
現計画の重点的な取組

取組 ➊安心して子どもを生み育てることができる住まい・環境づくり

取組内容

①子育て支援住宅などの整備推進
②子育て世帯に配慮した優先入居の推進
③公営住宅団地などにおける子育て環境の充実

① 道営住宅において、子育て世帯に対する良質な住宅供給に併せて、市町村と連携し、子育てを
支援するサービスの提供を行う「子育て支援住宅」の整備を推進しています。
また、市町村営住宅においても、市町村自らが実施する子育て支援の取組みや、既存の子育て

支援関連施策等との連携により、子育て環境の充実を促進しています。

団地集会所

団地集会所

② 住宅に困窮する子育て世帯が子育てに適した住宅を確保しやすくするため、道および市町村の
公営住宅等の募集における抽選倍率の引き上げや、子育て世帯向けの特定目的公営住宅の指
定による優先入居など、地域事情に応じた住宅供給上の配慮を促進します。

③ 既存の公営住宅団地における集会所や広場、また地域の交流施設などを活用し、地域のニー
ズに応じた子育て支援の取組みや子育て世帯の交流促進を図ります。
また、地域の関連施設（保育所、児童館など）や地域で展開されているサービスなどを活用して

子育て環境の充実を図るとともに、地域コミュニティによる子どもの見守りなどを促進し、安心して
子育てできる住環境づくりを進めます。

成果
・ 団地内で子育て支援サービスを提供すること
により、団地入居者や周辺地域住民との交流が
促進されるなど子育てしやすい環境づくりに寄与
しています。

・ 子育て世帯向けの優先入居による当選確率
の引き上げや、子育て支援住宅の供給を行うこ
とにより、子育て世帯向け住宅の安定供給に寄
与しています。

(1)子育て世帯などに配慮した公営住宅などの供給促進
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取組

取組内容

① 子育て世帯などの民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する北海道あんしん賃貸支援事業を
活用するほか、国が進める新たな「住宅セーフティネット制度」の活用検討など民間賃貸住宅を活
用した子育て世帯などへの入居支援を進めています。

成果

・ 全道各地において、事業者を対象とした説明会やインターネットによる周知など、「新たな住宅
セーフティネット制度」の普及啓発に取り組むことにより、子育て世帯などを拒まない賃貸住宅の
登録促進を行い、 入居支援の拡充を図り、安心して子どもを生み育てることができる住環境に
寄与しています。

➊安心して子どもを生み育てることができる住まい・環境づくり

①民間賃貸住宅を活用した子育て世帯などへの入居支援

(２)民間賃貸住宅を活用した重層的な住宅セーフティネットの構築

現計画の重点的な取組

「北海道あんしん賃貸住宅」登録戸数の推移
「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅
（セーフティネット住宅）」登録戸数の推移

※平成29年度で新規登録中止。登録済住宅の情報提供は継続中。
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成果

・ 北海道空き家情報バンクの普及・啓発により、
令和２年３月末時点で約３０万３千件のアクセス、
空き家登録数が１,２３４件、契約成立数は５５８
件となり、空き家の活用や流通の促進に寄与し
ています。

・ 空き家所有者等を対象に「北海道空き家相談
会」を（延べ３２市町村にて）開催し、１２３件の
空き家について相談を受け、空き家に関する相
談体制の充実を図り、住宅ストックの有効活用
などに寄与しています。
・ 市町村を対象に、空家等対策計画策定を促
進するため「モデル計画」を作成・配付し、説明
会を開催し、計画策定の促進に寄与しています。

取組内容

① 全道規模での空き家等の情報発信の取組みとして、北海道空き家情報バンクの普及・啓発を進
めるとともに、移住関連情報との連携などにより、利用者に効果的な情報発信を進めています。

② 市町村における空き家等対策の推進に向け、空家等対策計画の策定を促すとともに、連絡会議
における取組み事例などの情報提供や、空き家等の活用方法など所有者等への相談体制の充
実を図るなどの支援を進めます。

取組 ➋空き家等を含む住宅ストックの有効活用や流通の促進

①北海道空き家情報バンクの活用
②空き家活用などに向けた市町村における取組支援

(1)空き家情報バンクによる空き家の活用の促進

○北海道空き家情報バンクの実績

現計画の重点的な取組

北海道空き家相談会の開催状況空き家情報バンクの契約数・アクセス数の推移
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成果

取組内容
① 「きた住まいる」制度の更なる普及推進に向け、住宅事業者や市町村のほか住宅金融支援機
構などの金融機関との連携を一層図っています。
また、既存住宅へ対象範囲の拡大を図ることとし、これまでの「北海道Ｒ住宅」で取り組んできた

建築状況調査（インスペクション）などの仕組みの導入を図るなど、良質な住宅ストックの形成や循
環を総合的に進めることができる仕組みづくりを進めます。

② 「きた住まいる」制度を通じて、住宅性能の見える化や住宅履歴情報の活用の促進などを図ると
ともに、住宅事業者の技術力の向上支援や、ＢＩＳ（断熱気密設計施工技術者）・北海道住宅検査
人、国が進める既存住宅状況調査技術者などの資格取得の促進といった技術者の人材育成を
図るなど、質の高い住宅ストックの市場形成に向けた環境整備を進めます。

取組 ➋空き家等を含む住宅ストックの有効活用や流通の促進

①「きた住まいる」制度を活用した総合的な住宅循環システムの構築
②質の高い住宅ストックの市場形成に向けた環境整備

(2)住宅ストックの性能向上と流通促進に向けた仕組みづくり

きた住まいるメンバー登録事業者数の推移 ※R2.9月末現在

H28 H29 H30 R1 計

会場数 11 10 10 10 41

参加者数 357 594 663 651 2,265

技術講習会・現地見学セミナーの実績

きた住まいるサポートシステムきた住まいるメンバー

＜メリット＞
道によるPR/信頼性向上/道からの情報
取得

［基本ルール］
基本性能の確保/設計図書等の保管
/専門技術者の関与/住宅性能の見える化

＜メリット＞
・技術力を有し、ニーズに
合った住宅事業者を選択
・住宅履歴の保管による
計画的な維持管理

ユーザー

設計図書・工事写真・修繕履歴

住宅ラベリングシート

住宅履歴情報の保管

きた住まいるメンバーシート

住宅性能の見える化

事業者情報の公開

登録

入力

保管

閲覧

閲覧
追加

交付

〈きた住まいる制度の仕組み〉

現計画の重点的な取組

・ 「きた住まいる」制度の普及に向けた取組に
より、きた住まいるメンバー登録数は増加して
います。また、「北海道R住宅」を住宅ブランド
に位置づけたほか、インスペクション等既存住
宅に関する情報を登録可能とするなど、きた
住まいるサポートシステムの拡充を適宜行うこ
とにより、住宅ストックの流通促進に向けた総
合的な住宅循環システムの構築に寄与してい
ます。

