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第１章 プランの位置づけ 

１． 住宅政策に係る国・県の動向 

国は、少子・高齢化の進展による人口減少社会の到来、住宅ストック＊量の充足など社

会経済情勢の著しい変化から、住宅建設計画法＊に替わる新しい法律として、平成１８年

に「住生活基本法＊」を制定し、住宅の量の確保から、住宅の質の向上へと大きな方向転

換を図っています。同法に基づいた「住生活基本計画＊（全国計画）」では、基本的な方針

として①ストック＊重視の施策展開、②市場重視の施策展開、③効果的・効率的な施策展

開、④豊かな住生活を実現するための他分野との連携による総合的な施策展開、⑤地域の

実情をふまえたきめ細かな施策展開を掲げ、計画を推進しています。

「住生活基本法＊」の基本理念により、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子ども

を育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者に対しての賃貸住宅の供給の促

進を目的とした「住宅確保要配慮者＊に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅

セーフティネット法）＊」が、平成１９年に制定されました。これを受け、神奈川県は、

平成２２年に神奈川県居住支援協議会＊を設立し、神奈川県あんしん賃貸住宅＊の登録の促

進や検索・閲覧システムの整備、団地コミュニティ＊の再生などに取り組んでおり、本市

も協議会の一員として参画しています。 

また、平成１３年に制定された、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住ま

い法）＊」は平成２３年に改正され、住宅・福祉の総合政策として、サービス付き高齢者

向け住宅の整備促進など、高齢者の住まいの対策を進めています。 

◆ 国・県の住宅に関する主な法制度の整備動向 ◆ 

住宅に関する主な動き 

平成 13 年 高齢者住まい法＊の制定 

平成 18 年 
住生活基本法＊の制定 

住生活基本計画＊（全国計画）の閣議決定 

平成 19 年 住宅セーフティネット法＊の制定 

平成 19 年 神奈川県住生活基本計画の策定 

平成 20 年 長期優良住宅普及促進法＊の制定 

平成 21・23 年 高齢者住まい法＊の改正 

平成 23 年 住生活基本計画＊（全国計画）の改定 

平成 23 年 神奈川県高齢者居住安定確保計画の策定 

平成 24 年 神奈川県住生活基本計画（都道府県住生活基本計画）の改定 
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 ２．茅ヶ崎市の住宅に関する取組 

