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平成29年度 第1回文京区居住支援協議会 要点記録 

 

 日時 平成29年7月14日（金）午後2時00分から午後4時13分まで 

 場所 文京シビックセンター21階2103会議室 

 

＜会議次第＞ 

開会 

1 設立報告  【参考資料1】【参考資料2】 

2 委員委嘱  

3 部長挨拶  

4 会長選出・副会長指名  

5 委員自己紹介  

6 議題 

(1) 居住支援協議会ＤＶＤ  【資料第1号】【資料第2号】 

 (2) 地域包括ケアシステムと地域共生社会について  【資料第3号】 

 (3) 新たな住宅セーフティネット制度について  【資料第4号】【資料第5号】 

 (4) 各委員の情報共有と課題の把握   

7 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、望月  修 委員、濱本 真希 オブザーバー、 

木幡 光伸 委員、五木田 修 委員、榎戸  研 委員、中島 一浩 委員、 

鈴木 裕佳 委員、萩原 靖恵 委員、前田 直哉 委員、（代理）笹川  浩利 委員 

 

欠席者 

渡邊 了 委員 

 

＜傍聴者＞ 

なし 

 

 

五木田委員：これより平成29年度第1回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、本協議会にご出席いただきまして、まことにありがとうござい

ます。また、このたび本協議会への委員就任をご承諾いただきまして、ありがとうござ

います。  

  では、まず初めに、本日の資料の確認をさせていただきます。お手元の次第、資料第

1号から資料第5号、参考資料1から参考資料3が本日の資料になります。過不足等がござ
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いましたら事務局にお申し出ください。よろしいでしょうか。  

（はい）  

五木田委員：（参考資料 1に基づき「文京区居住支援協議会設置要綱」の説明）、（参考

資料2に基づき「文京区居住支援協議会の運営について」の説明）  

  続きまして、委員の委嘱を行います。本日、福祉部長が公務で協議会後半からの出席

のため、代理で福祉部福祉政策課長から委嘱を行わせていただきます。所用のため少し

遅れて出席予定の田口委員には、後ほど委嘱させていただきます。なお、文京区の職員

については省略いたします。 

   （委嘱状交付）  

五木田委員：それでは、福祉部長に代わりまして、木幡福祉政策課長よりご挨拶を申し

上げます。 

木幡委員：福祉政策課長の木幡でございます。本来であれば福祉部長の須藤から皆様に

ご挨拶を申し上げるところですが、本日、区長の代理で区長会の総会に出席しており

まして、遅れての参加になりますことを、お許しいただければと存じます。  

  皆様には、お忙しい中、文京区居住支援協議会への参加本当にありがとうございま

す。 

  この居住支援協議会は、住宅セーフティネット法に基づき設置されました。ちなみに

特別区では、江東、豊島、板橋、千代田、杉並、世田谷に続いて 7番目の設置です。文

京区としましても、高齢者等の住宅、要配慮者の居住推進のための住宅施策は非常に大

事なものと考えております。本協議会では、不動産関係団体、居住支援団体の皆様と文

京区が同じ立場で、住宅確保、要配慮者に対する民間住宅への円滑な入居の促進、住ま

い方の支援等について協議していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいた

します。  

五木田委員：委嘱状の後にご紹介する予定でしたが、後先になり申し訳ありません。こ

の協議会のオブザーバーとして、東京都の都市整備局住宅政策推進部企画担当課長濱

本真希様にご参加していただいてございます。よろしくお願いいたします。 

濱本オブザーバー：どうぞよろしくお願いいたします。  

五木田委員：ここで、委員の欠席等についてご報告いたします。本日、渡邊生活福祉課

長が欠席、渡邊生活福祉課長の代理で笹川生活福祉課保護第 3係長が出席しています。

また、田口委員が20分程度遅れての出席予定、中島障害福祉課長が途中退席します。  

続きまして、会長・副会長の指名を行います。本協議会の設置要綱により、会長は学

識経験者を充てることになっていますので、髙橋委員にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

髙橋会長：ただいま会長に指名されました髙橋紘士です。文京区の地域福祉推進協議会

の座長役を務めさせていただいております。  

文京区はコンパクトな区ですが、高齢化問題をはじめ、いろいろな課題がこれからあ

るなと感じております。居住支援協議会は、まさにそういう中で設置されました。  

もとをたどりますと、内務省社会局時代は建築行政、衛生行政、福祉行政は一体化し

ておりましたが、戦後の経緯の中で、住まいとケア、福祉は別々に進められてきまし

た。 
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住生活基本計画は、住宅という概念から、住生活基本法をベースにつくられていま

