
 
 

プログラム 

短期・・・２年以内、中期・・・６年以内、長期・・・10 年以内 

取組 短期 中期 長期 

取組 1 高齢者など住まいの相談窓口と情報提供 

1．「住まいの相談窓口」の開設 補強    

2．高齢者などへの住まい制度の周知と活用促進 補強    

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 

3．「（仮称）茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議会」の設置 新

規 
   

取組 3 既存ストック ＊の耐震化とバリアフリー＊化の促進 

4．高齢者など住まいのアドバイザー派遣 補強    

5．耐震化とバリアフリー＊化の促進 補強    

取組 4 住環境の保全と安全対策 

6．各種制度による住環境の保全 継続    

7．空き家の適正管理 新規    

8．空き家活用方策の検討 新規    

取組 5 特に高齢化が進捗する地区でのモデル的取組 

9．高齢社会での「住まい」のモデル事業 新規    

10．まちづくりアドバイザー派遣 補強    

取組 6 公的賃貸住宅 ＊の有効活用など 

11．市営住宅の有効活用 継続    

12．ＵＲ＊などの公的賃貸住宅 ＊との連携 継続    

 

 

 

プログラム 

短期・・・２年以内、中期・・・６年以内、長期・・・10 年以内 

取組 
短期 中期 長期 

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） 

13．住宅性能表示制度 ＊などの活用促進 補強    

14．「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」のガイドライン ＊の作成 新規    

取組 8「湘南茅ヶ崎の住まい」ブランドの普及促進 

15．「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」の性能表示のしくみづくり 新規    

取組 9「（仮称）住まい・まちづくりアドバイザー」制度の充実 

18．アパート改善建て替えアドバイザー派遣 新規    

19．マンションアドバイザー派遣 新規    

取組 10 住まい政策と庁内連携の強化 

21．庁内連携のしくみづくり 新規    

取組 11 ライフステージ ＊に応じた住み替え対策の検討 

22．住み替え支援方策の検討 新規    

取組 14 民間賃貸住宅改善、建て替え支援 

26．民間賃貸住宅活性化事業の検討 新規    

28．特定優良賃貸住宅 ＊などの活用方策の検討 新規    

取組 16 「湘南茅ヶ崎の住まいと暮らし」のＰＲ 

30．「湘南茅ヶ崎の住まいと暮らし」の情報発信 新規    

凡例：     検討・準備      試行       実施 

検討・準備・・・ 事業の実施に向けて、しくみや体制・取組方法について検討する段階 
試    行・・・ 事業の本格実施に向けて、しくみや体制の問題点、民間事業者などとの連携のあり方

など 
を探り改善することを目的に、モデル的に実施する段階 

実    施・・・ 事業を本格的に実施する段階 
 

赤囲いについては優先的

に取り組む施策 

資料３－１ 
茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランの施策における今後の取組方針 



茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランの施策における今後の取組方針 

 

I．優先的に取り組む施策（※取組及び番号はアクションプラン策定時のもの） 

１．取組５ 特に高齢化が進捗する地区でのモデル的取組 

【施策内容】 

９ 高齢社会での「住まい」のモデル事業＜Ｈ29 以降＞：高齢者が地域で住み続けることがで

きるための取組を、モデル地域で先行的に実施し、全市域への展開を図る。 

１０ まちづくりアドバイザー派遣＜Ｈ29以降＞：地域の住まいづくりまちづくりを支援する

ためのアドバイザーを派遣する。 

 

【今後の取組方針】 

９ 高齢社会での「住まい」のモデル事業 ：行政主導でモデル地域を設定し、自治会・福祉団

体等をメンバーとして高齢者の安定居住を実現するためのワークショップや検討会議等を

開催し、課題や必要な取組等を検討する。高齢者の安定居住に向けた具体的な取組としては、

地域の見守り、買い物対応、移動手段の確保、コミュニティカフェ・サロン、各種教室、介

護予防、多世代交流等を想定し、地域の実情に合わせて取り組み内容を検討する。また、コ

ミュニティカフェ・サロンや各種教室、多世代交流等の活動拠点が必要な場合は、地域内の

空き家を活用することも検討する。 

※詳細は資料３－２を参照 

１０ まちづくりアドバイザー派遣 ：既存の景観まちづくりアドバイザー制度を活用し、自治

会・ＮＰＯ等の市民活動において住まいのまちづくりに関する専門家の意見を聞きたい場合

に、要請に基づいてアドバイザーを派遣する体制を構築する。なお、既存の景観まちづくり

アドバイザーで不足する場合については、別途検討する。自治会・ＮＰＯ等からの相談は「住

まいの相談窓口」で受け付けることとし、ニーズを把握し制度設計に当たっては参考とする。

派遣制度の周知にあたっては「住まい制度」ガイドブックに記載する。 

２．取組６ 公的賃貸住宅の有効活用 

【施策内容】 

１１ 市営住宅の有効活用＜Ｈ30以降＞：既存の公営住宅のリニューアルや借り上げ型市営住

宅の整備により高齢者などが安心して住める住まいの確保を図る。 

１２ ＵＲなどの公的賃貸住宅との連携＜Ｈ30以降＞：高齢者などが安心して住み続けられる

ように、公的賃貸住宅とも連携し、取組を検討する。 

 

【今後の取組方針】 

１１ 市営住宅の有効活用 ：「茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画」の基本方針・推進すべ

き施策・主な取り組みに基づいて、引き続き市営住宅の有効活用について取組を進める。 

１２ ＵＲなどの公的賃貸住宅との連携 ：借り上げ型市営住宅の整備、ＵＲ賃貸住宅や雇用促

進住宅の連携等を通じて、高齢者が安心して住み続けられる環境を整備する。具体的な連携

方法としてはＵＲ賃貸住宅の借上や雇用促進住宅の茅ヶ崎市への譲渡等が考えられる。 

※詳細は資料３－３を参照 
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３．取組７及び取組８ 「湘南茅ヶ崎の住まい」ブランドづくりと普及促進 

【施策内容】 

１３ 住宅性能表示制度などの活用促進＜Ｈ30以降＞：住宅性能表示制度など、住宅の品質と

性能の向上に関する制度のさらなる活用を促進する。 

１４ 「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」のガイドラインの作成＜Ｈ30以降＞：本市の特性にあった

「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」のガイドラインを作成し、住宅の品質と性能の向上を図る。 

１５ 「湘南茅ヶ崎の住まい」ブランドの普及促進＜Ｈ30以降＞：良質な住宅として、「（仮

称）湘南茅ヶ崎住宅」を性能表示するためのしくみをつくり、「湘南茅ヶ崎の住まい」のブ

ランド化をめざす。 

 

【今後の取組方針】 

１３ 住宅性能表示制度などの活用促進 ：「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」の認定基準に住宅性能

表示を活用することを前提として、住宅の品質と性能の向上に関する制度のさらなる活用を

促進する。住宅性能表示制度自体が市民に認知されておらず、制度の周知等が課題。 

１４ 「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」のガイドラインの作成 ：「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」のガ

イドライン作成に向け、指針を策定する。指針の策定にあたっては、茅ヶ崎らしいブランド

コンセプトを明確にする。例：子育て等 

１５  「湘南茅ヶ崎の住まい」ブランドの普及促進 ：指針に基づき、認定基準を設定し、「湘

南茅ヶ崎の住まい」のブランド化をめざす。 

※詳細は資料３－４を参照 

 