・ 全道各地で開催している住宅事業者を対象
とした技術講習会、現地見学セミナー等を通
じて、省エネや構造に関する講習や、断熱気
密性能等に関する先進的な事例紹介など、
住宅事業者の技術力向上に向けた支援を行
うことで、住宅ストックの性能向上と市場形成
に向けた環境整備に寄与しています。
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成果

・ ショッピングセンターなどの生活利便施設が
集積された中心市街地に、点在していた団
地を集約し、コンパクトなまちづくりを推進した
ほか、子育て支援施設の併設による、地域コ
ミュニティの向上を図り、地域住民が安心し
て暮らせる住環境づくりに寄与しています。

取組内容

① 公営住宅などを利便性の高いまちなかへ再配置する移転集約再編などにより、まちなか居住や
コンパクトなまちづくりを推進しています。

取組 ➌子どもから高齢者まで誰もが地域で住み続けられる住環境や産業の形成

①公営住宅などの再配置によるまちなか居住やコンパクトなまちづくりの推進
②地域の拠点形成などによる地域コミュニティと利便性の向上の促進
③サービス付き高齢者向け住宅の全道展開の促進

(1)安心して住み続けられる地域づくりに向けた住宅の供給

② 公営住宅などの建替などにあたっては、生活支援施設や交流施設との併設や、地域に必要な
高齢者福祉・子育て支援サービスとの連携により地域住民が安心して暮らせる住環境づくりを進め
ます。

③ 高齢者が、住み慣れた地域で必要な生活支援を受けながら、安全、安心に住み続けられるよう
サービス付き高齢者向け住宅の全道展開に向け、制度の周知や事例紹介などにより効果的な普
及を進めます。

現計画の重点的な取組

大沢町団地(S54建設)

寿町B団地(S41建設)

水元町団地(S38建設)

室蘭市道営住宅であえーる中島団地

既存団地

既存団地

既存団地

新規団地(集約先)

※市と連携し、子育て支援サービスを提供する集会所を併設

室蘭市道営住宅
であえーる中島団地
における集会所の

利用状況
サービス付き高齢者向
け住宅説明会の開催

・ サービス付き高齢者向け住宅の全道展開
に向け、全道各地で説明会を開催し、制度周
知や事例紹介を行うことにより、住み慣れた
地域で必要な生活支援を受けながら、安全、
安心に住み続けられるサービス付き高齢者向
け住宅の効果的な普及に寄与しています。
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成果

・ 団地敷地内に木質ペレット・ボイラーを設置し、
熱（温水）を住宅や集会所に供給することにより、
地域資源の利用促進や環境負荷の低減を図り、
持続可能なまちづくりに寄与しています。

取組内容

① 住宅関連情報の提供や地域性に配慮した取組への支援などを進め、地域の住宅事業者による
地域の住まいづくりへの関わりを促進するとともに、地域の住宅事業者の技術力向上支援やＢＩＳ等
の資格取得支援といった人材育成を図るなど、地域における良質な住まいづくりに向けた環境整
備を進めます。

取組 ➌子どもから高齢者まで誰もが地域で住み続けられる住環境や産業の形成

①地域の住宅事業者による地域における良質な住まいづくりに向けた環境整備
②地域の住まいづくりを通じた地域経済や環境負荷低減に寄与する資源の域内循環の促進

(2)地域を支える住宅生産体制の整備

② 公営住宅などの整備や民間住宅の建設において、地域材や木質バイオマスエネルギーなど地
域のエネルギー資源の利用の促進を図り、地域の住まいづくりを通じて地域経済の活性化や環境
への負荷が少ない持続可能な社会の構築に向けて、資源を域内で循環させる取組を進めます。

南幌町みどり野きた住まいるヴィレッジ

現計画の重点的な取組

木質バイオマス（ペレット）による地域（団地内）熱供給の仕組み

津別町営住宅西町団地全景

・ 平成３０年度に、地域の住宅事業者が良質な
住宅を建設する住宅地「きた住まいるヴィレッ
ジ」（南幌町）を整備し、住まい手を募集していま
す。地域に根ざした豊かな暮らしをコンセプトに
良好な住環境を形成し、道外を含む町外からの
移住者も多く、移住定住にもつながっており、良
質な住まいづくりに向けた環境整備に寄与してい
ます。
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H28 H29 H30 R1

44.6%

（H25）

21.8%

（H27）

15,408 戸

（H27）

40.2%

（H25）

5.8%

（H27）

11%

（H27）

86.5%

（H27）

16%

（H27）

3%

（H27）

61.6%

（H27）

1,721 名

（H27）

4,321 戸

（H27）

6,482 戸

（H27）

H2８ H29 H30 R1

※1 進捗率は、基準値(H27年)から目標値(H37年)までの割合(%)を示す。目標値を達成するには、毎年10％ずつ増加することが必要となる。
※2 全国調査（住生活総合調査及び住宅・土地統計調査)の結果を踏まえた、国交省の算出結果が未達（R2.12頃予定)のため、実績値が未確定。
※3  地域材使用率の進捗率は、各年度の平均値とする。

