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平成29年度 第2回文京区居住支援協議会 要点記録 

 

 日時 平成30年2月19日（月）午後2時00分から午後3時57分まで 

 場所 文京シビックセンター3階障害者会館A・B会議室 

 

＜会議次第＞ 

1 開会 

2 議題 

(1)  アンケート結果と課題の抽出について  

【資料第1号】【資料第2号】【資料第3号】 

 (2)  新たな住宅セーフティネット制度について  

【参考資料1】【参考資料2】【参考資料 3】 

3 閉会 

 

＜文京区居住支援協議会委員（名簿順）＞ 

出席者 

髙橋 紘士 会長、須藤 直子副会長、新井 浩二 委員、八幡 信明 委員、 

手塚 康弘 委員、田口 弘之 委員、戸田  孝雄 委員、吉岡 茂  委員、 

江藤 慎介 委員、安達 勇二 委員、木幡  光伸 委員、五木田  修 委員、 

榎戸 研  委員、中島 一浩 委員、渡邊 了  委員、萩原 靖恵 委員 

 

欠席者 

濱本 真希 氏（オブザーバー）、望月 修 委員、鈴木 裕佳 委員、  

前田 直哉 委員 

 

＜傍聴者＞ 

なし 

 

五木田委員：これより平成 29年度第 2回の文京区居住支援協議会を開催いたします。   

本日はお忙しい中、本協議会に出席していただきまして、ありがとうございます。  

  まず初めに、本日の資料の確認をさせていただきます。次第、資料第1号の第1回居住

支援協議会の要旨、資料第2号の事前アンケート集計結果、資料第 3号の住宅確保要配慮

者の入居及び居住に関する主な課題等、参考資料 1の関東地方整備局・関東信越厚生局

による取組み、参考資料 2の東京都住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度のチラシ、

参考資料 3の東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画（案）、以上が事前配付さ

せていただいた資料です。 

席上に配付させていただいた資料は、資料第 1号の差しかえ、席次表、文京区居住支

援協議会の委員名簿です。また、区の職員委員以外の方には、平成 29年度「高齢者のた

めの福祉と保健のしおり」を参考として置かせていただいております。こちらは、参考

ということで、後ほど見ていただければと思います。  
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  過不足等がございましたら、事務局にお申しつけください。よろしいでしょうか。  

