
 
 
 
 

 

 

 

「安心と支えあいを実感できる質の高い住まい・まちづくり」を目指して 
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世田谷区第三次住宅整備方針の策定にあたって 

 

少子高齢社会の進行や長引く景気の低迷など近年の社会動向の変化は著しく、また、

国の住宅政策の転換や住まいに関する区民ニーズの多様化など、区の住宅政策を取り巻

く状況も大きく変化をしております。 

こうしたことから、世田谷区では、住宅政策に係る課題について検討を重ね、今後 10

年間にわたり、世田谷区の住宅・住環境・暮らしに関する総合的な住宅政策を推進する

ための基本方針として、このたび「世田谷区第三次住宅整備方針」を取りまとめました。 

この方針では、「安心と支えあいを実感できる質の高い住まい・まちづくり」を基本理

念に掲げ、高齢者の居住支援や、老朽化マンション対策などを重点プロジェクトとして

位置づけ、区民の皆さんをはじめＮＰＯ、関連団体などとの連携・協働により取り組み

を進め、88 万区民の皆さんが、いつまでも住み続けたい「魅力あふれる安全・安心のま

ち世田谷」の実現を目指し、住宅施策を推進してまいります。 

計画策定にあたり、お力添えをいただいた、区民の皆さん、関係者の皆さんに心より

感謝を申し上げますとともに、本方針の推進に向けて、今後とも皆さんの一層のご支援

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

                           平成 23 年３月 

世田谷区長 熊本 哲之 
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第１章 第三次住宅整備方針の目的と位置づけ 
 
 

１ 策定の目的と経緯 

世田谷区は、平成６（1994）年９月に「世田谷区基本構想」を策定し、基本理念として①人間

尊重のまちづくり、②環境と共生する社会の実現、③区民自治の確立を掲げた。 

また、平成 17（2005）年３月には「世田谷区基本計画」を策定し、10 年後の将来目標を掲げ、

これらに基づいた政策を展開してきた。 

 

住宅政策においては、地域のさまざまな居住問題に対して、総合的・計画的な取り組みを推進

するため、平成２（1990）年４月に全国に先駆けて「世田谷区住宅条例」を制定した。また、こ

の住宅条例を根拠として、区の住宅・住環境政策の指針となる「世田谷区住宅整備方針」を平成

４（1992）年４月に、「世田谷区第二次住宅整備方針」を平成 13（2001）年５月に策定した。 

また、５年後にこれを見直し、現行の「世田谷区第二次住宅整備後期方針（平成 18～22 年度）」

を平成 18（2006）年３月に策定し、住まいをめぐる社会動向や地域の状況変化への対応を含む見

直しを行った。 
 
「世田谷区第二次住宅整備後期方針」は、「区民が主体となった協働による住宅施策の推進」と

いう「協働」に重きをおいた世田谷らしい基本理念のもと、住宅・住環境・暮らしのそれぞれに

ついて将来目標像を示している。後期基本方針の柱は①区民主体の協働の住まい・まちづくりの

推進、②安全・安心の住まい・まちづくりの推進、③様々なライフステージに対応できる住まい・

まちづくりの推進、④地域特性を生かした住まい・まちづくりの推進、⑤持続する住まい・まち

づくりの推進、の５つであり、これらに基づいた施策を展開している。また、住宅相談や高齢者

等の居住支援を行う「住まいサポートセンター」、区内の土地や建物を活用する「地域共生のいえ」

等の推進にも取り組んでいる。 
 
一方、本区の住まいをめぐる状況は、世田谷区第二次住宅整備後期方針が策定されて以降、大

きく変化している。平成 18（2006）年６月、40 年間にわたって住宅の「量」の確保を主眼として

きた「住宅建設計画法」が廃止され、「質」の向上を主眼とする「住生活基本法」が制定された。

これに伴い、市場重視と消費者利益の保護、ストック重視、住宅セーフティネットの構築、福祉・

街づくり・環境等分野との連携強化、地域の実情を踏まえたきめ細かな政策展開、住宅関連産業

の健全な発展などを目指した住宅政策が求められている。 
 
本方針は、このような背景及び本区の住まいをめぐる社会動向、地域の状況、これまでの取り

組みの実績等を踏まえ、今後 10 年間の新たな住宅施策を推進するための基本方針として策定した

ものである。 
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２ 第三次住宅整備方針の位置づけ 

（１） 本方針の性格  
本方針は、世田谷区基本構想・基本計画を上位計画とする本区の住宅政策領域（住宅・住環境・

暮らし）に関する基本方針である。住宅政策に係る行政関連分野は生活環境や都市づくり、保健・

福祉部門など広範囲にわたる。本方針はこれらの関連する計画との整合を図り、住宅政策を展開

する上での総合指針としての役割を担う。 
また、本方針は、住生活基本法に基づく東京都住宅マスタープランを広域計画とする世田谷区

住宅マスタープランの性格を有するとともに、世田谷区地域住宅計画をも兼ねるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（２） 本方針の構成と期間 

本方針は、概ね 10 か年（平成 23～32 年度／2011～2020 年度）を目標とする区の住宅整備に関

する基本方針及び基本施策と、具体的な事業実施のための計画に効果的に盛り込むべき５か年の

重点プロジェクトで構成する。 

基本方針及び基本施策は、住宅政策の基本目標を掲げるとともに、基本課題に対応した住宅・

住環境施策の体系化や各施策の考え方、取り組みの方向等の内容を示すものとし、都市計画や都

市基盤整備の状況を踏まえ、原則として５年後に見直しを行う。 

なお、「住宅・住環境整備重点地区（街づくり事業の推進に併せ、重点的に住宅・住環境の整備

を行うべき地区）」の指定は、住生活基本法に基づく重点供給地域の改定と調整を図り、必要に応

じて適宜見直すものとする。 

 
 
 

世田谷区 

関連計画 

【都市整備・防災等】 

環境基本計画／みどりとみずの基

本計画／地域防災計画／風景づく

り計画／ユニバーサルデザイン推

進計画／ユニバーサルデザイン推

進条例／高齢者・障害者等が安全

で安心して利用しやすい建築物に

関する条例（バリアフリー建築条

例）／耐震改修促進計画 

【保健福祉等】 

高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画／せたがやノーマライゼー

ションプラン（障害者計画）／障害

福祉計画／子ども計画 

 

世田谷区 

第三次住宅 

整備方針 

（平成 23 年３月策定）

地域 

住宅計画 

公
営
住
宅
等
長
寿
命
化
計
画

連携 

国・東京都 

住生活基本法 

（平成 18 年６月施行） 

世田谷区基本構想 

世田谷区基本計画 

いつまでも住み続けたい「魅力あふれる 安全・安心のまち世田谷」 

世田谷区住宅条例 

住生活基本計画 

（全国計画） 

（平成 18 年９月閣議決定）

東京都住宅 

マスタープラン 

（平成 19 年３月施行） 

高齢者の居住安定

確保プラン 

（平成 22 年９月発行） 
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第２章 住宅事情等の動向と課題 
 
 

１ 区を取り巻く状況 

（１） 住宅政策を取り巻く変化 

① 国の動向 

本格的な少子高齢社会、人口減少社会の到来、住宅ストック量の充足等の社会経済情勢の

著しい変化を踏まえ、平成 18（2006）年６月、40 年間にわたって住宅の「量」の確保を主眼

としてきた「住宅建設計画法」が廃止され、「質」の向上を目指し、国民の住生活の安定の確

保及び向上を促進する「住生活基本法」が制定された。さらに、住宅と福祉の両面から高齢

者等の賃貸住宅供給促進を図るため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者居住

安定確保法）や「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（住宅セー

フティネット法）など個別関連法も整備された。 

これに伴い、市場重視と消費者利益の保護、ストック重視、住宅セーフティネットの構築、

福祉・街づくり・環境等分野との連携強化、地域の実情を踏まえたきめ細かな政策展開、住

宅関連産業の健全な発展などを目指した政策が展開されつつある。 
 

 量の確保から質の向上 
昭和 48（1973）年にすべての都道府県で住宅数が世帯数を上回ったことを契機に、住宅政策の

重点は住宅ストックの質の向上や良好な住環境の確保に移行してきた。 

その結果、床面積を主な指標としたわが国の居住水準はかなり改善され、半数以上の世帯が誘

導居住水準に達している。ただし、大都市圏の借家を中心に、 低居住水準、誘導居住水準とも

に未だ達成していない世帯が多く、さらに質の向上を図ることが課題とされている。 

 
 市場重視と消費者利益の保護 

社会経済情勢や居住ニーズの変化に対応し、住宅に求められる質が多様化・高度化してきている。 

これに応えるためには、健全な市場を形成し、活用を図ることと併せ、供給者や取引相手に比

べて専門的知識や経験等が少ない消費者の利益を保護することが必要であるとして、住宅性能表

示制度等による情報提供、「特定住宅瑕疵
か し

担保責任の履行の確保等に関する法律」の施行などが進

められている。 

 

 ストック重視 
住宅が量的に充足し、また、環境・資源・エネルギー問題が深刻化するなかで、住宅を「作っ

ては壊す」社会から、「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会へと移行

し、住宅を社会全体の資産として活用していくことが求められている。 

既存ストックを有効に活用するとともに、良質な住宅ストックを形成し、それが適切に維持管

理され、円滑に流通する循環型市場の形成を目指し、住宅性能表示制度の創設、住宅性能水準や

居住環境水準の明確化などの制度充実が進められている。 

 
 福祉・街づくり等との連携強化 

住まいに関するニーズが多様化・高度化するなか、住宅行政のみでは実現が困難であり、福祉、

街づくり、環境、教育などの行政分野との一層の連携強化を図ることが求められている。 

例えば、住宅困窮者のためのセーフティネットの構築が課題となるほか、歩いて暮らせるコン

パクトな都市づくりに寄与する街なか居住の推進、「高齢者居住安定化推進事業（高齢者向けの住

宅に関する技術・システム等の導入や高齢者向けの生活支援・介護サービス等の効率的・効果的

な提供）」、住宅版エコポイントの創設などが進められている。 
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地域の実情を踏まえたきめ細かな政策展開 

地域の実情を もよく把握している地方自治体が、その主体性と総合性を発揮することが期待

されている。 

また、地域住民をはじめ、ＮＰＯ、事業者、専門家等の緊密な連携によるきめ細かな施策展開

が必要として、「『新たな公』1によるコミュニティ創生支援モデル事業」などが実施されている。 

 
住宅関連産業の健全な発展 

住宅市場において、質・価格両面で魅力ある住宅や関連サービスが提供されるためには、これ

らに対応できる健全な住宅関連産業の発展が必要である。 

住宅関連産業における品質管理、コスト削減、環境対策、地域の中小住宅生産者の支援、それ

らの基盤となる技術開発の支援・誘導、技術者の育成・技能の継承等を進めるため、中小住宅生

産者を対象に助成を行う長期優良住宅普及促進事業、マンション管理組合等をモデル的に支援す

るマンション等安心居住推進事業、民間事業者に対する住宅・建築関連先導技術開発助成事業等

の実施、住宅履歴情報の蓄積・活用方策の検討などが進められている。 

 
マンションをめぐる課題への対応 

分譲マンションの適正な維持管理や、老朽化に対応した建替え促進や耐震性の向上が全国的な

課題になっている。特に小規模な分譲マンションについては、管理組合の運営が組織的に行われ

ていない、長期修繕計画が未作成、修繕積立金が不足するなどの問題がみられる。 

また、ワンルームマンションでは、地域との関わりが薄く、入居者マナーの不徹底などにより

近隣とのトラブルが生じがちとなっている。 

マンションが増加するなか、これらの課題解決に向け、居住者が積極的に関わっていけるよう

な支援策が必要となっている。 

 
② 東京都の動向 

東京都では、平成３（1991）年度に第一次住宅マスタープランを策定して以来、５年ごと

に改定を行ってきた。 

平成 13（2001）年度に策定された第三次では、住宅の量的な充足や人口減少社会への移行、

環境問題の深刻化、都民ニーズの多様化・高度化等を踏まえ、公共住宅の新規建設を中心と

した住宅政策から、市場の活用やストックの活用を重視した住宅政策へと、大きく方向転換

をした。これは、今回の住生活基本計画の視点を先取りした内容であった。 

そして、住生活基本法の制定、各地で起こる震災被害、マンション等の構造計算書偽装問

題などの早急に対応が必要な課題等が顕在化し、それらに対応するため基本的には第三次の

住宅政策の方向性を受け継ぎながら、平成 18（2006）年度に第四次の住宅マスタープランが

策定された。 

また、高齢化が急速に進行する中、高齢者が生活の基盤となる住宅や老人ホームなど「住

まい」について、多様なニーズに応じた居住の場を選択できるようにするとともに、住み慣

れた地域で安全に安心して暮らすことのできる環境の整備を図ることが求められる。このた

め、高齢者の居住安定確保に向け、住宅施策と福祉施策が連携し、「高齢者の居住安定確保プ

ラン－基本的方針と実現のための施策－」が平成 22（2010）年９月に策定された。 

 

                                                  
1 新たな公： 国土形成計画において、今後の地域経営の機軸となるべきものと位置づけられているもの

で、行政が提供していたサービスを行政に代わって提供していくだけでなく、従来行政が行ってこなか

ったような公共的な仕事を行っていくもの、さらには、もともと民間の仕事であったものに公共的な意

味を与えて提供するものなど、多様な活動に関わる「担い手」となるもの。 
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③ 区の動向 

世田谷区では、平成 17（2005）年３月に世田谷区基本計画を策定した。世田谷区基本計画は、

区民とともに「魅力あふれる 安全・安心のまち世田谷」を実現することを目指し、平成 17（2005）

年度から平成 26（2014）年度までの 10 年間に区が重点的に取り組む施策の方向性を明らかにし

た区政運営の基本的な指針である。 

 
いつまでも住み続けたい「魅力あふれる 安全・安心のまち世田谷」 

 
基本的考え方 

１ 区民主体のまちづくり 

２ 協働の推進 

３ 新たな時代にふさわしい自治体経営の推進 

 

将来目標 

１ 安全で安心なまち 

２ 魅力的で活力あふれるまち 

３ 健康でやすらぎのあるまち 

４ 世田谷の文化を育み、未来が輝くまち 

５ 区民が創るまち 

 
また、平成 17（2005）年３月に改定された都市整備方針は、「世田谷区街づくり条例」を根拠

とし、世田谷区が区民主体の立場で自ら定める都市づくり・街づくりにおける区の総合的方針で

ある。 

基本構想を基礎とし、基本計画や住宅整備方針、道路整備方針などの街づくりに関する分野別

の基本方針と整合のとれた都市整備・街づくりに関する総合基本方針であり、安全で豊かな環境

を持つ世田谷区を形づくるための指針となる。 

個々の項目は、地区街づくり計画や実施計画に基づいて実施されるさまざまな事業等により実

現を図るとしている。 

 
将来目標 

１ 生命と健康を守り長寿を喜びあえるまち 
２ いきがいと文化を育むまち 
３ いきいきとした暮らしのあるまち 
４ 快適な環境のなかで住み続けられるまち 
５ 安全で住みやすいまち 
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（２） 人口と世帯の動向 

① 人口・世帯数の推移 

人口・世帯数ともに微増 
世田谷区の人口をみると、平成 22（2010）年現在、831,654 人となっている。世田谷区の人口

は平成７（1995）年まで減少していたが、その後は増加に転じ、現在も増加し続けている。 

次に世帯数をみると、平成 22（2010）年現在、432,941 世帯となっており、人口と同様増加を

続けているが、その増加の傾きは緩やかになっている。 

人口・世帯数の推移 
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780,000

790,000
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810,000

820,000

830,000

840,000

850,000

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

（人）

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

420,000

440,000

460,000

480,000

500,000

520,000

（世帯）

人口 世帯数

 
出典：住民基本台帳 各年１月１日現在 

 
人口増加の原因は社会増 
世田谷区の人口増減を自然増減・社会増減別にみると、世田谷区の人口増減は社会増減による

ところが大きく、社会減から社会増に転じた平成７（1995）年以降は人口が増加している。一方、

自然増減は、平成 17（2005）年まで増加数が減少傾向にあったが、それ以降は緩やかに増加して

いる。 

自然増減・社会増減の推移 

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000
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10,000
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（人）

自然増減 社会増減 人口増減
 

出典：住民基本台帳 各年１月１日現在 



 7 

② 年齢別人口の推移 

少子・高齢化が進行 
年齢別の人口をみると、平成 22（2010）年現在では、35～44 歳が も多くなっている。平成２

（1990）年と比較すると、５～14 歳及び 15～24 歳が大幅に減少している一方、65 歳以上の階層

は大幅に増加しており、少子・高齢化が進行している。 

年齢別人口の推移 

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000

0～4歳

5～14歳

15～24歳

25～34歳

35～44歳

45～54歳

55～64歳

65～74歳

75～84歳

85歳以上

（人）

H2

H12

H22

 
出典：住民基本台帳 各年１月１日現在 

 
③ 将来人口の推計 

人口・高齢化率ともに今後 25 年間は増加 
将来人口推計をみると、世田谷区の人口は今後も緩やかな増加によって平成 47（2035）年に人

口がピークとなり、この時の人口は約 87 万人と推計されている。 

また、高齢化率も増加を続け、平成 47（2035）年には 22.3％になると推計されている。 

世田谷区の将来人口推計 

89,647 93,075 96,384 96,548 92,691 88,144 86,073

143,668 152,332 167,467 170,169 170,924 178,528 193,778
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832,588820,920
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1,000,000
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20.0%
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30.0%
（％）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率
 

出典：世田谷区将来人口推計 平成 19 年３月 
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（３） 地価の動向と住宅市場の変化 

① 地価の動向 

平成 20（2008）年以降は減少傾向 
世田谷区内の地価（公示価格）をみると、バブル崩壊後大幅に下落してきたが、近年は住宅地・

商業地ともに横ばいで推移していた。 近では、平成 17（2005）年から平成 20（2008）年にかけ

て上昇した後、平成 22（2010）年にかけては、また下落している。 

地価公示の推移 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

（千円/㎡）

住宅地

商業地

 
出典：地価公示 

 
② 新設住宅の状況 

住宅建設は分譲住宅が主流に 
世田谷区の新設着工住宅の推移をみると、平成２（1990）年の 19,132 戸／年をピークに次の年

には大幅に減少し、その後は横ばいで推移していた。平成 15（2003）年にかけて、増加がみられ

たが、その後は再び減少し、平成 20（2008）年は 10,401 戸／年であった。 

新設住宅の内訳をみると、平成２（1990）年当時は民間資金貸家が 64.8％、分譲住宅が 14.0％

であったのに対し、平成 20（2008）年は民間資金貸家が 44.6％、分譲住宅が 34.1％と、分譲住宅

の占める割合が増加している。 

利用関係別新設着工住宅の推移 
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16,000

20,000
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（戸）

持家 公的資金貸家 民間資金貸家 給与住宅 分譲住宅
 

出典：住宅着工統計 
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縮まらない新設住宅における持家と貸家の規模格差 
新設着工建物の１戸当たり床面積をみると、持家は、120 ㎡／戸を超えて推移しており、平成

20（2008）年は 139 ㎡／戸となっている。一方、貸家は近年では公・民ともに 40～50 ㎡／戸程度

で推移しており、平成 20（2008）年の民間資金貸家は 44.4 ㎡／戸となっている。 

新設着工建物の１戸当たり床面積の推移 
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160.0
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（㎡/戸）

持家 公的資金貸家 民間資金貸家 給与住宅 分譲住宅
 

出典：住宅着工統計 
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２ 住宅・住環境をめぐる動向 

（１） 住宅ストックの状況 

① 住宅数と空家率の推移 

住宅数は増加、空家率は減少 
世田谷区の住宅総数と空家率をみると、平成 20（2008）年の世田谷区の住宅総数は 455,220 戸、

空家率は 7.6％である。世田谷区の空家率は平成 10（1998）年から平成 15（2003）年にかけては

横ばいであったが、平成 20（2008）年には 7.6％と大きく減少している。 

住宅総数と空家率の推移 

455,220
424,670

408,430

364,640 378,320

419,820
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9.1% 9.2%
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11.5%

12.0%

（％）

住宅総数 居住世帯のある住宅 空家率 空家率（23区）

 
出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 

 
② 所有関係別の住宅の状況 

民営借家（非木造）が増加 
世田谷区の持家数・借家数の推移をみると、平成 20（2008）年では、持家が 166,930 戸、借家

が 233,480 戸で借家の方が多く、平成 15（2003）年からの増加数も借家の方が多い。特に、民営

借家（非木造）が大きく増加しており、民営借家（非木造）が借家全体に占める割合は平成 15（2003）

年の 51.3％から平成 20（2008）年では 58.6％となっている。 

世田谷区の持家数・借家数の推移 
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出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 
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持家率が増加 
世田谷区の住宅の持家率をみると、平成 15（2003）年は 39.8％であり、平成 10（1998）年の

36.6％から増加している。年齢別にみると、50 歳未満での持家率が増加している。世帯人員別に

みると、世帯人員が１人の世帯では持家率が大きく上昇しているのに対し、５人以上の世帯では

大きく減少している。 

年齢別・世帯人員別持家率 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

29歳以下

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

Ｈ10

Ｈ15

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：住宅・土地統計調査 平成 15 年 

 
小規模な住宅が多い借家 
持家と借家の住宅数を住宅規模別にみると、持家では 150 ㎡以上の住宅が も多く、約４割が

100 ㎡以上である。一方、借家では 20～29 ㎡の住宅が も多く、全体の約３割を占めるうえ、20

㎡未満の住宅も約２割あり、29 ㎡以下の住宅が約半数を占めている。 

持家・借家別住宅規模別住宅数 
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出典：住宅・土地統計調査 平成 15 年 
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③ 住宅の建築時期 

全体の約７割は昭和 56 年以降に建築 
住宅の建築時期をみると、全体の約７割が昭和 56（1981）年以降（新耐震基準適用後）に建築

されている。一方、所有関係別にみると、５割を超える公営借家及び都市再生機構・公社借家が

昭和 55（1980）年以前（新耐震基準適用前）に建築されており、老朽化の進行により、今後その

多くが建替え時期を迎える。 

所有関係別建築時期別住宅数 
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※【 】内は各項目の住宅の総数（建築時期不明のものは除く） 

出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 

 
④ 中古住宅の取得状況 

中古住宅の約半数が新耐震基準適用前に建築 
世田谷区で持家として取得された中古住宅の数と建築時期をみると、平成 20（2008）年に持家

として取得された中古住宅の総数は 31,250 戸であり、全体の 46.5％が新耐震基準適用前（昭和

55 年以前）に建てられている。 

持家として取得した中古住宅の数と建築時期 
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出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 
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⑤ マンションの状況 

マンションの新築は減少 
世田谷区の建築年別マンション件数をみると、昭和58（1983）年の139件をピークに平成５（1993）

年まで減少し、その後平成 12（2000）年には再びピーク時近くまで増加した。しかし、その後は、

大幅に落ち込み、平成 14（2002）年では 25 件となっている。全 2,127 件のマンションのうち、昭

和 55（1980）年以前（築 30 年以上）に建築されたマンションは 594 件あり、全体の約３割を占め

ている。 

建築年別マンション件数 
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出典：世田谷区マンション実態調査 平成 14 年 

 
長期修繕計画を作成しているマンションは約７割 
世田谷区のマンションにおける長期修繕計画の有無をみると、73.6％のマンションで長期修繕

計画が作成されている一方で、未作成のマンションが 18.6％ある。 

マンションにおける長期修繕計画の有無 

73.6% 18.6% 4.9% 2.9%
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計画あり 計画なし 不明 無回答 回答数：732

 
出典：世田谷区マンション実態調査 平成 14 年 
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（２） 世帯特性と住宅事情 

① 家族類型と世帯数 

単身世帯が約半数を占める 
世帯数を家族類型別にみると、平成 17（2005）年では全 409,193 世帯に対し単身世帯が 197,162

世帯と 48.2％を占めている。平成２（1990）年の単身世帯の割合は 43.7％であり、単身世帯の占

める割合が増加してきている。 

家族類型別世帯数 
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出典：国勢調査 各年 10 月１日現在 

 
65 歳以上単身世帯の割合が増加 
世田谷区の高齢者のいる世帯数の推移をみると、高齢者のいる世帯及び高齢者のみ世帯の全世

帯に占める割合はともに増加しており、平成 17（2005）年には、それぞれ 24.8％、19.9％となっ

ている。さらに詳細にみると、65 歳以上単身世帯の増加が大きく、平成２（1990）年には高齢者

のいる世帯全体に対して 65 歳以上単身世帯の占める割合は 22.3％であったのに対し、平成 17

（2005）年には 33.3％となっている。 

高齢者のいる世帯数の推移 

21.0%

24.1%

24.8%

18.6%

19.2% 19.9%

17.8%

13.5%

93,653

101,337

64,774

76,409

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H2 H7 H12 H17

（世帯）

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%
（％）

65歳以上単身世帯 65歳以上のみ夫婦世帯 65歳以上のみその他世帯

65歳未満もいる世帯 高齢者のいる世帯数割合 高齢者のみ世帯数割合

 
出典：国勢調査 各年 10 月１日現在 
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② 世帯と所有との関係 

持家では 65 歳以上夫婦のみ世帯、借家では 25～34 歳単身世帯が最も多い 
家計を主に支える者の年齢及び世帯の型、所有関係別に世帯の状況をみると、持家では 65 歳以

上の夫婦のみ世帯が も多く、次いで 65 歳以上の単身世帯となっている。その他の年齢層では、

夫婦と子のファミリー世帯が高い割合を示している。一方、借家では 25～34 歳の単身世帯が も

多く、61,330 世帯となっている。次いで 35～44 歳の単身世帯、24 歳以下の単身世帯となってお

り、借家では各年齢層で単身世帯が高い割合を示している。 

家計を主に支える者の年齢別所有関係別世帯の型別世帯数 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

25歳
未満

25～34
歳

35～44
歳

45～54
歳

55～64
歳

65歳
以上

（世帯）

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000

（世帯）

夫婦のみ

夫婦＋子

ひとり親＋子

その他親族

非親族

単身

借家 持家

 
出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 
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③ 居住面積水準の達成状況 

最低居住面積水準未満世帯の割合が増加 
世田谷区の住宅の居住面積をみると、平成 20（2008）年には 低居住面積水準未満の世帯が

18.4％、 低居住面積水準以上で誘導居住面積水準未満の世帯が 43.2％、誘導居住面積水準以上

の世帯が 38.4％となっている。 

その推移をみると、平成 10（1998）年から平成 15 年（2003）年にかけては、誘導居住面積水準

以上の世帯が 35.3％から 44.2％と 8.9％増加し、 低居住面積水準未満の世帯の割合は 11.6％か

ら 10.5％と 1.1％減少し、居住面積の向上がみられた。 

一方、平成 15（2003）年から平成 20（2008）年にかけては、国が 低居住面積を引き上げたこ

となどにより、誘導居住面積水準以上の世帯が 44.2％から 38.4％と 5.8％減少し、 低居住面積

水準未満の世帯の割合は 10.5％から 18.4％と 7.9％増加した。 

居住面積水準達成状況の推移 

11.6%

10.5%

18.4%

53.1%

45.2%

43.2%

35.3%

44.2%

38.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H10【355,710】

H15【322,720】

Ｈ20【400,400】

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上
誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上