32,684 戸 91,000 戸 35.9%

7,129 戸 8,000 戸 42.6%

公営住宅の供給の目標量

実績値 目標値
（H28～

H37累計）

進捗率
※１

（R1末時点）

8,129 戸 16,566 戸 24,784 戸

5,265 戸 5,476 戸 8,500 戸 27.6%

⑬ 生活支援施設を併設している公営住宅団地の戸数 道独自 6,821 戸 6,915 戸 7,051 戸

1,763 名 1,723 名 2,000 名 0.7%

８ 魅力ある持続可能な住環境の維持・向上

⑫
まちなか居住の位置づけとして整備する公営住宅
ストック数

道独自 4,686 戸 5,045 戸

68.8% 52.9% 65% 59.3%
※3

⑪
BIS・BIS-E・BIS-M（断熱気密設計施工技術者）の
登録数

道独自 1,759 名 1,760 名

41.3% 49.7% 100% 48.1%

７ 地域を支える住宅関連産業の振興

⑩
新たに整備される木造公営住宅における地域材の
使用率

道独自 58.8% 56.6%

６ 空き家等の活用・適正管理の推進 ⑨ 空家等対策計画を策定した市町村数の割合 全国計画と同一 18.0% 29.1%

―※2

⑧ 省エネ基準を満たす住宅ストックの割合 全国計画と同一 17.7% 18.6% 19.5% 20.5% 30% 32.1%

24.8% 26.4% 50% 39.5%

５ 建替えやリフォームによる安全で質の高い住
宅ストックへの更新

⑦
新耐震基準が求める耐震性を有する住宅ストックの
比率

全国計画と同一 ―
※2 95％以上

7.9% 8.4% 11% 50.0%

４ 「きた住まいる」制度を活用した新たな住宅循
環システムの構築

⑥
新築住宅を建設した「きた住まいるメンバー」登録者
数の割合

道独自 17.0% 22.6%

３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の
安定の確保

⑤
ユニバーサルデザインの視点にたった公営住宅の
整備戸数が公営住宅管理戸数に占める割合

道独自 6.6% 7.2%

19,490 戸 20,346 戸 27,000 戸 42.6%

④
高齢者（65歳以上）が居住する住宅の一定のバリア
フリー化率

全国計画と同一 ―
※2 75% ―

※2

２ 地域で支え合い高齢者が安心して暮らせる住
生活の実現

③ サービス付き高齢者向け住宅の登録数 道独自 17,170 戸 18,305 戸

―※2

②
子育て支援に配慮した公営住宅などを供給してい
る市町村数の割合

道独自 24.6% 26.8% 30.7% 33.5% 50% 41.5%

１ 若年世帯や子育て世帯が安心して暮らせる
住生活の実現

①
子育て世帯（18歳未満が含まれる世帯）における誘
導居住面積水準達成率

全国計画と同一 ―
※2 50%

北海道住生活基本計画（H28-H37）における成果指標の進捗状況

住宅施策の方向性 成果指標 基準値
実積値 目標値

（R7）
進捗率※1

（R1末時点）
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現計画の成果指標の進捗

②子育て支援に配慮した公営住宅などを供給している市町村数の割合

【分析】
順調に進捗しており、R7年度末には目標達

成する見込み。
道・市町村事業にて、子育て支援に配慮し

た公営住宅の供給が継続的に行われている
ため、順調に進められている。

【課題】
これからも少子化対策として、子育て世帯

への育児支援サービスや、育児のしやすい
住宅の整備といった事業は、継続していくべ
き。

③サービス付き高齢者向け住宅の登録数

【分析】
順調に進捗しており、R7年度末には目標達成する

見込み。
高齢者世帯数は増加しており、単身高齢者世帯も

今後さらに増加していく見通しである。
そのため、高齢者が安心して暮らせる住まいとして、

サービス付き高齢者向け住宅の増加が進んでいる。

【課題】
サービス付き高齢者向け住宅の品質や提供サービ

スは多様になっており、入居者の個々のニーズにあっ
た環境整備が必要。

また、道では、都市部に供給が集中する傾向があ
ることから、供給の少ない地域のニーズを把握し、全
道展開を促していく必要がある。

⑤ユニバーサルデザインの視点にたった公営住宅の整備戸数が公営住宅管理戸数に占める割合

【分析】
順調に進捗しており、R5年度末には目標達

成する見込み。
道営住宅はすべてユニバーサルデザインを

採用している。市町村営住宅においても、道の
指針に則りユニバーサルデザインを採用してい
るため、整備戸数が伸びている。

【課題】
今後も増加する高齢者等に対するバリアフ

リー対応として、公営住宅のユニバーサルデザ
インの導入は必要。

H28 H29 H30 R1

5.80% 6.60% 7.20% 7.90% 8.40% 12.38% 11.0%

目標値
（R7)

基準値
（H27)

実積値
成果指標

R7
（傾向）

H28 H29 H30 R1

15,408 戸 17,170 戸 18,305 戸 19,490 戸 20,346 戸 27,901 戸 27,000 戸

目標値
（R7)

成果指標
実積値 R7

（傾向）
基準値
（H27)

H28 H29 H30 R1

21.8% 24.6% 26.8% 30.7% 33.5% 51.1% 50.0%

目標値
（R7)

成果指標

基準値
（H27)

実積値 R7
（傾向）
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現計画の成果指標の進捗

⑥新築住宅を建設した「きた住まいるメンバー」登録者数の割合

【分析】
市町村等と連携した「きた住まいる制度」の

普及の取組により、「きた住まいるメンバー」
登録数は年々増加しており、現状の傾向で
推移した場合、目標値に達成すると考えられ
る。

【課題】
きた住まいるメンバーは、札幌、旭川を含

む石狩、上川管内に半数以上が存在してお
り、地域に隔たりがある。地方の工務店など
地域の住宅生産体制を維持するため、技術
力の向上に向けた支援等が必要。

⑧省エネ基準を満たす住宅ストックの割合

【分析】
このままの傾向で推移すると目標値には達

しない。新築住宅の多くは省エネ基準を満た
していると考えられるが、住宅ストックの大半
を占める既存住宅に対する対応（省エネ改
修の促進など）が課題と考えられる。

【課題】
目標達成のためには、新築住宅の省エネ

基準適合に向けた取組に加え、既存住宅に
対する対応が必要。

⑨空家等対策計画を策定した市町村数の割合

【分析】
現時点ではR1年度の数値が最新の値となっ

ており、これまでの実積からはR5年度に目標達
成する見込み。

【課題】
全国に比較して策定市町村の割合が低く、空

き家対策について市町村に対する啓発が必要。

H28 H29 H30 R1

3.00% 18.00% 29.10% 41.30% 49.70% 121.58% 100.0%

R7
（傾向）

成果指標

目標値
（R7)

基準値
（H27)

実積値

H28 H29 H30 R1

16.00% 17.70% 18.60% 19.50% 20.50% 27.10% 30.0%

成果指標

R7
（傾向）

実積値 目標値
（R7)

基準値
（H27)

H28 H29 H30 R1

11.00% 17.00% 22.60% 24.80% 26.40% 51.24% 50.0%

基準値
（H27)

実積値 目標値
（R7)

成果指標

R7
（傾向）
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現計画の成果指標の進捗

⑩新たに整備される木造公営住宅における地域材の使用率

【分析】
目標達成している年度はあるが、平均的に

は目標値に達していない。
年度によって木造公営住宅の建設事業量

にバラツキがあることや、地域によって林業の
シェアにバラツキがあるため、地域の公営住
宅の整備状況により、使用量が変動すると考
えられる。
【課題】

地域材使用の促進に資することを目的に、
利用方法や木造公営住宅だけではない利用
先の検討が必要。

⑪BIS・BIS-E・BIS-M（断熱気密設計施工技術者）の登録数

【分析】
登録数は横ばい傾向であり、目標達成は難

しい。
資格取得のためには、認定試験や更新講

習が必要だが、BIS資格は、北海道での住宅
づくりに必要な断熱気密の専門資格であり、
競争力の確保にもつながることから、これらの
メリットをPRするなど、更なる制度周知が必要
と考えられる。

