
北海道子育て支援住宅推進方針《概要版》

―子育て支援に配慮した公営住宅等の整備―



はじめに

21世紀を迎え、少子高齢化が急速に進行してお

り、特に、本道では、合計特殊出生率（一人の女
性が一生の間に生む子どもの数の平均）が全国平

均を下回って推移しており、全国の中でも急速に
少子化が進行しています。

こうした状況を踏まえ、道では、「子どもから
お年寄りまで安心して暮らせる住まいの実現」を

目指し、北海道第八期住宅建設五箇年計画、北海

道住宅マスタープランにおける重点施策として
「安心居住プロジェクト」を推進しております。

この一環として、道では、平成 15年度から、

入居者及び介護支援者などからの評価をもとに

公営住宅の設計仕様の検証を行いながら、新たに
ユニバーサルデザインの視点に立ち、誰もが安心

して暮らせる公営住宅等の整備のあり方につい
て検討を行い、平成16年 4月に「北海道公営住

宅等安心居住推進方針」を策定し、この方針の普

及推進を図っているところであります。
また、誰もが安心して暮らせる住まいの実現に

向け、道営住宅において、ユニバーサルデザイン

の視点に立った整備を実践するとともに、地域社
会を支えるコミュニティの形成促進を図るため、

「公営住宅における福祉施設との連携」などを行
うこととしております。

社会経済情勢が大きく変化する中で、家族形態
も変化してきており、高齢者や障害のある方 な々

どの地域居住の要請や、子育て世代への適切な住

宅供給の必要性、中心市街地の衰退や地方定住人
口の減少への対応の必要性が高まるなど、居住に

関してますます多様化する課題に対し、地域の住
宅政策に期待される役割も変化してきています。

こうした中でも、本格的な少子化への対応は重
要な課題であり、住宅政策と福祉政策が連携した

取り組みが求められていることから、道営住宅に
おける子育て支援住宅の推進に向けて、住宅部局

と福祉部局による「北海道子育て支援住宅推進委

員会」を設置し、具体的な推進方策等の検討を行
い、本方針を策定しました。

この方針では、安心して子どもを生み育てるこ

とができ、かつ、子どもが健やかに成長できる環
境づくりを進めるため、道営住宅の整備に当た

り、住宅に困窮する子育て世帯に対する良質な住

宅供給と子育て支援サービスの提供を併せて実
施することにより、本道における少子化の進行を

踏まえた取り組みを行うこととしています。

道は、今後、この方針に基づき、道営住宅の整

備を進めるとともに、さらに多くの地域で子育て
支援住宅の整備促進を図るため、市町村への周知

を図り市町村営住宅等においても整備が進めら

れていくことを期待するものです。

道が推進する「子育て支援住宅」とは、子育て世帯が安心して子ども

を生み育てることができるよう、必要な子育て支援サービスを受けられ
る住宅です。

住宅の整備にあたっては、住宅施策と福祉施策が密接な連携を図りな

がら、住宅に困窮する子育て世帯に対して、子育てに配慮した仕様を備
えた良質な住宅を供給し、集会所や広場を整備するとともに、これらの

施設を活用し、子育て世帯の交流や相談・援助などの子育て支援サービ

スを提供します。

■ 道営子育て支援住宅概念図

道営子育て支援住宅は、道が子育て支援に配慮した住宅等を整備し、

地元市町村が地域の実情に応じた子育て支援サービスの提供を行いま
す。

○ 道の役割

市町村が積極的に推進する少子高齢化に対応した取り組みと連携
して、道営子育て支援住宅を整備します。

道営子育て支援住宅は、子育てに配慮した仕様の住宅を整備する

とともに、道営子育て支援住宅の入居者及び地域の子育て世帯が集
う集会所及び広場（子どもの遊び場）を整備します。

○ 市町村の役割
市町村の計画に基づき子育て支援サービスを道営子育て支援住宅

の入居者及び地域の子育て世帯に対して提供します。

子育て支援サービスは、保育士等である職員（以下「子育てアド
バイザー」という。）を配置し、子育て世帯の交流促進や、子育てに

関する相談・援助などを実施します。
また、必要に応じて、子育て世帯にその他の子育て支援サービス

の提供を行うことを検討することとします。
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○その他のサービス

