
64 住宅 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

－
事業者公
募・決定

基本設計 ー 入居開始
民間事業
者による
運営

－
東京都
調整

事業者
選定

ー 入居開始

区営住
宅、民間
賃貸住宅
運営

成果指標

成果指標

本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅・
ファミリー向け民間賃貸住宅整備

区営新井住宅建て替え・ファミリー向
け民間賃貸住宅整備

高齢者円滑入居賃貸住宅の登録数

快適に暮らせる住まいのあるまち

分野目標

多様な世代が住むことができる良質な住宅ストックを増やすため、共同住宅の建築にあたって、住戸の
低居住面積水準が引き上げられ、ファミリー向け住戸の割合が増加することをめざす。

住宅セーフティネットの機能を高めるため、建替え時期を迎えた区営住宅が民間活力を活用して建替えら
れることをめざす。また、多世代居住が実現するよう、区の未利用地を活用し、高齢者向け住宅とファミ
リー向け住宅が民間活力を活用し整備されることをめざす。

高齢者の居住の安定化が図られるよう、共同住宅では建築にあたって手すりの設置など一定のバリアフ
リー化がなされるとともに、民間賃貸住宅では高齢者等の入居を拒まないことが義務化されることをめざ
す。

高齢者、障害者世帯、ひとり親世帯などが住みなれた地域で安心して住み続けられるため、住替えの支援
が充実していることをめざす。

分譲マンションの維持保全が図られるとともに、良好な環境で多様な世代が安心して暮らせるため、分譲
マンション管理組合に対する相談業務などの支援が充実することにより、適正な管理が行われることをめ
ざす。

200 226 303 ー 430 2,400

110 109 143 ー 170 200

現状と課題

若年単身世帯が増加し、１８歳未満のこどものいる世帯の転出超過が続いており、活力ある地域社会を構
築するためにバランスの取れた世帯構成が求められている。

都から移管された区営住宅には、昭和40年代に建設されたものも多く、今後、計画的な修繕や建て替えが
必要となってくる。建替えにあたっては民間活力を活用し、高齢者向けやファミリー向け住宅を併設した
多世代居住の実現が求められている。

区内の居住形態で も多い民営借家では、 低居住水準未満の住宅が約２割あり、65歳以上の高齢者が住
む民営借家で高齢者のための設備がある住宅は約1割にとどまっており、バリアフリーや広さなど質の高い
住宅と高齢者等の入居を拒まれない環境が求められている。

分譲マンションは建物を区分所有しながら共同で居住することから、管理に関する問題が発生している。
建物の資産価値の保全や良好な居住環境を確保するための支援の方策が求められている。

大規模な都営住宅や住宅供給公社住宅の建替えにあたり、住宅、道路、まちづくり、建築等、関係分野と
調整しながら、地域にふさわしい住宅のあり方を取りまとめている。今後、規模の大きい住宅供給公社住
宅の建て替えを控えており、区としての関与の方向性が問われることとなる。

と目標値 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録数
[１０か年計画]（戸）

住み替え住宅あっ旋協力店数（店）

連携の内容

区内の宅建団体と連携し、居住支援策を拡
充することにより、高齢者等の入居が促進
される。結果として高齢者円滑入居賃貸住
宅の登録数と住み替え住宅あっ旋協力店数
が増加し、高齢者等の住み替えが円滑に行
われる。

高齢者、障害者、ひとり親家庭等が住み慣れた地域
で安心して自立した生活が送れるよう、民間ストッ
クを活用した居住支援策を拡充する。

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績

・民間住宅の居住水準
等を向上させる仕組み
づくり[建築分野]
・居住安定支援事業の
拡充[保健福祉部門]

民間賃貸住宅ストックの質的な向上
は建築分野、区民生活と関連のある
部門などとの連携が欠かせない。ま
た、高齢者の居住安定支援は保健福
祉部門との連携により一層効果的な
展開が期待できる。