【課題】
目標達成には、事業者やユーザーに対す

る制度の更なる周知に加え、認定講習会の
地方開催など新規登録数の増加に向けた取
組や未更新者への対応も必要。

⑫まちなか居住の位置づけとして整備する公営住宅ストック数

【分析】
令和元年度末の進捗率の目標が40％である

ところ、27.6％で低調。
傾向としては令和７年度で67.4％と、目標を

達成できない見込み。

【課題】
コンパクトなまちづくりの推進は今後も必要で

あり、まちなか居住の定義の見直しなど、これに
資する指標の見直しが必要。

H28 H29 H30 R1

4,321 戸 4,686 戸 5,045 戸 5,265 戸 5,476 戸 7,138 戸 8,500 戸

成果指標

基準値
（H27)

実積値 R7
（傾向）

目標値
（R7)

H28 H29 H30 R1

61.60% 58.80% 56.60% 68.80% 52.90% 59.28% 65.0%

平均

成果指標

目標値
（R7)

基準値
（H27)

実積値

H28 H29 H30 R1

1,721 名 1,759 名 1,760 名 1,763 名 1,723 名 1,752 名 2,000 名

R7
（傾向）

実積値 目標値
（R7)

基準値
（H27)

成果指標

※「まちなか居住」とは、住宅政策に関する計画（住宅マスター
プラン、住生活基本計画、立地適正化計画等）において、まち
なかに整備する方針等を位置付け、整備し管理している公営
住宅をいう

※「木造公営住宅における地域材の使用率」とは、新規に
整備される木造公営住宅における、全木材の使用量（材
積）に対する地域材（北海道内の森林から算出され、道内
で加工された木材）の使用量（材積）の割合をいう。
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現計画の成果指標の進捗

【分析】
順調に増加している。特に子育て支援施設を

運営している施設は、同じ境遇の知り合いを増
やせる場として、共働きやひとり親にとって子育
ての支えになっている施設といえる。

【課題】
子育て支援施設などの交流の場を設けること

により、地域住民のコミュニティの活性化や孤
独感の解消が期待できるため、生活支援施設
の併設は地域に必要なものとして、整備を進め
ていくべき。

公営住宅の供給の目標量
【集計方法】

新規募集戸数+既存空き住戸の募集戸数+
特定入居(工事による移転等)=
公営住宅の供給量（募集した戸数量）

【分析】
安定した供給はできているものの、毎年度

１％程度目標供給量を満たせていない状況。

【課題】
公営住宅の新規整備事業の減少や、限られ

た既存住戸数などを考慮し、民間賃貸住宅を
活用したセーフティネット住宅などを含め、今後
の目標量を検討すべき。

⑬生活支援施設を併設している公営住宅団地の戸数

H28 H29 H30 R1

8,129 戸 16,566 戸 24,784 戸 32,684 戸 81,617 戸 91,000 戸

実積値 R7
（傾向）

目標値
（R7)

成果指標

H28 H29 H30 R1
6,482 戸 6,821 戸 6,915 戸 7,051 戸 7,129 戸 7,954 戸 8,000 戸

目標値
（R7)

基準値
（H27)

実積値
成果指標

R7
（傾向）
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人口・世帯の推移・将来推計（北海道）

人口については、1997（平成９）年に約５７０万人に達して以降、全国を上回るスピードで人口減少が続いてお
り、2015（平成27）年の約５３８万人から、2040（令和22）年には約４２８万人まで減少する見込み。

2018(平成30)年時点の年齢区分別の人口構成については、約６０％が生産人口（ １５～６４歳）、約１５％が
前期高齢者(６５～７４歳)と後期高齢者（７５歳～）のそれぞれの人口、約１０％が年少人口(１４歳以下)で構成
されている。今後、後期高齢者人口が増え、生産人口・年少人口が減少する見込み。

世帯については、これまで増加しており、2020(令和2)年には約２４３万世帯に達しているが、2040(令和22)
年には約２０８万世帯にまで減少する見込み。

2010(平成22)年には、前期高齢者、後期高齢者人口が、年少人口を逆転した。

人口・世帯の減少、少子高齢化状況・課題

根拠

出典：「 H27年国勢調査」、「都道府県の将来推計人口(H30年推計)」（国立社会保障・人口問題研究所）
「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計） (H31年推計)」（国立社会保障・人口問題研究所）

第１回専門部会資料

居住者の視点住生活をめぐる社会経済情勢等の状況・課題
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年齢区分の人口の推移・将来推計（北海道）

出典：「H29年就業構造基本調査」（総務省）

人口・世帯の減少、少子高齢化状況・課題

根拠

総人口が減少している中で、年齢三区分別人口のうち、老齢人口（６５歳以上）のみが横ばいとなることにより
高齢化率が上昇し、2040(令和22)年には約４割に達すると推計される。

共働き世帯の増加状況・課題

共働き世帯の推移（全国・北海道）根拠

北海道は、全国と比べて共働き世帯の割合が低いものの、ここ５年の増加率は比較的高い。

出典：「 H27年国勢調査」、「都道府県の将来推計人口(H30年推計)」（国立社会保障・人口問題研究所）

第１回専門部会資料

住生活をめぐる社会経済情勢等の状況・課題 居住者の視点
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出典：「H27年国勢調査」（総務省）

外国人世帯の推移（北海道）

外国人世帯の増加状況・課題

根拠

外国人のみの世帯数は増加しており、2005(平成12)年と比べて2015(平成27)年は2倍以上に増えている。
また、外国人のいる世帯のうち、外国人のみの世帯の割合が増加している。

出典：「R1年簡易生命表」（厚生労働省）

平均寿命の推移（全国）

平均寿命の延伸状況・課題

根拠

全国における平均寿命は、男女ともに増加している状況。2019(令和元)年度時点で、男性は81.41歳、女性
は87.45歳となっており、1990（平成２)年度と比較して、男性は5.49歳、女性は5.55歳延びている。

第１回専門部会資料

住生活をめぐる社会経済情勢等の状況・課題 居住者の視点
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出典：レイバーレター（北海道労働局）

・ 令和２年７～９月期における北海道の非正規職員・従業員数は８８万人（前年同期比ー５万人）
・ 令和２年７～９月期における北海道の非正規職員・従業員の割合は３９．１％（前年同期比ー１．０ポイント）