II．その他施策について 

１．取組１ 高齢者など住まいの相談窓口と情報提供 

【施策内容】 

１ 「住まいの相談窓口」の開設＜Ｈ28～＞：民間と行政が連携・協働し、高齢者や障害者が

気軽に相談できる「住まいの相談窓口」を開設する。 

２ 高齢者などへの住まい制度の周知と活用促進＜Ｈ28～＞：市の担当課やその他の関連機関

で取り組んでいる、高齢者などへの住まいに関する制度をわかりやすく紹介するとともに、

活用の促進を図る。 

 

【今後の取組方針】 

１ 「住まいの相談窓口」の開設：Ｈ28 年度に試行的に実施している「住まいの相談窓口」

の本格運営を行う。相談内容・対応の情報を蓄積し、仕組みや対応方法の課題を整理し、市

民にとってより有効な対応ができるような窓口の運営を行う。相談窓口の周知や相談者数の

増加が課題。 

２ 高齢者などへの住まい制度の周知と活用促進 ：Ｈ28 年度に作成した「住まい制度」ガイ

ドブックを年度毎に更新し、関係機関による周知を進め、高齢者などによる活用の促進を図

る。 
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２．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 

【施策内容】 

３ 「（仮称）茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議会」の設置＜Ｈ26～＞：高齢者などの住まいに

関する課題を把握し、適切な支援のあり方を検討し、市民や民間事業者と行政が協働して取

り組むため、「（仮称）茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議会」（セーフティネット部会）を設

置する。 

 

【今後の取組方針】 

３ 「（仮称）茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議会」の設置：Ｈ28 年度に設置した「茅ヶ崎市

住まいづくり推進委員会」を引き続き設置・運営し、高齢者などの住まいに関する支援のあ

り方の検討を進める。 

セーフティネット部会に関する議論については、住まいづくり推進委員会で併せて実施する

ことを前提とするが、居住支援協議会の設立についても国レベルで必要性が議論となってい

ることからセーフティネット部会の設置と併せて検討する。 

３．取組３ 既存ストックの耐震化とバリアフリー化の促進 

【施策内容】 

４ 高齢者など住まいのアドバイザー派遣＜Ｈ29 以降＞：高齢者や障害者の住まいに関する悩

みにきめ細かく対応するため、福祉部門と建築部門とが連携しながら、高齢者など住まいの

アドバイザーを派遣する。 

５ 耐震化とバリアフリー化の促進＜Ｈ29以降＞：耐震化とバリアフリー化が連携した住宅改

善を促進する。 

 

【今後の取組方針】 

４ 高齢者など住まいのアドバイザー派遣 ：ニーズの把握については、住まいの相談窓口を活

用する。（公社）かながわ住まいまちづくり協会の「バリアリフォーム相談事業」等の既存

の事業と連携して、バリアフリー化や耐震化に関する専門家の高齢者宅への派遣を行い、高

齢者などにアドバイスや情報提供を行う。 

５ 耐震化とバリアフリー化の促進：Ｈ28 年度に作成した「住まい制度」ガイドブックを年

度毎に更新し、高齢者などに対して耐震化やバリアフリー化に関する補助金の周知を進め、

活用の促進を図る。特に、耐震化については補助金の予算枠が少ないことが課題。 

４．取組４ 住環境の保全と安全対策 

【施策内容】 

６ 各種制度による住環境の保全＜Ｈ26～＞：建築協定や地区計画制度、景観条例など、各種

制度をさらに活用することで、良好なまちづくりと建築物の誘導を図り、住環境の保全に努

める。 

７ 空き家の適正管理＜Ｈ28～＞：空き家の発生による地域の防災・防犯上の安全性の低下を

防止するため、空き家の適正管理に努める。 

８ 空き家活用方策の検討＜Ｈ28～＞：空き家を地域の資源と考え、空き家を活用した地域の

福祉や活力の向上を支援する施策を検討する。 
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【今後の取組方針】 

６ 各種制度による住環境の保全 ：引き続き、建築協定や地区計画制度、景観条例など、各種

制度の活用を進め、住環境の保全に努める。 

７ 空き家の適正管理 ：空家等対策の推進に関する特別措置法の適正な運用、茅ヶ崎市空家等

対策計画（Ｈ28年度末策定）に基づき、空き家の発生予防や適正管理を進める。 

８ 空き家活用方策の検討：Ｈ28 年度に試行的に実施している「空き家活用等マッチング制

度」の本格運営を行う。相談内容・対応の情報を蓄積し、仕組みや対応方法の課題を整理し、

市民にとってより有効な対応ができるような制度の見直しを行う。空き家活用等マッチング

制度の周知や登録数の増加が課題。 

５．取組９ 「（仮称）住まい・まちづくりアドバイザー」制度の充実 

【施策内容】 

１６ 高齢者など住まいのアドバイザー派遣：（再掲） 

１７ まちづくりアドバイザー派遣＜Ｈ29以降＞：（再掲） 

１８ アパート改善建て替えアドバイザー派遣＜Ｈ29以降＞：福祉・子育て部門と連携して行

う、主に中低層の賃貸アパートの改善や建て替えを促進するためのアドバイザーを派遣す

る。 

１９ マンションアドバイザー派遣＜Ｈ29以降＞：分譲マンションの管理運営や大規模修繕、

建て替えなどを支援するためのマンションアドバイザーを派遣する。 

 

【今後の取組方針】 

１６ 高齢者など住まいのアドバイザー派遣：（再掲） 

１７ まちづくりアドバイザー派遣：（再掲） 

１８ アパート改善建て替えアドバイザー派遣 ：民間不動産事業者、ハウスメーカー等との連

携により、旧耐震基準等の老朽化したアパートのオーナーを対象としたアパート改善建て替

えアドバイザーを派遣する体制を構築する。「住まいの相談窓口」でアパート改善・建替え

のニーズを把握し、不動産業や建築士の業界団体等に繋ぐことを想定している。 

１９ マンションアドバイザー派遣 ：「住まいの相談窓口」でニーズについて把握する。（一

社）神奈川県マンション管理士会等との連携により、分譲マンションの管理組合を対象とし

て、管理運営や大規模修繕、建て替え等に関するセミナーを開催するとともに、マンション

管理士をマンションアドバイザーとして派遣する体制を構築する。既に市民相談ではマンシ

ョン管理士による相談が行われているため、その発展系としてアドバイザーの派遣を行う想

定である。アドバイザー派遣費用等の設定が課題として想定される。 

６．取組１０ 住まい政策と庁内連携の強化 

【施策内容】 

２０ 高齢者などへの住まい制度の周知と活用促進＜Ｈ28～＞：（再掲） 

２１ 庁内連携のしくみづくり＜Ｈ28～＞：住宅政策の効果的・効率的な事業を推進するため、

庁内の横断的な連携の強化を図るとともに、住まいに係る専任部署の設置などを検討する。 

 

【今後の取組方針】 

２０ 高齢者などへの住まい制度の周知と活用促進：（再掲） 

２１ 庁内連携のしくみづくり ：住宅政策の効果的・効率的な事業の推進及び庁内の横断的な

連携の強化を図るため、Ｈ28年度に設置した「茅ヶ崎市住宅政策庁内調整会議」を引き続き

開催する。住宅政策の専任部署は平成２８年４月より都市部都市政策課住宅政策担当として

いる。 
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７．取組１１ ライフステージに応じた住み替え対策の検討 

