
分
類

は
案

多様な居住ニーズに応え
る住まいづくり

子育てしやすい住まいづく
り

高齢者や障害者等の安
心居住

良質な住宅ストック形
成・既存住宅の流通促
進

空き家の総合的な対策
分譲マンションの適正管
理・更新

良好な住宅市街地の形
成

大規模住宅団地の再生
住まいや住宅市街地の
安全・安心の確保

・今後の公営住宅の更新計画とそ
の役割について、地域福祉政策とあ
わせて検討を深める
・巨大地震が想定される沿岸都市
における都市・地域の強靭化と、広
域的な避難戦略づくり

・国や府との役割分担の中で、堺市
独自の施策が展開できれば望まし
い

・前計画から引き継ぐ課題と新たな
課題を意識した書き方にした方がよ
いかと思います。
・地区によってかなり課題が異なるの
で、地区別の課題を整理する章を
作ってはどうでしょうか。

・現計画の達成状況の把握が必
要。（理由の考察）

・他の政令指定都市との比較（理
由の考察）

・子育て世代が入居しやすい支援体制の構築の必要性。
・南海トラフ巨大地震に備えた耐震化の促進。

・空き家対策の促進→現状分析と効果的な対応。
・公営住宅の入居競争。

・地域の防犯対策とまちづくりの連動→安心安全な地域づくり。
・自治会加入の課題。

・高齢者や障がい者が住み続けられるよう、バリアフリー環境の
充実が必要である。

・具体的な空き家数の把握を進め、利用しやすい民泊条例へ
の改正が必要である。

・住宅密集地域の解消、防犯カメラの適正設置による安全安
心な住環境の形成が必要である。

（単身化・民営借家の質の低さ、最低面積水準未満世帯数の
改善の遅れ,公的賃貸住宅の比率の高さ等）。
・総合的な住宅セーフティネット政策の確立が必要。適格なニー
ズの把握と相談事業と連動した個別支援の仕組みづくりが政
策課題　
・公営住宅と民間賃貸住宅の役割分担などを検討し、居住支
援協議会等、市民の居住を直接支援する。

（空き家、住宅ストックの質の低さ（バリアフリー・省エネ等）、マン
ション管理支援の遅れ等）
・住宅市場政策の強化。住宅供給側と需要側の両方の情報
が不足。ハウスビルダーや不動産業界等との協働関係の構築が
必要。
・住宅所有者（市民）に届く施策（情報提供・広報等）が必要。

（都市のビジョン、市区の役割分担等が不明確）
・市街地類型別の方針と、即地的な対応。都市計画・防災対
策とのリンク等、他部局との連携が必要。

・高齢者（特に独居）の見守りや生活支援のための体制・環境
整備が必要。
・高齢者・障がい者の入居受け入れ先の確保・環境整備等が
必要。

・環境への配慮や資源の循環、空き家対策等の面から、ストッ
ク型の住宅市場が活発になるようなシステムの整備（需給のマッ
チングや評価システム等）が必要。
・分譲マンションの管理組合の支援や情報提供等があるとよい
のではないか。"

－

その他

・人口減、家族構成等の構造的変化への対応、
・「世界遺産」に伴う観光化圧力と協調、共存する生活空間ビ
ジョン形成
・先進的交通システムも活用した、歩行者主体のまちづくり
・保育・介護など福祉人材の不足に対応した支えあい活動の
推進、社会的企業の育成
・今後の外国人材受け入れ増に対応した、多文化共生のまち
づくりや、地域生活支援体制の充実

・急速な人口減と空家化に対応した、住宅の総量規制に向け
た政策研究と独自の政策展開
・地域別にみた市街地住宅整備課題の整理と、今後の住まい
づくり戦略
・住まいを巡る、各種相談体制の充実強化
・老朽マンションの改修、建て替え更新や解消等に向けた区分
所有者の合意形成への支援体制構築

・「住むなら堺」の魅力向上と、多様な情報メディアを通じた発
信力強化、
・コンパクトシティ実現にむけた政策調整、縮退の計画ビジョン
・様々な地震災害や温暖化に伴う豪雨災害頻発等に対応し
た、地域開発アセスメントや、ハザード評価による、安全安心の
まちづくりへの住民意識の向上
 