【根拠】非正規職員・従業員割合の推移

出典：レイバーレター（北海道労働局）

・ 令和２年９月における、北海道の離職者数は、17,515人（前年同期比ー６・０％）
・ 離職者数に占める事業主都合離職者数の割合は５．３％（全年同月比＋０．４ポイント）
・ 令和２年２～７月までの離職者数は例年に比べ事業主都合離職者数が多い。

【根拠】離職者数および事業主都合離職者割合

令和２年７～９月期における非正規職員・従業員数は前年同期比で５万人減っていることや、事業主都合
離職者数が多いことから、低所得者が増加し住宅確保に困窮する可能性があると読み取れるため、今後の
低所得者や住宅確保のための施策を検討する必要がある。

非正規雇用の解雇、低所得者・住宅困窮者の増加状況・課題
第２回専門部会資料

住生活をめぐる社会経済情勢等の状況・課題 居住者の視点
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・ 全国に占める北海道のサ高住は約８％（20,633戸）で２番目に多い。

都道府県別サービス付き高齢者住宅登録状況

・ 道内に占める石狩圏内のサ高住は約６６．４％（13,708
戸）であり、一極集中している状況。

振興局別サービス付き高齢者住宅登録状況

＜都道府県別サービス付き高齢者住宅登録状況＞

＜振興局別サービス付き高齢者住宅登録状況＞

出典：北海道建築指導課調べ（R2.9末時点）

＜所在別サービス付き高齢者住宅登録状況＞

サービス付き高齢者住宅の石狩圏一極集中状況・課題
第２回専門部会資料

住生活をめぐる社会経済情勢等の状況・課題 居住者の視点
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外国人入居世帯数：90世帯

道営住宅の入居状況

高齢者入居者数：16,956名

（※入居者数は２６５名）

・９０世帯のうち、４５世帯は留学生を含む世帯である。
・地域別では、札幌市（６７世帯）、江別市（７世帯）が多く、
その他、１・２世帯が各地の団地に入居している状況。

・入居世帯員全員の合計入居者数
43,593名のうち、６５歳以上の入居者
数は16,956名で、全体の４割を占めて
いる状況。

【道営住宅における入居世帯員数（年齢層別】
約４割が高齢者

（令和２年１１月時点）

＜空知＞
岩見沢市
美唄市
三笠市
南幌町
月形町

＜上川＞
旭川市

＜胆振＞
厚真町
安平町

＜十勝＞
本別町

＜釧路＞
釧路市
釧路町

居住支援法人の概要

＜石狩＞
札幌市
江別市
千歳市
恵庭市
北広島市
石狩市

居住支援法人の指定状況

・ 住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅に関する情報共有
・ 住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進等や、賃貸人・管理人の
不安軽減等のための支援の方策の検討

・ 各構成員が実施する施策や事業等の連携 など

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律第５１条第１項に基づく協議会居住支援協議会

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

【構成】

【北海道居住支援協議会の協議事項】

・ 北海道、札幌市、旭川市、本別町
【道内の設置状況】

・ 空き家の利活用や地域包括ケアシステムの検討を含めた活動
・ 社会福祉協議会や民間企業と連携した居住支援ｻｰﾋﾞｽを提供
（安否確認、配食、入居者死亡時の原状回復・遺品整理・葬儀費用など）

【本別町居住支援協議会の事例】

【居住支援法人の業務区域】

【居住支援法人の登録数】 ２６法人（令和２年11月30日時点）

【居住支援法人に対する支援】

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

居住支援法人が行う業務に対して支援
（定額補助、補助限度額：1,000万円等）

【居住支援法人の行う業務】

① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る

情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①～③に附帯する業務

※居住支援法人は必ずしも①～④のすべての業務を行わなければ
ならないものではない。

【居住支援法人の制度スキーム】

都
道
府
県
知
事

居
住
支
援
法
人

国支援

申請

指定

住宅確保要配慮者

入居・居住支援

第２回専門部会資料
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【補足】北海道体験移住「ちょっと暮らし」令和元年度実績

多様な居住者のための情報提供・サービスの活性化

※北海道体験移住「ちょっと暮らし」とは？
道内の市町村等が運営主体となり、北海道への移住や二地域居住等を希望している方に対し、
生活に必要な家具や家電を備え付けた住宅等を用意し、その地域での生活を体験していただくもの。
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魅力度・移住先ランキング
自然環境や景観に癒しを求める人やスローライフといった暮らし方を求める人からも注目を集めているため、

移住希望先としてよりよい住宅・住環境を向上しアピールする必要がある。

出典：認定NPO法人ふるさと
回帰支援センター

【移住希望地ランキング】

※（）内が前年結果 出典：地域ブランド研究所

【地域ブランド調査２０２０】

地方暮らしの関心の向上状況・課題
第２回専門部会資料
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住生活をめぐる社会経済情勢等の状況・課題

北海道における自然災害状況

災害の激甚化・多頻度化状況・課題

根拠

まちづくり・防災の視点

構造体(柱)の破壊

【H30年度北海道胆振東部地震 被害状況写真】

約20cmの地盤沈下

被災住宅 地盤沈下

【地震・台風以外の自然災害の住家被害状況（年度別）】

年 種別 名称 被害状況
台風 台風第10号 死者10名、全壊16棟、半壊8棟、床上浸水128棟、床下浸水398棟
地震 十勝沖地震 死者1名、全壊116棟、半壊368棟、一部損壊1,580棟
地震 釧路沖地震 全壊16棟、一部損壊4棟
台風 台風第18号 死者9名、全壊18棟、半壊318棟、一部損壊10,778棟、床上浸水88棟、床下浸水42棟

平成17年 台風 台風第14号 床上浸水4棟、床下浸水44棟
平成19年 台風 台風第9号 一部損壊48棟、床下浸水1棟
平成21年 台風 台風第１８号 一部損壊112棟、床下浸水1棟

地震 東北地方太平洋沖地震 死者1名、半壊4棟、一部損壊7棟、床上浸水329棟、床下浸水545棟
台風 台風第12号 一部損壊2棟、床上浸水6棟、床下浸水53棟
台風 台風第18号 一部損壊18棟、床上浸水117棟、床下浸水190棟
台風 台風第26号 一部損壊133棟、床下浸水4棟

