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Minato City enacted Housing Linkage Guideline in 1985 for the first time in Tokyo Prefecture. Later, 
the Guideline was revised twice in 1991 and 2003. Great accomplishments were made during the 
period in providing a number of housing units and rent subsidies. The purpose of this study is to clarify 
the process of policy making in the political scene, using official minutes of Minato City Assembly 
where numerous debates were made since 1984 until 2003, and to analyze the evaluations and issues 
raised. It took more than 2 years to enact Housing Linkage Guideline and also to revise it. 
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１．はじめに 
１－１ 研究の目的 
 東京都港区は1985年(昭和60年)「大規模建築物等の建

設計画の事前協議に関する指導要綱」(以下事前協議指導要

綱と称する)を制定した。いわゆる「付置住宅制度」で、東

京都内で初めてである。当時区長は｢区内の至るところで企

業による土地の買占めや開発が進行しており、地価の高騰

とともに区民の区外への流出が続いている。港区の最大の

課題は業務化の抑制と定住人口の確保である｣(区長施政方

針演説1984年第1回定例会)と認識していた。付置住宅は

住宅供給の側面から大きな成果を生み、現在に至っている。

港区以外に中央区(1985年)、台東区、文京区(1986年)、新

宿区(1990年)、品川区(1991年)、千代田区(1992年)、江東

区(1998年)と都心区7区で実施され、他区へ住宅対策の面

で影響を与えた。その後、社会経済情勢を反映し1991年と

2003年に要綱の改正があった。 

 本研究は区議会という政治の場で付置住宅制度の立案過

程を明らかにし、また、制度に対する評価、問題指摘、制

度改善のための提案、制度改正の経過、付置住宅供給数な

どの実績を明らかにし、今後の政策立案の参考とすること

を目的とする。 
１－２ 既往研究のレビュー 
 付置住宅制度に関する研究は小嶋等の千代田区の付置住

宅制度の効果と運用に関する研究(注１)、小泉等の付置義

務住宅制度の｢飛ばし｣*1の実態に関する研究(注２)、濱口等

の総合設計制度や地区計画制度と併せて付置義務住宅の評

価に関する研究(注3)等がある。これらの研究は建築計画や

都市計画制度の視点からの研究であり、区議会という政治

の場での政策立案過程からの視点の研究はない。政治の場

で付置住宅制度に関して交わされた議論を明らかにし、分 

 
 
 

析することは、自治体における住宅政策はじめ様々な都市

計画政策立案の検討の際参考となる。 
１－３ 研究方法 
 初めての事前協議指導要綱が策定された1985年の前年の

1984年(昭和59年)から2003年(平成15年)制度改正までの

20年間の港区議会速記録80冊(議会定例会は年４回開会さ

れる)を対象に、付置住宅制度に関する区議会議員と区長の

質疑応答の部分に焦点を当て資料収集し、発言部分を分析

する。区議会は地方公共団体の唯一の議事機関として、地

方公共団体の主要な事項について意思決定をする。議員の

発言は重く、発言内容を制度策定の提案、制度に対する評

価、問題指摘、運用の提案、制度改正の提案などに分類し、

発言内容を分析し、制度の政策立案過程を明らかにする。

また、制度制定後の実績を検証する。 

 
２． 港区の人口動態と要綱制定・改正 
 港区の人口の推移を見ると、84年人口が20万人を下回り

行政も議会も危機意識を持ち始め、85年に事前協議指導要

綱制定に至った。80年代後半バブル経済でオフィス化がさ

らに進み、毎年5,000人から7,000人の定住人口激減で危

機意識がさらに高まり91年の要綱改正に至った。その後バ

ブル崩壊で人口減少に歯止めがかかり、1996年の 149,716

人を底に反転し、増え始め、2002年16万人、2005年17万

人を超え、定住人口が回復し安堵感が生まれた。その後の

高齢化、少子化という社会経済状態の変化に対応するため

03年制度改正がされた。(図-1、表-２)  

 
３． 議会での議員発言と政策決定 

港区の付置住宅制度は節目が3つある。3段階に分け議員発

言と政策決定の経緯を記す(表-１)。 
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３－１大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する指導

