
67 住宅 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

― ― ― 70% 80%

― ― ― 30% 35%

58.1% ― 65% 70%

40戸 150戸 310戸 500戸

・国が定めた「健康で文化的な住生活の基礎として不可欠で、全ての世帯が確保すべき水準」であ
る 低居住水準未満の住宅は、減少しつつあるが全体の１２．２％を占めている(２３区平均９．
９％）。このうち、民営借家に住む世帯の２０．１％(２３区平均１７．９％)は 低居住水準以下
となっている。（平成１５年住宅・土地統計調査）

誘導居住水準住宅率(持家)
（ 15年度　58.0% )

成果指標

人口密度が東京２３区平均の１．５倍で も高い。２０～３４歳の若者と６５歳以上の高齢者の割
合が高く４０～６４歳と０～１９歳の人口は２３区平均を下回っている。単身世帯が増加し、ファ
ミリー世帯を含む３人以上の世帯が減少している。（平成１２年国勢調査）

高齢者向け民間賃貸住宅登録戸数

住宅に満足する区民の割合

誘導居住水準住宅率(借家)
（ 15年度　21.0% )

快適に暮らせる住まいのあるまち

分野目標

住宅困窮者、高齢者、障害者、ファミリー世帯が住み続けられるために、多様な世代や世
帯が住み続けられる環境をつくる

建て詰まりを解消し、敷地細分化の抑制を図るなど、環境にやさしい住まいづくりを推進
するため、良質で多様な住宅ストックを形成する

都市防災機能の充実を図り、災害に強い住宅まちづくりを推進するため、安全で環境にや
さしい魅力ある住環境を形成する

成果指標と目
標値

現状と課題

住宅数は増加しており、１世帯あたり住宅数は１．１２戸となっている。住宅の割合では
共同住宅が７６．６％を占め、一戸建てが２０．７％と、２３区平均と比較して一戸建て
の割合が低く共同住宅の割合が高い。（平成１５年住宅・土地統計調査）

木造賃貸住宅の住宅総数に占める割合は各区で低くなっているが、その割合は２０．９％
と２３区平均の１２．１％より高く、２３区中一位となっている。（平成１５年住宅・土
地統計調査）



16年度

833,840

2,699

住宅政策審議会の開催

住宅マスタープラン改定のための住宅及び住
環境の実態と動向把握のための調査を行い住
宅白書を取りまとめる。

住宅白書の発行

取り組み

住宅マスタープランには居住水準及び住環
境水準の目標、住宅供給の目標年次及び目
標量、これらを達成するために必要な施策
などを掲げるため、目標が明確になる。

　

　　　　　　　　〃

-

-

-

-

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

877,711

都市計画分野、地域まちづくり
分野、建築分野

区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

住宅マスタープラン改定

住宅マスタープランの改定に向け、住宅政策
審議会委員を委嘱し審議を開始する。

住宅の整備・誘導 多様な世代や世帯が住み続けられる、良質
で多様な住宅ストックを形成することがで
きる｡

区営新井住宅の建替えに伴う基本方針策定を
終了し、基本計画策定に着手する。本町四丁
目高齢者向け優良賃貸住宅の整備に伴う基本
計画を策定する。

2,850

17年度



様式３

住宅施策

6701

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 ― ― ―
住宅白書

作成
20年度住
マス発行

長期 ― ― ―
実施設計

着手
開設

長期 ― ― ―
建築計画
策定着手

工事着手

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ― ― ー 諮問

事業概要

事業名

実績 ― ― ー
基本計画
策定着手

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

区が管理運営する公営住宅等の整備を進めるとともに、民間との協働により良質な住宅の
整備誘導を進める。

「中野区住宅マスタープラン」が改定され、住宅まちづくりに関する施策が計画的に進め
られている。

住宅マスタープラン

１８年度に制定された住生活基本法に基づき国・都が住生活基本計画を策定する。これら
の動向を踏まえ、住宅まちづくりの基本に関する条例で定める住宅マスタープランを平成
２０年度に策定することとし、同条例に定める住宅及び住環境の実態及び動向を把握し公
表するため住宅白書をとりまとめる。

住宅マスタープラン改定のための住宅政策審議会の開催

成果指標
と目標値

新井住宅建替え

住宅マスタープラン改定に向
けた取組み

本町四丁目高齢者向け住宅整
備

快適に暮らせる住環境・住まい

区が管理運営する公営住宅等の整備が進み、民間との協働による良質な住宅が整備されて
いる。

住宅の整備・誘導

新井住宅建替え⇒区営２戸、高齢者向け１５戸、ファミリー
向け１２戸の整備

現状と
課題

平成18年6月、本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、現在及び
将来における国民の豊かな住生活を実現するため、住生活基本法が制定され、住生活基本
計画(全国計画)が策定された。
都は平成１８年度に住生活基本計画(全国計画)に即した「都道府県計画」を策定し、住宅マ
スタープランに包含するため住宅マスタープランの改定を予定している。この中には計画
期間内の公営住宅の供給の目標量を設定することになっている。
「新しい中野をつくる１０か年計画」並びに「東京都住宅マスタープラン」改定を受け、
「中野区住宅マスタープラン」を改定し、これに基づく住宅まちづくりに関する施策を総
合的かつ計画的に推進することが求められている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ― ― ー
基本計画