す。長い間、住宅行政は、公営住宅の概念で低所得者を問題にしていたのですが、その

後、高齢者すまい法ができて、いろいろな形で住生活を送る上で何らかの支障がある人

たちに概念が拡大し、それを推進するためには、単なる福祉行政、住宅行政だけではう

まくいかなくなってきました。 

日本の住宅は民間の賃貸供給市場に大きく依存していて、直営による公営住宅供給に

は限界があります。公営住宅の募集をすると何十倍、何百倍という倍率になることがそ

れを象徴しています。そうなりますと、民間の賃貸住宅を活用する必要があるのです

が、そこにはいろいろな事情が存在します。  

そこで、新しいコンセプトが必要だということで協議体をつくろうという、住宅セー

フティネット法の着眼点は大変評価できると思っています。居住支援協議会のポイント

は、居住支援団体、賃貸の事業に携わる方、そして行政が一堂に会し、行政の職員も一

つの役割として、同じ立場で参加するという点です。 

居住支援協議会は、都道府県を中心に設置されてきましたが、基礎自治体でもつくり

ましょうというのが、このところの国交省の住宅局の行政の大きな動きです。先ほどご

紹介をいただきましたように、東京都でも区部に設置され始めてきておりますが、まだ

まだ普及は足りていません。 

なぜ基礎自治体でも作るのかということについては、まだまだわかりにくいところが

ありますが、居住支援協議会は、区の行政にとって大変大事な役割を持った協議会であ

ると認識をしております。いろいろなジャンルの方がお集まりですので、皆様のご協力

をいただきながら、それぞれが学び合いながら、運営をさせていただければと思ってい

ます。よろしくお願いいたします。  

五木田委員：次に副会長の指名を行います。本協議会の設置要綱により、副会長は会長

が委員の中から指名することになっています。髙橋会長から副会長の指名をお願いい

たします。  

髙橋会長：先ほど申し上げたように、行政も一つの協議体の構成メンバーということも

含めまして、福祉部長に副会長をお願いしたいと思います。 

五木田委員：会長からのご指名ですので、福祉部長に副会長をお願いいたします。 

  では、ここから会長に議事の進行をお願いしたいと思います。髙橋会長、よろしくお

願いいたします。  

髙橋会長：それでは、お手元の議事次第に沿って議事を進めさせていただきます。  

  きょうが初めての協議会でございますので、委員の皆様から一言ずつ、現在携わって

いるお仕事の内容、居住支援協議会への期待なども含めて、自己紹介をお願いしたいと

思います。  

  中島障害福祉課長が公務でご退席ということですので、最初にお願いして、その後は

新井委員から順番にということで、よろしくお願いいたします。  

中島委員：文京区福祉部障害福祉課長の中島です。障害者施策を担当しております。現

在、自立支援協議会、地域福祉推進協議会の障害者部会で、障害者の施策についてい

ろいろ検討していますが、やはり住宅問題が大きな課題としてクローズアップされて

きております。障害者が住宅を確保するためには、福祉の分野だけでは難しい、限界
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があるということを感じており、この協議会でぜひ前向きなご提言をいただけるとあ

