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 １．委員名簿 

茅ヶ崎市住宅政策検討委員会委員出席者名簿（順不同 敬称略）H25.6 時点 

区分 委員 所属・役職等 

委員長 竹内 陸男 シビックプランニング研究所 代表 

副委員長 加藤 仁美 東海大学工学部建築学科 教授 

委員 藤本 和希 市民 

 
今野 かほる 市民 

 
志慶眞 元吉 一般社団法人神奈川県建築士事務所協会茅ヶ崎寒川支部 

 
加藤 順一 一般社団法人神奈川県建設業協会茅ヶ崎支部 

 
津田 孝之 茅ヶ崎たいあっぷ９０推進協議会 

 
荻野 昌男 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南支部 

 
後藤 光子 茅ヶ崎市介護サービス事業者連絡協議会 

 
福岡 祐子 茅ヶ崎市地域包括支援センター連絡会 

 
松山 孝久 茅ヶ崎市身体障害者福祉協会 

 
戸塚 浩章 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会 事務局長 

 
山口 眞毅夫 茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会 

 
齋藤 千晴 茅ヶ崎市ＰＴＡ連絡協議会（西浜小学校ＰＴＡ会長） 

 
入原 修一 

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会 

事業課 総括担当課長 

 
山本 忠 一般財団法人 日本不動産研究所 顧問 

 
松本 暢子 大妻女子大学社会情報学部 教授 

 
庄司 博之 神奈川県県土整備局住宅計画課 課長 
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 ２．検討の経過 

回 ・開催日 主な検討項目 備考 

第１回 

6/28（金） 

○茅ヶ崎市住宅政策検討委員会の設置主旨 

（スケジュール・進め方・検討内容）について 

○茅ヶ崎市の住宅をめぐる現況と課題について 

○住宅政策の基本的考え方と目標・将来像などについて 

 