要綱制度 
 最初の要綱で85年6月に制定された。事前協議対象は敷

地面積500㎡以上または延床面積3,000㎡以上の開発で、

一定水準の住宅付置の対象は延床面積 3,000㎡以上の建築

物である。 

 議会で最初の発言は84年第1回定例会で｢ビル建設の際

一定割合を住宅に｣、次は84年第3回定例会で｢事前協議指

針を検討せよ｣と発言があり、最初の発言から1年3ヶ月後

の85年第1回定例会で、区長が｢住宅建設を含めた事前協

議に関する指導要綱を次に出したい｣と答弁し、政策が議会

で公式に表明され、3ヵ月後の85年6月要綱が制定された。

実績は次の 91年制度改正までの間、住宅付置の合意戸数

*2：4,910戸、完成戸数*3：2,801戸である。(表-3) 

 
表―１ 付置住宅制度に係る区議会での発言要旨と政策決定の経過 

1984年１回* 
1984年3回 
1985年1回 

提案：ビル建設の際一定割合で住宅建設を義務付けよ(表３) 
提案：事前協議指針を策定せよ 
提案：大規模民間ビルに住宅設置の指導要綱をつくれ 

 

1985年6月（昭和60年）大規模建築物等の建設計画の事前協議に関する 
指導要綱制定 

 

時期 制度の評価 制度の問題指摘 制度運用の提案  制度改正の提案(表-４) 

1985年3回  ・住民登録しない人が
いる・夜間人口確保
に向かない・飛ばし
で地価高騰するの
では 

  

1985年4回 ・要綱の必要性    

1986年1回   ・民間協力の呼掛  

2回 ・要綱推進の決意    

3回 ・評価・追跡調査せよ  ・超高層住宅を建設せ
よ 

 

89年1回 
 

3回 
90年1回 

・定住対策基金の
設置 
・基金の設置 
・負担のあり方
検討 
・負担求める制
度つくれ 
・早急にやれ 
・若年層確保の
視点から基金
を 

1987年4回 ・要綱の効果    

1988年4回 ・実績  ・中小企業の社員寮に  

1989年1回  ・病院と学校は例外と
せよ 

・効果的拡大運用 

4回 ・利用実態   

1990年1回 ・付置住宅を量的には
確保した 

・付置住宅家賃が高い ・条例化せよ 

3回 ・区自ら基金を
拠出 
・定住人口確保対
策の目玉という
べき区独自の住
宅供給対策を 

 

1991年6月（平成3年）港区開発事業に係る定住促進指導要綱制定 

 

1991年2回 ・付置住宅の実態    制度改正の提案(表-５) 
3回 ・付置住宅の効果 ・開発利益還元方策を

明確にせよ 
  

4回  ・要請住宅*4 ・民間協力の呼掛  

1999年4回 付置住宅要綱
の見直しをせ
よ 

1992年3回 ・付置制度は国や都に
ｲﾝﾊﾟｸﾄを与えた 

・ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊後の基金
計画 

  

1993年2回  ・基金の運用益足りな
い 

  

4回  ・基金の見込み   

2000年3回 
 
 
2001年2回 

社会変動に弾
力的に対応し
た要綱改正を 
期限付付置住
宅を 

1996年1回 ・要請住宅の見通し    

4回  ・共同化する際の付置
義務制度(汐留) 

  

1997年1回  ・基金運用益激減   

2002年2回 高齢化･少子
化等新たな社
会問題に対応
する要綱にせ
よ 

 

2003年6月（平成15年）定住促進指導要綱 改正版 

 



３－２港区開発事業に係る定住促進指導要綱 
 91年6月に改正された。(以下定住促進指導要綱と称する)

