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6.基本的な施策の展開方向性 
 
（１）施策の基本的な方向性 

 

「基本理念」に挙げた５つの基本目標を実現するための施策を次ページ以降に示します。

これらの施策には、主として住宅等の建築物単体の建設や改修に関する施策と、居住環境

の改善に関する施策の両方が含まれています。その概要は以下のとおりです。 

 
 

６ 

重点施策 重点的に取り組む施策を示します 

よりよい居住環境づくりへ向けての施策 

基本理念に挙げた５つの基本目標を実現するためには、住宅自体の

機能や性能のみでなく、道路、公園、下水道などの都市基盤施設の整

備をはじめとして、良好な市街地の居住環境の整備など、総合的な

「まちづくり」の施策、またコミュニティの育成など、よりよい居住

環境を守り育てるための社会的な基盤づくりも必要です。 

こうした施策のうち、主として都市基盤施設の整備に関するもの

や、土地利用の規制・誘導に関するものは、基本的に公共が主体とな

って進める取り組みです。一方、民間が主体となって行われる市街地

開発等のまちづくりに際しての居住環境向上の取り組みや、地域コミ

ュニティの育成などについては、公共による施策と連携をとりなが

ら、必要に応じて公共が民間に対して各種の助成、指導、啓発等を行

い、施策を推進します。 

該当する施策

にこのマーク

を表示

よりよい住まいづくりへ向けての施策 

住宅の新築や建替え、改修等にあたって、基本理念に挙げた５つの

基本目標を実現するために、住宅の建築物自体が持つ機能及び性能の

向上や改善を図ることを主な目的とした施策です。 

この施策は、公営住宅においては県・市等（以下「公共」）が主体と

なって施策を進めます。一方、民間の住宅においては、市民、事業者

等（以下「民間」）が主体となって新築、建替え、改修等を行うにあた

り、機能及び性能の向上、改善が適切に図られるよう、必要に応じて

公共が各種の助成、指導、啓発等を行いながら施策を推進します。 

該当する施策

にこのマーク

を表示
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■基本目標・方針と施策の一覧 

基本方針 具体的施策 

基本目標１ 安全・安心の住まい・まちをつくる 

基本方針１ 

住宅の耐震性の向上 
①耐震診断・耐震改修に係る補助・助成制度 

 の利用促進 

②耐震診断・耐震改修の普及・啓発活動の実施 

③市営住宅における耐震改修 

基本方針２ 

市街地の防災性の向上 ①災害に強い都市施設の整備・改善 

②災害に強い土地利用の規制・誘導 

基本方針３ 

住まい・まちの防犯性向上 犯罪防止に役立つ住宅や市街地の整備・改善 

基本方針４ 

安全・安心に関わるコミュニティの育成

 

住民組織の強化・地域における防災拠点づくり 

基本方針５ 

老朽住宅の長寿命化及び適切な建替え

の推進 
①老朽公営住宅の長寿命化及び適切な建替えの推進 

②老朽民間住宅の建替え促進に向けた支援 

基本目標２ さまざまな世代が生き生きと暮らす住まい・まちをつくる 

基本方針１ 

市営住宅において多様な世代が暮らす

ことができる施策の展開 

①増加する高齢者世帯への対応 

②子育て世帯の受け入れ促進に向けた支援 

③多世代が共に暮らす良好なコミュニティの形成 

基本方針２ 

民間住宅における多様なスタイルの 

住宅供給の促進 

①高齢者、子育て世帯向け民間賃貸住宅の供給促進 

 に向けた支援 

②高齢者や障害者にやさしい住宅の供給促進 

 に向けた支援 

③多様な住まい方に対応した住宅の供給促進 

 に向けた研究 

重点施策 

重点施策 
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基本方針 具体的施策 

基本目標３ 人と環境にやさしい、歩いて暮らせる住まい・まちをつくる 

基本方針１ 

暮らしやすいコンパクトな 

          住まい・まちづくり 

①中心市街地におけるまちなか居住の促進 

②公共交通軸や地域生活拠点を中心とした 

コンパクトなまちづくり 

基本方針２ 

人と環境にやさしい住まい・まちづくり ①公共施設等における 

       バリアフリー化の促進 

②環境にやさしい住宅の普及促進 

      や公共施設の整備促進 

 

③省エネ住宅等先導的な住宅供給の啓発 

基本目標４ 一宮らしさをもった個性豊かな住まい・まちをつくる 

基本方針１ 

農住共存の住まい・まちづくり 
広がりある自然と農用地の眺望景観の保全 

基本方針２ 

住工共存の住まい・まちづくり 

 

住工が共存する地域における居住環境の向上 

基本方針３ 

地場産業、文化、歴史を活かした 

住まい・まちづくり 

①住宅建設における地域産材の利用促進 

②地域の個性を活かしたまちづくり 

基本目標５ 住まい・まちづくりの情報を発信する 

基本方針１ 

専門家の知識・経験の活用 住まいに関する相談体制の充実 

基本方針２ 

住民主体の住まい・まちづくり情報の発信

 

住民主体の住まい・まちづくり活動の支援 

基本方針３ 

住まい・まちづくりに関わる 

情報発信 

①防災に関する情報提供の充実 

②官民協働による情報発信 

 
 
 
 

重点施策 

重点施策 

重点的に取り組む施策 重点施策 

よりよい住まいづくりへ向けての施策 

よりよい居住環境づくりへ向けての施策 
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基本目標１ 

 
基本方針－１ 住宅の耐震性の向上 

安全・安心な住まい・まちづくりの実現に向けて も重要な課題の

ひとつとして、自然災害への対策を挙げることができます。特に今後

東海地方における地震災害が懸念されるなか、住まいの耐震性の向上

を図っていきます。 

 

具体的施策① 耐震診断・耐震改修に係る補助・助成制度の利用促進  

 
 

関連する計画 ・一宮市建築物耐震改修促進計画 等 

事業・助成制度等 

・木造住宅無料耐震診断 

・耐震改修助成制度 

・耐震シェルター、防災ベッﾄﾞ設置補助制度 等 

 

■耐震診断および耐震改修の促進 

「一宮市建築物耐震改修促進計画（H25.3）」に基づき、新耐震基準以前に建設された住

宅について、耐震診断および耐震改修の実施に対する補助や助成などの支援施策を進め、

住宅の耐震診断・耐震改修の促進を図っていきます。 

 

■耐震性を備えた住宅の建設促進 

今後新たに供給される住宅については、従来の耐震性能に加え、免震性、制震性を備えた

住宅の建設を促進します。 

 

【利用する事業・制度（耐震診断・耐震改修に係る補助・助成制度）】 

 

① 木造住宅無料耐震診断 

対象：新耐震基準以前に建てられた木造住宅（昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された

もの。ただし、プレハブ・ツーバイフォーなどを除く。） 

 