【施策内容】 

２２ 住み替え支援方策の検討＜Ｈ29以降＞：ライフステージの変化や世帯人員の増減などに

応じて柔軟に住み替えができるよう、民間市場を通じた住み替えが円滑に行われるしくみづ

くりを検討する。 

 

【今後の取組方針】 

２２ 住み替え支援方策の検討：（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）の「マイホーム借

上げ制度」の活用を前提に、茅ヶ崎市内の民間不動産業者による協力・連携を通じて住み替

えを促進する。茅ヶ崎市は「マイホーム借上げ制度」を活用してマイホームを貸したい市民、

中古住宅を借りたい市民からの相談を受け付け、JTI協賛事業者に繋ぐ役割を果たす。相談

窓口は既存の「住まいの相談窓口」を活用する。現状では茅ヶ崎市内には JTI協賛会員の不

動産事業者がいないため、どのように JTI協賛会員を増やしていくのかが課題であり、相談

実績を積み上げ、「マイホーム借上げ制度」への登録希望物件を増やしていくことで協賛会

員の増加を図る。 

８．取組１２ 住宅供給に係る官民連携組織 

【施策内容】 

２３ 「（仮称）茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議会」の設置＜Ｈ26～＞：市民の住まいに関す

る課題を把握し、適切な支援のあり方を検討し、市民や民間事業者と行政が協働して取り組

むため、「（仮称）茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議会」（市場活用部会）を設置する。 

 

【今後の取組方針】 

２３ 「（仮称）茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議会」の設置：Ｈ28 年度に設置した「茅ヶ崎

市住まいづくり推進委員会」を引き続き設置・運営し、市民の住まいに関する支援のあり方

の検討を進める。市民活用部会に関する議論については、住まいづくり推進委員会で議論す

ることとする。 

９．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 

【施策内容】 

２４ 空き家の適正管理＜Ｈ28～＞：（再掲） 

２５ 空き家活用方策の検討＜Ｈ28～＞：（再掲） 

 

【今後の取組方針】 

２４ 空き家の適正管理 ：（再掲） 

２５ 空き家活用方策の検討：（再掲） 
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１０．取組１４ 民間賃貸住宅改善、建て替え支援 

【施策内容】 

２６ 民間賃貸住宅活性化事業の検討＜Ｈ29以降＞：福祉部門や子育て部門と連携して、民間

の賃貸住宅を活性化するための方策を検討する。 

２７ アパート改善建て替えアドバイザー派遣＜Ｈ29以降＞：（再掲）。 

２８ 特定優良賃貸住宅などの活用方策の検討＜Ｈ30以降＞：供給計画の管理期間が終了した

特定優良賃貸住宅などを、子育て世帯向けや高齢者向けなどの優良な住宅ストックとして協

力を得るなど活用方策を検討する。 

 

【今後の取組方針】 

２６ 民間賃貸住宅活性化事業の検討 ：住宅困窮者層や子育て世帯などが借り易い賃貸住宅の

供給を促進するため、民間不動産事業者やアパートの個人オーナーを対象としたセミナーの

開催やアドバイザーの派遣等の方策を検討する。その他、国で整備を予定している「新たな

住宅セーフティネット制度」を活用して、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度に「住

宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅」としての登録を進める。登録は神奈川県に対し

て行うことが想定されるため、神奈川県とも連携して登録物件の増加に努める。 

２７ アパート改善建て替えアドバイザー派遣：（再掲）。 

２８ 特定優良賃貸住宅などの活用方策の検討 ：特定優良賃貸住宅や借り上げ型市営住宅の借

り上げ期間終了後の活用方策について検討する。具体的には、借上げ期間終了前に借上げ期

間終了後の物件の処理方法（賃貸経営の継続や物件の売却等）について、事前に情報提供す

るとともに、相談できるマンションアドバイザーや不動産事業者等を派遣する制度を構築す

る。相談制度については「住まい制度」ガイドブック等を活用して、周知を行う。 

１１．取組１５ 分譲マンション管理運営支援 

【施策内容】 

２９ マンションアドバイザー派遣＜Ｈ29以降＞：（再掲） 

 

【今後の取組方針】 

２９ マンションアドバイザー派遣：（再掲） 

１２．取組１６ 「湘南茅ヶ崎の住まいと暮らし」のＰＲ 

【施策内容】 

３０ 「湘南茅ヶ崎の住まいと暮らし」の情報発信＜Ｈ30 以降＞：「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」

の普及促進に加え、ライフステージに応じた湘南茅ヶ崎の住まい・住まい方に関する情報を、

分かりやすく紹介した冊子やホームページなどを作成し、市内外に発信する。 

 

【今後の取組方針】 

３０ 「湘南茅ヶ崎の住まいと暮らし」の情報発信 ：「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」のブランド

コンセプトをＰＲするとともに、湘南茅ヶ崎の住まい・住まい方の情報を収集・発信する。 
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１３．取組１７ 市場を活用した住み替え対策の検討 

【施策内容】 

３１ 住み替え支援方策の検討＜Ｈ29以降＞：（再掲） 

 

【今後の取組方針】 

３１ 住み替え支援方策の検討：（再掲） 
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2017.02.10 JMAR 

高齢社会における「住まい」のモデル事業検討（案） 
 
１．事業の目的 
・高齢者が地域で安心して住み続けられるようにすることを目的として、地域の現状、抱えている問題・課題
等を把握し、解決のための取組を地域主体で検討した上で、取組を試行的に実施し、成果及び実現・普
及に向けた方向性や仕組み、課題等を整理する。 

 

２．対象地区の検討 
・茅ヶ崎市には 12地区の自治会連合会単位ごとに、12 か所の地域包括支援センターが設置されている。
地域包括支援センターは、高齢者の医療・介護・介護予防・生活支援・住まいなどの相談窓口であること
を踏まえると、地域包括支援センターが対象とする自治会連合会の単位をモデル地域の範囲とすることが
適当と考えられる。 
・なお、特に高齢化率が高い地域は湘南地区・湘北地区・小出地区であり、これら地区でのモデル事業実
施が考えられる。 

茅ヶ崎市の地区別にみた人口及び高齢化率 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第６期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成 27年度～平成 29年度） 

 

  

資料３－２ 
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３．事業全体の進め方 
(1)進め方 
①地区の課題把握、取組テーマの設定 
・対象地区の地域包括支援センター、自治会等へヒアリング調査を実施し、高齢者が地域で住みつづけて
いく上で想定される問題点や課題（短期、中・長期）について把握する。 
・なお、本事業で扱うテーマは、地域主体で考えていくようなものとし、高齢者の住まいの確保等に関する内
容は問題点・課題としてのみ整理するが、課題解決等における議論の対象から除外する。 
・上記で把握した問題点や課題をもとに、高齢者が地域で安心して暮らすために最優先で取り組むべき課
題、テーマをいくつか設定する（地域の見守り、買い物対応、移動手段の確保、コミュニティカフェ・サロン、
各種教室、介護予防、多世代交流等）。 

②ワークショップの企画、実施 
【目的】 
・高齢化社会に向けた地域のイメージ共有、地域で活動する主体間の関係づくり、問題点や課題の改善に
向けた具体的な取組の動機づけ等を目的として実施する。 
【内容】 
①高齢化社会に向けて予想される変化、どのような課題が出てくるか等について、各個人の生活レベル、地
区のコミュニティレベルごとに話し合う。 

