
 - 1 - 

第４回旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画検討懇談会  

会 議 録 
 

 

日時 平成３１年２月１８日（月） １８時３０分から２０時００分まで 

場所 旭川市第三庁舎１階 会議室 

出席者 参加者：天野裕次氏，上村修一郎氏，岸美佳氏，熊野博幸氏，栗田克実氏， 

帯刀潤子氏，古田秀敏氏，星高明氏，村上博樹氏 計９名 

※欠席者 なし 

 

事務局：松野郷建築部次長，上出住宅政策係長，板東主査，伴井 計４名 

公開・非公開の

別 

公開 

傍聴者 なし 

会議資料 資料  

・旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画（案） 

参考資料  

・「旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画（案）」に対する意見の募集 

結果について 

・住宅セーフティネット制度のお知らせ 

・「住宅確保要配慮者」居住支援ガイドブック（川崎市居住支援協議会） 

・入居者情報共有シート（川崎市居住支援協議会） 

・住まいるサポート船橋居住支援サービスのご案内（船橋市居住支援協議会） 

会議内容 

１ 開会 

２ 議題  旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画の策定について   

３ その他 セーフティネット住宅及び住宅確保要配慮者居住支援協議会について 

４ 挨拶  松野郷建築部次長より挨拶 

５ 閉会 

議 事 内 容 

議題 について 

事務局 

 

（資料及び参考資料に基づき，旭川市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画

案の意見提出手続の結果及び前回懇談会で提示した計画案からの修正点につい

て説明。） 

進行役 今の説明に対して御意見・御質問があればお願いいたします。 

第４章に課題の整理が追加されたということですね。 

事務局 そうです。 

進行役 あとは，イメージ図の修正もありましたね。 

事務局 はい。パブリックコメント実施前に再度構成についての整理も行いました。 

進行役 パブリックコメントの結果報告もありましたが，どうでしょうか。 

参加者 個人の方ということですが，よく御意見を書かれていると思います。 

事務局 計画案の内容について転記もされているようです。 



 - 2 - 

進行役 「その他」の部分については意見提出者御自身の意見ですね。 

事務局 はい。そちらについては，計画案の内容とは直接関係がないため，参考意見と

させていただく旨回答させていただいております。 

進行役 計画案の内容自体については特に指摘がなかったということでよろしいでしょ

うか。 

事務局 はい。 

その他 について 

事務局 

 

（参考資料に基づき，一部スクリーンを利用して，セーフティネット住宅につ

いての情報提供システムの物件検索方法や周知について，また，住宅確保要配

慮者居住支援協議会について，先進都市の神奈川県川崎市及び千葉県船橋市の

取組についての情報提供を行った。） 

進行役 大きく２点について説明がありましたが，御意見・御質問があればお願いしま

す。 

まず，セーフティネット住宅の検索システムについての質問や意見はあります

か。 

参加者 現在，北海道の登録物件が３２戸しかないので，現状の検索システムでも対応

できると思いますが，今後登録数が増えると，絞りこみの検索が大変になるの

ではないでしょうか。ただ，今は登録物件数が少なすぎてポータルサイトとし

て機能していない状況ですね。 

参加者 今後，登録数が増えてきた場合には，例えば旭川の神楽地区，というような地

域別の絞り込み検索にも対応できるようにする必要があるのではないでしょう

か。 

参加者 国土交通省へ，このままではこの検索サイトは使いづらい，ということについ

ての要望を挙げていくということになるのでしょうね。 

参加者 セーフティネット住宅の制度が開始されてから１年以上経過するのに，物件数

が増えていないので根本的な問題があると思います。物件がないことには検索

もできない。 

参加者 所有物件を１件登録してみましたが，その１件の登録に１時間かかりました。

作業に慣れた職員でも４０～５０分はかかると言っています。仲介業者が入力

するとなると，オーナーの個人情報を確認し，承諾を得た上での入力も必要と

なるなどの時間もかかるので，そこまでして登録するのか，と思います。 

参加者 そうですよね。そのせいで１棟単位での登録が多いのではないでしょうか。１

棟ということは１０戸登録となっていても，同じ場所にしかないということに

なります。 

北海道で高齢者や要介護者は１階部分にしか入居できないという状況がある。

外階段の住宅などは冬になると階段に雪が積もるため敬遠される。北海道の場

合は雪の問題で選択肢が狭まるという課題もあると思います。 

川崎市と船橋市のセーフティネット住宅の登録数はどれくらいなのですか。 

事務局 川崎市は１月末時点で０戸，船橋市は１４戸程度とのことです。 

参加者 内階段の賃貸住宅となると，旭川市内だと恐らく住宅確保要配慮者の方が求め

る家賃と合わないと思う。セーフティネット住宅の登録は，ネット上で簡単に

入力しやすいような状況を待っている人が多いと思います。 
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参加者 高齢者の方などが求める物件に対して（家賃が高いということで）現実的に入