連携による成果

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

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｡
・本町四丁目住宅開設：平成22年度
・新井住宅開設　   　：平成22年度

平成21年度に民間活力を活用して建築工事に着手し
た、本町四丁目の高齢者向け優良賃貸住宅とファミ
リー向け住宅、区営新井住宅建替えに伴う区営住宅
とファミリー向け賃貸住宅を開設する。

分譲マンション管理の適正化 管理組合の管理の適正化に対する支援を行
い、長期的な計画に基づき適切に管理が行
われているマンションの割合を引き上げる
ことが可能になる。

マンション管理士の団体やＮＰＯ等との連携を図り、分譲マン
ション管理組合に対する啓発や相談体制を拡充することによ
り、居住者自ら建物の資産価値の保全を図り、良好な居住環境
を確保するなどのマンション管理の適正化を推進する。

居住安定支援事業の拡充

18

875,359

2,835区民一人あたりコスト(円) 2,594 2,567 ー

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

801,541 800,485 ー



様式３

住宅施策 （２２年度）

6401

18 19 20 21 22目標 （達成度）

－
事業者
決定

基本設計 ー
竣工・

入居開始

3 3 3 ー 5
分譲マンション管理セミナー等の開
催回数（共同開催､後援等を含む）
（回）

成果指標
と目標値

成果指標

本町四丁目高齢者向け優良賃貸住宅・
ファミリー向け民間賃貸住宅整備

区営新井住宅建て替え・ファミリー向け
民間賃貸住宅整備 －

東京都
調整

快適に暮らせる住環境・住まい

事業者選
定 ー

竣工・
入居開始

施策目標

区の未利用地を活用し、高齢者向け住宅とファミリー向け住宅が民間活力を活用し整備され、多世代
居住が実現している。

建替え時期を迎えた区営住宅が民間活力を活用して建替えられ、住宅セーフティネットとして機能し
ている。

共同住宅の建築にあたって、住戸の 低居住面積水準が引き上げられ、ファミリー向け住戸の割合が
増加することにより、多様な世代が住むことができる良質な住宅ストックが増えている。

共同住宅では、建築にあたって手すりの設置など一定のバリアフリー化がなされるとともに、民間賃貸住宅では
高齢者等の入居を拒まないよう努めることが義務化されることにより、高齢者の居住の安定化が図られている。

分譲マンション管理組合に対する相談業務などの支援が充実することにより、適正な管理が行われ、
分譲マンションの維持保全が図られるとともに、良好な環境で多様な世代が安心して暮らしている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ―
事業者
選定

基本設計 ー
竣工・入
居

概要

事業２

実績 ―
東京都と
の調整

事業者選
定

ー
竣工・入
居

概要
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。

＜主な取組み＞

住宅の整備・誘導

本町４丁目住宅整備⇒高齢者向け優良賃貸住宅、ファミリー
向け民間賃貸住宅の整備

区の未利用地を利用し高齢者向け優良賃貸住宅とファミリー向け住宅を整備する。

住宅の整備・誘導

区営新井住宅建替え⇒区営住宅及びファミリー向け民間賃貸
住宅の整備誘導

現状と
課題

30㎡未満の住宅の割合が23区で も高く、若年単身者が流入しファミリー世帯の転出超過が続いてい
る。バランスのとれた多様な世代が住み続けられる住宅が求められている。

区内の居住形態で も多い民営借家では、 低居住水準未満の住宅が約２割あり、65歳以上の高齢者
が住む民営借家で高齢者のための設備がある住宅は約1割にとどまっており、バリアフリーや広さなど
質の高い住宅と高齢者等の入居を拒まれない環境が求められている。

分譲マンションは建物を区分所有しながら共同で居住することから、管理に関する問題が発生してい
る。建物の資産価値の保全や良好な居住環境を確保するための支援の方策が求められている。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 ― ― ― ―
規定の
整備

