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第１

全国計画（案）の構成（本編目次）

住生活基本計画（全国計画）案について

第２ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標並びにその達成に向けた基本的な方針
及び施策

住生活をめぐる現状と課題

【社会環境の変化からの視点】

目標１ 「新たな日常」やDX の進展等に対応した新しい住まい方の実現

目標２ 頻発・激甚化する災害新ステージにおける安全な住宅・住宅地の形成と被災者
の住まいの確保

【居住者・コミュニティからの視点】

目標３ 子どもを産み育てやすい住まいの実現

目標４ 多様な世代が支え合い、高齢者が健康で暮らせるコミュニティの形成とまちづくり

目標５ 住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備

【住宅ストック・産業からの視点】

目標６ 脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストックの形成

目標７ 空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利活用の一体的推進

目標８ 居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業の発展

第３ 大都市圏における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進

（１）基本的な考え方
（２）住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の設定

第４ 施策の総合的かつ計画的な推進

（１）住生活に関わる主体・施策分野の連携
（２）住宅金融市場の整備と税財政上の措置
（３）統計調査の充実等
（４）全国計画、都道府県計画、市町村における基本的な計画等の策定
（５）政策評価の実施と計画の見直し

別紙１ 住宅性能水準
別紙２ 居住環境水準
別紙３ 誘導居住面積水準
別紙４ 最低居住面積水準
別紙５ 公営住宅の供給の目標量の設定の考え方

令和３年１月１８日、社会資本整備審議会住宅宅地分科会（第５４回）にて
計画案を発表。３月の閣議決定に向けて、パブコメや意見聴取を実施中。
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新たな住生活基本計画（案）の概要

○上記課題に対応するため、３つの視点から８つの目標を設定し、施策を総合的に推進

① 「社会環境の変化」の視点 ② 「居住者・コミュニティ」の視点 ③ 「住宅ストック・産業」の視点
目標１ 新たな日常、DXの推進等
目標２ 安全な住宅・住宅地の形成等

目標３ 子供を産み育てやすい住まい
目標４ 高齢者が安心して暮らせるコミュニティ等
目標５ セーフティネット機能の整備

目標６ 住宅循環システムの構築等
目標７ 空き家の管理・除却・利活用
目標８ 住生活産業の発展

○世帯の状況
・子育て世帯数は減少。高齢者世帯数は増加しているが、今後は緩やかな増加となる見込みである。
・生活保護世帯や住宅扶助世帯数も増加傾向である。

○住宅ストック
・旧耐震基準や省エネ基準未達成の住宅ストックが多くを占めている。既存住宅流通は横ばいで推移している。
・居住目的のない空き家が増加を続ける中で、周辺に悪影響を及ぼす管理不全の空き家も増加している。

○多様な住まい方、新しい住まい方
・働き方改革やコロナ禍を契機として、新しいライフスタイルや多様な住まい方への関心が高まってきている。
・テレワーク等を活用した地方、郊外での居住、二地域居住など複数地域での住まいを実践する動きが本格化している。

○新技術の活用、DXの進展等
・５Gの整備や社会経済のDXが進展し、新しいサービスの提供や技術開発が進んでいる。
・住宅分野においても、コロナ禍を契機として、遠隔・非接触の顧客対応やデジタル化等、DXが急速に進展している。

○災害と住まい
・近年、自然災害が頻発・激甚化。あらゆる関係者の協働による流域治水の推進等、防災・減災に向けた総合的な取組が進んでいる。
・住まいの選択にあたっては、災害時の安全性のほか、医療福祉施設等の整備や交通利便性等、周辺環境が重視されている。

住生活をめぐる現状と課題

住生活基本法
平成18年6月施行

【計画期間】 令和３年度～令和12年度

現行の住生活基本計画（全国計画）
【計画期間】 平成28年度～37年度

おおむね5年毎に
見直し

新たな住生活基本計画（全国計画）

１
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① 「社会環境の変化」の視点

（１）国民の新たな生活観をかなえる地方、郊外、複数地域での生
活や、生活状況に応じて住まいを柔軟に選択できる居住の場の多
様化・柔軟化の推進
（基本的な施策）
○住宅内テレワークスペース、地域内のコワーキングスペース、サテライト
オフィスを確保し、職住一体・近接、在宅学習の環境整備を推進。宅
配ボックスの設置等による非接触型の環境整備の推進

○空き家等の既存住宅活用を重視し、意欲ある地方公共団体と緊密
な協力関係を構築し、体験的な居住にも資する賃貸住宅の提供や
物件情報の提供、リフォーム、住宅取得環境の整備を進め、地方、
郊外、複数地域での居住を推進

○住まいを柔軟に選択できるよう、性能が確保された物件の明確化、
紛争処理体制の整備などの既存住宅市場の整備
計画的な修繕、持家の円滑な賃貸化など、子育て世帯等が安心し
て居住できる賃貸住宅市場の整備を推進

（２）新技術を活用した住宅の契約・取引プロセスのデジタル化、住
宅の生産・管理プロセスのデジタル化の推進
（基本的な施策）
○持家・借家を含め、住宅に関する情報収集から物件説明、交渉、契
約に至るまでの契約・取引プロセスのデジタル化による利便性の向上

○AIによる設計支援等の住宅生産・管理プロセスのIT化や試行的な
BIMの導入による効果検証等を通じた生産性の向上に向け、住宅の
設計から建築、維持・管理に至る全段階におけるDXの推進

（１）安全な住宅・住宅地の形成

（基本的な施策）
○ハザードマップの整備・周知等による水災害リスク情報の空白地帯の解
消、不動産取引時における災害リスク情報の提供

○地方公共団体の防災・まちづくり・建築等の部局間連携を強化し、地域
防災計画、立地適正化計画等を踏まえ、
・ 災害危険区域等の指定の促進により、水害や土砂災害等、災害の危
険性の高いエリアでの開発の抑制
・優遇措置等の対象地域について、災害の危険性の高いエリアを除外する
等、安全なエリアへの住宅立地、移転の誘導

○住宅の改修による耐風性等の向上、耐震改修・建替え等による住宅・
市街地の耐震性の向上

○災害による停電、断水時等にも居住継続が可能な住宅・住宅地のレジ
リエンス機能の向上

（２）災害発生時における被災者の住まいの早急な確保
（基本的な施策）
○今ある既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを速やかに提
供することを基本とし、公営住宅等の一時提供や賃貸型応急住宅の円
滑な提供

○地域に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、応急住宅を迅速
に建設し、被災者の応急的な住まいを早急に確保

目標１
「新たな日常」やDXの進展等に対応した新しい住まい方の実現

目標２
頻発・激甚化する災害新ステージにおける

安全な住宅・住宅地の形成と被災者の住まいの確保

2
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②「居住者・コミュニティ」の視点

（１）子どもを産み育てやすく良質な住宅の確保

（基本的な施策）
○住宅価格や年収倍率の上昇等、住宅取得環境の変化を踏まえ、
若年世帯・子育て世帯の職住一体・近接やテレワーク等のニーズに
適応した住宅取得の推進

○利便性重視の共働き・子育て世帯等に配慮し、利便性や規模等
を総合的にとらえて住宅取得を推進。子どもの人数、生活状況等に
応じた柔軟な住替えの推進

○民間賃貸住宅の計画的な維持修繕や、賃貸住宅管理業者の適
切な管理業務により、良質で長期に使用できる民間賃貸住宅ストッ
クの形成と賃貸住宅市場の整備の推進

○防音性や省エネ性能、保育・教育施設や医療施設等へのアクセス
に優れた賃貸住宅の整備

（２）子育てしやすい居住環境の実現とまちづくり

（基本的な施策）
○住宅団地での建替えや再開発等における子育て支援施設や公園・
緑地等、コワーキングスペースの整備など、職住や職育が近接する環
境の整備

○地域のまちづくり方針と調和したコンパクトシティの推進とともに、建築
協定や景観協定等を活用した良好な住環境や街なみ景観の形成
等

（１）高齢者等が健康で安心して暮らせる住まいの確保

（基本的な施策）
○改修、住替え、バリアフリー情報の提供等、高齢期に備えた適切な住まい
選びの総合的な相談体制の推進

○エレベーターの設置を含むバリアフリー性能やヒートショック対策等の観点を
踏まえた良好な温熱環境を備えた住宅の整備、リフォームの促進

○IoT技術等を活用した高齢者の健康管理や遠隔地からの見守り等のサー
ビスの普及

○地域の需要や医療・介護サービスの提供体制を踏まえた地方公共団体の
適切な関与を通じたサービス付き高齢者向け住宅等の整備

（２）支え合いで多世代が共生する持続可能で豊かなコミュニティの形成
とまちづくり

（基本的な施策）
○住宅団地での建替えや再開発等における医療福祉施設、高齢者支援施
設、コミュニティスペース等の生活支援や地域交流の拠点整備など、地域で
高齢者世帯が暮らしやすい環境の整備