 
※【 】内は主世帯の総数（居住面積水準不詳は除く） 

出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 

 
民営借家での最低居住面積水準未満世帯の割合が高い 
所有関係別に居住面積をみると、持家での 低居住面積水準未満の世帯の割合は 2.6％と低いも

のの、民営借家では木造で 41.1％、非木造で 28.5％と高い割合となっている。また、誘導居住面

積水準以上の世帯の割合は、持家で 65.6％、民営借家（木造）で 11.5％、民営借家（非木造）で

19.1％と持家と借家で居住面積水準に大きな差が生じている。 

所有関係別居住面積水準達成状況 

11.6%

14.3%

41.1%

24.0%

31.8%

61.3%

59.2%

47.4%

52.4%

47.0%

65.6%

27.2%

26.5%

11.5%

19.1%

29.0%

28.5%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

持家【166,930】

公営借家【8,570】

都市再生機構・公社借家【11,190】

民営借家（木造）【55,610】

民営借家（非木造）【136,710】

給与住宅【21,400】

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上
誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上

 
※【 】内は各項目の主世帯の総数（居住面積水準不詳は除く） 

出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 
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持家と借家では１人当たりの住宅規模の格差が大きい 
所有関係別に１人当たり居住室の畳数をみると、持家では１人当たり畳数が 10 畳以上の世帯が

７割を超えているのに対し、借家では 10 畳未満の世帯が６割を超えている。 

所有関係別１人当たり居住室の畳数別世帯数 

16,690

65,700

16,490

32,700

18,120

26,120

22,280

21,120

50,830

13,290

790

1,440

8,920

2,720

4,640

16,040

7,530

20,060

0% 20% 40% 60% 80% 100%

持家

借家

2.9畳以下 3.0～4.4畳 4.5～5.9畳 6.0～7.9畳 8.0～9.9畳

10.0～11.9畳 12.0～14.9畳 15.0～17.9畳 18.0畳以上

 
出典：住宅・土地統計調査 平成 15 年 

 
二分化する高齢者のいる世帯の住宅の居住面積水準 
高齢者のいる世帯の居住面積をみると、平成 15（2003）年には 低居住面積水準未満の世帯が

7.8％、 低居住面積水準以上で誘導居住面積水準未満の世帯が 34.5％、誘導居住面積水準以上の

世帯が 57.6％となっている。平成 10（1998）年から平成 15（2003）年にかけて誘導居住面積水準

以上の世帯の割合が増えている一方で、 低居住面積水準未満世帯の割合もわずかながら増えて

いる。 

高齢者のいる世帯の居住面積水準達成状況の推移 

6.9%

7.8% 34.5%

41.4% 51.6%

57.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H10【78,280】

H15【90,940】

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上
誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上

 
※【 】内は主世帯の総数（居住面積水準不詳は除く） 

出典：住宅・土地統計調査 平成 15 年 
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④ バリアフリー化の状況 

借家でのバリアフリー化が進んでいない 
65 歳以上の世帯員のいる世帯での高齢者等のための設備状況をみると、設備がある住宅は全体

の約６割である。持家・借家別にみると、持家では約７割の住宅で高齢者等のための設備がある

が、借家では約４割にとどまっている。内訳をみると、持家、借家ともに手すりを整備している

世帯の割合が高い。 

65 歳以上の世帯員のいる世帯での高齢者等のための設備状況 

59.0%

48.2%

30.3%

20.9%

23.8%

16.7%

70.1%

57.8%

39.0%

26.1%

29.4%

19.2%

38.0%

28.4%

12.0%

10.5%

13.7%

12.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

高齢者等のため
の設備がある

手すりがある

またぎやすい
高さの浴槽

廊下などの幅が
車椅子で通過可能

段差のない室内

道路から玄関まで
車椅子で通過可能

全体 持家 借家

内
訳

 
出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 

 
共同住宅でのバリアフリー化は約３割、持家と借家の差が大きい 
共同住宅での高齢者等のための設備状況をみると、全体で 32.2％、持家で 68.8％、借家で 22.7％

となっており、持家と借家の整備率の差が大きい。内訳をみると、「段差のない室内」が全体で

19.1％と も整備が進んでおり、「またぎやすい高さの浴槽」が 14.1％と整備が も遅れている。 

また、共用部分がバリアフリー化（道路から玄関までの整備）されている住宅は全体で 15.5％

と２割にも満たず、高齢者対応型共同住宅でも 44.3％と半数に満たない。 

共同住宅の高齢者等のための設備状況 

32.2%

18.7%

14.1%

14.3%

19.1%

15.5%

68.8%

43.4%

38.5%

38.5%

48.3%

41.1%

22.7%

12.2%

7.4%

7.7%

11.2%

8.6%

64.9%

35.2%

32.7%

35.9%

41.1%

44.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

高齢者等のため
の設備がある

手すりがある

またぎやすい
高さの浴槽

廊下などの幅が
車椅子で通過可能

段差のない室内

道路から玄関まで
車椅子で通過可能

共同住宅全体 持家 借家 高齢者対応型共同住宅

内
訳

 
    出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 
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（３） 住まい・まちの状況 

① 住まい・まちのユニバーサルデザイン   

建築物・集合住宅の届出・協議実績は減少 
世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出・協議実績の推移をみると、建築物及び

集合住宅の届出・協議実績は、それぞれ平成 18（2006）年度の 157 件、122 件をピークに減少し

ており、平成 20（2008）年度では建築物が 127 件、集合住宅が 94 件となっている。 

世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出・協議実績 

73

40

9

157

102

138
127122

103
94

91

122

22
8

20

41

5810
3

0

100

200

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

(件）

建築物

集合住宅

道　路

その他

 
出典：世田谷区保健福祉総合事業概要（平成 21 年度版） 

 
道路・歩道のバリアフリー化が求められている 
第 12 期区政モニターアンケートによると、「バリアフリーの改善が遅れていると思う施設は」

という問に対して、「道路・歩道」という回答が 46.4％となっており、 も多い。 

バリアフリーの改善が遅れていると思う施設 

16.4%

12.9%

14.3%

18.6%

13.6%

5.0%

27.9%

17.9%

5.7%

7.9%

46.4%

7.1%

2.1%

7.9%

17.9%

10.0%

7.1%

2.9%

30.7%

0% 25% 50%

病院・診療所

高齢者や児童向けの福祉施設

学校施設

地区会館などの集会施設

図書館・美術館などの文化施設

体育館などのスポーツ施設

スーパーマーケットなどの商店

レストランなどの飲食店

銀行、床屋などサービス業の店舗

パチンコ店など遊興施設

事務所などの業務施設

道路・歩道

公園（緑道）

公衆浴場

公衆トイレ

鉄道や電車の駅

電車やバスの車両

その他の官公庁の公益施設

無回答、回答数超過

 
出典：第 12 期区政モニターアンケート（平成 19・20 年） 
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② 防犯 

侵入窃盗は減少していない 
世田谷区の侵入窃盗認知件数をみると、平成 19（2007）年で 873 件、平成 20（2008）年で 639

件、平成 21（2009）年で 719 件となっている。 

侵入窃盗認知件数 

873

639
719

0

200

400

600

800

1,000

Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

（件）

 
出典：警視庁の統計 

 
③ 環境 

みどり率の増加を目指す 
世田谷区の自然面率2・みどり率3・緑被率4・公園率5の推移をみると、公園率は微増を続けてい

るが、自然面率・みどり率・緑被率は平成 13（2001）年まで減少傾向にあった。みどり率につい

ては、平成 44（2032）年に 33.0％にするという目標が示されている。 

自然面率・みどり率・緑被率・公園率の推移（平成 29 年以降は目標値） 

28.4%

24.8% 27.5%

33.0%

25.0% 24.2% 23.3%
21.8%

20.5% 20.5%

3.2% 3.3% 3.6% 3.7% 4.0% 4.1% 4.3%

42.7%

29.7%30.7%31.2%
31.5%

27.7%

25.6%
21.4%

24.0%

33.9%

0%

25%

50%

S48 S56 S60 H元 H5 H9 H13 H18 H29 H44

自然面率

みどり率

緑被率

公園率

 
※平成 18 年より算定方法変更（自然面率・みどり率・緑被率） 

出典：世田谷区土地利用現況調査 

                                                  
2 自然面率：緑が地表面を覆う部分（樹木・竹林、草地、農地及び屋上緑地を、航空写真から判読）に

水面・裸地を加えた面積が地域全体に占める割合。 
3 みどり率：緑が地表面を覆う部分に公園区域・水面を加えた面積が地域全体に占める割合。 
4 緑被率：緑が地表面を覆う部分が地域全体に占める割合。 
5 公園率：都市公園・身近な広場面積が、地域全体に占める割合。 



 21 

省エネルギー設備の普及は持家に比べて借家が大幅に遅れている 
世田谷区の住宅の省エネルギー設備の整備状況をみると、平成 20（2008）年において、全 419,820

戸のうち、太陽熱を利用した温水器等を整備している住宅は 0.44％、太陽光を利用した発電機器

を整備している住宅は 0.30％、二重サッシ又は複層ガラスがすべての窓にある住宅は 6.42％、一

部の窓にある住宅は 9.06％となっている。所有関係別にみると、いずれの設備についても、持家

に比べて借家での普及が大幅に遅れている。 

住宅の所有関係別・省エネルギー設備のある住宅 
二重サッシ又は複層ガラスの窓 

  総   数 
太陽熱を利用した

温水機器等 

太陽光を利用した

発電機器 すべての窓にあり 一部の窓にあり 

419,820 1,840 1,260 26,960 38,050
住宅総数 

 0.44% 0.30% 6.42% 9.06%

166,930 1,420 1,090 20,520 28,010
持家 

 0.85% 0.65% 12.29% 16.78%

233,480 430 160 6,440 10,040
借家 

  0.18% 0.07% 2.76% 4.30%

出典：住宅・土地統計調査 平成 20 年 

 
④ 地域への愛着 

世田谷区民の定住意向は高い     
世田谷区民意識調査 2010 によると、「定住意向」を尋ねる問に対して、78.7％の区民が「住み

たいと思う」と回答している。一方、「住みたくない」との回答が 0.9％、「あまり住みたいと思わ

ない」との回答が 3.0％であり、消極的な意向を示している回答は合計 3.9％と少ない。 

定住意向 

無回答, 0.4%

どちらとも
いえない,

 17.0%

住みたくない, 0.9%

あまり
住みたいと

思わない, 3.0%

住みたいと思う,
78.7%

 
出典：世田谷区民意識調査 2010 
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世田谷区民は地域活動に積極的     
世田谷区民意識調査 2009 によると、「地域活動の状況」を尋ねる問に対して、「行っている」と

の回答が 12.5％、「今は行っていないが、今後参加してみたい」との回答が 35.0％であり、合わ

せて 47.5％の区民が地域活動について積極的な姿勢を示している。一方、「行っていないし、今後

参加したいと思わない」という地域活動に対して消極的な回答は 31.5％となっている。 

地域活動の状況 

無回答, 0.4%

その他,
20.6%

行っていないし、
今後参加したいと
思わない, 31.5%

今は行って
いないが、

今後参加して
みたい, 35.0%

行っている,
 12.5%

 
出典：世田谷区民意識調査 2009 
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３ 第二次住宅整備方針後期５年間の取り組み状況 
 

第二次住宅整備後期方針の施策の体系に沿って取り組み状況を整理した。 

 

（１） 基本方針１.区民主体の協働の住まい・まちづくりの推進 

• 「ＮＰＯへの支援」…区民主体の活動を支援する「後援業務」や、新しいまちづくりの実現

に向けた取り組みとして、住宅まちづくり総合相談、住まいあんしん訪問サービス、「楽々

住ミナール」における分譲マンション維持管理講座等を、ＮＰＯと協働して行っている。 
• 「住まいに係わる情報提供」…住まいサポートセンターが開催する「マンション管理講座・

相談会」、ホームページによる情報提供、「楽々住ミナール」などによって情報ネットワーク

づくりが進んでいるが、事業内容によっては参加者が少ないなどの課題もある。 

• 「住教育の推進」…まちづくり学習については、（財）世田谷トラストまちづくりが行う、

「世田谷トラストまちづくり大学」、「参加のデザイン道具箱実践講習会」により区民へ学習

機会を提供している。また、「住まい・まち学習」については、ＮＰＯや関係団体と連携し

事業の充実を図っている。 

• 「相談体制の確立」…マンション管理士団体との協働による「マンション管理講座・相談会」、

不動産店団体による「何でも不動産相談室」、「不動産相談所」などの取り組みにより相談体

制の充実が図られている。 

 
（２） 基本方針２.安全・安心の住まい・まちづくりの推進 

• 「住まいの確保」…不動産店団体の協力を得て実施する「賃貸物件情報提供サービス」など

により住宅の確保・入居の円滑化が進められている。その一方で、「へや探しお出かけサポ

ート」は高齢者・障害者の住まい探しのためにボランティアが立ち会うものだが、不動産店

や関係団体への事業主旨の周知不足やボランティアの即応性の難しさなどに課題がみられ

る。また、「居住支援制度」は当初設定していた高い目標に対し実績が低かったが、賃貸物

件情報提供サービス等との連携により、現在は実績が上がりつつある。 

• 「居住継続の支援」…「高齢者住宅改修支援」、「障害者設備改善費給付」、「ユニバーサルデ

ザイン推進条例によるバリアフリー化の指導・推進」等により、住み慣れた住宅のバリアフ

リー化が進められている。しかしながら、バリアフリー等の講座は参加者の拡大が課題とな

っている。 

• 「防犯・防災の取り組み」…「都市復興プログラムの整備」等により災害に備えた住まい・

住環境づくりが進められている。一方、「住宅・建築物の耐震診断、耐震改修事業」では大

地震の次年度とその他の年で申請件数に大きな開きがあり、事業の着実な推進の面で課題も

みられる。 

 

（３） 基本方針３.様々なライフステージに対応できる住まい・まちづくりの推進 

• 「良質な住宅ストックの確保」…「住宅に困窮するファミリー世帯の区民に対する、区営・

区立住宅の空家募集」に関連し、区内にあるシルバーピア6の都からの移管を進めたことに

より区営・区立住宅のストックは増加したものの、さらなる需要への対応が求められている。 

• 「子育て世帯のための住環境整備・居住継続の支援」…需要、利潤共に高い単身マンション

の供給が多く、ファミリー型の供給が少ないなか、「子育て支援マンション」制度により供

給の促進を進めているが、「子育て支援マンション」の実績が伸び悩んでおり、事業者等へ

の支援の拡充が求められる。 

                                                  
6 シルバーピア：概ね 65 歳以上のひとり暮らしや高齢者のみ世帯を対象とした集合住宅に、高齢者向け

の設備を備え、緊急時の対応を行う生活協力員（ＬＳＡ）を配置する制度。 
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• 「高齢期の多様な住み方への配慮」…「公共住宅の募集情報の提供」、「認知症高齢者グルー

プホーム7の整備促進」「障害者グループホームの整備促進」等が着実に進められている。一

方で、生活協力員制度については、シルバーピアでの暮らしをサポートする生活協力員の個

人契約住込型から法人契約勤務型への移行を図っているものの、住み込みの協力員の退去を

待つ必要等があり、移行に時間がかかっている。また、「単身障害者の区営住宅入居」は、

供給戸数が限られているため、募集時には高倍率になっており、供給拡大が求められる。 

「団らん室の有効活用」は、団らん室を貸し出す事務量など維持管理上問題がある。 

「幅広い身体状況に対応できる住宅」に関しては、シルバーピアのある都営住宅４団地のう

ち３団地について区が移管を受け入れ、残る１団地について、移管受け入れに向け検討を進

めている。区内には、都営住宅、東京都住宅供給公社住宅や都市再生機構の賃貸住宅が多数

あり、老朽化が進んだ住宅は、計画的に建替え事業が進められている。大規模な住宅の場合

は、建替えにより生み出された余剰地に認知症高齢者グループホーム等の福祉施設の整備を

図っている。 

「認知症高齢者グループホームの整備促進」は、順調に進んでいるが、今後の需要の増大に

対応して、一層の整備が求められている。また、平成 21（2009）年度に補助制度を改正し、

整備の促進を図っている。 

• 「健全な住宅市場の育成と活用」…住まいサポートセンターによる住宅相談、住宅改修業者

斡旋制度や住まい・まち学習事業による、住宅情報の提供等が着実に進められている。 

 

（４） 基本方針４.地域特性を生かした住まい・まちづくりの推進 

• 「地域特性に応じた住まい・まちづくり」…建築敷地の細分化による通風・採光などの住環

境の悪化を防止し、防災性を確保するため、敷地面積の 低限度を定めている。一方で、「指

定住宅性能評価機関との連携」については、区内の指定住宅性能評価機関の育成・連携強化

が求められている。 

• 「みどりの住まい・まちづくり」…「緑地協定」を６地区で新たに締結するなど取り組みが

進められている。 

• 「地域居住者の多様性の尊重」…「地区街づくり協議会経費助成制度」、「街づくり専門家派

遣制度」、「地域共生のいえづくり支援事業」などにより着実に進められている。 

 

（５） 基本方針５.持続する住まい・まちづくりの推進 

• 「環境共生型住宅の誘導」…大規模な開発事業等について事業者に環境配慮を促す環境配慮

制度を進め、世田谷区みどりの基本条例に基づく「みどりの計画書届出制度」を実施するこ

とにより環境に配慮した住まい・まちづくりを着実に進めている。また、「環境共生住宅」

は建設から 10 年経過した現在も国内外を問わず見学の申し入れ・マスコミからの問い合わ

せがあるため、引き続き普及・啓発に活用していく。それと同時に諸課題を整理、検討し、

環境学習等に活用していく。 
• 「住宅の維持管理の支援」…「マンション管理講座・相談会」や「楽々住ミナール」により

分譲マンションの維持・管理に関わる基礎知識を得る機会を提供している。しかしながら、

「マンション相談」については、利用件数は増加しているものの、老朽マンションの増加数

と比較してまだ少なく、管理組合等に対する一層の意識啓発が求められる。 
• 「地域での暮らしを支える施設・機能の充実」…（財）世田谷トラストまちづくりが行う「地

域共生のいえづくり支援事業」により地域のために役立つ住まいや場づくりが進められている。 
• 「地域に開かれた住まいづくりの啓発・誘導」…「地域共生のいえづくり支援事業」などに

より、着実に進められている。 

                                                  
7 グループホーム：自宅での生活が困難となった高齢者や障害者などが、施設職員による援助を受けな

がら少人数で共同生活する住まい。 
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（６） 住宅整備目標（2001 年から 2010 年まで）に対する実績（平成 23 年２月末現在） 

① 区が推進する事業 

  「都営住宅の移管受入」については、主にシルバーピアを併設する都営住宅の移管を目指し、

東京都と協議を進めている。 
「借上げ公営住宅」については、現在、新規借上げを休止している。 

「住宅金融公庫施策特別加算制度」については、国が市場重視型の新たな住宅金融システムへ

の移行を図るため、平成 19（2007）年３月末に住宅金融公庫を廃止し、新たに住宅支援機構を

設置したため、住宅金融公庫は個人向けの直接融資の取扱いを今後しないこととなっている。

また、実績も都道府県別までで、区市町村別の集計実績データがなく検証できていない。 
 

 
平成 23 年２月末現在

（単位：戸）

高齢者・障害者 ファミリー（ひとり親含む） 
住宅種別      対 象 

目標 実績 備考 目標 実績 備考 

都営住宅（シルバー

ピア含む）の移管受

入 

100 74 未移管数 21 1,100 412 移管予定 

借上げ公営住宅 500 122 事業休止 ― 23 事業休止 

まちづくり事業 ― ― ― 300 5 

区画整理、

再開発事業

未調査 

区が推進

する住宅 

住宅金融公庫施策

特別加算制度 
― ― ― 1,000 未公表 事業終了 

建替えに伴う増加

分 
100 384 1,000 -251 

  

都民住宅等新規供

給 
― ― ― 1,000 638 

  

公庫資金利用住宅 350 未公表 未公表 4,000 未公表   

国・都等

が推進す

る住宅 

中間居住施設（グル

ープホーム） 
50 29

高齢・ 

障害者 
― ― 

  

合計 1,100 609
実績は未公

表分を除く
8,400 827 

実績は未公

表分を除く
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② 民間と連携して推進する事業   

「居住支援制度」は、高齢者・障害者・ひとり親世帯で保証人がいないために民間の賃貸住

宅に入りにくい方を対象としている。平成 19（2007）年に住まいサポートセンターを設置した

後は、賃貸物件情報提供サービス等との連携により実績が伸びている。 
 

                              平成 23 年２月末現在 

高齢者・障害者 ファミリー（ひとり親含む） 
住宅種別      対 象 

目標 実績 備考 目標 実績 備考 

居住支援制度 4,500 386 200 19 

居住安定支援事業 300 26 ― 2 事業終了 

（高齢者円滑入居賃貸住宅） ― 300   ― ― Ｈ13 事業開始

（東京シニア円滑入居賃貸住宅） ― 347  ― ― Ｈ22 事業開始

（子育て支援マンション） ― ― ― 234 Ｈ18 事業開始

（賃貸物件情報提供サービス） ― 658 ― 58 Ｈ19 事業開始

（居住支援住宅認証制度） ― 28 ― ― Ｈ19 事業開始

合計 4,800 1,745 200 313 
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（７） 第二次住宅整備後期方針 新規プロジェクト進捗状況 

 

「１ 拠点プロジェクト」…住まいサポートセンターを設置し、各種相談にも対応するなど専門

家と区民とのネットワーク化も進められている。 
「２ 人材プロジェクト」…地域コーディネーターの養成や、小中学生向け住まい・まち学習をワ

ークショップで実施するなど取り組みが進んでいるが、一部の事業によっては課題もみられる。 
「３ 住まい・まち連携プロジェクト」…（財）せたがやトラストまちづくりの取り組みにより

９箇所の「地域共生のいえ」が誕生し、地域の交流の場として活用されている。 
「４ 安心住宅ネットワークプロジェクト」…「居住支援住宅認証制度」はＰＲ不足等から実績

が低迷した。「住まいあんしん訪問サービス」も当初予定よりも実績が少ないが、周知が進ん

だことから、実績が増加傾向にある。一方で事業委託先ＮＰＯのボランティア養成の確保等の

課題もみられる。 
 

プロジェクト名 実績等 内容 

１ 拠点プロジェクト： 

住情報センターの設立 

平成 19（2007）年度に住まいサポートセンターを開設

し、区民が求める必要な情報の提供や各種相談への対応

など、総合的な住情報サービスを展開し、ネットワーク

を形成することで、住まい・まち学習の拠点としての機

能も果たしている。また、高齢者等に対する住宅セーフ

ティネット事業を展開し、住まいの確保居住継続を支援

している。 

・住まいに関する情報

提供 

・高齢者等の民間スト

ック活用型住まい確

保事業 

・住宅相談 

２ 人材プロジェクト：

住まいに係わる区民専

門家の養成 

区は、不動産店団体による「不動産無料相談会」「住ま

いの講習会」の後援や企画に対しての助言、広報等のＰ

Ｒに協力し、会員向け事業を一般区民も参加できるよう

にした。そのほか、平成 21（2009）年度には住宅委員

会「住まい・まち学習」答申を受けたほか、大学と協働

で前年試行した「住まい・まち学習」を小中学生向けワ

－クショップ形式で年３回開催した。これまで、子ども

向けの啓発事業がなく、参加者からも高い評価を受けて

いる。 

・学習機会の提供、充

実 

３ 住まい・まち連携プ

ロジェクト：地域に開か

れた住まいのコーディ

ネート 

平成 16（2004）年度から「地域共生のいえ」事業を（財）

世田谷トラストまちづくりが実施し、家や建物の所有者

の地域貢献活動の普及を図っている。その結果、現在９

箇所の「地域共生のいえ」が誕生し、地域の交流の場と

して利用されている。 

・地域貢献型事業に対

するコーディネート

４ 安心住宅ネットワー

クプロジェクト：安心住

宅ネットワークの形成 

平成 19（2007）年度に「居住支援住宅認証制度」を創

設したものの、賃貸物件情報提供サービスの開始遅延や

その後のフォローに時間を要し、結果として、事業者や

オーナーへのＰＲ不足となり、当初実績が低迷した。 

同じく平成 19（2007）年度に「住まいあんしん訪問サ

ービス」を開始したが、居住支援住宅の認証が少ないこ

とから、当初予定より実績が少ないものの、事業周知が

進むにつれ増加傾向にある。事業を委託しているＮＰＯ

のボランティア養成への協力、安否確認不能による緊急

対応の増加等課題も多い。 

・高齢者等の円滑入居

可能な民間賃貸住宅

の認証 

・ＮＰＯとの連携によ

る安否確認 
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４ 住まい・まちの課題 
 

（１） 安全・安心な住まい・まちづくり 

○適切な住宅選択ができる良好なストック形成と有効活用 

我が国では住宅数が世帯数を上回ったことを契機に、住宅政策の重点は住宅ストックの

質の向上や良好な住環境の確保に移行してきた。 

世田谷区においては、都営住宅の移管により区営・区立住宅のストックは増えたものの、

需要に追いついておらず、また民間においてもファミリー世帯向け住戸を持つ子育て支援

マンションの供給は十分ではない。その一方で、区内の空家は 35,000 戸を超えており、

様々なライフステージにあわせ適切な住宅を選べる良好なストック形成・有効活用が求め

られる。 

特に、借家は持家と比較して世帯１人当たりの面積が狭く、バリアフリー化が進んでい

ないことから、借家の質の向上を図ることが求められる。 

 

○防災性の向上 

世田谷区では新耐震基準以前に建築されたマンションの耐震診断未実施の割合や木造住宅

の割合が高いことから、耐震診断や耐震改修、建替え等の促進の必要性が高まっている。 

また、木造密集地域など災害時に危険性が高い地域においては、建築物の耐火性能を強

化する必要がある。さらに、住宅用火災警報器の設置が義務化されていることの普及・啓

発も求められるほか、防災住民組織の結成数は 218 ある一方で、未結成町会・自治会も 9 

あることから、ハード面での対策とともに、ソフト面でも取り組みの強化が求められる。 

 

○防犯性の向上 

区民のセキュリティ意識が高まり、学校等を中心に防犯カメラの設置は進められている

一方で、侵入窃盗犯罪件数が減少していない地域もみられることから、地域ぐるみの防犯

対策が求められる。 

また、全国レベルで進んでいる、近所づきあいや地域のつながりの希薄化が世田谷区で

も進行していることが考えられる。そのため、地域の公園等を生かした高齢者や子どもの

交流機会づくりも含め、近所づきあいを促進し、地域のつながりを強めることにより安全

で安心できるまちづくりを進めることが求められる。 

 

○化学物質等による環境汚染の防止 

シックハウスの原因となる化学物質やアスベスト等による室内環境の汚染防止対策、住

宅性能表示制度8の普及・啓発、相談窓口の設置などの取り組みが求められる。 

 

（２） 高齢者、障害者、子育て世帯など多様なニーズに対応した住まい・まちづくり 

○だれもが暮らしやすい住宅の整備・改修促進 

高齢者のいる世帯数、高齢者のみ世帯数の割合はともに増加傾向にあり、今後も増加が

予想される。その一方で、ユニバーサルデザイン推進条例に基づく届出の実績はここ２年

減少傾向にある。また、手すりの設置や車椅子が通過可能な廊下の幅の確保など、高齢者

等のための設備の整備状況をみると、特に借家の共同住宅で整備が進んでいない。 

これらを踏まえ、ユニバーサルデザイン推進条例に基づく住宅の整備、改修をはじめ、

だれもが暮らしやすい住宅の確保が求められる。 

                                                  
8 住宅性能表示制度：「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度で、住宅の性能を統一され

たルールで比較できるように表示することを定めた制度のこと。 
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○道路・歩道のバリアフリー化の推進 