第２回 

8/5（月） 

○住宅施策に関する分科会による討議 

・セーフティネット構築分科会（方針案  柱 1,2） 

・市場活用分科会（方針案  柱 2,3）  

○２つの分科会に別れ、各

テーマに沿って議論 

第３回 

9/17（火）  

○第２回の各分科会での議論報告 

○アクションプラン骨子（案）の提示と全体討議 

○提案書について 

○第２回での分科会討議の

結果を踏まえ、住宅施策

を全体で討議  

第４回 

10/15（火） 

○検討結果のまとめについて 

○官民連携や協働のあり方について 

○これまでの議論を踏ま

え、市長への報告書につ

いて討議  

パブリックコメント（H26 年２月３日～３月２日） 

第５回 

H26 年 

3/27（木） 

○パブリックコメントの結果報告 

○住宅アクションプラン(案)の報告  

○パブリックコメントの結

果を受けた 終案の報告

と確認 
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 ３．用語集 

用語 解説 

あ行 

あんしん賃貸支援事

業 

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯などの入居が可能な民間賃貸住宅

を登録し、地方公共団体、社会福祉法人、ＮＰＯなどが居住支援を担い、

あんしん賃貸住宅協力店が入居者と家主をサポートする事業。（平成 22

年度まで国の事業だったが廃止され、平成 23 年度から神奈川県が「神

奈川県あんしん賃貸支援事業」として引き継いで実施している。） 

NPO(エヌピーオー) Non Profit Organization の略。社会に貢献する活動を行う民間非営利

団体。 

か行 

ガイドライン 国や自治体が施策を行う上で基準とする指針、目標、指導方針、指標。

神奈川県あんしん賃

貸住宅 

高齢者、障害者、外国人、子育て世帯だからといった理由で入居を拒む

ことのない民間賃貸住宅として、県に登録されている住宅。神奈川県居

住支援協議会のホームページで、登録住宅の情報を検索・閲覧すること

ができる。 

給与住宅 社宅、公務員住宅などのように、会社、団体、官公庁などが所有又は管

理して、その職員を職務の都合上又は給与の一部として居住させている

住宅（会社又は雇主が借りている一般の住宅に、その従業員が住んでい

る場合を含む）。 

居住支援協議会 「住宅セーフティネット法」に基づき、住宅確保要配慮者が民間賃貸住

宅などに円滑に入居できるよう支援するために、地方公共団体、宅地建

物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者、居住に係る支援を行う

団体などが、必要な措置などについて協議する組織。神奈川県において

は、2010（平成 22）年 11 月に発足した。 

クラスター分析 クラスター（Cluster）は、もともとはブドウの房の意味で、群れ、集

団、集落のこと。共通した特性によって人々や物事をグループ（クラス

ター）に分ける統計的分析手法。 

グリーンバンク制度 引越しや家の建て替えなどで不要となった庭木を市が引き取り、希望す

る市民へ配付する制度。 

ケアマネジャー 「介護保険法」に基づく、介護支援専門員。要介護認定者などのための

介護保険制度において、居宅介護支援事業所及び介護保険施設を要介護

認定者などが使うために、介護サービス計画（ケアプラン）を作成する

専門職。 
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用語 解説 

ケースワーカー 福祉事務所や福祉施設で相談業務に従事する人の総称で、ソーシャルワ

ーカーともいう。専門的な援助を必要としている人に対して、様々な福

祉関係の相談・助言などを行う。ケースワーカーなどの相談援助者の国

家資格として社会福祉士がある。  

公営住宅 公営住宅法に基づき、地方公共団体が、住宅に困窮する低額所得者など

に対して低廉な家賃で賃貸するため、直接建設、借り上げ、買い取りに

より供給する住宅。 

公的賃貸住宅 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構などの公

的機関が供給する賃貸住宅で、公営住宅、改良住宅、公社住宅、ＵＲ賃

貸住宅（旧公団住宅）、特定公共賃貸住宅、また、民間事業者も公的資金

を活用して供給する特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅などが

ある。 

高齢者の居住の安定

確保に関する法律（高

齢者住まい法） 

平成 13 年制定し、平成 23 年 10 月に改正法が施行された。従来、国

土交通省が所管していた高齢者住まい法を、厚生労働省と共同で所管す

る法律に改め、住宅と福祉の両面から高齢者の住まいの対策を総合的に

進めるとともに、高齢者が暮らしやすい賃貸住宅の供給を促進するなど

の取組が強化された。 

コージェネレーショ

ンシステム 

自然の営みから半永久的に得られ、継続して利用できるエネルギーの総

称。太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱、大気中の熱、そ

の他の自然界に存する熱など、一度利用しても比較的短期間に再生が可

能であり、資源が枯渇しない地球環境への負荷が少ないエネルギーとい

われている。 

コミュニティ 居住地、関心又は目的を共にすることで形成されるつながり、組織など。

さ行 

自然増減 人口動態のうち、出生数から死亡数を引いたもの。 

社会増減 人口動態のうち、流入数から流出数を引いたもの。 

住生活基本計画 住生活施策を総合的かつ計画的に推進するため、住生活基本法に基づい

て策定される、住生活の安定の確保及び向上に関する計画。全国計画と

都道府県計画がある。 

住生活基本法 平成 18 年 6 月に公布。国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図ると

ともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として作られた法

律。住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理

念を定め、国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかに

するとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計

画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及

び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを定めて