平成27年 台風 台風第23号 死者2名、一部損壊643棟、床上浸水80棟、床下浸水140棟
台風 台風第7号 半壊7棟、一部損壊96棟、床上浸水8棟、床下浸水64棟
台風 台風第11号、第9号 死者1名、半壊2棟、一部損壊45棟、床上浸水70棟、床下浸水453棟
台風 台風第10号 死者2名、全壊24棟、半壊62棟、一部損壊934棟、床上浸水173棟、床下浸水310棟
台風 台風第18号 一部損壊333棟、床上浸水13棟、床下浸水42棟
台風 台風第21号 一部損壊10棟
台風 台風第21号 半壊2棟、一部損壊338棟
地震 胆振東部地震 死者43名、全壊469棟、半壊1660棟、一部損壊13849棟
台風 台風第24号 一部損壊7棟

平成31年 地震 【最大震度6弱】 一部損壊19棟
台風 台風第17号 一部損壊1棟
台風 台風第19号 一部損壊5棟

平成30年

令和元年

平成15年

平成16年

平成23年

平成25年

平成28年

平成29年

平成15年以降において、地震の激甚化に加え、台風の激甚化・多頻度化における被害状況は、道民の命と
住宅に甚大な被害をもたらしている。
地震・台風以外の暴風雨・暴風雪など、頻発しており、住宅の損壊・浸水被害をもたらしている。

【地震・台風における被害状況】

出典：「R1年度災害年報」(北海道危機対策課)
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出典：北海道地球温暖化対策推進計画【H30推進計画に基づく施策の実施状況等に係る報告書等】

2016（H28)年度排出量と削減目標との比較

・ 東日本大震災（H23年）以降、原子力発電の停止により、火力発電の増加などの影響を受け、温室効果ガス
排出量は増加傾向にあるが、電力使用量の減少などにより、2013（H25）年度以降は減少傾向。

・ 北海道地球温暖化対策推進計画（環境生活部策定）における2020（H32）年度の削減目標は、基準年の排
出量（6,582万t-CO2）から７％削減（6,099万t-CO2）することとしており、2016（H28）年度の排出量は6,972万t-
CO2であり、873万t-CO2多いことから、削減目標の達成に向けて、更なる取組が必要。

出典：北海道地球温暖化対策推進計画【H30推進計画に基づく施策の実施状況等に係る報告書等】

2016（H28)年度 北海道と全国の部門別二酸化炭素排出量の構成比

削減目標

・ 道内における民生（家庭）部門の排出量の構成比は、24.4%となり、全国(15.6%)と比較すると高い状況のため、
省エネに向けて、住宅の断熱気密や低炭素化など、更なる取り組みが必要。

【根拠】北海道における温室効果ガスの排出量

【根拠】北海道における温室効果ガスの排出量

エネルギー対策、再生可能エネルギーの活用状況 課題地球温暖化
第２回専門部会資料
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人口推計（市町村別）

人口の低密度化・地域的偏在状況・課題

根拠

集落の推移（北海道）根拠

人口100人未満の集落も高齢化率５０％以上の集落も増加しており、特に高齢化率５０％以上の集落の割合
については、年２％増加している。人口減少・少子高齢化が顕著に表れている。

出典：「H31年度北海道集落実態調査」北海道地域政策課

集落の増加・地域の高齢化状況・課題

「人口100人未満の集落の割合」と「６５歳以上の世帯が５０％以上の集落の割合」の推移

約3,700の集落に占める

2015(平成27)年
：人口１万人以上【56団体】
：人口３千人以上１万人未満【90団体】
：人口３千人未満【33団体】

2045(令和27)年
：人口１万人以上【37団体】
：人口３千人以上１万人未満【53団体】
：人口３千人未満【89団体】

人口3千人未満の市町村について、 2010(平成22）年に33団体だったが、2045（令和27）年には約２．７倍
の89団体に増加する見込み。

H25 H27 H29 H31 H25 H27 H29 H31

出典：「 H27年国勢調査」、「地域別の将来推計人口(H30年推計)」（国立社会保障・人口問題研究所）
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道内における住宅着工統計（都市計画別・R1年度） 全国における住宅着工統計（都市計画別・R1年度）

・道内全体に占める市街化調整区域における住宅建設は１.0％で、全国に比べ抑制できている。
・都市計画区域及び準都市計画区域外での住宅建設は5.4%で、区域の未策定町村や農家等の住宅と思われる。
・上記より、市街化（コンパクトなまちづくり）の更なる推進と区域外のまち（地域）づくりの検討が課題となる。

都市計画区域別の住宅建設状況根拠

市街化の推進、区域外のまちづくり状況・課題

住生活をめぐる社会経済情勢等の状況・課題 まちづくり・防災の視点
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昭和43年に住宅総数が
世帯総数を上回る
（ストックの充足）

住宅ストック数と世帯数の推移（北海道）

住宅ストックの充足・余剰状況・課題

根拠

昭和４３年に住宅ストック総数は、世帯総数を上回り、ストックが充足している状況が続いている。平成30年度
では、世帯数に対して115.7％ストック総数が多い状況。

出典：「平成30年住宅・土地統計調査」（総務省）を基に北海道住宅課にて作成

マンションの築年数（全国・北海道）

マンションの老朽化状況・課題

根拠

道では、築30年以上（1990年以前）のマンションは約3割、築40年以上（1980年以前）は約1割となっている。

出典：「平成30年住宅・土地統計調査」（総務省）

※マンション：３階以上のＲＣ造(鉄筋コンクリート造)とＳ造(鉄骨造)の持ち家を「マンションの戸数」として集計

第１回専門部会資料
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出典：国土交通省告示第二百六十五号

寒さ 雪
道内全域が豪雪地帯又は特別豪雪地帯に指定さ

れており、全道の７割以上の市町村において、最大積
雪量が100cmを超えている。
そのため、屋根からの落雪や雪下ろし作業中の転落

事故など、死亡事故も発生している状況。
また、高齢化や人口減少の進行により、高齢者や障

がい者などの除雪問題や、積雪による空き家等建物
の倒壊が発生したりするなどの問題が顕在化しており、
良好な住環境の形成においては、雪への対策が必要。

【雪害による死傷者数】(2007年～2019年の合計)

道内のほぼ全域が亜寒帯湿潤気候であり、夏と冬
の温度差が大きく、特に道北・道東は寒さが非常に
厳しく、最寒月の平均気温が-8度以下となり、-30
度以下に下がることが多い。
そのため、寒さや省エネルギー対策として、断熱気

密などといった高い住宅性能の基準や設計・施工技
術が必要。

【気候区分】

北海道の住まいづくりの歩み
北海道は、積雪寒冷な気候に対応するため、戦後早期から住宅技術の開発と普及に取り組んできた地

域であり、1950年代には、防火・不燃構造化を目的として火山灰ブロックによるブロック造住宅を開発し、普
及。1970年代に入ると、省エネ政策推進のため、国が省エネ基準を定めたこともあり、断熱性能への関心
が高まり、1980年代には、住まいへの要求が「量」から「質」へと転換してきた。