本市では、これまで公営住宅＊や福祉など、分野ごとに住宅に関する取組が行われてき

ました。主な取組は次のとおりです。 

① 公営住宅＊・公的賃貸住宅＊に関連した取組 

○公営住宅＊としては、平成 25 年 3 月に策定した「茅ヶ崎市営住宅ストック＊総

合活用計画」にて、将来の人口減少による中長期的な公営住宅＊需要と低廉な家

賃の住宅を供給できる公的賃貸住宅＊の特性などを勘案し、県や都市再生機構と

の連携に努め、市営住宅の供給を計画的に行っています。また、高齢者、障害者

などの居住に適したバリアフリー＊化された住宅の新規借上げや、浴槽のない市

営住宅にユニットバスを設置するなど、安全安心な住環境を整備し、既存ストッ

ク＊の長期有効活用に取り組んでいます。 

○公的賃貸住宅＊では、市内に都市再生機構の大規模団地があり、公営住宅＊を補

完する役割を担ってきました。浜見平地区においては、団地の建替にともなう良

質な住宅ストック＊の形成とともに、行政窓口や医療・子育てなどの公共公益施

設や防災機能の確保、賑わいのある商業空間を誘導することとし、本市南西部の

生活・防災拠点としての整備を進めています。 

② 福祉に関連した取組 

○「茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」では、地域包括ケア＊を実現す

る取組として、医療との連携、介護サービスの充実強化、予防の推進、生活支援

サービスの提供とともに、安定した居住環境の確保を位置づけています。また、

地域包括支援センター＊を１２の地区に設置予定であり、住み慣れた地域で高齢

者などが安心した生活を続けられるように支援しています。 

○一定の対象要件を満たした高齢者・障害者には、住宅改修費の助成などがありま

す。 

③ 住環境や防災に関連した取組 

○都市づくりの分野としては、敷地面積に対する 低限度を規定する制度の導入や、

建築物の高さ規制区域の拡大、地区計画制度の展開などにより、良好なまちづく

りと建築物の誘導を図るとともに、景観まちづくりに関する施策や、グリーンバ

ンク制度＊、生け垣の保全・築造に関する助成などに取り組んできました。 

○「茅ヶ崎市耐震改修促進計画」に基づき、昭和５６年５月３１日以前に建築され

た、木造住宅における耐震診断・補強工事への助成のほか、「茅ヶ崎たいあっぷ

９０推進協議会」を設立し、行政・事業者・市民と連携で耐震化の促進を図って

います。 

○環境分野としては、住宅用太陽光発電設備設置費の補助など、さまざまな設備補

助や、緑のカーテンの苗を配布しています。 

○一般家庭の雨どいに接続する、雨水貯留タンクの購入・設置費用を助成していま

す。 
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 ３．茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランの目的 

 
本市では、これまで分野ごとに、住宅に関する取組を推進してきました。また、住まい

に係る現状と課題を把握し整理するため、平成２３～２４年度にかけて基礎調査を実施し、

平成２５年６月には茅ヶ崎市住宅政策検討委員会を設置するなかで、住宅政策を推進する

上で必要と思われる留意事項や、基本的な考え方について検討を進め、同年１１月に提案

を受けました。 

本プランは、茅ヶ崎市住宅政策検討委員会からの提案をふまえ、人口・世帯の減少期を

見すえた今後１０年間の、住まいや住まい方についての基本的な方向性と施策を定め、快

適な住環境の形成をめざすものです。 

住宅は個人の財産であることから、持続可能で活気のある都市づくりのためには、市民

や民間事業者の理解と参加のもと、各種の施策を総合的・体系的に展開し、地域に根ざし

た住まいづくりを進めることが不可欠です。 

そのため本プランでは、将来の住まい・住まい方の課題を明らかにし、市民・民間事業

者・行政が連携・協働しながら課題の解決をめざすものとしました。 

市民・民間事業者・行政など、多様な住まいづくりの主体に明確な目標を示すことで、

住まい・住まいづくりへの参加を促すことを期待するものです。 
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■その他の個別計画 

・茅ヶ崎市市営住宅ストック総合活用

計画 

・茅ヶ崎市耐震改修促進計画 

・茅ヶ崎市地域防災計画 

・茅ヶ崎市景観計画  

・茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保健

事業計画 

 ４．茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランの位置づけと役割 

 
住宅に関連する分野は、都市計画や福祉・環境・防災など、広範囲にわたります。本プ

ランは、これまで取り組んできた住宅に関する施策の連携や統廃合を行うことで、より合

理的かつ効果的に住宅政策を進めるための行動計画とします。 

住生活基本法＊に基づく「神奈川県住生活基本計画」をはじめとした３計画で構成され

る「かながわ住宅計画」、「茅ヶ崎市総合計画」及び「ちがさき都市マスタープラン」、「茅

ヶ崎市環境基本計画」などと整合を図り、その他の都市計画分野や福祉分野の個別計画と

も連携するものとします。 

 

◆ 本プランの位置づけ ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 等 

連携

整合

整合
■国の計画 

・住生活基本計画 

■神奈川県の計画 

・かながわ住宅計画（下記の３計画で構成）

・神奈川県住生活基本計画 

・地域住宅計画 神奈川県地域 

・神奈川県県営住宅ストック総合 

活用計画 

・神奈川県高齢者居住安定確保計画 

茅ヶ崎市総合計画 

茅ヶ崎市 

環境基本計画 
ちがさき都市 

マスタープラン 

茅ヶ崎市 

住まいづくり 

アクションプラン 

かながわ都市 

マスタープラン 

茅ヶ崎都市計画 

都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針 





 

 

 



7 

 

 ６．茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランの構成 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3．住まいの課題 

