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第４章 施策の展開 

基本理念・基本目標を実現するために、方針ごとに基本施策と具体施策を位置付け、各

施策を推進します。 

具体施策のうち、早急かつ優先して取組む必要がある施策については、「優先して取組む

施策」として計画に位置付け、アクションプランを設定することにより、施策の着実な執

行ときめ細やかな進行管理を行います。 

また、審議会からの提言や住宅政策を取り巻く社会状況等を踏まえ重要性が高いと考え

られる施策のうち、他の政策分野と連携が不可欠となる施策や、今後本市の状況や課題を

明らかにした上で取組む必要がある施策については、「重点的にあり方を検討する施策」と

して計画に位置付け、他の政策分野との連携を高めながら、施策の展開を図ります。 

方針１ 良質な住宅ストックの形成と適切な管理の促進 
良質な住宅の供給と適切な維持管理を促進することにより、安全・安

心で快適に暮らせる良質な住宅ストックを形成します

方針１ 
良質な住宅スト

ックの形成と適

切な管理の促進 

（１） 

住宅の質の確保・向上

に向けた取組の強化 

① 住宅の耐震化の促進● 

② 住宅の低炭素化や省エネ化、断熱化の促進 

③ バリアフリー化の促進 

④ 長期優良住宅の促進 

⑤ 宅地の防災対策の推進 

⑥ 防災対策の普及と防災関連情報の発信 

⑦ 木材利用の促進 

⑧ ワンルームマンションの適切な誘導 

（２） 

住宅ストックの適切

な維持管理の促進 

① 分譲マンションの適切な管理の促進● 

② 既存住宅の所有者による適切な維持管理の促進 

●：優先して取組む施策 

■ 成果指標

成果指標名 現状 
前期 後期

平成 29年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度

住宅に関する市民の満足度 
73％ 

（平成25年度）

―％

（平成―年度）

77％ 

（平成30年度）

80％ 

（平成35年度）
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成果指標名 現状 
前期 後期

平成 29年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度

住宅の耐震化率 
92％ 

（平成27年度）

93％ 

（平成29年度）

95％ 

（平成32年度）

95％ 

（平成37年度）

新築される建築物のうち、環境に

配慮した建築物の割合 

17％ 

（平成26年度）

19％ 

（平成29年度）

21％ 

（平成33年度）

23％ 

（平成37年度）

高齢者の居住する住宅の一定の

バリアフリー化率 

39.6％ 

（平成25年度）

―％

（平成―年度）

54.5％ 

（平成30年度）

69.1％ 

（平成35年度）

川崎市マンション管理組合登録

制度に登録している分譲マンシ

ョン管理組合数 

356件 

（平成28年度）

450件 

（平成29年度）

850件 

（平成33年度）

1350件 

（平成38年度）

長期修繕計画を策定している分

譲マンションの割合 

80.5％ 

（平成26年度）

82％ 

（平成29年度）

85％ 

（平成33年度）

90％ 

（平成38年度）

■ 施策の内容 

基本施策１-（１） 住宅の質の確保・向上に向けた取組の強化 

住宅の質の確保や向上を図るために、重要な観点である耐震化や低炭素化・省エネ化＊・

断熱化、バリアフリー＊化については国の制度の普及促進や本市の支援の取組を引き続き

進めます。 

耐震化については、住宅の耐震性の向上だけではなく、宅地の耐震化や、防災対策（耐

震シェルター＊・防災ベッド＊・感震ブレーカー＊等）の普及及び防災・災害関連情報の発

信を進めます。 

また、住宅の低炭素化＊や断熱化等の取組と併せ、ヒートショック＊対策等の健康寿命＊

の延伸に資する取組、地球温暖化の防止や健康・癒し等にも効果があるとされる木材利用

の取組を促進します。 

さらに、狭小な民営借家が多いという本市の状況の中、ワンルームマンションの建設が

増加していることから、ワンルームマンションの供給等に対して、適正な指導・誘導を図

ります。 

①住宅の耐震化の促進【優先して取組む施策】 

○市民の生命や財産等の確保と災害に強いまちづくりの推進に向け、「耐震改修促進計画」

に基づき、昭和５６年以前に建築された木造住宅・分譲マンション等を対象に、耐震

化の重要性の意識啓発を行うとともに、「木造住宅耐震改修助成制度」等において、耐

震診断や耐震改修等の費用の一部を助成することにより、住宅の耐震化を促進します。 
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図４－１ 木造住宅・分譲マンション耐震関連制度の利用実績  図４－２ 耐震改修工事の様子

≪木造住宅耐震関連制度の利用実績≫
≪木造住宅の耐震改修工事の様子≫

≪分譲マンション耐震関連制度の利用実績≫ 
（計画設計・改修工事助成は H19 から制度化）

≪分譲マンションの耐震改修事例≫

②住宅の低炭素化や省エネ化、断熱化の促進 

○太陽光発電設備やエネルギー管理装置等の導入推進など、創エネ・省エネ・蓄エネ

に関する総合的な取組を行うとともに、「環境配慮制度（CASBEE 川崎、CASBEE 戸建）」

や「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく「低炭素建築物認定制度」等の

普及と適切な運用を行うことにより、低炭素社会の構築に貢献する住宅供給を促進します。

○「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」等に基づき、住宅の省エネル

ギー化や断熱化を誘導するとともに、ヒートショック＊対策の取組について国の制度

を活用するなどして、健康の維持・増進にも寄与する住宅の供給を促進します。 

○ＨＥＭＳ＊やＭＥＭＳ＊、ゼロエネルギー住宅＊、ＬＣＣＭ＊住宅等の低炭素社会の実

現に貢献する設備や住宅に関する情報の市民や事業者への発信・提供を進めます。 

③バリアフリー化の促進 

○「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」や「福

祉のまちづくり条例」に基づき、共同住宅の共用部分のバリアフリー＊化を誘導します。

○「マンション段差解消工事等費用助成制度」の活用により、分譲マンションの共用

部分の段差箇所に手すり、スロープ等を設置する費用の一部助成を行うなど、バリ

アフリー＊化の促進に向けた支援を進めます。 
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④長期優良住宅の促進 

○長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を普及するための

長期優良住宅＊認定制度を適正かつ効率的に活用し、質の高い優良な住宅の普及を促

進します。 

⑤宅地の防災対策の推進 

○「宅地防災工事助成金制度」において、擁壁の改修等宅地防災工事への助成を行う

ことにより、宅地の防災対策を推進します。 

⑥防災対策の普及と防災関連情報の発信 

○耐震改修に係る費用負担や日常生活への影響から、耐震改修の実施が困難な昭和 56

年以前に建築された耐震性の低い木造住宅の所有者に対し、「耐震シェルター・防災

ベッド設置助成制度」により、耐震シェルター＊・防災ベッド＊の設置費用の一部を

助成することで、継続的な耐震化の取組を促します。 

○大規模地震における停電復旧時等の火災予防に向け、感震ブレーカー＊の設置を啓発

パンフレット「地震による電気火災の対策を！」等で促進します。 

○「川崎市高層集合住宅の震災対策に関する施設整備要綱」に基づき、高層集合住宅

に防災備蓄スペースや防災対応トイレの設置等を促すことにより、災害に備えます。 

○市内各地域の地震発生時のゆれやすさや津波発生時の浸水深の予測、及び、土砂災

害が発生するおそれのある土地の区域（土砂災害警戒区域等）等の情報を広く周知

するため、「ゆれやすさマップ＊」、「津波ハザードマップ＊」及び「土砂災害ハザード

マップ＊」等を広く周知し、防災対策の必要性の普及・啓発を進めます。 

⑦木材利用の促進 

○地球温暖化の防止、国土の保全、水源のかん養、森林再生等に寄与するとともに、

健康や癒しの効果がある木材利用を促進するため、木造住宅の供給や内装の木質化

を誘導します。 

⑧ワンルームマンションの適切な誘導 

○「川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱」に基づき、ワンルームマンショ

ンにおける住戸の最低居住面積水準の確保、建物規模に応じた適切な管理や、地域

コミュニティ＊の誘導を図り、良質なワンルームマンションの建設を適切に指導・誘

導します。また、ワンルームマンションをはじめとした単身者向け民間賃貸住宅の

供給や活用について、その誘導のあり方を引き続き検討します。 
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基本施策１-（２） 住宅ストックの適切な維持管理の促進 