② 木造住宅耐震改修費補助 

対象：本市が実施する「木造住宅無料耐震診断」の結果、総合評点が 1.0 未満となった住

宅で、耐震改修の結果、総合評点が+0.3 かつ 1.0 以上になることが認められたもの 

※ 補助限度額 戸当り 90 万円 

基本目標１ 安全・安心の住まい・まちをつくる 

重点施策 
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③ 木造住宅簡易耐震改修費補助 

対象：本市が実施する「木造住宅無料耐震診断」の結果、総合評点が 0.7 未満となった住

宅で、耐震改修の結果、総合評点が 0.7 以上 1.0 未満になることが認められたもの 

※補助限度額 戸当り 30 万円 

 

④ 民間非木造住宅耐震診断費補助 

対象：昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された木造以外の戸建住宅や共同住宅 

※ 補助限度額 

次の１、２又は３の金額のうち も少ない金額 

１.耐震診断に要する経費で耐震診断者に支払う経費の 2/3 

２.延べ面積に応じた経費の 2/3 

面積×2,000 円（面積≦1,000 ㎡の部分） 

面積×1,500 円（1,000 ㎡＜面積≦2,000 ㎡の部分） 

面積×1,000 円（2,000 ㎡＜面積の部分） 

３.一住戸あたりの限度額 

一戸建：10 万円  一戸建以外：5万円/住戸当り 

※各制度の補助限度額は平成 24 年度現在 

 

⑤ 耐震シェルター、防災ベッド設置補助制度 

対象：昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された市内の木造住宅であり、かつ本市が実施す

る「木造住宅無料耐震診断」の結果、総合評点が 0.7 未満となった住宅 

※補助限度額 耐震シェルターの設置：25 万円 

防災ベッドの設置：15 万円 

 

 ■耐震シェルターとは？ 

住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間（シェルター）を作り、安全を確保

するものです。 

■防災ベッドとは？ 

金属製のフレーム等でベッドの上部を覆い、ベッド内の人を保護し就寝中の安全等

を確保するものです。 
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具体的施策② 耐震診断・耐震改修の普及・啓発活動の実施 
 

関連する計画 ・一宮市建築物耐震改修促進計画 等 

事業・助成制度等 ・市広報活動として推進 

 
■耐震診断や耐震改修についての普及・啓発 

具体的施策①の耐震診断や耐震改修の推進にあたっては、制度についての普及・啓発が

重要となることから、広報活動を今後も継続的に実施します。広報誌、ホームページ、回

覧板等による広報活動に加え、出前講座の開催や、ケーブルテレビ、コミュニティＦＭ等と

の連携による啓発活動を図るとともに、危険度が高いとされる地域を中心とした戸別訪問

によるローラー作戦など、さまざまな手段を用いて市民の意識喚起を促します。 

 

■重点的に耐震化を進める区域での優先的、集中的な情報伝達 

特に、「一宮市建築物耐震改修促進計画」において「重点的に耐震化を進める区域」に位

置付けられている地区において、より優先的、集中的に実施していきます。（p.89 参照） 

 

■ハザードマップの作成・配布 

災害の危険性（震度、液状化や浸水状況など）が一目でわかる「ハザードマップ」の作成・

配布により、地域の安全性に対する注意喚起を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 安全・安心の住まい・まちをつくる 

耐震診断や耐震改修に

ついてくわしく知りた

い人は、市役所へ来て

くださいね。 

ハザードマップも市

役所にあります！ 
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▼市ホームページ 

 

【利用する事業・制度】 

ホームページ、広報誌、回覧板での広報活動 

・市のホームページ及び「広報いちのみや」や町内回

覧等において、耐震診断・耐震改修についての広報

活動を行っていきます。 

 

 

出前講座の開催 

・生涯学習出前講座「いちのみや出前一聴」で、耐震化

に関する啓発活動を継続的に実施します。出前講座で

は、地震被害による危険性を認識してもらうところか

ら始まり、耐震診断・耐震改修、家具の固定方法につ

いて市民が学習できる内容としています。 

 

 

ダイレクトメールの送付 

・市の無料耐震診断を受けた住宅の所有者に対して、新たな施策が展開される時期に耐震

改修制度を紹介するダイレクトメールを送付し、制度利用者の増加に努めます。 

 

耐震診断・耐震改修ローラー作戦 

・戸別訪問による耐震診断・耐震改修のＰＲ及び申し込みを促す「耐震診断ローラー作戦」

を引き続き実施していきます。 

 

ケーブルテレビ等と連携した啓発活動 

・本市の地元メディアとしてのケーブルテレビ、コミュニティＦＭ等との連携により、地震

による倒壊の危険性や、家具固定、耐震診断・耐震改修の必要性について市民の理解の

向上に努めます。 

 

各団体と連携した啓発活動 

・防災や耐震に関して活動を行っている団体や建築関連業者との連携を図り、家具固定、

耐震診断・耐震改修により、一層の普及・啓発を行っていきます。 

 

 

 

▼出前講座資料の例 
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【重点的に耐震化を進めるべき区域（再掲）】 

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 

「一宮市建築物耐震改修促進計画」において設定されている「重点的に耐震化を進めるべき区域」

においては、地盤の状況等からみて建物の損壊の危険性が高いうえに、人口密度が高いため、より

大きな損害の拡大が予想されています。こうした地区を中心として、新耐震基準以前に建設された

住宅に対して、無料耐震診断や耐震改修に関わる情報を重点的に伝達することとします。 

基本目標１ 安全・安心の住まい・まちをつくる 
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具体的施策③ 市営住宅における耐震改修 
 

関連する計画 ・一宮市営住宅ストック総合活用計画 等 

事業・助成制度等 ・公営住宅ストック総合改善事業 等 

 
■市営住宅の耐震性確保 

市営住宅の耐震改修にあたっては、平成 23 年度より順次耐震改修工事を進めており、新

耐震基準以前に建設された市営住宅（木造の用途廃止住宅は除く）の棟数 208 棟のうち、193

棟が耐震性を有しており、平成 24 年 4 月現在で約 93％の耐震化率となっています。 

耐震性を有していない下記に示す市営住宅においては、今後も耐震改修工事を進め、平成

32 年度までにすべての市営住宅で耐震性を確保する予定です。 

【耐震改修工事を予定している市営住宅】 

住宅名 棟数 

大山住宅 7 

春明住宅 4 

宝江 1 

松降 2 

萩原 1 

計 15 

 

【春明住宅３号棟（Ｈ23 年度工事 ＰＣアウトフレーム工法）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

耐震改修工事は、建物や敷地の

条件によって適切な工法を用い

て行います。 

写真のＰＣ（プレキャスト・コ

ンクリート）アウトフレーム工

法は、既存の建物の外部に、あ

らかじめ工場で製造した補強材

を設置する工法です。 

この工法は、住みながら工事が

可能であること、工事の省力化

やコスト削減が可能なこと、デ

ザイン的にも優れていること等

の特徴があります。 
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基本方針‐２ 市街地の防災性の向上  