区民意識をみると、バリアフリーの改善が遅れていると思う施設として「道路・歩道」

を選ぶ意見が も多く、ユニバーサルデザインによるハードのまちづくりで も重要だと

思うものとして「歩道の整備」が も多い結果となっている。このことから、高齢者・障

害者・子ども連れをはじめ、多様な利用者にとって快適な道路・歩道を整備していくこと

が求められる。 

 

○子育て支援の拡充 

全国的に少子化が進むなか、子育て世帯の転入が多い傾向にある世田谷区では、安心し

て子育てができる住宅・住環境が求められている。 

子育てバリアフリー、子育て世帯向け住宅の確保などを促進するとともに、地域におけ

る遊び場や居場所づくり、子育て支援などのソフト施策と連携することが求められる。 

 
○医療・福祉サービスとの連携 

住まいに関するニーズが多様化・高度化するなか、住宅行政のみではこうしたニーズへ

の対応が困難であり、医療、福祉などの行政分野と一層の連携強化を図ることが求められ

ている。 

現在、需要に供給が追いついていない単身障害者の区営住宅入居は、今後の区民の高齢

化・単身世帯の増加を考慮すると、一層の推進が求められる。 

認知症高齢者グループホームについては、今後需要が増加することから、一層の整備促

進が求められる。 

医療機関への通院等が困難な者を含め、高齢者や障害者が地域で自立して暮らしていく

ためには、そのためのサポートをする体制やサービス提供が必要であり、住宅領域と医

療・福祉領域との一層の連携強化が必要である。 

 

○高齢者や障害者等が入居しやすい環境づくり 

高齢化が進むなか、高齢者のみの世帯も少なくなく、また障害者も増加している。 

これら高齢者や障害者等が不合理な入居制限を受けることなく、居住が継続できるよう

に支援していくことも必要となっている。 

 

（３） 住宅困窮者に配慮した住宅・住環境づくり 

○住宅困窮者の住まいの確保による住宅セーフティネットの構築 

住宅に困窮する低額所得者に対応するため、区では住まいサポートセンターを設置する

などの取り組みを行っているが、住宅困窮者の実態を把握しつつ、住まいの確保をさらに

拡充していくことが求められる。 

また、経済不況等に伴う厳しい財政状況を踏まえつつも、住宅セーフティネットを構築

するため、公的住宅の活用及び民間住宅との連携強化が求められる。 

 

○公的住宅の適正な利用促進とセーフティネット機能の強化 

公的賃貸住宅では、入居後の世帯人員の変化により、世帯構成規模が住戸規模に比べて

多い「ミスマッチ」が生じている場合がある。また一般に、都営住宅では新耐震基準以前

に建設されたものや耐用年数を超えたものが少なくなく、さらに収入超過者も多数みられ、

公平な利用が求められるなど、建替え・修繕、管理運営面の改善が必要となっている。 
これらと同時に、公的住宅におけるセーフティネット機能を強化していくことが求めら

れている。 
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（４） 地域や地球の環境への配慮 

○省エネルギー設備の導入、自然エネルギーの利用促進 

世田谷区の住宅における省エネルギー設備の設置率は、太陽熱温水器等が 0.4％、太陽

光発電機器が 0.3％、窓の一部が二重サッシ又は複層ガラスとなっている住宅が 9.1％と、

普及が進んでいない。 

地球温暖化防止に向け、国レベルでも住宅版エコポイント等の制度が創設されており、

今後より一層の省エネルギー設備の導入、自然エネルギーの利用促進が求められる。 

特に、持家と比較して設置率の低い借家における導入・利用促進が求められる。 

 

○住宅の長寿命化、リサイクルなどへの配慮 

住宅が量的に充足し、また、環境問題が深刻化するなか、良質な住宅ストックを形成し、

それを適切に維持管理していくことが求められている。 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」（以下「長期優良住宅普及促進法」という。）

に対応し、耐久性の高い住宅の整備を促進するとともに、住宅建設における環境負荷を軽

減させるため、材料等のリサイクルへの配慮が求められる。 

また、持家として取得された中古住宅の半数以上が新耐震基準に適合していないことか

ら、住宅の長寿命化に向けて、耐震改修の促進等、既存ストックを有効活用できる取り組

みが求められる。 
 

○みどり率の向上及び農地の保全 

平成 13（2001）年まで減少傾向であったみどり率は平成 18（2006）年時点で 25.6％で

あり、平成 29（2017）年に 27.5％、平成 44（2032）年に 33.0％へと向上させる目標が掲

げられている。そのため、住宅敷地における緑化を推進するとともに、23 区内でも比較

的多く残っている農地の維持・保全が求められる。 

 

（５） 地域の魅力・地域への愛着を生かした区民が主体となった住まい・まちづくり 
○高い定住意向・地域活動への参加意向を生かした区民・ＮＰＯ・事業者の協働 

世田谷区では、これまで居住支援制度連絡協議会等でＮＰＯへ情報提供を実施するとと

もに、マンション管理講座・相談会等で不動産事業者等と連携を進めてきた。それら協働

の取り組みの実績や、区民の多くが定住や地域活動への参加の意向を持つ特性を生かし、

街づくり条例も活用しながら、区民・ＮＰＯ等との協働による住みよい住環境づくりを一

層進めることが求められる。 

 

○地域の住宅関連産業の健全な育成 

良好な住宅市場を育成し、また、地域の住宅関連産業を生かした住宅の質の維持・向上

を図るため、区民が安心して建築、修繕、リフォーム等ができるよう、住宅性能表示制度

の活用促進や、ホームドクターとして信頼できる事業者選定に資する情報提供、住宅履歴

情報の蓄積・活用方法の検討などが求められる。 

さらに、賃借人の利益を保護する観点から、紛争の多い退去時の原状回復や敷金等の取

扱いを中心に賃貸借契約の明確化と相談体制の強化が求められる。 
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○地域に開かれた住まいづくり 

地域に開かれた住まいづくりについては、これまで９箇所の「地域共生のいえ」が誕生

し、地域の交流の場として活用されている。地域共生のいえは、地域の活動グループのた

めの交流や活動の場、障害者や高齢者のための自立支援の拠点や住まいづくりなどに役立

つことから、今後とも地域に開かれた住まいづくりを支援することが求められる。 

また、区内マンションの集会所・集会室の利用状況をみると管理組合の利用がほとんど

で、地域住民の利用はわずかとなっていることから、地域住民による利用促進方策が求め

られる。 

 

○住まいに関する学習や相談の場づくり 

住まいに関わる情報提供及び住教育が「住まい・まち学習」事業として進められている

ものの、参加者が事業によっては少ないなどの課題もみられることから、実施内容、方法

などを改善していくことが求められる。 

特に、マンションの自治会組織率が低下するなど居住者間のコミュニティが希薄化する

なか、マンションのスラム化等の問題が生じないよう、管理組合の円滑な運営や、管理組

合による適切な修繕等を促進することが求められる。 

また、コーポラティブ住宅など居住者が設計や維持管理に主体的に関わるような手法に

ついても情報提供・学習の機会を提供していくことが求められる。 

 

○地域ごとの魅力や資源の活用、景観づくり 

世田谷区内には、地域ごとの個性が多様で、豊かなみどり、ゆとりある住宅、にぎわい

のある商店街など、それぞれに魅力的な住環境が形成されている。それらの地域の魅力を

高めるとともに、地域ごとに個性ある風景を生かした住宅地景観を形成していくことが求

められる。 

 

○地域主体のまちづくりの促進、コミュニティ形成の支援 

世田谷区では、これまで地区街づくり協議会や、街づくり専門家派遣制度の推進により、

区民主体・地域主体のまちづくりの機運が醸成されている。引き続き、地域主体のまちづ

くりを進めるために、地域における自主的なまちづくり活動やコミュニティ形成を支援し

ていくことが求められる。 

 

○外国人が住みやすい環境づくり 

世田谷区に住む外国人の数が多くなるなか、ゴミ出しルール等の問題で周辺の住民とト

ラブルになるケースがみられることから、生活関連情報の提供をさらに進めることが求め

られる。 
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第３章 住宅政策の目標 
 
 

１ 住宅整備方針策定の視点  

「新しい公共」、暮らし・コミュニティ、住宅市場機能の活用、協働の推進、住宅セーフティネ

ット機能の充実など、これまでの住宅政策の視点を継承しつつ、新たにソフト施策との連携、環

境配慮の促進等の考え方を加えた以下の視点で世田谷区第三次住宅整備方針を策定します。 
 
 
 
ハード面の豊かさにとどまらず、近隣のコミュニティ形成をはじめ、子ども、高齢者、障害

者などすべての人が共に生き、支えあい、過ごしやすい住まいやまちをつくることで、本質的

な暮らしの豊かさや地域の価値を高めていきます。 
 
   ●協働に向けた基盤の強化 

これまでの取り組みを生かしつつ、区民の地域への愛着の高さに応えるため、区民・ＮＰＯ

等の地域主体の協働を一層充実していきます。 
また、地域参加意向のある区民の後押し、住まいに関する教育・学習機会や相談体制の拡充、

街づくり条例の活用など、人材育成、協働のきっかけ・仕組みづくりなどの基盤強化を進めて

いきます。 
 
   ●福祉施策と連携した住まい・まちづくりの促進 

高齢者や障害者など、支援を必要とする方が安心して住み続けられるためには、医療・福祉

施策などと連携して住まい・まちづくりを進めていくことが必要です。 
すでに実施されている取り組みをさらに多様な対象者に広げるなど、ソフトと連携した住ま

い・まちづくりを進めていきます。 
 
 
 
経済情勢が低迷を続けるなか、住宅に困窮する方の住まいとして、区営・区立住宅のほか民

間賃貸住宅を活用するなど、セーフティネットを構築していきます。 
 
 
 
低炭素社会づくりが重要な課題となるなか、住宅施策においても、省エネルギーや住宅の長寿

命化等により、環境負荷を低減するとともに、みどりあふれる住まい・まちづくりを進めます。 

１ 本質的な暮らしの豊かさの実現 

２ 住宅セーフティネットの構築 

３ 環境配慮の促進 
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２ 基本理念と基本方針 

 
世田谷区住宅条例には、住宅政策の目的・基本理念として、 

○住宅及び住環境の維持・向上 
○健康で文化的な住生活の確立 
○区民の主体的な居住権の確認 

を定めています。 
これらと、第三次住宅整備方針策定の視点に基づき、住宅整備方針の基本理念、基本方針を

以下のように定めます。 
 

 基本理念 
 

 
 
 
 

 
 
 

区民が主役となり、住宅関連事業者、行政など住まい・まちに関わるすべての

主体が協働し、みんなで次のような住まい・まちを創り、守ります。 
 

○年齢や障害の有無、国籍等に関わらず、すべての区民が地域に安心して暮らし

続けることができる住まい・まち 
 
○声をかけあう近所づきあいや地域課題の解決に向けたＮＰＯ活動などを通じ、

支えあいによる豊かな暮らしが実感できる住まい・まち 
 
○地域コミュニティが育まれ、防災性・防犯性が高く、環境に配慮し、みどり豊

かで、まち並みが美しいなど愛着のもてる住まい・まち 
 

 基本方針 
基本理念を実現するための基本方針として、次の５つを定めます。 

 

１ みんなが安らげる住まい・まちづくり 

２ いろいろな人が住みやすい住まい・まちづくり 

３ だれもが住み続けられる住まいづくり 

４ 環境に優しく潤いのある住まい・まちづくり 

５ みんなで進める愛着のもてる住まい・まちづくり 

 

 

 
 

 

安心と支えあいを実感できる 

質の高い住まい・まちづくり 
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３ 政策指標及び目標値 

 

 指標と定義 現状値 目標値 備考 関連施策 

長期修繕計画を作成
している分譲マンシ
ョン管理組合の割合  
マンションの適切
な維持管理のため
に長期修繕計画を
作成している分譲
マンション管理組
合の割合 

平成 14 年 
 

73.6％ 

平成 32 年 
 

90.0％ 

・「世田谷区マンシ
ョン実態調査」に
よる。 

（２）①「住ま
い に 関 す る
様々な課題を
テーマにした
講座・相談会の
実施」 
（２）②「分譲
マンション管
理組合のネッ
トワーク化」 

（仮称）分譲マンショ
ン管理組合連絡協議
会の設置 
分譲マンションの
管理組合相互の交
流を促進する（仮
称）分譲マンション
管理組合連絡協議
会の設置及び交流
会の開催 

平成 22 年度 
 

なし 

 
平成 32 年度 

 
設置 

 交流会の開催 

 

（２）②「分譲
マンション管
理組合のネッ
トワーク化」 

低居住面積水準に
満たない世帯の割合 
健康で文化的な住
生活の基礎として
必要不可欠な水準
に満たない世帯の
割合 

平成 20 年 
 

持家  2.6％ 
借家 29.8％ 

平成 32 年 
 

持家 ほぼ解消
借家 早期解消

 
 

誘導居住面積水準を
達成している世帯の
割合 
豊かな住生活の実
現を前提として多
様なライフスタイ
ルに対応するため
に必要と考えられ
る水準を達成して
いる世帯の割合 

平成 20 年 
 

持家 65.6％ 
借家 18.9％ 

平成 32 年 
 

持家  70.0％ 
借家 50.0％ 

 

（１）①「良好
な民間賃貸住
宅供給のため
の支援制度の
活用・拡充」 
「子育てしや
すい民間住宅
の建設推進」
「公的住宅の
供給とストッ
ク改善」 

基
本
方
針
１ 

み
ん
な
が
安
ら
げ
る
住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り 

住宅の耐震化率  

「世田谷区耐震改

修促進計画」におけ

る住宅の耐震化率 

平成 17 年度 

 

77.5％ 

平成 27 年度 

 

95.0％ 

・「世田谷区耐震改
修促進計画」によ
る。 

（３）②「住
宅・建築物の耐
震診断、耐震改
修の推進」 



 35 

 指標と定義 現状値 目標値 備考 関連施策 

雨水流出抑制の対策

量 

 大雨による浸水被

害の軽減を図るた

め、雨水貯留浸透施

設の設置等による

貯留・浸透量 

平成 21 年度 

 

約 23 万㎥ 

平成 29 年度 

 

約 48 万㎥ 

・「世田谷区豪雨対
策行動計画」によ
る。 

（３）③「雨水
流出抑制にお
ける新たな対
策基準の設定
と義務化」「雨
水浸透施設・雨
水タンク設置
助成」 
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 指標と定義 現状値 目標値 備考 関連施策 

共同住宅の共有部分
におけるバリアフリ
ー化率 
共同住宅のうち、道
路から各戸の玄関
まで車椅子・ベビー
カーで通行可能な
住宅ストックの割
合 

平成 20 年 
 

15.5％ 

平成 32 年 
 

40.0％ 

 

（１）①「住宅
のユニバーサ
ルデザインの
推進」「公営住
宅バリアフリ
ー改修、ユニバ
ーサルデザイ
ン改修の推進」

高齢者が居住する住
宅のバリアフリー化
率 
65 歳以上の世帯員
がいる世帯のうち、
一定9あるいは高度
10のバリアフリー化
がなされた住宅に
居住する世帯の割
合 

平成 20 年 
 

一定 40.1％ 
高度  9.7％ 

平成 32 年 
 

一定 75.0％ 
高度 25.0％ 

 

（１）①「高齢
者・障害者の住
宅改修支援」
「高齢者や障
害者に対する
住宅改修相談
の実施」 

公的賃貸住宅におけ
る福祉施設等の整備 
公的賃貸住宅の空
施設や建替え等に
併せた医療・福祉等
のサービス施設の
整備 

平成 22 年度 
 

32 団地 

平成 32 年度 
 

協議の上増設 

 （１）③「公的
賃貸住宅の建
替え等と併せ
た福祉施設等
の整備」「公的
賃貸住宅の空
家・空施設を活
用した福祉施
設等の整備」 

子育て支援マンショ
ンの認証数 
子育てに配慮した
住宅仕様の採用や、
地域交流実施計画
など、一定の基準を
満たす民間マンシ
ョンを認定 

平成 22 年度 
 

１件 
 

平成 32 年度 
 
制度の周知・普
及啓発及び増加

 
（２）① 
「子育て支援
マンション認
証制度等の拡
充による、良好
な民間賃貸住
宅の確保」 

子育て世帯の誘導居
住面積水準達成率 
18 歳未満の子ども
がいる（夫婦と 18
歳未満の子）世帯の
うち、誘導居住面積
水準を達成してい
る割合 

平成 20 年 
 

36.0％ 

平成 32 年 
 

50.0％ 
 

（２）① 
「子育て支援
マンション認
証制度等の拡
充による、良好
な民間賃貸住
宅の確保」「子
育て世帯に対
する各種支援
制度の周知」 

基
本
方
針
２ 

い
ろ
い
ろ
な
人
が
住
み
や
す
い
住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り 

バリアフリー化され

た公営住宅の住棟数 
エレベーター設置
公営住宅住棟数 

平成 22 年度 
 

62 棟 

平成 32 年度 
 

増加 
 

（１）①「公営
住宅バリアフ
リー改修、ユニ
バーサルデザ
イン改修の推
進」 

                                                  
9 一定のバリアフリー化：２箇所以上の手すりの設置又は屋内の段差解消 
10 高度のバリアフリー化：２箇所以上の手すりの設置、屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な廊下幅 
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 指標と定義 現状値 目標値 備考 関連施策 

高齢者等の入居を拒
まない賃貸住宅の登
録戸数 
高齢者の居住の安
定確保に関する法
律に基づく高齢者
円滑入居賃貸住宅
区内登録戸数及び
東京シニア円滑入
居賃貸住宅情報・登
録閲覧制度への区
内登録数 

平成 22 年度 
 

647 戸 

平成 32 年度 
 

1,500 戸 

 

（１）②「良質
な住宅情報の
提供」 
③「入居可能物
件情報提供シ
ステムの拡充」

居住支援住宅認証制
度による住宅の認証
数 
民間賃貸住宅に入
居しにくい高齢者
や身体障害者の方
を、入居や居住継続
がしやすくなるよ
う支援する制度の
認証を受けた住宅
数 

平成 22 年度 
 

28 戸 

平成 32 年度 
 

500 戸 
 

（１）③「高齢
者の入居を拒
まない賃貸住
宅推進」 
「入居後の安
否確認サービ
スの提供」 

賃貸物件情報提供サ
ービスによる情報提
供件数 
区と協定を結んだ
不動産店団体の協
力により得た民間
賃貸住宅の空室情
報を区民に提供し
た件数 

平成 22 年度 
 

210 件/年 

平成 32 年度 
 

3,000 件 
 

（１）②「良質
な住宅情報の
提供」 

 
居住支援制度利用件
数 
「保証人がいない」
「入居後の生活が
不安」等の理由で、
民間賃貸住宅に入
居 し に く い 高 齢
者・障害者・ひとり
親家庭の方を、入居
や居住継続がしや
すくなるように支
援する「居住支援制
度」の利用件数 

平成 22 年度 
 

67 件/年 

平成 32 年度 
 

1,000 件 
 

（１）③「高齢
者の入居を拒
まない賃貸住
宅推進」 
「入居後の安
否確認サービ
スの提供」 

基
本
方
針
３ 

だ
れ
も
が
住
み
続
け
ら
れ
る
住
ま
い
づ
く
り 

区営住宅の期限付き
入居の導入 
区営住宅を適正に
運営するための期
限付き入居の導入 

平成 22 年度 
 

なし 

平成 32 年度 
 

導入 
 

（２）②「区営
住宅への期限
付き入居導入
の検討」 
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11住宅の省エネルギー化率：省エネルギー住宅を示す統計はないため、二重サッシ等で代用してい

る。したがって、この目標値は参考値としての位置づけである。 

 指標と定義 現状値 目標値 備考 関連施策 

家庭部門の二酸化炭
素排出量の低減 
家庭部門における
二酸化炭素排出量
の削減 

平成 19 年度 
 

1,311 千 t－CO2

平成 32 年度 
 

低減 

「（仮称）世田谷区
地球温暖化対策実
行計画（区域施策
編）」平成 23年度末
策定予定。 

（１）「環境負
荷を抑えた住
宅の誘導・住ま
い方の啓発」 

住宅の省エネルギー
化率11 
全部又は一部の窓
に二重サッシ又は
複層ガラスを使用
している住宅スト
ックの割合 

平成 20 年 
 

15.5％ 

平成 32 年 
 

40.0％ 
 

（１）①「住宅
への省エネル
ギー関連設備
の導入促進」
「公営住宅の
省エネルギー
化改修・建替
え」 
②「環境共生住
宅を活用した
啓発」 
③「マンション
環境性能表示
の推進」 

みどり率 
緑被率に「公園内の
みどりで覆われて
いない部分」「河川
等の水面」の面積割
合を加えた比率 

平成 18 年 
 

25.6％ 

平成 29 年 
 

27.5％ 

・「世田谷区みどり
とみずの基本計
画」による。 

・平成 44 年にみど
り率 33％を達成
することを目標
としている。 

（２）「みどり
とみずの住ま
い・まちづく
り」 

基
本
方
針
４ 

環
境
に
優
し
く
潤
い
の
あ
る
住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り 

公園緑地の整備面積 
整備された公園緑
地の面積 

平成 18 年度 
 

249.3ha 

平成 29 年度 
 

273.8ha 

・「世田谷区みどり
とみずの基本計
画」による。 

（２）②「公園
緑地の整備」 
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 指標と定義 現状値 目標値 備考 関連施策 

高齢者のシェアハウ
ス12・ホームシェア13

事業の情報提供・支
援・仕組みづくり 
高齢者のシェアハ
ウス・ホームシェア
事業に関する情報
提供・支援・仕組み
づくり 

平成 22 年度 
 

活動支援 
１回 

平成 32 年度 
 

仕組みづくり 
増加 

 

（１）③「シェ
アハウス・ホー
ムシェア等の
推進」 

地域共生のいえづく
り支援件数 
公益的かつ非営利
的な街づくり活動
がなされる場とし
て、オーナー自らの
意思により、地域に
開かれた私有の建
物数 

平成 22 年度 
 

10 件 

平成 32 年度 
 

増加 

 

（２）①「地域
に対して開か
れた住まいの
普及」 

公営住宅の集会室の
地域開放数 
 都営住宅、区営住宅

の集会室の地域開
放された数 

平成 22 年度 
 

10 件 
 

平成 32 年度 
 
建替え等に伴い
増加 

 
（２）③「公的
住宅の地域利
用施設との合
築」 

景観計画区域内の行
為届出数 
景観計画区域内に
おける一定規模以
上の建築行為を対
象に、風景づくりに
配慮した（風景づく
りの基準に即した）
設計内容を記載し
た届出書の件数 

平成 22 年度 
 

77 件/年 

平成 32 年度 
 

700 件 

 

（３）②「地域
ごとの個性あ
る景観・環境づ
くり」 

基
本
方
針
５ 

み
ん
な
で
進
め
る
愛
着
の
も
て
る
住
ま
い
・
ま
ち
づ
く
り 

「住まい・まち学習」
機会数 

住まいについて自
ら考え、行動する、
主体的な生活者と
なるための知識を
得、どのような住ま
い・住生活・住環境
を実現していくか
を学ぶための機会
として区が提供す
るセミナー等の数 

平成 22 年度 
 

18 回/年 

平成 32 年度 
 

180 回 

 

（４）②「住ま
い・まちづくり
に関わる学習
機会の充実」 

※年間の記述がないものは、累計値です。 

                                                  
12 シェアハウス：一つの家を複数の人と共有して暮らすこと。キッチンやリビング、シャワーなどは住

人全員で共有し、部屋は一人ずつ個室を利用する。 
13 ホームシェア：資産価値のある住宅を有しながら活用していない高齢者と若者を結びつけて、一つの

家に複数の人で暮らすこと。 
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第４章 施策の内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．みんなが 

安らげる住まい・ 

まちづくり 

２．いろいろな人が 

住みやすい 

住まい・まちづくり 

３．だれもが 

住み続けられる 

住まいづくり 

４．環境に優しく 

潤いのある 

住まい・まちづくり 

５．みんなで進める 

愛着のもてる 

住まい・まちづくり 

基本方針 基本施策 

(2) 住宅の適切な維持管理の促進 

(3) 防災・防犯の住まい・まちづくり 

(4) 健康的な暮らしを支える 

住まいづくり 

(1) 住まい・まちのユニバーサル 

デザインの推進 

(1) 地域の住宅関連事業者との協働

による住宅の確保・入居の円滑化

(4) 障害者が 

安心して暮らせるための支援 

(3) 高齢者が 

安心して暮らせるための支援 

(2) 子育て世帯が 

安心して暮らせるための支援 

(1) 環境負荷を抑えた 

住宅の誘導・住まい方の啓発 

(2) 公的住宅における 

セーフティネット機能の強化 

(1) 区民・事業者・ＮＰＯ等による 

多様な住まい・まちづくり 

(2) みどりとみずの住まい・まちづくり 

(1) 良質な住宅ストックの確保 

(4) 住まいに関わる 

情報提供・教育・相談体制の充実

(3) 地域特性に応じた 

住まい・まちづくり 

(2) 地域に開かれた 

住まいづくりの啓発・誘導 

①みどり豊かな住まいづくり 
②みどりの保全と創出による潤いある住環境の確保 
③住宅地における自然の水循環の回復 

①区民主体の活動の支援 
②新しい住まいづくりの実現に向けた取り組みへの支援 
③空家・空室の活用に向けた取り組みへの支援 

①地域に対して開かれた住まいの普及 
②隣近所のコミュニケーションの確保 
③集合住宅における共用部分の地域開放の促進 

①適切な住環境の維持・創出の誘導 
②地域ごとの個性ある景観・環境づくり 

①情報ネットワークづくり  
②住まい・まちづくり学習機会の充実 
③相談体制の充実と住まいに関する専門家等との連携 

①障害者が暮らしやすい住宅・住環境の確保 
②支えあいと生活支援の仕組みづくり 
③住宅資産を生かした安心づくり 

①住宅の取得・買い替えなどの支援 
②優良な住宅や事業者などの情報提供 
③高齢者・障害者等の民間住宅への入居支援 

①区営・区立住宅等の公平・適正な確保 
②区営・区立住宅等の公平・適正な運用 
③公的賃貸住宅に関する情報提供 

①省エネルギー関連設備の導入・再生可能エネルギーの利用促進
②環境共生住宅の促進 ③住宅の長寿命化の促進 ④住宅建材の
リサイクルの促進 ⑤住まいにおける省エネルギー行動の促進 

①地域コミュニティによる防災・防犯対策 ②地震に強い住まい・ま
ちづくり ③水害を防ぐ住まい・まちづくり ④防犯性の高い住まい・
まちづくり  

①健康的な暮らしの促進 
②シックハウス対策等の促進 

①住まいのユニバーサルデザインの推進 
②まちなかのユニバーサルデザインの推進 
③公的賃貸住宅等における福祉施設の整備 

①子育てしやすい住宅の確保 
②子どもにとって良好な住環境の整備 

①高齢者の多様な住替え先の確保 
②地域で高齢者を支える仕組みづくり 
③住宅資産を生かした安心づくり 

①多種多様な住宅ストックの形成 ②良質な住宅の整備・形成  
③増加する単身用住宅需要への対応 ④住宅性能表示制度の活
用促進 

①民間住宅の維持管理の支援 
②マンションの維持管理の支援 
③公的住宅ストックの有効活用 
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基本方針１ みんなが安らげる住まい・まちづくり 
 