りがたいと思っております。  

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長の新井です。本協会

は、東京都内で約 1万 5,400社、 47都道府県の協会を合計すると約 9万 7,500社が加盟す

る国内不動産業界最大の団体です。現在、本協会の常務理事として東京都の協会の事

業運営、及び文京区の支部長として文京区の協会の運営を行っております。文京区支

部の当会の会員は約260社です。 

  本協会は、公益社団法人として、宅地建物取引に係る一般消費者の利益の擁護事業を

行っております。文京区様とは無料不動産相談所の運営、住宅確保困難者への住居紹介

のすまいるプロジェクト及び住みかえ相談会の実施等を行っており、今回の居住支援協

議会につきましても積極的に参画させていただきたいと思っております。  

  私自身は茗荷台の駅前で不動産店を経営しております。父親が 1954年に創業して 63

年、二代目として地元密着で行っております。生まれも育ちも茗荷谷です。現在、息子

も三代目で営業しておりますので、そういった点からも文京区あっての商売ということ

でやらせていただいています。  

八幡委員：公益社団法人全日本不動産協会東京都本部、豊島文京支部副支部長の八幡で

す。本協会は、新井委員とは別の不動産団体です。衆議院議員の野田聖子議員のおじ

いさんか何かで野田卯一さんが創設した、歴史は 65年ほどの団体です。豊島文京支部

副支部長として、文京区と豊島区を管轄する不動産事業を通して、文京区に何か役に

立つことはないかと考えながら、いろいろな業務を行わせていただいております。  

  文京区では予約制の無料相談会を行ったり、当協会の会員からも 9社ほどがすまいる

プロジェクトの協力店となって、文京区のすまいるプロジェクトの推進を担っていま

す。 

  私自身は、大塚三丁目で、先代が昭和63年に始めた不動産会社を二代目として営んで

おります。文京区育ちの文京区民です。この居住支援協議会で学ばせていただきなが

ら、何か少しでもお役に立てることがあればという思いで参加させていただきます。 

手塚委員：日本地主家主協会理事長の手塚です。私どもの協会は、昭和 56年に創設され

た団体で、主に地主さん家主さんが所有している不動産に関するトラブル相談、解決

の窓口を行っています。借地借家法によって、土地所有者、建物所有者のいわゆる貸

す側の地位が低くなっていること、権利関係が弱くなっているところを支援すること

を目的に設立された団体です。  

居住支援関係については、 10年ほど前からホームレスの居住支援関係をさせていただ

いています。また、各自治体の居住支援協議会の設立に伴い、今、六つほど居住支援協

議会の委員として、日々議論等々させていただいています。 

調布市の居住支援協議会のメンバーとしては、調布市で週 1回実施している「住まい

ぬくもり相談室」に、私どもの協会の職員を相談員として派遣しております。住宅確保

要配慮者の住居相談をお受けして、その地元の不動産会社さんの協力を得て住宅提供を

させていただいております。各自治体の取り組みもさまざまですので、いいところを取

り入れて、何か文京区さんのお役に立てるように、私も微力ながら頑張っていきたいと

思います。  
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濱本オブザーバー：東京都都市整備局住宅政策推進部企画担当課長の濱本です。都の居

住支援協議会の事務局を初めとした住宅セーフティネットに関することを担当してお

り、本居住支援協議会ではオブザーバーとして参加させていただいております。  

東京都は広域自治体とて、平成 26年に居住支援協議会を設立し、区市町村の居住支援

協議会設立や居住支援に関する具体的な取り組みについて支援を行っています。現在、

文京区さんの居住支援協議会を初めとして、 7区4市で協議会が設立されています。 

  本年、国では住宅セーフティネット法が改正され、法施行とあわせて、民間住宅の空

き家を活用した新たな住宅セーフティネットを導入することにより、民間住宅における

住宅確保要配慮者の入居の円滑化の取り組みが強化されることになりました。都としま

しても、法施行にあわせて要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度の創設を進めると

ともに、登録住宅への入居者への支援の活用などについて、区市町村の動向も踏まえな

がら検討を行っているところです。 

区市町村や関係する機関と連携しながら、住宅確保要配慮者の居住の安定に向けた取

り組みを充実してまいりたいと思っております。 

前田委員：文京区都市計画部建築指導課長の前田です。建築基準法に基づく建築確認

等、建物を建てるときの申請等を審査する部署で仕事をしております。 

文京区では、本年から、空き家等対策特別措置法に基づき、文京区の空き家等の対策

計画をつくることになりました。ちょうど来週ですが、文京区空き家等対策の審議会を

立ち上げる予定になっております。そちらの中で、空き家に関する計画に取り組んでい

くことになっていますので、居住支援協議会とかなり関連する部分もあるかと思いま

す。いろいろご意見をいただければと思います。  

萩原委員：文京区都市計画部住環境課長の萩原です。住環境課は、事務が大きく三つに

分かれています。区立住宅及び区民住宅に関する事務を行う管理担当、中高層建築物

の紛争予防及び調整を行う調整担当、景観づくりを担当する景観担当の三つです。ま

た、区独自の事業として、今まで危機管理課で行っていた空き家対策事業を住環境課

が引き継ぐことになりました。そこには相談事業が含まれていますので、今後こちら

の協議会とも連携をしていきたいと思っております。 

鈴木委員：文京区子ども家庭部子育て支援課長の鈴木です。文京区では、子ども家庭部

が就学前の子どもたち、教育推進部が就学後の子どもたちを担当していますが、子ど

も家庭部には、子ども家庭支援センターといいまして、児童相談所と協力しながら問

題を抱える乳幼児、児童・生徒、またご家族に対しての相談窓口があります。子育て

支援課では、事業を行うとともに部の庶務を兼ね、また全庁的に部を超えた子どもの

貧困対策に対して事務局として取り組んでいます。 

笹川委員：文京区福祉部生活福祉課保護第三係長の笹川です。本日、生活福祉課長があ

いにく出張で不在のため、代理で出席させていただいております。  

  この4月に成立した住宅セーフティネット法の中で、住宅確保要配慮者の入居円滑化

に関する措置の一つとして、生活保護受給者の住宅扶助費について、保護の実施機関が

直接家主に支払う代理納付を推進していくことが明記されております。現場で保護を実

施するものとして、大家さんや不動産業の皆様にもご理解いただき、個別の必要性に応

じて住宅費の代理納付を進めていくことも今後あり得ると考えております。  
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あわせて、現場である生活福祉課で被保護者の支援を担当するケースワーカーの職務