○住宅団地等において、三世代同居や近居、身体・生活状況に応じた円滑
な住替え等を推進するとともに、世代間の支え合いで高齢者が健康で暮らし、
多様な世代がつながり交流する、ミクストコミュニティの形成

目標３
子どもを産み育てやすい住まいの実現

目標４
多様な世代が支え合い、高齢者が健康で安
心して暮らせるコミュニティの形成とまちづくり

3

② 「居住者・コミュニティ」の視点
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② 「居住者・コミュニティ」の視点

（１）公営住宅、セーフティネット登録住宅、UR賃貸住宅等による住宅
確保要配慮者の住まいの確保

（基本的な施策）
○住宅セーフティネットの中心的役割を担う公営住宅の計画的な建替え
やバリアフリー化等のストック改善による長寿命化の推進

○地方公共団体と民間団体等が連携を強化し、緊急的な状況にも対応
できるセーフティネット登録住宅の活用を進めるとともに、地方公共団体
のニーズに応じた家賃低廉化の推進

○UR賃貸住宅を活用し、多様な世帯のニーズに応じた賃貸住宅の提供
を進めるとともに、ストックの再生を推進し、多様な世帯が安心して住み
続けられる環境の整備

（２）福祉政策と一体となった住宅確保要配慮者の入居・生活支援

（基本的な施策）
○国・地方それぞれにおいて、住宅・福祉部局の一体的・ワンストップ対応
による公営住宅・セーフティネット登録住宅や、生活保護、住居確保給
付金等に関する生活相談・支援体制の確保

○地方公共団体の住宅・福祉部局や居住支援協議会、居住支援法人
等が連携して、住宅確保要配慮者に対する入居時のマッチング・相談、
入居中の見守り・緊急時対応や就労支援等の実施

○残置物の円滑な処理方法や多言語化した契約書等の普及啓発

（基本的な施策）
○基礎的な性能や優良な性能が確保された既存住宅の情報が購入者
に分かりやすく提示される仕組みの改善（安心Ｒ住宅、長期優良住
宅）を行って購入物件の安心感を高める

○これらの性能が確保された既存住宅、紛争処理等の体制が確保された
住宅、履歴等の整備された既存住宅等を重視して、既存住宅取得を推
進

○既存住宅に関する瑕疵保険の充実や紛争処理体制の拡充等により、
購入後の安心感を高めるための環境整備を推進

目標6
脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と

良質な住宅ストックの形成

目標5
住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備

(1)ライフスタイルに合わせた柔軟な住替えを可能とする既存住宅流通の活
性化

4

③ 「住宅ストック・産業」の視点

(2)長寿命化に向けた適切な維持管理・修繕、老朽化マンションの再生
（建替え・マンション敷地売却）の円滑化

（基本的な施策）
○長期優良住宅の維持保全計画の実施など、住宅の計画的な点検・修
繕及び履歴情報の保存を推進

○耐震性・省エネルギー性能・バリアフリー性能等を向上させるリフォーム
や建替えによる良質な住宅ストックへの更新

○マンションの適正管理や老朽化に関する基準の策定等により、地方公共
団体による管理計画認定制度を定着させ、マンション管理の適正化や長
寿命化、再生の円滑化を促進ー5ー
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③ 「住宅ストック・産業」の視点

目標6
脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な

住宅ストックの形成

（基本的な施策）
○省エネルギー性能を一層向上しつつ、長寿命でライフサイクルCO2排出
量が少ない長期優良住宅ストックやZEHストックを拡充。ライフサイクルで
CO2排出量をマイナスにするLCCM住宅の評価と普及を推進

○レジリエンス機能の強化に資する住宅・自動車におけるエネルギーの共有・
融通を図るV2H（電気自動車から住宅に電力を供給するシステム）の普
及を推進

○炭素固定効果の高い木造住宅の普及や、CLT（直交集成板）等を活
用した中高層住宅の木造化等により、まちにおける炭素の固定の促進

○住宅事業者の省エネルギー性能向上に係る取組状況の情報を集約し、
消費者等に分かり易く公表する仕組みの構築

(3)世代をこえて既存住宅として取引されうるストックの形成

（基本的な施策）
○所有者等による適切な管理の促進とともに、周辺の居住環境に悪
影響を及ぼす管理不全空き家の除却等や特定空家等に係る対
策の強化

○地方公共団体と地域団体等が連携して空き家所有者のための相
談体制を強化し、空き家の発生抑制や空き家の荒廃化の未然防
止を推進

○所有者不明空き家について、市町村による略式代執行等の法務
的手続を支援するとともに、財産管理制度の活用等の取組を拡
大

目標7
空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利活用の一体的推進

(1)空き家の適切な管理の促進とともに、周辺の居住環境に悪影響
を及ぼす空き家の除却

(2)立地・管理状況の良好な空き家の多様な利活用の推進
（基本的な施策）
○空き家・空き地バンクを活用しつつ、地方公共団体と民間団体等
が連携して、古民家等の空き家の改修等を進め、セカンドハウスや
シェア型住宅等、多様な二地域居住・多地域居住を推進

○中心市街地等において、空き家の除却と合わせた敷地整序や空
き家・空き地の一体的な活用・売却等による総合的な整備などを、
地方創生やコンパクトシティ等と一体的に推進

○空き家の情報収集や発信、教育・広報活動を通じて空き家対策
を行う民間団体等の取組を支援 5ー6ー



③ 「住宅ストック・産業」の視点

（基本的な施策）
○地域の住まいを支える大工技能者等の担い手の確保・育成について、
職業能力開発等とも連携しつつ進めるとともに、伝統的な建築技術の
継承や和の住まいを推進

○中期的に生産年齢人口が減少する中で、省力化施工、デジタル化など
生産性向上の推進

○CLT等の新たな部材を活用した工法等や中高層住宅等の新たな分
野における木造技術の普及とこれらを担う設計者の育成等

目標８
居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業の発展

(1)地域経済を支える裾野の広い住生活産業の担い手の確保・育成

(2)新技術の開発や新分野への進出等による生産性向上や海外展開
の環境整備を通じた住生活産業の更なる成長

（基本的な施策）
○AIによる設計支援やロボットを活用した施工の省力化等、住宅の設
計・施工等に係る生産性や安全性の向上に資する新技術開発の促進

○住宅の維持管理において、センサーやドローン等を活用した住宅の遠
隔化検査等の実施による生産性・安全性の向上の実現に向けた新技
術の検証・活用

○官民一体となって我が国の住生活産業が海外展開しやすい環境の整
備

基本的な考え方

○大都市圏については、依然として長時間通勤の解消、居住水準の
向上、密集市街地の改善等の特有の課題が存在

○このため、社会環境の変化等に伴う多様な世代のライフスタイルに応
じた居住ニーズの変化、良質な住宅・宅地ストックの形成・流通・管理・
更新を考慮しつつ、それぞれの世帯が無理のない負担で良質な住宅
を確保できるよう、住宅の供給等及び住宅地の供給を図っていくことが
必要。

○具体的には、以下のとおり、多様な世代がライフスタイルに応じて安
心して暮らすことができる、良質な住宅・宅地ストックを活かした良好
な居住環境の形成に配慮しながら、地域の属性に応じた施策を推進

・都心の地域その他既成市街地内
土地の有効・高度利用・適正な管理、災害新ステージや「新たな日
常」への対応、既存の公共公益施設の有効活用、生産性向上にも資
する職住近接の実現等の観点から、建替えやリフォーム等を推進する
とともに、良質な住宅・宅地ストックの流通や空き家の有効利用を促
進する。

・郊外型の新市街地開発
既に着手している事業で、自然環境の保全に配慮され、将来にわたっ
て地域の資産となる豊かな居住環境を備えた優良な市街地の形成が
見込まれるものに厳に限定する。

大都市圏における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進

6
ー7ー
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令和２年度北海道住宅対策審議会第３回専門部会における主なご意見 

日時：令和３年 1 月２２日（金）13:30～16:30 

会場：かでる２・７ １０階 １０７０会議室 

※ご意見を発言順ではなく視点・項目別に事務局にて整理 

※灰色部分は追加説明あり 
 

議事２ 【道内市町村の課題などについて】 

片桐委員 旭川市の居住支援法人は何社あるのか？ 

→（事務局より回答する）※道が指定しており、１社（旭川市の事業者） 

 