区民が本質的な暮らしの豊かさを実感するためには、良質な性能を備えた住宅ストックの確保と、

災害に備え犯罪を防ぐ安全・安心な住まい・まちの形成が重要です。 

公的住宅、民間住宅のそれぞれにおいて良質な住宅の供給誘導を進め、様々なライフステージにあ

わせ適切な住宅を選べる良好なストックの形成・有効活用を進めます。 

また、旧耐震基準で建築されたマンションや木造住宅等について、耐震診断や耐震改修、建替え等

を促進するとともに、防災区民組織の設置促進等ソフト面の取り組みも進め、地震に強い住まい・ま

ちづくりを進めます。 

さらに、近年都市部を中心に突発的で局地的な豪雨の発生もみられることから、雨水流出抑制施設

の設置等を進め、水害に強い住環境を形成していきます。 

防犯に関しては、住民による地域ぐるみの防犯対策を進め、隣近所のコミュニティ醸成に資するよ

うな場や機会の創出に努めます。 

さらに区民の健康的な暮らしを支援するとともに、化学物質等による健康被害の防止などにより、

みんなが安らげる住まい・まちづくりを進めます。 

 

 

（１） 良質な住宅ストックの確保 

① 多種多様な住宅ストックの形成 
民間賃貸住宅においては、経営効率を高める必要から、持家と比べ住戸面積やバリアフリー

化の状況に大きな格差が生じています。これを解消するため、助成制度の利用推奨等を通して、

良質な民間賃貸住宅の供給を誘導します。 

また、公的住宅については、計画的に改修・改善を進め、良質な住宅ストックとして維持管

理していきます。 

 

良好な民間賃貸住宅供給のための支援制度の活用・拡充 

・良質な賃貸住宅の供給を誘導するため、住宅金融支援機構の賃貸住宅融資制度の利用をＰ

Ｒし、推奨する。 

・定期借家制度の活用により、ゆとりあるファミリー向け民間住宅の供給誘導を図る。 

子育てしやすい民間住宅の建設推進 

・子育てしやすい居住環境が整備された住宅の供給促進と、子育て世帯を核とした地域コミ

ュニティづくりを推進する民間マンションの建設を誘導するため、区や東京都による支援

制度を引き続き推進する。 

公的住宅の供給とストック改善 

・中堅所得者向けの良好な住宅である都民住宅を適切に活用する。 

・都市再生機構の賃貸住宅や東京都住宅供給公社住宅のうち、老朽化がみられるものについて

は、建替えや改修によって良好な住宅ストックとして維持・再生していくことを要請する。 

・低額所得者向けの住宅として引き続き区営住宅を運営する。都営住宅の移管により、区営

住宅の確保を図っていく。 

・公営住宅等長寿命化計画に基づき、移管住宅を中心に適切に維持・保全、改修、建替えを

行い、有効に活用していく。 

せたがやの家（ファミリー型）の借上げ期間満了後の対応 

・中堅所得者向けせたがやの家（ファミリー型）の空室対策を積極的に進める。 

・せたがやの家（ファミリー型）については、借上げ期間満了をもって事業終了し、用途を

廃止して、住宅供給者へ住宅を返還する。 

・せたがやの家（ファミリー型）の事業終了に向け、入居者へ適切に周知を図っていく。 
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② 良質な住宅の整備・形成 
良質な住宅ストックの形成に向けて、住宅に困窮するファミリー世帯に対して区営・区立住

宅の空家募集を進めるとともに、都営住宅や東京都住宅供給公社・都市再生機構の賃貸住宅な

どの建替え等のタイミングを生かして、ユニバーサルデザインに基づいた住宅整備を要請して

いきます。 

また、区営・区立住宅の長寿命化に努めるとともに、長期優良住宅や住宅品質確保促進制度

などを普及・啓発し、良質な住宅の供給を推進します。 

 

長期優良住宅の普及促進 

・長期にわたって良好な状態で住み続けられる住宅ストックの形成に向けて「長期優良住宅

普及促進法」に基づき、耐久性・耐震性・可変性・維持保全の容易性等の基準を満たした

住宅の普及促進に向けて情報提供を行う。 

住宅品質確保促進制度の推進 

・良質な持家ストックの形成に向けて、住宅瑕疵
か し

担保責任、住宅性能表示制度、紛争処理機

関などの普及・活用を図っていく。 

公的住宅の有効活用・長寿命化 

・区が建設・管理する住宅については、既存ストックの有効活用と長寿命化に努める。 

・都営住宅及び東京都住宅供給公社、都市再生機構が実施する住宅建設・建替えの際には、

多様な住まい方に対応できる良質な住宅の供給と福祉的環境の整備を要請する。 

 

③ 増加する単身用住宅需要への対応 
若年単身者だけでなく高齢単身者が増加しているため、建築物の建築に係る住環境の整備に

関する条例（以下、住環境整備条例）や住宅条例により良質な住宅ストックの形成を図るとと

もに、高齢者が円滑に入居可能な住宅の供給を推進します。 

 

良質な住宅ストックの形成誘導 

・住環境整備条例に基づき、ワンルームマンションの建築における 低住戸面積の確保、管

理人室の設置、管理基準等を指導し、近隣住宅とのトラブルを未然に防止していく。    

・街づくり条例に基づき、大規模な土地取引や建築物構想については事前届出を求め、区の

基本方針に沿った街づくりや良好な建築物の誘導を図る。 

高齢者向け賃貸住宅の供給 

 ・高齢者円滑入居賃貸住宅や居住支援住宅等高齢者を受け入れる民間賃貸住宅の拡充、入居

可能な賃貸物件情報の提供、保証会社を活用した住宅確保・継続居住等の支援を進める。 

・高齢者の身体機能に応じた多様な住まいを国や東京都の補助制度活用により確保していく。 

  また、高齢者を受け入れる民間賃貸住宅の拡充を国、都に要請していく。 

・区営住宅や都営住宅のシルバーピアは高齢者の住まいを確保するため、今後も一定戸数を

維持し、困窮度の高い高齢者に優先的に供給していく。 

    シェアハウス・ホームシェア等の適切な運用 

・ファミリー向け住宅を単身用に活用するシェアハウス・ホームシェア等が普及しているが、

賃貸契約上のトラブル等を避けつつ円滑な普及を図るため、賃貸契約のルールづくりなど

を支援していく。 
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④ 住宅性能表示制度の活用促進 
住宅性能の向上を図るため、住宅性能表示制度の活用を推進します。 

 

住宅性能表示制度の活用促進 

・市場機能を利用して住宅性能の向上を図るため、民間の住宅開発については住宅性能表示

制度の活用を促進し、区民が適切に住宅を選択できるようにしていく。 

・区内の事業者を対象に、住宅性能表示制度を普及・啓発する。 

住宅の履歴情報の蓄積・活用の推進 

・中古住宅の信頼される流通を可能にするよう、住宅の履歴情報の蓄積・活用を促進する。 

 

 

（２） 住宅の適切な維持管理の促進 

① 民間住宅の維持管理の支援 
住まいに関する講座や相談会を開催するとともに、専門家の派遣、優良な事業者情報の提供

等を通じて、民間住宅のリフォーム・リノベーション14や維持管理を支援します。 

 

住まいに関する様々な課題をテーマにした講座・相談会の実施 

・楽々住ミナールは、住まいに関する総合啓発事業として、引き続き住まいに関する正しい

情報と学習機会の場を提供していく。 

・適切な住宅リフォーム・リノベーションなどにより、いつまでも快適で質の高い住宅を維

持できるよう、リフォーム・リノベーション等に関する相談体制の充実、情報提供を行う。 

優良な事業者情報の提供（ホームドクターの推進） 

・学習会等に参加した優良な事業者や区民がホームドクターとして信頼できる事業者を選べ

るよう、情報提供の手法を検討する。 

工務店向けの学習会の実施 

・地域の住宅関連産業の健全な発展及び住宅の質の維持向上を図るため、工務店の技術力向上

と住宅設計事業者との連携強化に向け、設計事務所等から講師を招き学習会等を開催する。 

 

② マンションの維持管理の支援 
小規模マンションの維持管理を促進するため、マンション管理講座の開催や、マンション管

理士の活用を促進するとともに、マンション居住者同士のネットワークを形成するよう連絡協

議会を設置します。 

 

マンションの維持管理支援 

・分譲マンションの適正な維持管理を図るために、管理組合や居住者による自主的な活動の

促進が必要であることから、マンション管理士団体との協働で、講座や相談会を開催し

新の情報を提供する。 

・築後 30 年以上経過した分譲マンションが今後急増し、維持管理等（大規模修繕、耐震化、

建替え）の課題を抱えた物件が多く、管理組合や居住者への適正な維持管理を誘導するた

め、一級建築士、マンション管理士による無料相談を行うほか、各種講座等の学習機会の

場を増やしていく。 

・東京都の分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度や（財）マンション管理センターの

テクノサポートネット15 、（財）市街地再開発協会、（財）再開発コーディネーター協会など

                             
14 リノベーション：既存の建物に改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり価値を高

めたりすること。 
15 テクノサポートネット：マンション管理組合向けに、マンションの建物・設備の維持管理業務を行う

建築士事務所等のグループに関する情報を掲載したもの。 
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との連携を検討する。また、身近な専門家として、地域の職能団体との連携を検討する。 

・マンションの共用部分の改修については、住宅金融支援機構の｢マンション共用部分リォ

ーム融資制度｣の利用を促す。 

・小規模のマンションは管理会社への委託が難しい場合もあるため、適切な維持管理を進め

るため、マンション管理士等の活用を促進する。  

分譲マンション管理組合のネットワーク化 

・マンション管理組合同士のネットワークの形成を図り、管理組合相互の交流が活発化するよ

う支援していく。また、マンション居住に関わる基本的な知識を得る機会を設ける。 

 

③ 公的住宅ストックの有効活用 
公営住宅等長寿命化計画に基づき、公営住宅のバリアフリー改修や設備改善を進め、ストッ

クの有効活用を図ります。 

 

公営住宅等長寿命化計画の推進 

・公営住宅等長寿命化計画に基づき、移管住宅を中心に適切に、維持・保全、改修、建替え

を行い、有効に活用していく。 

公営住宅バリアフリー改修の推進 

・住戸内の段差解消と高齢者・障害者が使いやすい室内改修を推進する。また、バリアフリ

ー化の困難な階段室型の団地についても段差解消やエレベーター設置等の技術的な検討

を行っていく。 

老朽化した都営住宅等の改善・改修の要請 

・既存の都営住宅、東京都住宅供給公社・都市再生機構の賃貸住宅については、老朽化した

団地の早期建替え、スーパーリフォームなどの推進を要請していく。建替え時には地域利

用施設の複合整備や福祉施設の整備などミックスド・コミュニティ16となるよう適切な規

模の住居整備を要請する。 

・都営住宅の移管を受け入れる際は、区営住宅として住宅に困窮する区民に的確に供給する

とともに、建替えが必要な場合には、住宅戸数の増加やバリアフリー化、区民ニーズの高

い福祉施設等との一体的整備を図る。 

 

 

                             
16 ミックスド・コミュニティ：いろいろな階層が混在したコミュニティのこと。 
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（３） 防災・防犯の住まい・まちづくり 

① 地域コミュニティによる防災・防犯対策 
地域の安全や安心を確保するためには、地域の支えあいが欠かせないことから、隣近所のコ

ミュニティの活性化に資するような場や機会の創出に努めます。 

また、防犯に関しては、住宅への侵入窃盗犯罪件数が減少していない地域もみられることか

ら、住民による地域ぐるみの防犯対策を進めていきます。 

 

地域コミュニティの活性化による防犯意識の向上 

・地域の公園等を生かして高齢者や子どもの交流機会をつくるなど、地域のつながりを深め、

地域コミュニティで支えあうことのできる関係づくりを促進する。 

・また、地域コミュニティによる見回りを支援し、地域の防犯性を高めていく。 

防犯リーダーの養成 

・地域の防犯リーダーを養成し、「スクラム防犯17」の考え方を普及していく。 

防災区民組織の設置促進 

・防災区民組織が未結成の町会・自治会における組織設置を働きかける。また、町会・自治

会がない地域もあることから、それに代わる災害時の助け合いの仕組みを検討する。 

特に、ひとり暮らし高齢者、障害者などの災害時要援護者対策の拡充に努める。 

 

② 地震に強い住まい・まちづくり 
旧耐震基準により建築されたマンションや木造住宅等について、耐震診断や耐震改修等を促

進するとともに、被災時の復興マニュアルによる模擬訓練を継続的に実施し、災害に備えた住

まい・まちづくりを進めます。 

 

住宅・建築物の耐震診断、耐震改修の推進 

・耐震改修工事等に関する専門家や地域団体、関係事業者団体等との連携により、耐震改修

の一層の啓発及び区が実施する助成制度支援策の周知を図る。 

・住宅・建築物の耐震診断、耐震改修工事に対し、支援助成を実施する。 

・区民の防災対策や意識の向上を図るため、各地域に出向き、住宅の耐震診断・耐震改修な

どの重要性を広く周知していく。 

マンションにおける一時避難場所や備蓄倉庫の確保 

・集会室やオープンスペースの地域開放により、近隣居住者の災害時の一時避難の場を確保

するよう、マンション管理組合等に働きかけを検討する。 

・防災用備蓄倉庫を新築マンションに設けた場合、倉庫分の面積を建築できる延べ床面積に

上乗せできる、東京都の新制度の周知を図る。 

防災まちづくりの推進 

・区画道路等小広場用地を取得・整備し、災害に強いまちづくりを行う。 

・建物の建替え時に道路拡幅等のための用地の取得を行うことが多いが、事業の早期実現を

図るために、より効果的な事業手法を検討していく。 

・震災後の復興まちづくりの行動手順や復興計画の策定方針等をまとめた都市復興プログラ

ムに基づき、区民や区職員の実践的な対応能力や防災意識の向上を図るため、防災まちづ

くりの一環として模擬訓練を継続的に実施する。 

・区民との協働や関係機関との連携を深める取り組み、庁内での組織体制や関係各課の役割

分担等について検討し、都市復興プログラムの充実を図る。 

・災害時の倒壊による危険を防ぐため、ブロック塀でなく生垣にするなどの工夫がなされる

よう働きかける。 

                             
17 スクラム防犯：個人から家族・隣近所・まちぐるみ・区全体へと防犯意識を共有し安全の輪をつくる。 
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（４） 健康的な暮らしを支える住まいづくり 

① 健康的な暮らしの促進 
区民が健康に暮らせるよう、快適な温湿度や結露防止などの住まいの管理方法について情報

提供や相談体制を充実させ、清潔で衛生的な暮らしの確保を図ります。 

 

・健康で快適な住まい・暮らし方を推進するため、カビやダニアレルギーの予防方法などにつ

いての情報提供を進める。 

 

② シックハウス対策等の促進 
区民の健康な生活を保持するため、シックハウス対策やアスベストの飛散による健康被害防

止などの化学物質対策について、情報提供・助成制度の充実を図ります。 

 

・化学物質等による健康被害を防止するため、東京都が作成した「住まいの健康配慮ガイドラ

イン」の普及・啓発を進める。 

・使用している建材等を明示する住宅性能表示制度の普及・啓発を進める。 

・アスベスト使用による健康被害を防止するため、相談窓口の設置や情報提供を進める。 

・アスベストを含有する吹付け材が施工されているおそれがある区内の民間の建築物の吹付け

材について、アスベスト含有の有無の調査に要する費用の一部を国の補助制度を活用して区

が所有者等に助成する。また、調査結果をもとに除去を誘導し、飛沫防止対策の徹底を図る。 
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基本方針２ いろいろな人が住みやすい住まい・まちづくり 
 

多様な世帯が魅力を感じられる住まい・まちとするためには、区民の様々なライフステージやライ

フスタイルに基づく多様なニーズに対応した住替え先を確保することが大切です。 

子育てしやすい住宅の確保を進めるとともに、子どもにとって安全な住環境の整備を進め、子育て

世帯のための住環境整備や居住継続の支援策の充実を図ります。 

高齢者のいる世帯、高齢者のみ世帯の割合は、今後も増加が予想されることから、ユニバーサルデザ

インによる住宅や歩行空間などの整備を進めるほか、公的賃貸住宅等に福祉施設を整備し、地域の福祉

的機能の向上を図ります。認知症高齢者グループホームについてもさらに整備を促進していきます。 

今後も障害者の区営住宅入居については、一層の推進を図ります。 

高齢者や障害者が地域で自立して暮らしていくために、住宅分野と医療・福祉分野の一層の連携を

強化し、サポート体制やサービス提供の充実に努めます。 

 

 

（１） 住まい・まちのユニバーサルデザインの推進 

① 住まいのユニバーサルデザインの推進 
高齢者の増加に伴い、バリアフリーやユニバーサルデザインによる住まいづくりの重要性が

高まっています。公営住宅のバリアフリー化を推進するとともに、民間住宅のバリアフリー化

を支援し、だれもが住みやすい住まいづくりを進めます。 

 

住宅のユニバーサルデザインの推進    

・ユニバーサルデザイン推進条例の整備基準に適合する建築物等が着実に増えている。高齢

者、障害者を含むだれもが住みやすい住まいを実現するため、今後も、ユニバーサルデザ

イン推進計画、推進条例・整備基準に基づき、住宅のユニバーサルデザインを推進する。 

・高齢化の進展により、住み続けるためのバリアフリー改修やユニバーサルデザインの住ま

いづくりについての普及・啓発が重要となっている。区民・住宅関連事業者がユニバーサ

ルデザインの正しい知識や、ユニバーサルデザイン推進条例・整備基準などについての理

解を深められるよう、事業者、ＮＰＯ、関係団体との連携や協力を得て、講座や研修会を

計画的に開催する。 

公営住宅バリアフリー改修（再掲）、ユニバーサルデザイン改修の推進 

・住戸内の段差解消と高齢者・障害者が使いやすい室内改修を推進する。また、バリアフリ

ー化の困難な階段室型の団地についても段差解消やエレベーター設置等の技術的な検討

を行っていく。 

・だれもが住み続けられる区営住宅とするために、空室時を活用してのユニバーサルデザイ

ン改修を検討する。 

高齢者・障害者の住宅改修支援 

・介護保険の要介護・要支援認定を受けた方に対して、転倒防止や生活環境整備などのため、

手すりの設置や段差の解消などの住宅改修を行った際に経費の一部を支給している。高齢

化の進展とともに住宅改修の増加が想定されることから、引き続き実施していく。 

・身体機能が低下して既存の住宅設備の使用が困難になった高齢者が行う改修工事に対し、

在宅生活を支援するための助成を継続して実施していく。 

・要支援や要介護に該当しないが、身体機能の低下のために住宅改修が必要となった高齢者

に対して、手すりの取り付けや段差の解消などの改修を行った費用の一部を助成する。今

後も引き続き実施していく。 

・在宅の障害者の日常生活を容易なものとし、介護家族の負担を軽減するため、住宅改造費

の助成を行い、居住環境の整備を継続して支援していく。 
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高齢者や障害者に対する住宅改修相談の実施 

・高齢者や障害者が居住する住宅の改修を行う際に、各種専門家を派遣し、専門的な助言・

指導を行うことによって、高齢者や障害者の重度化予防と生活の質の向上につなげる。今

後も引き続き実施していく。 

 

② まちなかのユニバーサルデザインの推進 
高齢者、障害者を含むだれもが住みやすいまちを実現するため、ユニバーサルデザイン推進

計画・同推進条例・同整備基準に基づき、公共施設（道路、公園、公共の建物、駅舎等交通施

設等）や民間施設などの生活環境の整備を推進します。 

 

公共交通のユニバーサルデザインの推進 

・鉄道駅やバス停等の結節点やその周辺の道路、車両等における段差解消等のユニバーサル

デザインを推進する。 

歩行空間のユニバーサルデザインの推進 

・歩道の段差解消、公共サインや視覚障害者誘導用ブロックの改善、商品のはみ出し陳列や

放置自転車の防止、歩道の有効幅員の拡充等の推進により歩行空間のユニバーサルデザイ

ンを推進する。 

外出支援サービスの拡充 

・公共交通機関の利用が困難な高齢者や障害者等を対象として、福祉移動サービスの利用に

関する相談、配車等を行う福祉移動支援センター事業を運営する事業者に助成を行い、多

様な交通手段を確保する。 

また、車椅子や移動寝台（ストレッチャー）のまま乗れる世田谷区リフト付タクシー運行

事業を実施する。 

 

③ 公的賃貸住宅等における福祉施設の整備 
公的賃貸住宅を活用し、高齢者・障害者福祉施設、在宅介護・在宅医療施設、高齢者・障害

者の生活支援活動を行うＮＰＯ等の活動拠点、高齢者の憩いの場、障害者のグループホーム及

び子育て支援施設等の整備を各事業主体と連携しながら進め、地域の福祉的機能を強化してい

きます。 

 

公的賃貸住宅の建替え等と併せた福祉施設等の整備 

・大規模な公営住宅や都市再生機構賃貸住宅等の建替えにおいては、高齢者や障害者のため

のグループホームやケアハウス、ケアホームなど、ケア付き住宅の整備が図られるよう要

望する。 

・国や東京都の補助金を活用し、大規模な公的賃貸住宅等において住宅と屋外空間のバリア

フリー化を進めるとともに、余剰敷地や空施設等を活用して医療・介護・交流・子育て施

設等のサービス施設を整備し、地域の福祉的機能を強化していく。 

公的賃貸住宅の空家・空施設を活用した福祉施設等の整備 

・公営住宅や都市再生機構賃貸住宅等の公的賃貸住宅の空家や空施設を活用し、在宅介護や

在宅医療の拠点施設、高齢者・障害者等の生活支援や子育て支援を行うＮＰＯの活動拠点、

高齢者や親子の憩い・交流の場等の創出を促進する。 
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・家具の転倒防止対策の重要性を周知するとともに、家具の転倒防止器具を自力で取り付け

られない方への無料取り付けを実施していく。 

・木造密集地域など災害時に危険性が高い地域においては、建築物の耐火性能を強化するた

めに、新たな防火規制区域を指定していく。 

・消防法改正ですべての住宅に設置が義務づけられた住宅用火災警報器の設置について、消

防署や不動産店団体等と連携し、普及・啓発を今後も進める。 

 

③ 水害を防ぐ住まい・まちづくり 
豪雨対策については、情報提供の充実を図るため、河川水位監視体制を強化します。また、

「世田谷区豪雨対策行動計画」に基づき雨水流出抑制施設の設置を推進し、水害に強い住環境

を目指します。 

 

雨水流出抑制における新たな対策基準（単位対策量18）の設定と義務化 

・開発行為や建築行為を行う場合において、単位対策量に基づく雨水貯留浸透施設が設置さ

れるよう、（仮称）雨水流出抑制施設設置要綱を制定する。 

・公共施設、民間施設における流域対策を強化するため、建築物の新築時、建替え時及び開

発行為等における、単位対策量を新たに設定し、義務化する。 

浸水対策の啓発 

・豪雨等による建築物への浸水を未然に防止するため、建築物浸水予防対策要綱に基づく建

築時における浸水対策の啓発を進める。 

河川水位監視用ライブカメラの増設 

・河川の洪水・氾濫による水害等についての情報や水害状況を迅速かつ正確に把握するため、

ライブカメラを増設するなど、河川情報システムを拡充する。 

雨水浸透施設・雨水タンク設置助成 

・民間施設における雨水流出抑制を進めるため、雨水浸透施設、雨水タンクの設置に対する

助成を行う。 

 

④ 防犯性の高い住まい・まちづくり 
住宅の防犯設備の設置を推進し、防犯性の高い住まい・まちづくりを進めます。 

 

防犯設備の設置促進 

・各学校への防犯カメラの設置は完了したが、引き続き町会等に防犯設備の設置等を普及・

啓発する。また、地域コミュニティを活性化し犯罪を抑制する（スクラム防犯）。 

・個々の住まいの防犯性を向上するため、東京都の「安全・安心まちづくり条例」に基づく

「住宅における犯罪の防止に関する指針」等に基づき、玄関の錠・補助錠の交換・取り付

けや窓ガラスへの防犯フィルムの取り付け、センサー付きライトの取り付けなど、住まい

の防犯対策を支援する。 

・共同住宅の防犯性を向上するため、共用部分に建物侵入犯罪等を防止する目的で、防犯カ

メラやセンサー付きライトなど防犯設備の設置を普及・啓発する。 

 

 

                             
18 単位対策量：雨水流出を抑制するため、敷地面積又は開発面積の単位面積当たりの対策すべき量。施

設の特性等に応じて定めている。 
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（２）  子育て世帯が安心して暮らせるための支援 

① 子育てしやすい住宅の確保 
保護者が安心して子どもを生み育てることができ、また子どもが健やかに育つことができる、

良質でゆとりある住宅の確保を支援していきます。 

 

子育て支援マンション認証制度19等の拡充による良好な民間賃貸住宅の確保 

・子育て世帯が世帯人数に応じた誘導居住面積水準を満たせるよう、低廉でゆとりある民間

賃貸住宅の供給や中古住宅の流通促進を検討していく。 

・民間事業者が供給する集合住宅で一定の条件を満たしたものに対し、キッズルーム設置整

備費用を助成している。また、ファミリー向けマンションの供給増に向け、開発事業者へ

の周知を進める。 

・東京都の子育て世帯向け優良賃貸住宅供給助成事業の周知、普及・啓発を図る。 

コレクティブ住宅20の研究 

・コレクティブ住宅は、複数世帯の独立した住宅と共有の食堂や談話室を備え、生活の一部

を共同で行う住宅である。子育て世帯同士が生活のなかで自然に助け合うなどの効果があ

るとされるため研究を行う。 

・一般の共同住宅においても同様の効果を得られるようなコミュニティの形成方法について、

併せて研究を行う。 

ひとり親世帯に対する入居支援 

・住まいサポートセンターにおいて、18 歳未満の子どものいるひとり親世帯を対象に、住ま

いの確保、居住支援のための総合案内、保証会社による金銭保証、民間賃貸住宅の空家情

報の提供及び保健福祉サービスの案内を実施する。 

子育て世帯に対する各種支援制度の周知 

・住宅金融支援機構の「子育てファミリー向け賃貸住宅融資」について情報提供する。 

・東京都の「子育て世帯向け優良賃貸住宅供給助成事業」の周知、普及・啓発を図る。 

 

② 子どもにとって良好な住環境の整備 
子どもがまちで安全に過ごせるよう、住環境の整備や地域コミュニティの支援を行うほか、

まちの安全性を向上します。また、公園や遊び場の整備を進めます。 

 

区営住宅等ストックの有効活用 

・区営住宅等の公的住宅ストックを活用し、保育園などの保育施設の整備について検討していく。 

安全な歩行空間の確保 

・歩行者の安全性・利便性を確保するため、歩車道分離や段差の解消、視覚障害者誘導用ブ

ロックの敷設等の歩道の整備を推進する。 

通学路における自動車交通の抑制 

・小中学校の通学路の安全性を確保するため、交通管理者と協議し、登下校の時間帯の自動

車交通の制限やスピードを落とさせるための狭さく21・ハンプ22等の設置を進める。 

                             
19 子育て支援マンション認証制度：世田谷区内に供給される集合住宅について、子育てのためのハード

整備とソフト支援の連携を図ることで、子どもがいきいきと育ち、安全で安心な子育てができる居住環

境を整えていくための制度。子育てに配慮した住宅仕様の採用などのハード面と、地域交流実施計画な

どのソフト面に対して、一定の基準を満たす民間マンションを区が認証する。 
20 コレクティブ住宅：台所や浴室、便所を備えた独立した住宅と、共同の食堂や台所、談話室などの共