れないという矛盾があると思います。セーフティネット住宅には耐震基準もあ

りますが，これを満たさない昭和５４年建築の建物などで家賃が３万円台のも

のは結構あります。ですが，セーフティネット住宅としては登録できず辛いと

ころですよね。 

進行役 登録作業に１時間かかるのですね。川崎市のように居住支援協議会活動がしっ

かりなされていても，登録数が少ないところもあるのですね。 

参加者 先ほど，船橋市の居住支援協議会で入居者と物件や居住支援サービスのマッチ

ングを行っているという話がありましたが，成約件数としてはどれくらいある

のですか。 

事務局 協議会設立から今までの間で３０件とのことです。 

参加者 セーフティネット住宅の登録数は１４件程度なのですよね。 

事務局 元々，協力不動産店からその方に合った物件情報を得るという仕組みであるた

め，セーフティネット住宅以外の住宅でも紹介できるようになっています。 

川崎市も船橋市もセーフティネット住宅制度開始前に居住支援協議会を設立し

ているので，セーフティネット住宅が必ずしも必須ではないという状況のよう

です。 

参加者 旭川市でも居住支援協議会ができて，宅建協会さんなどの協力が得られるよう

になった場合，セーフティネット住宅でなければならないという縛りがなけれ

ば，それ以外の物件の紹介ができる。 

参加者 昭和４０年代後半に建てられたアパートなどは空き室が出て大家さんが困って

いるケースもあります。そのようなところは，家賃以外に光熱費の負担などが

大きくなるという問題はあると思いますが。 

参加者 居住支援の枠組みを作れば，住宅確保要配慮者に対しての住宅の確保の可能性

が高くなる。しかし，セーフティネット住宅に限るわけではないのであれば，

セーフティネット住宅の登録数が増えるという成果につながるとは限らないこ

とになりますよね。 

参加者 例えば，北海道と沖縄では住環境が全く異なりますので，その地域に合った物

件の登録ができるようになれば良いと思います。 

あとは，川崎市でもあるような一人暮らしの高齢者の方などに対する見守りサ

ービスがあると，大家としては安心して貸せると思います。孤独死などが発生

すると，その後の入居者を確保することにも支障が出ますので，それを防ぐと

いう意味でも必要だと思います。 

参加者 居住支援協議会においてはセーフティネット住宅しか紹介できないというわけ

ではないのでしょうか。例えば，耐震基準は満たないけれども，家賃が安く，

入居希望者が希望する地域にある物件があれば，それを紹介するということも

可能なのでしょうか。 

事務局 入居を希望する住宅確保要配慮者の住まいの確保を行う事が居住支援協議会と

して求められているものであり，必ずしもセーフティネット住宅に限る必要は

ないと考えています。それぞれの地域事情に合った形で居住支援協議会におい

てどのように取り組んでいくかを検討する必要があると考えております。 

参加者 （セーフティネット住宅の）登録の方法も，国で決めた必要最低限度のものを
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満たしていれば良しとして，簡略化するなどしなければ進んでいかないですよ

