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第６章 重点プロジェクト 

 

前章に位置付けた施策の中で特に必要性が高いものを、重点プロジェクトとして推進します。 

 

図 重点プロジェクトを中心とした住まい・まちづくりの概念 

 

 

 

１ まちなか居住の 

促進 
ア まちなかでの定住の

継続 

イ 多様な世代の交流・ 

転入の促進 

 

 

２ 中山間地における 

定住化の促進 
ア 中山間地における定住

化の促進 

イ 中山間地における二地

域居住の促進 

 

 

３ 地震に強い住まい

の普及 
ア 木造住宅を中心とした

建築物の耐震性の向上

イ マンションの修繕・改

修や建替えの円滑化 

５ 高齢世帯と子育て

世帯が暮らしやす

い住まいの普及 
ア 高齢世帯と子育て世帯

が暮らしやすい住宅の

普及 

イ 様々な世代が交流でき

る住環境の形成 

４ 地場産木材の利用

促進と省エネルギ

ーの住まいの普及 
ア 地場産木材の利用促進

イ 省エネルギーや新エネ

ルギーを活用した住

宅の普及 

 

近所づきあいや地域の魅力を活かした 

市民協働によるまちづくり 
 

５つの重点プロジェクト 
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１  まちなか居住の促進 

 

(1)   背景と目的 

本市では、全国及び松本広域圏よりも人口減少が進行すると予測され、超少子高齢型人口

減少社会を迎えます。 

省資源・省エネ等により環境負荷を抑えるとともに、都市機能のより効率的な利活用が必

要になります。 

こうした背景に基づいて、松本市都市計画マスタープラン（平成 21 年度策定）では、集

約型都市構造への進展を目標とし、歩きやすいまちづくりや、商業・業務機能の強化を図る

ことで、まちなかの生活環境を向上させ、まちなかで暮らす魅力を高める取組みを進めます。 

住宅政策においては、まちなかへの居住人口の集約を目的とし、まちなか居住を望む人が

転居しやすく、住みやすい環境を整えます。 

 

(2)   基本方針 

 

ア  まちなかでの定住の継続 

まちなかにある持ち家や民間賃貸住宅の既存優良ストック◆と、暮らしやすい住環境を

維持します。 

イ  多様な世代の交流・転入の促進 

まちなかの有効利用を進め、新築・建替え・住替えを促し、また多様な世代の市民同士

の交流活動や、近所づきあいが充実するように、新たな転入・流入を図ります。 

 

図 本市が目指す集約型都市構造モデル（再掲） 
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(3)   推進施策 

 

ア  民間賃貸住宅への入居支援 

(ｱ) 若い夫婦を対象とした家賃補助の検討 

比較的収入の少ない若い夫婦が、まちなかで子育てをしやすくするために、民間賃貸住

宅に入居を希望する若年夫婦を対象とした家賃補助を検討します。 

(ｲ) 郊外に持ち家を持つ高齢者のまちなかへの住替え支援の検討 

郊外に居住する高齢者の持ち家を、別のファミリー世帯等に賃貸し、高齢者はまちなか

に住替えがしやすくなるような仕組みを検討します。 

(ｳ) 高齢者の住まいにおける学生の下宿の促進 

生活のパートナーを必要とする自立して暮らせる高齢者が学生に下宿を提供し、共同生

活をするような仕組みを検討します。 

 

事例１－１ 西部地区ヤングカップル住まいりんぐ支援事業（北海道 函館市）       

本事業は、若年層の定住の促進を図ることによって地区定住人口の安定と地区居住者の年

齢構成バランスの適正化を図り、地区の活性化に資することを目的としています。 

具体的には、西部地区の民間賃貸住宅に入居する結婚後 1 年以内の夫婦を対象に、月額 2

万円を上限に家賃の一部を補助する事業で、1 年間ごとの更新で、 長 3 年間利用すること

ができます。多様な PR 戦略を展開することにより、平成 10 年度からの 5 ヵ年の実績は、

新規ベースで 146 世帯（単純計算で 292 人）、うち更新した世帯は延べ 160 世帯と人気の

高い施策となっています。（出典：「まちなか居住のススメ」、北海道） 

 

