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指標の種類 26年度 27年度 28年度 29年度 29目標 32目標

分野目標 1,806 1,800 1,790 1,930 2,400

ベンチマーク 73,241 78,089 83,125

分野目標 699 675 636 624 609

ベンチマーク

重点取組
１０か年

計画
89.0% 89.6% 91.4% 91.5% 92%

ベンチマーク 90.1% 92.3% 91.2%

－

ベンチマーク

①

②

③

④

分野の指標

区民意識調査を実施している近隣区で住みやすさの満
足度を調査項目としている杉並区・練馬区・板橋区・
世田谷区の平均

住みやすさの満足度（％）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

東京都独自の制度である「東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・閲覧制度」で、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅として(公財)東
京都防災・建築まちづくりセンターに登録をしている区内の住宅戸数。高齢者の住替支援や居住安定策等で、一定条件の住宅が確保
されているための目安として、指標とした。 民間賃貸住宅は、新築・改築・廃止等でその実数の把握が難しいことと、登録手続きが
煩雑なため、制度の理解はしていても登録に至るケースが少ないため、前年と同数とした。

住宅に困窮する多様な世帯の居住の安定を図るためには、公営住宅の一定戸数を確保していく必要がある。しかし、指標の中にはバブル経済当時に
子育てファミリー世帯で中堅所得者向けに良質な民間住宅を供給する役割を担う目的で区が借り上げた区民住宅が含まれている。区民住宅の管理に
は財政負担が大きく、また、バブル崩壊後の地価の下落や民間住宅供給の活発化、都心定住志向などにより、その政策的な意義が薄れてきている。
そこで、借り上げ期間の20年が到来するのを契機に順次オーナーに返却をしていく。オーナーとの円満な返還交渉により区民住宅の管理戸数を減ら
すことで財政負担の軽減を目指すため指標とした。

10か年計画(第3次)
戦略Ⅱ　安全・居住都市戦略
施策ウ　ライフステージやスタイルに応じた多様な住宅の誘導
住環境の満足度については、個々人の意識により計測されるため、区民意識調査における住みやすさの満足度（「とても住みよい」
「まあ住みよい」と回答した人の割合）を指標とした。

指標／実績(26～28)・目標(29,32)

①

②

③

④

分野目標

平成29年度 住宅政策分野 快適に暮らせる住まいのあるまち

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○住宅確保が困難と思われる高齢者等の世帯に対して、空き家等を含む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。その一方で、受け入れに難色を示す傾向は依然として強いため、受け入れを拒まない住宅の確保が喫緊の課題である。
○東京都から移管を受けた区営住宅は、建築後相当の年数が経過しているにもかかわらず、計画的な修繕ができていないため、老朽
化が著しい。

東京都防災・建築まちづくりセンターに登録して
いる高齢者の入居を拒まない住宅数(東京都全体)

東京シニア円滑入居賃貸住宅の登録戸数(戸)

住宅の管理戸数(区営・福祉・区民住宅)(戸)

○区民のライフステージやスタイルに応じた多様な住宅施策を総合的かつ計画的に実施することによって、すべての人が快適
で安心できる生活を営んでいる。

○公共住宅が公平で的確な供給ができるように、適切な管理と運営を図るとともに計画的な修繕を行うことで、一定の所得基
準以下の世帯向け住宅としての住宅セーフティーネット機能が果たされ、安心して暮らせる環境が整備されている。

平成29年度に重点的に行う取組み

○平成28年度に発足した、中野区空家等対策審議会での議論を経て「中野区空家等対策基本計画」を策定する。
○第三次住宅マスタープランの改定に着手する。このため、第六期中野区住宅政策審議会を発足する。
○高齢者等住宅要配慮者の住み替えが促進されるよう、貸主に対する理解を求めるための啓発活動を行う。
　また、不動産店に対しても新たな保証制度の創設を図るなど、利用し易い制度の検討をする。
○不燃化特区事業の促進のため、平成29年度に移管を受ける都営住宅について、都との密接な連携のもと支障なく移管を完了させる。
○契約期間が到来する区民住宅3棟を、オーナーとの円満な交渉により返還を行う。
　また、入居者に対しては、適正な対応を行い理解を求める。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 177 179 180 190