策定

事業概要

事業名

実績 66 67 70

事業概要

分譲マンション管理セミナーの参加者

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係
（１）１０か年計画
　　　領域Ⅰ－１　多様で良質な住宅の誘導・確保
　　　　おもな取り組み　区営住宅の建て替えとこれにあわせた民間住宅の誘導
　　　　　　　　　　　　高齢者向け住宅の誘導
　　　　　　　　　　　　住宅まちづくりの総合支援
（２）次世代育成支援行動計画
　　　　主な事業　　住宅まちづくり総合支援
　　　　　　　　　　　　良質なファミリー向け住宅の誘導
（３）保健福祉総合推進計画２００５
　　　　おもな取り組み　高齢者・障害者のための住宅の確保

区の未利用地を利用し高齢者向け優良賃貸住宅概ね２０戸、ファミリー向け住宅概ね３０
戸を整備する。また、都営住宅の移管受入、都営住宅や公社住宅の建替にあたっての要望
を行う。

分譲マンション支援

分譲マンション管理セミナーの開催など分譲マンション適正管理・建替えの相談・情報提
供を行うとともに、建替え組合の認可手続きの支援などを行う。

住宅の整備・誘導

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

151

16年度

124

46,36038,207 ー

本町４丁目住宅整備⇒高齢者向け優良賃貸住宅概ね２０戸、
ファミリー向け住宅概ね３０戸の整備



様式３

住宅運営

6702

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 40 150 230 310

短期 107 107 120 150

長期 750 750 750 842 1,000

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 － － 20 40

事業概要

事業名

実績 432 432 432 524

事業概要

現状と
課題

民営借家に住む高齢夫婦のみ世帯は、国勢調査によれば平成２年の１，２２４世帯から平
成１２年では１，５５６世帯と１．３倍になり、高齢者単身世帯は３，６６２世帯から
５，６４０世帯と１．６倍となった。高齢者、障害者、ひとり親世帯への住替え支援が引

求区営住宅の過去５年間の応募状況は募集戸数合計４０戸に対し、応募者数１，３６６戸と
平均倍率は３４．２倍となっている。都営住宅の移管受入や公営住宅の整備等により住宅
困窮者のための住宅確保が求められている。
区民（借上げ）住宅の入居率が平成１６年度の９５．２％から平成１７年度の８９．９％
に５．３％落ち込んだことから、入居率の向上策が求められている。

安心して住み続けられる住まい

経済的な理由や身体特性により適切な居住水準の住宅の確保が難しい、住宅困窮者のため
の住宅が一定の規模確保されている。

区営住宅

区営住宅管理運営戸数

成果指標
と目標値

住替え住宅あっ旋協力
店数

高齢者円滑入居賃貸住
宅登録戸数

住宅の管理戸数(区営、
福祉、区民住宅)

施策目標

住宅に困窮している所得が一定の基準以下の世帯に住宅を提供する。

高齢者世帯や障害者世帯、ひとり親世帯などが住みなれた地域に安心して住み続けられる
よう、住替えの支援が充実している。

中堅所得層ファミリー向け住宅として整備してきた区民住宅を引き続き提供するととも
に、住宅マスタープラン改定の中でファミリー世帯向け住宅のあり方が示されている。

住替え支援

公共賃貸住宅への入居の相談を行うとともに、民間賃貸住宅から他の民間賃貸住宅への転
居を必要とする高齢者・障害者世帯、ひとり親世帯に不動産業者の協力により住み替え住
宅のあっ旋を行う。また、高齢者・障害者世帯に対し民間保証会社の保証料一部助成と見
守り支援を行う。

家賃債務保証制度利用による住替え世帯数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 273 273 253 200

事業概要

事業名

実績 162 162 162 162

事業概要

831,350795,633 ー

福祉住宅・アパート管理運営戸数

－

ー

2,699

16年度

2,576 ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

福祉住宅・アパート

管理運営戸数

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係
（１）１０か年計画
　　　領域Ⅰ－１　多様で良質な住宅の誘導・確保
　　　　おもな取り組み　区営住宅の建て替えとこれにあわせた民間住宅の誘導
　　　　　　　　　　　　高齢者向け住宅の誘導
　　　　　　　　　　　　住み替え支援・相談
（２）次世代育成支援行動計画
　　　　主な事業
　　　　　　　　　　　　良質なファミリー向け住宅の誘導
（３）保健福祉総合推進計画２００５
　　　　おもな取り組み　高齢者・障害者のための住宅の確保

住宅に困窮しているひとり暮らし等の高齢者・身体障害者が地域で自立した生活ができる
よう、設備等に配慮し、管理人（ワーデンまたはＬＳＡ）を配置した住宅を提供する。ま
た、区が借上げた民間アパートを提供するが、アパートについては、老朽化が進んでいる
ため、１８年度から２０年度末までに順次廃止する。これに伴いアパートから民間賃貸住
宅に転居する入居者に対し、家賃助成等の支援を行う。

区民（借上げ）住宅

区内の民間土地所有者が建設した良質な世帯向け住宅を区が借上げ（契約期間２０年
間）、子育て期にある中堅所得世帯向け住宅として提供する。


	住宅分野
	住宅施策
	住宅管理