本市では、これまでに分譲マンションの実態調査を実施して各マンションのカルテを作

成するなど、分譲マンションの適切な管理の推進に向けた取組を進めてきました。こうし

た取組を土台として、無料相談やアドバイザー派遣等を活用した取組を継続的に進めると

ともに、新たな支援策の検討を進めます。 

また、本市においては民間賃貸住宅のストック＊の比率が高いことが特徴です。一方で、

民間賃貸住宅や戸建住宅は、長期的な視点に立った適切な維持管理が不足しているという

指摘もあることから、民間賃貸住宅や戸建て住宅の所有者に対して、適正な管理を促す取

組を進めます。 

①分譲マンションの適切な管理の促進【優先して取組む施策】 

○マンション管理組合に対する「川崎市マンション管理組合登録制度」の普及やマン

ションカルテの定期的な更新を継続的に進めるとともに、管理規約や長期修繕計画＊

の作成支援等を行ない、分譲マンションの適切な管理を促進します。 

○管理組合が未組織等の理由で、適正管理を行う体制・状況に無い分譲マンションの

管理不全＊化を予防するために、アプローチ型の誘導・支援を行う新たな制度を構築

します。 

図４－３ 分譲マンションの適切な管理を支援する体制 

②既存住宅の所有者による適切な維持管理の促進 

○戸建て住宅をはじめとした住宅の安全性・快適性や資産価値の向上に向け、「リフォ

ーム事例集」を定期的に見直すとともに、セミナー等を開催し、住宅の定期的な点

検や適切な修繕・改善を促します。 

○民間賃貸住宅については、適切な維持管理や計画的な修繕等が資産価値の向上や空

き室の発生抑制等に繋がることから、定期的なセミナーの開催や事例集の発行、Ｄ

ＩＹ＊型賃貸借等の各種制度・手法の情報発信等を行うことにより、所有者に対して

健全な賃貸住宅経営を促します。 

マンション管理組合登録制度

マンション管理基礎セミナー

マンション管理無料相談窓口
（川崎市まちづくり公社ハウジングサロン）

マンションアドバイザー派遣制度

行政からアプローチする

新たな管理組合支援制度の構築

+
マンションカルテの更新・利用

マ
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シ
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各種制度による支援

相談・申請・登録

既存の取組
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■ 優先して取組む施策のアクションプラン 

具体施策１－（１）－① 住宅の耐震化の促進 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○耐震改修促進計画に基づく各種施策
等の実施 

○耐震改修促進計画の改定(H33 予定)
及び各種施策等の実施

○事業推進

○木造住宅に対する耐震診断士派遣の

実施（年 380 件） 
○木造住宅に対する耐震診断・設計費用
の一部助成の実施（年 70 件） 

○木造住宅に対する耐震改修費用の一
部助成の実施（年 85 件） 

○防災イベント等を活用した助成制度

の周知活動の実施（年 5 回以上） 

○木造住宅に対する耐震診断士派遣の

実施 
○木造住宅に対する耐震診断・設計費用
の一部助成の実施 

○木造住宅に対する耐震改修費用の一
部助成の実施 

○防災イベント等を活用した助成制度

の周知活動の実施 

○マンション予備診断の実施（年60 棟）

○マンション一般診断費用に対する一
部助成の実施（年 436 戸） 

○マンション耐震設計費用に対する一

部助成の実施（年 276 戸） 
○マンション耐震改修工事費用の一部
助成の実施 

○マンション管理組合に向けた講習会
などを通じた耐震対策の普及啓発活
動の実施（参加者数 年 300 人以上）

○マンション予備診断の実施 

○マンション一般診断費用に対する一
部助成の実施 

○マンション耐震設計費用に対する一

部助成の実施 
○マンション耐震改修工事費用の一部
助成の実施 

○マンション管理組合に向けた講習会
などを通じた耐震対策の普及啓発活
動の実施

○事業推進

具体施策１－（２）－① 分譲マンションの適切な管理の促進 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○住宅やマンションのリフォーム事例

集の内容見直し及び発行、講習会等を
通じた周知、啓発の実施 

○管理適正化支援モデル事業の結果を

踏まえた分譲マンション管理適正化
支援制度の策定 

○住宅やマンションのリフォーム事例

集の発行や講習会等を通じた周知、啓
発の実施（講習会 年 2回） 

○分譲マンション管理適正化支援制度

の運用開始 

○事業推進
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方針２ 既存住宅の活用強化と流通促進 
リノベーションやコンバージョン等により、空き家をはじめとした既

存住宅の再生・利活用を図るとともに、市場を活性化し、既存住宅の

流通を促進します

方針２ 
既存住宅の活用

強化と流通促進 

（１） 

既存住宅の活用及び

空き家の予防に向け

た取組の強化 

① 既存住宅におけるリフォーム・リノベーション、コ

ンバージョンの促進● 

② 管理不全な空き家等の抑制 

（２） 

既存住宅の流通の促進

に向けた取組の展開 

① 既存住宅を安心して取引できる環境の整備 

② 住宅市場の活性化の促進◆ 

（３） 

高経年の住宅地や団

地の維持・再生に向け

た支援 

① 高経年住宅地等の再生● 

② 団地型マンション等の再生● 

●：優先して取組む施策 ◆：重点的にあり方を検討する施策

■ 成果指標 

成果指標名 現状 
前期 後期

平成 29年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度

空き家のうち「その他の住宅」の

住宅総数に占める割合 

1.8％ 

（平成25年度）

― 現状維持 

（平成30年度）

現状維持 

（平成35年度）

既存住宅の流通シェア率 
14.4％ 

（平成25年度）

―

（平成―年度）

17.3％ 

（平成30年度）

20.2％ 

（平成35年度）

リフォーム実施戸数の 

住宅総数に占める割合 

2.2％ 

（平成25年度）

―％

（平成―年度）

3.2％以上 

（平成30年度）

4.5％以上 

（平成35年度）

■ 施策の内容 

基本施策２-（１） 既存住宅の活用及び空き家の予防に向けた取組の強化

既存住宅の活用の強化を図るために、リフォームやリノベーション＊、コンバージョン＊

を促進し、既存住宅の価値の向上を目指します。 

また、本市の空き家の割合は、全国平均より低く推移していますが、将来的な人口減少

や高齢者のみ世帯の増加などにより、空き家の発生は今後増加すると見込まれることから、

空き家等の管理不全＊化を未然に防ぐための予防的な取組を推進します。 



川崎市住宅基本計画 33 

第４章 

施策の 

展開 

①既存住宅におけるリフォーム・リノベーション、コンバージョンの促進 

【優先して取組む施策】 

○地域の不動産事業者や工務店等と連携して、多様なライフスタイルやライフステー

ジ＊に対応する住宅へのリフォーム・リノベーション＊の先進的・特徴的な事例を普

及させることにより、既存住宅の活用を促進します。 

○公社等のマネージメントによって住宅所有者とＮＰＯ＊等の活動主体とをマッチン

グさせる新たな支援の仕組みを構築することなどにより、既存住宅等を福祉施設や

地域交流の場へと転用するコンバージョン＊の取組を促進します。 

図４－４ コンバージョン＊の取組イメージ

②管理不全な空き家等の抑制 

○空き家等の予防的な取組を推進し、住宅の管理不全＊化を抑制します。また、管理不

全＊が疑われる空き家等に対しては実態調査を行うとともに、適切な指導を行います。 

○管理不全＊の空き家が放置されることにより、周辺地域の住環境や資産価値等に悪影

響を与える懸念もあるため、所有者に対して、適切な維持管理や活用を促します。 
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基本施策２-（２） 既存住宅の流通の促進に向けた取組の展開 

