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1.一宮市住宅マスタープランの意義と役割 
 
（１）住宅マスタープラン策定の背景と目的 
 

一宮市では、平成 15 年に一宮市住宅マスタープランを策定し、目標年次を平成 24 年と

した住宅まちづくりの基本方針を定めました。 

しかしその後、急速な少子高齢化、住まいの安全・安心確保の必要性の増大、住宅の量

的な充足など、住宅を取り巻く状況が大きく変化しています。このような変化を受けて、

国では「住宅建設計画法」を廃止し、平成 18 年６月に「住生活基本法」を制定した後に「住

生活基本計画」（国）を策定しました。またこれを受けて、愛知県においては同年に「あ

いち住まい・まちづくりマスタープラン 2015」、さらに平成 24 年には「愛知県住生活基本

計画 2020」が策定され、従来の「住宅の量の確保」から居住環境を含めた「住生活全般の

質の向上」への本格的な政策転換が図られています。また、国においては平成 23 年に「住

生活基本計画」の見直しを行っています。 

このような新たな課題や国・県などの住宅政策の動向に対応して施策の再構築を図り、

市民や民間事業者と協働しながら、住宅政策を総合的かつ計画的に推進していくため、住

宅マスタープランを策定することとしました。 

本住宅マスタープランでは、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的

かつ計画的に推進するため、住生活基本法に基づき、住生活基本計画及び愛知県住生活基

本計画 2020、一宮市第６次総合計画を上位計画とし、また、都市計画マスタープラン等各

種の関連計画を踏まえ、平成 34年を目標年次とした今後の計画的な住宅・宅地供給並びに

居住環境の向上を図るためのガイドラインとなる総合的な方向を定めることを目的として

います。 

 

 

 
 

（２）住宅マスタープランが定める施策の範囲と役割 
 

良好な住まい・まちづくりへ向けての施策は、住宅自体の良好な建設、維持、改善のみ

でなく、安全・安心な市街地環境、うるおいと賑わいのあるまちづくりなど住生活をとり

まく都市環境の整備や保全、さらにはコミュニティの育成、社会的な基盤の整備など、広

汎な分野にわたります。本マスタープランでは、こうした広汎にわたる各種の施策の方向

性を定めるものです。 

また、住まい・まちづくりに関する各種の事業、制度の概要や、公共、民間における各

種の取り組みの実態などは、広く市民や民間事業者に共有されてこそ効果を生ずることか

ら、住まい・まちづくりに関する情報発信も、本マスタープランの役割の１つと位置付け

ています。 
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目標年次：平成 34 年度（2022 年度） 計画期間：平成 25 年度～34 年度の 10 年 
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（３）上位計画・関連計画とのつながり 

 

一宮市住宅マスタープランは、本市と国・県の住宅行政との連携を図るため、国・県が

策定した住生活基本計画と住宅政策の基本的な部分での整合を図りつつ、市の地域特性を

反映したより具体的な計画です。 

また、本計画と本市の各種計画との関連としては、第６次一宮市総合計画を上位計画と

する住宅政策の部門計画として位置付けたうえで、一宮市都市計画マスタープラン、一宮

市建築物耐震改修促進計画等の住宅政策に関連する各種計画との整合・連携を図るものと

します。 

 
【本計画の位置付け】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【上位計画】 住生活基本計画 （H23.3） 

＜計画の目標＞①安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築 

      ②住宅の適正な管理及び再生 

      ③多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備 

      ④住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

＜計画期間＞平成23年度～平成32年度 

【関連計画】 

一宮市都市計画マスタープラン （H21.3） 

一宮市建築物耐震改修促進計画 （H25.3） 

一宮市公共交通計画 （H24.3） 

一宮市障害者基本計画 （H19.3） 

一宮市次世代育成支援行動計画 （H22.3） 

一宮市環境基本計画 （H16.6） 

 