（はい）  

五木田委員：本日の欠席者をご報告します。鈴木子育て支援課長、前田建築指導課長、

東京都の濱本住宅政策推進部企画担当課長、高齢者あんしん相談センター富坂センタ

ー長の望月委員が欠席です。 

  また、中島障害福祉課長が約 30分程度で途中退席、木幡福祉政策課長が途中で一時

退室します。 

  それでは、これより議事に入ります。髙橋会長、よろしくお願いいたします。  

髙橋会長：お手元の議事次第に従いまして、進めさせていただきます。 

  きょうの議題は、アンケート結果と課題の抽出についてです。事務局から委員の皆

様にアンケートを差し上げましたが、大変積極的なお答えをいただきありがたく思っ

ております。このアンケートに基づいた報告と課題抽出、それから、昨年の 10月に施

行・公布されました住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の供給の促進に関する法

律、通称、住宅セーフティネット制度と呼んでおりますが、こちらが予算措置も含め

た形で、 10月から動き出しておりますので、こちらについてもご説明をいただき、こ

れからのこの協議会のあり方論も含めて皆様とご協議をしていければと思っておりま

す。 

  それでは、初めに、アンケート結果と課題の抽出について、事務局から説明をお願い

いたします。  

五木田委員：（資料第 1号に基づき「第 1回文京区居住支援協議会の要旨」及び資料第2号

に基づき「事前アンケート集計結果」の説明） 

髙橋会長：皆様のご協力のおかげで、いろいろな課題が見える化したと思っておりま

す。各委員の皆様で補足説明、あるいは、このアンケートの集計結果の整理に基づい

てのご発言があれば、よろしくお願いをいたします。いかがでしょうか。  

  それぞれのお仕事の現場で、いろいろな課題が上がっておりましたが、住宅確保要配

慮者の入居及び居住に関する課題として、事務局に抽出していただきましたので、ご報

告をお願いします。 

五木田委員：（資料第 3号に基づき「住宅確保要配慮者の入居及び居住に関する主な課題

等」の説明） 

髙橋会長：それでは、資料第3号また資料第2号、 1号にさかのぼっていただいても結構で

すが、少しご意見をいただき、議論ができればと思います。いかがですか。 

  資料第 3号には、主な課題に対しての望ましい支援等が書いてありますが、本来は、

さらに、その右横に文京区での施策の現況、関係団体の取り組みなどが書かれていて、

二重丸、丸、三角、バツのような評価がしてあると、行政は二重丸をつけているけれど

も、それぞれの立場から、これはバツだとか、一応、政策はあるけれども、ちゃんとし

ていないではないかというご意見など、議論ができたのではないか、と思いながら、拝

見しておりました。 

  今まで余り考えてこなかったということも現実ですよね。住まいの場合は、住宅確保

要配慮者については区の施策に任せ、賃貸市場では、支払い能力があり、店頭に来るこ

とができる人の相手をしていればいいという考え方もまだまだ根強いと聞いておりま
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す。しかしながら、一方で、賃貸住宅でさえ空き家が結構出てきている、それをどう考

えたらいいかという問題もあります。家主さんの意向もあるし、賃貸の賃借料の収入を

もう少し工夫すればいいじゃないかなど、それぞれの立場でのアドバイスをしておられ

るかと思いますが、その中に住宅確保要配慮者の視点を入れていただくと、ウイン・ウ

インになる仕組みづくりができるのではないか、そんなこともあるのかなと思います

が、いかがですか。 

江藤委員：一般社団法人賃貸保証機構、入居者支援委員会委員長の江藤です。代理納付

の件で確認です。文京区では、代理納付の制度について、現状としてどのように行っ

ているのかを教えてください。代理納付の制度については、各自治体によって考え方

がまちまちで、例えば、生活保護を受けていて滞納した人には代理納付を行う、とい

う自治体もあれば、そもそも契約をしたときに代理納付をやります、という自治体も

あります。また、家賃については代理納付を認めるけれども、共益費については認め

ない、という自治体もあれば、全部ひっくるめて代理納付をやります、という自治体

もあるなど、各区市によって全く状況が違うという実態があります。あとは、ご本人

が申し込みをすれば代理納付を認めるけれども、大家さんが言ってきたものについて

は受け付けない、両方とも受け付けるなどいろいろなので、文京区では、どのように

取り組んでいるのかを共有させていただければと思います。 

渡邊委員：生活福祉課長の渡邊です。代理納付の考え方については、生活保護法の考え

方が自立を助長するということですので、まずはご本人が行うというのが第一です。

ただ、当然のことながら、できない方がいらっしゃいます。家賃を滞納してしまうと

いうパターン、あるいは、滞納の結果、一度、更生施設に移って、そこから、アパー

トに転宅をするというパターンなどです。転宅の場合には、最初の契約になるので、

住宅扶助費の額についての代理納付を、原則として本人の同意のもとで、大家さんと

契約をしていただいて、区からお支払いをするということになります。 

  共益費については、生活扶助費から支払われるもので、費目が異なります。費目が違

うことによって、どういう取り扱いをするのかが、おそらく自治体によって考え方が違

うのだと思われます。例として、都営住宅の場合には、家賃及び共益費について、両方

とも代理納付が可能であるとしています。東京都住宅局としては生活扶助費及び住宅扶

助費についての代理納付は、本人の同意があれば構いませんという立場です。文京区

も、共益費も含めて代理納付が可能としています。  

  今、申し上げた更生施設からアパートに転宅するケースについては、契約の一番最初

から代理納付の検討という話になりますが、それは過去におそらく滞納しているという

のが理由ですから、現在滞納しているから、今後、代理納付にしようというパターンで

も、やはりケース・バイ・ケースで考えられるかと思っています。ただ、そうした場

合、滞納している額をどのように支払っていくのかというのが一つ大きなポイントにな

ると思っています。そのあたりが大家さん、不動産屋さんとで話がついて、できるとい

うことが担保できれば、代理納付も可能かと思います。このあたりは、ケース・バイ・

ケースかと考えています。  

  特に滞納分の支払いが発生するというのは、住宅扶助費をそれ以外のものに使ってし

まったためにお金がないということです。住宅扶助費を余分に出すことはできませんの
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で、ご自身の生活扶助費の中から 3,000円とか5,000円とかという額でお支払いをいただ