基本的な考え方（第３章２） 

住まい・住まい方に係る将来像実現のための方針と取組（第４章） 

プランの実現に向けて（第５章） 

住まいを取り巻く現状と課題（第２章） 

１．市の現状・２．住宅の現状 

○まとまりのある生活圏があり、“湘南”というイ

メージで対外的に知名度がある。 

○平成 32 年頃をピークに人口が減少し、今後一層

の高齢化が進むものと予測されている。 

○空き家率は増加傾向にあり、住宅全体では１０％

だが、民間賃貸住宅では１８.４％に達する。 

○昭和５５年以前に建築された、耐震性などに不安

のある古い住宅が比較的多く残る。 

○一部で高齢化が進む地域があるが、全体的には持

家戸建が多く、多様な世帯が居住している。 

課題 9 庁内の横断的な連携強化 

課題 8 増加する空き家への対応 

課題 7 福祉分野と連携した 

民間賃貸住宅の活用促進 

課題４ 昭和４０年代の住宅開発地 

などの地域の活性化 

課題３ 住宅戦略の構築 

課題１ 超高齢社会への対応 

課題２ 市民・民間事業者・行政の連携 

 

○円滑な「住み替え」ができる住まいづくり 

○茅ヶ崎の特性を活かした住まいづくり 

○市民が安心して居住継続できる 

住まいづくり 

○「多様な世代」それぞれに視点をあてた 

住まいづくり 

課題解決のための留意点（第３章１） 

～湘南茅ヶ崎らしい様々なライフステージ＊ 
          に応じた住まい方ができるまち～ 

方針 1【安心して住み続けられる住まいづくり】 

～ 住まいと暮らしのセーフティネット＊の構築 ～ 

 

 取組 1 高齢者など住まいの相談窓口と情報提供 

取組 2 地域包括ケア＊、地域コミュニティ＊と専門家が連携した住まいのセーフティネット＊構築 

取組 3 既存ストック＊の耐震化とバリアフリー＊化の促進 

取組 4 住環境の保全と安全対策 

取組 5 特に高齢化が進捗する地区でのモデル的取組 

取組 6 公的賃貸住宅＊の有効活用など 

方針２【まちを活性化する住まいづくり、住んでみたいと思う魅力ある住まい・
住まい方づくり】   ～ 「茅ヶ崎の住まい」制度の構築 ～ 

 
取組 7 「湘南茅ヶ崎の住まい」ブランドづくり（住宅性能、環境性能などの指針） 

取組 8 「湘南茅ヶ崎の住まい」ブランドの普及促進 

取組 9 「（仮称）住まい・まちづくりアドバイザー」制度の充実 

取組 10 住まい政策と庁内連携の強化 

取組 11 ライフステージ＊に応じた住み替え対策の検討 

方針３【民間と連携・協働した住まいづくり】 

～民間連携・協働のしくみづくり～ 

 
取組 12 住宅供給に係る官民連携組織 

取組 13 官民連携による空き家情報収集と提供、利活用促進（地域コミュニティ＊に資する施設）

取組 14 民間賃貸住宅改善、建て替え支援 

取組 15 分譲マンション管理運営支援 

取組 16 「湘南茅ヶ崎の住まいと暮らし」のＰＲ 

取組 17 市場を活用した住み替え対策の検討 

○市民・民間事業者・行政の住まい・まちづくりに取り組むマインドづくりの推進 

○市の体制整備と「（仮称）茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議会」の設立 

課題５ 災害に強い住まいづくり 

○さまざまな災害に強い住まいづくり 
○「（仮称）茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議会」と連携した進行管理 

課題６ 自然環境への配慮と 

地域とつながる住まいづくり 

１．ちがさき都市マスタープランの基本的

考え方を尊重し、住まいという切り口

から「みんなでつくる 住み続けたいま

ち ちがさき」の実現に向けて、取り組

んでいく。 

２．将来の人口減少期を見すえた、これか

らの住まいのあり方を検討し、取り組

んでいく。 

３．地域活力の維持・形成と地域の個性や

魅力を活かした都市づくりを推進し、

持続可能な都市づくりに向けて取り組

んでいく。 



 

 
 