議事３ 【「ストック」からの視点の施策検討の方向性（案）について】 

牧野委員 分譲マンションの管理の適正化について、実際のマンション管理組合向けのマニュアルなど

がない。災害時の対応などマニュアルがあれば、良いと思う。 

森部会長 マンション管理組合は、他の管理組合がどうやっているのか関心があると思う。悩みやトラブ

ル、解決策を紹介し合うなど、情報共有することはすごく大事だと思う。ささいなことでも抱えて

いる問題をどのように改善したかなど紹介し、共有する場がいままでにあったのか。 

大谷委員 木材の加工をしている事業者が限られているため、CLT などもそうだが、必要量を事前に示

さないと、性能が良い材料を使うときに供給できていないと思う。事前に使用量を示すことで、

供給側も準備ができると思う。 

大谷委員 国の指針で太陽光や地熱を利用しても、北海道の住宅で ZEH はかなり難しいと思う。北海

道においてできる水準を示すことで現実味があると思う。それに対する補助や支援があると、

実施する人も増えていくと思う。 

片桐委員 既存民間賃貸住宅の性能は、水落しをしても給水管が凍ってしまうほど良くない状況。民間

が賃貸住宅については、性能などの情報が少ない。入退去を繰り返し、収益を上げるのではな

く、資源の確保などを考えると、良質な住宅を作って長持ちさせて、あとはリペアしながら使いこ

なしていくという発想がないと、作っては壊しを繰り返すだけで、満足度が得られない住宅が増

えていく。民間賃貸住宅の質の向上は急務で重要な案件だと思う。 

森部会長 北海道の住宅の発展の流れの中で、今が勝負のしどころ。悪いものを作ろうとしていたわけ

ではないが、昔の技術力では断熱気密や設備が、現在の住宅水準と比べると低い状態に来

ている。今の技術力について、今後２０年は大きく変わらないと思う。これまでに建てられた住

宅を、いかにして今の基準に持っていけるのかが非常に大事だと思う。 
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議事５ 【「事業者」からの視点の施策検討の方向性（案）について】 

牧野委員 福祉住宅の申請書類を見ていると、ユニバーサルデザインに関する技術者の理解がまだ

足りないかと思う。車いす使用者の手が届かないところに手すりを設置していることがある。な

ぜユニバーサルデザインが必要なのか、もう少し理解と想像力が必要だと思う。研修会や勉

強会でユニバーサルデザインも加えて、知ってもらえる機会をぜひ作っていただきたいと思う。

森部会長 民間賃貸住宅の発注者側は経済性を重視してしまい、ユニバーサルデザインやバリアフリ

ーを切り捨てるところがあり、技術者も発注者から指示がないと最低限の設備になってしまうた

め、発注者側がきちんと考えて指示するなどの意識がすごく大事だと思う。 

片桐委員 きた住まいるメンバーや BIS の技術者は数が少ないだけでなく、札幌圏に集中していると思

う。北海道は郡部の方が厳しい気候であるため、より一層高い質の住宅を求められる。住宅の

質に関する知見や知識のある人の育成は、振興局などを活用して、道内満遍なく専門的なサ

ポートが受けられる体制を作っていただきたいと思う。 

森部会長 サブスクリプションサービスなどの新たなサービスとかニーズに対応した着眼について、アイ

デアを盛り込むのはいいことだと思うが、ニッチじゃない方に新たな展開があるのではないのか

と思う。該当しない人が多い施策は社会的に乖離してしまうことになる。該当する人が多い施

策を考えないと、アンバランスな感じがする。もう少し内容を詰めた方が良い。コロナが出たとき

に、エッセンシャルワーカーの方々に対して住生活のサポートや支援を考えられないか、ここが

大事だと思う。コロナの時代に改定する計画のため、この視点は盛り込むべきだと思う。 
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ご意見等に関する追加説明 エッセンシャルワーカーに対する施策検討

エッセンシャルワーカーの定義

調査会社：株式会社第一生命経済研究所（株式会社クロス・マーケティング実施）
調 査 名：第２回新型コロナウイルスによる生活と意識の変化に関する調査
調査対象：全国の20～69歳の男女1,000名
調査時期：2020年5月15日(金)～16日(土)
※2020年5月14日に８都道府県を除き３９県の緊急事態宣言を解除した。
（８都道府県：北海道、千葉、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫）

エッセンシャルワーカーとは、人が社会生活をするうえで必要不可欠なライフラインを維持する仕事の従事者

‧医療福祉関係（例：医師、看護師、薬剤師、介護士）
‧保安関係（例：警察官、消防士）
‧運輸交通関係（例：公共交通機関の職員、配送ドライバー）
‧小売、販売業（例：スーパー、ドラッグストア、ガソリンスタンド等の店員）
‧教育、保育関係（例：教師、保育士）
‧公共インフラ関係（例：電気、水道、ガス、電話）
‧その他、金融、郵便、清掃業務、一次産業従事者など

コロナ禍によるエッセンシャルワーカーの状況・課題

【具体例】

・「テレワークできない業務であり、
出勤又は休業している」は、８都
道府県では５割、３９県では６割
強であった。

・感染する不安を抱えて「在宅勤
務ができず、ほぼ出勤している」が
８割以上
・テレワークしている人に比べ、仕
事のストレスが増えた人が多い

・テレワークが進む中、出勤又は
休業を余儀なくされる人がいる。
・テレワークできない業務で出勤し
ている人の感染リスク対応や、休
業・失業に伴う収入減による家賃
の不払いなどが課題となる。

根拠１

課題

根拠２
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ご意見等に関する追加説明

事象 事例 施策案

建設業従事者の
感染リスク対応

（事例１）建設業における新型コロナウイ
ルス感染予防対策ガイドライン
（事例２）スマートフォンなどの活用による
現場管理サービス

・３密回避の周知
・講じるべき具体例（感染対策事例）の
周知
・現場管理のリモート化

・感染した場合
（陽性者の隔離）
・陽性者（無症
状）の自主隔離
・収入減による住
宅困窮

（事例３）平時より、エッセンシャルワー
カーを対象とした住宅確保支援策
（事例４）勤務先周辺の宿泊場所の提供

・セーフティネット住宅への入居を可能と
する住宅確保要配慮者の拡充
・宿泊施設や空き民間賃貸住宅への住
宅供給要請や家賃補助

エッセンシャルワーカーに対する施策検討

エッセンシャルワーカーに対する施策検討

事例１ 事例２

事例３ 事例４
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新たな「住生活基本計画」の構成（案）

計画の目的・位置づけ・期間など

計画の目的・位置づけ・期間・構成

住生活をめぐる現状と課題

北海道の地域特性を踏まえた住生活をめぐる現状と課題

北海道における住生活の理想像

住生活の理想像（めざす姿）

視点・目標・基本的な方針・施策

公営住宅の役割、供給の目標量

公営住宅の役割、供給目標量

総合的かつ計画的な施策の推進

各事業主体の役割、総合的な施策の推進
※視点・施策の横断的な取組のパッケージ

地域における住宅政策の推進

地域別の住宅政策の方針 ※市町村計画の策定促進を図るもの

その他（資料編）

用語集
住宅性能水準、居住環境水準、居住面積水準
計画策定体制

施策・取組のパッケージ

➀ ② ➂ ➃ ⑤ ⑥ ・・・・

目標 施策の方向性（基本的方針） 取組（基本的な施策） 成果指標

諮問（求める意見）

住生活の理想像

※目指すべき北海道の住生活

目標と施策の方向性

※３つの視点と９つの目標を掲げ、
どのような施策をすべきか

推進方針

※施策を総合的かつ計画的に推進する
ために必要な事項

（施策をどう進めていくのか）
・公営住宅の役割
・各事業主体の役割
・各事業主体・施策等の連携による一体
的推進

・市町村への住宅政策の提案

現状と課題

※理想像・目標設定のための背景

これからの北海道における住宅政策について

本道において、人口減少、少子高齢化、災害の激甚化・多頻度化、空き家の増加などに加え、新型コロナ感
染症の影響による住宅困窮者の増加や移住への関心の高まりといった住生活をめぐる社会経済情勢などの変
化への対応が求められている。
今回の見直しにあたっては、「全国計画」の検討内容を踏まえるとともに、住生活をめぐる様々な課題に対応し

ながら、より一層安全安心で豊かな住生活の実現に向けた計画とするため、条例に基づき北海道住宅対策審
議会に対し「これからの北海道における住宅政策のあり方」について諮問する。