道営子育て支援住宅
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地域に開かれた

共同施設

○広場

○集会所

優先

入居

利用

道営子育て支援住宅の整備は、地域の実情に応じた子育て支援サービス
と一体的に行われる必要があります。

このため、地元市町村における住宅・福祉などの関連部局と密接な連携

が必要であり、道営子育て支援住宅の整備に向け、「子育て支援住宅地域

協議会」を設置し、整備に向けた具体的な検討を行います。

住宅部局

福祉部局

住宅部局

福祉部局

地域協議会

■ 地域協議会の構成

北 海 道 市 町 村

推進の考え方

子育て支援住宅とは？



子育て支援住宅の仕様

子育てのしやすさに配慮した住宅の広さの確保

子どもの成長に対応できる柔軟性への配慮
子どもの住宅内における事故防止への配慮

道営子育て支援住宅は、公営住宅等整備基準に基づく基本的な性能を有するほか、子育てのしやすさや、子どもの安全・安心に

配慮に配慮した次の仕様となるように努めます。

① 住宅の仕様
道営住宅は、これまで高齢者や障害のある方などの行動を妨げる障

壁をなくそうといった考え方の「バリアフリー」をはじめとする
様 な々取り組みがなされてきましたが、平成16年度に北海

道公営住宅等安心居住推進方針を策定し、「すべてのひと

のためのデザイン」であるユニバーサルデザインの視
点に立った道営住宅の整備を行うこととしています。

道営子育て支援住宅は、北海道公営住宅等安心居住

推進方針を踏まえるとともに、子育て支援に配慮した
住宅の仕様として次の3つを基本性能とします。

② 集会所の仕様
集会所は、道営住宅入居者の利用や子育て支援サービスの提供の場としてだけではなく、地域における子育て支援の拠点と

しての機能を持たせるため、次のとおり整備します。

○ 子育て支援スペース
子育て支援サービスを提供するため、子育てアドバイザーが子育てに関する相談を受ける事務・相談スペースと道営子育

て支援住宅の入居者や地域の子育て世帯のふれあいや交流に必要な広さを確保します。
また、授乳コーナー、ベビーベッド、遊具のほか、乳幼児を連れて利用しても支障が生じないよう必要な設備を整備しま

す。

○ 集会スペース
団地入居者の各種コミュニティ活動スペースとして、集会スペースを設けます。

また、集会スペースは、子育て支援スペースと集会スペースと一体的に利用できるように配慮します。

○ 共用スペース
子育て支援スペースと集会スペースの共用として、多目的便所や流し台などを整備します。

また、子育て支援スペースと集会スペースは、可動間仕切りによって、運用時の柔軟性を持たせて整備します。
③ 団地環境の仕様

子育て世帯のふれあいやその他の世帯との交流、地域住民の散策及び憩いのための団地環境とするため、広場（子どもの遊

び場）と集会所との動線に配慮し、次のとおり整備します。
○ 広場（子どもの遊び場）

団地内における広場は、どこからも見えやすい位置に計画するとともに、安全性に留意し、憩い・交流の場として、子ど
もだけではなく、だれもが利用できるよう配慮した計画とします。

また、広場は、冬期間における利用にも配慮した計画とします。

○ 駐車スペース
地域における子育て世帯の利用にも配慮し、集会所に近接した位置に駐車スペースを確保します。

入居世帯 若年夫婦
ファミリー世帯 高齢世帯

障害者
母子・父子 子育て夫婦 その他 高齢単身 高齢夫婦

住宅種別

基本仕様

子育て支援住宅

障害者向け

シルバーハウジング

■ 道営住宅の仕様体系図

《身体特性への対応強化》

《高齢者生活支援機能追加》

《子育て支援仕様の追加》
○ 子育てのしやすさに配慮した住宅の広さの確保

○ 子どもの成長に対応できる柔軟性への配慮

○ 子どもの住宅内における事故防止への配慮

《ユニバーサルデザイン公営住宅[基本仕様]》

一般住宅

整備の考え方



１ 道営子育て支援住宅の入居対象者の要件

道営子育て支援住宅は、住宅の広さや間取りなど子育てのしやすさに配慮した子育て世帯向けの特定目的住宅として整備す
るため、入居対象者は、申込み時点において、一般世帯と異なる次に掲げる要件をすべて満たす者を対象として設定していま