特に家屋が密集する市街地や集落地においては、個別の住宅の防災性のみでなく、地域全体

としての防災性向上が重要です。災害時における避難、消火・救急活動を容易にし、延焼の危

険を減少させるために必要な道路、公園などの公共的な空地の確保や、公共的施設における防

災性強化のほか、土地利用のルールにのっとり、安全な市街地が形成されるよう規制・誘導を

図るなどして、地域全体としての防災性向上を図ります。 

 

具体的施策① 災害に強い都市施設の整備・改善 
 

関連する計画 
・一宮市都市計画マスタープラン 

・一宮市地域防災計画 等 

事業・助成制度等 
・建築基準法によるセットバック 

・雨水貯留浸透施設補助制度 

 

■街路、公園緑地などの公共的空地の確保 

地震、火災時等における避難路、避難地となる街路、公園緑地の公共的な空地の整備を

推進します。また、災害対策活動を円滑に進めるため、緊急車両の通行の支障となる狭あ

い道路（幅員４ｍ未満の道路を、住宅等の建替えに合わせて拡幅整備し、都市の安全性向上

を図ります。 

 

■浸水被害の防止 

河川、水路の適切な改修により浸水被害の防止を図ります。また、浸水が多発する市街

地において、雨水貯留施設、浸透施設の整備を促進します。 

 

■公共施設の耐震性確保 

公共施設は多数の人が利用し、大規模災害時には防災上重要な建築物となることから、公

共施設の耐震性確保に努めます。 

一宮市では、小中学校、保育園等の耐震化を完了し、公共施設全体の耐震性確保率は約 87％

（平成 24 年度末現在）となっております。今後も公共施設の耐震性確保を進め、平成 32 年

度末までには耐震性確保率約 100％を目指します。 

基本目標１ 安全・安心の住まい・まちをつくる 



■一宮市住宅マスタープラン■ 

6.基本的な施策の展開方向性 
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具体的施策② 災害に強い土地利用の規制・誘導 
 

関連する計画 
・一宮市都市計画マスタープラン 

・一宮市地域防災計画 等 

事業・助成制度等 ・都市計画法による防火・準防火地域の指定 等 

 

■防火地域、準防火地域の見直しの検討 

建築物が密集する市街地においては、火災時の延焼を防ぐために、耐火構造、準耐火構

造等の建築物を建設することが防災上有効とされています。こうした災害に強い建築物の

立地を促進するための法規制として、防火地域、準防火地域の指定があります。 

本市においても、商業地域を中心として防火地域、準防火地域の指定が行われており、

この指定に基づき建築行為の適正な規制・誘導を図るとともに、市街地の状況に応じ、防

火・準防火地域の指定範囲の見直しを検討します。 

火災に強いたてものが

増えていけば、いざとい

うとき安心だからね。 

まち全体として安

全で安心な環境に

なるといいね。 
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基本方針‐３ 住まい・まちの防犯性向上 

安全・安心な住まい・まちづくりを進めるうえでは、「治安のよさ」も重要な要素であり、

アンケートによる市民の声のなかでも、防災と並んで防犯に対する重要性が高く認識されて

います。こうした課題を受け、住宅づくり、まちづくりの双方において防犯性の向上を図る

こととします。 

 

具体的施策 犯罪防止に役立つ住宅や市街地の整備・改善 
 
関連する計画 ・愛知県安全なまちづくり条例 等 

事業・助成制度等 

・愛知県「防犯優良マンション認定制度」 

・一宮市「防犯対策補助制度」 

・一宮市「防犯灯新設等補助制度」 

・一宮市「灯るい公園づくり事業」 

 

■防犯性の高い住宅の普及の促進 

「愛知県安全なまちづくり条例（H16.7.1 施行）」に基づき設けられた「住宅に関する防

犯上の指針」の周知・ＰＲを行うとともに、一宮市の防犯対策補助制度（防犯カメラや補助

錠等の購入及び設置に対する補助）等の助成制度を活用し、防犯性の高い住宅の普及を促進

します。また、マンションなどの共同住宅における防犯性能の向上を図るため、愛知県の

「防犯優良マンション認定制度」の普及・啓発の取り組みを推進します。 

 

■犯罪の防止に配慮した道路や公園等公共施設の整備 

上記事業に基づき、一宮駅付近に設置している公園内、夜間において公園内及びその周辺

が暗く、防犯上好ましくない公園について、緊急的に照明灯の設置を行ない、公園利用者を

はじめとする市民の安全性向上を図ります。 

 

基本目標１ 安全・安心の住まい・まちをつくる 



■一宮市住宅マスタープラン■ 

6.基本的な施策の展開方向性 
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基本方針‐４ 安全・安心に関わるコミュニティの育成 

基本方針-１～３においては、住宅及び道路、公園等の都市基盤施設の整備・改善による

防災、防犯の機能向上についての方針を定めましたが、住まい・まちづくりにおける安全・

安心の確保にあたっては、住民相互の助け合いの意識も重要な要素であることから、こうし

た面での機能強化も図ることとします。 

 

具体的施策 住民組織の強化・地域における防災拠点づくり 
 

関連する計画 ・一宮市地域防災計画 等 

 

■自主防災組織、自主的な防犯対策の充実 

災害時の避難、応急の復旧活動や日常の対策など、災害時の体制、特に子ども、高齢者

等の災害弱者を住民相互で助け合う体制を支える自主防災組織の充実や意識啓発、また、

住民による自主的な防犯対策の強化を促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで実現した

い、安全で安心な

まちづくり。 
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基本方針‐５ 老朽住宅の長寿命化及び適切な建替えの推進 

いつまでも安心して住み続けられる住まい・まちづくりのためには、適切な管理による住宅

の長寿命化や住宅の更新を重ね、安全性の確保や、魅力の向上を図っていく必要があります。

このことから、老朽住宅の長寿命化及び適切な建替えの推進を図っていくこととします。 

 

具体的施策① 老朽公営住宅の長寿命化及び適切な建替えの推進 
 

関連する計画 
・一宮市営住宅ストック総合活用計画 

・一宮市公営住宅等長寿命化計画 等 

事業・助成制度等 ・公営住宅ストック総合改善事業 等 

 
■既存市営住宅の長寿命化 

上記計画に基づき、既存の良好なストックを 大限利用するとともに、バリアフリー化に

ついてもエレベーター、スロープの設置等、居住環境向上に向けた対策を計画的に実施して

いきます。 

 

■適切な市営住宅の管理及び建替えの推進 

公営住宅全体の需給バランスが崩れ、住宅に不足が生じた場合には、市の財政状況や住環

境を考慮しながら、適切な建替えを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 安全・安心の住まい・まちをつくる 

