
豊島区居住支援協議会

設立の背景と組織構成及びモデル事業の経過
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１．豊島区の概要
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人口と世帯数

総数 270,825人

男 136,002人

女 134,823人

うち外国人数 19,173人

世帯数 162,860世帯

（平成25年９月１日現在）

豊島区の位置

豊島区
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住宅数の推移

住宅ストックの所有関係別構成

住宅・土地統計調査 平成２０年

住宅・土地統計調査 各年

豊島区の住宅ストック



２．豊島区居住支援協議会の概要

4

設立の背景

本確的な少子高齢化が進む中、豊島区において、安心して住み続けられる住まい
を確保することが出来ない高齢者世帯等が増加することが予想される。

一方、豊島区では空き家の占める割合が高く、有効に利用されていない可能性の
ある住宅ストックが増えている。

住まいに係る関係団体と協力することでこうしたミスマッチを解消し、区内の住
宅が適切に利活用されやすい環境を形成し、居住支援を推進していくことが必要
になっている。

住まいに係るニーズは多様であり、かつ総合的な対応が求められるため、居住支
援を充実するには、行政による住宅施策の充実を図ることに加えて、区内の宅地
建物取引業者や賃貸住宅事業を行う団体や福祉サービスを提供している団体と連
携を図ることは、住まいを確保しやすい環境づくりには有効である。

豊島区住宅住生活基本計画(平成21年３月策定)の重点プロジェクトである「住ま
いづくり協働グループ」、「住宅活用プロジェクト」を推進するため、学識経験
者、宅地建物取引関係、社会福祉団体等により構成される「重点プロジェクト準
備会」が既に立ち上がっており、これを発展させることで、平成24年７月「豊島
区居住支援協議会」を設立した。



２．豊島区居住支援協議会の概要

5

メンバー構成（設立当初）

会長 小林 秀樹／千葉大学大学院工学研究科教授

副会長 定行 まり子／日本女子大学家政学部住居学科教授

委員 露木 尚文／株式会社 住宅・都市問題研究所代表取締役

小池 武次／公益社団法人東京都宅地建物取引業協会豊島区支部常任幹事

橋本 士郎／東京都建築士事務所協会豊島支部

荻原 武彦／社団法人全日本不動産協会東京都本部豊島・文京支部支部長

柳田 好史／NPO法人としまNPO推進協議会代表理事

橋爪 力／社会福祉法人豊島区社会福祉協議会地域福祉推進課長

岡部 清治／公益財団法人としま未来文化財団みらい文化課長

常松 洋介／豊島区保健福祉部福祉総務課長

三沢 智法／豊島区都市整備部住宅課長

事務局 豊島区都市整備部住宅課

NPO法人 としまNPO推進協議会

株式会社 住宅・都市問題研究所
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豊島区居住支援協議会の事業

① 豊島区内の空き家・空き室・空き店舗等の有効活用による住宅確保
要配慮者への住まい及び居場所の提供の促進に関すること。

② 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及び居住の
安定方策に関すること。

③ 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃借人に対する情報の提供等
の支援に関すること。

④ 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に関する啓
発活動等住宅市場の環境整備に関すること。

⑤ その他目的達成のために必要な事業
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組織とネットワークのイメージ
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豊島区住宅マスタープラン

豊島区住宅白書と住宅マスタープランの策
定 平成20､21年度

基本理念 人と環境にやさしい都心居住の
実現を目指して

住宅施策の視点

◊ 地域特性の応じた住宅支援

◊ 単身世帯の住まい方

◊ 子育て世帯への住生活支援

◊ 高齢期における住まいの確保

◊ 環境にやさしい住まい・住生活の普及

◊ 安心で安全な住環境の確保

行政と区民とのパートナーシップ

⇒ 重点事業

・すまいづくり協働プロジェクト

・住宅活用プロジェクト

図 1 住宅マスタープランの理念と目標
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豊島区重点プロジェクト
平成20年住宅・土地統計調査によれば、豊島区には、空き家が21,680戸あり、住
宅総数168,250戸の12.9％を占めている。これらのなかには、通常の住宅市場に出
てこない空き家或いは空き室が存在している。

利用されない理由には、建物が古く入居希望者がいないなどニーズに合っていな
い場合、所有者側の都合により活用されない場合等、さまざまな理由が考えられ
る。

空き家があることは、防犯面の心配やイメージの悪化など様々な外部不経済が生
じる。

豊島区住宅マスタープランでは、重点プロジェクトとして、「住宅活用プロジェ
クト」「住まいづくり協同プロジェクト」を展開。

「住宅活用プロジェクト」では、空き家になっている住宅の所有者と、住まいや
活動拠点を探しているＮＰＯ等のマッチングを支援することで、住宅ストックの
有効活用を図っていく。

また、こうした仕組みの運営について、「住まいづくり協同プロジェクト」によ
り、住宅や不動産関連の民間団体による組織を創出、育成し、担い手として取り
組めるようにしていく。