諮問理由

・・・
・・・

・・・
・・・

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

第６章

第７章

第８章

求める意見の内容

（１）住生活の理想像

（２）施策の目標

（３）施策の方向性

（４）施策の推進方針

※目指すべき北海道の住生活

※理想像に向けた計画期間内の目標

※目標を達成するための基本的な方針・施策

※施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
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全国計画（案）

視点 項目

社
会
環
境
の
変
化

新しい住まい方

災害

居
住
者
・コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

子育て世帯

高齢者世帯

住宅確保要配慮者

住
宅
ス
ト
ッ
ク
・産
業

住宅循環・良質な住宅ストック

空き家

住生活産業

全国計画（案）やこれまでの議論を踏まえた視点等について

全国計画（案）と道計画（案）の比較

道計画（案）

項目 視点

住宅確保要配慮者

居
住
者

子育て世帯・高齢者世帯

多様な居住者

防災・復興

防
災
・ま
ち
づ
く
り

住環境

地域コミュニティ

良質な住宅ストック・住宅循環

住
宅
ス
ト
ッ
ク
・事
業
者

空き家

住宅産業・住生活関連事業・新技術

※３つの視点から８つの目標を設定し、施策を総合的に推進 ※３つの視点から９つの目標を設定し、施策を総合的に推進

テレワーク コワーキングスペース 新技術（DX)

安全な住宅・住宅地の形成 住まいの早急な確保

良質な住宅の確保 居住環境の実現とまちづくり

住まいの確保 コミュニティの形成とまちづくり

住まいの確保 入居・生活支援

住宅循環 良質な住宅ストック

活用 除却

管理

入居を拒まれる方 家主とのトラブル

子育て世帯 高齢者世帯

持続可能なまちづくり

復興災害対応事前の備え

移住者・
多地域居住者など 多様な暮らし方

地域共生社会

住宅購入者・
サービス利用者

繋がりづくり

コンパクトな都市形成

住宅循環良質な住宅ストック

活用 除却

管理

不動産・賃貸事業者住宅産業 新技術
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全国計画（案）やこれまでの議論を踏まえた視点等について

入居を拒まれる方 家主とのトラブル

子育て世帯 高齢者世帯

３つの視点と９つの項目について、目標や施策の方向性を検討する。

居住者の視点

住宅確保要配慮者

多様な居住者

子育て世帯・高齢者世帯

居住者からの視点

コンパクトな
都市形成

持続可能な
まちづくり

復興災害対応

防災・復興

住環境

防災・まちづくりからの視点

事前の備え

住宅産業

住宅産業・住生活関連事業

新技術

住宅寿命・住宅市場

空き家

良質な住宅・住宅循環

ストック・事業者からの視点

除却活用

移住者・
多地域居住者など 多様な暮らし方 地域共生社会 繋がりづくり

地域コミュニティ

住宅購入者・
サービス利用者

新築

経年劣化 リフォーム

住宅診断・評価

住宅性能・機能など

継承・売却

住生活関連事業

抑制・適正管理

維持管理

視点・施策対象項目のイメージ

関連産業（地域材など）住宅産業（建設・リフォームなど）

賃貸・不動産事業 住宅情報・居住支援サービス事業
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施策の方向性（案）

生きがいある暮らしにつながる住まいの確保テーマ（目標案）

住宅の確保に配慮が必要な世帯が安心して住宅に入居し、生活するためには、どのような住まい・支援（入居・
居住）が求められているか。

論点

施策検討の方向性（案）

子育てしやすく、住み続けられる暮らしの実現テーマ（目標案）

子育てしやすい環境を求める子育て世帯や、地域で安心して健康に暮らせる環境を求める高齢者世帯など、
各世帯が抱える課題の解決のためには、どのような住まい・支援（入居・居住・住替えなど）が求められているか。

論点

施策検討の方向性（案）

①住宅確保要配慮者の入居・居住支援（居住支援法人の登録促進・取組支援など）
②借りる側、貸す側の双方が安心できる仕組みの検討（居住支援協議会での情報共有や啓蒙、保証会社との連

携事例の紹介など）
③安全安心で良質な住宅の整備・活用（公的賃貸住宅や民間賃貸住宅等の整備・活用、UDの導入など）

①子育て・高齢者世帯の入居・居住支援（情報提供・相談体制の充実など）
②安全安心で良質な住宅の整備・活用（公的賃貸住宅や民間賃貸住宅等の整備・活用、サービス付き高齢者向

け住宅の供給・全道展開の促進、UD+αなど）
③住み慣れた地域での住替え支援（子育て世帯と高齢者世帯間の住宅ストックと居住ニーズのミスマッチの解消

や、福祉や介護施設への住替え支援）

多様でいきいきと暮らせる住生活の実現テーマ（目標案）

居住者の利益の擁護と増進を図るとともに、住まいの多様なニーズに対応するためには、どのような情報・サー
ビス（入居・居住）が求められているか。

論点

施策検討の方向性（案）

住宅確保要配慮者

子育て世帯・高齢者世帯

多様な居住者

①豊かな暮らしの実現に向けた居住者への情報提供、住教育（住宅購入やサービス提供を受ける際や、住宅の
維持管理やトラブル回避、住宅への意識啓発などを図るための居住者への情報提供、住教育）

②多様な居住者のための情報提供・サービスの活性化（移住体験、サブスクリプションサービスや空き家活用な
ど）

③多様な住生活の実現に向けた住まい・住環境づくりの検討（リモートワーク、シェアハウス、コワーキングスペース
などの、多様な住まい・暮らしの実現に向けた公営住宅等への導入検討など）

・ 居住者の項目（施策対象）別に、ソフト（入居や居住支援、サービス）とハード（住宅や共用施設）で、
どのような施策が求められるか検討する。

施策検討の考え方

【ハード】

住宅居住支援

（家探しなど）
（供給など）

（交流・サービスなど）

（性能・機能など）

共用施設など

（生活支援)

(拠点施設）

【ソフト】

入居支援

保健福祉部局との連携

移住関連部局や
観光部局との連携

居住者からの視点

全国計画（案）やこれまでの議論を踏まえた視点等について
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安全安心で災害に強い住生活の実現テーマ（目標案）

激甚化・頻発化する自然災害などに対応し、安全安心で強靭な住まい・まちづくりのために、事前の備えと事後
の対策には、どのような住まい、住環境が求められるか。

論点

施策検討の方向性（案）

つながりと生きがいを創出できる地域コミュニティの形成テーマ（目標案）

地域住民等が支え合い、一人ひとりの生きがいと暮らし、地域をともに創っていくためには、どのような地域づくり
や繋がりづくりが求められるか。

論点

施策検討の方向性（案）

【事前の備え】
①住宅・住宅地における防災対策（耐震などの住宅性能、災害リスクが低い地域への誘導、雪害対策など）
➁公営住宅等における災害対応拠点機能の整備（避難所・蓄電池・防災備蓄倉庫など）
➂円滑な応急仮設住宅などの供給に向けた仕組みづくり（供給体制の構築など）

【災害発生時】
➃災害時の迅速な建物被害状況調査（応急危険度判定など）
⑤災害時の迅速な住宅確保（応急仮設住宅・恒久的応急住宅・みなし公営住宅など）

【災害後の復興】
⑥災害後の被災地への住宅における復興支援（災害公営住宅・改良住宅の整備支援、地域復興など）

①互助を育み、賑わいのある地域づくり（コミュニティマネジメントの導入検討、地域交流の創出、福祉サービスと
の連携、地域共生社会・包括ケアとの連携など）

②差別・偏見なく、多様な世代が共生できる繋がりづくり（コミュニティーミックスの住宅配置計画など）

持続可能で賑わいのある住環境の形成テーマ（目標案）

利便性や心地よさなどの魅力を備え、経済や環境の観点からも住み続けられる住環境として、何が求められて
いるか。

論点

施策検討の方向性（案）

防災・復興

①市街地の衰退・スポンジ化問題などの解決に寄与するコンパクトな都市形成（公営住宅等の集約建替、空き
家・空き地のエリアマネジメントなど）

②多様な暮らし方に対応できるまちづくり（地域のニーズにあった用途地域の見直しや用途変更など）
③環境問題などの解決に寄与する持続可能なまちづくり（低炭素化を図る地域材や省エネ機能の活用）
④安全安心で賑わいのある住環境の創出（生活拠点機能（商業・医療・福祉）、生活支援機能（子育て・高齢者

