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令和３年度の取り組みについて 

（１）茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランの取組状況について  

１）平成２６年度より住まいづくりアクションプラン（以下「アクションプラン」という。）を推

進しており、令和２年度で７年間が経過しておりますが、令和２年度までの取り組み状況

は、次のページの一覧表のとおり。 

２）新型コロナウィルスの感染症の拡大等により、生活困窮者の増加や、居住地の郊外化などの

状況も見られるなど、住宅政策をめぐる状況も変化しており、令和２年度については、セー

フティネットの構築や、空き家対策について、重点的に取り組みを進めた。 

３）令和３年度は、引き続きセーフティネットの構築のために、住宅セーフティネット法第５１

条による「居住支援協議会」の設立準備を行っている。 

資料２ 

令和３年度第１回 

茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会 



茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランの取り組み状況

住宅政策の目標
（方針）

【取り組み】 内　容 令和２年度までの取組状況

「住まいの相談窓口」の開設 住まいの相談窓口を開設(H28～)

高齢者などへの住まい制度の周知と活用促
進

住まい制度ガイドブックを発行(H28～)

【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

「(仮称) 茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議
会」の設置

茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会を設置し(H28
～)、主に住宅確保要配慮者の居住支援につい
て協議を実施

高齢者など住まいのアドバイザー派遣
アドバイザー派遣に関する仕組みを検討(H30
～)

耐震化とバリアフリー化の促進
木造住宅の耐震に係る補助金及び、高齢者及び
障がい者の住宅リフォームに係る補助金を設置
済み

各種制度による住環境の保全
説明会や出前講座、チラシ等により、空き家の
適正管理の普及啓発を実施

空き家の適正管理
茅ヶ崎市空家等対策計画を策定し、空き家等対
策推進協議会で特定空家の判定を実施(H28～)

空き家活用方策の検討
空き家活用マッチング制度を開始し、シンポジ
ウム等による普及啓発を実施(H28～)

高齢社会での「住まい」のモデル事業
アンケート及び地区別ヒアリングで調査を行
い、ワークショップ及びセミナー等を開催(H29
～)

まちづくりアドバイザー派遣
アドバイザー派遣に関する仕組みを検討(H30
～)

市営住宅の有効活用

借上型市営住宅を供給
西久保地区に20戸(H25)、浜見平地区[UR浜見平
団地]に64戸(H27・R元)、小和田地区に50戸
(R2)

URなどの公的賃貸住宅との連携 同上

住宅性能表示制度などの活用促進
長期優良住宅・低炭素建築物の認定制度及び住
宅性能表示制度について、周知を実施

「(仮称) 湘南茅ヶ崎住宅」のガイドライ
ンの作成

他自治体等の事例を収集し検討

【８】
「湘南茅ヶ崎の住まい」ブラン
ドの普及促進

「(仮称) 湘南茅ヶ崎住宅」の性能表示の
しくみづくり

他自治体等の事例を収集し検討

高齢者など住まいのアドバイザー派遣
アドバイザー派遣に関する仕組みを検討(H30
～)

まちづくりアドバイザー派遣
アドバイザー派遣に関する仕組みを検討(H30
～)

アパート改善建て替えアドバイザー派遣
アドバイザー派遣に関する仕組みを検討(H30
～)

マンションアドバイザー派遣
(一社)神奈川県マンション管理士会と、住まい
の相談窓口に係る協定を締結

高齢者などへの住まいの制度の周知と活用
促進

取り組み【１】を参照

庁内連携のしくみづくり
住まいの相談窓口等の開設に伴い、関係課及び
関係団体との連携を実施

【１１】
ライフステージに応じた住み替
え対策の検討

住み替え支援方策の検討
(一社)移住・住みかえ支援機構（JTI）との連
携を実施

安心して住み続けられる
住まいづくり

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

【５】
特に高齢化が進捗する地区での
モデル的取組

【６】
公的賃貸住宅の有効活用など

【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）

【１】
高齢者など住まいの相談窓口と
情報提供

【３】
既存ストックの耐震化とバリア
フリー化の促進

【４】
住環境の保全と安全対策

【１０】
住まい政策と庁内連携の強化

【９】
「(仮称) 住まい・まちづくりア
ドバイザー」制度の充実
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住宅政策の目標
（方針）

【取り組み】 内　容 令和２年度までの取組状況

【１２】
住宅供給に係る官民連携組織

「(仮称) 茅ヶ崎市住まいづくり連絡協議
会」の設置

茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会を設置し(H28
～)、主に住宅確保要配慮者の居住支援につい
て協議を実施

空き家の適正管理 取り組み【４】を参照

空き家活用方策の検討 取り組み【４】を参照

民間賃貸住宅活性化事業の検討 ＜取り組みなし＞

アパート改善建て替えアドバイザー派遣
アドバイザー派遣に関する仕組みを検討(H30
～)