いる。 



54 

用語 解説 

住宅確保要配慮者 「住宅セーフティネット法」において、住宅の確保に特に配慮を要する

とされる者。低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する

家庭、外国人、ホームレスなど、多様な属性の者が含まれる。 

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） 

平成 19 年７月に公布。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、賃貸

住宅の供給を促進するための法律。平成 19 年９月には、この法律に基

づく基本方針の告示が行われ、住宅確保要配慮者の範囲、公的住宅の整

備・管理に関しての基本的な事項、民間賃貸住宅への入居促進に関する

基本的な事項を定めている。 

住宅建設計画法 国、地方公共団体、民間による建設を含む一体的な住宅建設計画に基づ

いて住宅の建設を強力に推進するため、昭和 41 年 6 月に制定された法

律。平成 18 年の住生活基本法の制定にあわせて廃止された。 

住宅性能表示制度 構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示するための

共通ルール（日本住宅性能表示基準など）により、住宅の性能を客観的

に評価し相互比較をしやすくする制度。 

住宅セーフティネッ

ト 

低額所得者など、市場において自力では適切な住宅の確保が困難な者に

対する公営住宅の提供をはじめ、高齢者や障害者などの市場で入居が敬

遠されがちな世帯など、各世帯が適切な住宅を確保できるようにするた

めの支援網。 

人口動態 二つの時点間の人口の変化のこと。人口の規模を変化させる出生・死亡・

流出・流入と、人口の状態を変化させる結婚・離婚の数で把握する。こ

こでは結婚・離婚については割愛している。 

ストック 貯蔵、蓄積、在庫の意味。住宅の場合には、ある時点における全ての住

宅の数。対になる言葉としては「フロー」があり、これはある一定期間

内に供給される住宅の量のこと。 

生産年齢人口 年齢別人口のうち労働力の中核をなす 15 歳以上 65 歳未満の人口層。

セーフティネット 直訳すると、「安全網」。経済的な危機などに陥っても、 低限の安全を

保障する社会的な制度や対策。 

た行 

太陽熱利用設備 「再生可能エネルギー」のひとつ。太陽の熱を使って温水や温風を作り、

給湯や冷暖房に利用するシステムのこと。 

団塊世代 1947～49 年ごろの第 1 次ベビーブームに生まれた世代。 

団塊世代ジュニア 1971～74 年ごろの第 2 次ベビーブームに生まれた世代。団塊世代の

子供にあたる世代であることからそう呼ばれる。 
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用語 解説 

地域包括ケア 高齢者が住み慣れた地域でできる限り継続して生活を送れるように支え

るために、個々の高齢者の状況やその変化に応じて、介護サービスを中

核に、医療サービスをはじめとする様々な支援を、継続的かつ包括的に

提供するしくみをいう。地域包括ケアシステムの実現に向けて、日常生

活圏域で地域包括ケアを有効に機能させる地域の中核機関として、地域

包括支援センターの制度化が平成 17 年の改正介護保険法に盛り込まれ

た。また平成 23 年の同法の改正においても同様の趣旨の改正が行われ

た。 

地域包括支援センタ

ー 

地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定のために必要な援助を行う

ことを目的として設けられた施設。市町村及び老人介護支援センターの

設置者、一部事務組合、医療法人、社会福祉法人などのうち包括的支援

事業の委託を受けたものが設置することができる。主な業務は、①包括

的支援事業（介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利

擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）、②指定介護予防

支援、③要介護状態などになるおそれのある高齢者の把握などで、保健

師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職が配置されている。 

長期優良住宅普及促

進法 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成 20 年制定)の通称。長期

優良住宅の開発・普及は、優良な住宅ストックを形成するための重要な

政策の一つであると考えられ、長期優良住宅の普及のために制定された

法律。 

特定優良賃貸住宅 中堅所得者向けの良質なファミリータイプの賃貸住宅を建設する民間の

土地所有者に対して建設費の補助を行うとともに、あわせて入居者の家

賃の減額に対する補助を、地方公共団体及び国が行うもので、住宅供給

公社等が一定期間管理する住宅。 

は行 

バリアフリー 高齢者や障害者の行動をさまたげる物理的な障害がないこと。車いすが

通ることができる通路幅を確保したり、段差の解消、手すりの設置、点

字案内板の設置などが該当する。 

ファミリー（層） 明確な定義はないが、一般には未婚の子どもとその親からなる世帯。 

ま行 

民生委員児童委員 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常

に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進

に努めるための役職。「児童委員」を兼ねる。児童委員は、地域の子ども

たちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての

不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援などを行う。 
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用語 解説 

や行 

ＵＲ 大都市や地域社会の中心となる都市における市街地の整備改善や賃貸住

宅の供給支援による都市再生事業と、旧都市基盤整備公団から継承した

賃貸住宅などの管理などを行う国土交通省所管の独立行政法人。 

ら行 

ライフスタイル 仕事への取組や住まい方など、所属する集団の価値観に基づき、主体的

に選択される生活の様式、生き方。 

ライフステージ 人生の一生において節目となる出来事（就職や結婚、育児、退職など）

によって区分される生活環境の段階。 
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