがとうございます。川島さん、いかがでしょうか。 

○川島委員   神田の川島です。貴重な先生方のご意見ありがとうございます。私、

伺っていて思ったのですけれども、どこの属性から手をつけるというの

ももちろん大事で、高齢者だと私もいろいろ経験があるのでお力になれ

るかとは思うのですが、特に高齢者の場合は住民性が強く出る世代で、

お金が仮にないのであれば安いところに移り住むしかないことは頭で分

かっていても、「千代田区がいい」「区外に出たくない」という方がほ

とんどなのですね。あとは非常に公助の意識が強い住民の方が多いので、

「区がなんとかしてくれるだろう」とか「税金払っているのだから」と
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か、「払うものは払っているのだから区がなんとかしてくれるだろう」

ということで、非常に区に支援を頼ったりとか求めたりする方が多いの

ですね。なので、ここがいつも非常に壁となって難しいなと思います。 

 あと、高齢者単体のケースだけではありませんで、障害のお子さんが

いたりとか、３世代でそれぞれに複合的課題を抱えているケースとか、

ケース・バイ・ケースなので、もし属性を絞るのであれば、「高齢者単

体」とかそこまで絞らないと、やはり何人も一緒に住んでいる高齢者世

帯だったりすると、結局は障害とか子ども部門とかいろいろなところと

絡まなければいけませんので、ちょっとまた窓口が広がってしまう、答

えが見えなくなってしまうということになってしまわないように、その

辺も絞り込んだほうがいいのかなと思いました。以上です。 

○山本会長  ありがとうございました。そうですよね、いろいろな問題は重層化、

複層化しているのが一般的で、高齢者だけというお住まいだったらむし

ろやりやすいのではないかなと思うのですけれどもね、精神障害を持っ

ていらっしゃる方とかいろいろあると思います。その辺はなかなか高齢

者だけでやりますと言ってもおっしゃるとおりなかなかそこだけという

のは難しいかと思うのですけれども、もちろん他世代の人ですとか、い

ろいろな問題を持っている人はやりませんよということではないのです

が、まず高齢者を中心としてこの居住支援協議会がどういう動きをして

いけばいいかという辺りを考えていく。その中でもちろんいろいろな障

害の方の話とか子育ての人の話とか出てくると思いますので、その辺も

考えていくとしていけたらなと私も思っています。 

 まず、千代田区ではどういう問題を抱えておられる人が多いのか、ど

んな相談内容なのかということから始めないといけないだろうなと、種

田さんもおっしゃいましたけれども、今のところこういうことが分かっ

ていますということをご説明いただきたいなと思います。 

 では、議題の２につきましてご説明いただけますでしょうか。 

○事務局 山岸  それでは、事務局のほうから資料４に基づきまして「千代田区の各相

談窓口における住まいの相談実績」を説明いたします。特に多かった高

齢者と生活困窮者と障害者からの相談実績を集計しております。まず高

齢者のほうから御覧になっていただくと、過去３年間の相談実績として

は合計１１９件となっております。相談の内容の内訳としては、半数以

上が住替えですとか立ち退きに伴って新しい家を今探していますという

ご相談が一番多かったと。あとは１１件、バリアフリーということで

「今の住宅だとちょっと難しいのでバリアフリーが整った家がどこかあ

りませんか」というような内容ですとか、あとは２０件、「親族との近

居」とございます。これは、例えば息子夫婦が千代田区に住んでいて、

遠くの地方に高齢の両親がいるのでもうちょっと心配なので千代田区に

呼びたいというような相談が２０件、これも住替え・立ち退きに次いで

多い相談内容になっています。さらに１４件が「高齢者のみの生活への
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不安」ということで、これは具体的にというよりは生活を今後していく