②特に最優先で取り組むべき課題は何かを明らかにして、どのような対応が考えられるかアイデアを話し合う。 
③特に実現性や効果が見込めるアイデアについて、さらに具体的な取組方法を考える。 
④③の取組に関して、自分が担う役割、地域で担う役割等について話し合う。 
※実施回数は３～４回程度を想定。 

ワークショップ実施イメージ案 
回数 内容 

第１回 
取り組むべき地域の課
題を明らかにしよう！ 

○高齢化社会における地域の課題について知る・学ぶ 
・高齢者が安心して地域で住むための課題について 等 
○グループワーク「高齢化社会における地域の課題を明らかにする」 
・高齢者にとっての不安や問題点を話し合い、地域の課題を抽出する。 

第２回 
課題解決の方法を考え
よう！ 

○課題解決のアイデアを考える 
・グループワーク「具体的な課題解決のアイデアを出し合い、取組テーマ、具体
的な内容、実施体制等について話し合う。 
・投票：グループから出されたいくつかの提案について、参加者の意向を把握す
る（候補の絞り込み）。 

第３回 
社会実験の企画を練ろ
う！ 

○課題解決のアイデアを具体化する 
・取組の目的・方法、運営体制等、具体的な部分を考える。 
・第４回の社会実験に向けた準備（広報も含めて）、役割分担を考える。 

第４回 
社会実験してみよう！ 

○地区で社会実験をやってみる 
・１日だけの社会実験を行う。 
○ふりかえり 
・関係者、コアメンバー等でふりかえり（良かった点、改善点等の共有） 
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(2)参加者 
・参加者：住民（高齢者・子育て世代・中学生等）、自治会、福祉系の団体職員、児童・民生委員、

市民活動団体 等（※メンバーは設定テーマによって変更あり） 
・主催者：茅ヶ崎市 
・オブザーバー：地域包括支援センター、社会福祉協議会、かながわ住まいまちづくり協会 等 

(3)空き家利活用の考え方 
・ワークショップを通じて出てきた地区の課題や問題点に関して、空き家の利活用が効果的と判断されるもの
については、空き家利活用も含めた検討を行うことが考えられる。 
・高齢者が住み続けられる地域を考えていく上で、テーマを大きく３つ（①安心・安全、②楽しみ・生きがい
づくり、③健康づくり）想定した場合、空き家利活用としては下図の赤色破線エリアが考えられる（活動を
行う上で拠点が必要となるもの）。 
・上記(1)で記載の通り、高齢者の住まいの確保等に空き家を活用する取組は対象外とする。 

空き家利活用が想定される活動テーマ等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

安心・安全 楽しみ・生きがいづくり 健康づくり 

○コミュニティ形成（休憩所
等） 

○困りごと相談（専門家等
が対応） 

 
 
 
○地域の見守り 
○防犯活動 
○防災活動 
○移動手段の確保 等 

○各種教室（パソコン、料
理、習字、手芸等） 

○コミュニティサロン・カフェ、食
堂の運営 

○学童クラブの運営（高齢
者が参画） 

 
○散歩、ハイキング 
○スポーツ活動 

○体操等の健康に関わる教
室、勉強会 

○健康相談（医療関係者
が対応） 

 
 
 
○散歩、ハイキング 
○スポーツ活動 
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５．高齢者の暮らしを支える参考事例 
(1)中学生による熟年者の見守り活動（東京都江戸川区） 
・東京都江戸川区では、ジュニア訪問員と呼ばれる中学生ボランティアが近所の熟年者世帯宅を訪問し、
話し相手を務めることで、世代間の交流を図り、地域の熟年者の見守りの一助とする取組を行っている。
（江戸川区では、高齢者のことを高齢者や老人とは言わず、「熟年者」という言い方をしている。） 
・区としては、交流を通じて地域のつながりが強まることで、熟年者にとっても住みやすい街づくりを目指してお
り、子どもたちが中学を卒業してジュニア訪問員でなくなっても熟年者と地域で気軽に会話ができるような関
係を築いてほしいと考えている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)高齢者の買い物支援（東京都港区） 
・近所に日用品のお店が少ない、重いものを運ぶことができないなど、買い物に困っている高齢者に対する買
い物支援を行っている。 
・公共施設を活用して、出張販売や物産展を行うことで、高齢者の外出の機会を増やし、コミュニケーション
を図りながら、高齢者の日常の困りごとなどに関する相談ができる場にもなっている。 
・出張販売では、地元商店と連携し、週 1回水曜日に日用品や食品（野菜及び乾物）の販売を行うとと
もに、予約注文品を受け渡すサービスや、購入品を一緒に自宅まで運ぶ同行支援も行っている。 
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(3)特定非営利活動法人移動支援 Rera（宮城県石巻市） 
・高齢者や障害者等の移動困難な住民に対して、送迎活動等のサポート事業を行うことにより、生活する
上で必要不可欠な移動手段を確保し、移動困難な住民の健全な生活の維持に寄与することを目的とし
て、通院や買い物等の送迎支援を行っている。 
・支援対象者は、①障がいや高齢などの理由でバス等の公共交通の利用が難しい、②交通が不便な場所
に住んでいて利用できる公共交通がない、③家族や知人が送迎することができず経済的に難しい、のいず
れの要件も満たすことが条件となっており、利用にあたっては、送迎は週２回まで、２km につき 100円の
費用負担がある。送迎時の介助や声かけ、会話等により、高齢者や障害者の見守りや心のケアにも寄与
している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)特定非営利活動法人 いこいの家 夢みん（神奈川県横浜市戸塚区） 
・高齢化が進む高層団地において、地域住民のため親密な仲間づくり・居場所としてのサロンを開設。月曜
から土曜まで歌や楽器演奏、パソコン、体操、ランチ、囲碁、パステル画、カルチャーサロンなど、14種類の
介護予防プログラムを実施している。 
・その他、救急法、食中毒予防などの各種講習会、車椅子の貸し出し、福祉情報、文化情報などの収集・
発信、地域住民の作品展示や、自主サークルへ場所の提供などを行っている。 
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(5)の～んびり茶の間（山形県山形市） 
・子どもから高齢者までいろんな人が集い、くつろぐ、みんなの「の～んびり茶の間」は、誰かに会える場所、自
分でいられる場所、そして、感動を伝え合う場所として運営されている。人とかかわる中で育つ心を大切に、
心と身体の健康づくりや「品格ある老い」をめざして、月～金曜日オープン。地域の一般の方も参加して健
康講話・体操も行っている。 
・月に 1～2度しか使用していない家屋を居場所として無料で提供してもらっている。エアコンは山形新聞の
「愛の事業」でいただく。食器などは地域の人から提供、お昼寝布団・こたつ等も地域の方から提供を受け
ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)常設型地域の茶の間「うちの実家」（新潟県新潟市） 
・誰かに会いたい、誰かと話したい、誰かと一緒にお茶のみしたい、行くところがほしいという人々の願いに応え
た毎日型の地域の茶の間。子どもからお年寄り、障がいの有無にかかわらず、誰でもいつ来てもいつ帰っても
OK。16畳程度の和室でおしゃべり、縫い物、囲碁、昼寝など思い思いの時間を過ごす。 
・食事も提供しており、昼食時にはみんながおかずをまわしたり、箸が行き渡っているかを確認したりと一段と
活気が出てくる。「いただきます」の号令をすることなく自分のペースで食べはじめ、おしゃべりも続く。みんなが
主役の居場所となっている。 
・平屋建ての木造家屋。施設に入所した高齢者の家族が活動を理解し、貸してくれた。 
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(7)ハナさんハウス（神奈川県川崎市） 
・集まる人は高齢者と近所の方々や友人達が中心。月曜日がパソコン塾、火曜日が会食会とお休み処、
水曜日には絵手紙なども実施。毎週火曜日は特に多くの人が集まる。その他、小学生を含め庭でバーベ
キューや餅つきなどのイベントも行う。ボランティアスタッフが賑やかに楽しそうに食事の準備や高齢者の補助
をしている。 
・地域包括支援センターにも声をかけ、月に数回職員が「ハナさんハウス」で一緒に食事をすることもあり、スタ
ッフはもちろん、それぞれの高齢者が直接話しやすい状況をつくった。 
・住宅地にある古い木造 2階建を活用（叔母より譲り受けた）。地域の人の手が多く入り、お金をあまりか
けずに改修された。 
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アクションプランの施策検討に関する資料（市営住宅の有効活用） 