丈夫で長持ちする 

家づくりも大切だね。



■一宮市住宅マスタープラン■ 
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具体的施策② 老朽民間住宅の建替え促進に向けた支援 
 
関連する計画 ・一宮市都市計画マスタープラン 等 

事業・助成制度等 ・都市居住再生融資制度 等 

 
■密集市街地における老朽建築物の共同建替え等の促進 

密集市街地における老朽建築物の建替えを促進するため、住宅金融支援機構による都市居

住再生融資制度等を活用し、共同建替え、協調建替えを促進します。 

 

■老朽化マンションの大規模修繕や建替えの促進 

老朽化マンションの大規模修繕や建替えに向けて、マンション管理推進協議会などの専門

家によるアドバイスの実施など、管理組合などへの支援を促進します。耐震性の劣るマンシ

ョンについては、耐震診断・耐震改修の促進を図ります。 

 

 

共同建替えやマンショ

ンの大規模修繕など、 

ご相談くださいね。 
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【基本目標１を実現するための主体別の主な取り組み】 

■公共の取り組み 

・一宮市建築物耐震改修促進計画に基づき、耐震診断の実施、耐震改修の助成等や、制度の普及・

啓発を推進します。 
・市営住宅の耐震改修、適正な管理による長寿命化を推進します。 
・都市計画法、建築基準法等に基づき、災害に強いまちづくりを推進します。 
 
■民間事業者・ＮＰＯ等の取り組み 

・耐震診断員の登録を行い、耐震診断の推進に協力しましょう。 
・法令に基づく防災性、防犯性などの性能が確保された住宅建設を行いましょう。 
 
■市民の取り組み 

・昭和 56 年以前に建築された住宅の所有者は、耐震診断を受けましょう。 

・耐震診断の結果に基づき、耐震改修を行いましょう。 
・自主的な防災、防犯体制づくりを行いましょう。 
 

【成果指標】 

 

指標 現状値 目標値 

住宅の耐震改修率 （H24） 72.8％   （H34）  95.0％ 

※「一宮市建築物耐震改修促進計画（改訂版）」において、平成 32 年の目標値を 95.0％としています。

基本目標１ 安全・安心の住まい・まちをつくる 

みんなで協力して

いい住まいとまち

をつくろう！ 



■一宮市住宅マスタープラン■ 

6.基本的な施策の展開方向性 
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基本目標２ 
 

基本方針‐１ 市営住宅において 

                 多様な世代が暮らすことができる施策の展開 

市営住宅は、公営住宅法にもとづき、住宅を取得することが経済的に困難な人々に住宅を低

廉な家賃で提供することを目的としています。本市の市営住宅においても、住宅セーフティネ

ットとしての役割を果たすとともに、高齢者、子育て世代など各世代のニーズに的確に対応し

た住まいの提供に努めていくこととします。 

 

 

具体的施策① 増加する高齢者世帯への対応 

 

関連する計画 ・一宮市営住宅ストック総合活用計画 等 

事業・助成制度等 ・公営住宅ストック総合改善事業 等 

 
■高齢者のニーズに対応した居住環境の整備 

市営住宅の入居世帯のうち、高齢者世帯の占める割合は高く、特に高齢単身世帯※は約

31％（平成 24 年現在）を占めており、今後もさらに増加することが想定されます。 

市営住宅では優良ストックの整備・改善を積極的に行い、可能な住宅においてはエレベー

ター等のバリアフリー化を進めます。また、高齢者に適した住戸を供給するため、高齢者が

低層階住戸を選択できるような施策を展開します。 

※注 「高齢者」の定義として、厚生労働省では 65 歳以上としていますが、公営住宅法では 60 歳以

上としており、本市の市営住宅に関わる各種統計調査も 60 歳を基準としています。本計画では、

公営住宅法に合わせ、60歳以上を「高齢者」としています。 

基本目標２ さまざまな世代が生き生きと暮らす住まい・まちをつくる 
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■単身高齢者の共同居住へ向けた研究、検討 

市営住宅の既存ストック活用の視点から、住戸専有面積が広い家族向け住戸等を単身者

用の住まいとして利活用する方策として、単身者が共同で暮らす「高齢者共同居住（ルーム

シェア）」が一部の自治体で進められつつあります。こうした住まいの形態は、孤立死など、

高齢単身世帯に起こりがちな事故の防止につながるなどの効果が期待される反面、入居や

管理・運営を支援するＮＰＯ等の市民組織の存在が重要となります。したがって、市内の支

援組織の状況等を見極めつつ、その可能性について研究、検討を進めることとします。 

 

 

基本目標２ さまざまな世代が生き生きと暮らす住まい・まちをつくる 

みんなで支え合っ

てハッピー！ 



■一宮市住宅マスタープラン■ 

6.基本的な施策の展開方向性 
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具体的施策② 子育て世帯の受け入れ促進に向けた支援 
 

関連する計画  ・一宮市営住宅ストック総合活用計画 等 

事業・助成制度等 ・市営住宅管理業務 等 

 

■子育て世帯に対応した住戸形態や規模の住宅供給 

市営住宅では、世帯規模と住戸規模の間でミスマッチが一部生じているため、住替えを促

し、世帯規模に応じた住戸の供給を図ります。 

 

■子育て世帯の受け入れ促進へ向けた検討 

市営住宅に入居している子育て世帯は高齢者世帯と比較して少なく、その要因として、

収入制限（現状：裁量階層は収入分位 40％以下（未就学児と同居している場合のみ））や裁

量階層の対象範囲が原因になっていることが考えられます。 

こうした状況のなか、市営住宅においては、子育て世帯の受け入れ促進を図るため、住宅

取得が著しく困難な世帯に対するセーフティネットとしての役割を果たしつつ、需要推計

による余剰戸数を子育て世帯の受け皿として活用することとします。その際には、入居要件

の見直しも含め、県営住宅や近隣他都市とのバランスをみながら受け入れ促進に向けた検討

を進めます。 

 
【（参考事例）裁量階層の対象範囲の拡大を実施している自治体一覧】 

裁量階層の対象範囲の拡大 自治体名 

中学生以下の児童がいる世帯 
奈良県桜井市、岡山県、岡山県新見市、 

茨城県常陸太田市※、京都市、神戸市 

多子世帯（18～20 歳未満の子供が 

3 人以上いる世帯） 
福井県、福井県永平寺町、京都市 

新婚世帯 兵庫県、京都府、茨城県常陸太田市※ 

若年夫婦世帯 神戸市 

※茨城県常陸太田市では、市外の居住者でも入居可 



 

 

101 

 

 

具体的施策③ 多世代が共に暮らす良好なコミュニティの形成  
 

関連する計画 ・一宮市営住宅ストック総合活用計画 等 

事業・助成制度等 ・市営住宅管理業務 等 

 