くことになっていくと思います。本当に些少な額ですから、大家さんにとっては、それ

では10年かかってしまうから困るという話もあるかと思いますが、生活保護は、最低の

生活費しかお渡ししていませんので、多額に返すことは難しいということを、ご理解い

ただきたいところであります。  

  このような説明で、大丈夫ですか。  

江藤委員：そうすると、例えば、建物の取り壊しなどで新たに賃貸住宅に住みたいとい

う方が生活保護を受給していた場合、大家さんが代理納付にしてくれませんかと言っ

ても、基本的にはお断りするということですか。 

渡邊委員：いいえ、代理納付をしてほしいということを、その被保護者を通じてワーカ

ーに相談をしてもらうという手続になります。例えば、家賃はとりあえず払えている

けれども、少し不安がある、高齢になってきたなど、いろいろな理由で難しいかもし

れないということで、本人が代理納付をしてもいいと言ってくれれば、区としては、

大家さんからのご提案でも、本人同意のもとですので、代理納付することは可能と考

えています。  

江藤委員：本人の同意がなければ無理ということですね。  

渡邊委員：本人の同意がなければ無理です。というのは、基本的に生活保護費というの

は本人に渡すことが大前提なのです。国からもその旨の通知が出ています。ですか

ら、家賃だからと天引きにすることは、基本的にできない、本人同意はマストだと思

ってください。  

江藤委員：承知しました。ありがとうございます。  

髙橋会長：この問題は、今回のセーフティネット制度の中で取り上げられています。生

活保護の給付の趣旨が個人に帰属するという大原則がありますが、安定した賃借が可

能になるような環境整備のためには、代理納付制度というのは家主さんの安心でもあ

り、積極的に取り組む必要がある課題であることは確かです。 

渡邊委員：状況によって、ケースワーカーからそれを促すということは十分に可能なこ

とだと思っています。区としても滞納の可能性は減らしたいと思っていますから、代

理納付ができるのであれば、代理納付を選択するという考え方もあります。本人の事

情によっては、それがベストだというケースもあるので、そのあたりはご相談をいた

だければと思います。  

髙橋会長：直接の関係はない話かもしれませんが、具体的によくあるケースは、ご主人

に年金があって、それなりの家を借りられていたけれども、そのご主人が亡くなって

一人になると、遺族年金では住み続けることが難しくなり、スムーズな住みかえがで

きないためにいろいろな問題が起こる、ということです。  

これから二人が一人になるというのはごく普通のように起こるし、女性が残される場

合は、遺族年金になりますから、家賃の負担が大きくなります。多分、文京区でも現実

に起こっている話ではないかと思うのですが、そういうことにもきちんと対応する仕組

みを考えないといけないと思います。 

  あとは、家賃債務保証の話です。住宅セーフティネット制度の改正の中の一つのポイ

ントは、民法が変わり、連帯保証人の負担限度を具体的に書き込まなければならなくな
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ることで、連帯保証人が見つけにくくなるという現実が一方にあることです。そのよう