支援）、地域機能（交流センター）の整備・向上）

・ 「防災・復興」においては、➊事前の備え、➋災害発生時、➌災害後の復興の３つの場面について、
どのような施策が求められるか検討する。
・ 「住環境」においては、➊コンパクトな都市形成、➋持続可能なまちづくりに分け、物理的や環境面な
どの観点から、どのような施策が求められるか検討する。
・ 「地域コミュニティ」においては、➊地域づくり、➋繋がりづくりに関して、どのような施策が求められる
か検討する。

施策検討の考え方

都市計画部局との連携

地域福祉部局との連携

地域コミュニティ

住環境

施策の方向性（案） 防災・まちづくりからの視点

全国計画（案）やこれまでの議論を踏まえた視点等について
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持続可能で豊かに暮らせる良質な住宅ストックの形成・循環テーマ（目標案）

積雪寒冷な北海道において、健康に住み続けられ、将来世代に継承できる住宅（性能・機能、価値の維持向
上）の形成・循環を、どのように取り組むべきか。

論点

施策検討の方向性（案）

地域の活性化につながる空き家の解消テーマ（目標案）

空き家が増加する中で、空き家の抑制・管理・活用・除却には、空き家予備軍、良質な空き家、管理不全で危
険な空き家に対して、どのような支援・仕組が求められ、どのように取り組むべきか。

論点

施策検討の方向性（案）

【住宅性能・機能】
①健康で豊かな暮らしに寄与する良質な住宅ストックの形成（耐震・断熱気密・省エネ・バリアフリーなどの性能・

機能の向上、良質な民間賃貸住宅の供給促進に向けた仕組みの検討など）
【住宅寿命】
②住宅の長寿命化に向けた適切な維持管理・修繕（計画的な点検・修繕の推進・促進、性能向上リフォームの推

進、住宅の履歴情報の登録保管（きた住まいるサポートシステム）、マンションの適正管理の促進など）
【住宅市場】
③住宅循環システムの構築・拡充（既存住宅の性能等の調査や評価の促進、北海道R住宅の推進など）

①空き家の抑制・管理の促進(ガイドブックなどによる情報提供、相談会、人材育成のための研修会の開催など）
②良質な空き家の利活用の推進（北海道空き家情報バンクの拡充、空き家の様々な活用（セーフティネット住宅、

古民家の活用の促進など）
③住環境改善や災害リスク抑制に向けた危険空き家の除却（危険な空き家の除却促進・支援など）

良質な住宅・住宅循環

空き家

施策検討の考え方

施策の方向性（案） ストック・事業者からの視点

全国計画（案）やこれまでの議論を踏まえた視点等について

活力ある住生活関連産業の振興テーマ（目標案）

人手不足が進む中で、地域の技術者・技術力の維持・向上、住宅取引や賃貸の円滑化、人手不足を補う新
技術などに、どのように取り組むべきか。また、住まい方や需要が多様化する中、地域の技術や資源などの振興、
様々な居住者へのサービス拡充などにどのように取り組むべきか。

論点

施策検討の方向性（案）

①北海道の技術や資源などの産業振興（技術力の向上・担い手確保を図る技術講習会や動画配信、BISや北海
道住宅検査人制度などの資格制度の推進、若年層への住教育、専門職の多能工化の促進、建築技術・部材・
資材の域内循環・道外への販路拡大、優良な住宅事業者登録・公開など）

②住宅循環の円滑化、入居・居住支援事業の拡充（宅建業を営む不動産・賃貸事業者の確保・人材交流の検討、
建築事業者の宅建業などへの事業拡大の支援の検討、居住者が求める住宅情報や入居後のトラブル回避を
図る住宅情報の提供、貸借人の支援サービス、地域交流を促すサービスの創出（居住支援活動の拡充、居住
支援協議会による貸主の補償制度やサービスの検討、住宅確保要配慮者の理解と事例の情報共有、地域コ
ミュニティサービスやコーディネーターの公営住宅等への導入検討）

➂人手不足を補い、住生活の向上を図る新技術の導入（設計・工事や取引などの効率化を図る工法やICTなどの
導入促進、住生活向上を図るDXの導入検討など）

住宅産業・住生活関連事業

・ 「良質な住宅・住宅循環」においては、➊住宅性能・機能など、➋住宅寿命（維持管理・修繕など）、
➌住宅市場（継承・売買など）の３つの対象について、どのような施策が求められるか検討する。
・ 「空き家」においては、➊抑制・管理、➋利活用、➌除却の３つに分け、どのような施策が求められる
か検討する。
・ 「住宅産業・住生活関連事業」においては、➊住宅産業（建設・リフォーム・住宅関連産業など）、➋
住生活関連事業（賃貸借・不動産、住宅情報、居住支援サービスなど）、 ➌新技術（住宅生産・取引、
住生活の向上を図るものなど）に関して、どのような施策が求められるか検討する。

経済部局、林務部局との連携

保健福祉部局との連携
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ストック・事業者からの視点

所有関係別住宅ストックの現状（全道）

出典：「H30 住宅・土地統計調査]」（総務省）

狭小な民営借家の居住面積状況・課題

根拠

・平成30（2018）年の持ち家率は56.3%、借家率は41.3％である。
・1住宅当たりの延床面積は、49.77㎡の民営借家が も小さい。

建て方別住宅ストックの割合（全道）根拠

出典：「H30 住宅・土地統計調査]」（総務省）

共同住宅ストックの増加状況・課題

⼀⼾建
1,146千⼾
125.74㎡

共同住宅
185千⼾
83.24㎡

公営の借
家

156千⼾
57.05㎡

都市再⽣機構・公社の借家
6千⼾
52.08㎡

⺠営借家
771千⼾
49.77㎡

給与住宅
66千⼾
63.89㎡

（１住宅当たり延べ⾯積） 居住世帯のある住宅総数 2,417千⼾

47.4％ 6.4％7.1％ 0.3％ 31.9％ 2.7％

持ち家 56.3％ 借家 41.3％

不詳 87千⼾

（ストック
シェア）

57.0 55.9 54.8 54.1 53.4 53.4 52.0

11.5 8.4 6.9 5.6 5.2
4.3 4.0

30.9 35.0 37.6 39.8 41.1 42.0 43.8

0.7 0.6 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3

0%
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40%
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昭和63年 平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

その他

共同住宅

⻑屋建

⼀⼾建

・平成30（2018）年におけるそれぞれの割合は、一戸建が52.0%、共同住宅が43.8%、長屋建が4.0％であり、
昭和63（1988）年からの傾向を見ると、一戸建及び長屋建は減少している一方で、共同住宅の割合は増加し
ている。

住生活をめぐる社会経済情勢の状況・課題
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所有関係別住宅の建築時期（全道）

維持管理等が必要な住宅ストックの増加、公営住宅等の老朽化状況・課題

根拠

・すべての住宅の建築時期を見ると、築２０年を超える住宅の割合が６割を超え、今後１０年間で維持管理・
修繕が必要となる住宅ストックが増える見込み。
・公営、都市再生機構・公社の借家は昭和55（1980）年以前に建てられた築４０年を超える住宅が多く、持ち

家は平成12（1991～2000）年以前に建てられた築２０年を超える住宅が多い。また、民営借家は築１０年～２
０年の新しいストックが比較的多いが、築２０年～３０年のストックも多い傾向。

出典：「H30 住宅・土地統計調査]」（総務省）
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給与住宅

住生活をめぐる社会経済情勢の状況・課題 ストック・事業者からの視点

築２０年を超える住宅の割合：62.9％
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不動産事業者数（振興局別）

不動産事業者の偏在状況・課題

根拠

道内における不動産事業所数は、石狩管内に約半数が集中しており、続いて、上川、渡島、釧路、胆振、オ
ホーツクの順に減少している傾向。また、H24年とH28年度の事業所数の推移については、いずれの地域につ
いても減少傾向である。

住生活をめぐる社会経済情勢の状況・課題

出典：「H24,H28 経済センサス」
（活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計）

ストック・事業者からの視点
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視点 施策対象 目標

居
住
者

住宅確保要配慮者 ① 生きがいある暮らしにつながる住まいの確保

子育て世帯・高齢者世帯 ② 子育てしやすく、住み続けられる暮らしの実現

多様な居住者 ③ 多様でいきいきと暮らせる住生活の実現

防
災
・

ま
ち
づ
く
り

防災・復興 ④ 安全安心で災害に強い住生活の実現

住環境 ⑤ 持続可能で賑わいのある住環境の形成

地域コミュニティ ⑥ つながりと生きがいを創出できる地域コミュニティの形成

ス
ト
ッ
ク
・

事
業
者

住宅性能・機能・寿命・市場 ⑦ 持続可能で豊かに暮らせる良質な住宅ストックの形成・循環

空き家 ⑧ 地域の活性化につながる空き家の解消

住宅産業・住生活関連事業 ⑨ 活力ある住生活関連産業の振興

上位計画のめざす姿（理想像）

９つの施策対象の目標（案）

計画名 めざす姿（理想像） 解説

北海道総合計画 輝きつづける北海道

世界に誇れる北海道の魅力を磨き、育て、様々な強みを活かし、人口減
少・高齢化の急速な進行といった「地域の存亡に関わる危機」を乗り越え、将
来にわたって安全で安心して心豊かに住み続けることができる活力ある地域社
会の形成をめざします。

