
 
平成 24 年 1 月 26 日 市政記者クラブ提供資料（県政記者クラブと同時発表） 

 

全国で初めて『全国居住支援協議会連絡会議』を開催します！ 

 

◆開催目的 

昨年来、全国にいくつかの居住支援協議会が設立されてきており各居住支援

協議会ではそれぞれ独自の取組を行っています。各居住支援協議会が一同に会

して成果発表及び課題解決のための意見交換を行うことにより、よりよい居住

支援会活動を展開していくことを目的とし「全国居住支援協議会連絡会議」を、

次のとおり開催いたします。 

 

◆開催日時 

平成２４年２月 ９日（木）午後１時３０分から午後５時００分予定 
平成２４年２月１０日（金）午前８時３０分から正午予定 

 

◆開催場所 

ホテルグリーンパーク鈴鹿 （鈴鹿市白子４丁目１５－２０）他 
講演・事例発表等（２月９日）・・・２階鈴鹿の間他 
現地見学会（２月１０日）・・・バスにて、鈴鹿市内及び亀山市内 

 

◆参加人数 

 居住支援協議会構成員等（国土交通省、今後設立を検討している関係者含む）

約８０名 

 

◆講演内容 

 ①国土交通省における居住支援施策の最新動向 

国土交通省住宅局安心居住推進課 担当官 

 ②三重県居住支援連絡会の取組みについて 

（社）三重県宅地建物取引業協会 倉地正氏 

③居住支援団体の事例紹介 

ＮＰＯ法人愛伝舎 理事長 坂本久海子氏 

 

◆主催 

三重県居住支援連絡会 

 

◆共催 

国土交通省 

 

［問い合わせ先］ 

鈴鹿市都市整備部住宅課 担当 白木 直通電話 059-382-7616 
三重県県土整備部住宅室 担当 西塚 直通電話 059-224-2720 
亀山市建設部建築住宅室 担当 中森 直通電話 0595-84-5038 



 

平成２３年度全国居住支援協議会連絡会議について 

 

◆開催目的 

昨年来、全国にいくつかの居住支援協議会が設立されてきており各居住支援

協議会ではそれぞれ独自の取組を行っています。各居住支援協議会が一同に会

して成果発表及び課題解決のための意見交換を行うことにより、よりよい居住

支援会活動を展開していくことを目的とします。 

 

◆開催日時 

平成２４年２月 ９日（木）午後１時３０分から午後５時００分予定 
平成２４年２月１０日（金）午前８時３０分から正午予定 

 

◆開催場所 

ホテルグリーンパーク鈴鹿 （鈴鹿市白子４丁目１５－２０） 
講演・事例発表等・・・２階鈴鹿の間他 
現地見学会・・・バスにて、鈴鹿市内及び亀山市内 

 

◆内 容（タイム／次第） 

 ２月 ９日（木）講演・事例発表 

  １３：３０～ 開会の辞 

         三重県居住支援連絡会 会長 横山賢  

  １３：３５～ 挨拶 

         鈴鹿市副市長 宮﨑守  

  １３：４０～ 国土交通省における居住支援施策の最新動向 

国土交通省住宅局安心居住推進課 担当官様 

１４：１０～ 三重県居住支援連絡会の取組みについて 

（社）三重県宅地建物取引業協会 政策委員長 倉地正氏 

１４：４０～ 居住支援団体の事例紹介 

ＮＰＯ法人愛伝舎 理事長 坂本久海子氏 

  １５：３０～ 分科会 

         各テーマ別に分かれた意見交換会 

  １７：００  終了 

 

  ２月１０日（金）現地見学会 

  ８：３０～ ホテルグリーンパーク鈴鹿より大型バスにて移動し、有限

会社飯田商事〔三重県あんしん賃貸住宅協力店〕・ＮＰＯ

法人愛伝舎〔三重県居住支援団体〕（外国人向け介護教室

見学）・関宿等を視察見学 

  １２:００  見学会終了 

 



 

◆参加人数 

 居住支援協議会構成員等（国土交通省、今後設立を検討している関係者含む）

約８０名 

 

◆分科会 

 テーマ・団体別に各部屋に分かれて実施 

分科会１（不動産業界関係者） 
 「不動産業界としての居住支援協議会への参画について」 
  ファシリテーター (社)全日本不動産協会三重県本部 副本部長 山野昌康氏 

分科会２ （居住支援団体担当者） 
 「居住支援活動の実例と課題について」 
  ファシリテーター 社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会 次長 渥美秀人氏 

分科会３ （地方公共団体担当者） 
 「居住支援協議会の設立・運営の実例と課題について」 
  ファシリテーター 鈴鹿市都市整備部住宅課長 澤井正弘氏 
 

◆主催 

三重県居住支援連絡会 

 