す。

一般世帯の入居対象者の要件 子育て世帯の入居対象者の要件

① 現に同居又は同居しようとする親族があること。 現に同居又は同居しようとする親族のうち、1人以上が小
学校就学前であること。

② 公営住宅法上の世帯の収入が15.8万円／月を超えな

いこと。

公営住宅法上の世帯の収入が 21.4万円／月を超えないこ

と。（裁量階層適用）

③ 現に住宅に困窮していることが明らかであること。 同左

④ 暴力団員でないこと。 同左

２ 期限付き入居
道営子育て支援住宅は、子育て世帯向けの特定目的住宅として、子育てに配慮した施設整備が図られるほか、子育てを支援

するためのソフト面でのサービスも提供する住宅であるため、本来の施策対象である子育てを行う世帯に対し、的確かつ継続

的に住宅供給が図られなければなりません。
しかしながら、子育て世帯においては、入居後の子どもの成長等により、将来、入居対象要件を満たさなくなる時期が確実

に到来することが見込まれるため、入居対象要件に合致する新たな子育て世帯を継続的に受け入れていくためのシステムが必

要となります。このため、子育て世帯の入居後における状態の変化などにも的確に対応した管理を行うため、道営子育て支援
住宅は、次のとおり入居期限を定めています。

○ 入居期限の設定
道営子育て支援住宅に入居する際の入居期限は、同居又は同居しようとする小学校就学前の子どもが中学校（盲・ろう・

養護学校中学部等を含む。）に就学する年の3月31日までとします。なお、小学校就学前の子どもが2人以上いる場合は、

年齢の高い子どもを対象とします。
また、入居期限については、入居時点で、小学校就学前の子どもが2人以上いる場合や入居後の出産等により新たな子ど

もが誕生した場合などに対応するため、入居後に延長することができるようにしており、状態の変化に的確に対応し、設定

した期限が過大になることを避けるため、年齢の高い子どもにより行うこととしています。

就学前 小学校 中学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年
A子

B郎
就学前 小学校 中学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年1歳 2歳

入居 明渡入居期限 延長

○入居後の状態の変化が無い場合

入居後、

世帯の状

態が変化

し ない 場

合

就学前 小学校 中学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年
A子

B郎
就学前 小学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年2歳

入居 明渡
入居期限 延長

○B郎と 同居するこ と と なっ た。 （ B郎が生ま れた場合）

入居後、

世帯の状

態が変化

し た場合

■ 入居期限の取り扱い（例）

３ 住宅の明け渡し
道営子育て支援住宅は、子育て支援について特別な配慮を行った住宅であることから、道は、入居期限が到来した入居者に

対して当該住宅の明渡請求を行うこととし、6ヶ月前までにその旨を当該入居者へ通知します。
また、道営子育て支援住宅を明け渡すこととなった入居者は、収入が基準を超えている場合や家賃の滞納がある場合などを

除き、他の道営住宅等への住み替え（特定入居）を行うことができるものとし、住み替えに係る必要な費用は入居者の負担と

します。

管理の考え方



１ 子育て支援サービス

地元市町村が実施する子育て支援サービスは、「つどいの広場事業」をはじめとする子育て支援サービスを地域の実情に応
じて実施することとします。

○つどいの広場事業とは

つどいの広場事業は、子育て親子が気軽に集う場を設け、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子
育て・子育ちができる環境を整備することで、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とした市町村が実施する事

業です。

○つどいの広場事業の内容
つどいの広場事業は、次世代育成支援対策交付金の「評価基準」に基づく次の4事業すべてを実施する事業です。

ア 子育て親子（概ね 3歳未満の児童及びその保護者）が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流