住環境に関する課題

委員名

暮らしに関する課題 住宅ストックに関する課題

・特に若年世帯に対する住まいニーズ調査結果を、具体的施
策のために積極的に活用すべき。たとえば、近隣市の中でも大
阪市内居住者と堺市より南方の衛星都市群居住者とでは住
替えニーズはかなり異なっているのではないか。
・地域の実情に応じた施策、特に都心からの距離や住民構成・
世帯類型など、（場合によっては行政区単位よりも細かく設定し
た）ゾーン別の施策展開に配慮すべき（例：高齢化の進行する
南区、人口構成の若い北区など）

・市場性があり、家賃水準に影響を与える空き家への対策（流
通促進を含む）に重点をおくべき（市場性のない空き家は防災
の対象であっても、住宅政策のテーマではないので）
・空き家悉皆調査については、現状把握にとどまらず、市街地
類型に即した施策展開に生かすのが望ましい

大西 　委員

大場　 委員

・安全・安心の観点からも、密集市街地の再生については引き
続き重点的に取り組む必要がある
・良好な市街地を形成するには、「規制」や「築造」よりも、ガイ
ドラインとインセンティヴを組み合わせた投資「誘導」施策が重要

・「ニーズにあった住まいを選べる環境づくり」に関連して、所有関
係の選択肢が少ない地域があり、特に民間賃貸住宅の選択
肢が極端に不足している地域（南区など）があることが課題では
ないでしょうか。
・高齢者の安心居住の課題は、バリアフリー等のハードだけでな
く、適切な住み替え支援や、福祉施策と連携したサービス提供
が欠かせないと思います。（現状では、福祉施策との連携は、民
間賃貸住宅市場だけの問題になっています）
・同様に、子育てしやすい住まいづくりには、保育園や学童保育
などの整備や適切な配置が重要です。

・中古住宅の活用のため、リノベ不動産会社との連携等、住宅
改修への支援が必要です。
・「空き家の発生抑制」「適正管理と利活用」については、一般
的な書き方になっていますが、どのような対策をするのかに繋がる
ような課題設定にするべきかと思います。そのためにも、地域別に
地域事情にそった課題を書き出してはどうでしょうか。
・また新セーフティネット法の制度活用にも触れるべきではと思い
ます。

・「災害に強い住まいづくりへの対応」については、「防止するため
の整備や対応が必要」という表現に留まっていますが、優先的に
実施すべき施策を想定して、もう少し具体的な課題を書き出し
てはどうでしょうか。　住宅の耐震化が遅れているのはどんな住宅
かや、その他にも、家具の転倒防止や、避難の課題もあるかと
思います。小伊藤委員

佐藤　 委員

新田　 委員

加藤　 委員

札場 　委員

資料4
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分
類

は
案

多様な居住ニーズに応え
る住まいづくり

子育てしやすい住まいづく
り

高齢者や障害者等の安
心居住

良質な住宅ストック形
成・既存住宅の流通促
進

空き家の総合的な対策
分譲マンションの適正管
理・更新

良好な住宅市街地の形
成

大規模住宅団地の再生
住まいや住宅市街地の
安全・安心の確保

その他

住環境に関する課題

委員名

暮らしに関する課題 住宅ストックに関する課題

資料4

・住生活基本計画の策定後、着実
に事業実施につながるような仕組み
がない。
・特に、良好な住宅の提供(高齢世
帯が住み続けられる）との政策が規
定されているにもかかわらず、UR・府
公社団地の中層棟にエレベータの
設置がなく、やむなく引越しさざるを
えない状況が続いている。

【別紙資料あり】

・（同居や近居を促進するための施策よりも）老親の介護と子育
てが重なったり、老親はすでに亡くなるなどして子育てに対する
親族サポートが期待できないシングルペアレントなど、子育てにか
なりの困難を有する世帯への対応（サポートや優遇施策）が必
要

・素人にもわかりやすく、信頼できる住宅性能表示が重要。
・安く中古住宅・マンションを購入し、カスタマイズできることが重
要。特にマンションの場合、改修時の「変えるためのルール」の整
備が求められる。
・公営住宅の２戸１化推進。