既存住宅の活用に向けた取組として、最も有効な取組は市場に円滑に流通されることに

あります。既存住宅の流通を促進するためには、消費者にわかりやすい形で既存住宅の品

質・性能が示されるなど、市民が安心して取引できる環境の形成が重要です。そこで、住

宅の性能等を明らかにするために国の諸制度や支援策の普及を進め、既存住宅の流通を促

進します。 

本市においては、既存住宅の流通シェア率が全国平均や近隣他都市と比較して低い状況

にあることから、ライフステージ＊に応じた地域内での住み替えを促すなど、既存住宅活

用の観点を中心とした住宅市場の活性化に寄与する取組を進めます。 

①既存住宅を安心して取引できる環境の整備 

○良質な既存住宅が適正に評価され市場で円滑に流通するように、インスペクション＊

（建物状況調査）や瑕疵担保保険の活用、住宅履歴情報＊等の蓄積について、普及啓

発を図ります。 

②住宅市場の活性化の促進【重点的にあり方を検討する施策】 

○既存住宅の流通や住み替えの促進など、住宅市場のより一層の活性化を図るために、

住宅所有者と既存住宅活用等に関するビジネスプランを有する事業者等をマッチン

グさせる仕組みづくりに取組むなど、多様な主体との連携のもと、市場の活性化に

向けた取組を進めます。 

基本施策２-（３） 高経年の住宅地や団地の維持・再生に向けた支援

高度成長期に計画的に建設された住宅地や団地型マンション＊において、建物の経年に

併せて高齢化が進行し、住宅地においては地域の活力の低下等が懸念され、団地型マンシ

ョン＊においては管理組合の運営の困難化等が懸念されます。こうしたことから、住宅地

や団地型マンション＊の維持・再生に向け、地域の活動等を支援します。 

①高経年住宅地等の再生【優先して取組む施策】 

○住宅の経年と併せて住民の高齢化が進み、空き家の増加等の課題が生じている高度

成長期等に整備された住宅地について、地域課題を地域住民やＮＰＯ＊、不動産事業

者等の多様な主体が連携して解決する仕組みの構築を進め、身近な生活支援施設や

地域交流の場の整備及びコミュニティビジネス＊等の創出を図ることなどにより、地

域の住環境や活力の維持・再生を図ります。
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図４－５ 高経年住宅地の課題を解決する仕組みのイメージ

②団地型マンション等の再生【優先して取組む施策】 

○団地型マンション＊の特性に応じて、維持・改修や建替えの判断など、団地の再生に

向けた検討やルール作りを住民が行なえるように、専門家の派遣等により支援を行

い、団地やその周辺の住環境の維持・向上を図ります。 

○老朽化した分譲マンション等について、円滑に建替えが進められるよう建替組合や

民間事業者に対して「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」等の指導・助

言を行うとともに、「優良建築物等整備事業」の活用により総事業費の一部を補助す

るなど、良質な市街地住宅の供給を促進します。 
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自
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会
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図４－６ 三田地域の取組 

【概要】 

・平成 24から 25 年度に実施した、「川崎市の住宅政策の推進に関するモデル事業」に選定さ

れ、公団分譲団地と民間分譲マンションを中心とした地域で、福祉等事業を行う２つのＮＰ

Ｏ＊と大学が連携して、地域課題解決に向けて活動した。 

・その後、平成 25年度から３ヵ年にわたり、国の「住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業」

に採択され、団地内の既存住宅の流通に関するモデル事業を実施した。 

【取組内容】 

①地域における住まいづくりネットワークの構築…調査、勉強会、ワークショップ＊等 

②空き店舗を活用した地域交流・生活支援…カフェの開設・運営 

③団地内住戸においてインスペクション＊やリノベーション＊のモデル的な取組の実施 

≪みた・まちもりカフェ平面図≫          ≪みた・まちもりカフェ外観・店内≫

≪既存住宅のリノベーション実施例≫ 

リノベーション前

リノベーション後
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■ 優先して取組む施策のアクションプラン 

具体施策２－（１）－① 既存住宅におけるリフォーム・リノベーション＊、コンバ

ージョン＊の促進 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○空き家等の既存住宅を活用したリフ
ォーム・リノベーションのモデル的取
組を講習会等を通じて普及・啓発 

○地域に貢献する意向のある住宅所有
者と活動主体のマッチング支援策の
検討 

○空き家等の既存住宅を活用したリフ
ォーム・リノベーションのモデル的取
組を講習会等を通じて普及・啓発 

○地域に貢献する意向のある住宅所有
者、活動主体とのマッチング支援の実
施 

○空き家等の既存住宅
を活用したリフォー
ム・リノベーション

の更なる普及促進策
の検討・見直し 

具体施策２－（３）－① 高経年住宅地等の再生 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○リノベーション等による高経年住宅

地の再生に向けた取組の検討 
○地域主体の空き家活用モデル事業の
展開 

○ＮＰＯや地域住民及び事業者と連携

し、空き家のリノベーション＊等、地
域主体の空き家活用モデル事業の実
施・検証 

○モデル事業の検証を

踏まえた取組の積極
的展開 

具体施策２－（３）－② 団地型マンション＊等の再生 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○民間の住宅団地の再生に向けた支援

の実施 
○民間住宅団地の建替え等の検討を踏

まえた適正指導 

○団地再生に向けた支援スキームの検
討 

○公社や UR 都市機構等と連携した団地

再生に向けた取組の検討 

○民間の住宅団地の再生に向けた支援

の実施 
○民間住宅団地の建替え等の検討を踏
まえた適正指導 

○団地再生に向けた支援スキームの構
築・実施 

○公社や UR 都市機構等と連携した団地

再生に向けた取組の検討を踏まえた
施策の推進 

○事業推進 
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方針３ 地域包括ケアシステムの構築に向けた多様な市民

の安定居住の実現 
高齢者や子育て世帯等が地域で安心して住み続けられるよう、多様な

居住ニーズやライフスタイル、ライフステージに応じた住まいと住ま

い方を構築します

方針３ 
地域包括ケアシ

ステムの構築に

向けた多様な市

民の安定居住の

実現 

（１） 

子育て世帯の市内継

続居住に向けた取組

の強化 

① 川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の改

定と拡充● 

② 子育て世帯が安心して生活できる住環境の整備 

③ 子育てしやすい住環境の更なる向上に向けた連携

の強化◆ 

（２） 

共働きしやすい環境

づくり 

① 駅近居住、職住近接の促進 

② 近居、同居の促進 

③ 共働き世帯の居住継続に向けた環境づくり◆ 

（３） 

高齢者の安定居住の

推進 

① サービス付き高齢者向け住宅等の適正誘導● 

② 支援・介護が必要な高齢者向け住宅の質の向上 

③ 要介護者向け施設等の確保 

④ 生活支援サービス等の充実 

⑤ ウェルフェアイノベーションの推進による福祉製

品等の活用促進 

⑥ 健康長寿のまちづくりに向けた取組の連携◆ 

（４） 

多様な居住ニーズに

応じた住まい方の実

現 

① ライフステージに合わせた住み替えの円滑化 

② 障害者の住宅の質の向上 

③ 外国人の安定居住の推進 

④ ひとり親世帯、単身世帯等に対する取組の連携◆ 

（５） 

市営住宅等の有効活

用 

① 市営住宅用地の有効活用の推進 

② 市営住宅ストックの活用による地域ニーズを踏ま

えた施設の導入の推進 

③ 特定公共賃貸住宅の有効活用 

●：優先して取組む施策 ◆：重点的にあり方を検討する施策
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■ 成果指標 