用スペースで構成された集合住宅。当番制等で料理した食事を一緒に食堂でとるほか、洗濯や娯楽、趣

味の共用室を設け、コミュニティ活動を活発に行う形態を備える。高齢者だけでなく、一般世帯も含め

た多様な世帯が共同居住する住宅も含まれる。 
21 狭さく：車のスピードを落とすために、道路に左右交互の植栽やカラー舗装等を施すこと。 
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安全性の高い住まい・まちづくり 

・事故回避ガイド、危険回避プログラム、防犯情報のメール配信サービス等の活用により、

危険に関する情報提供を行い、犯罪や事故を未然に防ぐよう注意を喚起する。 

・近隣公園や街区公園の整備を進める。また、これらの公園や公共施設の広場、環境空地23等

のオープンスペースを、地域コミュニティを生み出す交流の拠点として活用していく。 

・子どもを交通事故から守るため、警察署や小中学校等の関係機関と協力し、安全教室を開

催するとともに、チャイルドシート着用啓発、自転車用ヘルメット着用促進など交通ルー

ルとマナーの向上を促進する。 

 

 

（３） 高齢者が安心して暮らせるための支援 

① 高齢者の多様な住替え先の確保 
高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、多様な住替え先の確保と情報

提供を進めます。 

    

 入居可能な物件情報提供システムによる居住支援 

・賃貸物件情報提供サービスにおいて、高齢者・障害者等の住まい探し支援の過程で、家賃

相場や退去時の条件など総合的な相談を実施していく。また、都市再生機構賃貸住宅、東

京都住宅供給公社賃貸住宅等の公的住宅や高齢者専用賃貸住宅等の良質な民間賃貸住宅

の情報を提供し、入居支援を図っていく。 

高齢者が入居可能な民間賃貸住宅の確保 

・国・都事業と連携し、高齢者専用賃貸住宅供給事業に民間事業者の参入が一層進むよう普

及・啓発していく。 

公営住宅入居等における高齢者世帯の優遇 

・都営住宅の入居に際して、高齢者世帯の優遇抽選を引き続き要請していく。 

・「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、住宅を建設し、高齢者２人世

帯（申込者 65 歳以上同居親族 60 歳以上）に供給している。引き続き適切に管理・運営し

ていく。 

シルバーピアの適切な運営 

・住宅に困窮している 65 歳以上の所得の低い単身者や２人世帯の高齢者を対象に、国等の

補助を受けて建設された民間住宅を（財）世田谷トラストまちづくりが借り上げ、高齢者

向け住宅として提供しているせたがやの家（福祉型）は、今後も引き続き供給する。 

・住宅に困窮している所得の低い 65 歳以上の単身者（２人用は申込者 65 歳以上同居親族 60

歳以上）を対象に、区が借り上げた民間賃貸住宅をシルバーピアとして提供しており、今

後も引き続き供給する。 

・区営住宅のシルバーピア単身世帯の空室募集において、より住宅に困窮した方の入居を 

しやすくする募集方法であるポイント併用方式24を継続する。 

シルバーピア付き都営住宅の区移管促進 

・高齢者の安全性や利便性に配慮した、シルバーピアのある都営住宅の移管を都から受け、

供給していく。 

                                                                                             
22 ハンプ：車のスピードを落とすために、道路を凸凹に舗装すること。 
23 環境空地：世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例に基づき、1,000 平方メートル以

上の敷地を有する集合住宅等建築物に設けられるオープンスペース。 
24 ポイント併用方式：住宅使用予定者を決めるにあたり、住宅困窮度の判定により選考をした後に、抽

選を行う方式。 
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ケア付き住宅等の整備促進 

・区民ニーズの高まりに応え、都営住宅等の建替え時に、東京都等に対して認知症高齢者グ

ループホーム等の整備を引き続き要望していく。 

・事業者と連携し、ケアハウスや認知症高齢者グループホーム等の整備を促進するとともに、

居住支援住宅等については、区民ニーズを踏まえ、適切に事業者の誘導を図る。 

     ・福祉施設と連携した高齢者専用賃貸住宅等の整備を促進する。 

                        

② 地域で高齢者を支える仕組みづくり 
高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよう、地域コミュニティの育成や在宅生

活を支援する施策の充実を進めます。 

 

公的住宅の高齢者のための見守りネットワークづくり 

・公的住宅に居住する高齢者のみ世帯の居住継続を支える仕組みづくりを、居住者（自治会）、

ボランティア、ＮＰＯ、区営住宅を管理する指定管理者やあんしんすこやかセンターをはじ

めとする福祉領域と連携して進めていく。 

・将来的には、見守りが必要な高齢者等を対象とした地区の見守りためのネットワークを、

あんしんすこやかセンター、出張所やまちづくりセンター、地域住民、地域団体、関係機

関及び事業者等と連携し、地域や他の公的住宅にも拡大していく。 

在宅療養の支援 

・高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、福祉サービスを充実すると

ともに、住宅施策と福祉・医療施策が連携して、在宅療養及び居住継続の支援体制につい

て検討する。 

生活協力員の活用による支えあい活動の育成 

・シルバーピアでの暮らしをサポートする協力員を、個人契約住込型から法人契約勤務型へ

と移行し、生活協力員が地域において福祉相談等を担えるようにする。また、これにより

地域の自主的な支えあい活動の育成を支援することについても検討する。 

マンション・公営住宅の集会室等の地域開放の促進 

・マンションの集会所・集会室、オープンスペースの地域開放など、地域住民による利用を

促進する方策を検討する。 

・シルバーピアの団らん室を有効活用し、区民主体の支えあい活動を支援するとともに、入

居者同士の相互交流及び地域との交流・社会参加を促進する。具体的には、団らん室を社

会福祉協議会に登録している地域の支えあい活動団体 (ミニデイ活動助成団体等）に開放

するなどの方策を検討する。 

    公的住宅入居募集情報の事前予告 

・住宅に困窮しているにもかかわらず、情報収集にハンディがある高齢者に対して、公的住

宅入居募集時期前における予告情報の提供を検討する。 
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③ 住宅資産を生かした安心づくり 
高齢者がいつまでも住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよう、住宅資産の活用を支援

します。 

 

シェアハウス・ホームシェア等の推進 

・良好な住宅ストックを維持・活用するため、戸建てやマンションの空家や空室をシェアハ

ウスとして活用する方策について検討を進める。 

空家・空室の地域活動活用事業の推進 

・ＮＰＯや地域団体による空家・空室を活用した情報交流や相互支援を進めるため、（財）

世田谷トラストまちづくりが行う地域共生のいえ事業等との連携を図る。 

高齢者向け返済特例制度（バリアフリー工事・耐震改修工事）の普及 

・住宅金融支援機構の高齢者向け返済特例制度は、60 歳以上の高齢者が住宅のバリアフリー

工事や耐震改修工事を含むリフォーム工事の際に融資を受け、借り入れた高齢者が亡くな

ったときに、相続人が返済するか、担保として提供された土地・建物により返済する制度

である。この制度は、自宅に快適に住み続けるための方法のひとつとして有効なので普及

を図っていく。 

リバース・モーゲージ25の普及・啓発 

・住宅資産は持っているものの、現金による収入が少ない高齢者に対し、生活資金を確保す

る方法のひとつとして、社会福祉協議会や民間金融機関が取り扱うリバース・モーゲージ

の情報提供を行う。 

 

 

（４） 障害者が安心して暮らせるための支援 

① 障害者が暮らしやすい住宅・住環境の確保 
障害者の居住の場の確保と居住継続支援のため、暮らしやすい住宅等の提供や住宅改修を進

めます。 

 

障害者グループホーム、ケアホーム26の整備促進 

・身体障害者・知的障害者・精神障害者の暮らしの場を確保するため、グループホームやケ

アホームを整備する社会福祉法人等に対し、整備費の事業者負担分の一部を助成する。 

・都営住宅等の建替え時に、東京都等に対してグループホーム、ケアホームの設置を引き続

き要請していく。 

障害者向け公営住宅の供給と入居時における障害者世帯の優遇 

・区が建設または借り上げた住宅を、単身及び２人以上の世帯の障害者に提供している。 

ストックが少ないことから、住宅の困窮度などを考慮した募集方法を検討する。 

・都営住宅の障害者世帯向け募集枠の拡大と優遇抽選の拡大を要請する。 

障害者設備改善費給付 

・在宅の障害者の日常生活を容易なものとし、介護家族の負担を軽減するため、住宅改造費

の助成を行い、居住環境の整備を支援しており、今後も引き続き実施していく。 

 

                             
25 リバース・モーゲージ：高齢者等が所有する住宅・土地を担保にして金融機関から融資を受け、それ

を年金の形で受け取り、契約者が亡くなった後に金融融機関が契約者の住宅・土地を引き取って一括返

済する仕組み。 
26 障害者グループホーム、ケアホーム：障害者が少人数で共同生活を行う住居で、グループホーム（共

同生活援助）では、相談や日常生活の援助を行う。また、ケアホーム（共同生活介護）では、相談や日

常生活の援助、入浴、排泄、食事の介護等を行う。 
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② 支えあいと生活支援の仕組みづくり 
障害者の地域での暮らしを支えるため、医療・福祉・住宅分野の連携を進め、地域生活支援

の拠点整備の検討や住まいに関する相談・情報提供などを行います。 

 

地域生活支援型施設の整備 

・障害者の地域生活を支えるバックアップ拠点としての機能を備えた地域生活支援型施設の

整備実現のため必要な検討を行う。 

精神障害者の公営住宅入居支援体制の構築 

・精神障害者の地域生活移行支援体制を整えた上で、公営住宅への単身入居を促進する。 

民間賃貸住宅への入居支援体制の充実 

・社会的入院の多い精神障害者が地域で自立して生活することを支援するため、地域の医療

機関、福祉関係者、不動産店団体、退院促進支援コーディネーター等による支援体制につ

いて検討を行う。 

・障害者の地域での暮らしを支えるため、医療・福祉・住宅分野の連携を進め、地域生活支

援の拠点整備の検討や住まいに関する相談・情報提供などを行う。 

・賃貸物件情報提供サービスにおいて、障害者等の住まい探し支援の過程で、家賃相場や退

去時の条件など総合的な相談を実施していく。また、都市再生機構、東京都住宅供給公社

賃貸住宅等の公的住宅や高齢者専用賃貸住宅等の良質な民間賃貸住宅の情報を提供し、入

居支援を図っていく。 

 

   ③ 住宅資産を生かした安心づくり 

      障害者がいつまでも住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよう、住宅資産の活用

を支援します。 

      

     空家・空室の活用事業の推進 

      ・社会福祉法人やＮＰＯ法人が、空家・空室を活用し、障害者のグループホームを運

営できるよう、（財）世田谷トラストまちづくり等と連携した取り組みを進める。 
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基本方針３ だれもが住み続けられる住まいづくり 
 

住宅セーフティネットを構築するため、地域の住宅関連事業者やＮＰＯ等との協働により、適切な

住宅の確保、優良な住宅等の情報提供、要配慮者の入居の円滑化を支援します。 

また、良好な住宅市場を育成し、地域の住宅関連事業者を生かした住宅の質の維持・向上を図るた

め、区民が安心して建築、リフォーム・リノベーション等ができるよう住宅性能表示制度の活用促進

や、ホームドクターとして信頼できる事業者選定に資する情報提供を進めます。 

公的住宅においては、セーフティネット機能を強化するため、区営住宅の公平・適正な供給・運用

を進めます。 

 

 

（１） 地域の住宅関連事業者との協働による住宅の確保・入居の円滑化 

① 住宅の取得・買い替えなどの支援 
区民が住宅取得や買い替えなどを適切に行えるよう、学習機会を提供し、相談窓口や関係団

体・ＮＰＯ等との連携を強化していきます。 

 

・区民が安心して中古住宅を取得できるよう、住宅性能表示制度等の普及を図るとともに、

情報提供を行う。 

 

② 優良な住宅や事業者などの情報提供 
区民が適切な事業者を選択し、安心して建築、リフォーム・リノベーション等ができるよう、

住宅情報の提供や相談の推進、住宅性能表示制度の活用促進、優良な事業者選定に資する情報

提供等を進めます。 

 

良質な住宅情報の提供 

・区民が適切な住宅や事業者を選択し、安心して建築、リフォーム・リノベーション等がで

きるよう、住宅情報の提供や相談の推進、住宅性能表示制度の活用促進、ホームドクター

として信頼できる事業者選定に資する情報提供等を進める。 

・賃貸物件情報提供サービスにおいて、高齢者・障害者等の住まい探し支援の過程で、家賃

相場や退去時の条件など総合的な相談を実施していく。また、都市再生機構賃貸住宅、東

京都住宅供給公社賃貸住宅等の公的住宅や高齢者専用賃貸住宅等の良質な民間賃貸住宅

の情報を提供し、入居支援を図っていく。 

・区民が求める住まいに関する総合的な情報提供と、各種住宅専門相談の機会の提供を充実

するとともに、住まいづくりに関する専門家・事業者のネットワーク化を推進する。 

・高齢者・障害者等要配慮者に対するセーフティネット機能を果たすとともに、住まいに関

するワンストップでの情報提供を行っていく。 

住まいに関する相談の実施 

・分譲マンションの適正な維持管理を図るために、管理組合や居住者による自主的な活動の

促進が必要であることから、マンション管理士団体との協働で、講座や相談会にて情報を

提供するとともに、管理組合相互の交流が活発化するよう支援していく。 

・住まいの講習会は、不動産店団体が実施する不動産契約に関する講演や相談会で、区が後

援し、支援している事業である。区は引き続き、企画に対しての助言や広報等のＰＲ協力

をしていく。 

・不動産相談は、宅地建物取引業協会世田谷区支部が、毎月第３土曜日に支部事務所におい

て不動産相談窓口を開設する事業である。休日の専門家による不動産相談であることから、

利用者の利便性向上につながるため、引き続き広報・ＰＲに協力し、支援していく。 
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・「住宅相談」は、住まいに関する専門家による相談の場を提供する事業である。利用実績

の少ない相談については利用率向上と一層の普及・啓発を進めるとともに、利用者の利便

性を高めるため、休日相談の機会の充実に努める。 

優良な事業者情報の提供（ホームドクターの推進）（再掲） 

・学習会等に参加した優良な事業者や区民がホームドクターとして信頼できる事業者を選べ

るよう、情報提供の手法を検討する。 

工務店向けの学習会の実施（再掲）・住宅性能表示制度の普及 

・地域の住宅関連産業の健全な発展及び住宅の質の維持向上を図るため、工務店の技術力向上

と住宅設計事業者との連携強化に向け、設計事務所等から講師を招き学習会等を開催する。 

・使用している建材等を明示する住宅性能表示制度の普及・啓発を進める。 

 

③ 高齢者・障害者等の民間住宅への入居支援 
住宅セーフティネットを構築するため、高齢者・障害者等の要配慮者の民間賃貸住宅への入

居を促進するよう、不動産店団体やオーナーとの連携強化を進めます。 

 

入居可能物件情報提供システムの拡充 

・高齢者等が民間賃貸住宅に入居しやすくなるよう、区内不動産店団体の協力により、入居

可能な空室情報の提供を行っている。情報提供率、成約率が年々上昇し、物件情報を提供

する不動産店が増加傾向にあるが、利用予約で利用者が待つ期間が長いことから、今後も

事業の効率化を進めるとともに、不動産店団体へ、臨時窓口の開設日の増加について要請

を進めていく。 

へや探し外出の支援 

・高齢者等が住まいを探すため不動産店を訪問する際に、高齢者等の不安を軽減し、住まい

探しを円滑に進めるため、同行サービスを行っている。不動産店や関係団体への周知徹底

などの課題があるが、賃貸物件情報提供サービスと連携して実施する必要があるため、不

動産店や関係団体へ事業主旨を周知し、利用促進を図る。 

高齢者の入居を拒まない賃貸住宅推進 

・高齢者が入居しやすい民間賃貸住宅のストックを増やすため、バリアフリー・耐震基準な

ど一定の条件を満たした住宅を居住支援住宅として認証している。また、入居者に対して

安否訪問サービスを提供し、オーナーや不動産店の不安軽減を図っている。オーナーや不

動産店、関係団体等への普及・啓発を強化し、認証住宅の確保をより一層進める。 

入居後の安否確認サービスの提供 

・高齢者等が入居している民間賃貸住宅のオーナーや不動産店の不安を軽減し、また高齢者

等の入居及び居住継続を支援するため、定期的な訪問（見守り、声かけ）サービスを行っ

ている。今後もＮＰＯや不動産店団体等と協力して、人材の確保及びサービスの向上を図

っていく。 

保証人のいない方の入居支援の推進 

・保証人がいないため民間賃貸住宅に入居しにくい高齢者等の入居や継続居住を支援するよ

う、保証人に代わる保証会社の金銭保証と保証料の半額助成を行っている。今後とも、高

齢者等の住まい確保は民間ストックを活用する事業が中心となることから、支援内容の一

層の充実を図る。 

高齢者・障害者の権利擁護の推進 

・認知症高齢者や知的障害者など判断力の低下した方の権利を擁護するため、地域福祉権利

擁護事業や成年後見制度の活用を図る。 
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（２） 公的住宅におけるセーフティネット機能の強化 

① 区営・区立住宅等の公平・適正な確保 
区営住宅による低額所得者向け住戸を確保するため、都営住宅の計画的な移管受け入れを推

進するとともに、区営住宅の住居内や入口から玄関までのバリアフリー改修等を進め、住宅セ

ーフティネット機能を強化します。 

また、将来の建替え時には、ユニバーサルデザインに基づく建物とし、福祉施設等を併設し、

継続居住を推進します。 

 

低額所得者向け住宅の確保 

・適切な水準の住宅を自力で確保することが困難な区民の居住を支援するため、住宅セーフ

ティネットの中核となる区営住宅を、住宅に困窮する低額所得者に対し、公平・適正に供

給する。そのため、入居希望者の住宅困窮度を的確に把握する仕組みを検討する。 

・高齢者・障害者等に配慮しつつ、同居者による使用継承の範囲を適正化するなど、適切な

管理を進める。 

高齢者・障害者向け区営住宅の運営           

・区営・区立の高齢者住宅（シルバーピア）と障害者向け住宅の運営を引き続き継続する。 

また、区営住宅における単身障害者の空家募集については、ストックの少ない状況に鑑み、

住宅困窮度などを考慮した募集方法を検討する。 

老朽区営住宅の建替え・都営住宅の移管受け入れ 

・老朽化した区営住宅の建替えも視野に入れ、住宅戸数の増加、バリアフリー化及び公共施

設の合築について検討する。 

・都営住宅の移管を受け入れる際は、住宅に困窮する区民に公平・適正に供給するとともに、

建替えが必要な場合には、住宅戸数の増加やバリアフリー化、区民ニーズの高い福祉施設

等との一体的整備について検討する。 

 

② 区営・区立住宅等の公平・適正な運用 
住宅に困窮する人の受け入れを可能にするために、中堅所得層向け住宅の運用を見直すなど区営

住宅のより公平で適正な運用を進め、公的住宅における住宅セーフティネット機能を強化します。 

 

    中堅所得層向け住宅の役割の見直し 

・高齢者・障害者・ひとり親世帯に加え、多子世帯、ＤＶ被害者など住宅に困窮する事情が

多様化していることから、公的住宅のセーフティネット機能の向上に向けて、中堅所得層

に向けて供給してきたせたがやの家や特定公共賃貸住宅等の公的住宅の役割を見直し、よ

り一層適切な運用を図る。 

収入超過者への対応   

 ・入居収入基準を超える収入超過者は住宅の明渡し努力義務を負うため、これに適正に対応

していく。また、明渡し希望者には都市再生機構、東京都住宅供給公社、都民住宅及びせ

たがやの家等他の公的住宅への入居をあっせんする。 

区営住宅への期限付き入居導入の検討 

・区営住宅の公平な供給及び適正な運営のため、家賃設定の見直しや期限付き入居などによ

り、適切な運用を検討する。 

居住状況に応じた住替えの推進 

・区営住宅において、同居家族の異動などにより居住人員が減少し、家族向け住戸に単身で

入居している場合や、家族が増えて３人以上の世帯が小規模な住戸に居住している場合も

みられる。このような住戸規模と入居人数の不均衡を解消するため、適切な規模の住戸へ

の住替えを促進する。 
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被災者への区営住宅の提供 

     ・火災や水害の被災者の一時的住まいとして、区営住宅の空室の提供を検討する。 

 

③ 公的賃貸住宅に関する情報提供 
区内で住宅を必要としている世帯に対して、区営住宅をはじめ、都営住宅や都民住宅、東京

都住宅供給公社住宅、都市再生機構賃貸住宅等の公的賃貸住宅の情報提供を一層充実させ、住

宅セーフティネット機能を強化します。 

 

・住宅確保要配慮者27の住宅確保について、都市再生機構や東京都住宅供給公社に協力要請

をしていく。 

                             
27 住宅確保要配慮者：低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保

に特に配慮を要する者をいう。 
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基本方針４ 環境に優しく潤いのある住まい・まちづくり 
 

地球温暖化抑制に向け、低炭素社会づくりが世界的に重要な課題となっており、住宅分野において

も環境への負荷を低減することが重要になっています。世田谷区は、住宅都市としての特徴から、CO2

排出量の４割以上を家庭部門が占めており、低炭素社会への移行に向け、この部門の削減が急務とな

っています。 

二重サッシや断熱などの省エネルギー設備の導入、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの利

用、住宅の長寿命化、省エネルギー行動28など環境に配慮した住宅の建設やリフォーム、暮らし方等

を促進します。 

世田谷区の環境の特性でもある「みどりとみず」は、ヒートアイランド現象の緩和等の機能を有す

ることから、緑地協定などを活用した住宅地のみどりの保全・創出と自然の水循環の回復に努め、潤

いある住環境を確保していきます。 

 

 

（１） 環境負荷を抑えた住宅の誘導・住まい方の啓発 

① 省エネルギー関連設備の導入・再生可能エネルギーの利用促進 
高効率給湯器、二重サッシ、複層ガラス等など省エネルギー関連設備の導入や、太陽熱温水

器や太陽光発電機器など、再生可能エネルギーの利用を進め、住宅における環境負荷を軽減し

ます。 

 

住宅への省エネルギー関連設備の導入促進 

・住宅による環境負荷を低減するため、区民、事業者による省エネルギー設備（高効率給湯

器、二重サッシ、複層ガラス等）を普及・啓発する。 

住宅におけるヒートアイランド対策の推進 

・ヒートアイランド対策を推進するため、建築物の屋上又は屋根に高反射率塗料の被覆工事

を実施するよう、建物所有者に対して普及・啓発する。 

公営住宅の省エネルギー化改修・建替え 

・公営住宅の改修・建替えの際は、環境に配慮し、省エネルギー設備などを積極的に導入する。 

住宅での再生可能エネルギーの利用促進 

・住宅による環境負荷を低減するため、区民、事業者による再生可能エネルギーの導入（太

陽熱温水器、太陽光発電機器）を普及・啓発する。 

     ・大規模な住宅団地の開発事業等については、環境基本条例に基づき、事業者に対し環境配

慮を要請した上で、当該事業の「環境計画書」及び「説明会開催状況報告書」の提出を求

めている。 

 

② 環境共生住宅の促進 
断熱性の高い断熱材の活用、緑化、雨水利用、太陽光や風力などの自然エネルギーの利用、

リサイクル資材・建材の利用、通風への配慮など、住宅の環境性能の向上を進めた、環境負荷

の少ない住宅整備を促進します。 

 

環境共生住宅を活用した啓発 

・深沢環境共生住宅は計画的に修繕・維持管理し、環境共生住宅のモデル事業として、見学

の受け入れ及び当住宅を活用した啓発活動を今後も進める。 

 

                             
28 省エネルギー行動：省エネルギー型の家電製品を使用したり、こまめに電気を消したりすることなど。 
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③ 住宅の長寿命化の促進 
耐久性の高い住宅の整備を促進し、建物の長寿命化を進めます。また、持家として取得され

た中古住宅の半数以上が新耐震基準に適合していないことから、耐震改修を促進します。 

 

耐久性に優れた住宅の普及促進 

・ライフスタイルやライフステージの変化に対応し、リフォーム、リノベーションにも柔軟

に対応できるスケルトン・インフィル住宅や長期優良住宅普及促進法に基づく耐久性の高

い住宅について整備を促進するよう、情報提供を進める。 

マンション環境性能表示の推進 

・環境に配慮した良質なマンションの普及に向けて、大規模マンションの新築・増築にあた

って、建物の断熱性、設備の省エネ性、建物の長寿命化、みどりの４項目を３段階で評価

する「東京都マンション環境性能表示制度29」の活用を促進する。 

住宅・建築物の耐震診断、耐震改修の推進（再掲） 

・耐震改修工事等に関する専門家や地域団体、関係事業者団体等との連携により、耐震改修

の一層の啓発及び区が実施する助成制度支援策の周知を図る。 

・住宅・建築物の耐震診断、耐震改修工事に対し、支援助成を実施する。 

・区民の防災対策や意識の向上を図るため、各地域に出向き、住宅の耐震診断・耐震改修な

どの重要性を広く周知していく。 

 

④ 住宅建材のリサイクルの促進 
住宅建設における環境負荷を軽減させるため、材料等のリサイクルへの配慮を進めます。 

 

・建設から廃棄までの住宅のライフサイクルを通じて環境負荷を低減させるよう、「建設リ

サイクル法」の周知徹底により、材料等のリサイクルを推進する。 

 

⑤ 住まいにおける省エネルギー行動の促進 
省エネ家電や省エネ型照明を使用する、太陽光発電機や雨水タンクを設置する、雨水や風呂

の残り湯を打ち水に利用する、あるいは冷暖房を適正な温度に設定する等、区民が日々の住ま

い方や生活習慣を見直し、省エネルギー行動を進めるよう啓発を図ります。 

 

 

                             
29 東京都マンション環境性能表示制度：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条

例）」に基づき、大規模マンションの環境性能に関する情報を、マンションを購入しようとする人に提

供することによって、環境に配慮したマンションを選びやすくする制度。 
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（２） みどりとみずの住まい・まちづくり 

① みどり豊かな住まいづくり 
地区計画・地区街づくり計画・建築協定などを活用し緑地を維持・保全するとともに、環境

基本条例・みどりの基本条例に基づく届出制度及び都市緑地法に基づく緑化地域制度により建

築行為等における緑化を促進し、みどり豊かな住まい・まちをつくります。 

 

地区計画・建築協定等による緑化の推進 

・地区計画制度・地区街づくり計画・街づくり協定・建築協定の各制度を活用し、良好な住

宅地の維持保全等の取り組みを積極的に誘導する。 

既存樹木の保全、屋上緑化・壁面緑化等の普及・啓発 

・接道部分の生垣の造成、屋上緑化や壁面緑化を奨励し、助成等の支援を通じて民有地の緑

化の普及に努める。 

・一定規模以上の建築行為が実施される際には、建築主に対し既存樹木の保全誘導、緑化基

準や適切な緑化について助言や要請を行う。 

みどりの計画書届出制度及び緑化地域制度による緑化の推進 

・世田谷みどり 33 の実現に向け、みどりの基本条例改正により、建築時の敷地内緑化基準

（みどりの計画書の基準）を強化した。また、都市緑地法に基づく緑化地域制度により、

建築確認と緑化を連動させることで、建築に伴う緑化を一層促進する。 

都市緑地法に基づく緑地協定による緑化の推進 

・都市緑地法に基づく緑地協定制度により、住民自身による自主的な緑地保全・緑化を図る

協定の締結を促進する。 

 

② みどりの保全と創出による潤いある住環境の確保 
玉川・砧・烏山地域に多くみられる農地や、多摩川の沿岸と台地との間にみられる国分寺崖

線はまとまった樹林地が連なっており、みどりの多い住宅地を形成しています。これらの農地

や崖線の樹林地を保全し、みどりの多い住宅地を維持していきます。 

 