一宮市住宅 

マスタープラン 

【上位計画】 愛知県住生活基本計画 2020 （H24.3） 

＜基本理念＞元気で力強い「愛知づくり」を支える「安全・安心」で「住み続け

ることができる」住まい・まちづくり 

＜計画期間＞平成23年度～平成32年度 

【上位計画】 一宮市第６次総合計画 （H20.3） 

＜基本理念＞木曽の清流に映え、心ふれあう躍動都市 一宮 

＜計画期間＞基本構想10年（平成29年度目標） 

基本計画10年（前期:平成24年度、後期:平成29年度） 

国

県

市

一宮市営住宅ストック

総合活用計画 （H18.3） 
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（４）上位計画の整理 

■「安全・安心・豊かさ」「既存ストックの有効活用」「多様な居住スタイルへの対応」「社会的

弱者への対応」等が住生活整備のキーワード 

■都市機能が集積したコンパクトな市街地の形成が土地利用の基本 

 

１）国における住宅政策の概要 

【住生活基本計画(全国計画)の概要】 

「住生活基本計画（全国計画）」は、住生活基本法に基づく、国民の住生活の安定の確

保及び向上の促進に関する基本的な計画で、平成 23 年 3 月に改訂（計画年次 H23-32）され

ています。この基本計画の概要を、国の住宅施策の骨子として以下のとおり整理します。 

 

■計画の目標と基本的な施策 

目標1 安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築 

～住宅の品質・性能の向上、居住環境の整備、住生活の安心を支えるサービス提供等～ 

・住生活の安全を確保する住宅及び居住環境整備 

耐震診断、耐震改修等の促進、密集市街地の整備等 

・住生活の安心を支えるサービス提供 

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進、 

     公的賃貸住宅団地等における生活支援施設の設置促進等 

・低炭素社会に向けた住まいと住まい方の提案 

住宅の省エネルギー性能の向上、 

         地域材を活用した住宅の新築・リフォームの促進 

・移動・利用の円滑化と美しい街並み・景観の形成 

住宅及び住宅市街地のユニバーサルデザイン化、景観計画、 

                    景観協定等の普及啓発等 

 

 

 

目標2 住宅の適正な管理及び再生 

～住宅の維持管理情報の蓄積、 

         老朽化が進むマンションの適切な管理・維持修繕の促進等～ 
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目標 3 多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備 

～ライフスタイルやライフステージに応じた住宅を、 

                無理のない負担で安心して選択できる住宅市場の実現～ 

・既存住宅が円滑に活用される市場の整備 

瑕疵担保保険の普及、住宅履歴情報の蓄積、リフォーム事業者に関する情報 

提供、地域の工務店等のリフォーム技術向上等  

・将来にわたり活用される良質なストックの形成 

住宅性能表示制度の見直し、長期優良住宅制度の見直し、 

木材の加工・流通体制の整備、木造住宅の設計・施工に係る人材育成、 

伝統的な技術の継承・発展等 

・多様な居住ニーズに応じた住宅の確保 

長期・固定型住宅ローンの安定供給、税制上の措置、住み替え支援の推進等 

 

 

 

目標 4 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

～高齢者、障害者、子育て世帯等に対する、公営住宅等の適切な供給、 

           民間賃貸住宅への円滑な入居促進等のセーフティネット構築～ 

 

   その他主要な施策 

・災害時の民間賃貸住宅の被災者への提供（協定等） 

・都心居住（計画的な高度利用、有効利用の促進等） 

・環境共生住宅（建設推進事業、融資割り増し等） 

・健康維持増進住宅（健康増進機能を有する住宅建設マニュアル等） 

・田園居住（優良田園住宅等） 

・住宅金融（市場整備） 

・木造住宅振興（木造住宅の性能向上、地域木材の利用促進等） 

・住宅地の景観形成（住宅・建築物等整備事業に係る景観形成ガイドライン等） 
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２）県における住宅政策の概要 