なことも含めて、個別対応もそうですが、総合的な施策が必要になってくると思ってお

ります。  

  何かほかにありますか。 

新井委員：公益社団法人東京都宅地建物取引業協会、文京区支部支部長の新井です。  

  文京区では、すまいるプロジェクトという制度を 3年前からやっており、私も住宅確

保困難者に対して、お部屋を提供するという事業に参加しております。今回、資料第 3

号でまとめていただいた中で、家賃の問題、家賃助成の問題もそうですが、結局は、

家主が貸すことに対して積極的になれるような一連の安心するサービスなり、制度な

りが拡充していくことが一番重要かと思っています。ここに書いてあるものが、それ

ぞれいろいろな場面で必要になるので、これから制度を組み立てていくことが重要と

思います。  

  現在のすまいるプロジェクトには、幾つかの枠があります。例えば、文京区に 1年以

上住民票がある方、65歳以上である方、物件については新耐震などですが、その枠に入

らない方も現実にはいるので、今後は適用できるものがあれば適用していく制度設計も

検討していくべきではないかと思っています。  

五木田委員：すまいるプロジェクトは、高齢者、障害者、ひとり親を対象にしていま

す。区が行う事業として、その方々に良質な住宅を提供するというのがありますの

で、税金を使って、大家さんへの助成、入居者に対する緊急通報装置の設置等の費用

をかけており、家賃も上限は 17万円と高く設定しているのですが、逆に家賃を高くす

ると、高齢者が入れないという状況もあります。その辺で、すまいる住宅は、それな

りの設備が整って、ある一定の収入はあるけれども、入居を拒まれる高齢者への対応

ということでやってきたのですが、今回の居住支援協議会では住宅のセーフティネッ

トという役割もありますので、低所得者も含めた住宅確保要配慮者という定義になっ

ており、もっと枠を広げた中で進めていかなければならないというところです。  

  ですから、文京区では、すまいるプロジェクト事業と並行して、このセーフティネ

ット法に基づく居住支援もやっていこうと考えているところです。  

髙橋会長：すまいるプロジェクトを始める前に、ニーズ調査みたいなのものは実施した

のですか。 

五木田委員：特にアンケートを行ったわけではないですが、入居を拒まれるという状況

があったので、そういうところを推進していくべきだということで始めております。  

髙橋会長：施策のニーズがどのくらいあるのかというのは、結構重要なことですね。  

  何かほかにありますか。 

  逆に、行政の立場でこの辺が悩みだとか、行政施策だけではできない仕事など、何か

お気付きのことがあればお願いします。 

五木田委員：このセーフティネット法や居住支援の事業というのは、国土交通省関係の

都市計画部門と厚生労働省関係の福祉部門が基本的には連携して進めていくのです

が、 23区を見ると、まだ都市計画部門の部署が担っているところがあります。 23区で

も徐々に横のつながりで連携して進めていく流れにはなっておりますが、今後どのよ

うに役割分担して進めていくかというのは課題かというところがあります。  
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  住宅の確保の問題と、住まい方の支援の問題、この辺が本当に連携しなければ、この

事業はうまくいかないと思いますので、この協議会においても、今後、不動産関係団

体、居住支援団体とも連携しながら、住宅確保要配慮者に対する住宅確保を含めて、連

携して進めていきたいと考えているところです。  

髙橋会長：ちょうど今、国会に、生活困窮者自立支援法の改正案、生活保護法の関連法

案が提出されています。その中で、無料低額宿泊所を社会的住居施設と言っています

が、施設を制度という意味合いで考えると、そういう概念ができたということです。 

  もう一つは、居住支援というのが非常に大きなウエートを占めて、社会福祉法の中に

書き込まれ、住宅セーフティネット法と連携して行うということが、はっきり書かれて

おります。住宅セーフティネット制度とカウンターパートの大きな制度改正が、 2月9日

に国会に提出されたので、順調に行けば、今国会で成立するのではないかと思っており

ます。そうなりますと、さらに、その辺の縦を横にすることが自治体の仕事として大変

重要と思います。 

では、事務局からセーフティネット制度の説明をお願いします。  

五木田委員：（参考資料 1に基づき「関東地方整備局・関東信越厚生局による取組み」及

び参考資料 2に基づき「東京都住宅確保要配慮者向け賃貸住宅登録制度チラシ」の説

明） 

江藤委員：貸し主の立場で少しお話をいただけたらと思うのですが、今回のアンケート

の集計結果の中に、入居希望者の家賃補助、家主への助成、改修費の補助というのが

出ています。今の課長の話を聞いていると、そもそも登録住宅にすれば、低廉化とい

うことで、家賃補助やバリアフリーの改修費用など、何か助成金が出るというイメー

ジなのですが、東京都でまだ登録住宅が 1戸もないという話であれば、何かそこには別

に問題があるのではないかと、少し勘ぐってしまいます。実際には、登録しづらい理

由があるとか、もともと知らないとか、何かあるのでしょうか。その辺のところにつ

いて、少しご意見いただけたらと思います。  

髙橋会長： 10 月の施行ですから、まだ本格稼働をしていないのです。だから、逆に言う

と、その割には出てきているという印象です。まだ周知が進んでおりませんので、お

そらく本格的にはこの 4 月以降のことと思います。というのは、居住支援協議会経由

での周知ということになると、市区町村で居住支援協議会ができているのは全国で 30

ぐらいですから、窓口が市区町村にまだ整備されていないのです。また、都道府県に

登録することになるのですが、都道府県には、データとして届いていて、まだ整理が

できていないものが相当あるようです。ですから、登録しづらいという判断はまだ少

し早いという印象です。 

これは将来的な話ですが、本来は、市区町村に居住支援協議会をつくって、市区町村

で登録ができるようになれば、と思っています。そうすれば小回りがきくというか、文

京区の状況をよくご存じの皆様で家主さんと調整しながら、ということが必要なわけで

すから。 10月に始まって 2月にすぐというわけにはもともといかない仕組みですし、皆

さんが待ちかねていた制度というわけでもないので、まだこれからのことと思います。  

入居を拒まないということだけ登録するのですが、実は、そこには、家主さんとの調

整や、いろいろな懸念事項があり、それをクリアする作業は現場で行う必要がありま
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す。そして、そこにはプロセスが必要で、そのプロセスについて、ぜひ文京区方式のよ