制度概要は、85年の要綱に加え(1)付置住宅に対する要請で、

延床面積10,000㎡以上の場合付置住宅の25％以上を要請住

宅*4とする。(2)定住協力金の要請で対象5,000㎡以上の場

合、定住支援のため金銭による協力を求める、という内容

である。 

 議会での最初の発言は89年第1回定例会で｢定住基金を

設置せよ｣と発言があり、｢基金の設置｣は合計 5回、「区自

ら基金を積め」の発言が 1回あった。理由についてある議

員は｢立ち退きを余儀なくされた区民に、区が借上げた付置

住宅に対し1ヶ月家賃30万円の場合、入居者が18万円負

担し、残りの 12万円を区が負担したら｣と発言した。また

別の議員は、「基金の運用を年30億円金利5％として、1億

5000万円の金利、1世帯10万円家賃補助するとして年間125

世帯の支援が可能となる」(1991年第1回定例会)と発言し

た。最初の発言から2年6ヵ月後90年第4回定例会で、区

長が｢住宅の量だけでなく質も考慮して、従前居住者用住宅

の区の借上住宅の設置を求め、金銭的な協力を求める内容

の要綱を制定したい｣と答弁し、政策が議会で公式に表明さ

れ、半年後91年6月に要綱が改正された。また、金銭的な

協力についての根拠として、区長は｢健全なコミュニティ育

成の視点から、開発者に一定の負担を求める制度を創設す

る必要がある｣(90年第1回定例会)と答弁した。実績は次の

制度改正の 2003年までに合意戸数*223,853戸、完成戸数

*39,576戸である。2002年現在公共住宅戸数10,390戸うち

都営都民住宅6,317戸の1.5倍、区営・区民住宅761戸の

13倍に達している。付置住宅に都民、区民住宅が含まれて

いるものの、民間開発に伴う住宅供給が一定量確保された

点で、大きな役割を果たした。定住協力基金は91年から03

年まで合計57億6800万円である。基金の利子活用額は92

年から01年まで約5億円で、民間住宅借上、家賃助成の事

業に活用された。(表-4) 
３－３定住促進指導要綱改正版 
 03年6月に改正された制度概要(以下改正版指導要綱と称

する)では、生活に便利な以下の施設整備による付置住宅の

代替を加えた。(1)日常生活サポート(生活必需品取扱店、

医療施設)、(2)子育て世帯サポート(保育施設)、(3)高齢

者・障害者サポート(ケアハウスやグループホーム)、(4) 地

域の活性化サポート(町会自治会への集会施設等)。 

この改正に関わる議会での最初の質問は99年第4回定例

会の｢付置住宅制度要綱を見直せ｣であり、その後、00年第 
 
表―２ 港区の人口推移（各年１月１日） 

年 人口 年 人口 
1980 200,282 1993 152,784 
1981 200,727 1994 150,791 

1982 200,668 1995 150,341 

1983 201,101 1996 149,716 

1984 198,999 1997 152,320 

1985 197,165 1998 152,630 

1986 193,536 1999 154,370 

1987 188,683 2000 155,394 

1988 180,858 2001 159,246 

1989 173,161 2002 162,691 

1990 166,846 2003 164,171 

1991 161,082 2004 166,954 

1992 156,522 2005 170,971 

 
表―３ 付置義務住宅要綱制定までの議会での討論概要（提案内容がある質疑は「提案」とした） 

時 期 議 員 区 長 
1984年1回 提案：住宅建設義務付けよ 

定住人口確保は港区にとって重要問題。
例えば延床面積の何％かを住宅にする。
また、ビル建設敷地に居住する人口を収
容する住宅建設を義務付ける等の方途
を講ぜよ。 

答弁：大規模開発を計画する企業に協力願う 
区内の至るところで企業による土地の買占めや開発が進行
しており、地価高騰とともに区外への人口流出が生じてい
る。港区の最大の課題は業務化の抑制と定住人口確保。大規
模開発を計画する企業に協力を願う。 

1984年3回 提案：事前協議取扱い指針を策定せよ 
建築計画の際、事前協議に関する取扱い
指針を策定せよ 

答弁：定住人口確保のため事前協議 
大規模建築物がまちづくりに与える大きな影響について、事
業者と区が事前協議を行なうことが有益だ。定住人口確保の
ための事前協議に何らかの方策を樹立したい。 

1985年1回 提案：大規模民間ビルに住宅設置の指導
要綱を 
大規模民間業務用建築物に住宅の設置
を指導する建築指導要綱を作成せよ。 

答弁：住宅設置を含めた事前協議に関する指導要綱 
大規模建築物がまちづくりに大きな影響を与える。良好な市
街地整備を図るため、一定規模以上の建築物について事業者
と区が事前に協議することは有益だ。住宅設置を含めた事前
協議に関する指導要綱を遅くとも次の定例会に出したい。 
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図―１ 港区の人口推移（各年１月１日） 