(１) 市営住宅の現状 

平成 28年 11月時点の茅ヶ崎市における市営住宅は、市が直接建設した市営住宅が 331戸

（67.6％）、借上型市営住宅が 159戸（32.4％）で、計 490戸を管理している。なお、コン

フォール茅ヶ崎浜見平団地は都市再生機構が建て替え整備したものを茅ヶ崎市が借り上げ

ている。 

表I-１ 市営住宅の概況（市直接建設市営住宅） 

宅名 階 層 間取り 
申込区分 

（注１） 
総戸数 EV 駐車場 浴槽 

建設 

年度 

香川住宅 

（1から4号棟） 

2階建 

（テラス

ハウス） 

3DK 募集なし 24  なし なし なし 昭和41 

香川住宅 

（5から7号棟） 

5階建 3DK A、B、E 94  なし なし なし 昭和52 

高田住宅（1から15号

棟） 

2階建 

（テラス

ハウス） 

3DK 募集なし 78  なし なし なし 昭和43 

高田住宅（16号棟） 5階建 3DK A、B、E 20  なし なし なし 昭和44 

高田住宅（17号棟） 5階建 2DK A、C、D、E、

F 

20  なし なし なし 昭和44 

菱沼住宅（1号棟） 5階建 3DK A、B、E 20  なし なし なし 昭和45 

菱沼住宅（2号棟） 5階建 2DK A、C、D、E、

F 

20  なし なし なし 昭和45 

今宿住宅（1から2号

棟） 

5階建 3DK A、B、E 40  なし なし なし 平成 1 

松林住宅 

「シルバーハウジン

グ」（注２） 

4階建 1DK C 9  あり なし あり 平成10 

松林住宅 

「シルバーハウジン

グ」（注２） 

4階建 2DK E 6  あり なし あり 平成10 

計 331      

表I-２ 市営住宅の概況（借上型市営住宅） 

宅名 階 層 間取り 申込区分 総戸数 EV 駐車場 浴槽 
建設 

年度 

つつじハイム香川 5階建 1LDK C、D 5  あり あり あり 平成14 

つつじハイム香川 5階建 2LDK E 5  あり あり あり 平成14 

つつじハイム香川 5階建 3LDK B 10  あり あり あり 平成14 

つつじハイム菱沼 5階建 1DK C、D 5  あり あり あり 平成16 

つつじハイム菱沼 5階建 2DK E 5  あり あり あり 平成16 

つつじハイム菱沼 5階建 3LDK B 10  あり あり あり 平成16 

つつじハイム松林 3階建 1DK C、D 3  あり あり あり 平成18 

つつじハイム松林 3階建 2DK E 3  あり あり あり 平成18 

つつじハイム松林 3階建 2DK A 3  あり あり あり 平成18 

つつじハイム松林 3階建 3DK B 3  あり あり あり 平成18 
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宅名 階 層 間取り 申込区分 総戸数 EV 駐車場 浴槽 
建設 

年度 

つつじハイム萩園 3階建 1LDK C、D 3  あり あり あり 平成21 

つつじハイム萩園 3階建 2LDK E 3  あり あり あり 平成21 

つつじハイム萩園 3階建 2LDK A 3  あり あり あり 平成21 

つつじハイム萩園 3階建 3LDK B 3  あり あり あり 平成21 

つつじハイム萩園第2 3階建 1DK C、D 6  あり あり あり 平成21 

つつじハイム萩園第2 3階建 2DK E 3  あり あり あり 平成21 

つつじハイム萩園第2 3階建 2LDK A 3  あり あり あり 平成21 

つつじハイム萩園第2 3階建 3LDK B 3  あり あり あり 平成21 

つつじハイム香川第2 3階建 1DK C、D 6  あり あり あり 平成22 

つつじハイム香川第2 3階建 2DK E 4  あり あり あり 平成22 

つつじハイム香川第2 3階建 2DK A 5  あり あり あり 平成22 

つつじハイム香川第2 3階建 3DK B 5  あり あり あり 平成22 

コンフォール 

茅ヶ崎浜見平 

8階建 1DK C、D 7  あり あり あり 平成22 

コンフォール 

茅ヶ崎浜見平 

8階建 2DK E 3  あり あり あり 平成22 

コンフォール 

茅ヶ崎浜見平 

8階建 2DK A 4  あり あり あり 平成22 

コンフォール 

茅ヶ崎浜見平 

8階建 3DK B 6  あり あり あり 平成22 

つつじハイム西久保 3階建 1DK C、D 6  あり あり あり 平成24 

つつじハイム西久保 3階建 2DK E 4  あり あり あり 平成24 

つつじハイム西久保 3階建 2DK A 5  あり あり あり 平成24 

つつじハイム西久保 3階建 3DK B 5  あり あり あり 平成24 

コンフォール 

茅ヶ崎浜見平第2 

8階建 1DK C、D 7  あり あり あり 平成27 

コンフォール 

茅ヶ崎浜見平第2 

8階建 2DK E 3  あり あり あり 平成27 

コンフォール 

茅ヶ崎浜見平第2 

8階建 2DK A 4  あり あり あり 平成27 

コンフォール 

茅ヶ崎浜見平第2 

8階建 3DK B 6  あり あり あり 平成 

計 159     

（注１）申込区分は以下の通り。 

Ａ：「一般世帯の資格」に該当し、家族構成が 2 人の世帯 

Ｂ：「一般世帯の資格」に該当し、家族構成が 3 人以上の世帯 

Ｃ：「高齢者（単身）の資格」に該当する方 

Ｄ：「身体障害（単身）の資格」に該当する方 

Ｅ：「高齢者（2 人世帯）の資格」に該当する世帯 

Ｆ：「単身者の資格」に該当する方 

（注２）シルバーハウジングとは高齢者世帯が地域社会の中で自立して、安全かつ快適な生活を営

むことができるよう、またその在宅生活を支援するための福祉サービスが適切に受けられる

よう配慮された住宅のこと。日常生活において自立して生活できる高齢者のための住宅であ

り、いわゆるケアつき住宅ではない。また、生活援助員は介護のためのヘルパーではない。 

出典：茅ヶ崎市ＨＰ（http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/sumai/1006856.html） 
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(２) 応募倍率・入居状況等 

市営住宅への応募世帯数は、新築の借上げが行われた年度が 200世帯前後、その他の年度

が 100 世帯強となっており、近年の平均応募世帯数は約 180世帯。 

募集戸数が少なかった年度（H17 年度、H19年度、H20年度、H23年度）の応募倍率は、高

倍率になるが、平均すると応募倍率は約 10倍である。 

平成 24年５月１日時点の市営住宅の入居者数は 863人で高齢化率は 34.1％。 

図I-１ 市営住宅の応募状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画（平成 25 年３月策定）」 