成果指標名 現状 
前期 後期

平成 29年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度

市内での定住意向の市民の割合 
74.8％ 

（平成27年度）

―％

（平成―年度）

77.2％ 

（平成30年度）

80.0％ 

（平成35年度）

０～９歳人口の転出超過数 
-1,723 人 

（平成27年度）

減少 

（平成29年度）

減少 

（平成33年度）

減少 

（平成38年度）

子育て世帯における誘導居住面

積水準達成率 

31.3％ 

（平成25年度）

―％

（平成―年度）

32.6％ 

（平成30年度）

35.2％ 

（平成35年度）

高齢者人口に対する高齢者向け

住宅の割合 

4.5％ 

（平成27年度）

―％

（平成―年度）

4.7％ 

（平成32年度）

5.0％ 

（平成37年度）

高齢者のうち、介護を必要とする

人（要介護・要支援認定者）の割

合 

17.07％ 

（平成26年度）

18.40％ 

以下 

（平成29年度）

20.50％ 

以下 

（平成32年度）

22.86％ 

以下 

（平成37年度）

現在利用している在宅サービス

の評価 

94.3％ 

（平成25年度）

94.3％以上 

（平成28年度）

94.3％以上 

（平成31年度）

94.3％以上 

（平成37年度）

■ 施策の内容 

基本施策３-（１） 子育て世帯の市内継続居住に向けた取組の強化 

本市が持続的な発展を図っていく上で、子育て世帯に住み続けてもらうことは重要であ

り、そのためには子育て世帯の不安感や負担感を軽減するとともに、全ての子どもが安心

して健やかに成長できる住まい・住環境づくりが求められます。 

そのため、適正な広さを有するなど、子育てしやすい住宅に子育て世帯が住むことがで

きるよう、その仕組みづくりを進めるとともに、子育てしやすい周辺環境の整備を進めます。

①川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の改定と拡充【優先して取組む施策】 

○安心して子育てができるマンションに対して認定を行う「子育てあんしんマンショ

ン認定制度」の活用を図るため、既存の分譲マンションへのアプローチを強め、認

定件数を増やすことで制度の活性化を図ります。また、子育てあんしんマンション

内外の住民のコミュニケーションを深める機会を提供します。 

○子育てに配慮された仕様・設計を採用し、子育てしやすい環境づくりに積極的に取

組む優良な住宅をより評価する仕組みにするために、制度の見直しを進め、併せて

子育て活動等に対する支援メニューを拡充することにより、若年世帯が安心して子

育てができる環境づくりと良質な居住環境の整備を促進します。 
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図４－７ 子育てあんしんマンション認定事例（川崎サイトシティ 外観・キッズルーム） 

②子育て世帯が安心して生活できる住環境の整備 

○新たな保育需要に対応する保育所整備をはじめとした保育施策や、放課後等に児童

が安全・安心に過ごせる場づくりなど、多様な子育て支援や教育環境の整備を進め

ます。 

③子育てしやすい住環境の更なる向上に向けた連携の強化 

【重点的にあり方を検討する施策】 

○子育て世帯や若年世帯の市内居住の継続や転入を促すために、そうした世帯が暮ら

しやすく子育てしやすい住環境の形成に向けて、住宅・こども・教育・緑・文化等

の多様な政策や部局が連携を図り、地域包括ケアシステム推進ビジョンを踏まえた

より効果的な取組の検討を進めます。 

基本施策３-（２） 共働きしやすい環境づくり 

本市は、共働き世帯率や育児をしている女性の有業率等が政令市の中で低い状況にある

ことから、子育てをはじめとした日々の生活と、仕事が両立できる環境づくりが求められ

ます。 

また、低所得から中堅所得層の世帯が増加傾向にあることから、夫婦がともに働くこと

ができる環境づくりと併せ、そうした世帯が一定の質を有する住宅に住める環境の整備に

ついて、検討を進めます。 

①駅近居住、職住近接の促進 

○交通利便性が高く、多様な機能が集積する駅周辺に住まうことで、働き続けながら

子育てしやすい環境が見込まれることから、拠点駅周辺を中心に都市型住居の供給

を引き続き誘導します。 
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○働き続けながらも子育てがしやすい環境の創出とともに、市内の様々な産業の発展

に向けて、市内に立地している企業等との連携を図り、職場と住まいの近接を促進

します。 

②近居、同居の促進 

○三世代が近くに住まうことで、祖父母からの支援により両親が働き続けながらも子

育てがしやすい環境が創出されるとともに、祖父母にとっても生きがいのある豊か

な生活の享受に繋がることから、国の制度等を活用し、三世代での同居や近居を促

します。 

③共働き世帯の居住継続に向けた環境づくり【重点的にあり方を検討する施策】 

○低所得から中堅所得層の世帯が、適正な住居費負担で世帯人数に見合う広さの住宅

に住み続けられるアフォーダブル＊な住宅の供給促進を図るなど、共働き世帯の居住

継続に向けた取組の検討を進めます。 

基本施策３-（３） 高齢者の安定居住の推進 

高齢者や障害者を含めて誰もが役割と生きがいを持ち、住み慣れた地域や自宅など自ら

が望む場で生涯にわたって安心して暮らし続けられる仕組みづくりが求められています。 

 そのため、地域包括ケアシステム＊の構築に向けた居住基盤としての住宅の整備や、地

域居住の実現に向けた介護サービス基盤の整備を推進します。また、生活支援サービス等

の充実を図るとともに、本市の高度産業の集積といった特徴をいかした福祉製品等の普

及・活用を進めます。 

①サービス付き高齢者向け住宅等の適正誘導【優先して取組む施策】 

○高齢者の居住の安定確保のため、一定の質が確保された賃貸住宅に医療・介護や生

活支援サービス等が適切に供給される「サービス付き高齢者向け住宅＊」の供給を適

正に誘導します。 

○高齢者向け住宅の交通利便性や需給バランス、地域環境等を考慮した立地誘導を図

るとともに、健康な高齢者の住み替え促進に向けた広めの住宅や地域福祉拠点とな

る医療や介護施設の併設等も誘導していきます。また、入居者の費用負担の軽減等

に向け既存住宅の活用も促します。こうした住宅の供給を着実に図るための制度構

築を併せて進めます。 

○適正な運営が維持されるように、事業者に対して定期報告の徹底や、立入検査を行

い、提供するサービス内容や人員配置等の状況を定期的に把握し、適正な運営がな

されていない場合は、是正指導等により改善を図ります。 
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図４－８ 生活相談サービス等を提供する高齢者向け住宅の例（ビバース日進町） 

②支援・介護が必要な高齢者向け住宅の質の向上 

○介護保険制度により、要支援・要介護認定された方を対象に、自宅のバリアフリー＊

等の改修工事にかかった費用の一部を支給します。 

○「高齢者住宅改造費助成事業」により、身体機能の低下などにより支援・介護を必

要とする高齢者が、在宅で安全な生活が続けられるように、介護保険外のサービス

として住宅の改造費用の一部を助成します。 

③要介護者向け施設等の確保 

○特別養護老人ホーム＊等の整備や地域密着型サービス＊の充実など、地域居住の実現

に向けた介護サービス基盤の整備を進めます。 

○併せて、要介護高齢者の要介護度等の改善・維持に向けた介護サービス事業者の質

の高いケアを評価する仕組みの構築を目指す「かわさき健幸福寿プロジェクト」を

推進します。

④生活支援サービス等の充実 

○自宅や高齢者向け住宅で暮らす高齢者等の居住の安定を図るために、地域医療機関

や介護事業所等と連携し、訪問介護・看護サービス、見守りサービス、医療相談や

定期的な健康相談等の各種サービスを受けることができる環境の整備を促進します。 

⑤ウェルフェアイノベーション＊の推進による福祉製品等の活用促進 

○住みなれたまちで安心して暮らし続けることができるよう、バリアフリー＊化に関連

する福祉製品や見守り・買い物支援・外出支援など高齢者向けの生活支援サービス

等について、ウェルフェアイノベーション＊フォーラムでの創出を支援し、「かわさ

き基準」の認証等により福祉製品等の導入が図られるよう普及啓発を行います。 

高齢者向け住宅等（5～11Ｆ） 

 高齢者向け住宅     55 戸 

 一般向け賃貸住宅    10 戸 

在宅ｹｱｾﾝﾀｰ（4Ｆ） 

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ 

 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝなど） 

高齢者交流施設（4Ｆ）

病院（1～3Ｆ） 

（療養病床 85 床） 

住宅供給公社と

民間医療法人の

共同事業
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⑥健康長寿のまちづくりに向けた取組の連携【重点的にあり方を検討する施策】 