を図るための常設の場（週3日以上、1日5時間）の開設
イ アの場所において、子育てに不安や疑問を持っている子育て親子に対する相談、援助の実施

ウ アの場所において、子育て親子が必要とする身近な地域の様々 な子育て支援に関する情報の提供
エ 子育て及び子育て支援に関する講習の実施

２ 保険の加入

集会所等を利用してサービスを提供する市町村は、つどいの広場全国協議会が行う「つどいの広場事業総合保障制度」等の
保険に加入することとします。

３ 道営子育て支援住宅運営協議会の設置
道は、地元市町村が子育て支援サービスを提供する上で必要な集会所等の管理運営に関する事項を協議するため、道及び市

町村、団地自治会等で構成する運営協議会を設置することとします。

４ 子育て支援体制の充実

道営子育て支援住宅の運営は、地域とも連携を図りながら行うこととし、地域ぐるみの取り組みを促進し、地域の子育て支

援活動の強化につなげていくことが必要です。

このため、地域の子育て支援団体とも連携を図るとともに、子育て支援体制の充実を図ることとします。

地域の子育て世帯

道営住宅子育て支援住宅

道営子育て支援住宅運営協議会

道営子育て支援住宅 集会所

※つどいの広場事業

○子育て親子の交流、つどいの場を提供（週3日以上、1日 5時間開設）

○子育てアドバイザーによる子育てに関する相談、援助の実施

○地域の子育て支援に関する情報の提供
○子育て及び子育て支援に関する講習の実施

子育て支援サービス

○つどいの広場事業※

○その他のサービス※

市町村
児童福祉所管課

小児・母子保健所管課

住宅建築所管課

等

子育て支援住宅入居者

その他の入居者

入
退
去
管
理
・
修
繕

必
要
な
修
繕
等

集会スペース共用スペース子育て支援スペース

子
育
て
相
談

北海道
総合振興局・振興局

建設指導課

保健福祉事務所

地域
子育て関連ＮＰＯ

子育てサークル

せわずき・せわやき隊

（ボランティア）等

連携

利用

※その他のサービス（例）

○せわずき・せわやき隊（ボランティア）

○子育てに関する講座 など

連携

団地

自治会

■ 道営子育て支援住宅のネットワーク図

子育て支援サービス提供の考え方



１ 子育て支援住宅の仕様

（１） 基本的な考え方
北海道公営住宅等安心居住推進方針等を踏まえ、子育てに配慮したモデルプランを示します。

（２） 配慮すべき項目

○ 子育てのしやすさに配慮した住宅の広さ
北海道公営住宅等安心居住推進方針で定めた2LDKの標準平面プランを基本に、子育てのしやすさに配慮した水回

りなどの広さを確保します。

○ 子どもの成長に対応できる柔軟性
主寝室の収納スペースを移動できるように配慮し、子どもの成長に応じた間取り・広さについて柔軟性を確保しま

す。
○ 子どもの住宅内における事故防止

乳幼児の事故防止に配慮した設計とし、安全性を確保します。
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バルコニー

ヒ
ー
タ
ー

主寝室

居間・ 食事室・ 台所

1,200

物入

収納スペース

寝室（ １）

8
50

85
0

玄関

（ 3.24㎡）

洗面・ 脱衣室

多目的スペース

（ 17 .40㎡）

ﾍ゙ ﾋﾞ ﾍー゙ ｯド

1317

50
0

収納

ﾍ゙ ﾋﾞ ｶーｰ
置場

600

85
0

便所

スペース

洗濯機

PS・ EPS

可動

ﾍ゙ ｯド

ＦＦ給湯器

RD

下足箱

幼児と一緒に入れ、幼児用便器な
ども置ける広さを確保

洗場に沐浴用ベビーバスを置いても余裕の
あるユニットバスを採用

廊下にベビーカー用フックを設置

玄関にベビーカー置場を確保

収納や洗濯物干し等に利用可能なスペース（上部物干しパイプ設置）を確保

親子並んで利用できる間口の広い

シャワー付き洗面化粧台を設置

子どもの成長に合わせて広さを変更できる可動間仕切の採用可動間仕切（収納）を壁に寄せて1室で利用した場合 洗濯物干しや乳幼児の遊びなどに利用でき
る安全性の高い多目的スペースを確保

ベビーバス置場などの収納や物干
しに利用可能なスペースの確保

△間仕切

可動可能範囲

1室利用時の間仕切収納

具体的な整備のあり方



２ 子育て支援に配慮した集会所の仕様

（１） 基本的な考え方

集会所は、道営住宅入居者の利用や子育て支援サービスの提供の場としてだけではなく、地域における子育て支援の
拠点としての機能を持たせるため、次のスペースを確保します。