(３) 市営住宅の目標整備戸数の推計 

茅ヶ崎市では「茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画（平成 25年３月策定）」において、

人口ピーク時（平成 32年度末）の公営住宅の顕在需要を 1,193戸と推計している。その上

で、顕在需要に必要空き家率（３％）を加え、既存の市営住宅戸数（450 戸）、県営住宅戸

数（393 戸）、都市再生機構（UR）住宅で対応できる戸数（302 戸＝市営住宅と同等の家賃

の戸数）を差し引いた戸数を新規市営住宅供給目標戸数（84 戸）としている。 

 

【平成 32年度までの新規市営住宅供給目標戸数の算出方法】 

1,193 戸（H32年度末の潜在需要）×1.03（必要空き家率）－450 戸（既存市営住宅）－393

戸（県営住宅戸数）－302戸（UR 住宅で対応）＝84 戸（新規市営住宅供給目標戸数） 
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上記を踏まえ、既存市営住宅戸数（450 戸）と新規市営住宅供給目標数（84 戸）を合わせ

て、平成 32年度における市営住宅供給目標戸数を 534戸としている。なお、平成 28年 11

月現在で、既に 490戸が整備されている。 

 

【平成 32年度の市営住宅目標戸数の算出方法】 

450 戸（既存市営住宅）＋84戸（新規市営住宅供給目標戸数）＝534戸（市営住宅） 

(４) 茅ヶ崎市営住宅ストック総合活用計画の基本方針・推進すべき施策・主な取り組み 

少子高齢化と世帯分離の進行、経済雇用情勢の変化などによって、高齢者や子育て世帯の

効率、多世代の交流の場の不足によるコミュニティの活力低下が懸念されている。 

上記を踏まえ、平成 25年度から平成 32年度までの８年間は、多世代が集い支えあう地域

社会の形成等の新たな視点に加え、県・都市再生機構等の連携による施策の展開により、住

宅に困窮する低所得者の住生活の安定確保の向上を図るとし、「茅ヶ崎市営住宅ストック総

合活用計画」では、以下の基本方針・推進すべき施策・主な取り組みが整理されている。 

 

基本方針－１ ストックの長期有効活用と将来の人口と世帯動向を踏まえた供給 

 

 

推進すべき施策 主な取り組み 

①需要の変化に対し

て柔軟に対応でき

る借上型市営住宅

による住宅供給 

・新規市営住宅の供給は借上型、供給目標戸数を 84戸 

・既存の空き家による借上住宅についての検討 

②市営住宅の長寿命

化、的確な整備・保

全 

・屋上防水、外壁塗装等、耐用年数に応じた的確な維持保全 

・建替えにあたっては、耐震性、省エネルギー性能、バリアフリー

対応の確保等良質な住宅の整備 

・建替手法としてのＰＦＩ導入等の検討 

③安全・安心な住環境

の整備 

・バリアフリー化住宅の整備を推進 

・香川住宅及び今宿住宅へのユニットバス設置等による居住水準の

向上 
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基本方針－２ 住宅セーフティネット機能の強化 

 

 

推進すべき施策 主な取り組み 

①多様化する住宅困

窮者への的確な支

援 

・住宅困窮者の状況に応じた入居時の優遇方法の検討 

・福祉施策と連携したシルバーハウジングにおける見守り活動の促

進 

・福祉施策における孤立死・孤独死にかかる地域見守り活動との連

携拡充 

②多世代が集う地域

社会の形成に配慮

した良好な環境整

備 

・新規整備の住宅間取は、原則１ＤＫ：２ＤＫ：３ＤＫを１：１：

１の割合で整備 

・新規に整備する住宅の高齢者枠を概ね 50％に設定 

・新規に整備する住宅について、居住者間、又は地域との交流の場

としての共有スペースの確保 

③県、都市再生機構と

の連携強化 

・建替えを行うことなく適切な修繕等によりストック活用する鶴が

台団地については、今後も公営住宅を保管する役割を担っていく

ように都市再生機構へ働きかけを行う 

・現在建替えを実施している浜見平団地については、家賃上昇等に

係る既存入居者（特に低額所得者）へ配慮するよう都市再生機構

に働きかけを行う 

・県営住宅については、市営住宅と同様に住宅困窮者の居住の安定

を図る上で重要であり、既存の管理戸数が必要であることから、

本市に存在する県営住宅の管理戸数の維持について県へ働きか

けを行う 

・本市、県及び都市再生機構等で構成する神奈川県居住支援協議会

の会議等の場を通じ、住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため

の情報を共有する 

・本市、県及び都市再生機構等で構成する地域住宅協議会の活動を

通じてストックの有効活用と、公営住宅を保管する重層的な住宅

セーフティネットとしての公共住宅に関する情報交流を行う 

 

基本方針－３ 公平性・透明性のさらなる確保 

 

 

推進すべき施策 主な取り組み 

①真に困窮する世帯

への的確な対応 

・世帯人数と住戸規模の整合性がとれた住宅への住み替えの促進 

・収入超過者等、入居後に入居要件を満たさなくなった場合の、都

市再生機構住宅等への斡旋 

②入居実態の変化へ

の的確な対応 

・入居承継承認基準の適正な運用 

・収入超過者の家賃を近傍同種家賃へ段階的な引き上げ 

・家賃滞納者への的確な対応 
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アクションプランの施策検討に関する資料（「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」ブランド） 

１．事例 

(１) ―１ 北海道 北方型住宅 

出典：北海道建設部建築指導課『北方型住宅技術解説書』 

「長寿命」「安心・健康」「環境との共生」「地域らしさ」の４つの基本となる性能を大き

な柱として、10 の目標像を定め、それらを実現する北方型住宅基準を設定。 

【経緯】 

北海道では冬期の積雪や厳しい寒さなどの気候条件に適応するため、住宅の防寒・断熱性

能の向上を目指した研究開発が進められてきた。昭和 63年には、産学官が一体となって、

豊かな住まい・住まいづくりの実現を目指し、「北方型住宅」の開発・普及を進めてきた。 

「北方型住宅」の普及推進により、北海道の住宅は耐久性や省エネルギー性といった住宅

水準の向上や、道民の性能水準の理解や景観への配慮など住まいに対する意識の向上などが

図られた。 

一方で、少子高齢化への対応や環境負荷の低減など住宅に対する新たな社会ニーズへの対

応が求められ、また良質な資産としての住宅ストックの形成や高断熱・高気密をはじめとし

たさらなる技術力の向上と普及が必要との認識から、産学官で構成する「北方型住宅会議」

での議論を経て、平成 15 年 度に新たな展開の方向性を取りまとめられ、目的として次の二

つが掲げられた。 

○新築住宅について、北海道の住宅の目標像である北方型住宅を再構築し、北海道にふさわ

しい住まいづくりの推進と建築技術の向上を図る。 

○既存住宅について、性能向上のための改善の推進に取組み、住宅ストック全体の質の向上

を図る。 

その上で、北海道の住宅の新たな目標像として以下のような住まいを目指すことが掲げら

れた。 

◎あったか 長持ち ともに育む 北の住まい－次世代に継承される良質な資産となる住宅－ 

上記を踏まえ、北海道で求められる住まいづくりの基本について、長寿命＝「高い耐久性」

「高い耐用性」「維持管理の容易さ」、安心・健康＝「高齢社会への対応」「健康で快適な

室内空間」、環境との共生＝「省エネルギー」「環境負荷の低減」「敷地内の雪処理」「美

しいまちなみの形成」、地域らしさ＝「地域資源の活用」について、必須基準と奨励基準に

分けて基準を定めて、北方型住宅の登録を行っている。 

平成 21年度には北方型住宅会議が開催され、平成 22年６月以降の登録保管申請分より適

用する基準を改正した。 
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また、北方型住宅よりも更に省エネ性能を高めた「北方型住宅ＥＣＯ」の登録も行ってい

