第１章 はじめに
１

策定の背景と目的
本市は、住宅建設計画法に基づき、平成７年の国勢調査を基準にした「松本市住宅マスタ
ープラン」を平成１０年３月に策定しました。しかし、その後の合併による市域の拡大、社
会・経済情勢の変化に対応するため、平成１８年施行の住生活基本法に基づいた計画の見直
しを行う必要が生じました。
超少子高齢型人口減少社会の到来に対応し、全ての市民が良好な住環境のもとで豊かな生
活を享受することを目標に、住宅の総合計画である「松本市住宅マスタープラン」を策定し
ます。

２

計画期間
計画期間は、平成 22 年から 32 年までの概ね 10 年とします。

３

計画の位置付け
住宅マスタープランは、本市の総合計画を上位計画とした、住宅政策に関する総合的な計
画です。本計画に位置付ける施策を効果的なものとするため、都市計画等の関連計画との連
携を十分に図り、整合性のとれた計画とします。また、長野県住生活基本計画を踏まえた上
で、本市の特性を考慮した具体的な計画とします。
図
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住生活基本計画（全国計画）
（平成 18 年度～27 年度）
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長野県住生活基本計画（長野県住宅マスタープラン）
（平成 18 年度～27 年度）
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新たなる松本のまちづくり（松本市総合計画）
（2006～2010）
関連計画
松本市住宅マスタープラン

松本市都市計画マスタープラン

（平成 22 年度～３2 年度）
松本市耐震改修促進計画
松本市公営住宅等長寿命化計画

松本市景観計画
その他関連計画

４

計画の体系
住宅マスタープランの体系を次ページの図に示します。
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住宅を取り巻く状況※

Ⅰ 居住者
・人口が増加から減少に転向
・１世帯当たりの人数が減少、
高齢単身世帯が増加

・持ち家率は低い
・民営借家が多い
・昭和 55 年以前の老朽建築
物は 34.5％
・住宅総数に占める空き家の
割合は 14.1％で、賃貸用住
宅 9.5％が最も多い
・家賃相場は県主要都市と比
べ高め
・公営住宅建設数は、目標を
大幅に下回っている
＜市民意向＞
・現在住んでいる住宅の敷地
の広さや部屋数は満足度が
高く、火災や地震に対する
備えや遮音性及び断熱性は
満足度が低い
・転居希望先として市外も考
える市民が半数近い
・転居先として戸建て住宅を
望む市民が多い
・「高齢者や障害者等」「安
全・安心」
「環境との共生」
「新婚世代や子育て世代」
に関する適切な住環境整備
等が、行政が行なうべき施
策として考えられている

Ⅲ まち
・平成 17 年に４村、平成
22 年に１町と合併
・中心市街地及び中山間地で
は人口減少
＜市民意向＞
・現在の居住地にそのまま住
み続けたい意向が強い
・居住地の周辺環境について
は、自然や教育環境及び近
所のつきあいなどは満足度
が高い

Ⅳ 計画の推進
・住宅施策を包括的に担当す
る体制がない
・平成９年制定の住宅マスタ
ープランで定めた施策の進
捗は順調とは言いづらい

Ⅰ 総合計画
○ まちづくりのキャッチ
フレーズ
「自然の躍動 文化の鼓動
人の輝き つながり ひろ
がり はばたく まつもと」

○ 将来のまちの姿
・みんなでつくる協働のまち
・いつでも健康ではつらつと
生きるまち
・安全で安心してゆとりを
もって暮らすまち
・美しい環境を大切にして
未来につなぐまち
・熱気と活気にあふれ輝く
まち
・心豊かに夢がふくらみ
育つまち