■世代間の交流の促進 

市営住宅の整備・改善・建替えにあたり、若年世帯から高齢者世帯まで多様な世帯によっ

て団地のコミュニティが構成されるよう、多様な居住ニーズに対応した住戸の供給を検討

します。 

また、これと同時に、若年世帯の入居をより積極的に受け入れ、世代間の交流を促進す

ることによって、良好なコミュニティの形成を図り、子育て・新婚世帯が暮らしやすい住

宅の供給の検討を進めます。 

 

■市営住宅と周辺の地域コミュニティとの共生、連携の促進 

市営住宅の入居者と、周辺の地域コミュニティとの共生を図るため、周辺地域の居住環

境や施設配置などを踏まえ、多文化共生、子育て支援、まちづくりなどの活動拠点の導入

について検討を進めます。 

また、集会場を利用した地域交流など、住民が自主的に取り組む、暮らしを支える活動

を含めた自治会活動が円滑に行われるよう支援します。 

 
 

基本目標２ さまざまな世代が生き生きと暮らす住まい・まちをつくる 

いろいろなひとた

ちが仲良く暮らす

まちはたのしい！ 



■一宮市住宅マスタープラン■ 

6.基本的な施策の展開方向性 
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基本方針‐２ 民間住宅における多様なスタイルの住宅供給の促進 

少子高齢社会に対応し、また、多様化する住まいのニーズに対応す

る住宅供給は、民間住宅においても大きな課題となっております。民間

による住宅供給は、新しい発想に基づく住まい・まちづくりを進めてい

くうえでの大きな影響力を持っています。このため、各種の事業、制度

を活用しながら多様なスタイルの住宅供給を促進していきます。 

 

具体的施策① 高齢者、子育て世帯向け民間賃貸住宅の供給促進に向けた支援 
 

事業・助成制度等 
・特定の入居者向けの住宅登録制度、賃貸借事業、貸付

支援事業 等（下表参照） 

 

■高齢者、子育て世帯向け住宅の供給促進 

民間賃貸住宅の建設にあたっては、下記の表に示す各種事業・制度を活用し、高齢者や子

育て世帯向けの良好な住宅の供給の促進にあたると同時に、こうした民間賃貸住宅を広く登

録・紹介する制度の普及・促進を図ります。 

 

■福祉施策との連携 

経済的に困窮する世帯に対する支援は、公営、民間による低廉な住宅供給と併せて、福

祉行政面での支援が不可欠であり、行政内における連携に加え、養護老人ホーム等の福祉

施設、民間の福祉関連企業やＮＰＯ組織等と行政との連携を図ります。 

 

■子育て環境の改善 

子育て世帯に対する支援は、託児施設の拡充による働きやすい環境づくりなど、福祉部

門における支援が不可欠であり、住宅供給や子供の遊び場整備などの住まい・まちづくり

部門とこれらの施策との、行政内における連携に加え、民間の福祉関連企業やＮＰＯ組織

等と行政との連携及び情報の共有を図ります。 

【特定の入居者向けの民間賃貸住宅に関する各種事業・制度の例】 

 
 
 
 

・愛知県サービス付き高齢者向け住宅登録制度（高齢者） 
・愛知県終身建物賃貸借事業（高齢者） 
・愛知県あんしん賃貸支援事業（高齢者、障害者、外国人、一人親、小さい子ども有、被災者、

失業者、配偶者からの暴力被害者等） 

重点施策 
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【サービス付き高齢者向け住宅の概要】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国土交通省、厚労省 

平成 24 年現在、一宮市には、サービス付き高齢者向け住宅が２件、

計 60 戸あります。 

 

【市内の２件で提供されているサービス】 

・状況把握及び生活相談 
・食事の提供 
・入浴、排せつ、食事等の介護 
・調理、洗濯、清掃等の家事 
・健康管理 

基本目標２ さまざまな世代が生き生きと暮らす住まい・まちをつくる 
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具体的施策② 高齢者や障害者にやさしい住宅の供給促進に向けた支援 
 

事業・助成制度等 
・介護保険法にもとづく在宅支援制度 等 

・介護予防住宅改修費助成制度 

 

■住宅のバリアフリー化の促進 

住宅のリフォームや新築にあたり、介護予防住宅改修費助成制度の活用により、高齢者

や障害者等に対応するバリアフリー化の支援体制の充実を図ります。 

 

■安否確認や緊急時の対応体制の充実 

緊急通報システムの利用拡大を図るとともに、地域のコミュニティや民間と連携した安

否確認、緊急時の対応体制の充実を検討していきます。 

 

具体的施策③ 多様な住まい方に対応した住宅の供給促進に向けた研究 
 

■新たな居住形態に対応した住宅供給の研究 

従来の高齢者施設の拡充のみでなく、一人暮らしの高齢者同士の共同生活や、高齢者と

母子家庭の共同生活などを含め、複数の世帯が暮らしの一部を共有し、住宅のなかに共有

スペースを設ける「シェアハウス」「コレクティブハウス」などの新たな形態の住宅を活用

して、特に高齢世代、子育て世代の共生を促進するための公共と民間の協働による取り組

みを研究していきます。 

 

■新たな居住形態の実現を支えるサポート組織の研究 

複数の世帯が共生する住まい方を実現していくうえでは、行政、事業者のみではなく、

住まいづくりや維持管理体制をサポートする支援組織が重要となります。このような支援組

織の担い手となる市民団体（ＮＰＯ等）の育成や、行政と支援組織の協働体制等について研

究を進めていきます。 

 

■参加型家づくりや在宅勤務のニーズに対応した住宅供給の促進 

複数の居住者が設計段階から専門家と協働し、維持管理も共同で行う参加型の家づくり

「コーポラティブハウス」の取り組み、在宅勤務に対応した「SOHO（ソーホー）」対応の賃

貸住宅建設など、多様化する生活スタイルや価値観に対応する家づくりについて、設計事

務所、建設業者や土地所有者による取り組みを促進するため、情報の共有に努めます。 
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【基本目標２を実現するための主体別の主な取り組み】 

■公共の取り組み 

・居住者のニーズに的確に対応した市営住宅の整備、改善、建替えを計画します。 

・市営住宅に関して、新しい形態の住まい方や、地域との交流、ニーズに応じた入居要件

の見直し等について、民間事業者、ＮＰＯ等と連携し、研究、検討を行います。 

・民間住宅における高齢者や子育て世代向け住宅の支援制度について、普及、啓発を行い

ます。 

・福祉施策等と連携した高齢者、子育て世代等の居住環境整備を行います。 

■民間事業者・ＮＰＯ等の取り組み 

・高齢者福祉や子育て支援、多文化共生などの取り組みを、住民の自治会活動等と連携しな

がら支援していきましょう。 

・公共による各種助成制度等を有効に活用しながら、ニーズに応じた高齢者、子育て世代向

けの住宅供給を進めましょう。 

■市民の取り組み 

・地域コミュニティの一員として高齢者の見守りや子育て支援などを協力して行いましょう。 

・公共による各種助成制度や、住まい手サポーター制度等の情報を有効に活用しながら、住

宅におけるバリアフリー化を進めていきましょう。 

 