これらの取り組みによって、時代の変化や多様なニーズに対応できる柔軟性を
もった仕組みが、地域に作られることを期待する。



10



３．設立までの経過

11

推進イメージ
当初は行政が中心となって
取組み、関連団体等による
運営組織(協働グループを
育成していく。

協働グループが一定程度組
織として自立し、主体的に
運営できるようになった段
階で、「住宅活用プロジェ
クト」に関する業務を引き
継いでいく。行政は情報提
供等の支援を行う。

概ね５年間での自立を目指
す。
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平成 22 年度 

・ 中心となるメンバー(団体)の検討・構築 
・ としま住まいづくり協働グループ構想の検討(活動方針、運営内容、運営方法)
 
 
  
平成 23 年度 

・ 空き家利活用に関する事例の収集 
・ 空き家実態調査 
・ モデル事業の検討(空き家の利活用支援) 
・ 組織運営のあり方の検討(居住支援協議会) ※次ページを参考 
 
 
 
平成 24 年度 

・ としま住まいづくり協働グループ(居住支援協議会)の発足 
・ モデル事業の実施 
 
 
 
平成 25 年度以降 

・ としま住まいづくり協働グループ(居住支援協議会)の運営 
・ モデル事業の検証 
 



【参考】豊島区空き家実態調査平成24年3月より
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豊島区空き家実態調査 平成24年3月 豊島区都市整備部 より抜粋
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豊島区空き家実態調査 平成24年3月 豊島区都市整備部 より抜粋
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事業の概要

居住場所に困っている方などに対し、空き家・空き室等の活用や民間賃貸住宅等
への円滑な入居を推進するための支援活動等を行うグループに、その事業の実施
に要する費用を助成する。助成額は１件あたり年間最大２００万円。

平成２４年７月３から公募開始。

平成２４年８月８日 豊島区居住支援モデル事業事前説明会

９月３日締切。９月２５日「選考委員会」で助成対象団体を決定。

７団体が応募、３団体を選定。

居住支援協議会の事務局に各団体担当者を定めて個別に支援
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助成対象となる要件

■支援活動の要件
① 高齢者支援活動
② 障害者支援活動
③ ひとり親家庭支援活動
④ その他支援活動

■支援活動グループの要件
豊島区の地域づくりに関わる活動を計画しているグループで、次のすべての要件を満た
すもの

① 豊島区内で事業を実施すること
② 活動実績が地域づくり、まちづくりであること
③ 役員構成が明らかであること
④ グループの存立・運営に係る定款会則等が会員の総意を反映する手続きにより

整っていること
⑤ 毎会計年度の処理が適切になされていること
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■助成対象となる具体的な事業

空き家・空き室等の活用や民間賃貸住宅等への円滑な入居を促進するための下記
の事業

① 居住支援サービスを提供するための情報提供等

② 入居相談から賃貸借契約の支援、入居中・退去にかかるまでの円滑な入退去を
実現するための事業活動

③ 連帯保証人の確保が困難な方等に対する入居を円滑にするための事業

④ シェアハウス・コレクティブハウスを活用した生活支援などを新しい住まいの
提案事業
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■助成対象経費

事業の実施に直接かかわる以下の経費

① 事業を実施する応募者の人件費（（事務実施上、必要なアルバイト等）

② 設備備品費

③ 消耗品費

④ 旅費、通信費

⑤ 事業活動の拠点となる不動産賃借料や設備リース料、光熱水費、調査費

⑥ モデル事業選考委員会が必要と認めた経費

■助成金額

助成対象となる経費総額の50％以内かつ上限額は２００万円（単年度）

助成期間は最大で２年度。なお助成金は単年度ごとに交付。
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応募団体名 事業内容 選考結果
ひとり親家庭の快適生活を実現する
シェアハウス事業

NPOリトルワンズ 地域密着型一人親家庭自立促進住宅事
業

河野さんのサポーターと
して事業に参画

エブリディテリフォンコミュニケー
ションサービス
在宅型終末期安心サポートサービス

NPOコレクティブハ
ウジング社

地域とのつながりをもちながら暮らし
たい人のための居住支援事業

採択

地域のきずな再生－生活困窮者・障が
い者・高齢者のひとり暮らしを支える
事業

河野敦子（としまシング

ルマザーシェアライフプロ
ジェクト）

シングルマザーと子供のための自立支
援シェアハウス。

NPOリトルワンズと連携
することを前提に採択

NPOクローバー 障害者を地域で支える体制づくりモデ
ル事業(安心コールセンター)

採択
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ＮＰＯ コレクティブハウジング社
地域とつながりをもちながら暮らしたい人のための居住支援事業

【事業目的】

空き家が増加することにともない、防犯・防災上等のリスクが生じるなど、さま
ざまな問題の発生が想定される。そこで、空き家の活用モデルを作ることで、そ
うした問題を解消することにつなげる。