うなものができないだろうかと考えております。すまいるプロジェクトという大変注目

された経験を土台にして、このセーフティネット制度を生かせないだろうかという問題

意識で事務局と相談をしています。  

五木田委員：文京区の場合は、すまいる住宅登録で、文京区内の高齢者や障害者やひと

り親に対する住宅を、年間 40から 50ぐらい登録していただいています。東京都もこの

10月から、居住支援協議会で案内と周知をして、これから、いろいろな不動産関係団

体がオーナーとの交渉を行っていくことになるのかと思います。ですから、徐々に登

録件数はふえていくことと思います。  

髙橋会長：都道府県では、居住支援法人の指定基準がなかなか厳しくて、指定がされに

くいという話が聞こえてきますので、その辺をどう考えるかという問題もあります。

居住支援法人は、この登録制度がうまく動き出すと、家主さんや賃貸業者さんとのお

仕事が非常に円滑にいくようになるはずです。また、地域で相談に応じている立場か

らも、こういう制度があれば積極的に相談に乗れるようになるというような、そうい

うものにしていきたいと思います。 

安達委員：文京区障害者基幹相談支援センター所長の安達です。逆に、この居住支援法

人が始まってすぐ、大阪府では数多くの居住支援法人が指定を受けて立ち上がってい

るのは、どのような背景があるのですか。  

五木田委員：その辺については、まだ情報を得ておりません。 

髙橋会長：既に登録したところを見ると、本当にいろいろです。特定非営利法人で、ホ

ームレスの支援をやっていたような団体、家賃債務保証を行う団体、ホームネットさ

んは、高田馬場に本社がある、見守りなどをやっている結構大手の会社ですが、我々

の中で、どういうものであるかについての共通理解がまだ不十分です。 

五木田委員：居住支援法人については、まだ立ち上がったばかりで、東京 23区について

も、居住支援協議会をつくっているのはまだ 7区です。全くつくっていない、また、逆

につくる意向がないという区もある状況です。ですから、この改正された住宅セーフ

ティネット法を、東京都を筆頭に広く周知して、居住支援協議会をもっとふやしてい

かなければなりません。その辺は、東京都全体としても、今後、推進していくべき一

つの課題だと思います。 

髙橋会長：居住支援協議会の場合は、フルセット型はまず無理で、何かに特化した、そ

れを地域で結びつける機能がどうしても必要です。そういうことを含めた工夫がこれ

からできればと思います。例えば、社会福祉法人が居住支援法人になる場合は、家賃

債務保証はなかなかやりづらい。それは連携すればいいという考え方で国土交通省は

考えているのですが、まだその辺は出そろっていないので、都道府県の理解と、どの

ようになるかは全体を見る必要があると思っています。 

  また、逆に言うと、都道府県の考え方に対して、現場から提案することが必要ではな

いかと思っています。そのため、オブザーバーとして東京都の濱本課長にお越しいただ

いています。 

  何かほかありますか。  

手塚委員：特定非営利活動法人日本地主家主協会理事長の手塚です。資料第3号に、家主
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の不安というのがありますが、この中で一番難易度が高いのは、住宅確保要配慮者の