北海道総合戦略

幅広い世代が集い、つながり、
心豊かに暮らせる包容力のあ

る北海道

北海道で暮らす幅広い世代のみならず、道外在住の北海道を愛する方々
など、北海道に関係するあらゆる人たちが集い、つながるとともに、未来に向け
た挑戦ができる期待感にあふれた大地で、人口減少下においても心豊かに幸
せに暮らし続けられるような、包容力のある北海道の実現をめざす。

人口ビジョン 〃

北海道における住生活の理想像（案）

理想像 解説

人とつながり、生きがいを感じ、健やかで豊かに住み続
けられる、活力・魅力・多様性に富んだ北海道

人が感じる「つながり・生きがい」、「健やかで豊かな」住生活、人と
資源が集う「多様性・活力・魅力」に富んだ北海道を目指す。

生きがいを感じ、心豊かに住み続けられる、多様性に
富んだ北海道

人が感じる「生きがい」、「心豊かな」住生活、様々な人が集う「多
様性」に富んだ北海道を目指す。

安全で安心して心豊かに住み続けることができる活力
ある北海道

北海道総合計画の「めざす姿」の解説より

人が集い、つながり、心豊かに暮らせる包容力のある
北海道

北海道総合戦略を参考とした理想像

【理想像の考え方】（事務局案）
案①：上位計画の理想像と、９つの目標を踏まえ、めざすべき住生活を検討。（例：下記事務局案）
案②：上位計画の理想像を踏まえ、３つの視点がめざすべき住生活を検討。
案③：上位計画や視点・目標にとらわれず、住生活の理想像を検討。

中長期的な目指すべき理想像の検討

分類 関連目標 キーワード

支援すべきもの 目標①②④⑧ 安全・安心・生きがい

向上すべきもの 目標③⑤⑦ 多様・豊か・魅力・良質・良好・健やか

創出すべきもの 目標⑥⑨ 希望・つながり・活力

各目標より連想されるキーワード
を組み合わせ理想像を検討

北海道における住生活の理想像について
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住生活の理想像一覧（事例）

名 理想像 解説

札
幌
市

未来につなぐ安全・安心な住ま
いづくり

住まいは、家族と暮らし、人を育て、憩い、安らぐことなどのためのかけがえのない空間であると
ともに、コミュニティを形成する拠点となるものです。また、都市や街並みをつくる重要な要素で
あり、市民が安全・安心に生活する上で欠かすことの出来ない基盤となるものです。

人口減少社会の到来や少子高齢化の進行などにより、「いま」の暮らしは大きく変わっていくこ
とが予想され、暮らしを支える住まいに対する価値観も複雑で多様なものになってきています。

そこで、本計画においては「未来につなぐ安全・安心な住まいづくり」を理念として、誰もが安
全・安心に住み続けることができ、さらに将来世代へ引き継ぐことのできるより良い住まいづくりを
進めます。

神
奈
川
県

人生１００歳時代に向けて、全
ての県民が、安心して、安全で
良質な住宅に住み、ともに支え
あいながら、魅力あふれ、質の
高い住生活が送れる住まいま
ちづくりの実現

○住宅政策については、住宅の「量」を確保することから、少子高齢化の急速な進行等の社会経済情勢の変化に伴う新たな課題へ対応す
るため、住生活の「質」の向上を図る政策に転換してきたところである。

○しかしながら、住生活の「質」を考える場合に、まず「人」が居て、「住宅」に住み、「まち」で暮らすという大前提に立ち返る必要があるのでは
ないだろうか。

○併せて、そこでは、人の生活の営みがあり、住生活の「質」の向上を図るためには、神奈川らしい「新しい住生活」のあり方を考える必要があ
るのではないだろうか。

○そこで、「人」、「住宅」、「まちづくり」、「新しい住生活」の４つの視点から住宅施策を展開していく必要があると考えている。
またこれらに加えて、以下の観点からも住宅施策を検討する必要がある。
○「子どもの貧困対策」、「婚姻率の向上」、「出生率の向上」、「子育て環境の向上」、「就業支援」、「生き生きとした神奈川ライフ」、「高齢

者・女性の活躍」、「健康長寿」などにつながる、ライフステージに応じた連続的で多様性に富んだ住まい・まちづくりを行う必要がある。その際、
人生１００歳をひとつのゴールとして、そこから逆算して人生の設計図を描いていくことが大事になることから、住まいまちづくりにおいても、人生１０
０歳時代を踏まえた健康に住まうことができる住まいまちづくりが求められている。

○また、「空き家」の利活用などによる「リノベーションまちづくり」や「エリアマネジメント」など、住まい、まちづくり、住生活などを総合的に捉えた
新しい住まい・まちづくりを行う必要がある。

○これらのことにより、神奈川に「住んでみたい」、「住み続けたい」と思ってもらえるように、「住まいマグネット力」を高め、住まい・まちづくりの
「新しい価値」を生み出すことが重要である。

鹿
児
島
県

「ゆとりとうるおいのある住生活
の実現」を目指して

住宅は県民の暮らしの基盤であり，生活を営む上で極めて重要な生活空間です。安全で適
切な広さの住宅に安心して住める「ゆとり」や，県民一人ひとりが望むライフスタイルをその住宅
や魅力あふれる地域の中で実現できる「うるおい」を持てることが，豊かな住生活を実現する上
で重要です。

目指す住生活像：①安全で人にやさしい安心できる居住、②長く住み続けられる人と環境に
やさしい居住、③多様な居住ニーズに応じた豊かな居住

長
野
県

安心ですこやか、多様な暮らし
を支える住まいをめざして

長野県には、心を癒し安らぎを不えてくれる豊かな自然や美しい景観、地域に連綿と受け継
がれてきた歴史や文化に根ざした暮らしがあります。

少子高齢化の進展、人口・世帯数減少の本栺化、経済のグローバル化の進行等により、私た
ちの住生活を取り巻く環境は大きな転換点にありますが、誰もが心安らぐ住みよい暮らしを実現
していくための基盤となる住まいやまちの価値・魅力を高め、将来にわたって引き継いでいくこと
が求められています。

私たちは、住民、民間事業者、行政など様々な主体の連携・協働により、信州の住みよい暮
らしを次代につなぐため、すべての県民の安心ですこやか、多様な暮らしを支える住まいをめざし
て、住宅施策を展開していきます。

兵
庫
県

安全・安心の基盤の上に、多様
な世代や地域が支え合い、快
適でいきいきと暮らせる住生活
を実現する

「21 世紀兵庫長期ビジョン」のもと、「まちづくり基本方針」で設定したまちづくりの４つの重要な
テーマ「安全・安心」、「環境との共生」、「魅力と活力」、「自立と連携」を踏まえ、以下のとおり本
計画の理念と目標を定める。

茨
城
県

ゆとりの住まい・安心の住まい・
みんなで創る・いばらきの住まい
づくり

茨城県総合計画「いばらき未来共創プラン」においては、『みんなで創る 人が輝く元気で住み
よい いばらき』の基本理念の下、「人が輝くいばらき」、「活力あるいばらき」、「住みよいいばらき」、
の３つの目標を掲げて施策展開が図られています。

また、住生活基本法においては、「現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な
住宅の供給等」、「良好な居住環境の形成」、「居住のために住宅を購入する者等の利益の

擁護及び増進」、「居住の安定の確保」等の基本理念を掲げています。
本県の住宅政策は、以上の背景を踏まえ、引き続き以下に示す基本理念の下に住宅政策を

進めるものとし、県民一人ひとりの住生活の安定の確保及び向上の促進に努めるものとします。

長
崎
県

住みたい・住める・住み続けら
れる長崎県

現行計画の策定から５ヵ年経過しておらず、本県における住生活をめぐる基本的な課題は
依然として継続しています。その間、上位計画となる「住生活基本計画（全国計画）」の改定
や「長崎県総合計画 チャレンジ2020」が策定されました。