○健康寿命＊の延伸に向け、ライフステージ＊に応じた健康づくりの取組や高齢者の雇

用の促進等とともに、ヒートショック＊対策等の住まいの対策について、地域団体や

ＮＰＯ＊、企業、大学等の多様な主体との協働＊により検討を進めます。 

基本施策３-（４） 多様な居住ニーズに応じた住まい方の実現 

高齢者世帯が大きな住宅に住む一方で、子育て世帯が小規模な住宅に住んでいるなど、

世帯ニーズと住宅規模のミスマッチが生じています。 

市内に居住する障害者や外国人市民が増加する中、本市では、すべての人が互いに認め

合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らしていくことができる多文化共生社

会の実現を目指しています。こうしたことから、各々のニーズに即した住宅の質の向上を

促進し、居住の安定確保を図ります。 

また、本市においては、全世帯のうち、単身世帯とひとり親世帯が約半数を占めており、

近隣都市と比較してもその割合が高くなっているなど、世帯が極めて多様化しています。

そのため、子育て世帯や高齢者向けの住宅だけでなく、多様な世帯に対する多様な住まい

と住まい方の構築を進めます。 

さらに、高齢者や子育て世帯、障害者、外国人等の多様な市民が互いに支え合いながら

暮らすことができるように、ソーシャルミックス＊やコミュニティ＊の活性化を促す住ま

い・住まい方の構築を目指します。 

①ライフステージに合わせた住み替えの円滑化 

○市民がライフステージ＊の変化に合わせ、適切な広さや設備等を備えた住宅を選択で

きるよう、多様なニーズに合った住まいの構築を進めるとともに、ＪＴＩ（「(一社)

移住・住み替え支援機構」）のマイホーム借上げ制度等の普及や、市住宅供給公社が

運営する住み替え相談窓口における相談体制の充実化を図ることにより、円滑な住

み替えを促進します。 

②障害者の住宅の質の向上 

○「在宅重度障害者（児）やさしい住まい推進事業」において、重度障害者が行う住

宅の改良工事や自立促進用具設置に必要な費用の一部又は全部を助成し、在宅で安

全な生活が続けられるように支援します。 

○居住支援制度等の広報啓発を進めることなどにより、障害者の民間賃貸住宅等の入

居差別の解消に努め、安定した居住の確保に努めます。 
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③外国人の安定居住の推進 

○外国人が適切に居住支援制度等を利用できるよう、外国人支援団体との連携や、多

言語パンフレット等の活用を進めます。また、住宅基本条例や居住支援制度等の広

報啓発を進めるとともに、相談体制の充実を図ることなどにより、外国人の入居差

別の解消に努め、安定した居住の確保に努めます。 

④ひとり親世帯、単身世帯等に対する取組の連携【重点的にあり方を検討する施策】 

○近年増加しているひとり親世帯や、中年単身世帯への対応のあり方について、検討

を進めます。 

○ひとり親世帯や単身世帯、子育て世帯、高齢者世帯など、多様な市民が互いに支え

合う住まいづくりに向けて、シェアハウス＊やホームシェア＊、コレクティブハウス＊

等の活用を促進します。 

基本施策３-（５） 市営住宅等の有効活用 

市営住宅については、地域包括ケアシステム＊の一環として、集会所等の共用スペース

や、建替えによる創出地、及び建替える過程等で発生する解体までの期間の限られた空き

家を活用し、地域団体等の活動拠点の場や社会福祉施設の導入を図ります。 

①市営住宅用地の有効活用の推進 

○大規模な市営住宅の建替えに際しては、地域のニーズに応じた福祉施設や子育て支

援施設の導入及び公園やオープンスペースの確保等を図り、地域のまちづくりに寄

与する住宅整備を推進します。 

②市営住宅ストックの活用による地域ニーズを踏まえた施設の導入の推進 

○市営住宅の政策空き家や活用可能な共用スペース等を提供することにより、子育て

支援施設や高齢者施設等の公益性の高い事業を運営する事業者等の参入を促し、地

域貢献を推進します。 

③特定公共賃貸住宅の有効活用 

○特定公共賃貸住宅＊の新規供給については、原則として休止を継続し、既存住宅につ

いては、市営住宅の収入超過者＊や高額所得者＊の住み替え用住宅としての活用を進

めます。 

○使用料体系において子育て世帯を優遇するモデル的な取組の検証を行い、より効果

的な活用を図ります。 
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■ 優先して取組む施策のアクションプラン 

具体施策３－（１）－① 川崎市子育て等あんしんマンション認定制度の改定と拡充 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○「子育て等あんしんマンション認定制
度」を活用した子育て等あんしんマン
ションの認定の促進（年 4 件以上）

○「子育て等あんしんマンション認定制
度」の補助メニューの拡充 
○「子育て等あんしんマンション認定制

度」を改定し、新たに「川崎市子育て
支援住宅認定制度」を創設 

○「川崎市子育て支援住宅認定制度」に
よる認定の促進（年４件以上） 
○「川崎市子育て支援住宅認定制度」に

基づく子育て支援事業への補助（年３
件程度） 
○「川崎市子育て支援住宅認定制度」に

基づく子育て相談員の派遣（年６回以
上） 

○「川崎市子育て支援
住宅認定制度」の検
証・見直し 

○事業推進 

具体施策３－（３）－① サービス付き高齢者向け住宅等の適正誘導 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○「川崎市サービス付き高齢者向け住宅

整備運営指導指針」に基づく登録事業
者への適正指導 
○医療・介護サービス等と連携したサー

ビス付き高齢者向け住宅の適正誘導 
○高齢者向け賃貸住宅の供給促進（年
240 戸以上） 

○サービス付き高齢者向け住宅に対す
る実態調査 

○「川崎市サービス付き高齢者向け住宅

整備運営指導指針」に基づく登録事業
者への適正指導  

○高齢者居住安定確保計画を踏まえた
事業推進（年 240 戸以上）  

○サービス付き高齢者向け住宅のモデ
ル事業の実施（優良事業者表彰制度、
補助制度の検討） 

○事業推進 

○事業推進 
○モデル事業を踏まえ

たサービス付き高齢
者向け住宅の供給促
進 
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方針４ 重層的な住宅セーフティネットの構築 
増加する低所得者等の居住の安定に向け、公営住宅の適切な供給・管