事例１－２ まちなか住宅家賃助成事業（富山県 富山市）             

まちなかに居住を希望する高齢者世帯の持ち

家を市が借上げ（定期借家）、子育て世帯等の広

い住宅を必要とする世帯に転貸する制度を実施

しています。 

これにより、市は、高齢者と子育て世帯等の多

様な居住ニーズに対応するともに、まちなか区域

内で福祉サービスを集約的に提供することによ

る行政コストの低減や、移送量縮減等の環境負荷

の低減効果も見込んでいます。 

高齢者がまちなかの賃貸住宅に住替える場合は、子育て世帯等から得られる家賃に加

えて、まちなか住宅家賃助成事業による家賃助成を受けることができ、住替えが円滑に

進みます。 

なお、子育て世帯への転貸料は、原則として高齢者世帯からの借上料と同額とし、所

得に応じて月額 1 万円を限度に家賃助成を行います。 

（出典：「住替え支援活動ガイドブック」、財団法人ハウジングアンドコミュニティ）
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事例１－３ 自立した高齢者と学生の同居事業（イタリア ミラノ）                  

生活のパートナーを必要とする高齢女性が空き

部屋を提供し、女子学生は月約３万円の経費を負

担し、高齢女性の話し相手を務めます。他の地域

からミラノにやってくる学生の多くは住居面も含

めて生活が不安定であり、また、ミラノで暮らす

高齢者の多くは孤独であり、このプロジェクトは

そうした両者の悩みを踏まえたものです。実施主

体のメーリオ・ミラーノ協会は 2004 年から地元

自治体と提携し、160 件を超える同居を斡旋して

います。 

（出典：「クーリエ･ジャポン 2008 年 12 月号」、講談社）

 

イ  持ち家の取得支援 

(ｱ) 省エネルギーの木造住宅の新築・改築への支援の検討 

まちなかで省エネルギーや新エネルギー◆を考慮し、地場産木材を用いた住宅を新築・

改築する場合に、補助金や固定資産税の減免等による支援を検討します。 

(ｲ) 高齢者のグループハウジング等による持ち家取得支援の検討 

高齢の単身者が少数のグループを作り、まちなかで持ち家を取得することへの支援を検

討します。 

 

事例１－４ 羽後町定住促進奨励金制度（秋田県 羽後町）             

町内の定住を目的として住宅の建

築・購入または宅地の取得をしたＵ・Ｉ

ターン◆者を対象に、当該住宅・宅地に

係る固定資産税相当額を奨励金として

交付している他、町に転入し、居住を継

続しているＵ・Ｉターン者に対し、定住

を奨励するための奨励金を交付してい

ます。また、定住促進の観点から、町内

において分譲地を造成・供給し、当該分

譲地を購入して住宅を建築した者に対

して奨励金の交付を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「交流居住のススメ」、http://kouryu-kyoju.net/）
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事例１－５ 金沢市まちなか定住促進事業（石川県 金沢市）                        

金沢市では、藩政期の城下町区域である「まち

なか」区域の定住人口の増加を目的に、市内・外

からまちなか区域への住替え等を対象に、戸建て

住宅や分譲マンションの新築・購入費等の借入金

の一部を助成しています。さらに、まちなか区域

内での住宅建設や建替えの誘導策として、一定の

基準を満たす共同住宅を建設する事業者に対する

補助も行っています。また、伝統的な建築物が多

く残る金沢の街並み保全を目的として、町家・古

民家の賃貸・売買情報をホームページで情報提供

しています。 

これらの制度の中で利用実績が多いのは「まちなか住宅建築奨励金」（8 年間で 488 戸）

と「まちなか共同住宅建設費補助」（8 年間で 466 戸）の２つで、まちなか区域から郊外

への流出抑制と区域外からの人口流入に一定の効果をあげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「住替え支援活動ガイドブック」、財団法人ハウジングアンドコミュニティ） 

 

ウ  空き家・空き部屋（中古住宅、賃貸住宅等）の活用 

市内には空き家・空き部屋が多く存在しているため、まちなかに住みたい方の転居先と

して活用します。 

(ｱ) 空き家・空き部屋情報の提供 

まちなかの空き家・空き部屋の情報を、転居希望者に向けて提供する仕組みを検討しま

す。 

(ｲ) 空き家の修繕費の一部助成の検討 

空き家が十分に管理されておらず、住まいとしての品質が十分ではなく、修繕を行う場

合、修繕費の一部助成を検討します。 
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２  中山間地における定住化の促進 