【愛知県住生活基本計画 2020 の概要】 

愛知県における県民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として、

愛知県が平成 24年 3月に策定しています。この基本計画の概要を、県の住宅施策の骨子と

して以下のとおり整理します。 
 

■計画の目標と基本的な施策 

Ⅰ 住まい：良質な住宅ストックをつくる 

目標1 自然災害に強い住まい・まちづくり 

・地震に強い住まい・まちづくり 

・風水害に強い住まい・まちづくり 

目標2 環境負荷が小さく長く使える住まい・まちづくり 

・環境に配慮した住まい・まちづくり 

・住宅の長寿命化・適正な維持管理の促進 

目標3 防火・防犯など基本的性能が確保された住まい・まちづくり 

・建築規制の的確な運用により基本的性能が確保された住まい・まちづくり 

・防犯性の高い住まい・まちづくり 

目標4 ニーズに応じた住まいが選択できる環境の整備 

・住まいが円滑に流通する環境の整備 

・地域の住宅生産者の育成と地域材を活かした住まいづくり 

 

Ⅱ 地域：住みよい地域をつくる 

目標5 地域の活力を支える住まい・まちづくり 

・良好な市街地への更新・整備、重点供給地域※における良好な住環境の整備 

目標6 住まい手と地域が主体的に進める住まい・まちづくり 

・地域課題に対応した住まい・まちづくりの推進 

・地域が主体となって進めるまちづくり 

 

Ⅲ 暮らし：いつまでも住み続けられる 

目標7 高齢者・障害者などにやさしい住まい・まちづくり 

・高齢者・障害者などが暮らしやすい居住環境の整備 

・バリアフリー化された住まい・まちづくり 

目標8 公営住宅の的確な供給と活用 

・公営住宅ストックの再生・活用の推進 

・公営住宅の適切な管理と供給 

目標9 民間賃貸住宅などを活用した住宅セーフティネットの重層化 

・民間賃貸住宅などにおける入居円滑化の推進 

※住宅の供給及び住宅地の供給を

重点的に図るべき地域 
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３）一宮市における住まいづくりの方向性 

【第６次一宮市総合計画の概要】 

第６次一宮市総合計画は、地方自治法に基づく、地方公共団体の施策の大綱を示す計画

であり、平成 20年 3月に策定しています。この中から、住宅に関係する基本方針や施策の

柱を以下のとおり整理します。 

 

■まちづくりの基本理念・将来像 

「安心・元気・協働 ‐木曽の清流に映え、心ふれあう躍動都市 一宮‐」 

 

■土地利用の基本方針（住宅関係） 

・将来の人口、産業等の規模から必要と見込まれる市街地の確保 

・土地の高度利用、低未利用地の活用、既成市街地の再構築、工場跡地の活用等を図りながら

既存ストックを活かし、都市機能がコンパクトに集積した「歩いて暮らせるまちづくり」 

・地域の災害の特性に対応し、農用地等の多面的機能も配慮した安全な土地利用 

・うるおいややすらぎのある快適な環境づくり 

・高度化、多様化する居住ニーズや超高齢社会に対応した住宅供給 

 

 

【住宅及び居住環境に係る主な施策】 

施策の分野 住宅に直接関係する施策 間接的に居住環境を支援する施策 

保健・医療

と福祉の充

実 

 ■地域医療機関の充実 

■児童厚生施設等の充実 等 

生活環境の

整備 

■建築物の耐震改修 

■地球温暖化防止の推進 

■民有地の緑化推進 等 

■防災性の高い社会基盤施設の整備 

■公園緑地の整備、公共公益施設の緑化推進、 

             農地の保全 等 

産業の振興 
■SOHO の推進 等 

 