② 1,806 1,800 1,790 1,930

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

施策目標

4501 住宅政策 多様な住宅ストックの利活用推進

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○住宅確保が困難と思われる高齢者等の世帯に対して、空き家等を含む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。その一方で、受け入れに難色を示す傾向は依
然として強いため、受け入れを拒まない住宅の確保が喫緊の課題である。また、区内の分譲マンションは、区民にとって不可欠な生活基盤となっていると同時に、都市や地域社会
を構成する重要な要素ともなっているが、経年とともに建物の老朽化と居住者の高齢化が確実に進行している。このため、適正な維持管理の促進や円滑な再生を図る必要がある。

○高齢者等の住宅要配慮者に対して、不動産団体との連携により入居を拒まない不動産店を増やすとともに、貸主の理解を促進す
るための啓発活動を行って行く。また、新たな制度等の構築を図ることで、安心して貸すことが出来る環境が整い、誰もが安心し
て中野のまちで暮らしている。

○区内の空き家等を含む住宅ストックが、積極的且つ適切に利活用されるとともに、分譲マンション等の除却・建替えが促進され
るよう、民間事業者等への周知や働きかけを行うことで、より良好な住環境が形成されている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

住み替え住宅あっ旋協力店数（店）

東京シニア円滑入居賃貸住宅の登録戸数(戸)

指標の説明、設定理由、目標値の根拠
○高齢者・障害者世帯やひとり親世帯の入居を拒まない不動産店や家主を増やすことは、住替えの際に広く情報の収集が可能となり、条件に合う住宅を
提供することが出来るようになる。協定を結んでいる全日本不動産協会中野杉並支部と東京都宅地建物取引業協会中野区支部には賃貸住宅を扱わない店
舗や中野区内の物件を扱っていない店舗も含め、現在加盟店が約９００店舗ある。本制度についての周知と理解に努め、登録について求めて行くため指
標とした。
○東京都独自の制度である「東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・閲覧制度」で、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅として(公財)東京都防災・建築まち
づくりセンターに登録をしている区内の住宅戸数。高齢者の住替支援や居住安定策等で、一定条件の住宅が確保されているための目安として、指標とし
た。 民間賃貸住宅は、新築・改築・廃止等でその実数の把握が難しいことと、登録手続きが煩雑なため、制度の理解はしていても登録に至るケースが少
なく微増に留まっているため、前年と同数とした。

事業3 住み替え支援

事業１ 住宅マスタープランの改定

○第三次住宅マスタープランの期間が、平成21年度～平成30年度までの10年間である。このため、
平成29年度に第六期住宅政策審議会を発足し、区長による諮問に基づき第四次住宅マスタープランの
策定に着手する。2年間の住宅政策審議会の審議を経て、平成30年度末の改定を目指す。
○住宅マスタープランの改定に先立ち、中野区の住宅の現状把握するための住宅白書の発刊を行う。
○住宅に困窮する多様な世帯の居住の安定を図るためには、公営住宅の一定戸数を確保していく必要
がある。一方、区営住宅は建築後40年程度経過し、老朽化が進んでいるため、建替・再編、廃止等を
視野にその在り方について検討する必要がある。併せて区の住宅施策全般についての方向性を示すた
めの内容とする。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅱ・展開1・施策ウ

事業2 空家等対策基本計画の策定

○平成28年度に発足した「中野区空家等対策審議会」の議論を経て、「中野区空家等対
策基本計画」を策定する。
○「中野区空家等対策基本計画」は、積極的な利活用や特定空き家への対応等、今後の
中野区における空き家等対策の指針となるものとして策定をする。
○空家等の対策は、庁内の適切な連携を持って行われる事が不可欠である。庁内調整・
連携の司令塔としての役割を明確にしていくとともに、その体制の整備を図る。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅱ・展開1・施策ウ

○高齢者・障害者世帯、ひとり親世帯等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の情報提供を行う。また、区内不動産団体に加盟の未登録不動産店に
呼びかけて、協力不動産店の数を増やすとともに、賃貸住宅の貸主に対して理解を求めて
行く。更には、高齢者の入居を拒まない住宅の登録戸数を増やし、効果的な事業展開を図
る。
○高齢者等の入居に際し、貸主の理解と安心して貸すことが出来る新たな制度の検討をす
る。また、現在の債務保証利用助成制度を、利用者に取って更に利用がし易い様な制度に
工夫をする。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅱ・展開1・施策ウ、戦略Ⅴ・展開2・施策イ