これらを踏まえ、人口減少や高齢化に対して、今後も“安心して暮らし続けることができる条
件の充実”を図り、“定住促進”や“UI ターンの促進”を推進していく必要があります。

このため、住宅政策の基本理念については、今後も、安心して住み続けられるまちづくりや
活力のある魅力あるまちづくりといった“まちづくり”の観点から、現行計画を継続していくことと
します。

青
森
県

生活創造社会につながる豊か
な住生活の実現をめざして

「生活創造社会」の実現に向け、住環境の「質」の向上（ハード面）と併せて、より良い住環境
を実現するための体制づくりや様々な人々がコミュニティで支え合う仕組みづくり（ソフト面）が必
要と考えられますが、そうしたハード、ソフト両面が整備された住環境での暮らしを「豊かな住生
活」として定義し、県の住宅施策がめざすべき姿として位置づけます。

北海道における住生活の理想像について
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目標・施策の方向性等一覧（案）

視点 これまでの取組 目標 施策対象
施策の方向性

（基本的な方針）
施策の実施理由（背景・得られるメリット）

具体的な取組例
（基本的な施策）

居
住
者

・居住支援法人の登録促進・取組支
援（指定：15法人（R2.3末））

・北海道居住支援協議会での情報共
有

・公的賃貸住宅や民間賃貸住宅等の
整備・活用、UDの導入促進など

・民間賃貸住宅を活用したセーフティ
ネット住宅の登録促進（セーフティ
ネット住宅 738戸（R2.3末））

生きがいあ
る暮らしに
つながる住
まいの確保

住宅確保
要配慮者

住宅確保要配慮者の入
居・居住支援

高齢者、障がい者、外国人などの既存の
住宅確保要配慮に加え、社会の変化に柔
軟に対応することにより、住宅を確保できる
ようにする。

*住宅相談や入居後の見守りなどを行う、居住支援法人の登録促進・取組
支援など

*住宅確保に困窮したエッセンシャルワーカーなどを対象とするための住宅
確保要配慮者の拡充

借りる側、貸す側の双方
が安心できる仕組みの検
討

入居拒否や居住トラブルを未然に防ぐため、
入居者と家主・賃貸住宅事業者の双方が
安心して入居、賃貸できるようにする。

*居住支援協議会での情報共有や啓蒙、保証会社との連携事例の紹介な
ど

安全安心で良質な住宅
の整備・活用

住宅確保要配慮者の居住の安定確保と生
きがい創出できる良質で機能的な住まいづ
くりを図る

*公的賃貸住宅や民間賃貸住宅等の整備・活用
*UDの導入促進
*民間賃貸住宅を活用したセーフティネット住宅の登録促進
*社会や経済の情勢などにより急きょ、住宅の確保が必要になった人のため
の一時入居可能な賃貸住宅の確保

・居住支援法人の登録促進・取組支
援など

・福祉施策による生活支援との連携の
促進

・民間賃貸住宅を活用したセーフティ
ネット住宅の登録促進

・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

・サ高住の供給促進・全道展開の促
進(事業者向け説明会の実施等）

・市町村と連携した、子育て支援サー
ビスの提供を行う「子育て支援住宅」
の整備（累計589戸整備）

・住情報の提供促進
・高齢者世帯が居住する住宅ストック
の活用促進

子育てしや
すく、住み
続けられる
暮らしの実
現

子育て世
帯・高齢者

世帯

子育て・高齢者世帯の
入居・居住支援

特に子育て世帯や高齢者世帯が安心して
入居できるようにする。

*（再掲）住宅相談や入居後の見守りなどを行う、居住支援法人の登録促
進・取組支援など

*福祉施策による生活支援との連携の促進

安全安心で良質な住宅
の整備・活用

子育て世帯や高齢者が安心して入居でき
る住宅を確保する。

*（再掲）公的賃貸住宅や民間賃貸住宅等の整備・活用
*子育て・高齢者世帯向けの特定目的公営住宅の指定による優先入居
*子育て支援サービスを受けられる住宅・施設の整備と仕組みづくり
*サービス付き高齢者向け住宅の登録促進及び全道展開の促進
*UD+αの導入促進（マニュアル作成）

住み慣れた地域での住
替え支援

地域交流を深めるため、住み慣れた地域
に住み続けたい希望を叶えられる

*住情報の提供促進
*高齢者世帯が居住する住宅ストックの活用促進
*（再掲）高齢者の住み替えの受け皿（サ高住等）の供給促進

・住宅の建築や取得、維持管理、賃貸
住宅への入居など、住宅に関わる情
報提供や意識啓発

多様でいき
いきと暮ら
せる住生活
の実現

多様な居
住者

豊かな暮らしの実現に向
けた居住者への情報提
供、住教育

住宅に関わる知識や情報の提供により、住
宅で安心して生活できるよう、住宅購入や
サービス提供を受ける際や、住宅の維持管
理やトラブル回避を図る。

*住宅の建築や取得、維持管理、賃貸住宅への入居など、住宅に関わる情
報提供や意識啓発

*子どもへの住教育を通じたリテラシーの向上

多様な居住者のための
情報提供・サービスの活
性化

多様化する暮らしに柔軟に対応したサービ
スや暮らし方の情報を幅広く発信すること
で、様々な住生活の実現を図る。

*体験移住、サブスクリプションサービスや空き家活用などの情報提供、仕組
みづくりなど

多様な住生活の実現に
向けた住まい・住環境づ
くりの検討

多様化する暮らしに柔軟に対応できる住環
境を整備し、新たな暮らし方の実現を図る

*リモートワーク、シェアハウス、コワーキングスペースなどの、多様な住まい・
暮らしの実現に向けた公営住宅等への導入検討など

赤字：新たな取組 黒字：継続する取組 灰色：再掲の取組
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視点 これまでの取組 目標 施策対象
施策の方向性

（基本的な方針）
施策の実施理由や得られるメリット

具体的な取組例
（基本的な施策）

防
災
・ま
ち
づ
く
り

・耐震改修工事促進
・防災拠点とした道営住
宅の整備
・応急仮設住宅などの整
備マニュアル作成・普及
・応急仮設住宅などの供
給体制の構築など

安全安心で災害
に強い住生活の
実現

防災・復興

安全安心な暮らしの実現に向
けた事前の備え

予測不可能な自然災害に対する事前の備
えとして、住宅・住宅地における防災対策
により、災害リスクの理解と安全安心な暮ら
しの実現を図る

*耐震などの住宅性能の確保、災害リスクが低い地域への誘導、雪害対策
など

公営住宅等における災害対応拠点機能を
整備することにより、地域住民の安全確保
を図る

*避難所・蓄電池・防災備蓄倉庫などを備えた公営住宅等の整備

突然の発災にも対応できる体制を構築す
ることにより、迅速な応急仮設住宅などの
供給を図る

*応急仮設住宅や、恒久的応急住宅の供給体制の構築など

・応急危険度判定など
・応急仮設住宅等の整
備

災害発生時の早急な対応と住
宅確保

災害時の迅速な建物被害状況調査を行
い、住民の安全確保を図る

*応急危険度判定など

災害時の迅速な住宅確保を図る *応急仮設住宅・恒久的応急住宅・みなし公営住宅など

災害後の迅速かつ強靭な復興
災害後の被災地への住宅における復興支
援

*災害公営住宅・改良住宅の整備支援、地域復興など

・災害公営住宅・改良住
宅の整備支援、地域復
興など

持続可能で賑わ
いのある住環境
の形成

住環境

市街地の衰退・スポンジ化問題
などの解決に寄与するコンパクト
な都市形成

・既成市街地の公営住宅や生活利便施設
を集約し、地域活性化を図る。
・市街地における空き家、空き地の活用を
促進し、スポンジ化の抑制を図る。

*公営住宅等の集約建替
*幅広い用途での空き家等の活用の促進

多様な暮らし方に対応できるま
ちづくり

地域コミュニティに必要なソフト事業立ち上
げの障壁となった場合、既存の用途地域を
見直し、多様な暮らしの実現を図る。

*地域のニーズにあった用途地域の見直しや用途変更など

環境問題などの解決に寄与す
る持続可能なまちづくり

再生可能エネルギーなどの活用に対応し
た設備を住宅地単位で導入し、持続可能
なまちづくりの実現を図る。

*住宅団地や公営住宅団地などにおいて、地域暖房や発電設備への地域
材や省エネ設備の活用検討・普及

安全安心で賑わいのある住環
境の創出

生活の悩みや解決方法を共有できる支援
や、子どもの発育や高齢者の健康維持を
促進できる施設の整備により、地域からの
孤立化や心身の虚弱化をなくす。

*生活拠点機能（商業・医療・福祉）、生活支援機能（子育て・高齢者支援）、
地域機能（交流センター）の整備・活用
*住宅地の良好な景観づくり

取り組み実績なし

つながりと生きが
いを創出できる地
域コミュニティの
形成

地域コミュ
ニティ

互助を育み、賑わいのある地域
づくり

一人ひとりが孤立しないコミュニティ、コミュ
ニケーションにより暮らしを豊かにするコミュ
ニティの形成を図る。

*コミュニティマネジメント、地域交流サービスの導入検討、福祉サービスとの
連携、地域共生社会・包括ケアとの連携など

取り組み実績なし

差別・偏見なく、多様な世代が
共生できる繋がりづくり

世代の偏在により、コミュニティの衰退が懸
念されるため、多世代共生を促す住宅配
置により、差別・偏見などの誤解が生まれ
ることのない地域づくりを図る。

*公営住宅等におけるコミュニティーミックスの住宅配置計画など

赤字：新たな取組 黒字：継続する取組 灰色：再掲の取組目標・施策の方向性等一覧（案）
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視点 これまでの取組 目標 施策対象
施策の方向性