ね。 

事務局 国のセーフティネット住宅制度を考慮しながら，本市の居住支援のあり方につ

いても考えていくことになると思います。セーフティネット住宅の耐震性の基

準については，全国的に建築物の耐震化率を上げるという目的もあることから，

緩和されないと思います。ただし，住宅の確保に困っている方をそのままにし

ておくわけにはいきませんので，それは，セーフティネット住宅の登録とは別

の問題になると考えますし，引き続き検討したいと思っています。 

参加者 実際に困っている高齢者の方は，年金生活で現実的に家賃を払うとなると，２

～３万円くらいですよね。居住支援協議会において何を支援していくのかとい

うところかと思います。 

事務局 今は，新たな住宅セーフティネットということで話が進んでいるわけですが，

住まいという観点を踏まえると，地域包括ケアシステムとの関わりもあります。

セーフティネット住宅の登録という枠組みの中だけでは完結されない部分もあ

るという認識を持っています。 

進行役 旭川市は，積雪寒冷地であり，低所得者の割合が川崎市・船橋市よりも高く，

高齢化率も高いなど，特殊事情が多い印象ですね。 

参加者 旭川市は全国的に見ても所得の低い街ですので，そこで求められる物件となる

と，昭和５６年以前の建物ということになるのですよね。 

セーフティネット住宅の基準に合う物件という縛りがあると提供できる物件数

としては少なくなってしまうと思いますので，柔軟な対応ができるよう考えて

いただきたいです。 

進行役 旭川市の居住支援協議会でも川崎市や船橋市のようなパンフレットを作成する

ことになるのでしょうか。 

事務局 今後の取組の一つの考えとして検討したいと思います。 

参加者 船橋市くらいの内容のものが良いのでは。 

参加者 川崎市のパンフレットの内容も良くできていると思います。 

船橋市については，居住支援サービスのソフト面が充実していますね。緊急通

報サービスは旭川市でも緊急通報装置の設置を行っていますが，見守りや身じ

まいサービスに該当するようなものはないのではないでしょうか。これらを実

施していくとなると社会福祉協議会で実施可能かどうかという話になってくる

のでは。 

参加者 各自治体がどれだけ社会福祉協議会に人件費を支払えるかということになると

思います。これらの事業を実施できるのであれば，セーフティネット住宅のみ

ならず，地域包括ケアシステムなどにおける住まいのあり方に繋がるのかもし

れませんね。 

参加者 セーフティネット住宅の耐震基準についてですが，昭和５６年以前に建築され

た建物でも，（耐震性について問題なしの旨の）建築士の証明があれば登録がで

きるのでしょうか。 

事務局 登録できます。 

参加者 そうであれば，（大家が）建築士の方に耐震性について証明してもらうための補

助を行うことで基準を満たす物件が増えてくるという可能性がありますよね。 
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参加者 その補助については旭川市で実施しているものになりますね。 

インスペクション（既存住宅状況調査）についても，昭和５６年６月以降の建

物で瑕疵にあたるものの有無や構造上の欠陥の有無等について判断して証明し

たものが昨年４月から不動産の重要事項説明に必要となっています。空き家の

活用を狙った国の施策の一環になりますが，安心して中古住宅を取得できる仕

組みを作って，それらを回していこうということなのだと思っています。 

（セーフティネット住宅についても）住宅確保要配慮者ということで対象を絞

っていますが，根底は同じところにあるのではないかと思います。 

参加者 先ほどあった，住宅確保要配慮者へ旧耐震基準の物件を提供すること，入居者

が急に病気になった時，亡くなった時のケアができれば，旭川市の場合は住宅

確保要配慮者の入居が円滑に進む状況になると思います。 

そのためには，難しいかもしれませんが，旧耐震基準の物件についての入居者

を高齢者に絞って，その耐震性の証明を市などで担ってもらえると（セーフテ

ィネット住宅の）登録が進むと思います。 

事務局 耐震診断については現在も支援制度があります。現実的な問題として耐震改修

には大きな費用がかかるなどから，なかなか進まない状況にあります。 

参加者 １棟８戸中６戸くらい空き家があるような大家さんであれば，（補助を利用し

て）改修工事を行うかもしれませんが，１戸しか空いていない状況では，利用

するということにはなりにくいかと思います。 

事務局 入居中の方がいる場合，工事中の仮住まいを用意しなければならないなど，問

題が色々あると認識しています。 

ただ，耐震基準を満たし，セーフティネット住宅として登録できる物件が旭川

市内にないわけではありませんので，これらの物件については登録を促進する。

その一方で，それ以外の住宅確保要配慮者の要望に合致している住宅等につい

ての対応も整理していく必要があると思っています。 

参加者 旭川市では胆振東部地震の時でも建物についての被害は特になく，移住施策等

を進めるに当たっても，安全な街であることを宣伝する方が良いと思います。 

セーフティネット住宅の登録関係なく，柔軟に住宅の紹介ができれば良いので

はないでしょうか。 

進行役 居住支援協議会についてのお話しが続きましたが，セーフティネット住宅の情

報提供システムについては事務局から何かありますか。 

事務局 先ほどお話しにありましたが，登録に１時間かかるとのことで，今後，北海道

を通じて国へ入力の簡略化等について要望していきたいと思います。 

参加者 旭川の宅建業者はインターネット登録等には慣れているので，登録が簡略化さ

れれば登録は進むと思います。 

参加者 国等へ要望する際には，登録の実務を行う担当者に問題点等を聞いていただい

た上で要望していただければと思います。 

進行役 居住支援協議会については，他に御意見・御質問などはありませんか。 

（質問等なし）来年度は，設立に向けた準備を進めるということだったかと思

いますのでよろしくお願いします。 

 