国分寺崖線保全整備条例等による建築規制及び緑化による国分寺崖線の保全 

・特別緑地保全地区30、市民緑地制度31、特別保護区32、保存樹木・樹林地制度33、小さな森

制度34等の諸制度を活用することにより、国分寺崖線でのまとまった樹林地を保全する。 

・「東京都風致地区条例」「国分寺崖線保全整備条例」「斜面地における建築物の制限に関す

る条例」「みどりの基本条例」及び「風景づくり条例」に基づき、開発時の建築物の規制、

みどりの保全確保を進める。 

公園緑地の整備 

・近隣公園や街区公園の整備を進める。また、これらと公共施設の広場や環境空地などのオ

ープンスペースについて、地域コミュニティを生み出す交流の拠点としての活用を進める。 

                             
30 特別緑地保全地区：都市緑地法に基づく制度で、都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地や、都市の

歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる

緑地が対象となる。 
31 市民緑地制度：都市緑地法に基づく制度で、市街化区域内の一般公開可能な 300 ㎡以上の樹林地、緑

地等が対象となる。 
32 特別保護区：世田谷区みどりの基本条例に基づく制度で、樹林地、水辺地及び動物生息地と一体とな

ったみどりの存する土地で、自然的、社会的条件から特別に保護する必要がある土地が対象となる。 
33 保存樹木・樹林地制度：世田谷区みどりの基本条例に基づく制度で、地上 1.5ｍの高さで幹回り 1.2

ｍ以上の樹木や、1,000 ㎡以上の樹林地などが対象となる。 
34 小さな森制度：（財）世田谷トラストまちづくり独自の制度で、50 ㎡以上の緑地、または緑地にでき

る土地で、一部でも道路に接しているか、公開時に通路を確保できる土地が対象となる。 
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農地の保全 

・農業振興計画に基づき、地元農業の振興を図り、農地の保全を進める。また、「農地保全

方針」に基づき、農地保全重点地区を指定するなど、計画的な農地の保全を図る。 

 

③ 住宅地における自然の水循環の回復 
住宅地への雨水浸透施設の設置や雨水利用、道路の透水性舗装を進めます。 

また水辺の保全・再生を進め、自然の水循環の回復を図ります。 

 

・区民や事業者による雨水浸透ます、雨水タンクなどの設置を支援し、雨水浸透や雨水利用

の普及に努める。 

・道路や公園などへの雨水浸透ます等の設置や、道路や歩道における透水性舗装の推進によ

り、雨水流出抑制や地下水涵養を図る。 

・地下水や湧水の調査などにより水循環の現状把握に努める。 

・地域の水資源を生かし、地域に親しまれ、区民がふれあえる水辺を保全・再生する。 
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基本方針５ みんなで進める愛着のもてる住まい・まちづくり 
 

魅力があり、愛着のもてる住まい・まちづくりを進めるには、区だけでなく、区民・事業者・ＮＰ

Ｏ等との協働が欠かせません。 

このため、区民・ＮＰＯ等の地域の主体的な活動を支援するとともに、地域の健全な住宅関連事業

者を育成し、これらの主体と区との協働を進めます。 

また、増加が見られる空家・空室は、コミュニティ拠点としての利用を図り、新しい住まいづくり

に向けて有効活用していきます。さらに、子育て支援、高齢者や障害者の暮らしの支援を行う場とな

る地域に開かれた住まいづくり（地域共生のいえ）の活用を支援します。 

世田谷区は地域ごとの個性が多様で、豊かなみどり、ゆとりある住宅の敷地、にぎわいのある商店

街など、それぞれに魅力ある住環境が形成されています。これらの魅力を高めるとともに、個性ある

風景を生かした住宅地景観を形成します。 

住民が地域のまちづくりの主要な担い手となれるよう、住まいに関する学習や相談の場により参加

しやすくなる仕組みづくりを進めます。あわせて、区内に住む外国人が増えていることから、外国人

向けに住まいに関する生活関連情報の提供を充実していきます。 

 

 

（１） 区民・事業者・ＮＰＯ等による多様な住まい・まちづくり 

① 区民主体の活動の支援 
区民・ＮＰＯ等の活動が一層活発に行われるよう、専門化派遣や情報提供等の支援を実施し、

協働の取り組みを充実していきます。 

 

地区の街づくりに対する支援制度の推進   

・街づくり条例に基づき、街づくりを行おうとする区民の団体等に対して、街づくり専門家

の派遣や情報提供、技術的支援、費用の助成等の支援を行い、協働を進める。 

・街づくり条例に基づき、地区街づくり協議会に対し、地区街づくり計画や地区街づくり計

画の実現に向けた自主的な街づくり活動に要する経費を助成する。街づくり条例の改正に

併せ助成期間、活動内容の見直しを行い、助成対象となる経費の内容について、より明確

な基準等を設ける。 

・街づくり条例に基づき、地区街づくり協議会設立に向けた準備活動を行う地区街づくり準

備会や、地区街づくり計画の原案作成等を行う地区街づくり協議会等に対して街づくりな

どの専門家を派遣する。 

パートナーシップ型のまちづくり活動の支援 

・協働のまちづくりを推進するため、住まい・まちづくり活動団体に対して、講師派遣、会

議室・資機材の貸し出し、後援名義使用許可等の支援を引き続き行う。 

まちづくりファンド助成事業の支援 

・まちづくりファンド助成事業は、全国に先駆けて始まった市民参加型のファンドである。

資金的に区民主体のまちづくり活動に助成を行うとともに、公開審査方式による助成決定、

学びあい育ちあう場としての運営、区民サポーターによるファンド支援等の運営方法が全

国のモデルともなっており、引き続き今後も支援する。 
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活動団体ネットワーク事業の実施 

・区民主体の活動をさらに活発化させるため、区内の市民活動団体同士の情報交流の機会の

創設や、様々な専門家の協力体制づくりを進める。 

・高齢者や障害者等の住まいの確保、継続居住を支援する事業についての普及・啓発、意見

交換を行うため、居住支援制度サポート研修会を引き続き地域別に実施する。 

・関係団体、ＮＰＯ等が行う住まい・まち学習については、連携が肝要であることから引き

続き後援する。 

・社会福祉協議会が推進する地域支えあい活動（ふれあい・いきいきサロン等）は、年々活

動団体・延べ参加者数が増加しており、引き続き助成を行う。 

 

② 新しい住まいづくりの実現に向けた取り組みへの支援 
コレクティブ住宅・グループリビング、シェアハウスなど、新しい住まいづくりへの試みを

支援していきます。 

 

・コレクティブ住宅やグループリビングなどは、居住者のコミュニティの力を活用し、安心

できる暮らしを主体的につくり出そうとする住み方である。こうした住宅の供給に関わる

ＮＰＯや民間事業者などへの支援について検討を進める。 

 

③ 空家・空室の活用に向けた取り組みへの支援 
空家・空室の増加に対応し、ＮＰＯ・民間事業者と連携しながら、空家・空室の有効活用を

進めます。 

 

シェアハウス・ホームシェア等の推進（再掲） 

・良好な住宅ストックを維持・活用するため、戸建てやマンションの空家や空室をシェアハ

ウスとして活用する方策について検討を進める。 

空家・空室の地域活動活用事業の推進（再掲） 

・ＮＰＯや地域団体による空家・空室を活用した情報交流や相互支援を進めるため、（財）

世田谷トラストまちづくりが行う地域共生のいえ事業等との連携を図る。 
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（２） 地域に開かれた住まいづくりの啓発・誘導 

① 地域に対して開かれた住まいの普及 
区内には、これまで９箇所の「地域共生のいえ」が誕生し、地域の交流やまちづくり活動を

支える場として活用されています。今後も、子育て支援の場、高齢者の集うサロン、子どもの

地域の居場所、近隣の交流の場など、様々な地域のニーズの受け皿となるとともに、地域の新

たな絆を生み出す場として、さらに活用を促進するよう支援を行います。 

地域に開かれた住まい方について、さらに研究・情報提供を進めます。 

 

・塀や垣根はなるべく設置せず、敷地の一部が公共に対して開かれた住まいや、公共の空間

と住宅の間に中間領域のある住まいデザインは、地域コミュニティの活性化や犯罪抑制効

果が期待できるとともに、まち並み形成への効果も期待されるため、こうした住まいの研

究や情報提供を進めていく。同時に、中間領域の利用方法（コミュニティガーデン、ベン

チ設置、子どもの遊び場など多様な利用）についても研究する。 

 

② 隣近所のコミュニケーションの確保 
隣近所との交流や相互支援を促進するよう、地域の人や施設等の資源を活用しながら身近な

地域のコミュニケーションを活性化します。 

 

「地域共生のいえ」等の交流・活動拠点づくり支援 

・地域交流の場として利用されている「地域共生のいえ」の設置をさらに進めるとともに、

交流や活動拠点としての機能を一層充実するよう支援を行う。 

マンション・公営住宅の集会室等の活用促進（再掲） 

・マンションの集会所・集会室、オープンスペースの地域開放など、地域住民による利用を

促進する方策を検討する。 

・シルバーピアの団らん室を有効活用し、区民主体の支えあい活動を支援するとともに、入

居者同士の相互交流及び地域との交流・社会参加を促進する。具体的には、団らん室を社

会福祉協議会に登録している地域の支えあい活動団体 (ミニデイ活動助成団体等）に開放

するなどの方策を検討する。 

街区・路地単位の地域活動の支援 

・街区単位あるいは路地単位でのコミュニケーションを活性化するための地域活動を促進し

ていく。 

安心住宅ネットワークの仕組みづくり 

・安心して生活ができる身近なネットワーク「安心住宅ネットワーク」の仕組みづくりを目

指す。 

・身近な地域の公園が、地域住民の交流や活動の拠点となるよう、支援について検討する。 

 

③ 集合住宅における共用部分の地域開放の促進 
集会所・集会室の利用状況をみると管理組合の利用がほとんどで、地域住民の利用はわずか

となっています。地域コミュニティの形成や支えあいの拠点としての利用を促進します。 

 

公的住宅の地域利用施設との合築 

・都営住宅の移管時の建替え、老朽化した区営住宅の建替えの際には、住戸規模などを適切

に見直すとともに、可能な限り地域利用施設との合築を検討する。 

マンション集会室等の地域開放など支えあいの拠点としての利用の推進 

・マンションの集会室やオープンスペースの地域開放や、ミニデイ活動や地域の支えあい活

動など、支えあいの拠点としての利用方法を検討する。 



 66 

（３） 地域特性に応じた住まい・まちづくり 

① 適切な住環境の維持・創出の誘導 
ゆとりある敷地の細分化を防ぐなど、地域の特性に応じたきめ細かな制度展開を図ることで、

適切で良好な住環境の維持・創出を誘導します。 

 

地区計画による街づくりの推進 

・地区計画制度を活用し、良好な住宅地の維持保全等の取り組みを積極的に誘導するため、

地区街づくり計画・地区計画の策定検討を行う街づくり協議会の活動を支援する。 

具体的には、街づくりに関する情報の提供、技術的な支援を行うとともに、活動経費の一

部助成や専門家を派遣し、支援する。 

低敷地規模制限による住環境の保全 

・世田谷区では、第一種低層及び第二種低層住居専用地域において建ぺい率に応じて敷地面

積の 低限度を定めている。敷地面積の 低限度を指定することにより、日照、通風、防

災などにおける環境の悪化防止を図り、市街地の良好な環境保全を図っていく。 

長期優良住宅認定制度の普及促進 

・良質な住宅を増やし住宅の寿命を長くすることを目的として制定された「長期優良住宅法」

の基準を満たした住宅を長期優良住宅として認定する。 

    街づくり条例による建築構想の調整 

     ・街づくり条例に基づき、建築事業者に建築計画の計画変更可能な段階で、建築構想の届出、

標識の設置、周辺住民への周知・説明会の実施等を義務付けている。また、周辺住民から

意見交換会の開催の求めがあった場合は、区が必要に応じて意見交換会を開催し、街づく

りの方針等に基づき、周辺住民と建築事業者の建築構想段階での合意を目指し調整を行う。 

住環境整備条例によるワンルームマンション等の指導の推進 

・住環境整備条例に基づき、ワンルームマンションの建築において 低住戸面積の確保、管

理人室の設置、管理基準の定め等、求められる内容を定め、近隣住宅とのトラブルを未然

に防止している。 

 

② 地域ごとの個性ある景観・環境づくり 
区内にはそれぞれ魅力的な住環境が形成されています。今後も地域の個性的で魅力のある景

観や環境を保全・創出し、区民が愛着をもてる地域ごとの街づくりに努めます。また、区民に

よる風景づくりや環境の保全・創出活動を積極的に支援します。 

 

・一定規模以上の建築行為などは、景観法の規定に基づく届出制度により誘導を図り、良好  

な住環境を形成していく。 

・地域風景資産の選定や界わい宣言の登録等、区民の風景づくり活動を支援し、区民の身近

にある風景を大切にすることで地域の個性ある風景づくりを進めていく。 

・街づくり条例に基づく区民街づくり協定の登録制度により、良好な環境を自主的に保全・

創出することを目的とした、区民等による地域の街づくりを支援していく。 
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（４） 住まいに関わる情報提供・教育・相談体制の充実 

① 情報ネットワークづくり 
区民主体の住まいづくりを進めるために、住まいに関する情報を適切に提供します。また、

インターネットを利用した情報提供を拡充していきます。 

 

住まいに関する情報ワンストップサービスの推進 

・今後も、区民が求める住まいに関する総合的な情報提供と、各種住宅専門相談の機会の提供

を充実するとともに、住まいづくりに関する専門家・事業者のネットワーク化を推進する。 

・高齢者・障害者等要配慮者に対するセーフティネット機能を果たすとともに、住まいに関

するワンストップでの情報提供を行っていく。 

活動団体ネットワーク事業の実施（再掲） 

・区民主体の活動をさらに活発化させるため、区内の市民活動団体同士の情報交流の機会の

創設や、様々な専門家の協力体制づくりを進める。 

・高齢者や障害者等の住まいの確保、継続居住を支援する事業についての普及・啓発、意見

交換を行うため、居住支援制度サポート研修会を引き続き地域別に実施する。 

・関係団体、ＮＰＯ等が行う住まい・まち学習については、連携が肝要であることから引き

続き後援する。 

・社会福祉協議会が推進する地域支えあい活動（ふれあい・いきいきサロン等）は、年々活

動団体・延べ参加者数が増加しており、引き続き助成を行う。 

ホームページ等による情報提供              

・区民・事業者に対して、住まいに関する行政施策や制度（住まいサポートセンター事業、

イベント）について的確に情報提供するため、「じゅうフォメーション・せたがや」の作

成やホームページの改善、多種多様な媒体を活用した情報提供を進める。さらに双方向に

情報を交流できるシステムの整備を検討する。 

各種住宅関連講座の実施 

・分譲マンションの適正な維持管理を図るために、管理組合や居住者による自主的な活動の

促進が必要であることから、マンション管理士団体との協働で、講座や相談会にて 新の

情報を提供するとともに、管理組合相互の交流が活発化するよう支援していく。 

・住まい・まち学習の一環として、ユニバーサルデザインの普及・啓発を図るため、事業者、

ＮＰＯ等との連携を進め、計画的に講座・研修会を開催する。その際、区民参加促進のた

め開催方法を工夫しながら進める。また、信頼できる事業者情報の提供手法を検討する。 

・住まいに関する総合啓発事業は、住まいに関する正しい情報提供と学習機会の場として引

き続き開催していく。 

 

② 住まい・まちづくり学習機会の充実 
区民主体の住まい・まちづくりを進めるために、住まいに関する学習の機会を提供し、これ

を支える人材を育成します。また、住まいに関わるトラブルを防止するための啓発を行います。 

さらに日本の文化に不慣れな外国人の区民が地域で近隣住民とよりよい関係を築けるよう

支援します。 

 

住まい・まちづくりに関わる学習機会の充実 

・従来から開催している住まいに関するイベントは、体験的に情報を獲得でき学習効果が高

いと考えられることから、区民参加の住まいづくりを推進する重要なツールとして活用し

ていく。 

・不動産店団体が実施する不動産契約に関する講演や相談会に対しては、引き続き区が後援

し、企画に対しての助言や広報等のＰＲ協力をしていく。 
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・高齢化の進展により、住み続けるためのバリアフリー改修やユニバーサルデザインの住ま

いづくりについての普及・啓発が重要となっている。区民・住宅関連事業者がユニバーサ

ルデザインの正しい知識や、ユニバーサルデザイン推進条例・整備基準などについての理

解を深められるよう、事業者、ＮＰＯ、関係団体との連携や協力を得て、講座や研修会を

計画的に開催する。 

・親子向けの事業は、参加者からも高い評価を得ていることから、引き続き住まい・まち学

習の体系の中で、小中学生向けの事業として取り組んでいく。内容は随時見直し、学習効

果の高いテーマを取り上げていく。開催にあたっては、事業者団体やＮＰＯ等の協力を得

ながら進める。あわせて、若者の意見を取り入れる場づくりを進める。 

地域コーディネーターの養成 

・協働のまちづくりを推進するためには、地域コーディネーターの養成が重要であることか

ら、実践経験とスキルアップを目的とした（財）世田谷トラストまちづくりの事業として

の講座や講習会を、内容の充実を図りながら引き続き開催していく。 

大学との連携による住まい・まち学習 

・区内の大学と連携し、区民向けの講座や学習会を開催していく。 

トラブル防止のための啓発活動の実施 

・ごみ出しマナーや近隣騒音等による近隣トラブルを防止し、良好な近隣関係が形成できる

よう、居住マナーの普及・啓発を一層進める。 

・個人住宅において、建築後の違反増改築が多いため、取締りを強化していく。 

外国人向けの支援活動の拡充 

・ごみ出しルールなど、日常生活における基礎知識の講習会等の開催やパンフレットの配布

などにより、文化の違いによる近隣トラブルを未然に防止する。 

・外国人や視覚障害者用のパンフレットを作成するなど、公的住宅入居に関する情報提供の

改善を図る。 

・英語・中国語・ハングルの３ヶ国語での外国人向けの日常生活や区政に関する相談・情報

提供などを行っていく。 

・東京都国際交流委員会・東京外国人支援ネットワークが主催となり、日本に住む外国人の

ために、各種相談会を無料で行っている。ビザ・在留資格、国際結婚・離婚、事故などの

法律相談、賃金、解雇などの労働についての相談、健康保険・失業保険・年金などの相談、

教育や進学の相談、買い物や契約のトラブル、住まいの困りごと、その他の悩み相談に通

訳ボランティアと専門家が対応していることから、これらの相談の活用について情報提供

を行う。 

 

③ 相談体制の充実と住まいに関する専門家等との連携 
専門家等と連携し、区民向けの各種講座や相談体制を充実します。 

 

・分譲マンションの適正な維持管理を図るためには管理組合や居住者による自主的な活動の

促進が必要であることから、マンション管理士団体との協働で開催する講座や相談会にお

いて 新の情報を提供するとともに、管理組合相互の交流が活発化するよう支援していく。 

・不動産店団体が自主的に実施する不動産契約に関する講演や相談会については、区が後援

し、引き続き企画に対しての助言や広報等のＰＲ協力をしていく。 

・不動産相談は、宅地建物取引業協会世田谷区支部が、毎月第３土曜日に支部事務所におい

て不動産相談窓口を開設する事業である。休日の専門家による不動産相談であることから、

利用者の利便性向上につながるため、引き続き広報・ＰＲに協力し、支援していく。 

・住宅まちづくり総合相談は、住まいに関する専門家による相談の場を提供する事業である。

利用実績の少ないマンション相談（一級建築士）の利用率向上と一層の普及・啓発を進め

るとともに、利用者の利便性を高めるため、休日相談の機会の充実に努める。  
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第５章 重点プロジェクト 
 

 

第４章では今後の概ね 10 年間の取り組みとなる５つの基本方針とそれに基づく 16 の基本施策を示

したが、多様な住宅ニーズに応えるためには、一層の取り組みが求められる。なかでも、区民の安全・

安心な住まいづくりに対して与える影響が大きな重要な課題には重点的に取り組む必要がある。 

特に今後はひとり暮らし高齢者の増加が見込まれており、それに対応して地域ぐるみで高齢者の

居住継続を支援する仕組みづくりが求められている。 

また、今後築年数が 30 年を超える分譲マンションが急増することから、適切な維持管理を支援す

ることが重要となっている。あわせて、世帯人員の減少等から空家や空室が発生している住宅資産

の有効な活用方策も求められている。 

さらに、区民が良質な住宅を確保できるよう、地域の住宅関連事業者と連携して情報提供を進めて

いくことも必要となっている。 

そのほか、住宅における環境配慮により低炭素型の住まいづくりを進めることも重要となっている。 

ここに示した５つの課題については、今後５年間で着手し、特に重点的に取り組む必要があるため、

それぞれの課題解決に向けた取り組みを「重点プロジェクト」として位置づけ、具体的な内容を次ペ

ージ以降に示す。 

これらのプロジェクトは地域の住民、マンション管理士団体、ＮＰＯ、地域の住宅関連事業者など

をはじめとして、様々な主体との連携・協働により展開していく。 
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１ 高齢者の居住支援プロジェクト／区営住宅の高齢者見守りネットワーク化支援  

世田谷区の高齢化率は、平成 22 年 10 月現在 18.6％だが、区営住宅（シルバーピア除く）におい

ては、入退居が少なく子どもは成人すると独立することが多いことから、高齢化率は最も高い所で

59％、平均すると 35％となっている。また、居住者のうち高齢者単身世帯及び高齢者のみ世帯は 379

戸あり、全戸数の 38％を占めている。これらの世帯では年齢が高くなるほど、孤立や認知症、生活

能力の低下などの危険性が高くなっている。また、区営住宅では、階段室清掃や住宅内の低木植栽

の手入れを自治会で行うことになっているが、高齢化が進展したことから、自治会機能が低下して、

清掃活動ができなくなるばかりでなく、隣近所同士による日常的な助け合いができなくなりつつあ

る現状がある。 

このため、現在、実施している区営住宅を管理する指定管理者による見守りサポート事業に加え、

区営住宅（シルバーピア除く）に居住する高齢者のみ世帯の継続居住を支える仕組みづくりを、居

住者（自治会）、ボランティア、ＮＰＯやあんしんすこやかセンターをはじめとする福祉領域と連携

して進めていく。 

また、将来は見守り対象を区営住宅の居住者ばかりでなく、他の公的住宅に居住する高齢者や区

営住宅周辺地区に居住するひとり暮らしの高齢者へ拡大するため、区営住宅等の集会室や空室を地

域の見守りの拠点となる福祉施設等として活用することも視野に入れて検討を進める。 

 

●プロジェクトのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区の取り組み 

・区営住宅自治会と関係団体等による見守りネットワーク化の仕組みづくりを進める。 

・区営住宅居住者情報の管理を行う。 

・あんしんすこやかセンター等と連携して、地域での見守りを強化する。 

福祉と連携した区営住宅に居住する高齢者の見守り 

地域におけるひとり暮らし高齢者の 

継続居住支援へ拡大 

高齢者世帯 

公的賃貸住宅の 
建替え等と併せた 
福祉施設等の整備 

民生委員 

あんしんすこやか 
センター 

親族・友人 

ボランティア 
ＮＰＯ 

医療機関 

指定管理者 

公的団地自治会 
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２ マンション維持管理支援プロジェクト／分譲マンションの維持管理支援 

分譲マンションは、都市型の住まい方として広く受け入れられているが、区内の築年数 30年を超え

るマンションは、今後 10年間で約 600 件、約 22,000 戸から約 1,400 件、約 43,000 戸へと倍増する。 

これらのマンションでは、居住者の高齢化、修繕資金不足、賃貸化の進行などの理由から、区分

所有者間の合意形成や管理組合の運営が難しくなっている。特に区内に多い小規模マンションでは、

マンパワー不足や財政基盤が脆弱であることから事態はより深刻である。このため、管理組合に対

して一層の支援が必要となっている。 

これまで実施しているマンション相談、マンション管理講座等に加えて、個々の管理組合の相互

の交流と情報交換の円滑化を図るため、新たに（仮称）分譲マンション管理組合連絡協議会の設立

を支援し、管理組合間のネットワーク化を図る。 

 

●プロジェクトのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区の取り組み 

・マンション管理組合間のネットワーク化の仕組みづくりを支援するとともに、マンション居住に関

わる基本的な知識を得る機会を設けるため、世田谷区マンション管理士団体連絡協議会、（財）東京

都防災・建築まちづくりセンター、（財）マンション管理センター及びＮＰＯ等と連携して、マンシ

ョン管理講座や相談会を開催する。 

・分譲マンション管理組合等へ参加を呼びかけるとともに必要な要綱等を定め、マンション管理組合

の連絡窓口の把握を進める。 

マンション

管理組合（居住者）の連絡協議会 

（財）マンション
管理センター 

（財）東京都防災・
建築まちづくりセンター

世田谷区住まい
サポートセンター 

マンション管理講座 

マンション相談 

耐震診断・改修工事助成 

耐震改修アドバイザー派遣 

マンション管理セミナー 

マンション管理組合相談 

マンション管理サポートネット

マンションみらいネット 

分譲マンション専門相談 

分譲マンションアドバイザー派遣

マンション改修工事助成 

世田谷区マンション管理士団体連絡協議会 

マンション管理士の活用支援 

マンション

マンション マンション 

マンション
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３ 住宅資産活用プロジェクト／ＮＰＯと連携したホームシェア等の推進 

世田谷区では他区と比較して住宅や土地の資産価値が高い特性がありながら、高齢化や世帯人員

の減少等に伴い、空家・空室となっている住宅も少なくないことから、住宅資産の有効活用が求め

られている。 

そのため、高齢者等が所有する空家・空室の賃貸化などの住宅資産活用を促進するほか、ＮＰＯ

が仲介を行い若者・中高年の単身者等へ賃貸借を行う「ホームシェア」事業を行う。 

これにより、住宅資産の有効活用を進めるとともに、同居者によって高齢者の見守り機能を発揮す

ることが期待される。 

あわせて、空家や空室を地域の公益的かつ非営利なまちづくり活動の場とする「地域共生のいえ」

制度を活用して、子育て中の親同士の交流の場を創出したり、高齢者や障害者の暮らしを支える場

として活用するなど、子育て支援や高齢者・障害者支援等地域の絆の育成への活用も進める。 

 

●プロジェクトのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区の取り組み 

・空家・空室の実態把握に努めるとともに、実態に即した活用方策を家主へ情報提供する。 

・良好な住宅ストックを維持・活用するため、戸建ての空家をシェアハウスとして単身世帯に貸し出

すための方策について検討を進める。 

・賃貸化にあたり改修費等が必要になる際は、リバース・モーゲージの活用等について家主に情報提

供する。 

・ホームシェア事業のメリットや具体的な事例等の情報を積極的に区民等へ提供する。 

・ホームシェア事業における単身者の募集等においては地元大学の協力を得るなどＮＰＯを支援する。 

 

 
空家・空室の発生

空家・空室の賃貸 

住居を必要
とする世帯 

空室のホームシェア 

同居者による 

高齢者の見守り 

空家のホームシェア

居住者同士の 

交流を推進 

子育て支援、 

高齢者・障害者

支援等への活用

子育て中の
親同士の交流

ＮＰＯ、不動産関連団体等によるマッチング 

住宅を所有 

する高齢者

単身者 

単身者 単身者

単身者 

単身者

住宅を所有

する高齢者等

単身者
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４ 住宅関連情報提供プロジェクト／ 
履歴情報、性能表示等良質な住宅確保に向けた情報提供 