・公的住宅団地を有用な資源ととらえ、その活用に関する検討
が必要。

・外国人への対応
　今後、増加の可能性がある外国人について、うまく受け入れ、
住民との良好な関係を築き、地域の活性化に資するようにする
対応が必要ではないか。

・分譲マンションへの対応
　建物の老朽化や住民の高齢化等により、課題がますます顕
在化していくことが想定される分譲マンションの対策について、法
整備等の大きなフレームは国で進めているが、時間的な余裕は
なく地方公共団体等としても具体的な取組みをできることからど
んどん進めていくべきではないか。

・大規模住宅団地への対応
　再生に向け、様々な事業者等が連携し、住民も主体性を
持って取組めるようなソフトな対応を積み重ね、地域コミュニティ
の活性化等を図っていくことが必要ではないか。

・Ｐ．６
○長寿社会に対応する住まいづくりへの対応
　「・・・住まいの整備が急務となっており、住まいのバリアフリー化
や設備の更新などにより、健康に安心して住み続けられる・・・」

・Ｐ．８
○空き家の発生抑制への対応
　「・・・抑制するためには、空き家になる前に子育て世帯に活用
されるよう、①既存住宅流通市場の活性化、②ミスマッチの解
消、③不動産資産の流動化（リバースモーゲージの周知・活用）
が必要である。」
・Ｐ．９
○分譲マンションの管理適正化の対応
　「・管理適正化に向け、管理組合を支援するシステム作りが
必要となっている。」

・Ｐ．１１
○分譲マンションの適正管理、建替え更新への対応、地域コ
ミュニティの活性化
　「・また、住まいに住み続ける又は次世代に受け継ぐための住
情報の提供など地域コミュニティの活性化に資するような取り組
みが必要となっている。」

・将来の暮らしを考える場合、医療・福祉、教育、産業といった
関連する他の政策との連携はもとより、泉北NTでもすでに実験
的な取り組みが始まっている、住まいと生活基盤、都市機能等
との間の移動手段も検討が必要。

・個別の住宅・マンション、住宅地としての地域、住宅流通の仕
組み・マーケット、といった課題を認識し政策を打つ対象の整理
が必要。

・暮らしにも関連するが、安全・安心を含め、ハード整備のみに
解決策を求めず、コミュニティや地域ブランドといったソフト戦略も
重要。

・高齢者、障がい者が安心して住み続けたい。
・多世代の方々が住みつづけられるまちづくり

・公的賃貸住宅の空き家が活用されていない。特に、大阪府
営住宅の集約事業が予定どおり進められていない。
・空きストック情報を活かしていく必要がある。

・買い物ができる商店・スーパーが相次ぎ閉店し、買い物困難
者となっている。
・将来、堺市はコンパクトシティをめざすなど、将来ビジョンが必
要である。
・南区の住宅政策、再生にあたっては、課題や現状把握につい
て既存の府市等連携協議会との連携をはかる必要がある。

－

・管理が不十分な空き家は、「特定空家等」には至らないもの
が多くを占める。空き家を除却しても税額が上がらないなどの対
応が必要ではないか。空き家実態の把握等についても関係各
課の横の連携が必要である。

－

・中心市街地に高層マンションを建築する必要があるのかについ
て考える必要がある。また、高齢化がすすんでいく中でいかに公
共交通を活性化していくか、守っていくかについて考えていく必要
がある。

・市内各地で増えつつある空き家をどのように流通するようにして
いくのか、また、住まれる可能性があまりないのであれば空地には
やく戻していくかについて考えていくことが必要である。