中でも特に精神疾患の方への住宅提供だと思います。確かに理解不足ということもあ

るかと思いますが、精神疾患を抱えた方が入居した際、隣接住戸に対しての音の問

題、例えば、薬が切れたときに奇声を発したり、家の中で落書きがあったりなど、不

動産会社さんも対応に苦労されたり、大家さんも大変ご苦労されたという経験があっ

たりするので、なかなかこの部分が難しいと思います。  

  ちなみに、文京区のすまいるプロジェクトの中で、精神疾患を抱えている方への入

居促進の事例がありましたら、教えていただけますか。 

五木田委員：すまいるプロジェクトでの入居は、この3年間で27件ありますが、高齢者の

方が主です。障害者の方も入っていますが、精神疾患の方はいないです。  

手塚委員：そうすると、精神疾患を抱えた方を入居させていくには、おそらく、こうい

う方を支援していくところが間に入って住宅を借り上げて転貸をするとか、入居者に

対して責任を負うところが間に入っていかないと、不動産会社さん、大家さんへの理

解が進んでいかないと思います。そういった支援をしているＮＰＯ法人さんとか文京

区さんで、精神疾患の方に貸す事業の事例がありましたら、教えていただけますか。 

五木田委員：確かに、精神疾患という話になると難しい課題があるかと思います。住宅

オーナーの理解や責任の所在をどうするかというのは、いろいろ難しいところだと思

いますので、今後も含めて、検討していきたいと思います。  

須藤副会長：このあたりについて、安達委員、ご経験などをお持ちですか。 

安達委員：その辺がやはり障害理解の問題、課題でもあると思っております。いわゆる

住宅を借りにくい人たちというのは、簡単に言うと、貸す側にとって面倒くさい人な

のです。その中の一つに精神障害があり、どのような病気なのか、何が問題でこんな

大声を出しているのか、突然、家の中で暴れ出しているけれども、何が起きているの

かという、要はブラックボックスになっていて、何が起きているかよくわからない。

だから面倒くさいし、対応も面倒だから、ごめんねというのが一般的な理解だと思う

のです。一般的な理解力、基本的に受け入れる体制自体というかその能力が落ちてき

ているという状況が現実にあるのではないかと思っていまして、それで、もともと生

きづらさを持っている人たちが、入居できないという課題になるのかなと思っており

ます。 

  精神障害者の方への住宅供給に関しては、非常に難しい問題があると思っておりま

す。例えば、障害者の住まいの場合、グループホーム制度というものがありますが、文

京区ですと家賃が高いなど、いろいろな問題があり、グループホーム自体が促進されて

いかないという大きな課題があります。特に精神障害者のグループホームに関しては、

例えばアパートの 10部屋あるうちの 5部屋を借りて、そこをグループホームとして登録

をして、普通の生活を営むという形態をとることも可能で、そこに支援者がついて、そ

の人を逐次、病状が悪化しないように対応、支援していく仕組みになるのですが、なか

なかこれ自体が進んでいかないのが文京区の大きな課題ではないかと思っております。  

  ですから、今回のこの制度の中で、一つ形態を変える形で、そういう方々にもお部屋

を貸しますよというオーナーさんがグループとしてあって、その中間にそういう人たち

をサポートしますよという団体があって、それで当事者がいるという、そういう形態が
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とれれば、オーナーさんも安心して貸すことができるようになるのではないかと期待は