中で、高齢者は私自身だと不安だというちょっと漠然としたものという

ものになっています。 

 高齢者の相談実績をまとめると右に書いてあるのですけれども、相談

件数は年間約３０、４０件程度あります。相談の半数以上が住替え・立

ち退きによる物件探しの相談ということになっております。 

 続いて１つ下、生活困窮者のほうを御覧になっていただきますと、生

活困窮者も相談件数としては１１２件ということで、かなり多い印象が

ございます。ただ、年度ごとの発生件数を見てみますと、平成３０年度

が１１件、令和元年度が２７件、令和２年度が７４件ということで、コ

ロナの影響を受けて非常に相談件数が増えている状況になっています。

右の表にも、青いところにもまとめさせていただいているのですけれど

も、相談件数は３年間で１１２件となっていまして、令和元年、２年度

と新型コロナウイルス感染症の影響による離職で相談件数が増加傾向に

ございます。ただ、内容的には相談件数のほぼ全部と言っていいのです

けれども、ほとんどが住居確保給付金の相談・申請になっています。こ

れは簡単に申しますと、一時的な離職や、収入減による家賃の助成とい

うのですかね、そういう制度がありませんかというような相談・申請に

なっています。 

 身体障害者の方は今回相談件数としては把握ができなかったのですけ

れども、知的の方と精神の方、合計１７件ございました。相談内容を見

てみますと、一番多いのはやっぱり住み替え・立ち退きとなっておりま

す。続いて３件、「見守り等のサービスがある住宅はありませんか」と

いうものですとか、２件、「入所できる施設がありません」とか、あと

は１件、障害者のみの生活への不安、これも漠然としたものというか、

障害者だけで今後生活していくのは何となく不安だというものになって

います。件数自体は１７件と少ないのですけれども、内容的には高齢者

と少し似通う部分があるかなと見ております。 

 それらの相談実態を踏まえて一番下のところにまとめさせていただい

たのですけれども、今、皆様でもご議論いただいたところではあるので

すが、千代田区に寄せられる住まいに関わる相談は、高齢者と生活困窮

者が大半を占めています。この２者のうち、生活困窮者の件数は新型コ

ロナウイルス感染症による影響が大きく、例年の数字としては１０件程

度のため、一過性の要素が少し強いなと思っております。また相談内容

も住居確保給付金に関する相談が大半なので、最初から相談目的が明確

なものがほとんどです。 

 一方で高齢者は人口が今後も増えていくということがありますので、

それに伴い相談件数の増加も大いに予想されるとことなので、令和３・

４年度の居住支援協議会は高齢者にターゲットを絞って支援策というも

のを検討してまいりたいと思っております。 
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 先ほど皆様からもご意見あったとおりですね、一言で高齢者と申し上

げてもいろいろな高齢者がいらっしゃるかなと思っておりますので、一

旦この第１回のところでは高齢者に絞りますというところではあるので

すけれども、では具体的にどういう高齢者に絞るかについては、また次

の議論のところで少し絞りをかけていって、また、議論を少し絞ってい

くような形が取れればいいかなと思っております。 

 事務局からは以上でございます。 

○山本会長  ありがとうございました。この平成３０年度から令和２年度までの相

談実績を分析していただいたものになります。今、ご説明ありましたけ

れども、高齢者と生活困窮者というのが大半であるけど、生活困窮者に

ついてはコロナでの影響が非常に強いのではないかということなのです

ね。ただ住居確保給付金が切れた後どうなるかというところが若干心配

ではあるのですけれども、今回においては高齢の方にかなり絞った形で

議論していったらいいのではないかというご提案がありました。これは

先ほどから皆さんがおっしゃっているとおりですね。 

 障害者については非常に少ないなという感じがあるのですけれども、

先ほども地域包括のお二人から出ましたように、高齢者と障害者と一緒

の世帯にいらっしゃることもあって簡単に切れない部分もあるというご

指摘もあったので、全く切るというわけではないのですけれども、どこ

に焦点を合わせるかを考えたときに、高齢者から始めようかということ

のご提案です。 

 何か今のこの分析に関してご質問ありますか。私から１点いいですか

ね。障害者の方、確かにすごく少ないのですけれども、精神の人が１０

件ほどご相談ありますよね。これについては、知的の人も７件あるので

すけれども、その後どういうふうに、相談があってその後どうされたか

ということはお分かりですか。そこまでは追っていないですかね。 

○事務局 山岸 すみません。実はですね、相談があってこう対応しましたというとこ

ろまでが今の把握できている実情でございまして、その後ご本人がどう

いう経過をたどっていったかというところまではウォッチできていない

というのが正直なところでございます。 

○山本会長  分かりました。この居住支援協議会はやっぱりどこの自治体でもそう

なのですけれども、住まいを確保するというところには、やっぱりその

後どういうふうにされているかということを追っていくことも、ずっと

追っていくというよりは何らかのサービスにつなげていくということが

ないと、やっぱり貸していただけないという元に戻ってきますので、そ

ういうこともやっぱり仕組みとして考えていく必要があるかなと思って

います。 

○事務局 山岸  そうですね。２回目以降に、相談を受けて具体的にどのような支援を

やって、最終的にその人がどうなっていったかというところの入り口、

中間、そして出口に至るまでの経過とか、そういったところも今後はこ
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ちらで記録というか、事例の積み重ねということで今後はちょっとやっ