このような中、1988年からは、産学官が一体となって、北海道の気候風土に適した質の高い住まいである
「北方型住宅」の開発・普及に取り組んできた。

2005年には、それまでの認定制度に代えて登録・保管制度を創設し、４つの基本性能に基づく「北方型
住宅基準」を決定。2010年には断熱基準を強化した北方型住宅ECOを創設、2014年からは、道が住宅
事業者を登録・公開する「きた住まいる制度」の運用を開始、2020年には、省エネ基準や耐震基準を強
化した「北方型住宅2020」を創設するなど、時代とともに変わる住宅ニーズを踏まえて制度を見直してきた。

1950 1960 1970 1980 2000 2010 2020

省エネルギー
基準(1980)

新省エネルギー
基準(1992)

次世代省エネルギー
基準(1999)

改正省エネルギー
基準(2013)

建築物省エネ法
(2015)

防寒住宅 寒地住宅 北⽅型住宅
北⽅型住宅認定制度・北⽅型住宅登録・保管制度

「きた住まいる」制度

北方型住宅
（1,500ℓ）

北方型住宅 [2005年基準]

（1,200ℓ）
北方型住宅ECO [2010年基準]

（970ℓ）
北方型住宅2020

（800ℓ）
ブロック造住宅
（7,300ℓ） （4,500ℓ）

年間の暖房⽤
灯油消費量※

（※）札幌、全館暖房、設定室温20℃の場合の推計値

▶充填断熱
▶アルミサッシの普及 ▶樹脂サッシの普及

▶基礎断熱⼯法
▶計画換気、全室暖房 ▶スカート断熱、付加断熱

▶パッシブ換気、床下暖房

▶きた住まいる
ヴィレッジ

1990

⾼気密・⾼断熱化を⽬指した北⽅型住宅の開発により、暖房⽤灯油使⽤量が⼤幅に削減。

北海道の地域の実情を踏まえた住宅性能・機能の向上状況・課題
第２回専門部会資料
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ストックの視点

空き家戸数(種類別)の推移（北海道）

空き家の増加状況・課題

根拠

道における空き家の総数は、2013(平成25)年度と2018(平成30)年度を比較すると減少に転じているが、住
宅市場に流通しない「その他の空き家」の増加率は伸びている。

戸建て持ち家に居住する高齢者のみの世帯の推移（北海道）

空き家予備軍の増加状況・課題

根拠

・戸建て持ち家に居住する６５歳以上の高齢者のみの世帯が増加している。

出典：「平成30年住宅・土地統計調査」（総務省）

出典：Ｈ30年住宅・土地統計調査（総務省）
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・建設業従業者数は、平成7（1995）年以降、減少が続いており、平成27（2015）年は平成7年の6
割を下回っている。

・平成27（2015）年、15～49歳は全体の半数以下となっており、生産年齢層が減っている。

出典：H27国勢調査（総務省）

建設業従事者の推移（北海道）

技術者の減少・生産年齢人口の減少状況・課題

根拠

北海道建築指導課調べ（令和元年度末）

（注文住宅の年間戸数別）事業者数の推移（北海道）

住宅事業者の減少状況・課題

根拠

事業者数は、2004(平成16)年の2,737社から2019(令和元)年の1,470社と、15年間で約1,200社減少して
おり、その95％以上が年間建設戸数５戸以下の小規模事業者となっている。

合計事業者数

注文住宅の年間建設戸数が
5戸以下の事業者数

第１回専門部会資料

住生活をめぐる社会経済情勢等の状況・課題 産業の視点

ー80ー



【根拠】月間有効求人倍率（常用）の推移

出典：レイバーレター（北海道労働局）

・ 令和２年９月における北海道の月間有効求人倍率（常用）は、０．９５倍（前年同月比－０．３１ポイント）と、
９か月連続で前年同月を下回った。

【根拠】北海道における人手不足に係る主な職業等の有効求人倍率（常用）の推移

出典：労働力調査（総務省）

・ 令和２年９月における、建設躯体工事・建設の職業の月間有効求人倍率（常用）は4.91倍。
・ 他の業種に比べ、求人が多く季節変動が大きい。

令和２年３月～９月期における北海道の求人は例年に比べ下がっているが、業種別で見ると建設関連職
業の求人は比較的に多い状況であることから、人手不足は今年度も続いていると読み取れるため、今後の建
設業就業者の増加や省力化のための新技術の導入などを図る必要がある。

技術者の減少状況 建設業就業者の増加、新技術による省力化課題
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家庭部門の二酸化炭素(Ｃｏ２)排出量の推移(北海道)

エネルギー消費の増加状況・課題

根拠

出典：R1年建築着工統計年報（総務省）

着工統計（北海道）

住宅産業の鈍化状況・課題

根拠

住宅の新規着工件数は、平成27（2015）年以降、回復基調となっていたが、平成30（2018）年に再び減少
に転じている。

北海道において、H14(2002)年をピークに減少傾向であったが、 H23(2011)年以降は増加傾向にあり、依然
二酸化炭素排出量の減少は見られない。

出典：R1年北海道地球温暖化対策推進計画（総務省）

第１回専門部会資料
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地域材（木材）

■外装材に道産木材を用いた、
防火構造・準耐火構造が取得
できる高断熱外壁

北海道の森林面積は、全道面積の71％にあたる554万ヘクター
ルで全国の森林面積の22％を占めており、森林資源が豊富である。
この資源を活かすため、木材加工・流通体制の整備推進、木質バ

イオマスやCLTの普及にも取り組んでいるほか、技術開発により、構
造体・外装材・内装材に道産木材の利活用を進めている。
このような取り組みを進め、森林資源の循環による地球温暖化対

策を図るため、さらなる地域材の利用促進が必要である。

出典：北海道水産林務部林務局林業木材課調べ

【木材供給の状況】

・北海道は広大な土地などから、太陽光・風力・地熱・
雪氷熱等の再生可能エネルギーが豊富であるため、
地球温暖化対策に貢献することができるが、その利用
はあまり進んでおらず、全エネルギー消費量の６％程
度に留まっている状況。

再生可能エネルギーの消費量と賦存量

再生可能エネルギーの賦存量（北海道と他都府県の比較）

出典：再生可能エネルギー資源等の賦存量等の調査についての統一的なガイドライン（総務省）

太陽光発電 風力発電 地熱発電 雪氷熱利用

全エネルギー消費に占める
再生可能・未活用エネルギーの消費量

出典：都道府県別エネルギー消費統計
※2017年時点

産業の視点

豊富な北海道の資源の活用、再生可能エネルギーの利用状況・課題
第２回専門部会資料

住生活をめぐる社会経済情勢等の状況・課題
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○目   的：高齢者の多様なニーズに対応したサービスが受けられる住まいの供給を 