◆共催 

国土交通省 

 

 

参考１．居住支援協議会とは 

住宅セーフティネット法に基づく「居住支援協議会」は地方公共団体、宅

地建物取引業者、居住支援を行う団体などから構成される組織であり、低額

所得者、被災者、高齢者、障がい者、外国人、子どもを育成する家庭その他

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居できる環境を整備するため関

係者間で情報を共有するとともに、必要な支援策について協議・実施する組

織です。 

参考２．設立状況 

居住支援協議会は，全国で１２例設立済、三重県は平成２３年１月１４日

に全国で５例目として設立いたしました。 

①愛知県、②福岡市、③神奈川県、④埼玉県、⑤三重県、⑥北海道 

⑦群馬県、⑧徳島県、⑨熊本市、⑩江東区、⑪岩手県、⑫兵庫県 

 

 

［問い合わせ先］ 

鈴鹿市都市整備部住宅課 担当 白木 直通電話 059-382-7616 
三重県県土整備部住宅室 担当 西塚 直通電話 059-224-2720 
亀山市建設部建築住宅室 担当 中森 直通電話 0595-84-5038 



平成 24 年 1 月 26 日 市政記者クラブ提供資料（県政記者クラブと同時発表） 

 

平成２３年度 第３回民間賃貸住宅相談会の開催について 

 

◆と き 

 平成２４年２月１２日(日) １０時～１５時 

 

◆ところ 

 鈴鹿ハンター １階インフォメーション前催事場 

 

◆対 象 

鈴鹿・亀山地域で民間賃貸住宅をお探しの方 
主に三重県あんしん賃貸支援事業の対象である高齢者、外国人、障がい者、子

育て世帯及び罹災者世帯の方 
 

◆内 容 

主に鈴鹿市及び亀山市で民間賃貸住宅をお探しの方への相談会です。 
当日は、協力店（不動産店）の方と直接ご相談いただきます。 
（物件見学、契約等は後日となります。） 

 

◆参加料 

 無料。 
 

◆申込み 

 事前申込み不要。多数のご参加をお待ちしております。 
 

◆主 催 

 三重県居住支援連絡会 
 

◆データ 

 平成２２年度は，６月２６日(土)・２７日(日)と９月１８日（土）・１９日（日）

に三重県鈴鹿庁舎４階 第４６会議室において開催済み。 
平成２３年度は，５月１５日（日）と９月１１日（日）に鈴鹿市役所１階ロビ

ーにおいて市営住宅募集日曜受付と同時開催済み。 
今回は初めて，ショッピングセンターにおいての開催となります。 

 

［問い合わせ先］ 

鈴鹿市都市整備部住宅課 担当 白木 直通電話 059-382-7616 
三重県県土整備部住宅室 担当 西塚 直通電話 059-224-2720 
亀山市建設部建築住宅室 担当 中森 直通電話 0595-84-5038 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

開催日：平成２４年２月１２日（日） 

時 間：午前１０時～１５時 

場 所：鈴鹿ハンター 

１階インフォメーション前催事場 
 
 

 

① 主に鈴鹿市内で民間賃貸住宅をお探しの高齢者・ 

障がい者・外国人・子育て・低所得者世帯 及び 

罹災者世帯の方への相談会です。 

② 参加無料。事前申込み不要です。 

③ 物件見学・契約等は別途となります。 

④ 事前相談も可能です。 

 
 

《 主催者 三重県居住支援連絡会 》 

【お問合せ】 鈴鹿市都市整備部 住宅課 

電話番号 ０５９－３８２－７６１６ 
（お問合せ時間：月曜～金曜 ８時３０分から１７時１５分） 

（祝日等は除きます） 



あんしん賃貸支援事業から居住支援協議会へ

「平成２３年度全国居住支援協議
会連絡会議」開催企画書会連絡会議」開催企画書

２０１２年１月１０日1 ２０１２年１月１０日

三重県居住支援連絡会

1



「平成２３年度全国居住支援協議会連絡会議」平成２３年度全国居住支援協議会連絡会議」
企画趣旨

住宅セ フテ ネ ト法に基づく「居住支援協議会 は地方住宅セーフティネット法に基づく「居住支援協議会」は地方
公共団体、宅地建物取引業者、居住支援を行う団体などか
ら構成される組織であり、住宅確保要配慮者が民間賃貸住
宅へ円滑に入居できる環境を整備するため関係者間で情報
を共有するとともに、必要な支援策について協議・実施する
組織です。織