 
【成果指標】 

 

指標 現状値 目標値 

高齢者の居住する住宅の一

定のバリアフリー化率※１ 
（H20） 14.5％ （H34） 30％ 

愛知県サービス付き高齢者向

け住宅登録件数 
（H24） ２件 （H34） 12 件※２ 

※１ 段差の解消がされた住宅（現況値は住宅土地統計調査による値） 

※２ 愛知県の制度発足の H23 から H34 まで、概ね年間 1件のペースでの登録をめざすこととします。 

基本目標２ さまざまな世代が生き生きと暮らす住まい・まちをつくる 
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基本目標３ 

 

基本方針-1 暮らしやすいコンパクトな住まい・まちづくり 

公共交通の利便性を活かし、安全で便利に日常生活を送ることができる住まい・まちづ

くりを進めることは、人にやさしいのみでなく、エネルギーを効率的に利用し、環境にも

やさしい都市を目指すうえで重要なテーマです。 

ここでは、駅に近い地域を核とした中心市街地のみでなく、市街化調整区域にも多くの

人が暮らす本市の土地利用の特徴を踏まえ、市内各地域に分散する地域生活の拠点となる

地区を中心とした暮らしやすい住まい・まちづくりの方針を定めます。 

 

具体的施策① 中心市街地におけるまちなか居住の促進   

関連する計画 ・一宮市都市計画マスタープラン 等 

事業・助成制度等 ・都市居住再生融資制度 等 

 
■中心市街地における優良な住宅供給の促進 

鉄道による利便性が非常に高い一宮駅に近接し、高い商業集積があり、図書館をはじめ

とする生活利便施設も充実する中心市街地は、利便性を重視する住まいのニーズに適した

地区と言えます。こうした地区特性を生かし、まちなか居住を促進するため、都市居住再

生融資制度等を活用し、優良な集合住宅の立地誘導を図ります。 

 

■中心市街地におけるにぎわいの創出 

中心市街地においては、人口の増加とともに商業の活性化も課題となってきました。また

中心市街地で懸念される治安悪化を防止するうえでも、多くの通行人の目に触れることは重

要であることから、まちのにぎわいの創出のため、空き店舗の活用等により、魅力のある商

業地づくりを推進します。 

 

■犯罪の防止に配慮した道路や公園等公共施設の整備（再掲） 

上記事業に基づき、一宮駅付近に設置している公園内、夜間において公園内及びその周辺が暗

く、防犯上好ましくない公園について、緊急的に照明灯の設置を行ない、公園利用者をはじめと

する市民の安全性向上を図ります。 

基本目標３ 人と環境にやさしい、歩いて暮らせる住まい・まちをつくる 
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■中心市街地における市街地整備改善に関する事業の推進 

現在、一宮市においては「尾張一宮駅前ビル建設事業」が完了し、「稲荷公園整備事業」

を進めています。これらの事業が一因となり、一宮市中心部においては人口は増加の傾向に

あります。 

これらの施設の利用を促進し、より高い効果を上げるため、引き続き、バリアフリー化を

含めた周辺環境の整備を行ない、快適で安全・安心に歩いて暮らせるまちなか居住の実現を

図ります。 

【尾張一宮駅前ビル「i-ビル」】 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

資料：一宮市ＨＰ 

 

【中心市街地の範囲】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 人と環境にやさしい、歩いて暮らせる住まい・まちをつくる 
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具体的施策② 公共交通軸や地域生活拠点を中心とした 

コンパクトなまちづくり  

関連する計画 
・一宮市都市計画マスタープラン 

・一宮市公共交通計画 等 

事業・助成制度等 ・地区計画制度 等 

 

■公共交通による利便性が高い地域における優良な住宅供給の促進 

市街化区域における鉄道駅周辺地区及び起街道をはじめとする主要なバス路線沿線も、

公共交通による利便性が高いことから、自動車に過度に依存しない住まい方ができる地区

です。こうした地区特性を生かし、コンパクトなまちづくりを推進するため、低未利用地を

活用するなど、優良な集合住宅等の立地誘導を図ります。 

 

■郊外部及び既存集落地における地域生活拠点の整備 

市街化調整区域をはじめとする郊外部や既存集落地においても、日常生活において必要

な機能（ 寄り商業、行政サービス、コミュニティ施設等）が概ね徒歩圏内で利用できる利

便性の確保が必要です。このため、連区の中心となる地区（地域生活拠点）における商店や

公共施設等の維持を図ります。 

 

■公共交通の利用促進 

一宮市の公共交通として、i-バスは、市内公共施設の利便性向上、高齢者・障害者・子ど

もの社会参加の促進を目的として平成 13 年 4 月より運行が開始され、平成 17 年 4 月の合併

を経て、従来の一宮コースに加え、尾西北コース、尾西南コース、木曽川・北方コースが平

成 19 年 7 月より運行が開始されました。また、バス路線が撤退した地域において、公共交

通不便地域の解消を目的に、「地域に必要な交通手段を地域で守るバス」として、生活交通

バス（千秋ふれあいバス、ニコニコふれあいバス）が平成 19 年 11 月より開始されました。

今後は、公共交通が都市を支える生活基盤として整備され、地域の足となるよう、公共交通

の利用を促進します。 
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基本方針-２ 人と環境にやさしい住まい・まちづくり 

階段や段差、また浴室やトイレなど、日常生活を送るうえでのさ

まざまな障壁が少ない社会（バリアフリー社会）を実現していくため

に、住宅とともに、道路、公園、交通機関などの公共的空間でのバ

リアフリー化を進めます。また、環境に配慮した住宅の普及促進を

進めるとともに、環境と調和した公共施設の整備・改善を図り、環

境にやさしいまちづくりの実現を目指します。 

 
具体的施策① 公共施設等におけるバリアフリー化の促進 

 

関連する計画 ・各種バリアフリー関連計画 等 

事業・助成制度等 

・介護予防住宅改修費助成 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（バリアフリー新法）」に基づくバリアフリー環

境整備促進事業、税制特例措置、低利融資制度 等 

 

■公共施設等におけるバリアフリー化の促進 

歩道の段差解消、自転車道の整備、公共施設へのスロープやエレベーター等の設置など

のバリアフリー化、快適な公共交通機関、見やすくわかりやすい各種案内板の設置など、

高齢者をはじめ、すべての人にとって安全、便利で利用しやすいまちにするため、公共が

主体となった取り組みを推進するとともに、民間との連携や市民の啓発を図ります。 

 
具体的施策② 環境にやさしい住宅の普及促進や公共施設の整備促進 

 