特定優良賃貸住宅などの活用方策の検討 ＜取り組みなし＞

【１５】
分譲マンション管理運営支援

マンションアドバイザー派遣
(一社)神奈川県マンション管理士会と、住まい
の相談窓口に係る協定を締結

【１６】
「湘南茅ヶ崎の住まいと暮ら
し」のＰＲ

「湘南茅ヶ崎の住まいと暮らし」の情報発
信

企画経営課にて「茅ヶ崎ライフスタイル」を開
設（R元～)

【１７】
市場を活用した住み替え対策の
検討

住み替え支援方策の検討
(一社)移住・住みかえ支援機構（JTI）との連
携を実施
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【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）

【１４】
民間賃貸住宅改善、建て替え支
援

民間と連携・協働した住
まいづくり
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（２）居住支援協議会の設立について

１）居住支援協議会の設立イメージ

ア）位置づけ 

 居住支援協議会とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、

地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携（住宅セーフティネット法第 51条第 1項）し、

住宅情報の提供等の支援を実施するもの。 

イ）設立の目的 

 居住支援を行う部局や団体（居住支援協力不動産店・都市政策課等）と生活支援を行う部局や

団体（福祉部局・居住支援法人等）が居住支援協議会にて一堂に会し、それぞれの困難なケース

等について協議することにより、ケースの解決方法や各活動内容を把握することで、住宅確保要

配慮者の支援を拡充する。 

ウ）期待できる効果 

■現状

令和３年４月１日より「茅ヶ崎市居住支援協力不動産店登録制度」を開始した。都市政策課

の住まいの相談窓口にて居住支援の相談を受けた際は、相談者の同意を得たうえで、居住支援

相談シートを記入し、協力不動産店に送付することで、相談者の希望に近い物件の有無の確

認、物件が見つかった場合は相談者に意向をうかがい、希望の協力不動産店へお繋ぎすること

をしている。 

  居住支援とは、住宅を供給すれば終わりではなく、入居前後を通じて、住宅確保要配慮者の

生活を組み立てていくことが重要だが、現在は本制度で住まいを見つけた後の生活に対する支

援までつなげることができていない。 

■居住支援協議会立ち上げ後

セーフティネット制度の住宅確保要配慮者は、さまざまな福祉制度の対象者とオーバーラッ

プしている。居住支援協議会を設立することで、住宅確保要配慮者に関わるあらゆる部局及び

団体が同じ方向を向いて入居後の生活支援等について協議することができ、早期解決が可能と

なる。 

 また、居住支援協議会を通して、住宅と福祉の政策を紐づけ、住宅部局と福祉部局が連携し

て取り組むことにより、住宅確保要配慮者への住宅供給と地域福祉の推進を併せて政策展開す

ることも可能となり、転居後の生活に対する支援まで繋げることができる。 

エ）設立及び設立後のイメージ 

設 立 日：令和４年３月（予定） 

事 務 局：都市政策課 

会 員：福祉政策課職員、生活支援課職員、障がい福祉課職員、高齢福祉介護課職員、 
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子育て支援課職員、こども育成相談課職員、建築課職員、保健予防課職員、 

茅ヶ崎市居住支援協力不動産店、居住支援法人、社会福祉法人（茅ヶ崎市社会福祉

協議会、翔の会等）等 

位置づけ：附属機関及び懇談会に属さない協議会として開催 

 開催頻度：年度内に４回程度を予定 

 事業内容：困難な相談について解決方法の検討、会員の事業内容の情報共有、会員への居住支

援相談に関する手引き作成、居住支援に係る先進事例の収集及び講演会等の開催 等 

 

相談と協議会の関係イメージ図 

 

  

オ）他市の状況 

  令和３年９月 30日現在、全国 109協議会（全都道府県、64市区町）が設立されており、県内

では神奈川県、川崎市、横浜市、鎌倉市、藤沢市、相模原市及び座間市にて設立されている。 

 

カ）今後の予定 

 令和４年３月の茅ヶ崎市居住支援協議会設立に向けて、住宅政策庁内調整会議や茅ヶ崎市住

まいづくり推進委員会を開催し、説明及び意見聴取を行う。また、併せて令和３年 11月及び令

和４年１月頃に居住支援協議会設立準備会を開催し、意見交換や勉強会を開催することで、設

立までに会員同士の認識の共有を図っていく。 

 

２）茅ヶ崎市版居住支援モデルの実績（居住支援協議会立ち上げ準備段階） 

 

ア）相談件数 

  令和３年 11月５日現在、34件の相談があり、12件が入居決定、３件が紹介物件なし、12件

が相談者都合により相談終了となっている。 

  

イ）相談者内訳 

 