■農業の多面的機能の普及、農業を核とした地域連携

■一宮駅周辺や魅力ある商店街の形成 等 

教育・文化

の振興 

 ■生涯学習の基盤整備、地域文化の振興 等 

都市基盤の

整備 

■住宅のバリアフリー化 ■計画的で機能的な土地利用の推進、市街地整備 

■道路整備 

■公共交通等の整備 

■公共施設、交通機関、道路等の 

           バリアフリー化 等 

住民参加・

コミュニテ

ィ活動の推

進 

 ■協働の推進、自主的な地域づくりの支援 等 

行財政基盤

の強化 

 ■案内、相談体制の充実 

■情報通信技術の活用 等 



 

 

7 

 

 

（５）関連計画等の整理 

■まちなか居住の促進による中心市街地のまちづくり 

■商工業や農地と共存、調和した居住空間の整備 

■身近な緑や美しい景観形成によるうるおいある居住空間の整備 

■公共交通により支えられた暮らしやすいまちづくり 

■耐震化の促進 

■居住環境の整備による子育て世代に優しいまちづくり 

 

１）一宮市都市計画マスタープラン 

都市計画マスタープランは平成 21 年 3 月に策定されており、「緑の基本計画」と「景観

基本計画」等の関連計画との整合を図りつつ、以下に示す基本方針には上記計画の内容が

含まれています。 

 

■都市づくりの基本理念 

「水と緑と歴史をめぐり歩き、生活、産業、文化が織りなすまち」 

・尾張地域における中枢性を持った活力ある都市 

・歩いて暮らせるコンパクトな都市 

・自然環境、伝統と調和した都市 

 

■都市づくりの目標 

・「都市の発展を支える経済基盤の確保」（中心市街地の活力、多様な市民生活ニーズに対応し

た産業の活力等） 

・「誰もが暮らし続けることができる生活環境の確保」（多様な居住ニーズに対応できる住宅地

形成、車を利用しなくても日常生活が営めること、市民の働く場や交流の場の確保、安全性

の確保等） 

・「持続可能な、環境負荷の低い都市構造の構築」（集約型都市構造、公共交通や自転車・歩行

者の利便性確保、水と緑に満ちた都市環境等） 

・「愛着と誇りの持てる都市の形成」（地域の歴史、文化の継承、美しいまちなみ、環境等） 

 

■住居系市街地の将来フレーム 

・平成 32 年人口を 36 万 3 千人とし、人口の減少を想定するものの、世帯数は増加するものと

し、約 50ha の新たな市街地の確保を図ることとする。 
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■住まいづくり（居住環境整備）の方向性 

 

基本的な方向性 

・土地利用、都市基盤の面でよりよい生活環境づくりを目指すことにより、「暮らし続けたい」

「住んでみたい」「企業を立地させたい」という都市の吸引力を強化 

・健康で暮らしやすい都市環境の実現及び拠点となる地区のにぎわいの再生のため、 

「過度に自動車交通に依存しないまち」、「歩いてみたくなるまち」を目指す 

・地場産業や社寺林など、生活文化の中に歴史が溶け込んでいるという一宮市の特色を踏まえ、

木曽川の自然環境や、特色ある歴史資源等の要素を活かしたまちづくりを目指す 

 

特定地域の方向性 

・中心地区：立地密度としては高密度、また建築形態としては中ないし高層の商業・業務機能

を中心に、まちなか居住機能をミックス（低層階は商業機能・上層階は業務及びまちなか居

住機能） 

・中心周辺地区：低層住宅と中・高層の商業業務と住宅との混在による居住環境の悪化を防止

する必要があり、主として高さの面での適切な規制・誘導を検討する。また、建築形態とし

ては低ないし中層の商業・業務機能を中心に、まちなか居住機能をミックス 

・住工混合地：元来低層建築物を主体として形成されてきたが、中ないし大規模な工業施設の

土地利用転換により、商業施設や中高層集合住宅の立地を誘発しやすいのが当地区の特性で

あり、その場合、既存の低層・戸建住宅との混在による居住環境の悪化を防止する必要があ

り、主として高さの面での適切な規制・誘導を検討 

・集落地：身近な生活利便施設（ 寄り商業施設、行政サービス、コミュニティ施設等）の機

能が集積する地域生活拠点において、その維持・増進を図り、自転車や徒歩によって生活し

やすい地域構造を実現する。また、鉄道駅に近接した地域生活拠点の周辺において新たな住

宅地整備を行う 

 