 

(1)   背景と目的 

本市は、全体的に人口減少の傾向にありますが、特

に四賀地区・安曇地区・奈川地区等の中山間地は人口

減少率が高く、過疎地域であると言えます。 

平成 17 年度から 21 年度を計画期間とした松本市

過疎地域自立促進計画では、過疎地域集落再編整備事

業による定住促進住宅の整備や、宅地造成と分譲事業、

空き家・空き地の整備、若者の定住策の検討等が位置

付けられています。また、これまで本市では、田舎暮

らしを体験してもらい、定住化を図るために、クライ

ンガルテン◆の整備や、インターネットでの情報発信等を進めてきました。 

このような状況を踏まえて、松本市都市計画マスタープラン（平成 21 年度策定）では、

方針として「都市部と農村部の交流による中山間地域の活性化」が位置付けられており、本

市は今後も地域のコミュニティの維持・活性化を進めていきます。 

中山間地では、活力を維持するためのまちづくりを進めるとともに、その豊かな自然を活

かし、ゆったりと流れる時間を楽しむ暮らしを実現できる場として、都市部との交流居住を

促進します。 

 

(2)   基本方針 

以下の基本方針に従って、中山間地で田舎暮らしをしやすくするための住まいと住環境を

整え、交流居住を促進します。 

ア  中山間地における定住化の促進 

イ  中山間地における二地域居住の促進 

 

 

図 四賀地区の田園集落 



34 

(3)   推進施策 

 

ア  空き家・空き部屋（中古住宅、賃貸住宅等）の活用 

中山間地で居住者の転出等により空き家や空き部屋を、転居希望者に提供します。 

(ｱ) 空き家・空き部屋情報の提供 

空き家・空き部屋の情報を転居希望者に向けて提供する仕組みを検討します。 

(ｲ) 修繕費の一部助成の検討 

空き家が十分に管理されておらず、住まいとしての品質が十分でなく、修繕を行う場合、

修繕費の一部助成を検討します。 

 

イ  田舎暮らしに関する情報提供と田舎暮らし体験等の充実 

本市では、田舎暮らしに関する情報提供や、田舎

暮らしが体験できるイベントや施設の整備を行って

きました。今後も内容の充実を図りながら、引き続

き実施していきます。 

(ｱ) 田舎暮らしに関する総合相談窓口の設置やホ

ームページの活用による情報発信 

現在は主にインターネットによる情報発信を行

っており、滞在プログラムや滞在施設等を紹介し

ています。今後は、紹介する情報の充実を図り、

市外の方に対して積極的な情報発信を進めます。 

(ｲ) 公共宿泊施設におけるおもしろふれあい体

験等や、クラインガルテン（滞在型市民農

園）等を中心としたニ地域居住型グリーン

ツーリズムの拠点形成の推進 

本市では、これまでに田舎ぐらしの体験イベン

トやクラインガルテン◆等の施設整備を行ってき

ました。これらを活かしながら、グリーンツーリ

ズム◆の拠点として充実化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 松本市での田舎暮らしを案内する 

ウェブサイト 

図 松本暮らしセミナー（相談会）の様子 

「交流居住のススメ」http://kouryu-kyoju.net/より 
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事例２－１ 住替え支援制度（長野県 伊那市）                                    

