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横浜市立大学教授
齊藤 広子!ঙ
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ふるさとの会常務理事ȁ

滝脇

憲ȁঙ

高齢者・生活困窮者の住宅確保
住宅確保要配慮者
支援付き住宅のニーズ
サロン
（総合相談窓口）
空き家活用の取り組み
空き家の状況
社会的不動産事業・大家による空き家の活用―地域再生の可能性
支援付きアパート
＜滝脇 憲氏プロフィール＞
生活支援と地域包括ケア
2002年東京外語大大学院修了。精神保健福祉士。02年NPO法人
地域包括ケアシステムの機能―「植木鉢」
と
「土」
自立支援センターふるさとの会に入職。08年に理事に就任し、
機能障害を生活障害にしない生活支援
現在、東京都新宿区にある
「都市型軽費老人ホームルミエール
生活支援の人材育成事業
ふるさと」施設長、東京外語大非常勤講師なども務める他、講演
などを通し、活動への理解を求める。高齢者住宅財団「低所得の
認知症になっても、馴染みの地域で、最期まで
高齢者等への住まい・生活支援を行う事業の全国展開に関する
〜寄りそい地域ネットワーク〜
調査研究事業」作業部会委員、厚労省「生活保護受給者の健康
2025年問題と地域居住
管理の在り方に関する研究会」委員などを務める。
生活互助、地域互助の地域ネットづくり
支援付き住宅の制度化

少子・高齢社会の住宅政策
ĲĵȇĶı

容

＜齊藤 広子氏プロフィール＞
筑波大学第三学群社会工学類都市計画専攻卒業。不動産会社勤務を経て、1992年大阪市立大学大学院生活科学研究科修了。
現在は、横浜市立大学国際総合科学部教授。その他、国土交通省社会資本審議会住宅宅地分科会や横浜市空家等対策協議会、
東京都住宅政策審議会の委員を務める。主な著書に、
「住環境マネジメント」(2011、学芸出版社）
、
「都市の休閑地空き家を考え
る」(共著、2014、
プログレス)等。

〜生活支援・地域包括ケアシステムとの連携〜

ĲĵȇĴı

!)̠࢜โࣤ*

住環境マネジメントシステムと自治体の住宅・土地政策
〜公法・私法・市場が連携した新しいまちづくり手法をめぐって〜（仮題）

高齢者・生活困窮者の住宅確保と空き家利活用への取組み
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時
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１．持ち家・賃貸市場の変化
２．若者の住宅事情
３．女性就労と持ち家取得
４．子育ての住宅条件
５．高齢社会の住宅資産所有

Ⱥৗ݃؊൞Ȼ

神戸大学大学院教授ȁ

平山

洋介ȁঙ

＜平山 洋介氏プロフィール＞
神戸大学大学院自然科学研究科博士課程を修了後、神戸大学発達科学部助教授、教授
を経て2003年より現職。東京市政調査会藤田賞、
日本都市計画学会計画設計賞等を受賞。
主な著書に、
「住宅政策のどこが問題か〈持家社会〉の次を展望する」
（光文社、2009年）、
「ストック活用型団地再編への展望」(関西大学戦略的研究基盤団地再編プロジェクト編、
「公共住宅政策について」の執筆を担当、関西大学出版部、2016年)
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