昨年来、全国にいくつかの居住支援協議会が組織されてき
ており、各居住支援協議会では模索しながら個々の取組を
行っています それぞれ独自事業及び独自課題があり それ行っています。それぞれ独自事業及び独自課題があり、それ
らの成果発表及び課題解決のための意見交換を行うことに
より進んだ居住支援活動ができるのではないかという観点か
ら「平成２３年度居住支援協議会連絡会議」を 三重県で開ら「平成２３年度居住支援協議会連絡会議」を、三重県で開
催いたします。
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「平成２３年度全国居住支援協議会連絡会議」の概要

「平成２３年度全国居住支援協議会連絡会議」

開催日時 ：２０１２年２月９日（木） １０日（金）開催日時 ：２０１２年２月９日（木）、１０日（金）

会 場：ホテルグリーンパーク鈴鹿

（三重県鈴鹿市白子４丁目１５ ２０）（三重県鈴鹿市白子４丁目１５－２０）

予想参加者：約８０人

参加費用 無料参加費用：無料
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「平成２３年度全国居住支援協議会連絡会議」

開催形態（予定）

主催：三重県居住支援連絡会

共催：国土交通省
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第１日目：平成２４年２月９日（木）第１日目：平成２４年２月９日（木）
（会場：ホテルグリーンパーク鈴鹿）

（開会：１３：３０）（開会：１３：３０）

開会の辞 三重県居住支援連絡会 会長 横山賢 氏 （５分）

ご挨拶 鈴鹿市副市長 宮﨑守 氏 （５分）

基調講演 居住支援施策の最新動向 国土交通省担当官様 （３０分）基調講演 居住支援施策 最新動向 国土交通省担当官様 （ 分）

事例発表Ⅰ 三重県居住支援連絡会の取組みについて

（社）三重県宅地建物取引業協会 倉地正 氏 （３０分）

事例発表Ⅱ 居住支援団体の事例紹介

NPO法人愛伝舎 理事長 坂本久海子 氏 （３０分）

（休憩１０分）

分科会 各テーマ別（３会場・テーマ予定）に分かれた意見交換会 （８０分）

①「不動産業界としての居住支援協議会への参画について」 （不動産業界関係者）

ファシリテーター (社)全日本不動産協会三重県本部 副本部長 山野昌康氏

②「居住支援活動の実例と課題について」 （居住支援団体担当者）

リテ タ 社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会 次長 渥美秀人氏ファシリテーター 社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会 次長 渥美秀人氏

③「居住支援協議会の設立・運営の実例と課題について」 （地方公共団体担当者）

ファシリテーター 鈴鹿市都市整備部住宅課長 澤井正弘氏

（第１日目プログラム終了１７：００） 5（第１日目プログラム終了１７：００） 5



第２日目 平成２４年２月１０日（金）第２日目：平成２４年２月１０日（金）
（現地見学）

（集合：８：３０）（集合 ）

集合場所 ホテルグリーンパーク鈴鹿

現地見学（予定） 有限会社 飯田商事

NPO法人 愛伝舎NPO法人 愛伝舎

亀山市東海道関宿

解散 JR亀山駅、近鉄白子駅

（第2日目プログラム終了：１2：４５） 6（第2日目プログラム終了：１2：４５） 6



参加案内団体（予定）

居住支援

参加案内団体（予定）

援協議 神 宅 居住支援

協議会

設立状況

愛知県居住支援協議会

福岡市居住支援協議会

神奈川県居住支援協議会

神戸市住宅部局

島根県住宅部局

長崎県住宅部局
①愛知県

②福岡市

③神奈川県

神奈川県居住支援協議会

埼玉県居住支援協議会

北海道居住支援協議会

長崎県住宅部局

熊本県住宅部局

大阪府住宅部局 ③神奈 県

④埼玉県

⑤三重県

⑥北海道

群馬県居住支援協議会

徳島県居住支援協議会

熊本市居住支援協議会

大阪市住宅部局

岐阜市住宅部局
⑥北海道

⑦群馬県

⑧徳島県

熊本市居住支援協議会

江東区居住支援協議会

岩手県居住支援協議会

その他居住支援協議会
設立検討団体

三重県内市町関係者等
⑨熊本市

⑩江東区

⑪岩手県 7

岩手県居住支援協議会

兵庫県居住支援協議会

三重県内市町関係者等

⑫兵庫県
7



重県 居住支援団体三重県の居住支援団体

特定非営利活動法人 愛伝舎
支援内容 外国人通訳、生活ルール・市場慣行説明、電話相談

特定非営利活動法人 三重県精神保健福祉会
支援内容 精神障がい者住宅保証、契約手続き立会い、トラブル時対応

社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会
支援内容 高齢者の困りごと電話相談、生活支援員による援助（福祉サービスの
利用援助 金銭管理等）利用援助、金銭管理等）

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
支援内容 高齢者の困りごと電話相談、生活支援員による援助（福祉サービスの
利用援助、金銭管理等）

88



（参考）三重県居住支援連絡会事業フロー
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