る。 

【北方型住宅基準】 

北方型住宅基準は以下の通り。 

表１ 北方型住宅の基準 

方針 基本となる性能 性能基準 

長寿命 １.高い耐久性 【必須】 

・構造部材の耐久性確保（含水率 20％以下及び壁体の乾燥の

ための措置＝木造住宅のみ） 

・積雪に対する屋根の耐久性向上（木造、補強コンクリートブロ

ック造り） 

【推奨項目】 

・構造躯体が極めて稀に発生する地震力の 1.25 倍の力に対す

る構造強度の確保 

・外装の耐久性向上 

２.高い耐用性 【奨励】 

・間取りの変更等が容易に行える 

３.維持管理の容易さ 【必須】 

・新築時の住宅の仕様や性能に関する記録の作成・保管 

・維持保全計画の作成・保管 

・給排水管等の維持管理が容易に行える 

安心・健

康 

４.高齢社会への対応 【必須】 

・高齢者等が安心して生活ができる（転倒防止、車いす対応） 

【奨励】 

・積雪期に屋外を安全に移動できる（積雪・凍結防止、転倒防

止） 

５.健康で快適な室内空

間 

【必須】 

・ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がない 

・必要な換気量と適切な換気経路が確保できる喚起システム 

・セントラルヒーティングの暖房方式 

【奨励】 

・夏季の防暑対策（日射の遮断、通風の確保） 

環境との

共生 

６.省エネルギー 【必須】 

・暖房エネルギーの低減性能の確保（熱損失の軽減、隙間の

軽減） 

【奨励】 

・気密性能の確認 

７.環境負荷の低減 【奨励】 

・環境負荷の低減（エネルギー消費量の少ない建築設備等） 

８.敷地内の雪処理 【奨励】 

・敷地内の雪処理のための労力やエネルギーが少なくなる配

慮（屋根形状、排雪空間の確保等） 

９.美しいまちなみの形成 【必須】 

・住宅の外壁を道路境界線から１ｍ以上後退させる 

【奨励】 

・美しいまちなみの形成への配慮（色調、素材感、植栽等） 

地域らし

さ 

10.地域の資源の活用 【必須】 

・地域の気候・風土を活かした住宅の計画・設計 

【奨励】 

・地域の資源の積極的な活用 
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【北方型住宅ＥＣＯ】 

前頁の北方型住宅の基準に加え、以下の基準を満たすものを、北方型住宅ＥＣＯとして登

録している。 

表２ 北方型住宅ＥＣＯの基準 

方針 基本となる性能  

環境との共生 ７.環境負荷の低減 【必須】 

・住宅における環境負荷を低減するよう、次の性能を確保する 

○熱損失係数Ｑ＝1.3W/㎡・k 以下とすること 

○相当隙間面積Ｃ＝1.0cm2/㎡以下とすること 

○機密性能試験の実施（相当隙間面積の確認） 

○暖房エネルギー消費量を把握すること 

 

【サポートシステム】 

北海道が作成した新築住宅の情報（図面、写真、関係書類等）を保存・蓄積するシステム

を構築している。 

「設計どおりに建てられているのか」「どんな材料が使われているのか」等、家づくりの

不安を解消するため、設計された内容をしっかり Web上でチェックすることのできる「北方

型住宅サポートシステム」を導入している。さらに、断熱・気密の専門知識を持つ資格者が

設計及び施工に携わり、安心の家づくりを実現している。 

サポートシステムには以下のメリットがある。 

○いつでも、ご自分の家の情報について詳細がわかる。 

○10 年間の長期にわたり、デジタルデータによる住宅履歴を保管（10年後、登録住宅の

所有者からの申請により更新することができる）。 

○建設後の住まいの日常的な点検や、修繕・改修に役立つ。 

○登録・保管された図面や工事写真などから、壁を壊さなくても中の仕様が分かるなど、

リフォームの設計にあたり、的確な見積もりや工期の設定に役立つ。 

○住宅の売買等の時には中古住宅の適正な価値評価が期待できる。 

○住宅融資の金利の優遇を受けることができる。 

○長期優良住宅の住宅情報記録を保存する義務付けにも対応し、税制優遇にも繋がる。 

○北方型住宅を登録・保管することにより、国で進める「住宅履歴情報の蓄積・活用の指

針」に基づき共通 IＤが自動的付与され、将来にわたり、住宅所有者等が変更となって

も住宅を特定することができる。 

○住宅の点検時期をお知らせするメール配信機能を活用し、適切なメンテナンスができる。 

○建築主は、北海道が推奨する北方型住宅技術基準を満たした住宅に安心して住めること、

また、事業者は一定基準を満たした住宅を施工できる技術力を有していることが証明で

きる。 
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図１ サポートシステムの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定技術者による設計・施工】 

北方型住宅では BIS（ビス）と BIS-E（ビス・イー）という受託の断熱気密の専門家が設

計・施工を行う。 

図２ 認定制度の内容 
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（１）―２ 北海道 新しい北方型住宅『きた住まいる』 

出典：北海道建設部住宅局建築指導課ＨＰ

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksd/kitasmile.htm） 

及びきた住まいるリーフレット（http://www.kita-smile.jp/about.html） 

平成 26 年８月 25日から新しい北方型住宅『きた住まいる』として、北海道が定めたルール

を守り、「安心で良質な家づくり」ができる住宅事業者（きた住まいメンバー）を登録・公

開する制度の運用を開始。 

【制度の概要】 

これまでの北方型住宅は、基準を満たす建物の記録を登録する制度であったが、「きた住

まいる」の３つのルールを守って「安心で良質な家づくり」を行う北海道内の住宅事業者（設

計・建設）を「きた住まいるメンバー」として北海道が登録するもの。その上で、良質な家

をつくる事業者を一般に公表することで、新築・リフォーム時の「安心な家づくり」をサポ

ートしている。 

「きた住まいるメンバー」が建てた家は、きた住まいるサポートシステム（従来の北方型

住宅のシステムと同様だが、システム自体は別に運用）より、設計や施工など家づくりに関

する住宅履歴情報を保管（有料）し、保管された情報はいつでも閲覧することができ、将来

のリフォームや住み替えをする際に活用することができる。 

また、住宅ラベリングシートにより、住宅性能が「見える化」され、我が家の基本性能や

特徴を確認することができる。 

表３ 新しい北方型住宅『きた住まいる』の３つのルール 

３つのルール  

①省エネ・耐久・耐震

といった基本性能

の確保 

【省エネ性能】 

・断熱等性能等級４以上、一次エネルギー消費量等級４以上 

【耐久性能】 

・耐久性能劣化対策等級３以上 

【耐震性能】 

・新築住宅：平成 12年基準以上、既存住宅：昭和 56年基準以上 

②BIS や BIS-Eなどの

専門技術者による

設計・施工 

・BIS：建築物の温熱環境要件に関して専門知識を有し、正しい設

計、制度の高い施工方法等を指導できる技術者 

・BIS-E：住宅等の適切な断熱・気密施工技能を有し、これを指導

できる技術者 

③設計や施工など家

づくりに関する記

録の保管 

・設計や施工などのいえづくりに関する住宅履歴情報を保管 
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(２) 湘南ブランド 