は、基本的には保護費の支給の決定が中心になっております。そのため、被保護者にか

わって、例えば新たな住宅を探す、部屋を片づけるなど、住環境の整備に関することは

基本的には行っておりません。このあたりは本日ご出席の皆様にも改めてご理解いただ

ければ幸いでございます。  

榎戸委員：文京区福祉部高齢福祉課長の榎戸です。高齢福祉課の業務は、高齢者の見守

り、相談、社会参画などですが、高齢施策につきましては、介護保険課長、地域包括

ケアシステムの担当課長とチームを組んで行っています。地域包括ケアシステムの中

で高齢施策をつつがなく進めていくに当たっては、この居住支援協議会の皆様のお

力、ご意見が大切な要素と認識しています。ご支援、ご協力のほど、どうぞよろしく

お願いいたします。  

五木田委員：文京区福祉部福祉政策課福祉施設担当課長の五木田です。事務局を務めさ

せていただきます。  

  日常業務では、福祉施設ということで、特別養護老人ホーム等の高齢者の施設及び障

害者の施設におけるハード的な面もろもろの整備に関することを行っています。住宅関

係では、福祉的な住宅として、低所得者用の区営住宅、高齢者用の住宅であるシルバー

ピア住宅、高齢者の賃貸アパートの管理を行っています。 

また、その延長上で、先ほど会長等からお話があったすまいるプロジェクトを進めて

います。高齢者の住宅の確保、それに加えて住まい方の支援という形で 2年前から始め

ましたが、こちらについては、後ほど簡単になりますけどもご説明させていただきたい

と思います。  

  今後ともこの会議を円滑に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

木幡委員：文京区福祉部福祉政策課長の木幡です。福祉部には六つの課と三つの担当課

がありますが、庶務担当課長として、その取りまとめ、調整を担当しています。ま

た、社会福祉協議会との間の窓口、民生・児童委員、保護司、会長が座長の地域福祉

推進協議会を担当しています。  

地域包括ケアシステムの構築の中で、住まい方も非常に大事になってくると思ってお

ります。この居住支援協議会は私どもも非常に大事にしていきたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。  

望月委員：高齢者あんしん相談センター富坂センター長の望月です。私は、二つの立場

で今回参加をさせていただくことになります。一つ目は、所属しております地域包括

支援センターの立場、もう一つはライフサポートアドバイザーの受託法人という立場

です。文京区内では四つの法人がライフサポートアドバイザーを受託していますが、

私が所属をしております社会福祉法人がライフサポートアドバイザーを一番多く持っ

ており、現場の立場からということもありますので、二つの立場でこれからこの会に

参加をさせていただきたいと思っております。  

  ことしでライフサポートアドバイザーを受託して3年目ですが、シルバーピアを含め

た住宅問題について、あんしん相談センターで相談に乗ることが多くなってきました。

ご本人がそこで住み続けられなくなるということが、これから問題になってくるかと思
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っております。この協議会の中で、住民の方が安心してどこまで生活が続けられるかと