伊那市は、高齢化や若者の町外への流出

等により、著しい人口減少、過疎化が進行

しており、自治会等の地域活動の維持の困

難性や小学校の複式学級化に伴う更なる人

口流出等、地域活力の低下が危惧される状

況でした。 

伊那市は、定住対策として空き家事業及

び UI ターン◆者優先住宅建設に取り組んで

おり、都会からの移住者を積極的に受け入

れています。 

●空き家情報及び空き家活用希望者情報をデータベース化

してマッチング 

空き家物件情報は、ホームページ、市広報誌、新聞等の各

種媒体や長野県東京事務所等で案内しています。掲載物件に

ついてアクセスがあった希望者に対しては、現地案内を行っ

ています。 

●市主体で子育て世帯向けの UI ターン者優先住宅を建設 

過疎地域への定住促進を目的に、自治体単費により、小学

生の子供を持つファミリー世帯に入居を限定した市営住宅を

建設しました（平成 13 年度から平成 17 年度まで）。 

●土地開発公社と協力し、分譲住宅を供給 

上記 UI ターン◆者優先住宅への入居から、地域内への定住

に結びつく流れをつくることを目指し、市と旧高遠町土地開

発公社が、分譲住宅を供給しています。宅地造成は昭和 51 年

 平成 15 年まで実施し、109 戸分譲しました。市の建設

課が土地開発公社の事務局を兼ねており、住宅建設は一般会

計で、宅地取得、分譲地造成は公社で実施しています。 

●移住希望者に対する生活相談から物件の仲介・斡旋的な取

組み 

高遠地域には不動産業者がほとんどいないため、市担当者

が、移住希望者に対して各種相談から物件の仲介・斡旋的な

取組みまで総合的にコーディネートを実施しています。 

 

平成 19 年 2 月時点で、空き家への住替え活用希望者は約

100 組存在し、空き家が不足している状況です。年齢的には

30 代及び 50 代が多く、地域的には東京、神奈川県、愛知県

の居住者が多くいます。 

UI ターン◆者優先住宅はこれまで（平成 13 年 平成 18 年 3 月 31 日）に 10 戸供給さ

れ、平成 18 年度に２戸建設しています。 

 

 

 

（出典：「住替え支援活動ガイドブック」、財団法人ハウジングアンドコミュニティ） 
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事例２－２ 飛騨市田舎暮らし斡旋支援公社による総合的な住替え支援制度（岐阜県 飛騨市）  

飛騨市では、「飛騨市田舎暮らし斡旋

支援公社（以下、公社）」を設立し、田

舎暮らし希望者に対して、移住後の生活

に至るまでのトータルな支援を行って

います。 

・空き家物件の紹介 

・物件所有者との売買・賃貸契約の斡

旋・仲介 

・農業指導、就職相談、移住者の住宅

の水回りのリフォームに対する補助

金の支給等 

これらの取組みは公社の事務局である総合政策課が一括して窓口となっています。 

●意欲的な移住者を求めて登録要件を高めに設定 

公社では、都会を離れ飛騨市で田舎暮らしを

希望する人に対して、公社に利用希望者登録を

行ってもらいます。 

●公社が空き家物件の斡旋・仲介も無料で実施 

公社が扱う空き家物件に関しては、宅建業者

免許の適用除外規定を活用して無料で空き家

の仲介を行っています。 

ただし、公社では民間の不動産業者がトラブルや煩雑さを嫌って扱いにくい空き家等の

物件を中心に取り組むことを基本的な考え方にしており、民間企業との役割分担に十分配

慮しています。 

●古民家を再生した人気の「田舎暮らし体験モ

デル住宅」 

田舎暮らし体験モデル住宅は、築 100 年

を経過した飛騨地方の典型的な農家住宅で

あり、所有者から市が借り受けて改修してい

ます。伝統的な建築様式の良さを残しつつ、

水回りを一新する等、現在のライフスタイル

に合わせて改善しました。利用希望者登録を

した人であれば、日額 2,000 円で提供して

います。 

●移住者の住宅リフォーム費用も市が積極支援 

田舎暮らしを希望し、飛騨市内の空き家を

購入又は賃借し住民登録をした人で、風呂、

便所、台所、洗面所のリフォームを行った場

合には、費用の 1 ／ 2 の範囲内で 200 万

円を上限とした補助を実施しています。この

リフォーム補助については国土交通省の地

域住宅交付金を活用しています。 

 

 

（出典：「住替え支援活動ガイドブック」、財団法人ハウジングアンドコミュニティ）
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３  地震に強い住まいの普及 

 