表―4 定住促進指導要綱制定までの議会での討論概要（提案内容がある質疑は「提案」とした） 

時 期 議 員 区 長 
1989年1回 提案：定住対策基金の設置せよ 

政策を具体化するために資金が必要。例えば定住対策基
金等を設けるのはどうか。一般財源からの繰入、区有地
売却代金や地代収入、民間からの協力金も考えられる。
再開発で立退の恐れがある人に定住対策協力金を運用
し、家賃補助すれば定住人口流出防止に大きな効果。 

答弁：努力する 
定住人口の確保、増大という目標に向けて
努力する。 

1989年3回 提案：基金を積み立て家賃補助に充てよ 
大規模建築物に対する住宅付置の指導は量的には一定
の効果を示しているようだ。しかし極めて高額な家賃が
設定され、一般区民は入居しにくい。中央区で開発利益
の一部を基金として積立て、その果実を家賃補助に充て
る制度を制定した。港区ではいかに。 

答弁：検討始めた 
開発利益の還元による家賃補助制度の導
入について6月設置した定住人口確保対策
本部内の第二専門部会に「定住促進に向け
た開発事業者の負担等のあり方」の検討を
下命した。 

質問：検討中の開発者負担について 
昨年6月1日定住人口確保対策本部が発足、区長を本部長
とし、全庁的に議論。開発事業者に負担を求めるルール
づくりについて突っ込んだ検討をしていると聞いてい
る。隣の中央区でコミュニティ・ファンド方式による定
住促進のための事業者負担制度について、不動産協会等
の反対で予定どおりのスタートが危ぶまれている。 

答弁：社会的ｺﾝｾﾝｻｽを得て実効ある制度を 
定住人口確保対策本部の検討状況につい
て…第二専門部会で定住化促進に向けた
開発事業者の負担等のあり方について検
討している。負担を求める理論的根拠、負
担の内容や程度等多岐にわたる項目につ
いて検討してきた。法的強制力のない中で
開発事業者の理解と協力を求め、社会的コ
ンセンサスを得て実効ある制度として確
立させるため検討中。 

提案：開発負担金制度早期実現せよ 
開発負担金について、開発事業者に一定の負担を求め基
金としてプールし、利息を民間の定住支援に振り向ける
考え方は待ち望まれる。 
付置要綱は住宅の戸数確保について一定の成果を上げ
た。しかし家賃実態は１㎡当り平均単価5300円で60㎡の
2LDK家賃に換算すると約32万円の高家賃になる。開発負
担金とも言うべき制度の早期実現が強く要請される。中
央区の事例で事業者から「法的な根拠、拠所がない」と
の批判が出ている。しかし現実は法的な整備を待つとい
う状況でなく、都心区におけるコミュニティの存立を脅
かす等の大幅な定住人口減少という実態、現実から導入
の是非を論ずるべきだ。住宅戸数の確保という量的な側
面を確保する住宅付置要綱と、適切な家賃の実現という
側面を確保する開発負担金の二つの制度、施策が相まっ
て区民のための民間の定住施策支援が現実のものとな
る。 

答弁：開発者に一定の負担を求める制度を
検討 
付置住宅は量的に見れば定住人口確保に
一定の役割を果たした。しかしかなりの高
額家賃の住宅となっている。 
健全なコミュニティ育成の視点から開発
者に負担を求められないか、具体的には付
置住宅の内容及び定住支援のための資金
協力の可能性について検討中。定住対策本
部の検討結果を見ながら、開発者に一定の
負担を求める制度を創設する必要がある
ものと考える。 

提案：開発協力金を早期に実施せよ 
開発協力金について、中央区では、開発後に入居する際
の新旧家賃の差額を助成するコミュニティファンド制
度を、この4月から実施予定。不動産協会は見送りを求
める要望書をまとめたと聞いた。港区は開発事業者の負
担等のあり方を検討するとあるが、早急に実施すべく検
討作業を急ぐ必要があるのでは。 

答弁：可能な手法を検討する 
開発協力金について、事業者に定住のため
の協力金の負担を求め、家賃助成が可能か
どうか検討している。中央区の動向も参考
にしつつ、港区としての可能な方法を探究
する。 