ていかないといけないと思っています。 

○山本会長  ありがとうございます。ぜひそうしていきたいなと思います。 

 川島さん、いかがですか。こちらの相談実績の分析、何か付け加えて

いただくことはございますか。 

○川島委員   すみません、ちょっと考えますので次の方でいいですか、すみません。 

○山本会長  はい。ごめんなさい、急に振ってしまって。竹内さんどうでしょう。 

○竹内委員  この相談実績からというわけではないのですけれども、元気高齢者の

方が建替えでどこにとなったときに、高齢者住宅というのがあるのです

けど、千代田区ですとこもれびという名称で幾つかあるのですが、全て

神田地域にしかないため、麹町地域にお住いの高齢者が、「では高齢者

住宅」というと必ず神田地区に引っ越しになってしまいまして、あんし

んセンター麹町からあんしんセンター神田に引き継ぎをするという状況

がもう１０年間続いている課題がございます。以上です。 

○加藤委員  高齢者住宅につきましては、住宅課のほうで整備を進めてきて、現在

神田を中心に８棟１４４戸ございます。今、竹内さんのほうからご説明

いただいたとおり、神田地域にしかないといったところが非常に設置に

関して難しいところがございます。やはり麹町地域に高齢者向け優良賃

貸住宅、略して高優賃、それをこもれびシリーズと千代田区の中では言

っておりますが、こちらにつきまして麹町地区のほうで作ろうとします

と、やはり土地の問題、正確には土地価格の問題といったところが非常

にネックになっておりまして、なかなか事業者さんから声が上がらない

という状況でございます。なので、やはりどこかで作るとなりますと高

優賃を活用するというところしかないのかなとは思うのですが、なかな

かいかんせんそういう土地もないといったところが、千代田区における

神田地区のほうには８棟ある。ただ麹町のほうには１つもないといった

ところが今の現実的な実情でございます。 

○山本会長  どうもありがとうございました。麹町の方はやはり麹町に住み続けた

いというご希望が強いのですね。 

 ほかに皆さんいかがでしょうか。この分析からお考えになることはあ

りますでしょうか。 

 種田さん、どうですか。 

○種田委員  一般的にはほかの協議会さんとかだと、そういった窓口で相談を受け

られた後というのは、宅建さん、全日さんに希望者を募って協力不動産

店みたいリストを作りますと。その協力不動産店さんに一斉にファクス

とかで「こういう人が探しているので対応いただける人、手を挙げてく

ださい」と投げて、協力店のリストのうちの１割から２割ぐらいの不動

産店だけがいつもレスポンスをするというのが、どこの役所でもあり得

ることなのですけれども、ちょっと千代田区さんは様子が異なるのだろ

うなというイメージはつくのですけど。 
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 そこで不動産団体のお二人にぜひ教えていただければと思うのですけ

れども、早水さんと丸岡さんですね。実際千代田区の支部の会員さんの

中で、千代田区内に管理物件があるメンバーはどのぐらいの割合でいら

っしゃるのかなというのと、そもそも千代田区内の賃貸物件の総数はど

のぐらいあるのかな、多分そこから始まるのかなと。多分それが分かっ

てこないと誰に声をかければ通じるのかというのと、そもそも物がある

のかないのかというところの話になっていくのかなと。焦点を絞るため

に、その辺りの管理会社さんの数と実際の管理物件の数というところの

情報を共有いただければなと思います。 

○山本会長  ありがとうございます。丸岡さん、いかがでしょう。 

○丸岡委員   まず実態、そういった数字については把握をしておりませんので、今

のお話を参考にアンケートを取りまして、少しその辺の管理物件または

戸数ですね、その辺の実態の数字をつかんで、次回までにどれだけ調べ

られるか分かりませんけれども、ちょっと調べてみたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○山本会長  恐れ入ります。大変助かります。よろしくお願いいたします。早水さ