しております。  

髙橋会長：おそらく何か問題が起こったときの処理のマネジメントと、予防的対応とい

うのが非常に重要で、登録家賃債務保証業者のオリコでは、家賃が滞ったとき、早い

時期に社会資源や生活困窮者自立支援法などの制度を活用することで対応する独自の

ノウハウを開発して、事故率がすごく減ったそうです。一般企業でも、社会資源を使

う配慮で事故率が減るというのは、すごく興味深い話で、そういう体制をつくること

が、非常に重要かなと思っております。  

  もう一つは、一戸建てのシェアハウスの話です。今までのアパートの空き家をどう減

らすかという話と同時に、賃貸市場に出てきにくいのは、一戸建ての空き家です。しか

し、いろいろな活用の仕方ができるはずで、場合によっては、相続税が何とかなれば貸

し家でなくてもいい、こまじいの家みたいな地域の共同利用の場所に使ってください、

という考え方もあるかと思います。また、シェアハウスにすると、国が補助金を用意し

ています。場合によっては、スマートウェルネスの住宅補助事業が別途にあり、そうい

うものを活用して、古い家をリフォームしながら活用するという道が開けましたので、

家主さん、賃貸業者さんに、ある種の付加価値がつけられる可能性ができました。これ

をぜひ文京区で活用していくというのは、とても大事なことです。どう使いこなすかの

研究に、居住支援協議会が非常に大きな役割を果たすことは確かですので、そんな研究

をこれからしていきたいと思っておりますが、事務局として、何かありますか。 

五木田委員：空き家問題については、区でも不動産関係団体と連携しながら、今後、そ

の活用方法などをこの居住支援協議会の中でも議論して、低所得者の住宅の確保とい

う形で、その推進につなげていきたいと考えおります。 

渡邊委員：シェアハウスについて、特に一戸建ての場合、この資料を見ると、一人当た

り 9平米以上となっていますが、一人 9平米だと、生活保護の単身世帯は入れられなく

なります。かつ、一戸建て型は、玄関が 1つですし、いわゆる個別に書留が送れない状

況だと、そこに入居させることは不適切だという意見もあります。一方で、この資料

を見ると、各戸にポストがあるアパート型は 15平米以上となっていて、国の単身者の

生活保護の基準は 15.1平米以上なので、この辺はいいかなと思いますが、しかし、一

戸建て、特に文京区は広い一戸建てが多いですが、それをシェアハウス型にしても生

活保護受給者にとっては多分使うことができない住宅になってしまうところがありま

す。このあたりについて、国交省と厚労省との議論の中で何か話しはあったのです

か。 

髙橋会長：住宅確保要配慮者というのは、もちろん低額所得者が生活保護の対象の場合

もありますが、シングルファミリー、障害者、外国人など、各自治体で定義し直して

加えていいということになっていますので、そういう意味では、非常に幅の広い概念

です。今、ご指摘の件については、生活の確保という意味で、どういう住まい方が適

切なのかを詰めないといけません。国としては、こういう数字を出しているけれど、

ローカルルールの議論も含めて、要件緩和が必要なら申し出る、そうでない場合は、

文京区基準のようなものを考えることが必要かと思います。  

渡邊委員：今までの経験の中で、例えば、母子家庭でシェアハウスに入りました。家賃 3
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万円、共益費 5,000円、収入は 12万ぐらいあるから、何とかこれで生活できていますと

いう人は、生活保護基準で見たときには最低基準以下なので、要保護の対象になると

考えられます。たまたま住宅費が圧縮されているので生活ができていて、生活扶助費

上は問題ないけどというケースの場合、やや制度上矛盾が起きる可能性があるという

気がしています。その場合、居住支援協議会で緩和制度をつくったとき、生活保護の

法律に基づく最低生活保障という考え方と、一方で住まい方はいろいろあり、その中

で低所得でも十分に有効に住んでいけるというところがどこかで矛盾しないのかとい

うのが、少し心配な点です。この協議会の中で詰めていけばいいという話であれば、

それはそれでいいのですが。 

髙橋会長：やはりミニマムルールというのは必要だと思っていて、それをどのように考

えるかについては、これからの議論の中で行っていきたいと思います。それから、も

う一つは、居住支援協議会では登録をさせますから、見える化ができます。不適切な

場合にはそれに対して権限を付与すればいいということになると、今度はそれをきち

んと見つける仕組みをどう考えたらいいかということになります。そうすると、ケー

スワーカーさんの仕事の負荷が増えるという議論が必ず出てくるので、そういうこと

も含めて考えていく必要があるかと思います。  

ただ、今、すごく問題になっているのは、マンションで相部屋の無届け有料老人ホー

ムというのがいろいろ出始めていて、それは見えないわけです。その辺も含めて、これ

からの議論で詰めていきたいと思います。 

渡邊委員：文京区でも、生活保護の申請者の中には、不適切住宅に住んでいて、家主は

これでいいと言いつつも、区としては不適切住宅なので、本人が家主に対して退去し

ますと言って、 1回宿所のほうに移ってもらい、アパートを転宅させることもやらざる

を得ないです。 

今回、不動産関係団体の方がお見えになっているので、事例としてご案内をしておき

たいのですが、結構、二重契約のケースがあります。いわゆる不動産の社印が押してあ

るものが 2通あり、一つは保護基準内、一つは保護基準以上で、区としてはどちらが正

しいのかという話になるわけです。契約はあくまで民民で、そこに公的な立場として生

活保護の行政はかかわっておりませんが、契約は 1本であることが大前提ですので、対

応に苦慮することが間々あります。このあたりは業界団体としてはどのようにされてい

るのかを少し教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

八幡委員：生活保護の基準は 5万 3,700円と決まっていると伺っているのですが、そうで

ない場合もあり、基本的には区の方が大丈夫だとおっしゃっているのであれば、それ

でよいというスタンスで、私の会社ではそういう接し方をしております。区がこうい

う形で何とか行けそうだとおっしゃっているのでと、オーナーさんに説明して、話を

進めています。 

渡邊委員：そうしましたら、例えば、ご要望があればですが、住宅の関係団体の研修

会、生活保護の特に住宅に関するものの研修会にでも、呼んでいただけば、私がお話

に参ります。具体的に言えば、一人であれば 5万 3,700円と決まっていて、特別基準が

適用されれば 6万 9,800円で、そこには管理費、共益費は入っていません。先ほど申し

上げたように、管理費、共益費は生活扶助費でして、それもおおむねどれぐらいだと
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いうのがありますので、これなら大体大丈夫という話をさせていただくだけでも、水