(1)   背景と目的 

本市では、「糸魚川―静岡構造線断層帯

（牛伏寺断層を含む）」及び「境峠―神谷断

層帯」の直下型地震の発生が も懸念され

ています。 

「糸魚川―静岡構造線断層帯（牛伏寺断

層を含む）」での地震の場合、松本市中央部

の平地部分を中心に震度７の揺れが予想さ

れており、建築物については、全建築物の

約 23%が全壊・大破する等、甚大な被害

が想定されています。 

平成 7 年１月の阪神・淡路大震災では、

死者の約９割が住宅や建築物の倒壊等によ

る圧迫死でした。 

そのため、本計画では、住宅の倒壊を防

ぐことを目的として、住宅の耐震化を重点

的に取組みます。 

 

(2)   基本方針 

想定される直下型地震等の災害発生時の被害を 小限にするため、以下の基本方針に基づ

いて住まいの耐震性の向上を促進します。 

ア  木造住宅を中心とした建築物の耐震性の向上 

イ  マンションの修繕・改修や建替えの円滑化 

 

(3)   推進施策 

 

ア  耐震診断、耐震改修の促進 

(ｱ) 耐震診断、耐震改修への補助・融資、税の軽減 

本市は、これまで昭和 56 年以前に建てられた木造戸建て住宅の耐震診断及び耐震改修

を支援してきました。今後も継続して支援するとともに、支援対象の拡大を検討します。 

(ｲ) 支援制度や耐震補強工法の事例及び事業者等に関する情報提供 

行政が実施している耐震化に関する支援制度や、耐震補強工法の事例、耐震診断・耐震

改修を実施している事業者等について、情報提供を行います。 

 

 

図 糸魚川-静岡構造線（中部）地震計測震度予測図

長野県地震対策基礎調査（平成 12～13年度調査）から作成
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参考 長野県住宅耐震改修促進事業（実施中）                                    

木造住宅の耐震化を促進するため、平成 16

年度から、県の「住宅・建築物耐震改修促進

事業」に参画し、木造住宅の耐震診断・耐震

補強事業を実施してきました。 

今後も、市民が住宅の耐震化に関する支援

策を受けることができるよう、県と連携しな

がら、住宅耐震改修促進事業の更なる活用を

進めるとともに、昭和 56 年以前の非木造住

宅・共同住宅についても、耐震診断及び耐震

改修に対し支援することができるようにしま

す。（出典：松本市耐震改修促進計画◆） 

 

イ  マンションの修繕・改修や建替えに関する情報提供 

マンションの修繕や建替えには多大な費用を要します。

特に分譲マンションは、所有者の費用負担や合意形成の難

しさ等から、建替えが円滑に進まない可能性があります。 

そこで、マンションの管理者や住民を対象として、修繕・

改修や建替えに必要な知識の提供や、専門家の派遣を行い

ます。 

 

事例３－１ 分譲マンションの維持管理に関する情報提供（東京都 台東区）         

マンションの維持管理には各種の専門的な知識が必要であるため、分譲マンションの

区分所有者や管理組合の自助努力の一助となるように、セミナーや相談会を開催し、必

要な情報を提供しています。具体的には、①分譲マンション管理セミナー（講師を招き、

年４回開催）、②グループ相談会（①と同時開催）、③分譲マンションよろず相談室（弁

護士や一級建築士が相談員となり、管理及び維持に関する質問を受け付けています）を

実施しています。 

 
（出典：台東区ホームページ http://www.city.taito.tokyo.jp/）

 

事例３－２ マンション・アドバイザー派遣制度（神奈川県 横浜市）               

分譲マンションの適正な維持管理や改修・建

替を支援するため、休日・夜間にも、専門家（一

級建築士、マンション管理士、税理士等）をマ

ンション管理組合へ派遣し、相談（右図）に応

じる制度です。派遣相談は１回につき３時間以

内、初回・２回目の派遣の費用は無料で、３回

目以降は１回あたり 8,000 円としています。 

（出典：横浜市ホームページ http://www.city.yokohama.jp/）

図 市内のマンション 
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４  地場産木材の利用促進と省エネルギーの住まいの普及 

 

(1)   背景と目的 

本市は、西の北アルプスから東の美ヶ原にまたがり、また、梓川や奈良井川、女鳥羽川が

流れ、美しい自然に恵まれた環境にあります。 

本市は、集約型都市構造を実現していく中で、環境への負荷を減らし、美しい環境を大切

にした、持続可能な都市づくりを目標としています。また、本計画の策定のために実施した

市民アンケートでは、行政が行うべき住宅やまちづくりに関する施策として「自然エネルギ

ーを活用した環境と共生できる住宅整備に対する支援」を 24.0%の回答者が選んでいます。 

以上の背景を踏まえ、環境にやさしい住まいの普及を進めます。 

 