ん、いかがですか。 

○早水委員  うちのほうは名称のごとく千代田区と中央区がくっついている形の支

部なのですね。先ほどホームネットの種田さんがお話しされたとおりで、

中央区のほうでは高齢者住替えをうちのほうもいろいろやらせていただ

いています。特にこの１年半ぐらい、コロナが始まってからですけれど

も、高齢者の住替えという形のものは、一歩区側のほうも進めたいとい

う形で、先ほど言われたみたいに参加協力店をやっぱり支部内で募りま

して、そういう相談があったときに現実に居住物件のご紹介ができるも

のに対していろいろ条件を当てはめて、協力させていただいているとい

うのが実情なのですね。 

 似通った形のものを千代田区に作るというのが１つではあるとは思い

ます。うちのほうが今、会員のほうがうちの支部だけで２，０００社を

超えておりますが、その中で現実には、こういう居住だけとか居住をそ

ういう形のものに向けてご紹介できるというと、現実に皆さん方の業態

を把握しているわけではありませんけれども、１０％以下がまず実際に

は活動できる方たちで、さらに絞っていけば、その１０％ぐらいが現実

に参加協力店という形になって、いろいろとお手伝いをしてくださると

いう形になるのだろうと思います。 

 先ほど来から出ていますとおり千代田区はやっぱり地価が高い、麹町

地区にこもれびがないというのも含めたりして、いろいろな不動産に対

する事情があるところが大きいのが、もうバックグラウンドで出来上が

っていますので、その中で結局対象物を見つけて協力していただくとい

う部分に、今後のことは少し課題として一歩進めさせていただくのには

いいのかなと思います。 
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 先ほど全日の丸岡さんが言われたみたいに、データを取ってとかアン

ケートを取ってというのは、私どもではできるかどうか分からないので

すけれども、多少なりとも結局皆さんに話を聞いてみた上で実際にでき

る、できないというところを一歩進めていかれればいいかなというとこ

ろですけれども、先ほど来出た高齢者も健常である方と現実に多少アシ

ストが、介助が必要だという方といろいろなケースがあると思うのです

ね。だから高齢者の中のどういう方たちに対象を絞るのかというのも、

今後の課題なのかなと、今お話を聞きながらいろいろと考えていました。 

○山本会長  どうもありがとうございました。非常に現実的なところですけど、や

っぱり貸してくれる物件がなかったら持っていきようもないので、そこ

のところをどう考えていくかということがありますよね。難しいかとは

思うのですけれども、行政としてさきほどののこもれびのような高優賃

みたいなものをどうするかとか、そういったことも全体的に詰めて、千

代田区の中での居住支援の在り方を検討していくということが必要かな

と思っています。 

 十河さんどうですかね。今までの議論をお聞きになってみて、何かお

気づきの点ありますか。 

○十河委員  そうですね。私は日管協東京都支部の幹事として参加させてもらって

いますが、実は私の会社は千代田区にございまして、その関連で今回参

加させてもらっています。当社の賃貸住宅の管理物件、千代田区内にあ

るかというとほとんどなくて、神田エリアに少しあるぐらいで、中央区

には結構あるのですけど。そういう意味でいうと供給する住宅そのもの、

賃貸の管理物件がどれぐらい集められるかというところになるかなとは

思いますね。先ほどお調べいただけるということでございましたので、

これでもって何かしら具体案があればと思っています。 

 ただ、やはりあったとしても家賃の額でいいますと結構高額でありま

すので、そこは私、どうしても家主さんの立場になってくると、賃貸物

件は収益性のところをどういうふうに見るかというところになるかなと

思いますが、僕らは全く手がないわけではないと思っておりまして、千

代田区の物件云々ということではなくて言いますと、例えば物すごく乱

暴な言い方に聞こえるかも分かりませんけれども、大家さんというのは

賃貸アパートを経営する中で、やっぱり出て行くコストがあるのですね。

つまり空室の管理であるとか共有部分のお掃除であるとか、こういった

ものは業者に委託しているのですけれども、例えばですけど、お住まい

いただいている方にそういった建物管理の一部を、高齢者の方なのでこ

れ元気なお年寄りに限る話かも分かりませんけれども、そこに住まいな

がら建物管理の一部をお手伝いいただくことで、家賃を少し減額してあ

げるとか、そういう家主側から提供できるサービスというのはあるのか

なという気はちょっとしておりました。皆さんお話を聞きながらすごく

現場のことばかり考えてきましたけど、そんな形でご支援できる方法も
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出てくるのではないかなという気はしておりました。 