【事業内容】

これまでのコレクティブハウス運営実績を活かし、豊島区内で新たにコレクティ
ブハウスを展開する。「地域とのつながりをもちながら暮らす」ということを重
要なテーマとして事業を展開したいと考えるため、入居者にも、説明会を開催す
るなどして、そのテーマを十分に理解したうえで入居していただくように求めて
いく。入居者には住宅確保要配慮者全般を想定し、多世代で多様性に富むことに
価値を見いだしている。住まいの形式として、共用スペース住宅となるコモンハ
ウスと、その周辺住宅としてのサテライトという構成にする。
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ＮＰＯ クローバー
【事業目的】

障害者本人や家族が「独りで暮らしたい」「自立した生活を送りたい」と
思っても、家族と死別などの理由で保証人を確保できなかったり、知的に障
害があるとの理由等で、賃貸住宅への入居が困難であるケースが少なくない。
また現在、障害者で住宅に困っている人に居住する場所を紹介する仕組みが
整っていないため、障害者のいる世帯では、家族が自分たちの生活を犠牲に
してまでも障害者を支えているという問題もある。そこで、そのような問題
を解決するために、障害者居住支援活動を実施する。

【事業内容】

住宅に困っている障害者が居住支援を受けて住居を借り、地域生活を送れる
ように、地域生活のバックアップ・緊急時のサポートなどの機能を兼ね備え
た住居を整備する。具体的には、共有スペースの確保・拠点のコーディネー
ター配置・24時間のサポート体制づくり等により、地域にある支援付き住居
としての役割を果たすことを構想している。
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としまシングルマザーシェアライフプロジェクト

【事業目的】

小さな子供を持つひとり親家庭は、「住居を借りることができない」「フル
タイムで働けない」「キャリアアップのための勉強時間が取れない」等の理
由により、社会的・経済的弱者となる傾向がある。例えば、ひとり親家庭が
半共同生活の形態をとり、自立支援と相互支援のシステムを提供することに
よって、当該ひとり親世帯が経済的・社会的・精神的自立を果たす。

【事業内容】

小学校低学年までの子供を持つシングルマザーの家庭を支援の対象とし、
シェアハウス等への入居形式とする。入居者と地域のための「サロン」を拠
点とし、入居時の支援・相談さらに入居者へのヒアリングを行った上、必要
なサービス（例えば、保育・食事提供・補習塾、母親を対象とした自立のた
めのファイナンシャルセミナー等）の開催を予定している。将来的には、シ
ングルファーザー・祖父母と孫のみの家庭等、支援を拡大していく考えであ

る。
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① 空き住戸、空き室は思いの外見つからない
正真正銘の空き家は実は少ないのではないか？ 空き家実態調査において外観から空き
家推定した住戸のうち約８割が何かに使用されている。賃貸用、物置、事故居住用等。
破損しているものも有る。

所有者がそこに居ないために空き家空き室の所有者に連絡を取ることも難しい。

⇒平成２５年度より空き家バンク構築の取組みを開始

② 建築基準法が既存住宅ストック利活用の障害壁になる場合がある
戸建て住宅をシェアハウスに利用しようとすると用途変更(建築確認)が求められる場合
がある。

助成制度等公的な支援を導入する場合、違反建築は勿論、既存不適格建築物も使用しに
くい。空き家には旧耐震の建物も多いと思われる。

改修工事をして利活用する場合も接道条件、容積、けんぺい率或いは用途地域等がリノ
ベーションの制約になる場合もある。

⇒戸建て住宅を使用したシェアハウスやグループリビングについては法的な位置づけが必要

ではないか。
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③ 民間の物件で入居者の保証人を外すことはやはり難しい
不動産市場に出ている物件を居住支援用の住宅として利用しようとする場合、入居者に対し
ての保証人(または保証会社との契約)が求められることが多い。

豊島区の居住支援モデル事業は、支援団体のサブリースによる事業が中心だが、この場合は
保証会社の制度が使えない。居住支援協議会が保証人になることにして対応している。

⇒コレクテイブ住宅で事例のある入居者同士が相互に共同で保証する仕組みなど、保証人を不

要とするための知恵が必要ではないか。

④ 入居者の関心は家賃の安さ。自立支援やキャリアップサポート等への関心は意外に低い
入居者が求めているのは広さと賃料。サポート内容についての魅力は注目されにくいので
は？

居住支援の本質は自立支援だと考えているのだが？ 暮らしをステップアップするために必
要なキャリアアップ、貯蓄、子どもの教育・・・に関心をもってもらうことが必要ではない
か？

⑤ 居住支援協議会の事業の継続性
人材確保とネットワークの広がり(相談事業等を始めた場合に最後まで対応できる専門性が
必要)

活動拠点の確保(独立性を打ち出すには独自の活動拠点を確保することが望ましい。いかに
行政の制度から自立していくかが本質的な課題か)