(2)   基本方針 

豊かな自然に調和し、環境にやさしい住まいづくりを進めるため、以下の基本方針に基づ

いた施策を推進します。 

ア  地場産木材の利用促進 

イ  省エネルギーや新エネルギーを活用した住宅の普及 

 

(3)   推進施策 

 

ア  地場産木材の利用促進 

木材は鉄などと比べて環境負荷が小さい材料です。また、木材を住宅の材料として利用

すると、利用期間中は生育時に吸収した二酸化炭素を蓄え続けるとともに、森林の再生を

促すため、二酸化炭素の削減が期待できます。さらに、地場産のものを利用することで、

木材の輸送過程で多大なエネルギーを消費することを避け、かつ地元の木材産業の活性化

を促します。 

(ｱ) 地場産木材を活用した住宅への補助、融資の検討 

本市では、個人木造住宅建築等促進事業を平成 14 年から２ヵ年実施しました。今後は、

地場産木材を利用した住宅の新築、改築等について補助を検討します。 

(ｲ) 地場産木材を活用した優良な住宅の表彰等 

地場産木材を活用した優良な住宅について表彰等の実施を検討します。 

 

 参考 ふるさと信州・環の住まい認定制度（長野県が実施中）                

「ふるさと信州・環の住まい基本指針」に定める基準（省エネルギー、県産木材の利用、

住宅の長寿命化、バリアフリー化、総合的な環境性能等）を満たした住宅を県が認定し、そ

のうち一定の条件を満たすものに対して助成を実施します（平成 22 年度から開始予定）。な

お、型式確認により環の住まいの基準に適合していることが確認された住宅型式については、

設計者及び施工者が適合モデルとして周知、販売することができます。 

（出典：長野県ホームページ http://www.city.matsumoto.nagano.jp/）
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イ  省エネルギーや新エネルギーを活用した住宅の普及 

民間住宅の省エネルギーや新エネルギー◆住宅の普及を進めるとともに、市営住宅の建

替えに際しては、ライフサイクルコスト◆にも配慮した設計や工法を採用します。 

(ｱ) 省エネルギーや新エネルギー住宅に対する補助、融資の検討 

住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部の補助を引き続き実施していくとともに、

エネルギーに配慮した建築設備の設置等に対する支援の充実や、CASBEE 等の環境評価

制度を活用した補助制度を検討します。 

(ｲ) 市営住宅を建替える場合、省エネルギーやライフサイクルコストに配慮 

市営住宅を建替える場合には、断熱性能の向上を図るとともに、太陽光発電をはじめと

する新エネルギー◆の導入を積極的に図るとともに、ライフサイクルコスト◆に配慮した設

計や工法を採用します。 

参考 住宅用太陽光発電システム補助制度（実施中）                               

松本市は全国的にもトップクラスの日射量があり、太陽光発電に適した地域です。市では平

成 13 年度から住宅に太陽光発電システムを設置する方にその費用の一部を補助しています。

■ 補助金額 ■ 

◇１kw あたり３万円 

◇４kw×３万円＝１２万円を上限とします 

◇ 大出力の小数点以下２桁未満は四捨五入 

 （例：３.０７５kw の場合 ３.０８×３万円＝９２,４００円） 

■ 補助金交付対象者 ■ 

次の条件を満たす方とします。 

◇次のいずれかに該当する方 

・市内に自らが居住する住宅にシステムを設置される方で、申請年度内にすべての手続きを完了する

ことができる方 

・自らが居住しようとするシステム付建売住宅を市内に購入される方 

◇市税を滞納していない方 

◇過去に当該補助金の交付を受けていない方  

■ 対象システム ■ 

◇太陽電池の 大出力が１０kw 未満の太陽光発電システムのもの 

◇未使用のもの 

◇電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約が締結できるもの 

◇1kw 当たりの設置費用が８０万円以下のもの 

 