いうことについて、何かいい方向が見つかればと思っております。  

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。文京総合福祉センター

の中で、地域のあらゆる障害者の相談支援へのつなぎ役をさせていただいています。 

あらゆる障害者の方に対応していますが、パーセンテージとしては精神障害者の方の

対応支援が文京区では一番多いかなという状態です。今回、現場の職員の意見を集めた

ところ、やはり住宅の問題に関しては職員も大変苦慮しており、なかなか部屋を見つけ

られない、保証人の関係とかいろいろな関係があって部屋を見つけられない、どうした

ら確保できるか、また、住宅の値段がやはり高過ぎるということでした。  

生活の基本的な部分である住居について大変苦慮していますので、その辺のところを

ご一緒に考えられればと思っております。職員も私もこの集まりにはかなり期待をして

おります。  

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。私どもの団

体は、お部屋の確保に困っている高齢者、障害者、ひとり親の方々の住居を確保する

ため、民間の保証会社が平成 21年に設立した一般社団法人です。具体的な活動は、い

ろいろ試行錯誤を重ねた結果、伴走型の支援にたどり着きました。 1都 3県の中では 17

の自治体と連携して、区役所や市役所に相談に来た方々が、実際に賃貸契約を締結す

るまでを伴走型で支援していくという活動を行っています。今回、文京区の居住支援

協議会に参加させていただくことになり、ぜひそういった活動を文京区でもやってい

きたいと考えております。 

吉岡委員：公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター経営管理部事業推進課長

の吉岡です。主に安心安全のまちづくりを目的に事業を展開しています。 

一つの事業は、高齢者が住みなれた住宅、住み続けたい地域での安心生活を支えるあ

んしん居住制度です。内容は、見守りサービス、葬儀の実施、残存家財の片づけで、こ

れは私ども財団の自主事業でして、平成 14年、正確には平成13年の末から展開して、今

まで延べ契約件数で1,100件、今、履行中の契約案件で700件弱を運営しております。  

これは居住者の安心を確保するためということもありますが、大家さんが安心して高

齢者に貸してもいいという気持ちになれるように、孤独死などを未然に防ぎ、万が一お

亡くなりになった後の部屋の片づけもスムーズに行くようにということで創設された制

度です。  

  もう一つは、東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録制度と閲覧制度で、高齢を理由に

入居を拒まない住宅のデータベースを管理して、それを高齢者の方に閲覧していただく

という制度です。物件数で 1,200件ぐらい、住宅の戸数で 8万 3,000戸ぐらいのデータベ

ースを持っています。  

  以上、二つの事業を展開しており、少しでも居住支援協議会の皆様と情報共有をしな

がらいろいろなお手伝いができればと思っております。  

戸田委員：文京区民生・児童委員の戸田です。富坂地区を担当しております。  

  3年前に92歳の女性から、オーナーからもう居住契約をしないから出ていってほしい

と言われたがずっと住み続けたい、という相談を民生委員として受けたことがありま

す。何かお手伝いできないかと考えていた折、区の中に福祉住宅係があることを知り相



8 

談に行ったところ、大家さんに 1万円を保証するという制度の話を聞きました。ちょう

ど家を壊して建て直しをしていた時でしたので、今度建てる建物を、高齢者を拒まない

建物にしてもいいと考えるようになりました。  

  あらためて、不動産屋さんと一緒に区に相談に行き、要望書を作成して、27年度の区

の施策として制度が始まりました。 27年の2月7日付で、朝日新聞に髙橋会長さんがコメ

ントを出されていたかと思います。  

  27年の 2月末に建物ができたのですが、高齢者、障害者、ひとり親を拒まないという

ことを前面に出したところ、入居者が全然集まってこない。問い合わせは結構あったの

ですが、実際の入居者が決まらず、自分としては銀行への返済もあり非常に困りまし

た。今現在はおかげさまで滞りなく返済を行っています。  

27年の12月、1階に狭い場所なのですが、例えばお年寄りが、体調が悪いからこうい

ったものが食べたい、やわらかいご飯が食べたいということなどにも対応できるよう

な、そういうカフェ兼食事場所をつくりました。あんしん相談センターの職員さんや、

ケアマネジャーの方からもすごくバランスのいい食事を出してくれるので、お年寄りに

は優しい食事場所であるということで非常に喜ばれています。  

ただ、あんしん相談センターの方から、部屋はあいていませんかと聞かれるのです

が、生活保護を受けておられる方だとなかなか入居が難しいようです。  

  そういう建物を建てたといったら変なのですが、それで多分私に委員を指名されてき

たのではないかと思っております。皆さんと協力して何かいい案を出して、高齢者の