図るため、住宅部局と福祉部局が連携し、高齢者の住まいに係る施策を推進 

○位置づけ：「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく計画 

「北海道住生活基本計画」と「第７期北海道高齢者保健福祉計画・介護保険事業

支援計画」の見直しを行ったため、本計画も整合を図るもの 

○計画期間：平成３０年度～３２年度の３年間 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

基本目標１ 
（ハード） 

【視点】 

高齢者の住まい方 
 

高齢者のニーズに応じた多様な住まいづくり 
 

今後の高齢化を的確に見据え、多様なニーズを持つ高齢者が、 

安全・安心に暮らせる住まいの確保を進める 

基本目標２ 
（ソフト） 

【視点】 

高齢者の生活支援のあり方 
 

身近な地域で高齢者が長く暮らせる環境づくり 
 

高齢者の意思を尊重し、住み慣れた地域で 

安心して暮らし続けられる社会を実現する 

基本目標３ 
（体制） 

【視点】 

情報提供のあり方 
 

高齢者の居住の安定確保に向けた体制の確保 
 

高齢者が安定した住まいを確保するための情報を 

分かりやすく提供できる仕組み充実させる 

 

１ 北海道の高齢者の現状 

  
高 齢 者 人 口：平成 27 年：155 万 8 千人（高齢化率 29.1％） 
要支援・要介護者数：平成 28 年度末：31 万 8 千人 

 
 
 

⇒平成３２年には 
道民の 3 人に 1 人以上が 65 歳以上の高齢者（推計） 

２ 北海道の高齢者向け 
住宅・施設数 

平成２８年度末： 
高齢者向け住宅：18,517 戸 介護保険施設：46,329 床 
その他の施設：約 53,388 人 

（認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、生活支援ハウスなど） 
 

３ 高齢者を取り巻く課題 
○高齢者のニーズに応じた住まいの確保が必要 
○住み慣れた地域での暮らしを支える環境の整備が必要 
○適切な住まい等を選択できるための仕組みづくりが必要 

住宅部局と福祉部局の連携を図りながら、総合的かつ計画的に施策を推進していくため、次の

３つの基本目標を掲げる。 

北海道高齢者居住安定確保計画の概要 

【第１章】計画の目的と位置づけ 

【第２章】高齢者を取り巻く状況と課題

【第３章】高齢者の居住の安定の確保に向けた基本目標 

要支援１
5.6 万人

要支援２
4.5 万人

要介護１
7.1 万人

要介護２
5.2 万人

要介護３ 
3.4 万人 

要介護４ 
3.2 万人 

要介護５
2.8 万人

介護度(軽度) 22.4 万 (70％) 介護度(中重度) 9.4 万人(30％)
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（１）サ高住の適切な供給 
① サ高住宅の全道展開の促進 建 保 
② サ高住の適切な供給 建 保 

（２）特別養護老人ホーム等の整備促進 
① 特別養護老人ホーム等の整備促進 保 
② 有料老人ホームなどのその他の施設等の設置促進 保 

（３）公的賃貸住宅による高齢者の住宅セーフティネットの形成 
① 公営住宅におけるユニバーサルデザインの普及推進 建 
② 高齢者向け改善の促進 建 
③ 高齢者の入居への配慮 建 

④ 公的賃貸住宅の整備における高齢者への対応 建 
（４）高齢者が安心して暮らせる環境づくり 
① 民間住宅のバリアフリー改修に対する支援 建 保 
② 福祉のまちづくりの推進 保 
③ 公営住宅などの再配置によるまちなか居住やコンパクトなまちづくりの推進 建 
④ サ高住のサービスの質を確保するための登録基準の設定 建 
⑤ サ高住等の適切な管理指導 建 保 
⑥ ｢新たな住宅セーフティネット制度｣（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度など）の活用 建  

表 [高齢者に対する賃貸住宅及び特別養護老人ホーム等の供給の目標] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

（１）地域における生活支援体制の充実 
① 高齢者などが安心して暮らせるコミュニティづくりの推進等 保 
② 高齢者の権利擁護 保 
③ 交流拠点の整備促進 保 

④ 地域の拠点形成などによる地域コミュニティと利便性の向上の促進 建 

（２）在宅生活を支えるサービス提供基盤の充実 
① サービス提供基盤の整備促進 保 

【第４章】具体的な施策 

４－１ 高齢者のニーズに応じた多様な住まいづくり【基本目標１】に係る施策 建 保 

住宅、施設等 実 績（基準年度） 目 標（目標年度）

サ高住 18,305 戸（H29） +2,895 戸 21,20０戸（ H 3 2 ）

特別養護老人ホーム 27,957 床（H29） +2,027 床 29,984 床（ H 3 2 ）

介護老人保健施設 16,795 床（H29） +845 床 17,640 床（ H 3 2 ）

介護医療院（H30 創設） 0 床（H29） +14 床 14 床（ H 3 2 ）

介護専用型特定施設入居者生活介護・ 
地域密着型特定施設入居者生活介護 

1,138 床（H29） +38 床 1,176 床（ H 3 2 ）

混合型特定施設入居者生活介護 11,604 床（H29） +1,060 床 12,664 床（ H 3 2 ）

４－３ 高齢者の居住の安定確保に向けた体制の確保【基本目標３】に係る施策 建 保 

（１）相談・情報提供体制の充実 
① 市町村の相談窓口の強化 建 保 
② 民間賃貸住宅を活用した高齢者世帯などへの入居支援 建 

（２）関連分野の連携 
① 市町村や民間（医療・福祉サービス事業者、建設・不動産関連事業者等）との連携 建 保 
② 住宅部局と福祉部局の連携 建 保 

凡例  建：建設部 

保：保健福祉部 

２ 計画の進行管理 

① 本計画による取組を着実に実施するため、市町村・民間との連携の推進。 

② 庁内の関係部局で構成する連絡会議の開催。 

① 連絡会議において、施策の実施状況や進捗状況を毎年把握する。 

② 計画期間は３年間を基本とするが、法制度などに大きな変更があった場合には適宜見直す。 

【第５章】高齢者の居住の安定確保に向けた推進方策

４－２ 身近な地域で高齢者が長く暮らせる環境づくり【基本目標２】に係る施策 建 保 

１ 施策の推進体制 

サ高住：サービス付き 

高齢者向け住宅

ー86ー