・耐震検査も済んでいないUR団地などについていかに耐震検査
を行うのか、また建て替えをおこなっていくかを考える必要がある。

・子育てしやすい住環境の確保が必要である（狭小な通学路の
拡幅、ボール遊びのできる遊び場など）。

・空き家について、危険な空き家は解体が必要であるが、そうな
るまでの空き家について税と連携した取組みが必要である。

・エレベーターのない（中層の）共同住宅の4，5階に高齢者は住
めない。バリアフリー化が必要である。

末廣 　委員

塚本　 委員

財部 　委員

池尻　 委員

田渕 　委員

山本 　委員

加茂　 委員

西　　  委員
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住宅金融支援機構近畿支店　末廣委員提供資料
【別紙：提案理由】
　
・高齢者や障害者等の安心居住（資料２　Ｐ．６）
  堺市においては高齢者世帯（単身と夫婦世帯のみ）の割合が平成３０年に２７．９％と政令市平均２２．７％、全
国平均２４％を大幅に上回っている。
  また、現在の住宅に住み続けたいとしている方が７１．８％（堺市高齢者等実態調査）に上っている。
  しかしながら、堺市内では屋内に段差がない持ち家の住宅が２４．４％（平成30年住宅・土地統計調査）にとど
まっている。
  高齢者世帯が安心して現在の住宅に住み続けるためにはバリアフリーなどを含めた設備の更新が望ましい。
  なお、年金が主な収入である高齢者世帯では通常の住宅ローン借り入れは困難であるため、高齢者が安心し
て居住を自らが住み慣れた住宅に安心して住み続けるために行うリフォームに対する金融支援や行政の支援が
必要である。
（参考）
  機構ではリフォーム融資（高齢者返済特例）やリ・バース６０により高齢者の自宅のリフォーム支援を行っている。

・空き家の総合的対策（資料２　Ｐ．８）
  堺市における空き家率は１３．６％と全国並みであるが賃貸、売却などの活用意向がない空き家は平成３０年に
１７６００戸（平成１５年１２２００戸）と増加傾向にある。
  また、堺市の将来人口は近畿の政令市のなかでも最も減少度合いが大きいと予測されており、今後、空き家の
さらなる増加が見込まれる。
  そのために空き家の発生の抑制と空き家の活用について積極的な支援が必要であり、空き家の発生の抑制に
は高齢者が老朽住宅に適切に住み続けるためのリフォームの支援が、空き家の解消のためには空き家の取得に
対する支援が必要である。
（参考）
・機構ではリ・バース６０により高齢者の自宅のリフォーム支援を行っている。（再掲）
・フラット３５地域活性化型において空き家の取得に対して一定の補助を行う公共団体と協定を締結することによ
り金利優遇を行い施策の支援を行っている。
※大阪府内では貝塚市、枚方市、泉佐野市、富田林市、和泉市、河南市、阪南市

・分譲マンションの適正管理・更新（資料２　Ｐ．９）
  堺市では昭和５５年以前に供給が行われた分譲マンションが約１３３００戸とストックの約２４％を占め、全国の約
１６％を大きく上回っており、マンションの老朽化による共用部分の大規模修繕が課題となるなか修繕積立金不
足による修繕の未実施や区分所有者の高齢化に伴う管理組合の管理不全が懸念される。
   マンションの維持管理が適切に行われるため、管理組合の状況の把握を行い問題のある管理組合に対する能
動的な支援を行うシステム作りが必要である。
（参考）
  機構では共用部分改良融資により適時適切な修繕に必要な資金に支援を行っている。

・大規模住宅団地再生（資料２　Ｐ．１１）
　人口減少・少子高齢化の進行やそれに伴う地域コミュニティの低下への対応として、住情報提供などの取り組
みにより、地域コミュニティを活性化することを市が主体として実施できないか。
（参考）
  機構では、京都市主催の京都市住宅供給公社、都市再生機構、学識経験者等からなるＷＧに参加し、京都市
の洛西ニュータウンで、高齢者世帯が中心となったニュータウンの再生のため、良質な住宅ストックの形成や既
存住宅の流通促進に資する以下の取り組みを実施している。
・リ・バース６０をメインテーマとしたセミナー・相談会・地域独自の価値を維持・向上する 視点で中古住宅の活
用・流通の改修モデルプランの作成及び紹介リーフレットの作成
・作成した改修モデルプランを用いてコンペ形式で改修設計事例を募集し、事例を整理した事例集の作成及び
事例の公表を含めたセミナーイベントの実施

・子育てしやすい住まいづくり（資料２　Ｐ．５（参考））
  住み替えたいとしている堺市内の子育て世帯の７５％以上（若年世帯の住まいニーズ調査）が持ち家を希望し
ているおり、また、４３．９％が親との近居・同居を希望している。
  子育て世帯の持ち家購入は堺市への定住促進に資するものであるため一定の支援も検討していいのではない
か。特に親との近居同居の場合には親の介護支援も期待できる。
（参考）
  機構ではフラット３５子育て支援型において子育て世帯の住宅取得に対して一定の補助を行う公共団体と協定
を締結することにより金利優遇を行い施策の支援を行っている。
※大阪府内では大阪市、貝塚市、枚方市、茨木市、富田林市、寝屋川市、大東市、和泉市、河南市