【中心商業地の機能と密度構成の概念】 
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【将来都市構造図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一宮市都市計画マスタープラン（H21.3） 

 

 

【拠点の概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一宮市都市計画マスタープラン（H21.3） 
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２）一宮市建築物耐震改修促進計画 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 17 年改正）に基づく建築物の耐震改修の方

針について定めた計画（平成 25 年 3 月策定）であり、このうち主に住宅に関連する事項を

以下に整理します。 

 

■住宅※の耐震化の目標 ※戸建て住宅、長屋、共同住宅（賃貸・分譲）を含む全ての住宅 

 

 H24 耐震化率 H32 耐震化率の目標 

木造 
61.3% 93.0% 

55,930/91,260 89,030/95,770 

非木造 
95.4% 99.0% 

44,350/46,480 48,280/48,770 

住宅計 
72.8% 95.0% 

100,280/137,740 137,310/144,540 

うち公営住宅 
90.7% 100.0% 

107/118 118/118 

うち民間賃貸共同住宅 
79.1% 90.8% 

250/316 287/316 

（上段：耐震化率 下段：耐震化されている棟数／総住宅棟数） 

 

 

平成 32 年度までに耐震性を有する住宅件数の目標 

 
現況で耐震性を

有する住宅数 

施策を講じなく

ても耐震化され

る住宅数※ 

施策を要する 

住宅数 

木造 89,030 55,930 17,630 15,470

非木造 48,280 44,350 2,870 1,060

住宅計 137,310 100,280 20,500 16,530

 

※「施策を講じなくても耐震化される住宅数」 

①H24 年から H32 年に増加する住宅数は、新耐震建築物であるため耐震性があると判断 

②H15 年と H20 年の住宅・土地統計調査（一宮市データ）より、滅失される割合を算出し、滅失住宅

数を推計（滅失住宅は、建替え、新築に置き換える） 

③H20 年の住宅・土地統計調査（一宮市データ）より、自主的に耐震改修を行い、耐震化される割合

を算出し、その住宅数を推計 

住宅の平成 32 年度

までの耐震化の目

標値は 

95％ 
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■重点的に耐震化を進める区域 

・大規模地震発生時に特に大きな被害が想定される区域（主として老朽住宅が密集する区域）

について、重点的に耐震化を進めるものとする。 

 

■住宅の耐震化促進の方策 

・市民、各種団体に対する普及、啓発事業 

・耐震化促進のための各種補助、助成制度、税制等の活用 

・低コスト耐震化工法の普及 

・地域における耐震化の取り組みの促進 

・公的機関による改修促進支援 

・住宅改修時の仮住居の提供 

【重点的に耐震化を進めるべき区域】 

重点区域設定にあたっての２つの視点 

①被害想定が大きい「直下型地震（M6.9）」が起こった場合の建物全壊率が高い区域 

②より被害が拡大されると想定される、人口が集中している区域（国勢調査の「人口集中地区」） 

⇒重点区域：人口集中地区内で、建物倒壊率が比較的高い 30％以上の地区を基本に設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一宮市建築物耐震改修促進計画（H20.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：一宮市建築物耐震改修促進計画（H20.3）

萩原駅周辺

起周辺 

木曽川駅周辺 

一宮駅周辺 
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３）一宮市公共交通計画 

市民の日常生活の足となるバス路線の適正化の観点から平成 24年 3月に策定し、本計画

は、居住環境を支える社会基盤としての公共交通体系のあり方を示す計画であり、本計画

の基本方針の概要を以下のとおり整理します。 

 