○山本会長  大変具体的で、希望が持てる情報を頂きました。ありがとうございま

す。 

 歌川さん、今までのところを聞いて何かご意見ありますでしょうか。 

○歌川委員  皆さん、それぞれの知見で様々意見をいただきありがとうございます。

大変参考になります。居住支援を考えていくときに、区のスタンスとい

うものもすごく大事だなと改めて思いました。千代田区では地価が高い

という現実はどうにもなりません。その条件を取り除かないと住み続け

たい人に対応できないとなったときに、区がどこまで住み続けたいとい

う要望に関与するのかということは明確にしておかないといけない。市

場原理の中で矛盾が起きている場合に、居住支援協議会で委員の皆様の

お知恵を借りて一定程度は解決できるでしょうが限界があるのかなとい

うのが１つ。それと、先ほどから皆さんおっしゃっていましたけれども、

この居住支援協議会として議論を拡散させないために、どこまでターゲ

ットを絞るかというところを整理して行く手順というか、どういうデー

タを集めれば議論が絞れるのかというところも考えなければいけないと

感じています。具体的にお答えできなくて大変申し訳ないのですが、感

想的に申し上げます。 

○山本会長  ありがとうございます。重要なご指摘かなと思います。居住支援協議

会で結局その住宅セーフティネットは、公的な住宅どうするということ

はなくて、民間賃貸住宅の中で住宅確保要配慮者の住まいを提供してい

くシステムを考えようということなので、やっぱりその市場原理の中で

どういうふうに行政が関与して仕組みを作っていくかということをすご

く問われる部分ではないかなと思うのですね。 

 今後の進め方として、どういう相談が上がっているかとか、今まで取

られたアンケートとしてどんな実態が出ているかとか、そういうデータ

を分析するということがしばらく必要なのかなと思っているので、先ほ

どどのぐらいの管理物件があるとか、どのぐらいの人が協力していただ

けそうかというのを、丸岡さんとか早水さんがお聞きくださるというこ

ともあったので、一方ではニーズ分析みたいなことをしていく必要があ

るかなと。そのことがある程度決まったら、次のところで、じゃあどう

いうふうに居住支援協議会していくかということになっていくかなと思

っています。 

 山岸さんどうでしょうか。 

○事務局 山岸  そうですね。次回までに、千代田区のほうでの相談実績、具体の内容

をもう少し集められるだけ集めてみようかなと思っています。また、そ

の際は特にあんしんセンターさんのほうにもちょっといろいろとご協力

をお聞きすることがあるかなと思いますが、竹内さん、川島さん、よろ

しくお願いします。 

○山本会長  ありがとうございます。やはり竹内さんとか川島さんとか現場にいら
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っしゃる方の声はすごく大きいと思いますし、あくまでできるだけデー