（基本的な方針）
施策の実施理由（背景・得られるメリット）

具体的な取組例
（基本的な施策）

ス
ト
ッ
ク
・事
業
者

・耐震性・省エネルギー
性能・バリアフリー性能等
の向上
・地域材の活用や再生
可能エネルギーを利用
できる住宅設備や、高効
率・省エネルギー設備機
器の導入の普及

持続可能で豊か
に暮らせる良質な
住宅ストックの形
成・循環

住宅性能・
機能など

健康で豊かな暮らしに寄与する
良質な住宅ストックの形成

健康で豊かな暮らしに寄与する良質な住
宅ストックの形成

*耐震性・省エネルギー性能・バリアフリー性能等の向上

家庭部門におけるエネルギー消費の縮減、
住宅におけるカーボン・ゼロ（カーボン・
ニュートラル）を目指す。

*地域材の活用や再生可能エネルギーを利用できる住宅設備や、高効率・
省エネルギー設備機器の導入の普及

賃貸住宅においても健康で豊かな暮らしを
育むことができるよう、質の向上を図る。

*良質な民間賃貸住宅の供給促進に向けた仕組みの検討

・住宅の計画的な点検・
修繕（北海道住宅検査
人）
・性能向上リフォームの
推進
・住宅の履歴情報の登
録保管（きた住まいるサ
ポートシステム）
・マンション管理の指導、
助言など
・公営住宅の長寿命化

住宅寿命
住宅の長寿命化に向けた適切
な維持管理・修繕

住宅ストックの質の維持・向上、履歴の保
管を促進することにより、住宅の長寿命化
や改修履歴の見える化を図る。

*住宅の計画的な点検・修繕（北海道住宅検査人）
*性能向上リフォームの推進
*住宅の履歴情報の登録保管（きた住まいるサポートシステム）

老朽化が進む分譲マンションの適正な管
理を推進する。

*マンション管理の指導、助言など

公営住宅等の長寿命化に加え、新たな需
要に対応した活用により、住宅ストック循環
の推進を図る。

*公営住宅の長寿命化・多様な活用など

住宅市場 住宅循環システムの構築
既存住宅の性能等を明示し、住宅市場で
の流通を促進する。

*既存住宅の性能等の調査や評価（インスペクション）の促進
*北海道R住宅の推進

・所有者等を対象とした
空き家相談会の開催
・市町村等のための研修
会等の開催
・市町村空家等対策計
画の策定の促進
・北海道空き家情報バン
クの普及
・空き家の活用の促進
・空き家の除却等の促進

地域の活性化に
つながる空き家
の解消

空き家

空き家の抑制・管理の促進
空き家の適切な管理を促進することにより、
管理不全な空き家の発生抑制を図る。

*所有者等に対する意識啓発（仕組みづくり、広報の工夫、ガイドブック作成）
*所有者等を対象とした空き家相談会の開催
*空き家相談などに対応したマニュアル・手引きの作成、市町村等の人材育
成のための研修会等の開催
*市町村空家等対策計画の策定の促進

良質な空き家の利活用の推進
空き家の活用を促進し、住宅ストックの循
環を図る。

*北海道空き家情報バンクの拡充（活用のアイディアやニーズの募集とマッチ
ングなど）
*空き家を活用したサービス付き高齢者向け住宅やセーフティネット住宅の
供給の推進
*幅広い用途での空き家等の活用の促進
*古民家の活用の促進

住環境改善や災害リスク抑制
に向けた危険空き家の除却

住環境に悪影響を及ぼす空き家の除却促
進により、安全な住環境や景観の保全など
を図る。

*特定空家や危険な状態にある空き家の除却等の促進

・全道各地での技術講習
会の開催やインターネット
上での講習動画の配信
などにより、地域の住宅
事業者の人材育成など
を支援
・地域の住宅生産体制
の維持（きた住まいるヴィ
レッジなど）
・優良な住宅事業者登
録、公開（きた住まいる
制度）

活力ある住生活
関連産業の振興

住宅産業
北海道の技術や資源などの産
業振興

地域において、良質な住宅を建て、維持管
理できる住宅生産体制の維持・向上を図る。

*技術力の向上・担い手確保を図る技術講習会や動画配信
*BISや北海道住宅検査人制度などの資格制度の推進
*若年層への住教育
*専門職の多能工化の促進
*建築技術・部材・資材の域内循環・道外への販路拡大
*優良な住宅事業者登録・公開など

住生活
関連事業

住宅循環の円滑化、入居・居
住支援事業の拡充

事業者支援や人材交流、仕組みづくりや情
報提供などにより、住宅取引・賃貸借の円
滑化と、居住支援サービスの向上を図る

*宅建業を営む不動産・賃貸事業者の確保・人材交流の検討
*建築事業者の宅建業などへの事業拡大の支援の検討
*居住者が求める住宅情報や入居後のトラブル回避を図る住宅情報の提供
*貸借人の支援サービス、地域交流を促すサービスの創出（居住支援活動
の拡充、居住支援協議会による貸主の補償制度やサービスの検討、地域コ
ミュニティサービスやコーディネーターの公営住宅等の導入検討）

新技術
人手不足を補い、住生活の向
上を図る新技術の導入

人手不足を補い、様々な事業の効率化を
図れる新技術や、住生活向上を図れる新
技術の導入促進

*設計・工事や取引などの効率化を図る工法やICTなどの導入促進、住生活
向上を図るDXの導入検討など

赤字：新たな取組 黒字：継続する取組 灰色：再掲の取組目標・施策の方向性等一覧（案）
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住宅対策審議会 （黄：審議会、緑：専門部会）

令和２年
10月16日

【第１回審議会】
・北海道における住宅政策のこれまでと今後について
・専門部会の設置

【第１回専門部会】
・これまでの取組について（施策・取組・成果指標）
・社会経済情勢・市町村等の状況・課題について（総論）
・住生活基本計画見直しにあたっての論点(案)について

その他（住生活基本計画
に係る国・道の実施事項）

【国】１０月
全国計画(骨子案）

令和２年
12月25日

令和３年
1月22日

令和３年
２月18日

【国】１月
全国計画(案）

【第２回専門部会】
・居住者からの視点の施策検討の方向性（案）について
・防災・まちづくりからの視点の施策検討の方向性（案）について

【第３回専門部会】
・ストックからの視点の施策検討の方向性（案）について
・事業者からの視点の施策検討の方向性（案）について

【第２回審議会】
・諮問について

・これまでの議論について

北海道住宅対策審議会のスケジュール（案）

令和２年２月１８日時点

【第４回専門部会】
・全国計画(案)概要説明
・これからの北海道における住宅政策について

【国】３月
全国計画策定

【道】９月～翌１月
意見聴取

(市町村・民間事業者)

【第５回専門部会】
・答申(素案)について

令和３年
５月

【第３回審議会】
・答申(案)について

令和３年
６月下旬

令和３年
７月上旬 答申手交

令和３年
10月

【第４回審議会】
・計画（素案）について

令和３年
12月

【第５回審議会】
・計画（案）について

【道】１０月
意見聴取

(市町村・パブコメ)

令和４年
３月

【道】令和４年３月
計画決定

令和２年
11月5日

令和４年
４月

【第６回審議会】
・計画策定の報告

諮問（案）
【これからの北海道における住宅政策のあり方】

＜求める意見（案）＞
住生活の理想像、施策の目標、
施策の方向性、施策の推進方針
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