関連する計画 
・環境基本計画  

・公共下水道基本計画 等 

事業・助成制度等 
・太陽光発電設備設置補助制度 等 

・公共下水道事業 等 

 

■環境にやさしい住宅や公共施設の整備促進 

住宅の屋上緑化や壁面緑化の推進、太陽光発電の導入、雨水利用など、省エネルギー・

省資源に配慮した住宅、シックハウス対策等健康に配慮した住宅などの普及促進のため、

事業者や市民の啓発を図るとともに、公共施設等において、環境と調和した施設の整備や

改善を図ります。 

重点施策 

基本目標３ 人と環境にやさしい、歩いて暮らせる住まい・まちをつくる 
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■下水道施設の整備 

公共下水道、流域下水道の整備推進を図るとともに、下水道整備までに相当期間を要す

る地区等においては、合併処理浄化槽の普及促進を図るなど、適切な汚水処理により環境

負荷が低いまちづくりを進めます。 

 

具体的施策③ 省エネ住宅等先導的な住宅供給の啓発 
 

関連する計画 ・一宮市環境基本計画  等 

事業・助成制度等 ・太陽光発電設備設置補助制度 等 

 

■民間企業と協働した先進的住宅供給の促進 

まとまった宅地供給が行われる地区を中心として、多様な住まい方への対応、省エネ・環

境共生住宅など、先進的で特色ある住宅供給の取り組みを先導的に行えるよう、デベロッパ

ーやハウスメーカーと協働して啓発を図ります。 

環境にやさしい住

まいをもっと増や

していきたいね。 
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【基本目標３を実現するための主体別の主な取り組み】 

■公共の取り組み 

・中心市街地における都市基盤施設や公共施設の整備改善を行います。 

・中心市街地や駅周辺、地域生活拠点周辺における低未利用地や空家、空き店舗の活用 

等、便利で暮らしやすさ、にぎわいの創出へ向けた施策を行います。 

・「i-バス」等の運行により公共交通、福祉交通等の利便性確保を図ります。 

・公共下水道の整備を推進するとともに、公共施設におけるバリアフリー化、環境へ配慮

した機能整備等を行います。 

・まちづくりの事業推進と併せて、民間事業者等による先進的住宅供給の可能性について

も検討します。 

■民間事業者・ＮＰＯ等の取り組み 

・中心市街地や駅周辺、地域生活拠点周辺における優良な住宅等の建設や、徒歩、自転車

による買物ができるような店舗づくりにより、過度に自動車に依存しないで日常の生活

が営めるようなまちづくりを進めましょう。 

・省エネルギー住宅等、環境に配慮した先進的な住宅供給や普及、啓発を進めましょう。 

・公共交通機関の利便性改善や、駅、停留所環境の整備を進めましょう。 

■市民の取り組み 

・各種助成制度や、住まい手サポーター制度等の情報を活用し、新築やリフォーム等の際

に省エネルギーに配慮した住宅づくりを進めましょう。 

・公共交通機関の利用に努め、過度に自動車に依存しない、エネルギー効率の高いまちづ

くりを進めましょう。 

 
【成果指標】 

 

指標 現状値 目標値 

太陽光を利用した発電機器を

有する住宅ストックの割合 
（H20） 1.2％ （H34） ５％ 

※現状値は住宅土地統計調査に基づく数値 

基本目標３ 人と環境にやさしい、歩いて暮らせる住まい・まちをつくる 
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基本目標４ 

 

基本方針-１ 農住共存の住まい・まちづくり 

交通利便性が高い一宮駅周辺とともに、本市には豊かな自然環境や農業環境と身近に接する

ことができる地域が多くあり、アンケート調査のなかでも、「まちなか居住を望まない」理由と

して、郊外部のゆとりある居住環境を重視する意見がみられます。一方、市街化調整区域にお

ける集落地の人口減少を食い止め、集落地の活力を維持していくことも必要です。こうしたこ

とから、本市の環境の多様性という特色を活かした住まい方を一宮市の魅力として捉え、集落

地における居住環境の維持・増進を図ります。 

 

具体的施策 広がりある自然と農用地の眺望景観の保全 

関連する計画 ・一宮市都市計画マスタープラン 等 

事業・助成制度等 ・地区計画制度 等 

 
 

■集落地等における居住環境の維持 

農用地の一団性が高い地域においては、無秩序な開発を抑制し、広がりのある自然と農用

地の眺望景観の保全を図り、田園の景観を楽しみ自然にふれられるまちづくりを目指します。 

基本目標４ 一宮らしさを持った個性豊かな住まい・まちをつくる 

のどかでゆったり

した暮らしのスタ

イルもいいね。 
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基本方針-２ 住工共存の住まい・まちづくり 

本市の土地利用上の特徴である住宅と工場が共存する地域においては、地場産業である繊維

産業と居住環境の共存を図りつつ、工場跡地において土地利用の転換が生じたときに良好な居

住環境が守られるような土地利用の規制・誘導を図ります。 

 

具体的施策 住工が共存する地域における居住環境の向上 

関連する計画 ・一宮市都市計画マスタープラン 等 

事業・助成制度等 

・都市計画地域地区制度（用途地域、特別用途地区、高度 

地区等） 

・地区計画制度 等 

 

■住工共存地域における土地利用の適切な見直し 

歴史と伝統ある地場産業である繊維産業の工場が市内各地に分散しており、職住一体の

市街地環境が本市の土地利用上の特色となっています。一方、近年の産業構造の変化、経

済情勢等の影響から、工場跡地の住宅や商業施設等への土地利用転換が進んでいます。 

こうした状況を踏まえ、今後とも共存を許容する地区と住宅用地としての利用を促進す

る地区を見極め、適切な見直しを行なっていきます。

基本目標４ 一宮らしさを持った個性豊かな住まい・まちをつくる 

住宅と工場の共存

が一宮のまちの特

徴のひとつ。 
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基本方針-３ 地場産業、文化、歴史を活かした住まい・まちづくり 

県内産の建築資材の活用や、本市が持つ多様な自然、歴史、生活景観を活かすなど、地域性

豊かで「一宮らしさ」や、楽しさを感じる居住環境の保全や形成を図ることにより、魅力のあ

る住まい・まちづくりを進めます。 

 

具体的施策① 住宅建設における地域産材の利用促進 

関連する計画 ・一宮市環境基本計画 等 

事業・助成制度等 ・あいち認証材制度 等 

 
■地域産材の活用 

「あいち認証材」を利用した木造住宅の建設・普及のため、瓦、木材をはじめとした地

域産材に関する情報提供を行なうとともに、公共施設における地域産材の活用についても

検討を進めます。 

 