概要

事業４

実績 ー ー ー ー
相談会開
催

概要

区民一人あたりコスト（円） 153 121 127 ー

区の計画との関係

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に関する啓発の他、管理組
合への情報提供やマンション管理士による相談体制を充実する。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

47,327 37,447 39,516 ー

民間賃貸住宅ストックの質の向上

共同住宅の建築にかかる規定の整備

共同住宅の 低居住面積水準とファミリー向け住戸の付置割合の引き上げ、一定のバリアフ
リー化、高齢者等の入居の促進、地域コミュニティの形成促進など、共同住宅等の建築に関
する規定を建築分野と連携し条例化し整備する。

分譲マンション支援の拡充

分譲マンション管理組合への支援

（１）１０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち
　　　　おもな取り組み　高齢者向け住宅等の確保と住み替え支援、ワンルームマンションの抑制と共同住宅の居
住環境の向上、大規模団地の建て替え等におけるファミリー向け住宅の誘導、分譲マンションの適正管理の推進
（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
　　　　おもな取り組み　高齢者・障害者のための住宅の確保

区の計画との関係



様式３

住宅運営 （２２年度）

6402

18 19 20 21 22目標 （達成度）

110 109 143 ー 170

200 226 303 ー 430

750 750 748 ー 750

成果指標
と目標値

成果指標

住み替え住宅あっ旋協力店数（店）

高齢者円滑入居賃貸住宅の登録数
（戸）

住宅の管理戸数(区営、福祉、区民
住宅)（戸）

安心して住み続けられる住まい

施策目標

高齢者、障害者世帯、ひとり親世帯などが住みなれた地域で安心して住み続けられるため、
住み替えの支援が充実している。

適切な住宅の確保が難しい世帯のための区営住宅、福祉住宅等が効率的に管理運営されてい
る。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 110 109 143 － 170

概要

事業２

実績 432 432 430 － 432

概要

住み替え住宅あっ旋協力店数（店）

　高齢者・障害者世帯、ひとり親世帯を対象に住み替え相談や、区に登録した不動産業者の
協力による住宅あっ旋を行う。なお、区内の未登録不動産店や賃貸住宅の家主に呼びかけ
て、協力不動産店及び高齢者円滑入居賃貸住宅の登録数を増やし、効果的な事業展開を図
る。

区営住宅管理運営

区営住宅管理運営戸数（戸）

　住宅に困窮している世帯の所得が一定の基準以下の世帯に住宅を提供する。

現状と
課題

　高齢者等の住宅確保が難しい世帯向けの住宅として、民間ストックを活用した居住支援策
の拡充が求められている。一方では、高齢者等の受け入れに難色を示す傾向は依然強く、庁
内関連分野との連携を強め、受け入れを拒まない仕組みを構築することなども視野に入れて
取組む必要がある。

　都から移管された区営住宅には、昭和40年代に建設されたものも多く、今後、計画的な建
て替えが必要となってくる。

＜主な取組み＞

住替え支援

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 273 273 156 － 156

概要

事業４

実績 162 162 162 － 162

概要

区の計画との関係

828,042 764,094 760,969 ー

区民一人あたりコスト（円） 2,681 2,473 2,440 ー

福祉住宅・アパート管理運営戸数（戸）

　住宅に困窮している高齢者・身体障害者が地域で自立した生活ができるよう、管理人の配
置や設備等に配慮した住宅を提供する。また、昭和５０年、５３年にそれぞれ事業開始した
高齢者アパート、身体障害者アパートについては、建物の老朽化により平成２０年度末で廃
止したため、アパートの従前入居者に対する家賃助成等の支援（退去者支援）を行う。

区民（借上げ）住宅管理運営

管理運営戸数（戸）

　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。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

福祉住宅管理運営・アパート退去者支援

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち
　　　　おもな取り組み　高齢者向け住宅等の確保と住み替え支援
（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
　　　　おもな取り組み　　高齢者・障害者のための住宅の確保