課題

Ⅰ 安全で安心な住ま
い・まち

Ⅱ 高齢者や障害者、
子育て世帯にやさ
しい住まい・まち
・ユニバーサルデザインを導
入した住まい・まち
・誰もが安定した住まいを確
保できる仕組み

Ⅲ 住宅・宅地ストッ
クの活用と流通

Ⅱ 主要な施策の方向性

Ⅳ まちなかや中山間
地等の地域特性に
応じた定住
・集約型の都市構造への転換
とまちなかにおける定住
促進
・中山間地における都市部と
の交流と定住促進

Ⅴ 近所づきあいや地
域の魅力を活かし
たまち
Ⅵ 美しい自然環境を
大切にする住ま
い・まち
・風土に根ざした住まい
・地球環境にやさしい住まい

Ⅶ 施策推進の仕組み
づくり
・各主体の役割分担と連携
・施策の進捗確認と継続的な
改善

基本方針と施策

重点プロジェクト

計画の推進

Ⅰ 安全・安心の住まい・まちづくり
１ 災害に強い住まい・まちづくり

・災害に強い住まい・まち
・健康にやさしい住まい

・住まいの長寿命化
・ライフスタイルに応じた住
替えがしやすい住宅市場
の仕組み
・３Ｋプラン(健康づくり・危
機管理・子育て支援)
・
「健康寿命延伸都市・松本」
創造プロジェクト(健康で自
立し長寿を全うする)
・
「生活者重視」
「暮らし重視」
の都市経営
・市民協働のまちづくり
・人口減少の減少率を抑える
(流入人口の増加、流出人口
の減少)
・集約型の都市構造への転換
(都市機能を集約・集中)
・まちなか居住(郊外型から市
街地型へ居住を誘導)
・歩く環境を整える(車社会か
ら地域のつながり、まちな
かの賑わい、省エネ、環境
にやさしい社会の仕組みへ)
・揺らぐことのない「経済の
活力」「環境の良さ」「暮ら
しの安心」を伴う持続可能
(サスティナブル)なまちづ
くり
・消費の(量の)時代から物を
大切にする(質の)時代へ
・
「生活の質」を高めるまちづ
くり
・
「生きがい」を実感できるま
ちづくり

理念

松本のゆとりある暮らしをつくり、支え続ける住まい・まちづくり

Ⅱ 住まい

松本市の上位政策

松本市住宅マスタープラン計画体系図

施策：耐震診断や耐震改修等/建築物の適切な維持・保全/住まいと
まちの不燃化/災害発生危険区域内住宅の移転/再利用が困難な老朽
空き家の除却/住宅の防火性能の向上/被災住宅の再建/災害時にお
ける民間空き家等の活用

Ⅰ まちなか居住の促進
・まちなかでの定住の継続
・多様な世代の交流・転入の促進

２ 健康にやさしい住まいづくり
施策：アスベスト飛散防止/良好な室内環境の確保

３ ユニバーサルデザインを導入した住まい・まちづくり
施策：住宅のユニバーサルデザイン化/公共施設等のユニバーサルデ
ザイン化

Ⅱ 住宅・宅地のストックの活用と流通の促進
１ 住まいの長寿命化
施策：ライフスタイルに対応できる長寿命住宅の普及/マンションの
適正な修繕・改修や円滑な建替え

Ⅱ 中山間地における
定住化の促進
・中山間地における定住化
の促進
・中山間地における二地域居住
の促進

２ 住み替えがしやすい仕組みづくり
施策：適正な住宅情報の提供等/空き家・空き部屋（中古住宅、賃貸
住宅等）の活用/持ち家を活用した住替えの活発化

Ⅲ まちなかや中山間地等の地域特性に応じた
住まい・まちづくり
１ まちなかにおける住まい・まちづくり
施策：持ち家の取得/民間賃貸住宅への入居

Ⅲ 地震に強い住まいの
普及
・木造住宅を中心とした建築物
の耐震性の向上
・マンションの修繕・改修や
建て替えの円滑化

施策：中山間地への住替えの促進/田舎暮らしに関する情報発信等

施策：木材を利用した住まいづくり/自然環境に調和した街並み等の
景観形成

２ 省エネの住まいづくり

２ 成果目標の設
定と達成状況の
確認
・基本方針ごとに成果
目標を設定する
・成果指標は、その達
成状況を定期的に
確認、必要に応じて
施策を見直す仕組
みをつくる

Ⅳ 地場産木材の利用促
進と省エネルギーの
住まいの普及

・施策ごとに実施主体
（市の担当課、住宅
関連事業者、居住
者・使用者）を決め
る

・地場産木材の利用促進

・住宅及び住宅関連施

３ 地域住民が主体となるまちづくり

１ 自然環境に調和した住まい・まちづくり

・松本市の将来あるべ
き住環境の姿につい
て、その考え方（理
念）を設定する

３ 実施主体の明
確化と連携

２ 中山間地における住まい・まちづくり

Ⅳ 環境と調和する住まい・まちづくり

１ 松本市が目指
す住まい・住環
境の理念の設定

・省エネルギーや新エネルギー
を活用した住宅の普及

策を包括的に推進で
きる体制をつくる

施策：省エネルギー住宅や新エネルギーを活用した住宅の普及/建築
物における効率的なエネルギーの利用

３ 建設廃棄物の減量とリサイクル
施策：リサクル製品等の普及/建設廃棄物の分別・減量化

Ⅴ 誰もが安定した居住を確保できる住まいづくり
（セーフティ・ネット）
１ 多様な入居者・世帯が住みやすい公営住宅の運営
施策：公営住宅へのより公平・的確な入居/入居者に応じた公営住宅
の提供/公営住宅の効率的な管理運営/公営住宅への多様な世帯の入
居による住民の交流

Ⅴ 高 齢 世 帯 と 子 育て
世帯が暮らしやす
い住まいの普及
・高齢世帯と子育て世帯が
暮らしやすい住宅の普及
・多様な世代が交流できる
住環境の形成

２ 住宅困窮者が民間賃貸住宅に入居しやすい仕組みづくり

※市民意向以外の状況は旧松本市のもの（市民意向は旧松本市及び旧４村を対象としたアンケートの結果）
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