理とともに、民間賃貸住宅の活用強化により、重層的な住宅セーフテ

ィネットを構築します

方針４ 
重層的な住宅セ

ーフティネット

の構築 

（１） 

民間賃貸住宅等を活

用した住宅セーフテ

ィネットの確立と展

開 

① 居住支援協議会による入居と生活支援の促進● 

② 民間賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者＊向けの

住まいの確保 

③ 居住支援制度等による住宅確保要配慮者の居住の

安定化 

④ 家主の不安解消に向けた取組 

（２） 

市営住宅ストックの

総合的な活用の推進 

① 市営住宅ストックの総合的な活用の推進● 

② 市営住宅の計画的な建替等の推進 

③ 市営住宅の長寿命化の推進 

④ 高齢者や障害者のあんしん居住に向けた住まいの

整備 

⑤ 子育て世帯の入居機会の拡大 

⑥ 厳正な入居管理の推進 

⑦ 世帯人数と住宅規模のミスマッチの解消と適正な

入居基準の導入 

⑧ 地域状況等に応じた家賃水準の設定 

（３） 

公的賃貸住宅等の有

効活用 

① 特優賃、高優賃の運営支援と有効活用 

② 公社住宅の有効活用 

③ ＵＲ都市機構との連携 

●：優先して取組む施策

■ 成果指標 

成果指標名 現状 
前期 後期

平成 29年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度

生活支援施設等の併設や地域と

連携した取組等を行っている市

営住宅の団地（100戸以上）の

割合 

17％ 

（平成26年度）

24％以上 

（平成29年度）

26％以上 

（平成33年度）

28％以上 

（平成37年度）

最低居住面積水準未満率 
7.1％ 

（平成25年度）

―％

（平成―年度）

5.6％ 

（平成30年度）

4％ 

（平成35年度）

長寿命化改善を実施した市営住

宅戸数の割合 

0.1％ 

（平成28年度）

―％

（平成―年度）

1.3％ 

（平成30年度）

8.5％ 

（平成35年度）

バリアフリー化（エレベーター

設置）された市営住宅戸数の割合

51.8％ 

（平成28年度）

―％

（平成―年度）

55.4％ 

（平成33年度）

58.8％ 

（平成38年度）
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■ 施策の内容 

基本施策４-（１） 民間賃貸住宅等を活用した住宅セーフティネットの

確立と展開

増加している住宅確保要配慮者＊の安定的な居住を確保するため、公営住宅だけでなく、

民間賃貸住宅を活用することにより住宅確保要配慮者＊の住まいを確保していく必要があ

ります。また、そうした住まいへの円滑な入居の支援や、入居後の安定した生活に向けた

一定の支援が求められます。 

そのため、居住支援協議会の適正な運用により、民間賃貸住宅を活用した住まいの確保

や、入居・生活支援サービスの仕組みの構築及び家主の不安解消に向けた取組等を、既存

の居住支援制度と併せて実施していきます。 

①居住支援協議会による入居と生活支援の促進【優先して取組む施策】 

○不動産関係団体や各種支援団体等と連携して、居住支援協議会を適切に運営し、既

存の民間賃貸住宅と住宅確保要配慮者＊をマッチングする仕組みの構築や、住宅確保

要配慮者＊の居住の安定確保に向けて、借主・貸主双方を支援する取組を進めます。 

図４－９ 川崎市居住支援協議会の概要 

②民間賃貸住宅を活用した住宅確保要配慮者向けの住まいの確保 

○国の制度を活用した改修等の支援により低廉な家賃で一定の質を有する民間賃貸住

宅を確保するとともに、その住宅の供給と生活支援サービスを組み合わせた本市独

自の制度として「（仮称）川崎市住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」を居住支

援協議会との連携により構築し、住宅確保要配慮者＊が入居可能な住まいを確保しま

す。 

賃貸人・住宅確保要配慮者双方

への情報提供や、賃貸人の不安

を軽減し、住宅確保要配慮者の

円滑な入居に繋がる支援を行

う。 

住宅確保要配慮者 賃貸人 円滑な入居 

物件情報提供 

入居相談対応 

生活支援 など 

入居者の見守り 

支援団体からの情報提供 

家賃債務保証 など 

高齢者 

障害者 

外国人 

ひとり親 など

福祉関係事業者 

（各種支援団体等） 

川崎市 

（住宅部局、福祉部局） 

不動産店 

（宅建業団体等） 

居住支援協議会 
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③居住支援制度等による住宅確保要配慮者の居住の安定化 

○連帯保証人の確保等の問題により民間賃貸住宅への入居に困窮している住宅確保要

配慮者＊に対して、「川崎市居住支援制度」等を活用し、協力不動産店や各種団体等

の協働＊により、入居機会の確保と居住継続を支援します。 

○心身状況等の変調により入居者への支援が必要となった際に、行政・不動産店・家

主・介護事業者・支援団体等が連携できる体制づくりを進めます。 

○生活保護に至る前に、生活困窮者が社会的・経済的に自立できるよう、就労・生活

の支援を行います。 

④家主の不安解消に向けた取組 

○家賃の滞納や身寄りの無い高齢者の死亡時の対応等への不安から、民間賃貸住宅の

家主が住宅確保要配慮者＊に住戸を貸し出さない場合があることから、居住支援協議

会等を通じて、生活保護費の代理納付制度＊や、金銭管理サービス、家賃債務保証制

度＊、残置家財や葬儀費用の保険等の制度を組み合わせることにより、家主の不安等

の解消を図ります。 

基本施策４-（２） 市営住宅ストックの総合的な活用の推進 

本市の住宅セーフティネット＊の要として、限りある市営住宅を総合的に活用し、住宅

確保要配慮者＊のうち、住宅に困窮する低所得者の居住の安定化を図ります。 

なお、本市の人口・世帯の動向や民間賃貸住宅の活用等を踏まえ、現状の戸数を維持す

ることを基本とします。 

また、厳しい財政状況を踏まえると、新たな土地の取得は困難なことから、現在の市営

住宅ストック＊を活用し、できる限り市営住宅の長期活用を図るとともに、建替えや修繕

を計画的に進めます。 

さらに、市営住宅の応募倍率は依然高く、需要が高いことから、真に住宅に困窮してい

る世帯に対してより多くの入居機会が得られるように、厳正な入居管理とともに、入居者

の世帯人数と住戸規模のミスマッチの解消に向けた取組等を進めます。 

①市営住宅ストックの総合的な活用の推進【優先して取組む施策】 

○「川崎市市営住宅等ストック総合活用計画＊（市営住宅等長寿命化計画）」に基づき、

市営住宅の総合的な取組を推進します。 

○市営住宅の対象世帯の今後の人口・世帯の動態を踏まえると、依然として高い需要

が見込まれる一方、民間賃貸住宅の空き家活用が求められていることや、市の財政

負担を考慮すると新たな用地の取得は難しいことから、市営住宅等の現行戸数を当

面維持することを基本とします。また、将来的には人口の減少が想定されることか

ら、既存の複数団地の集約等を見据えた計画的な建替えと建物の長期活用を図ります。
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○市営住宅の管理について、市住宅供給公社への管理代行を実施していますが、事務