際の話ができるのかという気がします。ぜひ、ご活用いただいて、不適切な契約にな

らないように、区としても努力をさせていただきます。  

八幡委員：私も含めてですが、よくわからないのが現状で、皆さんも知りたい部分だと

思います。研修会等ありますので、ぜひお願いいたします。 

渡邊委員：ぜひ、ご用命いただければと思います。また、生活困窮者自立支援の窓口を

生活福祉課で持っていまして、 1カ月滞納したときの家計相談もやっております。差し

支えがなければ、後ほど、そのチラシをお渡ししますので、 1カ月滞納した人に、区に

こういうものがあるから相談に行くように言っていただければと思います。既存のも

のですので、ぜひご活用いただければと思います。  

髙橋会長：住宅の質と家賃補助の関係には、ヨーロッパやアメリカではアフォーダブル

という概念、住宅手当を出す以上は、一定の質を確保していなければいけないという

のがありますが、日本ではそれが非常に曖昧です。これは居住の住まい方の問題もあ

るわけで、日本はバラックから始まって、戦後、住まいができてきましたが、ヨーロ

ッパは石づくりです。しかも、寒さで凍え死にますから、命を守れる住まいでなけれ

ばいけないということが、ヨーロッパの場合ははっきりしていますが、日本の場合

は、その辺が非常に曖昧です。住宅の質を見ずに住宅扶助を適用せざるを得ないとこ

ろがあります。山谷もそうだし、釜ヶ崎にまさにそういうところがあります。 

  居住支援協議会の法的根拠は、先ほど申し述べた住宅セーフティネット法ですが、先

ほどご説明いただいた法改正に基づいて、東京都は住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進

計画というのをつくっております。ぜひ、きめの細かな文京区版みたいなものが必要で

はないかということを事務局と話をして、皆様からアンケートでいろいろな課題を提起

していただき、きょうもいろいろな議論ができました。これは行政計画ではないという

のがポイントで、行政、居住支援団体、居住を提供している不動産関係団体の三者での

共通理解をまず固めて、それを一つのプランとする、よく行動計画という言い方をして

おりますが、そういうものを今年つくって、その中から必要なものは政策化していただ

かなければいけないだろうと思いますし、それぞれの業界の中でのいろいろな申し合わ

せに反映していただく必要もあろうかと思います。そのようなことを念頭に置きなが

ら、まずは、行動計画を策定していくという方向でいかがでございましょうか。  

  もしよろしければ、イメージを共有するために、都の供給促進計画をご紹介くださ

い。 

五木田委員：（参考資料 3に基づき「東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画

（案）」の説明）  

髙橋会長：では、東京都の計画はお持ち帰りいただいて、ご検討いただければと思いま

すが、文京区版をどのようにつくっていくかを、来年度の事業として、ぜひ具体化し

たいと思っております。準備に当たって、委員の皆様からご意見、ご注文等はありま

すか。 

（なし） 

髙橋会長：それでは、これから準備に入り、 4月以降、何回か予定しているこの協議会で

行動計画づくりを行ってきたいと思います。本格的な住宅施策は、行政が単独で行う
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ものではなく、文京区のさまざまな関係者と共同で行うことが大変重要であり、これ

がこの法の趣旨でもあります。民間賃貸住宅の活用と書いてあるのは、そういう意味

です。その中で、直営の区営住宅等をどう相対化するかという話もあるかと思います

し、住宅困窮者の本当のニーズが何なのかということから議論を始めなければいけな

いかとも思ったりしております。準備をよろしくお願いいたします。 

五木田委員：では、来年度は、 1年間かけて、文京区居住支援協議会の行動計画を、今の

東京都の案を参考に、作成していく方向で、準備していきたいと思います。よろしく

お願いいたします。  

髙橋会長：それでは、区では内部的な手続を進めていただかなければなりませんし、そ

れぞれ皆さんの団体でもご理解をいただくよう努力をしていただかないと具体化でき

ませんので、いろいろな形でご意見の集約をお願いしなければならないこともあろう

かと思います。よろしくお願いをいたします。  

  ほかになければ、事務局に戻します。  

五木田委員：本日は、さまざまなご意見、議論をいただきまして、ありがとうございま

す。本協議会は、今年度は 2回で終了です。来年度は、活発な議論また行動計画をつく

っていくということで、 3回の開催をいたします。第1回目については、 6月ごろをめど

に開催したいと思っています。日程が決まりましたら、通知をさせていただきます。 

  事務局からは以上です。  

髙橋会長：それでは閉会します。ありがとうございました。  

以上 