（２） 配慮すべき項目
○ 団地入居者だけではなく、地域の子育て世帯の利用のしやすさ

集会所は、団地入居者及び地域の子育て世帯の利用しやすい位置に整備することとします。

○ 子育て支援サービスの提供を受ける適切な広さ
団地入居者のほか、地域の子育て世帯の利用に配慮した子育て支援サービスの提供を行うために適切な広さを確保

します。

○ 子育て支援サービスの提供を受けるための床の仕上げ
集会所を子育て支援スペースとして活用することから、乳幼児も安全に利用できる床の仕上げとします。

また、集会所と広場（子どもの遊び場）の一体的な利用ができるような配慮を行います。

ホール

集会室

通路

（子育て支援スペース）

（団地集会スペース）

事務スペース

収納
（子育て支援用）

風除室

移動間仕切

ポーチ

デッキ

上部カーテンレール

便所（２）
幼児用
便器

便所（１）

玄関

下足

掲示板

幼児用流し

S
K

収納

（団地用）

前室

カウンター

自転車置場

デッキ

デッキ

FF

FF

FF

ベンチ

団地用動線

子育て用動線

3人が同時に利用可能な幼児用の手洗い流し

子育てアドバイザー用事務机と相談用テーブル

を設置

地域の方々 の利用を考慮した

自転車置き場の設置

子育て支援の離乳食づくりやおやつづくり教室

などでの利用を考慮した対面式給湯コーナー

一般便所

ベビーチェアーを設置

多目的便所

車いすでの利用が可能

ベビーシートの設置

幼児用便器の設置

サッシはフラットレールタイ
プとして、デッキと集会スペ

ースは段差をなし

団地集会と子育て支援サービ

スの同時利用を可能とするた

めの移動間仕切壁

吹き出し位置の高ＦＦ暖房機

子どもの視線に配慮した窓の
高さ

子どもの水遊びなどに利用できるデッキを設置

（上部庇を設置）

具体的な整備のあり方



第１ 目的

この方針は、安心して子どもを生み育てることができ、かつ、子どもが健やかに成長できる環境づくりを進めるため、道営住宅の整備にあたり、

住宅に困窮する子育て世帯に対する良質な住宅供給と子育てを支援するサービス（以下「子育て支援サービス」という。）の提供を併せて実施す
ることにより、本道における少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

第２ 推進の考え方

道が住宅に困窮する子育て世帯に対する良質な住宅供給と子育て支援サービスの提供を併せて実施する道営住宅（以下「道営子育て支援住宅」

という。）は、道が住宅及び集会所等の共同施設の整備を行い、地元市町村がそれら共同施設を活用し、地域の実情に応じた子育て支援サービス
の提供を行うこととする。

このため、道は、地元市町村と密接に連携しながら整備を行うこととする。

また、道は、市町村営住宅等においても子育て支援住宅の整備を促進するため、「北海道子育て支援住宅推進方針」（以下「方針」という。）に
ついて市町村や道民等へ周知を図ることとする。

第３ 整備の考え方

道営子育て支援住宅は、「公営住宅等整備基準」の性能を有するほか、「北海道公営住宅等安心居住推進方針」を踏まえるとともに、次の事項に
配慮した仕様として整備を行うこととする。

○ 住宅

住宅の広さ、間取りなど子育てに適した住宅とすること。
○ 集会所

道営住宅入居者の集会及び子育て支援サービスの提供に適した広さや設備を有した施設とすること。

○ 団地環境
子育て世帯同士のふれあいやその他の世帯との交流などに適した団地環境とすること。

第４ 管理の考え方

○ 道営子育て支援住宅の入居対象者

道営子育て支援住宅への入居は、入居申込み時点において、次に掲げる要件をすべて満たす者を対象とする。
① 現に同居、又は同居しようとする親族の内、１人以上が小学校就学前であること。

② 公営住宅法上の収入が21.4万円／月を超えないこと。（裁量階層適用）

③ 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
④ 暴力団員でないこと。

○ 募集及び選考

道営子育て支援住宅は、子育て世帯向けの特定目的住宅に指定することし、入居者の募集は、一般公募により行うこととする。
また、入居者は応募者の中から入居対象者の要件を満たす者を選考することとし、当該対象要件を満たす応募者が募集した戸数を超えた

場合の入居者の選考は、抽選によることとする。

○ 期限付き入居
道営子育て支援住宅の入居は、現に同居している子どもが中学校（盲・ろう・養護学校中学部等を含む。）就学前までを期限とすることと

し、入居後の状態に変化があった場合は、入居期限の延長が可能なものとする。

○ 住宅の明け渡し
道は、道営子育て支援住宅の入居期限が到来した入居者に対して、当該住宅の明け渡し請求を行うこととする。

また、道営子育て支援住宅を明け渡すこととなった入居者は、収入が基準を超えている場合や家賃の滞納がある場合などを除き、他の道

営住宅等への住み替えを行うことができるものとする。
○ 集会所の管理

道は、地元市町村が集会所において、子育て支援サービスの提供を行う場合は、当該集会所の使用を許可することとする。

第５ 子育て支援サービス提供の考え方
地元市町村は、次の子育て支援サービスを基本として、地域の実情に応じたその他のサービスの提供に努めることとする。

○ 子育て親子が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流するための常設の場の開設

○ 子育てに不安や疑問を持っている子育て親子に対する相談、援助の実施

○ 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育てに関する情報の提供
○ 子育て及び子育て支援に関する講習の実施

第６ 子育て支援住宅運営の考え方

道は、市町村、団地自治会等で構成する運営協議会を設置し、地域とも連携を図りながら道営子育て支援住宅の適切な運営を行うこととする。

第７ 地域展開の考え方

道営子育て支援住宅の整備は、本道における少子化の進行を踏まえて、子育て支援に向けた地元市町村による取組の促進に寄与することを目的

として、政策的に実施していくこととする。

《お問い合わせ》 北海道建設部住宅局住宅課計画指導グループ

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL 011-231-4111 内線29-517 FAX 011-232-2689

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/jtk/jtop/kosodate/kosodateindex.htm

北海道子育て支援住宅推進方針