事例４－１ 川崎市建築物環境評価制度（神奈川県 川崎市）                  

川崎市では、建築物について、建築主に環境への配慮を促し、環境への負荷の低減を図る

ことなどを目的に建築物環境配慮制度を実施しています。   

床面積の合計が 5,000m2 を越える建築物の新築、増築又は改築をしようとする建築主

は、環境配慮の取組などを記載した建築物環境計画書を作成し、建築確認申請等の２１日前

までに市長に提出することが義務付けられています（5,000m2 以下の場合も自主的に建築

物環境計画書を提出することができます）。  

市長は提出された建築物環境計画書等の概要を川崎市のホ

ームページなどで公表します。  

建築物環境計画書を提出した建築物のうち、分譲共同住宅

の用途の建築物の販売広告をする場合は、広告中に分譲共同

住宅環境性能表示を表示し、市長にその旨の届出を行うこと

が義務付けられています。  

（出典：川崎市ホームページ http://www.city.kawasaki.jp/）
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５  高齢世帯と子育て世帯が暮らしやすい住まいの普及 

 

(1)   背景と目的 

本市は、超少子高齢型人口減少社会を迎えつつあるため、特に高齢者と子育て家族が住み

やすいまちづくりを進める必要があります。 

本市では、３Ｋプラン（「健康づくり」「危機管理」「子育て支援」）を掲げ、健康寿命延伸

都市・松本のまちづくりを進めています。また、松本市都市計画マスタープランの基本方針

で「子供からお年寄りまでが安全で安心して暮らせる都市づくり」を掲げています。 

以上の背景を踏まえて、高齢者と子育て家族が暮らしやすい住まいづくりを進めます。 

 

(2)   基本方針 

以下の基本方針に基づいて、高齢者と子育て家族が暮らしやすい住まいの普及を図ります。 

ア  高齢世帯と子育て世帯が暮らしやすい住宅の普及 

イ  様々な世代が交流できる住環境の形成 

 

(3)   推進施策 

 

ア  高齢世帯と子育て世帯が暮らしやすい住宅の普及 

住宅のユニバーサルデザイン◆化等を進め、高齢世帯と子育て世帯が暮らしやすい住宅

の普及を図ります。 

(ｱ) 住宅のユニバーサルデザイン化改修に対する補助と税の軽減 

住宅のユニバーサルデザイン◆化・バリアフリー化改修に対する補助・税の軽減につい

て検討します。 

(ｲ) 高齢世帯と子育て世帯の民間賃貸住宅への入居支援の検討 

公営住宅への入居条件を満たしている子育て世帯と高齢世帯が、民間賃貸住宅にも入居

できるように支援する仕組みを検討します。 

(ｳ) 公営住宅のユニバーサルデザイン化の推進 

老朽化した公営住宅のユニバーサルデザイン◆化を図るため、建替えや改修を検討しま

す。 

(ｴ) 子育て世帯の公営住宅への期限付き入居制度の検討、導入 

子育て世帯が、子育てに必要な期間に限り公営住宅に入居できる仕組みを検討します。 

(ｵ) 子育て環境が可能な公営住宅の整備 

公営住宅で子育てがしやすいように、入居者や地域の子育て世帯が集う集会所・広場を

併設した公営住宅への建替えを検討します。 
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事例５－１ 川崎市居住支援制度（神奈川県川崎市）               

川崎市では、民間借家に居住する高齢者世帯や障害者が経年的に増加している一方で、

公営住宅の新規供給の増加は見込めず、増加する高齢者・障害者世帯等に公営住宅のみで

対応することは困難な状況にあります。 

一方、高齢者世帯等の中には保証人の確保等の要件を満たせば、家賃支払い能力のある

者もいることから、公営住宅については真に住宅に困窮する低所得者階層を対象とし、民

間借家に居住できる者については、入居の円滑化等の支援を行う必要がありました。 

このような状況を踏まえ、民間賃貸住宅の入居機会が制約されるおそれのある高齢者・

障害者・外国人等の民間賃貸住宅への入居機会の確保等を軸とした「川崎市住宅基本条例」

を平成 12 年４月に制定しました。同条例に基づき、全国に先駆けて「川崎市居住支援制

度」を創設しています。 

（出典：「住生活安定向上施策連携マニュアル」、住生活安定向上施策推進会議）

 