居住支援相談（通年対応）

協議会開催（年４回開催予定） ● ● ● ●

※困難な相談事例は次回の協議会で検討。

（早急な対応が求められる場合は担当者のみで集まりケース

会議を開催することも想定）

6%

14%

23%

6%11%

20%

20%

年齢比

20代以下 30代 40代 50代 60代 70代 80代

n＝34

34%

66%

男女比

男 女

n＝34
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ウ）相談内容及び結果の概要 

・高齢者（単身）からの相談は 14件あり、全体の 41％を占めている。そのうち６件は協力不動

産店より情報提供のあった物件に入居が決定した。相談内容は、現在の住まいの立ち退きや

契約更新不可が 35％を占めており、その他は親族との近居、親族との同居の解消などの相談

があった。 

・高齢者（世帯）は、高齢者のみの世帯及び所得が少ない子と同居している高齢者が該当して

いるが、相談３件のすべての入居が決定した。 

・高齢者は世帯構成に限らず入居決定率が高いが、その要因として、エリアの希望範囲が広い

こと、部屋数を多くは必要としないことが考えられる。 

・母子家庭からの相談は７件あり、全体の 20％を占めている。物件が見つからなかった相談が

属性別のなかで最も多く、保証会社の保証が受けられないこと、学区の縛り及び世帯員数に

応じた収入に見合った部屋が見つからないことが要因だった。 

41%

9%6%

20%

3%

12%

9%

属性比

高齢者（単身） 高齢者（世帯） 精神障がい者

母子家庭 子育て世帯 生活困窮者（生活保護以外）

その他

n＝34

6

3
1 1 1

2

1

3

2

3

2 2

属性別相談結果

〇 × △

n＝27 
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エ）今後の検討事項 

・高齢者自身や周りの家族はひとり暮らしができると考え、本制度を活用して転居先を見つけ

るが、転居後にケアマネージャーなどと相談し、施設に転居する事例があり、制度活用時に

地域包括支援センターや高齢福祉介護課と連携の必要性について検討が必要。 

・母子家庭からの相談が多くなってきているが、特に小学生は学区の縛りがあり、学区内で希

望に合う物件を探すことが困難である。セーフティネット住宅の空き住戸の拡充等、本制度

活用以外の選択肢について調査及び検討をする。 

 

３）国土交通省居住支援協議会伴走支援プロジェクトの採択        

 

ア）プロジェクトの概要 

  居住支援協議会の設置に意欲はあるが関係者の合意が得られていない、関係者の合意は得ら

れているがどうやって設立すればよいか分からないといった市区町村又は居住支援法人を募集

し、国土交通省職員・有識者の派遣、相談・アドバイスなど、居住支援協議会設立等に向けた

ハンズオン支援を実施するもの。 

 

イ）採択されたプロジェクトの内容 

 

・設立部門（①行政主導型）として、都市政策課にて応募した。 

・支援内容は、プロジェクトチームの打合せを経て、以下の内容となった。 

支援内容 備考 

ヒアリング先との調整・同行 座間市、（社福）碧、（社福）翔の会 

本プロジェクト採択の他市との意見交換 10月５日（オンライン開催） 

設立までの意見交換会等へのアドバイス・参加 10月 21日 意見交換会 

11月 16日 設立準備会 

２月（日付未定）勉強会 

３月（日付未定）設立総会 
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（３）マンション管理適正化法の改正について                    

 

１）マンション管理適正化法の改正の概要                   

ア）国による基本方針の策定 

■令和３年９月に策定。 

 ・管理組合がマンションを適正に管理するとともに、行政がマンションの管理状況等を踏まえ

て、管理適正化の推進のための施策を講じることが必要であることを記載。 

 

イ）地方公共団体によるマンション管理適正化の推進 

■地方公共団体による以下の措置を講じる。 

 ・マンション管理適正化推進計画制度（任意） 

  基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項等を定める計画を作

成。 

 ・管理計画認定制度 

  マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は適切な管理計画を有するマンショ

ンを認定。 

 ・管理適正化のための指導・助言等 

  管理適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して指導・助言等を行う。 

 

２）現状の課題とマンション管理適正化法の改正による効果           

ア）現状の課題 

 今後、築 40年を超えるマンションの急増が見込まれているが、管理不全マンションの対応に

は、多大な時間的・金銭的コストを要するおそれがある。 

 

イ）法改正による効果 

 地方公共団体の権限を強化し、以下のことを可能とする。 

 ・管理不全マンションに対する助言や指導 

  管理組合の運営及び管理規則、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等について

助言や指導が可能。 

 ・マンション管理適正化推進計画の作成 

  計画を作成することで、地域のマンションの立地状況や政策の方向性にあわせて、助言や指

導、管理計画の認定が可能。 

 ・個々のマンションの管理計画の認定 

  認定されることで、市場における評価、管理水準の維持向上や、地域価値の向上、空き住戸

の減少が期待される。 

 

３）茅ヶ崎市の方針                             

  茅ヶ崎市住まいづくりアクションプランの計画期間が令和５年度に満了することに伴い、令

和６年度の改訂に向け、令和４年度より各種基礎調査、有識者ヒアリング等の実施、他市の先

進的な事例収集及び調査結果の分析・検討を行う。基礎調査の１つとして、市内マンション管
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理組合等へのアンケート調査を実施し、本市でのマンション管理適正化推進計画の策定など、

マンション管理適正化法の改正に基づく施策について調査・分析を行い、住まいづくりアクシ

ョンプランの改訂素案に反映する。 