■都市活動を支える体系的な公共交通ネットワークの形成 

・一宮駅を中心に、市内の主な生活拠点（副次的拠点、地域生活拠点）を結ぶ放射状ネット

ワークを基本とする 

・これらの幹線路線と支線路線の機能の明確化、機能に応じた運行水準を確保し、公共交通

が不便な地域の改善を図る 

■利用しやすい公共交通環境の整備 

・車両のバリアフリー化、待合い環境の改善を図る 

・鉄道とバス、幹線バスと支線バスの乗り継ぎ利便性の改善を図る 

・乗り継ぎ料金の軽減を図る 

■住民、交通事業者、行政が連携した公共交通を支える仕組みの確立 

・幹線路線、支線路線の特性に応じた事業運営 

・支線路線の運営における地域住民の参加 

 

【公共交通の計画図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：一宮市公共交通計画（H24.3） 



 

 

13 

 

 

４）一宮市障害者基本計画 

社会生活環境の変化や、障害の重度化・重複化、障害のある人の高齢化などによる福祉

ニーズの多様化、さらに、障害者自立支援法の施行による制度の変化等を受け、障害のあ

る人のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るべく「一宮市障害者基本計画」を平成

19 年 3 月に策定しています。このうち、基本理念及び居住環境に関する事項を以下に整理

します。 

 

■基本理念「だれもが人格と個性を尊重し支え合う共生のまち 一宮」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■居住環境に関する基本方針 

【生活環境の整備】 

グループホームやケアホームの整備、公的賃貸住宅の提供や住宅内におけるバリアフリ

ー化支援の周知、公共的施設や道路、公共交通機関等のバリアフリー化等 

 

５）一宮市次世代育成支援行動計画 

主として子育て支援に関する基本的な方針を示したもので、平成 22 年 3 月策定（計画年

次 H22-26）。主としてソフトウェア面での福祉施策が中心となっていますが、居住環境に

関する事項を以下に抜粋します。 

 

■基本目標「夢のある子育て環境のまちづくり」 

・子育てに配慮した生活環境の整備（居住環境の整備、福祉のまちづくり）を図る 

・計画的に公営住宅の整備を進め、また勤労者への住宅資金の貸付けなど、側面的な支援を

図る 

・段差の解消、エレベーターの設置などユニバーサルデザインの観点から全ての市民にとっ

て安全で使いやすい公共施設の改善、整備を図る 

「ノーマライゼーション」の理念 

だれもが住みなれた地域や家庭で 

共に生活ができるような社会を築く 

「リハビリテーション」の理念 

障害のある人の持つ能力を 大限に発揮

させ全人間的な復権をめざす 

「共生社会」の実現 

だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合い、社会的融合が

実感できる社会環境づくり 
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６）一宮市環境基本計画 

地域における公害防止や自然環境保護とともに、 地球的規模の環境も含め広範囲にわ

たる環境問題に適切に対応するため、一宮市環境基本条例第 8 条に基づき、環境の保全に

関する基本的な施策を総合的にまとめたもので、平成 16 年 6 月に策定しています。（計画

年次 H16-25）このうち、地球環境問題への取り組み（地球温暖化防止のためのライフスタ

イル変革）、特に住まいとまちづくりに関する具体的な行動指針を以下に整理します。 

 

■環境に配慮したまちづくり（コンパクトシティ形成） 

・「住」も含めた様々な機能（「職」「学」「遊」など）を都市の中心部にコンパクトに集積す

ることによる、都市の効率性向上、渋滞の緩和、近郊の緑地、農地の保全等 

・自動車に依存した都市構造、交通システムから脱却した社会の形成 

・自転車の利用環境整備等 

 