方々が困らないための支援をしたいと思っています。 

田口委員：社会福祉法人文京区社会福祉協議会事務局次長の田口です。文京区民センタ

ーの 4階に事務所があり、福祉サービス事業を実際に行っています。具体的には、車椅

子の貸し出し、生活資金の貸し付け、ファミリーサポート事業、成年後見、地域権利

擁護事業などです。  

そのほかに、地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーターという職員を区

内に 8名配置し、それぞれの担当地域での空き家を活用した居場所づくりのお手伝いを

行っています。地域の課題についても対応しており、過去にごみ屋敷問題があった際に

は、区、地元の町会、民生委員、地域包括支援センター、ＮＰＯなどのそれぞれの団体

の方たちのご協力をいただき、解決に至ったということがありました。  

  また、ボランティア活動をする団体やＮＰＯを支援するための中間支援施設というこ

とで、「フミコム」という施設をつくりました。ここで団体と団体がつながることで、

いずれは地域の課題をこれらの団体とともに解決していきたい、ということで取り組ん

でいます。 

  私どもの仕事は、住宅に直接かかわりはないのですが、職員がまちに出ていくと、や

はり住宅の関係でいろいろと悩んでいるというお話をお聞きします。この協議会が、す

まいるプロジェクトをさらに充実させる、あるいは、何か新たなすばらしい制度がここ

で議論されてできるようなことを期待して参加させていただきました。  

髙橋会長：ここで、居住支援協議会とは何かということについて、 15分程度の映像を用

意していますので、ご覧いただきたいと思います。  

（ＤＶＤ放映）  
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（参考情報） 

・ＤＶＤタイトル：低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業  

「地域善隣事業の取り組み」 

 

髙橋会長：これからの居住支援協議会の役割について、認識の共有のためのＤＶＤを見

ていただきました。これは抜粋版ですが、高齢者住宅財団のホームページに、一つの

地域ごとに 10数分でトータル 1時間ぐらいのフルバージョンの映像がありますので、時

間と興味のある方はご覧いただけたらと思います。  

  安心して住み続ける場所というのは、今までは個人の努力を想定していましたが、今

ではそれが非常に難しく、きちんとした政策にすることが必要になってきました。そし

て、行政ができることには限りがある時代です。地域の工夫と結びつけるきっかけの場

が居住支援協議会の大きな役割で、地域でのきめ細かな仕事は、基礎自治体レベルで行

わないと不可能です。  

事務局から、資料第 3号「地域包括ケアシステムと地域共生社会について」の説明を

仰せつかっておりますが、その前に、資料第 3号と少し関係がある資料第2号「住宅確保

要配慮者等に対する居住者支援施策（見取り図）」について少し説明させていただき、

資料第3号の説明をさせていただきたいと思います。 

（資料第2号に基づき「住宅確保要配慮者等に対する居住者支援施策（見取り図）」の説

明） 

  住宅行政は、低所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、ＤＶ被害者、児童養護施設

退所者すべてに共通の施策ですが、福祉行政になると縦割りで、見事にばらばらにな

ります。しかも、それがわかりづらいことが、住まいと福祉を考える上での関係づく

りを難しくする要因になっています。  

  住まいと施設の関係も、非常に流動化しつつあります。施設はできるだけ小規模に

するという考え方が出てきております。ひとり暮らしか家族同居かではなく、住まい

に共同生活する「とも暮らし」という住まい方も出てきています。認知症の場合、人

と人とのかかわりが密であればあるほど、発症を遅らせることができるというのは、

国際的な常識です。ヨーロッパでは、施設という考え方をやめて住まい、ただ、ケア

が必要だから特別な住まいだという言い方をするのですが、日本ではまだそこまで行

っていません。  

（資料第3号に基づき「地域包括ケアシステムと地域共生社会について」の説明）  

  では次に、きょうの本題であります新しい住宅セーフティネット制度の説明を事務局

にお願いいたします。  

五木田委員：（資料第 4号に基づき「新たな住宅セーフティネット制度について」の説

明） 

髙橋会長：複雑な制度改正ですので、一読しただけではわかりにくいこともあるかと思

います。秋からの施行ですが、東京都としても対応を準備中ですか。  

濱本オブザーバー：住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度につきまして

は、施行にあわせて創設することが法で位置づけられていますので、まさに現在こち

らの創設に向けた準備を進めているところです。  
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髙橋会長：居住支援法人の登録についても、家賃保証業者の新しい登録制度について