具体的施策② 地域の個性を活かしたまちづくり 

関連する計画 

・一宮市都市計画マスタープラン 

・一宮市景観基本計画 

・一宮市緑の基本計画 等 

 
■まちの資源や歴史、文化を活かしたまちづくり 

木曽川の自然、真清田神社、妙興寺や各地の寺社の歴史や緑、まちなみに歴史を残す美

濃路、工場ののこぎり屋根など、本市の特徴を形作る地域の資源を活用した個性を活かし

たまちづくりを推進します。 

住宅等の建設に当っては周辺環境に配慮するとともに、地域の個性を活かしたまちづく

りを推進するため、景観協定や建築協定、地区計画制度を活用したきめ細やかなまちづく

りを進めます。 
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【基本目標を実現するための主体別の主な取り組み】 

■公共の取り組み 

・地権者等の土地活用の意向に対応し、市街化区域内の農地や工場跡地を活用した住まい・ま

ちづくりに関する計画づくりや事業を進めるとともに、良好な居住環境の保全、創出のため、

土地利用や建築の規制を、法制度に基づいて行います。 
・景観基本計画等の計画に基づいた良好な景観まちづくりを、市民、民間事業者、NPO 等と

連携して行います。 
 
■民間事業者・ＮＰＯ等の取り組み 

・市街化区域内の農地や工場跡地の土地活用の際に、地域産材を使用するとともに、良好な居

住環境の保全、創出に努めましょう。 
・空家、空き店舗の活用や景観まちづくり、地場産業の有効活用等による、地域の活性化を行

政、市民と連携して進めましょう。 
 
■市民の取り組み 

・土地活用を図る際に、各種助成制度や住まい手サポーター制度等の情報を活用しながら、地

域の特色を活かした住宅づくりを進めましょう。 
・行政や民間事業者と連携しながら、景観まちづくりや、空き家、空き店舗活用等による地域

性豊かでにぎわいのあるまちづくりを進めましょう。 
 

 
【成果指標】 

 

指標 現状値 目標値 

目的別に土地利用がなされ、

居住環境が快適であると思う

人の割合 

43.8％（H24） 45.0％（H34）※ 

※総合計画の目標値（アンケート調査）をもとに定めます。 

基本目標４ 一宮らしさを持った個性豊かな住まい・まちをつくる 
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基本目標５ 

 

基本方針-１ 専門家の知識・経験の活用 

よりよい住まいづくりや、住宅の確保、維持に困難が生じたときなど、住まいづくりに関する

情報を得やすい都市であることが、安心して住み続けるうえで重要であることから、これらの情

報の発信に努めます。 

 
具体的施策 住まいに関する相談体制の充実 

 

事業・助成制度等 ・住まい手サポーター制度 等 

 

■住まいのサポート制度や専門家による支援活動の推進 

愛知県下の住宅・宅地関連の各団体・企業等によって構成される「愛知ゆとりある住まい

協議会」では、住まいに関する相談や質問に専門家が答える住まい手サポーター制度の利用

促進に取り組んでいます。また、相談窓口設置の拡充を働きかけるとともに、建築士の団体、

専門知識を持つＮＰＯなどによる中立的・専門的な相談活動を支援します。 

 
【住まい手サポーターのポータルサイト】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料；愛知ゆとりある住まい協議会ＨＰ 

基本目標５ 住まい・まちづくりの情報を発信する 



 

 

117 

 

 
基本方針-２ 住民主体の住まい・まちづくり情報の発信 

「シェアハウス」「コレクティブハウス」をはじめとする、これからの新しい形の住まいづく

りを進めるためには、これまで以上に市民が主体的に住まいづくりに関わっていくことが必要で

すが、そのために、専門家や、住まい・まちづくりに関わるＮＰＯ等の支援を仰ぎながら、啓発

を進めていきます。 
 

具体的施策 住民主体の住まい・まちづくり活動の支援 

 

事業・助成制度等 ・愛知ゆとりある住まい協議会による各種啓発事業 等 

 

■啓発事業の推進 

「愛知ゆとりある住まい協議会」や建築士の団体等と連携し、住まい・まちづくり、景観

に関するセミナーや講演会等の啓発事業の推進などを通じ、住民主体の住まい・まちづくり

活動を支援します。 

 

 
基本方針-３ 住まい・まちづくりに関わる情報発信 

住まい・まちづくりに関する安全情報や、老朽化する民間分譲マンショ

ンの維持管理、住み替え、入居に困難を伴う世帯のための入居円滑化など、

安全・安心で住み続けられる社会実現のために必要な各種情報の発信に努

めます。 
 

具体的施策① 防災に関する情報提供の充実 

 

事業・助成制度等 ・広報活動 等 

 

■ハザードマップの作成・配布 

地震災害、液状化、浸水に関するハザードマップを作成・配布し、防災に関する情報提供によ

り、自然災害への注意喚起や、市民の自助、共助に対する意識向上を図ります。 
 

基本目標５ 住まい・まちづくりの情報を発信する 

重点施策 
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具体的施策② 官民協働による情報発信 

 

事業・助成制度等 
・住み替え支援事業（移住・住みかえ支援機構） 

・愛知県居住支援協議会による事業 等 

 

■分譲マンションの適切な維持管理の誘導に関わる情報提供 

マンションの適切な維持管理による、長寿命化に向けた修繕積立金の確保など健全な管

理組合の運営を図るため、民間事業者等が実施するセミナーの開催や相談窓口に関する情

報提供に努めます。 

 

■住み替え支援に関わる情報提供 

空家など住宅ストックが有効に活用されるよう、一般社団法人「移住・住みかえ支援機

構」による住み替え支援事業等の情報提供に努めます。 

 

■民間賃貸住宅への入居円滑化に関わる情報提供 

住宅セーフティネット法に基づき、2008 年に愛知県、市町村、事業者団体、居住支援団

体で構成される「愛知県居住支援協議会」が設置されました。居住支援協議会は、自力で

適正な居住水準を確保できない世帯が、民間賃貸住宅に円滑に入居できることを促進する

ための組織であり、構成員相互と福祉施策をはじめとした住宅施策以外の施策との連携に

より、入居円滑化に向けた情報提供に努めます。 

 

住み替え支援や入

居円滑化のお手伝

いもします！ 
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【基本目標５を実現するための主体別の主な取り組み】 

■公共の取り組み 

・広報活動を充実するとともに、民間事業者・ＮＰＯ等が実施する事業の情報提供を行います。 

 
■民間事業者・ＮＰＯ等の取り組み 

・専門技術を活かし、住まいづくりや入居円滑化に関する相談、啓発事業を、行政と連携して進め

ましょう。 
 
■市民の取り組み 

・住まいづくりに関する各種情報を活用し、良質な住宅建設を進めましょう。 
・都市災害に関する情報を把握して災害に備えるなど、自助、共助による防災，減災の取り組みを

進めましょう。 
 

 

 

 

 

基本目標５ 住まい・まちづくりの情報を発信する 

困ったときはご

相談くださいね。