の効率化や市民サービスの向上を図るため、管理代行の業務状況の評価・検証を行

い、その結果に基づき、管理運営方法や管理運営主体を決定していきます。 

○借上市営住宅については、長期的な財政負担が大きいため、原則、新規供給を休止

します。借上期間の終了が近づいた住宅においては、事業者の意向等も確認し、当

面継続を基本として対応するとともに、今後のあり方の検討を進めます。 

図４－10 市営住宅の建替事業における地域のまちづくりへの貢献の例（上布田住宅） 

②市営住宅の計画的な建替等の推進 

○将来的な人口減少に合わせた集約化を見据えるとともに、事業量の平準化を踏まえ

た計画的な建替えを進めます。 

③市営住宅の長寿命化の推進 

○市営住宅の建替え事業量の平準化を踏まえた計画を推進しつつ、耐用年限までの長

期活用を目標とした、長寿命化改善を重点的に進めます。 

①障害福祉 

サービス事業所

「あかね」 

②市営上布田住宅（２号棟） 

③定期借地権付戸建分譲住宅 ④共生型賃貸住宅､高齢者利便施設｢上布田つどいの家｣ 

Ｎ
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④高齢者や障害者のあんしん居住に向けた住まいの整備 

○建替えにあたっては、コミュニティ＊の形成に配慮して、多様な世帯タイプの住戸を

整備するとともに、将来的な世帯人数の変化に対応できるような可変型の住戸を供

給します。また、ユニバーサルデザイン＊仕様による入居者に配慮した住戸や車いす

使用者向け住宅の供給を進めます。 

○シルバーハウジング＊については、入居している高齢者へ日常の生活指導や安否確認

サービス等の提供を引き続き行いますが、運営に要する費用などの課題があること

から、制度のあり方について検討を進めます。 

⑤子育て世帯の入居機会の拡大 

○子育て世帯や若年世帯等に対して、期限付き入居制度を導入し、市営住宅への子育

て世帯等の入居機会の拡大を図り、コミュニティバランスの取れた世帯構成の実現

や地域活力の維持・増大を図ります。 

⑥厳正な入居管理の推進 

○高額所得者＊や使用料滞納者への適切な指導を継続し、厳正かつ効率的な収納対策を

引き続き行います。 

⑦世帯人数と住宅規模のミスマッチの解消と適正な入居基準の導入 

○市営住宅の公正かつ適切な運用を一層有効に進めるために、真に住宅に困窮する世

帯が入居できるように募集基準の見直しを検討するとともに、障害者やひとり親世

帯等の住宅困窮度の高い世帯等が市営住宅に優先的に入居できる仕組みを引き続き

推進します。 

○住戸規模の大きな住宅に入居した世帯の人員が減少した場合に発生する、住居規模

と世帯人数のミスマッチの解消に向け、世帯人数の変化や建替えに伴う移転の機会

において、住戸規模の小さな市営住宅等への住み替えを促します。また、複数の単

身世帯におけるシェア居住など、ミスマッチ解消に向けた新たな仕組みの構築に向

け検討を進めます。 

⑧地域状況等に応じた家賃水準の設定 

○市営住宅の家賃（使用料）は、入居者の収入による負担能力に応じた額をもとに、

住宅の広さや築年数、立地性等を考慮した応能応益方式を原則としていることから、

民間賃貸住宅の状況を考慮しつつ、地域状況等に応じたより適正な家賃設定につい

て引き続き検討を進めます。 
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基本施策４-（３） 公的賃貸住宅等の有効活用 

特優賃や高優賃については、民間活力を活用した公的賃貸住宅として、これまで供給し

てきたストック＊を適切に運営支援していくとともに、今後の活用のあり方について検討

を進めます。 

また、住宅供給公社やＵＲ都市機構が所有・管理する賃貸住宅については、事業主体と

協議・調整を図りながら、立地や地域のニーズ等に適応した取組を促します。 

①特優賃、高優賃の運営支援と有効活用 

○特優賃については、原則として新規供給の休止を継続します。既存の住宅について

は、引き続き、適正な運営の支援を行います。また、制度目的に沿って良質な住宅

として供給されてきたことから、制度期間終了後も、家主（認定事業者）に対して、

地域に不足する子育てや福祉関連施設の導入、シェアハウス＊等の新たな住まい方へ

の転用を管理者である市住宅供給公社と連携して提案していきます。 

○高優賃については、民間賃貸住宅を活用した高齢者向け住宅やサービス付き高齢者

向け住宅＊の供給動向を勘案し、当面は新規供給を休止します。既存の住宅について

は、引き続き、適正な運営を支援するとともに、集会所を活用した地域コミュニテ

ィ＊の形成などを図ります。また、制度期間終了時点において居住している高齢者の

家賃負担のあり方等について検討を進めます。

②公社住宅の有効活用 

○公社が所有している住宅等は、地域包括ケアシステム＊を考慮して改修時等に地域の

需要に沿った整備計画を行うなど、住まい・まちづくり施策と連動した有効的な活

用を図ります。 

③ＵＲ都市機構との連携 

○市内に点在しているＵＲ都市機構の賃貸住宅について、大学や企業等の多様な主体

と連携し、周辺地域の課題や地域のまちづくり施策等を踏まえた活用の提案や誘導

を行います。 
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■ 優先して取組む施策のアクションプラン 

具体施策４－（１）－① 居住支援協議会による入居と生活支援の促進 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○「居住支援協議会」による入居支援・
入居後の生活支援等の推進 
○「居住支援協議会」の専門部会におい

て、入居相談・情報発信、入居継続及
び退去後の手続き等について検討を
実施 

○「居住支援協議会」による入居支援・
入居後の生活支援等の推進 
○「居住支援協議会」の専門部会におい

て、入居相談・情報発信、入居継続及
び退去後の手続き等について支援等
の推進 

○「居住支援協議会」
を地域や民間事業者
等による自主的展開

に向けた調整 

具体施策４－（２）－① 市営住宅ストックの総合的な活用の推進 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○「市営住宅等ストック総合活用計画」

の着実な推進 
○市営住宅の建替え及び改善等の実施
（完了 7 棟） 

○「市営住宅等ストック総合活用計画」
に基づく修繕・維持管理の実施 
○「地域包括ケアシステム」と連携した

市営住宅活用の推進（2 団地） 
○家族構成の変化に応じた適切な広さ
の住戸への住み替えの促進等に関す

る新たな入居制度の構築 
○期限付き入居制度の導入に向けた検
討・制度構築 

○市営住宅の使用料の適正管理の実施 
○市営住宅の空き駐車場に設置したコ
インパーキングの管理・拡充検討 

○川崎市住宅供給公社による市営住宅
管理代行の更新 

○「市営住宅等ストック総合活用」の見

直し 
○市営住宅の建替え及び改善等の実施 
○「市営住宅等ストック総合活用計画」

に基づく修繕・維持管理の実施 
○「地域包括ケアシステム」と連携した
市営住宅活用の推進 

○新たな入居制度の運用・制度検証 
○期限付き入居制度の試行実施 
○市営住宅の使用料の適正管理の実施 

○市営住宅の空き駐車場に設置したコ
インパーキングの管理・拡充検討 
○管理代行の業務状況の評価・検証 

○事業推進 

○期限付き入居制度の
検証 
○管理代行の業務状況

の評価・検証に基づ
いた管理運営方法・
主体による市営住宅

の管理 
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方針５ 他分野政策との連携強化による良好な住環境の形成
防災関連を始めとした多様な政策との連携のもと、市民・事業者・行