も、国が行う部分と、都道府県が相当関与する部分との整理ができていない感じがしま

す。また、国交省が整理し切れてないなと思うのは、家賃保証についてはかなり事業規

模が大きいことが念頭にあるにも関わらず、支援についてはＮＰＯ等となっている、そ

の辺の整理がこれから重要と思います。 

 登録の仕組みについて、なぜ空き家を登録する制度になったかというと、貧困ビジネ

スが黙って空き家を使うことにならないように、地域の目を入れるという思想があるわ

けです。そうなると、地域の目を入れるための仕組みの整備が必要になります。それが

都の仕事なのか、区市町村の仕事なのかが、これからいろいろ議論になると思います

が、東京都に相当論点の整理をしていただかないと、区市町村は動きようがないです。 

国交省では、この住宅セーフティネット法を主導し、また、サービス付き高齢者向け

住宅をつくった女性が、女性で初めての住宅局長になりました。高齢者支援課長、安心

居住推進課長にも大変有能で力量のある人がついたことからも、この法律の施行に非常

に力を入れて取り組みたいというある種の政策的意思があると私は思っています。  

そうすると、今度は自治体がそれぞれの地域の課題をどう受けとめるかという話にな

ります。現実には、これを上手に機能させると大変大きな政策効果がある、そういう政

策なのですが、スルーしてしまうと矛盾がますます拡大し、変な言い方をすれば、お金

ばかりがかかって効果がないということになってしまいます。これは介護保険も医療保

険もそうです。医療保険では、今、退院支援の問題がありますから、住まいの整備とい

うのは医療福祉行政から見ても非常に重要になり始めていています。「すまいとすまい

方」が真ん中にある、地域包括ケアシステムの図の議論がやっとできるようになったと

思っていますので、ぜひ理解を深めながらということでよろしくお願いいたします。  

  ご質問がなければ、情報共有ということで、各委員の現場の課題を少しお話いただい

て閉じたいと思いますが、まず、すまいるプロジェクトの話を事務局にお願いします。  

五木田委員：（資料第5号に基づき「文京すまいるプロジェクト」の説明）  

髙橋会長：それでは、すまいるプロジェクトと非常に関係があるわけですが、それぞれ

の委員さんから、入居支援のいろいろな論点、問題点、課題などについて、日常的な

業務の中でお感じのことがあれば、ぜひ発言をいただきたいと思います。  

新井委員：空き家には、廃屋になって放置されている空き家と、オーナーさんが募集し

ても入居者が入らない空き家の二つがあります。文京区内の空き家の状況は、入居者

が決まらない膨大な数の部屋があるのが現状で、オーナーさんとしては、お金を投資

してリフォームまでできないというところもありますので、オーナーに対する補助金

の政策は、これから必要になるかと考えます。  

  廃屋になった空き家については、行政的な観点から強制的に条件をつけて処理してい

くという形もいろいろとあるようですが、私としてはそうなる前に手を打つべきだと思

っています。  

  3年前に始まった文京すまいるプロジェクトについては、このプロジェクトが始まる

前に、お年寄りを入居させるためには、入居後の見守り、オーナーさんへの何らかの謝

礼がないと少し難しいですねということをお話させていただきました。そういう意見を

取り入れていただいてすまいるプロジェクトになったのですが、一昨年、昨年とかなり
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の成果を上げてきていると思います。オーナーさんにもかなり理解を示していただいて