事業4 マンション建替え支援

○マンションの適正管理・建替え・耐震化及び流通等の課題に対応するため、民間の各団
体等が行っているセミナー等の後援や広報等の支援を行う。
○マンション建替え法に基づくマンション建替え組合の認可等の事務処理を速やかに且つ
適切に行い、老朽化したマンションや耐震性の無いマンションの建替えを支障なくスムー
ズに進捗させる。また、必要な指導・指示を的確に行う。
○当区の認可事務等は、他区の状況と比較しても、先行して実施している部分が多い。試
行錯誤で行ってきたものも多く、今後の事務処理の参考として残すためのマニュアルの作
成を行う。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅱ・展開1・施策ウ



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 432 432 432 453

② 156 156 156 156

③ 111 87 48 15

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【概要】
○緊急通報システムによる24時間対応や、ワーデンによる入居者の安否確認、緊急時の
対応、疾病等に対する一時的な介護に加えＬＳＡによる生活相談など日常生活上必要な
援助を行う。ＡＤＬが低下し、自立が難しくなった入居者については、施設への入所が
スムーズに図れるよう福祉部門との連携を図る。区が建設した住宅については、劣化度
調査等の報告や長寿命化計画をもとに計画修繕を行うとともに、借上げ施設についても
必要な修繕はオーナーに適宜指摘し施設の維持管理を行い一定数住宅戸数を確保する。

事業3 区民住宅の運営

【概要】
○バブル崩壊後の地価の下落や民間住宅供給の活発化、都心定住志向などにより、その
政策的な意義が薄れ財政負担も大きいため、２０年間の借上げ期間の管理満了を迎える
エスペランサ恵比寿、マアヤ白鷺、スペーシア江古田について、オーナーとの円満な交
渉と新管理会社へのスムーズな引継ぎを行うとともに入居者が不利益の無いよう引き続
き入居できるよう交渉を進める。指定管理者により適宜施設点検を行い、住宅返還に際
し支障のないよう維持管理を適切に行う。

10か年計画（第３次）

10か年計画（第３次）

事業4

4502 住宅運営 安心して住み続けられる公営住宅

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○区営住宅については、その多くが建築後相当の年数が経過しているにもかかわらず計画的な修繕ができていないため、老朽化が著しい。また、平成29年度に受け入れる昭和48
年築の都営住宅については、都でできる限りの修繕を行ったうえで移管を受ける。福祉住宅（高齢者住宅）については、自立が難しくなった入居者の施設入所について保健福祉部
門と連携を図り、入居要件にマッチングする世帯が公平に入居できるよう運営していく必要がある。区民住宅においては、平成21年3月のマスタープランの中で、今後新たな展開
については行わないとしていることから、20年間の借上げ期間を満了する住宅を住宅所有者にスムーズに返還していく必要がある。

施策目標

○公平で的確な供給ができるように、適切な管理と運営を図るとともに計画的な修繕を行うことで、一定の所得基準以下の世帯向
け住宅としての住宅セーフティーネット機能が果たされ、安心して暮らせる環境が整備されている。

施策の指標

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

指標／実績(26～28)・目標(29)

区営住宅管理戸数(戸)

福祉住宅管理戸数(戸)

区民住宅管理戸数(戸)

福祉住宅の運営事業2

10か年計画（第３次）

10か年計画（第３次）

【概要】
○平成29年度においては不燃化特区事業促進のため都営住宅を支障なく受け入れるとと
もに、公平で適切な管理運営を図るため、高額所得者や収入超過者、長期家賃滞納者等
に対し適切な対応を行い、住宅に困窮してる所得が一定の基準以下の世帯向け住宅とし
て、真に住宅を必要とする世帯への供給に努める。中野区公営住宅等長寿命化計画に基
づく計画修繕を行い老朽化に適切な対応を図り一定数住宅戸数を確保する。

区営住宅の運営事業１

○区営住宅は、平成29年度においては不燃化特区事業促進による都営住宅の移管を支障なく受け入れる。また、住宅に困窮する多様な世
帯の居住の安定を確保するために、老朽化した住宅を計画修繕による長寿命化を図り、公平で適正な管理運営を行い、一定戸数を確保し
ていく必要がある。

○福祉住宅は住宅に困窮してる高齢者と身体障害者に対して、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　（ワーデン又
はＬＳＡ）を配置し一定の住戸数を確保する必要がある。

○区民住宅はバブル崩壊後の地価の下落や民間住宅供給の活発化、都心定住志向などにより、その政策的な意義が薄れてきて
いる。管理には財政負担が大きいため、借り上げ期間の20年が到来するのを契機に順次オーナーに返却をしていく。オーナー
との円満な返還交渉により区民住宅の管理戸数を減らすことで財政負担の軽減を目指す。