区民が安心して暮らせる良質な住宅確保を進めるためには、住宅の建設等にとどまらず、住宅性

能表示、住宅ストックに関するリフォーム・リノベーションの履歴情報の活用等、地域の住宅関連

事業者と連携した取り組みが重要となっている。 

そのため、工務店の技術力向上と住宅設計事業者との連携強化を図る学習会・交流会を開催すると

ともに、学習会等に参加した優良な事業者等の情報提供を行う。 

また、個人資産であると同時に社会的資産でもある住宅の質を維持していくため、国が推進してい

る住宅履歴情報の蓄積・活用の仕組みについて、区民が十分活用できるよう普及・啓発を進める。こ

れらを進めることにより、既存住宅の適切な維持管理を促進するとともに、区民が住宅を売買する際

に中古住宅の性能やリフォーム・リノベーションの状況をより適正に評価できるようにし、区民の良

質な住宅確保を支援する。 

 

●プロジェクトのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区の取り組み 

・地域の住宅関連産業の健全な発展及び住宅の質の維持向上を図るため、工務店の技術力向上と住宅

設計事業者との連携強化に向け、設計事務所等から講師を招く学習会・交流会の開催について検討

する。 

・区民がホームドクターとして信頼できる事業者を選べるよう、世田谷区住宅相談連絡協議会の登録

事業者の情報を活用した情報の提供手法を検討する。 

・区民が住宅を売買する際に中古住宅の性能やリノベーションの状況をより適正に評価できるよう、

住宅の履歴情報の蓄積・活用の仕組みについて区民に普及・啓発を行う。 

 

２．住宅履歴情報の蓄積・活用 １．優良な事業者情報の提供

中古住宅 

購入希望者

住宅履歴情報

サービス機関

事業者情報の流れ 

住宅履歴情報の流れ 

新築
時の
情報 

保守 
時の 
情報 

ﾘﾌｫｰﾑ
時の 
情報 

事業者 

設計事業者 工務店

世田谷区 

世田谷区住宅 
相談連絡 
協議会 

住まいサポート 
センター 

住宅所有者

不動産 

事業者 
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５ 環境配慮住宅推進プロジェクト／ 

住宅の長寿命化、省エネ、緑化、雨水利用による環境配慮住宅の促進 

世田谷区内の CO2 排出量の 40％以上を占める家庭部門での排出量削減を進めるためには、日々の

暮らしをエコなスタイルに変えていくとともに住宅の省エネ性能を高める「省エネ化」を進めるこ

とが重要である。 

そのため、区民一人ひとりが自らのエネルギー消費動向を把握し、どのくらい CO2を排出している

かを知る「見える化」を積極的に推進するとともに、省エネルギーによる経済的なメリットについ

ても普及・啓発を進め、住宅の省エネ化を推進する。 

また、世田谷区の環境の特性でもある「みどりとみず」を生かし、区内のみどり率向上を図り、

平成 44（2032）年の 33％達成に向け、「みどりの計画書」届出制度をはじめとした様々な緑化制度

を活用して緑化等を推進する。 

 

●プロジェクトのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●区の取り組み 

・深沢環境共生住宅は計画的に修繕・維持管理し、環境共生住宅のモデル事業として、見学の受け入

れ、啓発活動を今後も進める。それと同時に諸課題を整理、検討し、環境学習等に活用していく。 

・長期優良住宅や建設リサイクル法の普及・啓発を進め、住宅の長寿命化、住宅建材のリサイクルを

促進する。 

・省エネ機器の費用や効果、技術開発の動向等について、広報紙やイベント等を通じた積極的な周知

を行う。 

・住宅の省エネ改修や省エネ機器に関する国や都等の補助制度について周知に努める。 

・みどりの計画書届出制度及び緑化地域制度により、建築等に伴う緑化を促進する。 

・保存樹木制度による既存樹木の保全支援、樹木の移植助成及び樹木の伐採届制度による樹木保全の

誘導等を行う。 

・生垣・花壇助成、屋上・壁面緑化助成制度により、区民の自主的な緑化を支援する。 

・雨水浸透施設・雨水タンク設置助成制度により、自然の水循環の回復を図り、雨水利用を支援する。 

環境に配慮した 

住宅づくり／住まい方

省エネルギーの促進 

・断熱、省エネ家電、太陽光
発電の促進等 

CO2の見える化 

・省エネナビ 

・CO2ダイエット宣言等 

住宅の長寿命化 

・長期優良住宅の普及・啓発
・マンション環境性能表示の 
推進等 

住宅建材のリサイクル 

・建設リサイクル法の周知 

徹底等 

みどり豊かな住まいづくり

・生垣・花壇、屋上・壁面緑化
助成 

・みどりの計画書、保存樹木制
度の推進等 

自然の水循環の回復 

・雨水浸透施設、雨水タンク 

設置助成等 
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第６章 街づくりの取り組み 
 

 

１ 住宅地整備方針 

（１） 住宅地整備方針の考え方 

 地区の特性に応じ、適切に住宅を誘導し、住環境の整備を行うため、既定の都市計画や市街地の状

況を勘案し、基調となる住宅地を類型化し類型ごとの整備方針を示す。 

 住宅地の類型化は、原則として世田谷区都市整備方針（「世田谷区の都市整備に関する基本的な方

針」平成７年４月策定・平成17年４月見直し）における「地域整備方針」の「土地利用構想図」と「市

街地整備の方針図」に基づいて行い、以下のような25種類に区分している。 

 なお、地域ごとに市街地整備の方針図の区分の仕方は異なるが、ここでは６つの整備方策に統一する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○整備方策の類型について 

街並み（建物・敷地）改善の必要性  

エ．再開発・一体的

改善の必要性大 

オ．個別改善（部分

的な改善）が必要

カ．整備の必要

性小 

ア．面的整備の必要

性大 

Ｆ．再整備地区 Ｄ．基盤整備地区  

イ．個別改善（部分

的な改善）が必要

Ｅ．市街地改善地区 Ｃ．基盤改善地区 

基
盤
整
備
の
必
要
性

ウ．面的整備の必要

性小 

 Ｂ．街並み改善 

・誘導地区 

Ａ．街並み保全

地区 

 

○土地利用区分について 

地域整備方針の土地利用区分 住宅地整備方針の土地利用区分 

農住地区 農住地区 

低層戸建住宅地区/低層戸建･集合住宅地区 低層戸建住宅地区 

低中層住宅地区 低中層住宅地区 

中層住宅地区 中層住宅地区 

商業拠点地区 
生活拠点地区 

近隣商店街地区 
近隣商店街地区 

幹線沿道市街地地区 
沿道住商共存地区 

地区幹線沿道住宅商業・業務共存地区 
沿道業務地区 

沿道 

市街地 

都市型産業地区 都市型産業地区 

住宅団地 住宅団地 

公益施設 公園緑地/公益施設/開発調整地区 
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（２） 住宅地の類型別整備方針 

 

① 農住地区 

 

将来イメージ 地区によって低層、低中層あるいは中層の住宅が保全農地や屋敷林、樹林地と

調和して建ち並び、緑豊かな田園環境を形成する地区である。住宅の敷地はゆ

とりある大きさで、建物の周囲の緑も豊かである。 

 

 

ア．農住街並み誘導地区 

 基盤整備が進行中または完了しており、低層あるいは低中層の戸建、集合住宅が散在するなか

に、農地や未利用地を多く残している地区。地区計画は緑地協定等により、敷地内のオープンス

ペースの確保や緑化を進めるとともに、良好な集合住宅の建設を誘導する。 

 

イ．農住基盤改善地区 

 基盤整備が行われず、低層の戸建、集合住宅が建ち並ぶなかに、一部農地や未利用地を残して

いる地区。農地を保全しつつ、狭あい道路の拡幅や公園の設置といった基盤の改善を進めるとと

もに、新築等の際に敷地内のオープンスペースの確保や緑化を進める。地区計画、道路事業、街

並み環境整備事業、緑化協定などの手法に併せて、公的住宅建設の手法を活用し、良好な集合住

宅の建設を誘導する。 

 

ウ．農緑地保全型基盤整備地区 

 基盤整備が行われておらず、低層の戸建、集合住宅が散在するなかに、農地や低未利用地を多

く残している地区。土地区画整理事業や地区計画等の手法により、基盤整備と併せて農地の集合

化や道路沿道の緑化、良好な街並みの誘導を推進する。また、公的住宅建設の手法を活用し、良

好な集合住宅の建設を誘導する。 

 

セ．寺町保全地区 

 基盤整備が行われていないものの、多数の寺院が集積した地区で、低層の戸建住宅や運動施設

などと共存して、緑の多い良好な街並みが形成されている地区である。地区計画や緑地協定等に

より敷地内緑地の保全を図るとともに、狭あい道路の拡幅に併せた沿道の緑化を推進し、さらに

良好な住環境の形成を図る。 
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② 低層戸建住宅地区 

 

将来イメージ 低層の戸建住宅と集合住宅が調和して共存する住宅地。 

住宅の敷地は比較的ゆとりある大きさで、道路沿道の緑が豊かである。 

 

 

エ．低層戸建住宅主体街並み保全地区 

 基盤は概ね整備され、戸建住宅を主体とした、緑の多い良好な住環境が維持されている地区。

敷地の細分化やミニ開発を防止し、保全型地区計画や緑地協定の活用により良好な環境を将来に

わたり保全していく。 

 

オ．低層戸建住宅主体街並み改善・誘導地区 

 基盤は概ね整備されているが、戸建住宅や集合住宅の比較的密度の高い街並みが形成されてい

る地区。個別の更新により住宅の規模の大型化や戸建住宅の集合住宅化が進み、密度が高まる傾

向にあることから、地区計画や緑地協定により隣接建物間の協調化や建物周辺の空地の確保、緑

化を進め、街並みの改善を誘導する。 

 

カ．低層戸建住宅主体基盤改善地区 

 基盤改善が行われておらず、狭あい道路や行き止まり道路が多いなかに、低層の戸建住宅、集

合住宅が建ち並んでいる地区。木造賃貸住宅が集合した地区では、道路等の整備に併せて共同建

替えや協調建替えを推進する。また、比較的敷地にゆとりのある住宅地では、狭あい道路の拡幅

等を進めつつ、地区計画や緑化協定により沿道の緑化や敷地細分化の防止策等を講じる。 

 

キ．低層戸建住宅主体基盤整備地区 

 基盤整備が行われておらず、低層の戸建住宅、集合住宅が建ち並ぶなかに、未利用地を比較的

多く残している地区。土地区画整理事業により面的な基盤整備を進めるとともに、地区計画や緑

化協定の活用により道路沿道の緑化、良好な街並みや集合住宅を誘導する。 
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③ 低中層住宅地区 

 

将来イメージ 低層及び低中層の戸建住宅及び集合住宅が建ち並ぶ地区。低層と低中層の環境

上の影響に配慮し、協調化や適切な隣棟間隔の確保等が図られている。 

 

 

ク．低中層・中層住宅主体街並み保全地区 

 基盤整備が行われており、低層及び低中層の集合住宅を主体として、オープンスペースが十分

確保された、緑の多い良好な住宅地が形成されている地区。地区計画や緑地協定により、敷地内

の緑化を保全するとともに、建替えによる中高層化の防止等住環境の保全策を講じる。 

 

ケ．低中層住宅主体街並み改善・誘導地区 

 基盤は概ね整備されている地区で、低層の戸建住宅、集合住宅を主体として、幹線道路に近い

部分など一部に低中層の集合住宅が共存している地区。２階建てから３階建てへ、戸建住宅から

集合住宅へといった更新が進行している地区であり、更新に伴う住環境の悪化を防止するととも

に、敷地内の緑化など街並みの改善を推進する。 

 

コ．低中層住宅主体基盤改善地区 

 基盤整備が行われておらず、低層の戸建住宅、集合住宅を主体として、道路の沿道などに低中

層の集合住宅が共存している地区。低層住宅地はかなり密度が高く、一部に木造賃貸住宅の密集

地区も存在している。地区全体としては、狭あい道路の整備等とともに、住宅更新にあたっての

低層住宅と低中層住宅の調和に十分配慮する必要がある。木造賃貸住宅の密集地区においては、

住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備型）や地区計画等の活用により、道路等の整備に併せ

て共同建替えや協調建替えを推進する。 

 

サ．低中層住宅主体基盤整備地区 

 基盤整備が行われておらず、低層の戸建住宅、集合住宅のなかに、空地や未利用地が比較的多

く残っており、道路の沿道などには低中層の集合住宅が共存している地区。未利用地の多い地区

での小規模な土地区画整理事業により、住宅建設に先行して基盤整備を進めるとともに、地区計

画や緑地協定の活用に道路沿道の緑化、良好な街並みの誘導を推進する。 
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④ 中層住宅地区 

 

将来イメージ 低層から中層の戸建住宅及び集合住宅が建ち並ぶ住宅地。低層と中層が隣接

する地区等では、環境上の影響に配慮し、協調化や適切な隣棟間隔の確保等

が図られている。 

 

 

シ．中層住宅主体街並み改善・誘導地区 

 概ね基盤整備が行われた住宅地で、低層、低中層を主体として、一部中層の住宅が共存してい

る地区。土地区画整理事業が完了した地区で、低層住宅や未利用地の多い住宅地も存在する。中

層の集合住宅の新築や、２階建てから３階建てへ、戸建住宅から集合住宅へといった更新が進行

している地区であり、更新に伴う住環境の悪化を防止するとともに、敷地内の緑化など街並みの

改善を推進する。 

 

ス．中層住宅主体基盤改善地区 

 基盤整備が行われていない住宅地で、低層住宅を主体として一部低中層や中層の住宅が共存し

ている住宅地と、低中層や中層住宅主体のなかに一部低層住宅が共存している地区がある。駅や

幹線道路の近くなど比較的利便性が高い地区であり、基盤の条件が整えば、住宅の更新が比較的

早いピッチで進む地区である。住宅市街地総合整備事業等の活用により区画道路等の整備に併せ

て共同建替えや協調建替えを推進し、また、住宅更新にあたっての低層住宅と低中層住宅の調和

に十分配慮する。 

 

ソ．中層住宅主体市街地改善地区 

 基盤整備が行われておらず、低層住宅を主体として、低中層、中層の住宅が共存している住宅

地。低層住宅地の密度が高く、密集住宅市街地の多くがこの類型に該当している。密集住宅市街

地においては、住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備型）や地区計画等の活用により、道路

等の整備に併せて共同建替えや協調建替えを推進する。 
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⑤ 生活拠点地区 

 

将来イメージ 駅周辺の商業地等で、商業専用の建物とともに低層階を商業施設に、上層階を

住宅にした住商共存の建物が建ち並ぶ地区。 

 

 

タ．生活拠点街並み改善地区 

 概ね基盤整備は行われている地区と、一部幅員の不十分な道路のある地区があり、生活拠点と

しての機能はある程度揃っているものの、建築物の状態や街並みとしてはさらに改善の必要があ

る地区である。全体的に建築物についての景観面のコントロールを行うととともに、一部の地区

では共同建替えや不燃化等を誘導する。 

 

チ．生活拠点市街地改善地区 

 道路や駅前広場等について、部分的な拡充等が必要とされており、建物としては小規模な非耐

火建築物等が建ち並んでいる地区である。基盤整備に併せて優良建築物等整備事業等の活用が可

能な場合には、基盤整備を必要としない部分についても協調建替えや不燃化等を誘導する。また

周辺に木造賃貸住宅の密集地区を抱える拠点地区では、住宅市街地総合整備事業（密集市街地整

備型）などの活用により、基盤と建築物の改善を進める。 

 

ツ．生活拠点再整備地区 

 生活拠点として位置づけられるものの、基盤整備が行われていないことなどから、その役割を

十分に発揮していない地区。道路や駅前広場等の基盤を面的に整備するとともに、市街地再開発

事業や優良建築物等整備事業等の活用が可能な場合は、再開発や共同建替え等を一体的に進める。

良好な住環境が確保できる可能性のある街区においては、積極的に住宅を導入するように誘導す

る。 

 



 81 

⑥ 都市型産業地区 

 

将来イメージ 都市型産業専用の建物とともに、低層階を都市型産業に上層階を集合住宅に利

用した複合建築物や集合住宅が建ち並ぶ地区。都市型産業と住宅の両者の環境

に配慮して、街区による棲み分け等が行われている。 

 

 

テ．都市型産業街並み改善・誘導地区 

 概ねの基盤整備が行われており、中小規模の工場や業務施設と戸建住宅や集合住宅、店舗併用

住宅が混在した地区。都市型産業の基盤としての拡充と、住宅と都市型産業の共存の面での改善

が必要とされている。道路やオープンスペースの整備を進めるとともに、地区計画等を活用して

街区ごとの建物用途の規制や、建築物の共同建替えや協調建替えを推進し、住宅と都市型産業双

方の環境条件の改善を図る。 

 

ト．都市型産業市街地改善地区 

 基盤整備が行われていないところに、比較的規模の大きい業務施設や工場と低中層の集合住宅、

小規模な専用住宅や木造賃貸住宅が混在した地区。道路やオープンスペースの整備と併せて、建

築物の不燃化や優良建築物等整備事業を活用した建築物と街区の一体的整備を図る。 

 

⑦ 近隣商店街地区 

 

将来イメージ 路線型の商業地で、低層階を商業施設に利用した店舗併用住宅や集合住宅との

複合建築物が建ち並ぶ地区。 

 

 

ナ．近隣商店街地区 

 主として路線型の商業地で、幅員の十分な道路の場合と幅員の不十分な道路の商業地の場合と

がある。前者の場合は、主として商業地としての街並みを揃えるため景観面の規制や１階部分で

の住宅利用の規制などが必要となる。後者の場合は、それとともに歩行者空間の充実等の面から

道路の拡幅が必要な場合が多く、地区計画の活用等により建替えの際のセットバックを誘導し、

併せて不燃化、共同化の推進を図る。 
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⑧ 沿道市街地 

 

整備イメージ 路側歩道が整備された道路に沿って、商業・業務専用の建物とともに低層階を商

業・業務施設に上層階を住宅にした住宅・商業・業務共存の建物が建ち並ぶ地区。 

 

 

ニ．沿道業務地区 

 主要な幹線道路の沿道で、商業・業務専用の建物や店舗併用住宅、戸建住宅、集合住宅が建ち

並ぶ地区。騒音や振動等が住宅に与える影響が大きいことから、不燃化や共同化により既存住宅

の改善、建替え等を推進しつつ、新規の導入機能としては主として商業・業務施設等を誘導する

地区。 

 

ヌ．沿道住商共存地区 

 地区幹線道路等の沿道で、商業・業務専用の建物や店舗併用住宅、戸建住宅、集合住宅が建ち

並ぶ地区。非耐火建築物の建替えを促進し、共同化や協調化により低層階に商業・業務施設、上

層階に集合住宅を配置した複合建築物を誘導する。 

 

⑨ 住宅団地 

 

ネ．住宅団地地区 

 今後、建替えを行う団地においては、地域の街づくり計画との整合性を十分に図り、かつ高齢

者向け住宅の建設や環境共生型住宅の導入など区の施策に寄与する住宅建設等を併せた更新を

推進する。また、従前居住者の居住継続に配慮し、賃貸住宅における充実した家賃対策の実施等

を事業者へ要請する。 

 

⑩ 公共公益施設等 

 

ノ．公園緑地、公共公益施設、開発調整地区 

 公園緑地、公共公益施設については、現状の利用を維持するとともに、改修や建替えにあたっ

て、周辺の基盤の充実や街並みとの調和に十分配慮する。 
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［世田谷地域住宅地整備方針］ 
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［北沢地域住宅地整備方針］ 
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［玉川地域住宅地整備方針］ 
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［砧地域住宅地整備方針］ 



 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［烏山地域住宅地整備方針］ 
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２ 住環境整備 

 

（１）住宅・住環境整備重点地区 

 街づくり事業の推進に併せ、重点的に住宅・住環境の整備を行うべき地区を「住宅・住環境整備重

点地区」として位置づけ、住宅・住環境整備を推進する。 

 

○「住宅・住環境整備重点地区」は、「東京都市計画 住宅市街地の開発整備の方針（平成21年

３月）」において『重点地区』として位置づけられ、また東京都住宅マスタープラン（平成19

年３月）で『重点供給地域（特定促進地区）』として位置づけられる地区である。 

 

（２）重点地区の一覧表 

番号 地区名 
面積

(ha)
主な計画・整備手法 

 1 八幡山三丁目地区  2

・沿道地区計画（決定済） 

・地区計画（決定済） 

・住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞ 

 2 祖師ヶ谷大蔵駅周辺地区  28

・市街地再開発事業（完了） 

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・地区計画（一部決定済） 

 3 千歳烏山駅周辺地区  5 ・優良建築物等整備事業（一部完了） 

 4 北沢三・四丁目地区  34

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

・地区計画（決定済） 

 5 
世田谷・若林・区役所北部地

区 
128

・沿道環境整備事業（事業中） 

・緊急木造住宅密集地域防災対策事業（事業中） 

・都市防災総合推進事業（一部完了） 

・防災生活圏促進事業（完了） 

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

・優良建築物等整備事業（事業中） 

・沿道地区計画（決定済） 

・地区計画 

・防災街区整備地区計画（一部決定済） 

 6 太子堂二・三丁目地区  36

・緊急木造住宅密集地域防災対策事業（事業中） 

・公社住宅建替事業（事業中） 

・住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞（事業中） 

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

・地区計画（決定済） 
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 7 三宿一・二丁目地区  36

・緊急木造住宅密集地域防災対策事業（完了） 

・公社住宅建替事業 

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

・地区計画（決定済） 

 8 上馬・野沢地区  38

・沿道環境整備事業（事業中） 

・住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞（事業中） 

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・木造住宅密集地域整備事業（完了） 

・沿道地区計画（決定済） 

 9 祖師谷二丁目地区  8

・公社住宅建替事業 

・住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞ 

・一団地の住宅施設（決定済） 

・地区計画 

10 南烏山六丁目地区  3 ・公社住宅建替事業（事業中） 

11 上用賀四丁目地区  1
・公社住宅建替事業 

・一団地の住宅施設 

12 北烏山二丁目地区  2

・公社住宅建替事業 

・一団地の住宅施設 

・地区計画 

13 南烏山二丁目地区  5

・機構団地再生事業（事業中） 

・市街地再開発事業（完了） 

・住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞（事業中） 

・地区計画（決定済） 

14 上祖師谷四丁目地区  24 ・地区計画（決定済） 

15 鎌田前耕地地区  15
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 

16 宇奈根東部地区  5
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 

17 宇奈根西部地区  11
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 

18 喜多見南部地区  7
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 

19 大道北地区  6
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 

20 打越地区  3
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 

21 田直地区  2
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 
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22 北沢五丁目・大原一丁目地区  44

・沿道環境整備事業（事業中） 

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

・沿道地区計画（決定済） 

・防災街区整備地区計画（決定済） 

23 
目黒通り沿道（世田谷区）地

区 
 16

・都市防災不燃化促進事業（完了） 

24 明大前駅北側地区  3 ・地区計画（決定済） 

25 喜多見駅周辺地区  9 ・地区計画（決定済） 

26 千歳船橋駅周辺地区  14

・街並み環境整備事業 

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・公社住宅建替事業 

・地区計画 

27 豪徳寺駅周辺地区  30
・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

28 玉川三丁目地区  8
・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・街並み環境整備事業 

29 喜多見東地区  5
・土地区画整理事業（事業中） 

・地区計画（決定済） 

30 喜多見宮之原地区  2
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 

31 砧五丁目地区  2
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 

32 太子堂四丁目地区  15

・緊急木造住宅密集地域防災対策事業（完了） 

・市街地再開発事業（一部完了） 

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

・木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

33 池尻二丁目地区  2 ・公社住宅建替事業（完了） 

34 下馬二丁目地区  7 ・公社住宅建替事業 

35 二子玉川東地区  4
・市街地再開発事業（事業中） 

・再開発等促進区を定める地区計画（決定済） 

36 桜上水四丁目地区  5

・住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞ 

・地区計画（決定済） 

37 南烏山二丁目南地区  2

・公社住宅建替事業（事業中） 

・地区計画（決定済） 

38 成城八丁目地区  3

・公社住宅建替事業（事業中） 

・地区計画（決定済） 
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39 八幡山アパート地区  7

・公社住宅建替事業 

・一団地の住宅施設 

・沿道地区計画（決定済） 

・地区計画（決定済） 

40 千歳台二丁目地区  2
・土地区画整理事業（完了） 

・地区計画（決定済） 

41 尾山台駅周辺地区  11

・市街地再開発事業 

・優良建築物等整備事業（完了） 

・沿道地区計画（決定済） 

・地区計画（一部決定済） 

42 経堂駅周辺地区  25 ・地区計画（一部決定済） 

43 北烏山三丁目地区  2
・公社住宅建替事業 

・一団地の住宅施設（決定済） 

44 北烏山二・三丁目地区  5
・公社住宅建替事業 

・一団地の住宅施設（決定済） 

45 大蔵三丁目地区  9

・公社住宅建替事業 

・一団地の住宅施設（決定済） 

・住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

46 桜上水五丁目地区  2 ・公営住宅建替事業 

47 希望丘地区  85
・土地区画整理事業（完了） 

・沿道地区計画（決定済） 

48 北烏山西部地区 111 ・地区計画（決定済） 

49 粕谷二丁目地区  22

・土地区画整理事業 

・沿道地区計画（決定済） 

・地区計画（決定済） 
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図  世田谷区内の『重点地区』の位置 
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資料編 
 
 
１ 第三次住宅整備方針策定過程 
 
（１） 第 11 期住宅委員会 

① 住宅委員会構成員 

小林 秀樹    千葉大学大学院 教授（委員長） 

武川 正吾    東京大学大学院 教授（副委員長） 

竹田 喜美子   昭和女子大学大学院 教授 

松本 暢子    大妻女子大学 教授 

山口 勝己    東京都市大学 教授 

学
識
経
験
者 

吉永 真理    昭和薬科大学 教授 

大谷 亘     公募委員 

森田 孝      公募委員 

区
民
代
表 山内 芳枝     公募委員 

久保田 辰彦   (社)東京都宅地建物取引業協会世田谷区支部 支部長 

高橋 千壽子   世田谷区民生委員児童委員協議会 副会長 

齋藤 清治    世田谷マンション管理組合ネットワーク 代表 

関
係
団
体 

後藤 正三    世田谷区町会総連合会 会長 

区
の
職
員 

板垣 正幸    都市整備部長 

黒田 明敏    生活文化部 消費生活課長 

伊藤 美和子   地域福祉部 高齢福祉課長 

新保 信     地域福祉部 生涯現役推進課長 

渡辺 正男    都市整備部 都市計画課長 

霜越 收     教育委員会事務局 教育総務課長 

松下 洋章    教育委員会事務局 生涯学習・地域・学校連携課長 

皆川 健一    都市整備部 住宅課長 

 

② 住宅委員会開催経過 

(平成21年12月８日) 第 85 回住宅委員会 諮問／これまでの住宅施策／改定の視点 

(平成 22 年３月３日) 第 86 回住宅委員会 改定の視点／住まいに関するデータ／現状と課題 

平成 22 年 ５月 11 日 第 87 回住宅委員会 位置づけと検討組織／計画の基本的考え方 

平成 22 年 ６月 21 日 第 88 回住宅委員会 基本方針の体系／施策及び事業 

平成 22 年 ７月 23 日 第 89 回住宅委員会 中間のまとめ 

平成 22 年 11 月 16 日 第 90 回住宅委員会 政策指標及び目標値／重点プロジェクト 

平成 22 年 12 月 14 日 第 91 回住宅委員会 答申（案）の検討 

平成 22 年 12 月 17 日 答申  
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（２） 庁内検討会議 