1990年1回 

提案：若年層確保の視点から基金を活用し家賃助成せよ 
若年層の人口確保という視点から。区外への転出者は若
年層から壮年層にかけての年代が多い。開発利益の還元
という形で拠出金を出させ、「まちづくり基金」として
家賃助成等に充てる方法が有効と思う。 

答弁：検討している 
定住人口減少の直接の原因は業務化に伴
い地価高騰し、住宅費が高くなり、若年層
はじめ定住を困難にしている。住宅費の負
担を軽減する方策を講じることも必要。開
発事業者の負担等のあり方を検討し、協力
金を求め、家賃助成が可能か検討してい
る。 

1990年2回 質問：定住人口確保のための理想図について 
区長の理想図は？ 

答弁：さらなる住宅付置と定住協力金  
開発者に対し現行の付置住宅の見直しに
よりさらに定住に資する住宅の付置や定
住協力金を求めて参りたい。 

 



時 期 議 員 区 長 
1990年3回 提案：区自ら基金を積みたてよ 

昭和60年6月から実施された「住宅付置要綱」は5年を経
た今、元年度末で3,453戸の実績を上げた。住宅床面積
は増加しているにも拘らず定住人口の増加に繋がって
いない。供給量は他区と比べて大きな成果が上がってい
るが、高家賃は否定できず制度の拡充が必要。 
現在住宅付置要綱に代えて、定住性を高めるための住宅
の付置、コミュニティ形成、居住環境の整備等定住性を
支援する事業の資金について、民間に協力を要請するこ
とを検討中と聞いている。開発者に協力を求める前に自
らが基金を70～100億程度積み立てるべきだ。 

答弁：区も基金を積み立てる 
区も一定の金額を定住促進のため基金に
積み立て、その運用益を家賃助成等の定住
支援事業に充てる。 

1990年4回 質問：区独自の住宅供給対策について 
付置住宅は制度として画期的であるが、効果的な人口流
出抑止策となっていない。定住人口確保対策の目玉とも
言える区独自の住宅供給対策についていかがお考えか。 

答弁：住宅の質も確保。金銭的要求も含む
要綱を 
住宅付置要綱により住宅量の確保と言う
面では一定の成果。定住人口確保対策本部
の中で種々の検討。住宅の量だけでなく質
も考慮し、その中で従前居住者用住宅や区
の借り上げ住宅の設置を求めること、金銭
的な協力を求める内容を盛り込んだ新た
な要綱を制定したい。 

 
表―5 定住促進指導要綱改正までの議会での討論概要（提案内容がある質疑は「提案」とした） 

時 期 議 員 区 長 
1999年4回 提案：住宅付置義務要綱の見直せ 

この要綱は定住人口が著しく減少した平成３年６月に
制定された。平成３年から10年３月までの付置義務住宅
協議戸数は合計で7,993戸ある。同時期の住宅着工は
23,200戸だから、うち３割は付置住宅である。戸数だけ
見ると住宅増加に大きな役割を果たし、評価する。しか
し、付置住宅が本来の目的である定住人口にどの程度の
効果を上げたか疑問だ。今の要綱では敷地面積500㎡以
上、または延床面積3000㎡以上の建物が対象で、少し大
きめの中規模ビルが該当してしまう。最初から住みたい
と思わせる住宅供給が必要だ。生活に関わる周辺施設整
備が重要。中規模ビルは対象からはずしても良い時期が
来た。 

答弁：要綱の適正な運用に努める 
定住促進指導要綱は、定住人口の確保や住
環境の整備に重要な役割を果たしている。
社会経済環境は厳しいが、開発事業者の協
力をお願いしてまいる。住宅付置が適正な
土地・不動産取引の活性化に支障をきたす
傾向があるのは耳にしている。今後とも開
発事業者の理解を得ながら、要綱の適切な
運用に努める。 