出典：有限会社 さくらがおかＨＰ（http://fuuf.jp/index.php） 

湘南住 Select（http://www.shonanlife.jp/index.html） 

民間不動産会社が中心となって、「湘南ブランド」の住宅に関して、「湘南住 Select」と

いうサイトを通じて、湘南で家を建てる人のための工務店探しとオーダーメイドの建築事例

（リノベーション含む）の情報提供を行っている。 

【湘南ブランドの定義】 

湘南ブランドを以下の通り定義している。 

○自然素材の扱い方を知っている 

○家が格好いい、湘南らしい 

○注文住宅をメインとしている 

○街並みを破壊しない、街並みに映えることを意識している。風景になる家。 

○既に住まわれている方から“満足”の感想を聞いている 

 

【主な取組内容】 

(有)さくらがおかは自社の企業活動として以下を行っている。 

○湘南ブランドな中古売却物件の募集・仲介 

○湘南ブランドの家を建てるのにふさわしい土地探し 

○湘南ブランドの家を建てる地元の工務店の紹介 

 

また、(有)さくらがおかが運営する、「湘南住 Select」では、湘南で家を建てる人のため

の工務店探しとオーダーメイドの建築事例を紹介している。 

図３ 「湘南住 Select」で紹介している茅ヶ崎市の建築事例 
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(３) 「子育てにやさしい住まいと環境」認定制度 

出典：ミキハウス子育て総合研究所ＨＰ（http://sumai.happy-note.com/） 

ミキハウス子育て総合研究所では、「住まい」そのものと「周辺環境」について、子ども

たちや子育て家族が、快適かつ安心・安全な暮らしを送れるように「子育てにやさしい住ま

いと環境」の認定事業を行っている。 

【事業の概要】 

ミキハウス子育て総合研究所では、新築分譲マンション・賃貸マンション、分譲戸建て住

宅、注文住宅、中古・リフォームマンションなどの「住まい」そのものと「周辺環境」につ

いて、子どもたちや子育て家族が、快適かつ安心・安全な暮らしを送れるように、住宅・マ

ーケティングの専門家と先輩ママの生の声をもとに、「子育てにやさしい住まいと環境」と

して体系化し評価基準を定めている。 

たとえばマンションの評価基準には、“子育てする上で安心・安全”、“ママにとってス

トレスをためない空間”など、広さや間取りに関わる住居部分と、共用部・管理体制、周辺

環境・立地などの 100の項目があり、いずれも、子どもを中心とした子育て家族・世帯が快

適に暮らしていくための視点より作成されている。 

また、評価基準に基づき、専門の認定士が分譲・賃貸マンション、戸建て、注文住宅、中

古リフォーム物件等の「住まい」そのものや「周辺環境」などについて認定評価作業を行い、

合格基準を満たした物件を「子育てにやさしい住まいと環境」として認定し、その証として

認定証ならびに認定マークを付与している。 

図４ 「子育てにやさしい住まいと環境」の評価基準項目 
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２．「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」ブランドづくりと普及促進 

(１) 茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランにおける位置づけ 

茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランにおいては、優良な住宅の供給とブランドづくり

にあたり、ブランド住宅供給による地域性の向上とブランド確立に向けた施策として、以下

の２点を挙げている。 

表４ 「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」のブランドづくりと普及促進に向けた施策 

施策名 施策内容 具体的な取組 

14.【「（仮称）湘

南茅ヶ崎住宅」

のガイドライン

の作成】 

○本市の特性にあった「（仮称）

湘南茅ヶ崎住宅」のガイドライ

ンを作成し、住宅の品質と性能

の向上を図る。 

・「湘南茅ヶ崎ブランドの住まい」のモ

デルづくり、モデルを実現するための

指針（住宅性能、環境性能の指針）づ

くり、同指針に子育て世帯向けの住ま

いの指針を盛込む。 

・指針は、集合住宅と戸建て住宅の２種

類を検討する。 

15.【「湘南茅ヶ崎

の住まい」ブラ

ンドの普及促

進】 

○良質な住宅として、「（仮称）

湘南茅ヶ崎住宅」の性能表示す

るためのしくみをつくり、「湘

南茅ヶ崎の住まい」ブランド化

をめざす。 

・市の制度（条例等）を活用して、「湘

南茅ヶ崎ブランドの住まい指針」の実

効性を図るためのシステムづくり 
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(２) 今後の取組方針 

ガイドライン（モデルづくり・指針づくり）の作成にあたっては、「湘南茅ヶ崎ブランド」

の明確なブランドコンセプトを定める必要がある。その上で、コンセプトに即した具体的な

住宅性能、環境性能等を検討する。 

【ブランドコンセプトの検討】 

「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」のブランドコンセプトの検討にあたっては、以下の視点等を

考慮し、茅ヶ崎市にとって重視すべきコンセプトを検討する。 

表５ 「（仮称）湘南茅ヶ崎住宅」のブランドコンセプトとその指針イメージ 

コンセプト 指針・認定基準 等 

○長期に渡って住み続けられ

る 

・戸建て住宅・集合住宅共通：長期優良住宅の認定（耐震性、

省エネルギー性、維持管理・更新の容易性、劣化対策、住戸

面積、居住環境、維持保全管理、バリアフリー性、可変性、

住宅履歴情報の整備） 

○環境に優しい ・戸建て住宅：低炭素建築物の認定（熱損失防止基準、一次エ

ネルギー消費量） 

・集合住宅：建築物温暖化対策計画書制度(CASBEE かながわ) 

○茅ヶ崎らしい住まい ・茅ヶ崎の街並みにあった、風景になる家（具体的な基準は要

検討） 等 

○自然環境への配慮（緑豊かな

まちづくり） 

・生け垣の造成  

・緑地比率●％以上等の基準を設定 等 

○子育てがし易い ・戸建て住宅・集合住宅共通：子育てをする上で安心・安全、

子どもの健康に良い空間づくり、親子がふれあいながら過ご

す空間作り、子どもの成長に応じて暮らしを変化させられる 

等 

・戸建て住宅：延床面積●㎡以上、周辺環境（徒歩●分以内に

公園・小学校がある）、子どもの安全確保（安全な階段、浴

室の外鍵） 

・集合住宅：延床面積●㎡以上、周辺環境（徒歩●分以内に公

園・小学校がある）、子どもの安全確保（安全な階段、浴室

の外鍵）、キッズルームや集合スペースを設置している、オ

ートロック機能のある共有玄関の設置 等 

 

（２）―１ブランド認定を受けることによるメリットの整理等 

  ガイドライン（モデルづくり・指針づくり）の作成にあたっては、「湘南茅ヶ崎ブラン

ド」を取得するメリットを明確にする必要がある。 

メリット 説明 

○ブランド認定取得で付加価

値アップ 

・行政の客観的な評価を受けることで、他物件との差別化を図

ることができる。 

○認定マークの使用で広報効

果・信頼度アップ 

・販売の際に作成するチラシ、インターネット広告等にブラン

ドマーク等の使用をすることができる。 

○ブランド認定物件の情報を

市も発信 

・ブランド認定住宅は市ホームページに掲載し、住宅の購入を

検討している市民への情報提供を行います。 
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