① 住宅施策推進検討会議 構成員 

板垣 正幸    都市整備部長 

小田桐 庸文   政策経営部 政策企画課長 

岩本 康     政策経営部 財政課長 

市澤 廣幸    環境総合対策室 環境計画課長 

永井 努     保健福祉部 計画調整課長 

山本 登江子   保健福祉部 障害施策推進課長 

伊藤 美和子   地域福祉部 高齢福祉課長 

渡辺 正男    都市整備部 都市計画課長 

小野田 眞    みどりとみず政策担当部 みどり政策課長 

霜越 收     教育委員会事務局 教育総務課長 

安藤 武男    烏山総合支所 街づくり課長 

皆川 健一    都市整備部 住宅課長 

 

② 住宅施策推進検討会議作業部会 構成員 

佐藤 寅一    世田谷総合支所（代表） 保健福祉課 地域支援担当係長 

椎名 武志    環境総合対策室 環境計画課 環境計画担当係長 

土本 宗世    保健福祉部 計画調整課 計画担当係長 

須田 健志    保健福祉部 障害施策推進課 管理係長 

大塚 秀子    地域福祉部 介護保険課 管理係長 

淺野 康     地域福祉部 高齢福祉課 事業担当係長 

山戸 茂子    子ども部 子ども家庭支援課 計画担当係長 

渕脇 紀美子   みどりとみず政策担当部 みどり政策課 公園緑地事業担当係長 

和田 康子    教育委員会事務局 教育総務課 教育計画担当係長 

長友 茂     都市整備部 都市計画課 都市計画担当係長 

落合 和廣    都市整備部 建築調整課 建築調整担当係長 

梅澤 昭男    都市整備部 地域整備課 防災街づくり担当係長 

三須 昭江    都市整備部 住宅課 住宅担当係長 

齋藤 勲     都市整備部 住宅課 住宅担当係長 

大澤 貢     都市整備部 住宅課 住宅担当係長 

 

③ 事務局 

皆川 健一    都市整備部 住宅課長 

大澤 貢     都市整備部 住宅課 住宅担当係長 

山田 幸男    都市整備部 住宅課 住宅担当主査 

 



 95 

④ 第三次住宅整備方針検討実績 

平成 13 年 ４月     第二次住宅整備方針策定 

平成 18 年 ４月     第二次住宅整備後期方針策定 

 

平成 21 年 ８月 20 日  平成 21 年度第１回住宅施策推進検討会議 

９月 ４日  平成 21 年度第２回住宅施策推進検討会議 

10 月 21 日  第１回作業部会 

11 月 16 日  平成 21 年度第３回住宅施策推進検討会議 

11 月 27 日  第２回作業部会 

12 月 22 日  第３回作業部会 

２月 ８日  平成 21 年度第４回住宅施策推進検討会議 

 

平成 22 年 ４月 19 日  平成 22 年度第１回住宅施策推進検討会議 

４月 26 日  第４回作業部会 

６月 １日  第５回作業部会 

６月 15 日  平成 22 年度第２回住宅施策推進検討会議 

７月 14 日  平成 22 年度第３回住宅施策推進検討会議、第６回作業部会 

10 月 14 日  第三次住宅整備方針（素案）に対する 

パブリックコメント意見募集（～11 月４日まで） 

       [区のおしらせ 10 月 14 日第三次住宅整備方針特集号掲載] 

10 月 26 日  第７回作業部会 

11 月 ２日  平成 22 年度第４回住宅施策推進検討会議 

12 月 ６日  平成 22 年度第５回住宅施策推進検討会議、第８回作業部会 

 

平成 23 年 ３月 １日   第三次住宅整備方針（素案）への区民意見と区の考え方の公表 

       [区のおしらせ３月１日号掲載] 

２月～３月  第三次住宅整備方針策定 

４月 １日  第三次住宅整備方針公表 
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２ 関連法規等 
 

（１） 住生活基本法 

 

平成十八年六月八日 

法律第六十一号 

 

第一章 総則（第一条―第十条） 

第二章 基本的施策（第十一条―第十四条） 

第三章 住生活基本計画（第十五条―第二十条） 

第四章 雑則（第二十一条・第二十二条） 

附則 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定

め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理

念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることによ

り、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し、もって国

民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを

目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「住生活基本計画」とは、第十五条第一項に規定する全国計画及び第

十七条第一項に規定する都道府県計画をいう。 

２ この法律において「公営住宅等」とは、次に掲げる住宅をいう。 

一 公営住宅法 （昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第二号 に規定する公営住宅（以下単

に「公営住宅」という。） 

二 住宅地区改良法 （昭和三十五年法律第八十四号）第二条第六項 に規定する改良住宅 

三 独立行政法人住宅金融支援機構が貸し付ける資金によって建設、購入又は改良が行われる住

宅 

四 独立行政法人都市再生機構がその業務として賃貸又は譲渡を行う住宅 

五 前各号に掲げるもののほか、国、政府関係機関若しくは地方公共団体が建設を行う住宅又は

国若しくは地方公共団体が補助、貸付けその他の助成を行うことによりその建設の推進を図る

住宅 

 

（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） 

第三条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、我が国における近年の急速

な少子高齢化の進展、生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、住

宅の需要及び供給に関する長期見通しに即し、かつ、居住者の負担能力を考慮して、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、建設、改良又は管理（以下「供給

等」という。）が図られることを旨として、行われなければならない。 
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（良好な居住環境の形成） 

第四条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化そ

の他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良好

な居住環境の形成が図られることを旨として、行われなければならない。 

 

（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） 

第五条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、民間事業者の能力の活用及

び既存の住宅の有効利用を図りつつ、居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係る

サービスの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られることを旨として、行われなければ

ならない。 

 

（居住の安定の確保） 

第六条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、住宅が国民の健康で文化的

な生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを

育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られることを旨

として、行われなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第七条 国及び地方公共団体は、第三条から前条までに定める基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 

２ 国は、基本理念にのっとり、住宅の品質又は性能の維持及び向上に資する技術に関する研究

開発を促進するとともに、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術の継承及び向

上を図るため、これらの技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるものとす

る。 

３ 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、住生活の安定の確保及

び向上の促進に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。 

 

（住宅関連事業者の責務） 

第八条 住宅の供給等を業として行う者（以下「住宅関連事業者」という。）は、基本理念にのっ

とり、その事業活動を行うに当たって、自らが住宅の安全性その他の品質又は性能の確保につ

いて最も重要な責任を有していることを自覚し、住宅の設計、建設、販売及び管理の各段階に

おいて住宅の安全性その他の品質又は性能を確保するために必要な措置を適切に講ずる責務を

有する。 

２ 前項に定めるもののほか、住宅関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに

当たっては、その事業活動に係る住宅に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければなら

ない。 

 

（関係者相互の連携及び協力） 

第九条 国、地方公共団体、公営住宅等の供給等を行う者、住宅関連事業者、居住者、地域にお

いて保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者その他の関係者は、基本理念にのっとり、

現在及び将来の国民の住生活の安定の確保及び向上の促進のため、相互に連携を図りながら協

力するよう努めなければならない。 
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（法制上の措置等） 

第十条 政府は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を実施するために必要な法制

上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 

第二章 基本的施策 

 

（住宅の品質又は性能の維持及び向上並びに住宅の管理の合理化又は適正化） 

第十一条 国及び地方公共団体は、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の

供給等が図られるよう、住宅の地震に対する安全性の向上を目的とした改築の促進、住宅に係

るエネルギーの使用の合理化の促進、住宅の管理に関する知識の普及及び情報の提供その他住

宅の安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の維持及び向

上並びに住宅の管理の合理化又は適正化のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（地域における居住環境の維持及び向上） 

第十二条 国及び地方公共団体は、良好な居住環境の形成が図られるよう、住民の共同の福祉又

は利便のために必要な施設の整備、住宅市街地における良好な景観の形成の促進その他地域に

おける居住環境の維持及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（住宅の供給等に係る適正な取引の確保及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備） 

第十三条 国及び地方公共団体は、居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係るサー

ビスの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られるよう、住宅関連事業者による住宅に関

する正確かつ適切な情報の提供の促進、住宅の性能の表示に関する制度の普及その他住宅の供

給等に係る適正な取引の確保及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備のために必要な施策

を講ずるものとする。 

 

（居住の安定の確保のために必要な住宅の供給の促進等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、国民の居住の安定の確保が図られるよう、公営住宅及び災害

を受けた地域の復興のために必要な住宅の供給等、高齢者向けの賃貸住宅及び子どもを育成す

る家庭向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 

 

第三章 住生活基本計画 

 

（全国計画） 

第十五条 政府は、基本理念にのっとり、前章に定める基本的施策その他の住生活の安定の確保

及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、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（以下「全国計画」という。）を定めなければならない。 

２ 全国計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針 

三 国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標 

四 前号の目標を達成するために必要と認められる住生活の安定の確保及び向上の促進に関する

施策であって基本的なものに関する事項 
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五 東京都、大阪府その他の住宅に対する需要が著しく多い都道府県として政令で定める都道府

県における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進に関する事項 

六 前各号に掲げるもののほか、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に必要な事項 

３ 国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

インターネットの利用その他の国土交通省令で定める方法により、国民の意見を反映させるた

めに必要な措置を講ずるとともに、関係行政機関の長に協議し、社会資本整備審議会及び都道

府県の意見を聴かなければならない。 

５ 国土交通大臣は、全国計画について第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを

公表するとともに、都道府県に通知しなければならない。 

６ 前三項の規定は、全国計画の変更について準用する。 

 

（全国計画に係る政策の評価） 

第十六条 国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律 （平成十三年法律第八十六

号）第六条第一項 の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号 の政策として、全国計画を

定めなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前条第五項（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定による公表

の日から二年を経過した日以後、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項 の実施

計画を初めて定めるときは、同条第二項第一号 の政策として、全国計画を定めなければならな

い。 

 

（都道府県計画） 

第十七条 都道府県は、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における住民の住生活の安定

の確保及び向上の促進に関する基本的な計画（以下「都道府県計画」という。）を定めるものと

する。 

２ 都道府県計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 計画期間 

二 当該都道府県の区域内における住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての

基本的な方針 

三 当該都道府県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標 

四 前号の目標を達成するために必要と認められる当該都道府県の区域内における住生活の安定

の確保及び向上の促進に関する施策に関する事項 

五 計画期間における当該都道府県の区域内の公営住宅の供給の目標量 

六 第十五条第二項第五号の政令で定める都道府県にあっては、計画期間内において住宅の供給

等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域に関する事項 

七 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内における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に必要な事項 

３ 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用そ

の他の国土交通省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

とともに、当該都道府県の区域内の市町村に協議しなければならない。この場合において、地

域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 （平成十七年法律

第七十九号）第五条第一項 の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、

当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。 
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４ 都道府県は、都道府県計画を定めようとするときは、あらかじめ、第二項第五号に係る部分

について、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 

５ 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならな

い。 

６ 都道府県計画は、国土形成計画法 （昭和二十五年法律第二百五号）第二条第一項 に規定す

る国土形成計画及び社会資本整備重点計画法 （平成十五年法律第二十号）第二条第一項 に規

定する社会資本整備重点計画との調和が保たれたものでなければならない。 

７ 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通

大臣に報告しなければならない。 

８ 第三項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。 

 

（住生活基本計画の実施） 

第十八条 国及び地方公共団体は、住生活基本計画に即した公営住宅等の供給等に関する事業の

実施のために必要な措置を講ずるとともに、住生活基本計画に定められた目標を達成するため

に必要なその他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 国は、都道府県計画の実施並びに住宅関連事業者、まちづくりの推進を図る活動を行うこと

を目的として設立された特定非営利活動促進法 （平成十年法律第七号）第二条第二項 に規定

する特定非営利活動法人、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十条の二第一

項 に規定する地縁による団体その他の者（以下この項において「住宅関連事業者等」という。）

が住生活基本計画に即して行う住生活の安定の確保及び向上の促進に関する活動を支援するた

め、情報の提供、住宅関連事業者等が住宅の供給等について講ずべき措置の適切かつ有効な実

施を図るための指針の策定その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社及び土地開

発公社は、住宅の供給等又は住宅地の供給に関する事業を実施するに当たっては、住生活基本

計画に定められた目標の達成に資するよう努めなければならない。 

 

（関係行政機関の協力） 

第十九条 関係行政機関は、全国計画に即した住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策

の実施に関連して必要となる公共施設及び公益的施設の整備その他の施策の実施に関し、相互

に協力しなければならない。 

 

（資料の提出等） 

第二十条 国土交通大臣は、全国計画の策定又は実施のために必要があると認めるときは、関係

行政機関の長に対し、必要な資料の提出を求め、又は当該行政機関の所管に係る公営住宅等の

供給等に関し意見を述べることができる。  

 

第四章 雑則 

 

（住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況の公表） 

第二十一条 国土交通大臣は、関係行政機関の長に対し、住生活の安定の確保及び向上の促進に

関する施策の実施状況について報告を求めることができる。 

２ 国土交通大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 
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（権限の委任） 

第二十二条 この法律に規定する国土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限

にあっては国土交通省令で定めるところにより地方整備局長又は北海道開発局長にその一部を、

厚生労働大臣の権限にあっては厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長にその全部又

は一部を、それぞれ委任することができる。 

 

 

附 則 抄  

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

第五条 第十七条第一項の規定により都道府県計画が定められるまでの間に、平成十八年度の予

算に係る公営住宅の整備等で緊急に実施する必要があるものとして、都道府県が関係市町村に

協議するとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、同項の

規定により定められた都道府県計画に基づく公営住宅の整備等とみなして、附則第三条の規定

による改正後の公営住宅法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をし

ようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。 

 

（政令への委任） 

第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 
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（２） 世田谷区住宅条例 

 

平成二年三月十四日 

世田谷区条例第二十三号 

 

第一章 総則（第 1条―第 3 条） 

第二章 調査及び計画（第 4 条―第 5条） 

第三章 住宅及び住環境の水準（第 6条―第 7 条） 

第四章 施策（第 8条―第 15 条） 

第五章 雑則（第 16 条―第 17 条） 

付則 

附則 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第 1条 この条例は、世田谷区（以下「区」という。）の住宅政策について基本的な事項を定める

ことにより、区民の健康で文化的な住生活の維持及び向上を図ることを目的とする。 

 

（基本理念） 

第 2 条 区は、すべての区民が、地域の個性を生かした魅力的なまちづくりを進めつつ、良好な

住生活を主体的に営むことができる権利を有することを確認し、その充実を図ることを、住宅

及び住環境の維持及び向上についての基本理念とする。 

 

（責務） 

第 3 条 区、区民及び事業者は、相互に協力して、前条に定める基本理念の実現に努めなければ

ならない。 

２ 区は、国、東京都及び公共的団体との密接な連携を図りつつ、総合的な住宅政策を遂行する

ように努めなければならない。 

 

第二章 調査及び計画 

 

（調査） 

第 4 条 区長は、区内の住宅及び住環境の実態を的確に把握するために、これらに関する基礎的

な調査を定期的に行わなければならない。 

２ 区長は、前項に定める調査のほか、必要な調査を適宜行うものとする。 

 

（住宅整備方針の策定） 

第 5 条 区長は、計画的な住宅政策を推進するために、世田谷区住宅整備方針（以下「住宅整備

方針」という。）を策定するものとする。 

２ 住宅整備方針の策定は、第 16 条に定める世田谷区住宅委員会の意見を聴いて行うものとする。 

３ 住宅整備方針は、定期的に見直しを行わなければならない。 

 



 103 

 

第三章 住宅及び住環境の水準 

 

（住宅の水準） 

第 6 条 区、区民及び事業者は、区内に建設される住宅が、その形態若しくは規模又は地域の特

性に応じて、次に掲げる水準を満たすように努めなければならない。 

一 世帯人員に応じた適切な住戸規模が確保されているものであること。 

二 災害に対する安全性が確保されているものであること。 

三 保健衛生上必要な設備及び性能を備えているものであること。 

四 高齢者又は障害者が居住する住宅においては、その安全性及び快適性に配慮されているもの

であること。 

２ 前項に定めるもののほか、区及び事業者は、区内に建設される住宅の住居費が、住宅の形態

若しくは規模又は地域の特性に応じて適切なものとなるように努めなければならない。 

 

（住環境の水準） 

第 7 条 区、区民及び事業者は、区内に建設される住宅の周辺環境が、開発若しくは建設事業の

規模若しくは内容又は地域の特性に応じて、次に掲げる水準を満たすように努めなければなら

ない。 

一 災害に対する案全性が確保されているものであること。 

二 住宅の敷地の規模が適切なものであること。 

三 住宅の敷地は、適切な幅員の道路に接し、かつ、適切に植栽された空地が確保されているも

のであること。 

四 住宅の密度が適切なものであること。 

五 建築物の用途が混在する地域においては、それぞれの用途の調和が確保されているものであ

ること。 

六 住宅は、周辺地域と調和した良好な美観を有しているものであること。 

七 自然的環境が適切にいかされているものであること。 

八 良好な近隣生活が確保されているものであること。 

２ 前項に定めるもののほか、区及び事業者は、住宅の周辺に空地若しくは緑地又は利用者の利

便に配慮した各種の生活関連施設を、適切に配置するように努めなければならない。 

 

第四章 施策 

 

（住宅の供給） 

第 8条 区は、次に掲げる住宅の供給並びにその維持及び管理を行う。 

一 住宅に困窮する区民のうち、高齢者及び障害者等を対象とした住宅 

二 公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）に基づき、区が必要と認める住宅 

三 適切な人口構成を図り、良好な地域社会を維持又は形成するために必要となる住宅 

 

（区民等に対する援助） 

第 9 条 区は、良質な賃貸住宅等を建設し、又はその改善を行おうとする区民又は事業者に対し

て、技術的又は資金的な援助を行う。 

第 10 条 区は、住宅を適切に維持又は管理し、その安全性又は衛生環境を保持しようとする区民

に対して、技術的又は資金的な援助を行う。 
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第 11 条 区は、区民又は事業者に対して、区民の継続した居住を保ち、良好な地域社会の維持及

び形成を図るために必要となる技術的又は資金的な援助を行う。 

２ 前項に規定する援助を行うにあたっては、高齢者及び障害者等に配慮し、その住居費負担の

適正化に努めるものとする。 

第 12 条 区は、次に掲げる活動を支援するため、当該活動を行う区民又は事業者に対して、必要

な範囲で適切な援助を行う。 

一 区民が住宅及び住環境の維持又は向上を図るために行う自主的な活動 

二 事業者が区民の住宅及び住環境の維持又は向上を図るために行う自主的な活動 

２ 区長は、前項に定める活動を推進するため、住宅及び住環境に関する情報の収集及び提供を

行うものとする。 

 

（最低住戸専用面積の確保） 

第 13 条 区、区民及び事業者は、その建設する住宅の住戸専用面積を、住生活基本法（平成 18

年法律第 61 号）第 15 条第 1項に規定する全国計画に定められた最低居住面積水準に基づく単

身者の住戸専用面積以上とするようにしなければならない。 

２ 区長は、区民又は事業者が前項に定める面積を満たす住宅を建設するように適切な指導を行

うものとし、当該指導に正当な理由がなく従わないときは、その旨を公表することができる。 

３ 区長は、第１項に定めるもののほか、建築物の形態若しくは規模又は地域の特性等に応じて

必要と認める住戸専用面積を定めることができる。 

４ 区、区民及び事業者は、その建設する住宅について、区長が前項の規定により定めた面積を

満たすように努めなければならない。 

（大規模開発等への要請） 

第 14 条 区長は、大規模な開発又は建設事業を行おうとする事業者に対して、あらかじめ協議を

求め、住宅及び住環境の維持及び向上のために必要な協力を求めることができる。 

（住宅の用途の維持） 

第 15 条 区民又は事業者は、その建設しようとする住宅について、住宅の設置を目的として公的

な支援又は規制の緩和を受けた場合は、その建築物について、住宅としての用途を維持するよ

うに努めなければならない。 

 

第五章 雑則 

 

（住宅委員会の設置） 

第 16 条 区は、住宅政策に区民の意見を反映させるため、世田谷区住宅委員会（以下「住宅委員

会」という。）を設置する。 

２ 住宅委員会は、住宅政策に関する区長の諮問に応じるとともに、区長に対して適切な住宅政

策を提案することができる。 

３ 住宅委員会の設置について必要な事項は、区長が定める。 

 

（財源の確保） 

第 17 条 区は、住宅政策の円滑な実施を図るため、基金の設置等必要な財源の確保を行う。 
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付則 

 

１ この条例は、平成 2 年 4 月 1日から施行する。ただし、第 5条第 2項、第 13 条及び第 16 条

の規定は、平成 2年 10 月 1 日から施行する。 

２ 第 13 条の規定は、平成 2年 10 月 1 日以降に建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 6条第

1 項に定める確認の申請を行ったものに適用する。 

 

 

附則（平成 19 年 3 月 14 日条例第 29 号） 

 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の世田谷区住宅条例の規定は、平成 19 年 10 月 1 日以後に建築基準法

（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）第 6 条第 1 項に規定する確認の申請及び法第

6 条の 2第 1 項に規定する確認を受けるための書類の提出（以下「申請等」という。）を行う者

について適用し、同日前に申請等を行う者については、なお従前の例による。 
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３ 「世田谷区第三次住宅整備方針（素案）」に対する主な区民意見 
 

（１） 意見募集期間 

平成 22 年 10 月 14 日～11 月４日 

 

（２） 意見提出人数と件数 

136 人（はがき 121、封書２、ＦＡＸ２、持参９、メール１、不明１） 234 件 

 

（３） 主な意見 

  ① 計画全般について 

   ・言葉だけでなく具体的な取り組みを進めてほしい。 

   ・区民の役割と行政の役割を明確にしてほしい。 

   ・この計画が実現できたら理想的な 23 区内の住宅地ができ、観光都市としても通用する。

積極的に取り組んでほしい。 

   ・ソフトとハードのバランスの取れた施策を進めてほしい。 

   ・安心・安全、やすらぎのあるまちにしてほしい。 

   ・地域のコミュニティを大切にしてほしい。 

   ・住み慣れた土地に長く暮らせるような取り組みをしてほしい。 

 

  ② 基本方針１について 

   ・区営住宅の建設を促進してほしい。 

   ・防犯強化を進めてほしい。 

 

  ③ 基本方針２について 

   ・電柱の地中化を進め、道路を広くしてほしい。 

・歩車分離や歩行者通行帯の拡幅を進めてほしい。 

   ・車椅子や手押し車でも楽に通行できる道路を整備してほしい。 

   ・ライフステージに合わせた住環境の整備をしてほしい。 

   ・高齢者・障害者のためのケア付き住宅の整備を進めてほしい。 

   ・元気な高齢者が生活できる共生の家や高齢者専用賃貸住宅を整備してほしい。 

   ・在宅療養等の支援を充実してほしい。 

   ・障害者が民間アパートに入居しやすくなるような支援をしてほしい。 

 

  ④ 基本方針３について 

   ・優良な建築・リフォーム業者についての情報提供は大変よい。 

   ・建築・修繕・リフォーム等について、講習会やホームページ等を通して知識を増やせる

ようにしてほしい。 

・区営住宅の建設を促進してほしい。 

   ・区営住宅の入居条件を見直してほしい。 

   ・区営住宅の期限付き入居は進めてほしい。 
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  ⑤ 基本方針４について 

   ・住宅内のエネルギー使用量の「見える化」について記述してほしい。 

  ・二重サッシ、家庭用燃料電池、太陽光発電の設置促進に助成してほしい。 

   ・「みどりの計画書」や「みどり 33」をしっかり推進してほしい。 

   ・みどりの育成についても補助が必要である。 

   ・雨水ますの設置義務付けを検討してほしい。 

 

  ⑥ 基本方針５について 

   ・ソフト面で一番重要なのは良き地域のコミュニティの形成・強化である。 

   ・コミュニティ活性化のための空家・空室活用は早く進めてほしい。 

   ・地域の人が集える共有スペースを増やしてほしい。 

   ・マンションに対する規制を強化してほしい。 

   ・建築物の高さ制限や建築面積の最低限度を設けてほしい。 

   ・木造密集地域の解消を図ってほしい。 

   ・住まいについての相談体制を充実してほしい。 

    

  ⑦ その他 

    区政全体について、近隣問題について、公共交通について、交通安全について、商店の

看板について、税金について、騒音問題について、路上喫煙、駅の整備について等 
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４ 公的住宅等の状況 

（１） 区内の公的賃貸住宅戸数 

種類 説明 団地数 供給住戸数

区営住宅 都営住宅のうち小規模なものを区へ

移管したもので、住宅に困窮する低額

所得の方に低廉な家賃で提供する。 

48 団地 1,431 戸

（生活協力

員用：14 戸）

区立特定公共賃貸住宅 「特定優良賃貸住宅の供給促進に関

する法律」に基づき、区が建設・管

理する中堅所得のファミリー世帯を

対象とした住宅。 

６団地 49 戸

区立住宅高齢者借上げ

集合住宅 

（シルバーピア） 

区が借り上げた民間賃貸住宅を高齢

者向け住宅として、住宅に困ってい

る収入の低い高齢者世帯に提供して

いる。 

６団地 68 戸

せたがやの家 

（高齢者向け＝シルバ

ーピア） 

「特定優良賃貸住宅の供給促進に関

する法律」に基づき、区等の補助を

受けて建設された民間の賃貸住宅

を、(財)世田谷トラストまちづくり

が借り上げ、住宅に困窮している所得

の低い高齢者世帯に提供している。 

９団地 126 戸

せたがやの家 

（ファミリー向け） 

「特定優良賃貸住宅の供給促進に関

する法律」に基づき、区等の補助を

受けて建設された民間の賃貸住宅

を、(財)世田谷トラストまちづくり

が借り上げ、住宅に困窮している中

堅所得層のファミリー世帯に提供し

ている。 

43 団地 727 戸

都営住宅 東京都が供給する住宅に困窮する低

額所得者向けの住宅。 

59 団地 6,243 戸

公社住宅 東京都住宅供給公社が供給する、区

営住宅・都営住宅の収入基準を超え

る方向けの賃貸住宅。 

24 団地 5,100 戸

都民住宅 国の「特定優良賃貸住宅制度」を活

用し、東京都と国の補助により入居

者の家賃負担を軽減した、中堅所得

者層を対象とするファミリー向けの

賃貸住宅。（一部家賃補助のない住宅

もある。） 

20 団地 708 戸

都市再生機構賃貸住宅 都市再生機構が供給する、区営住

宅・都営住宅の収入基準を超える方

向けの賃貸住宅。 

21 団地 5,762 戸
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（２） 区内の高齢者福祉施設等の状況 

種類 説明 施設数 定員 

特別養護老人ホーム 身体状況等により常時介護を必要と

する高齢者に対し、入浴、排泄、食

事など日常生活に係るケアを行う施

設。 

18 施設 1,349 人

養護老人ホーム 虐待や立ち退きなど、環境上あるい

は経済上の理由から居宅生活が困難

な高齢者を入居させる施設。 

1 施設 70 人

有料老人ホーム 入浴、排泄等の介護、食事の提供な

ど日常生活上のサービスや支援を行

う。入居者は、自立から要介護者ま

で幅広い。 

44 施設 2,949 人

認知症高齢者グループ

ホーム 

認知症の状態にある要介護者が共同

で生活し、入浴、排泄、食事等の介

護や日常生活上の必要な世話を行

う。 

16 施設 249 人
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