2000年3回 提案：要綱を弾力的に見直せ 
ﾊﾞﾌﾞﾙ期のビル建設の動向は終焉。時代に合った要綱に
せよ。要綱は弾力的対応がねらい。 

答弁：見直しを検討する 
付置住宅の８割は住宅として使われ、定住
人口増に寄与。小規模開発事業者には負担
になっていると聞く。見直しを検討する。 

2001年2回 提案：付置住宅の新たな提案 
付置住宅は計画上、管理上建築コストの上昇要因。賃貸
住宅として競争力が低い。区が行う住宅事業へ事業者が
資金負担等で参加することで付置住宅にならないか。ま
た、期限付付置住宅認定はできないか。 

答弁：見直し検討する 
制定後10年経った。平成13年3月末で約
5,000戸の付置住宅。定住人口回復に大き
な役割を果たした。適用条件、開発事業者
の負担のあり方について検討し、要綱の見
直しに努める。 

2002年2回 提案：グループホームや民間保育所整備の義務付けを 
現行の要綱はﾊﾞﾌﾞﾙ経済期の定住人口減少対策として創
られた。その根幹をなす付置住宅制度はその効果も含め
現状にそぐわない。都心回帰現象の中で付置義務住宅一
辺倒でよいのか。要綱を見直すべきである。最近の社会
動向から高齢者が住み続けられるためのグループホー
ム等の施設を低家賃で提供させるとか、女性の社会進出
をバックアップする意味で民間保育所の整備を義務付
ける等一定の役割を企業に求めるのはどうか。 

答弁：見直しを進める 
定住促進指導要綱による開発事業者との
協議により多くの付置住宅を要請し、一定
の成果を上げた。20万人が居住する都市基
盤の整備を目指し、具体化のため定住促進
指導要綱等を活用し、質の高い住宅ストッ
クや快適な住環境の確保を目指す。高齢者
のグループホームや保育所の整備を含め
定住促進指導要綱の見直しを進める。 

3回定例会で｢社会変動に対応し小規模開発除外特例を認め

るなど弾力的に要綱を改正せよ｣、01年第2回定例会で｢期

限付き付置住宅を認めよ｣、02年第2回定例会で「高齢者、

少子化に対応しグループホームや保育所の整備も含めよ」

と発言があり、初めて関連提案がされた2年6ヶ月後の02

年6月に区長が｢高齢者のグループホームや保育所の整備も



含め定住促進指導要綱の見直しを進める｣と答弁があり、1

年後に要綱が改正された。(表-5)  