事例５－２ 子育て支援に配慮した公営住宅団地の整備（北海道 根室市）            

安心して子どもを生み育てることができる居住環境の形成を

図るため、子育てに配慮した仕様の公営住宅として、入居者や地

域の子育て世帯が集う集会所・広場を併設した公営住宅団地を整

備。集会所等を活用し、子育てアドバイザーによる子育て相談・

援助等の子育て支援サービスを提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「住生活安定向上施策連携マニュアル」、住生活安定向上施策推進会議）

 

事例５－３ 釧路町型コレクティブハウジング（北海道 釧路町）                    

１階にシルバーハウジング各棟６戸を配し、世代間交流を

図っています。安否確認や生活相談は隣接の地域交流センタ

ーに勤務する LSA（ライフサポートアドバイザー、必要に

応じて日常の生活指導、安否確認、緊急時における連絡等の

サービスを行う者）が対応し、夜間は住戸内の緊急通報装置

により消防署へ連絡される体制をとっています。１階南側廊

下を入居者間相互の交流スペースとする他、自然光により熱

取得した暖気を上階廊下に給気し、北側廊下の温度環境向上

に配慮しています。 

（出典：「近年の住まいづくり in ほっかいどう」、北海道） 
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参考 松本市の市営住宅の申し込み資格と住宅の種類                              

●申し込み資格  
（１） 現に住宅に困窮していることが明らかな方  
（２） 市内に住所または勤務先がある方  
（３） 現に同居または同居しようとする親族（入居時に同時入居できる婚約者を含む）

がある方  
（４） 年間収入が一定基準以下の方 

申込者及び親族（婚約者を含む）で収入のある方全員の総所得金額を対象とし、その

額から一般控除額及び特別控除額を控除した後、平均所得月額を算出します。  

  （（年間総所得－（控除額））÷１２＝平均所得月額  

平均所得月額が、１５８，０００円を超えると申込資格はありません（高齢者、身障者は２１４，

０００円）   

（５） 単身者は、６０歳以上あるいは身体障害者等一定の条件をみたす方  
（６） 国税、地方税を滞納していない方 
（７） 暴力団員でない方 

●住宅の種類 

種類 概要 

常時募集住宅 住宅に空きができた段階で、申込順に住宅を斡旋する住宅です。入居の申込

書の受付は、いつでも出来ます。 

補充募集住宅 年数回行う公募抽選によって、入居者を決定する住宅です。入居の申込書の

受付期間が決まっています。 

高齢者向住宅 高齢者を対象とした住宅です。入居者は、公募抽選によって決定します。 

身体障害者向け住宅 身体障害者を対象とした住宅です。入居者は、公募抽選によって決定します。 

 

イ  多様な世代が交流できる住環境の形成  

高齢化と単身化が進み、コミュニティによる助け合い等が機能しなくなっています。同

じご近所や、同じ住まいの中で、異なる世代・世帯が交流し、様々な助け合いをしながら

良好なコミュニティを築いていくことを通じて、暮らしやすい住環境の創出を図ります。 

(ｱ) ３世代同居型住宅への支援の検討 

祖父母、両親、子供の３世代が同居できる住宅の建替えや改修に対する支援を検討しま

す。 

(ｲ) 防災や福祉等、地域の課題を地域で解決できるような仕組みづくり 

防災や福祉等の地域の課題に対して、市民が主体となって解決できるまちづくりを実現

するために、市民主体の相互支援の仕組みづくりを実施していきます。 

(ｳ) 若年世帯の入居を増やし、多様な世代が交流できるような構造の公営住宅への建

替えや入居制度への改善の検討 

ファミリー世帯が暮らしやすい広い間取りの部屋と夫婦のみが十分暮らせる間取りの

部屋を混ぜた公営住宅を整備し、多様な世代が交流できるようにします。 

(ｴ) 住民同士の交流機会を創出するための公共空間活用の検討 

住民同士の交流機会を創出するために、公園や集会所、ミニ公園や市場、ゴミステーシ

ョンとして利用可能な規模の公共用地、教育・文化施設や体育施設等の公共空間の活用に

ついて検討します。 

 

 