■緑化の推進 

・ワークショップ方式による市民公園づくり 

・緑化スポットの増加 

・市民参加による花や緑、水辺の回廊づくり等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅・まちづくりについて、

ずいぶんいろいろな計画が

決められているんだね。 

「一宮市住宅マスタープ

ラン」は、こうしたいろ

いろな計画を頭において

つくられているんだよ。 
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（６）総括 ～上位・関連計画からみた住まい・まちづくりの方向性～ 

■過度に自動車に依存しない「歩いて暮らせる住まい・まちづくり」 

■子育て世代、高齢者世代など「多様なニーズに対応した住まい・まちづくり」 

■自然、歴史、産業等の「一宮市の資源を活かした住まい・まちづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

一宮市都市計画マスタープラン 

【都市づくりの目標】 

■都市の発展を支える経済基盤 

■誰もが暮らし続けることができる生活環境 

■持続可能な、環境負荷の低い都市構造 

■愛着と誇りの持てる都市 

 

【住宅市街地フレーム】 

■世帯数増加に対応し 50ha 拡大 

住生活基本計画（国・県） 

■安全・安心・豊かさ（防災、高齢者対応、省エネ、ユ

ニバーサルデザイン、景観等）【国・県】 

■既存ストックの有効活用（老朽マンションの管理等）

【国・県】 

■多様な居住スタイルへの対応（多様な需要に応え、適

正価格で供給できる市場形成等）【国・県】 

■社会的弱者への対応（高齢者、障害者、子育て世帯等

へのセーフティネット等）【国・県】 

■地域の活力を支えるまちづくり（良好な市街地への

更新・整備等）【県】 

■住まい手と地域が主体的に進めるまちづくり（地

域課題に対応した住まい・まちづくりの推進等）【県】

上位計画からみた住まい・まちづくりの方向性 

一宮市公共交通計画 

■体系的な公共交通ネットワークの形成 

■利用しやすい公共交通環境の整備（バリアフリ

ー化、待合い環境の改善、乗り継ぎ利便性改善、乗

り継ぎ料金の軽減等） 

■住民、交通事業者、行政が連携した公共交通

を支える仕組みの確立 

関連計画からみた住まい・まちづくりの方向性 

一宮市障害者基本計画 

■生活環境の整備 

・グループホームやケアホームの整備、公的賃

貸住宅の提供や住宅内におけるバリアフリー

化支援の周知、公共的施設や道路、公共交通

機関等のバリアフリー化など 

【基本方針】 

■現在の居住環境の維持・保全 

■中心市街地におけるまちなか居住促進 

■徒歩生活圏の利便性向上 

■身近な緑を活かした緑豊かなまちづくり 

■土地区画整理事業、地区計画制度の活用によ

る市街地の整備 

■自然、歴史、産業、生活文化を反映した活力

とやすらぎのある景観形成 

一宮市建築物耐震改修促進計画 

■耐震化率の向上 

■重点的に耐震化を進める区域（老朽密集地区）

■住宅の耐震化促進（啓発、助成制度等） 

一宮市次世代育成支援行動計画 

■子育てに配慮した生活環境の整備 

・計画的な公営住宅整備、住宅資金貸付等 

・安全で使いやすい公共施設の改善、整備等 

一宮市環境基本計画 

■地球環境問題への取り組み 

・環境に配慮したまちづくり（コンパクトシティ

の形成、自動車に過度に依存しないまちづくり等）

・緑化の推進、公園の整備等 

一宮市第６次総合計画 

■将来の人口、産業等の規模から必要と見

込まれる市街地の確保 

■既存ストックを活かし、都市機能がコン

パクトに集積した「歩いて暮らせるまち

づくり」 

■地域の災害の特性に対応し、農用地等の

多面的機能も配慮した安全な土地利用 

■うるおいややすらぎのある快適な環境づ

くり 

■高度化、多様化する居住ニーズや超高齢

社会に対応した住宅供給 