 
４． 議員の付置住宅制度要綱に関する発言 
４－１ 85年事前協議指導要綱制定後の議論 

 85年第3回定例会で定住人口の見込みについての質問に

対し、区長は｢前年度を想定すると、要綱対象の建築物が35

件住宅の床面積合計35,000㎡となる。1戸50㎡とし700戸

の住宅。１戸３人とし2100人増加、従って毎年2000人の

定住人口増加を期待したい｣と答弁した。その後６年間で付

置住宅は既述の通り見込み通り増加したが、定住人口は

36,000人減少した。その背景は予想以上にバブル経済が91

年まで進展したことである。制度の評価について｢要綱の必

要性、効果｣の質問 2回、｢付置住宅の追跡調査、利用実態

を調べろ｣が２回あった。発言に基づき、1989年7月利用実

態調査が実施され、その結果｢付置住宅のうち85％に区民が

居住していることが判明、「概ね目的が満たされていること

が明らかになった｣と答弁があった。89年第3回定例会では、

制度の問題指摘について、｢夜間人口確保に向かない、飛ば

しで地価高騰するのでは、住民登録しない人がいる｣｢対象

に学校、病院は除外しろ｣の発言があった。制度運用の提案

について｢民間協力への呼びかけ｣｢住宅戸数を増やすため

超高層住宅建設を｣｢中小企業の社員寮に｣「制度を容積の

「あめ」を含めた拡大運用を」｢条例化せよ｣の発言があっ

た。こうした発言を踏まえ91年改正がなされた。 

４－２ 91年定住促進指導要綱改正後の議論 
 定住人口はさらに5年間減少したものの、1996年増加に

転じた。バブル崩壊後オフィス着工面積は急減したが、98

年以降また急増に転じている。既述の通り、付置住宅は 91

年から03年まで合意戸数*223,853戸、完成戸数*39,576戸

で、住宅供給に大きな役割を果たした。定住協力基金の納

付状況は96年から03年まで合計57億6800万円である。 

 制度の評価については、｢港区の制度が国や東京都にイン

パクトを与えた。高く評価する｣など 2回質問が、また｢実

態について｣｢要請住宅の見通しについて｣の質問が、制度の

問題指摘では｢開発利益還元方策を明確にせよ｣｢バブル崩

壊後の基金対策｣について３件、｢要請住宅の定義について｣

｢基金の運用益で家賃補助｣「バブル崩壊で事業件数が減少、

低金利で運用益が少なくなった」と質問があった。それに

対し区長は｢1997年金利の低下で運用益は激減し、1996年2

億数千万円の一般財源を投入、区財政の危機的状況下、新

規の家賃補助の募集を停止した」と答弁した。制度運用の

提案について｢民間協力の呼びかけ｣の発言があった。 

 91年の要綱制定後バブル経済が崩壊し、社会経済状況は

変化したものの要綱の意義は維持され、バブル経済に誘引

された業務開発に対抗するための住宅供給、定住人口増で

重要な役割が果たされた。 
 
５． まとめ 
５－１ 要綱制定までの期間 

 議会で付置義務住宅に関して真摯な議論がされ、要綱制

度策定に至る経過が明らかになった。政策立案までに要す

る期間は最初の質問がされた後、１～２年余り議論が続き、

その後区長が政策を議会で公表する経過である。85年の事

前協議指導要綱の場合１年3ヶ月、91年の定住促進指導要

綱の場合2年3ヶ月、03年の改正までに3年6ヶ月要した。 
５－２ 評価、問題指摘、提案などの議論 
 要綱制定直後から政策評価、問題点指摘、新たな運用提

案などについて政治の場で熱心な討論がされたことが明ら

かになった。85年の要綱制定後 3ヵ月後には問題指摘、6

ヵ月後に要綱の必要性について、9ヵ月後に民間協力の呼び

かけ、1年後に要綱推進の決意、と最初の1年間で熱心な質

疑応答があった。その後も継続的に要綱の効果、制度評価、

問題指摘がなされ、91年の要綱制定後も、85年の時と同様

である。 

５－３ 要綱制定の適時性 
 要綱が議会で議論され公式に制定された時期を見ると、

85年の事前協議指導要綱は人口が減り始めたタイミングで

制定され、住宅供給で実績はあったものの定住増につなが

らず、その後急激な人口減の趨勢の中で91年定住促進指導

要綱が制定され、内容が強化され、バブル経済崩壊という

社会経済の変化もあり、住宅供給とともに定住人口の減少

も止み回復基調に戻り、一方住宅供給のみならず生活施設

の供給という新たな視点で要綱が2003年見直された。結果

として、政治の場で議論され制定された要綱がそれぞれ時

期として適時であったと言える。 

５－４ 政治討議を反映した要綱とその実績 
 要綱が住宅供給、基金制度に基づく家賃補助制度、民間

住宅借上、それらの結果としての定住人口増に大きな実績

を果たしたが、要綱制定に区議会という政治の場での論戦

の果たした役割が大きいことが明らかになった。 
 
参考資料１．港区議会議事速記録：昭和59年から平成15年 
    ２．港区の街づくり：各年度（編集・発行：港区まちづくり推

進部、各年8月発行） 
(注 1) 小嶋勝衞等(2004.4)｢東京都千代田区における住宅付置制度の効

用と運用方策に関する研究｣日本建築学会計画系論文報告集第 578 号、

pp.93－98 
(注 2) 小泉秀樹等(1996)｢住宅付置義務制度における｢飛ばし｣の運用実

態―東京港区を対象として－｣第31回日本都市計画学会学術研究論文集、
pp.81～86 

(注3) 濱口武等(1991)｢大都市における都心居住確保のための規制・誘導

手法に関する研究｣第26回日本都市計画学会学術研究論文集、pp.769～

773 

用語定義*1飛ばし：敷地内に住宅を付置するのが困難な場合、区内の他

敷地に、必要とされる規模の住宅を建設すること 
*2合意戸数：事前協議において合意された付置住宅戸数 
*3完成戸数：合意戸数のうち工事完了後に住宅として完成した戸数 
*4要請住宅：自己用住宅、従前居住者用住宅、従業員住宅、区借上住宅、

協定家賃住宅等の定住性の高い住宅 