タがあればそういうものを見せていただければなと思います。 

 議題の２については皆様からのご意見を聞いたかと、川島さんさっき

次へと言われていたのですけれども、何かありましたか。 

○川島委員  ありがとうございます。先ほども申し上げたのですけれども、高齢者

の居住支援は課題が１個じゃないのですよね。行き先探しのこと、区か

ら出たくないとおっしゃること、最近関わったケースですと、お嬢さん

が保証人になり得なかったので、第三の保証会社に頼もうとしたのです

が、その方が反社会勢力だった過去がありまして、そこで断られてしま

った、何社も何社も断られてしまったこととか、次から次へと課題満載

で苦慮したケースがございまして、そのときにこの会議にいたらよかっ

たなとすごく思いながらお話を伺っていました。 

 すみません、取り留めもなくて、よろしくお願いします。 

○山本会長  まさにおっしゃるとおり、私も福祉の人間なのですけれども、福祉の

人間だけではやっぱり対応できないところに今日みたいな方がたくさん

いらっしゃってくださると、解決とはいかなくても、すごく安心できる

というか、何とかつなげられるのではないかというのを保証していくこ

ともとても大事かな、千代田区の中でやっていくことはとても大事かな

と思いますね。ありがとうございました。 

 では、今、資料を出していただいておりますけれども、議題の３につ

いてご説明をお願いいたします。 

○事務局 山岸  それでは、事務局から資料５に基づきまして「令和３・４年度居住支

援協議会のスケジュール」をご案内いたします。まず令和３年度の３月

のところに星印をつけておりますが、「令和３・４年度第１回居住支援

協議会」ということで本日開催したところでございます。続いて、５月

のところにも星印をつけさせていただいておりますが、第２回居住支援

協議会を５月中旬から末にかけて開催したいなと思っております。この

ときは千代田区における相談体制ですとか支援策の中身を検討させてい

ただければいいかなと思っておりますが、先ほど皆様からもご意見いた

だいたとおり、相談の実態ですとかそういったもの、あとデータももう

少し細かく準備をして第２回に臨みたいなと思っております。 

 次が７月末です。ここで第３回を開催したいなと思っております。こ

こではその他居住支援策の充実に向けた必要な議論や協議会の議論をま

とめられたらなと思っております。合計３回の居住支援協議会を開催し

まして、まず協議会の意見を踏まえて、すぐに実施が可能な支援策につ

いては令和４年度から実施をしてまいりたいなと思っております。ただ

一方で新たな予算が必要になるような支援策につきましては、予算確保

する必要がございますので、行政機関ですと大体８月頃に予算要求とい

うものがございますので、８月に予算要求を実施いたしまして、令和５

年度に新たに必要な支援策については、令和５年度から実施ということ
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で考えております。 

 事務局からは以上です。 

○山本会長  ありがとうございます。では次は５月、７月と割とバタバタしていま

すね。他の自治体だと市民とか国民の皆さんに向けた居住支援協議会あ

りますよというリーフレット、パンフレットを作ったり、動画を作った

り、セミナーを開いたり、いろいろやっているのですよね。そういうこ

ともやるのかやらないのかとか、そんなことも少し検討する必要がある

かなと思っています。 

 皆様のほうでこのスケジュールについてご質問、ご意見ございますで

しょうか。よろしいですかね。これ５月とか７月は対面になりそうです

か、それともハイブリッドの予定、まだ分からないですかね。 

○事務局 山岸  新型コロナウイルス感染症の状況もありますので、今のところハイブ

リッドでやるのがいいのかなと思ってはいますが、また改めてご案内は

したいなと思っております。 

○山本会長  分かりました。では、なかなかお忙しい方はオンラインでの参加も認

めていただけるということですかね。分かりました。 

 それでは、まだ５月、７月と、ギュッと大急ぎで検討するという形に

はなりますけれども、皆様よろしくお願いいたします。 

 議題は以上で済んでいるのですけれども、最後に事務連絡のほう、何

かございますか。 

○事務局 山岸  事務局より最後、皆様に事務連絡がございまして、第１回協議会、今

回行いましたけれども、先ほどご案内申し上げたとおり５月中旬から末

にかけて第２回を開催したいなと思っておりますので、この後、事務局

のほうからまた日程調整、早めに固めたいなと思っておりますので、メ

ールのほうで皆様に日程調整、日程確認のご案内をしますので、ご回答

のほうをよろしくお願いいたします。以上です。 

○山本会長  ありがとうございます。５月末と言ってもあともうちょっとで４月な

ので、少し早めに決めていただけると助かります、よろしくお願いしま

す。 

 それでは、今日用意されたものは全てこれで終わっているのですけれ

ども、皆様のほうから何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、とても皆様本当にいろいろ貴重なご意見を頂けて、私とし

てもすごく楽しみになってきましたので、なかなか簡単ではないですけ

れども、少しでも千代田区で住まいに困っていらっしゃる高齢者の方々

を、どういう形で支援していったらいいかというのを、この居住支援協

議会の中で検討できたらと思っておりますので、今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。 

 では、事務局にお返しいたします。ありがとうございました。 

○事務局 山岸  山本先生、ありがとうございました。それでは令和３年度千代田区居

住支援協議会をこちらで閉会したいと思いますので、皆様お忙しいとこ
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ろありがとうございました。 

 以上 

 

 

 

 