おります。文京区はかなり早い段階からこういうことに目をつけて実施されたというこ

とで、私どもももちろんそれに全面的に協力させていただいていますので、これをさら

に使いやすくレベルアップをしていく必要があるかと思っています。  

  大家さんがこのすまいるプロジェクトに自分のお部屋を出してもいいと思う安心点

は、月 1万円のお金よりも見守りのサービスであると思っています。お金の面の補助

も、その分だけ家賃を下げることができるので重要な要素ですが、やはり入ってからの

安心をどうやって確保するかが重要で、見守りサービス、電話での問い合わせシステム

などを手厚くする必要があるかと思っています。  

  私の店での過去の事例として、すまいるプロジェクトが始まる前の話ですが、認知症

になるといろいろな症状が出るので、例えば、幻聴により隣室の人から毎日騒音が聞こ

えてくるという苦情が出たり、逆にその方がテレビを大音量でつけて周りから苦情が来

たりということがありました。これからの課題として、そうなったときにどこまで対応

ができるかという問題があります。すまいるプロジェクトで、例えば入居のときにはお

元気でも、3年、5年、 10年と過ぎる中でだんだん症状がでてくることもあります。そう

いうことも考えなくてはいけないと思っています。  

  最近出てきていますＬＧＢＴの対応については、大家さんにはご友人ということで納

得いただいて、ただ、ご友人以上の関係のような気もしますけどというようなことでお

話をしています。大家さんも、まあわかりましたというようなことで入居していただい

ていますが、今後、社会的な要請が出てくるとき備えて、その対応の仕方をある程度考

慮しておく必要があるかなと思います。私の店でも年 1件か 2件ぐらいは見えておりま

す。 

髙橋会長：非常に大事な幾つかの論点をお示しいただいたような気がしますので、テー

マとして考えていきたいと思います。 

八幡委員：すまいるプロジェクトが始まる前から、高齢の方が部屋を探しに来られるこ

とは通常にあるのですが、例えば、生活保護の方ですと 5万 3,700円という予算の中

で、お住まいになる部屋を探してくれと言われても、文京区は家賃相場が非常に高い

ところですので、現実的には提供できないケースがほとんどでした。  

生活保護の方に関してはまだまだ課題はありますが、この制度ができたことによっ

て、オーナーさんの理解も今少しずつ得られているのかなと感じています。私どもも 3

件ほど物件情報を提供いたしました。高齢者の方の入居には至らなかったのですが、情

報を開示していくという意味では少しでもプラスになったのかなと思っております。  

  高齢者のお客さんには、本当にいろいろな方がいらっしゃいます。つい最近の事例で

は、文京区に家を持たれていた方ですが、相続した家を売却され、ご自身は西東京のほ

うでひとり暮らしをすることになりました。たまたま私の知っている業者さんのところ

で部屋が決まったのですが、ギャンブル好きなど問題のある方で、つい最近万引きをし

て捕まってしまいました。  

その際、その業者さんから、どう対処したらいいかということも含めて、私も相談を

受けたのですが、そのお客さんは、預貯金で 2,000万円ほど持っていらっしゃるのです

が、それでも万引きをしてしまうのです。前科があるので、約 1年半から2年は出てこら
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れないということで、弁護士さんがついていまして、弁護士さんが身の回りを全部整理

してくださるということで話はまとまったのですが、もし弁護士さんがいなかったら、

誰が対応していくのかなどの問題があり、例えば、居住支援協議会専門の専属弁護士さ

んがいて対処していくなども必要になっていくのかなと私なりに感じたところです。  

髙橋会長：また次回もこの議論を続けたほうがいいかと思いますが、何か他にご用意い

ただいていた発言があればお願いします。 

望月委員：話が出ました課題については、ライフサポートアドバイザーの対応と包括の

対応という形で実際に対応を行っています。  

認知症の問題については、もう既に何人も抱えている状態でして、人なので、どうい

う方向性になるのかというのは方程式にはならないのですが、例えば事例を挙げます

と、介護保険の認定を受けるまでに 1年半かかった方がいます。毎週ライフサポートア

ドバイザーか我々かが訪問をして話をしながら、 1年半かけてようやく介護保険申請ま

で持っていきました。実は、当初、お隣の方に迷惑をかけてしまったりするケースだっ

たのですが、介護保険のサービスが始まった後は予想外に安定して、全く迷惑をかけな

い状態になりました。そこまでうまくいくケースはなかなかないのですが、認知症絡み

の方は、すまいる住宅に入られる方の中で少なくはないと思います。当初はよくても 3

年後、 4年後にやはり症状が出てくるという状況がありますので、一番初めに対象者の

方とかかわりを持つライフサポートアドバイザーに我々がお願いしているのは、とにか

くそういった対象者の情報を素早く包括に伝えてほしいということです。問題が大きく

なる前に、早目に知らせてもらい、今度は我々が動く形にして、本当に転ばぬ先のつえ

ではありませんが、現実的に危うくなってきている状況のときにこちらが積極的に動け

る状況にしています。  

高齢者住宅やシルバーピアの居住者の情報は相当入っている状況で対応をさせてもら

っていますので、 100％はうまくいくかいかないかもしれませんが、なるべくほかの住

民の方にご迷惑がかからないような動きを地道にさせていただいているという現状で

す。 

髙橋会長：これは次回の大きなテーマだと思います。きょうは切り口をお出しいただい

たので、少しリサーチをしていただき、それぞれ個別の委員さんのご協力もいただい

て深めていただければと思います。次回はそれをご報告していただきながら議論する

というようなことも運営上の工夫になるかと思います。  

それまでには住宅セーフティネット法の省令通知も動き出しているとすると、例え

ば、このすまいるプロジェクトの枠の中で、法改正を踏まえてどういうことを充実させ

たらいいかなど、いろいろテーマも出てくるような気がします。その辺りを含めて課題

出しをしながら、次回の議論につなげていければと思っておりますので、きょうは意

見、実情の表明にとどめ、これをディスカッションしていくための整理を少し事務局に

お願いできればと思います。  

  それでは、時間が10分ほどオーバーしてしまいましたが、事務局にお戻しします。事

務局から、今後の予定等も含めてよろしくお願いいたします。  

五木田委員：時間が大分過ぎてしまい、申しわけございません。今回は挨拶のところで

さまざまな意見もいただきまして、ありがとうございました。次回に向けて、テーマ
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である課題出しをしながら、また住宅セーフティネット法の施行が間近に迫ってきま

すので、その辺りの課題も抽出していきたいと思っています。 

  最後に、本協議会の本年度の開催予定は、本日の会を含めて 2回の開催を考えていま

す。次回は来年の 2月ごろに開催する予定です。日程等の詳細が決まりましたら、また

追って通知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 