政等の協働による総合的な住宅政策を展開することにより、誰もが安

全で暮らしやすい良好な住環境を形成し、地域価値の向上を図ります

方針５ 
他分野政策との

連携強化による

良好な住環境の

形成 

（１） 

災害に強い安全安心

なまちづくり 

① 防災都市づくりの推進 

② 地域住民との協働による防災まちづくりの推進● 

③ 密集市街地の改善の促進● 

④ 被災時における応急仮設住宅等の円滑な運営に

向けた体制づくり 

（２） 

市民協働のまちづく

りとエリアマネージ

メントの強化 

① 多様な主体との協働・連携によるまちづくり 

② エリアマネージメントの担い手の育成と取組の

強化◆ 

（３） 

地域の特性やニーズ

を踏まえた住環境の

形成 

① 良好な街並の形成 

② 身近な地域における緑地保全、公園緑地の整備と

緑化の推進 

③ 住宅地における良質な景観の形成 

④ 農地や工業地との調和・共存の推進 

⑤ 防犯対策の推進 

⑥ 生活利便施設や地域交流の場等の誘導（リノベーシ

ョンまちづくりの促進） 

⑦ 身近な交通環境の整備 

（４） 

まちづくりと協調し

た住宅施策の展開 

① 拠点地区の駅周辺等における良質かつ地域特性を

活かした都市型住宅等の誘導促進 

② 大規模低未利用地等のまちづくりの促進 

③ 鉄道事業者との沿線まちづくりにおける連携強化 

④ 市内の大学や企業等と連携した住環境の形成 

●：優先して取組む施策 ◆：重点的にあり方を検討する施策

■ 成果指標 

成果指標名 現状 
前期 後期

平成 29年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度

重点対策に取り組む密集市街地

における大規模地震時の想定焼

失棟数の削減割合 

20％ 

（平成27年度）

25％以上 

（平成29年度）

30％以上 

（平成33年度）

35％以上 

（平成37年度）

住環境に対する総合満足度 
71.4％ 

（平成25年度）

―％

（平成―年度）

73.0％ 

（平成30年度）

75.0％ 

（平成35年度）

地域貢献活動に関する取組にかか

わったことのある人の割合 

19.8％ 

（平成27年度）

21％以上 

（平成29年度）

23％以上 

（平成33年度）

25％以上 

（平成37年度）
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成果指標名 現状 
前期 後期

平成 29年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度

「地区まちづくり育成条例」に

基づく登録・認定団体の累計件数

12件 

（平成26年度）

16件以上 

（平成29年度）

24件以上 

（平成33年度）

32件以上 

（平成37年度）

近隣の人たちやコミュニティとの

係わりについて「不満」「まあ不

満」以外の回答の比率 

71.5％ 

（平成25年度）

―％

（平成―年度）

73％ 

（平成30年度）

75％ 

（平成35年度）

■ 施策の内容 

基本施策５-（１） 災害に強い安全安心なまちづくり  

高い確率で発生が見込まれる首都直下地震等の様々な災害に備えるために、的確な対策

を進めていくことが重要です。市民の生命を守るため、県も含めた広域的な連携を図りな

がら、住民との協働＊による自助・共助（互助）＊を中心とした防災まちづくりを推進し、

地域防災力を高めます。 

住宅分野においては、個々の住宅に対する耐震対策を図るとともに、地域の状況を踏ま

えた対策が重要であることから、地域住民との協働＊による取組や、密集市街地の改善等

を促進します。 

また、被災時に円滑な行動ができるような体制づくりを神奈川県と連携して進めます。 

①防災都市づくりの推進 

○「国土強靭化地域計画」や「地域防災計画」、「地震防災戦略」の推進等により災害

対応力の向上を図ることで、安全安心な住環境を形成します。また、「防災都市づく

り基本計画」に基づき、自助・共助（互助）＊の促進や都市計画手法等を活用した減

災対策を推進します。 

②地域住民との協働による防災まちづくりの推進【優先して取組む施策】 

○防災上課題のある地域において、組織の育成や民間企業との連携、防災訓練を通じ

た防災意識の向上を図るなど、住民との協働＊による自助・共助（互助）＊を中心と

した取組を進め、地域防災力を向上することにより、災害に強いまちづくりを推進

します。 
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図４－11 防災まちづくりの取組 

③密集市街地の改善の促進【優先して取組む施策】 

○「川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関する条例」等によ

り、老朽木造住宅等が密集した市街地の防災上の改善に取組み、地震発生時等の火

災による延焼被害の低減を推進し、安全安心な住環境をつくります。 

図４－12 密集市街地の改善イメージ 

 区画道路の拡幅        ポケットパークの整備

④被災時における応急仮設住宅等の円滑な運営に向けた体制づくり 

○神奈川県応急仮設住宅供給マニュアルに基づき、本市域の応急仮設住宅の建設予定

地をリストアップするとともに、応急仮設住宅の補完として民間賃貸住宅を借り上

げることを想定し、不動産関連団体等との事前調整を進めるなど、被災時において

迅速に仮設住宅の供給が図れるよう、神奈川県と連携して取組を進めます。 

私道の設置による 

無接道敷地の解消

狭あい道路の

拡幅

建替えによる

不燃化の促進

区画道路の拡幅

隅切りの整備
無接道敷地

無接道敷地

幅員の狭い

区画道路

木造アパート

連担建築物設計

制度の活用

まとまった規模の

共同建替え

耐震改修

へいの生垣化狭あい道路 

（４ｍ未満道路）

ポケットパーク等

の整備

利用意向のない

老朽住宅敷地

老朽建築物の

除却
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基本施策５-（２） 市民協働のまちづくりとエリアマネージメントの強化

住宅政策の展開にあたり、多様な主体との協働＊・連携を図るなど、地域の課題を解決

するための体制づくりを進めます。 

また、高経年の建物の増加や高齢化が進行する地域において自治会や地域団体等が連携

したエリアマネージメント＊の取組を進めてきたことから、それらの成果を活用して他の

地域へと取組を展開することなどにより、エリアマネージメント＊の取組の強化を図ります。

①多様な主体との協働・連携によるまちづくり 

○市民、地域で活動する団体、企業、大学や他の自治体など、多様な主体との協働＊・

連携による取組を行うための仕組みづくりや、地域人材の発掘・育成、地域におけ

る課題解決の取組への支援等を進めることで、暮らしやすい地域社会の形成を目指

します。 

○各区役所が主体となって、区民の参加と協働＊により地域の身近な課題解決や地域の

特性を活かした魅力あるまちづくりに向けた事業を実施します。 

○担い手の育成や中間支援の充実などに取組むことで、コミュニティビジネス＊を継続

的に支援することにより、住みよい地域の形成とともに地域経済の活性化を図りま

す。 

②エリアマネージメントの担い手の育成と取組の強化 

【重点的にあり方を検討する施策】 

○これまでに多摩区内の住宅団地等でモデル的に取組んできた、身近な地域の魅力づ

くりや、課題解決のための地域の自主的な活動手法及びそれに対する行政としての

支援のあり方に関する調査研究の成果を他の地域での取組に活用することなどによ

り、エリアマネージメント＊の取組の展開を図ります。また、地域コミュニティ＊の

活性化やコミュニティビジネス＊の創出に資する、空き家の管理・活用や地域防災、

福祉等に関するエリアマネージメント＊の取組の展開を目指すために、その担い手の

育成や取組への支援の方法を検討します。 
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基本施策５-（３） 地域の特性やニーズを踏まえた住環境の形成 

子育て世帯や高齢者など、市民誰もが安心して地域に住み続けられ、また、住み続けた

いと思えるまちを形成していくためには、器である「住宅」が良質なだけではなく、良好

な住環境を形成していくことが重要です。 

良好な住環境の維持・再生に向けて、地域住民をはじめとする多様な主体との連携によ

り、地域の特性やニーズを踏まえた、まちのルールづくりや環境改善等の取組を進めます。 

①良好な街並の形成 

○「地区まちづくり育成条例」に基づき、市民発意の地区まちづくりを行うグループ

（団体）に対して、地域特性に応じた良好な住環境の形成に向けたまちづくりルー

ルの策定等を支援します。 

○地域の実情に応じたきめ細かなルールを定めた地区計画＊制度や、地域住民で結ぶ建

築に関する基準を定めた建築協定等の手法を用いて、良好な市街地環境の形成、維

持及び保全を図ります。 

②身近な地域における緑地保全、公園緑地の整備と緑化の推進 

○緑地保全の推進により、市域の都市景観の向上、地球温暖化対策、生物多様性の保

全等を図ります。 

○老朽化の進んだ公園の再整備やバリアフリー＊化などの取組により、公園緑地の整備

を進めます。 

○協働＊により多様な緑化を推進し、緑の創出等景観向上に向けたまちづくりを進めます。

③住宅地における良質な景観の形成 

○景観法に基づく「景観計画特定地区」の指定や、「都市景観条例」に基づく「都市景

観形成地区」等により、個性と魅力にあふれた良好な街なみ形成を推進するととも

に、周辺環境と調和した良好な街なみの形成を促進します。 

④農地や工業地との調和・共存の推進 

○農地や工業地と住宅地との調和や共存を目指し、多面的な機能を有する農地の保

全・活用や内陸部等の工業系用途地域における住環境と企業の操業環境の調和に向

けた取組等を推進します。 

⑤防犯対策の推進 

○市民、事業者、地域の防犯関連団体、警察、行政等と協働＊・連携し、犯罪の無い安

全・安心なまちづくりを目指した取組を推進します。 
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⑥生活利便施設や地域交流の場等の誘導（リノベーションまちづくりの促進） 

○住宅地の維持・再生や地域の活性化に向け、多様な主体と連携して、住宅や事務所、

店舗等のリノベーション＊やコンバージョン＊を展開するリノベーションまちづくり

を促進することにより、多様なライフスタイルやライフステージ＊に応じた生活利便

施設や生活サービス機能、地域交流の場等を誘導し、良好な住環境の維持・形成を

図ります。 

⑦身近な交通環境の整備 

○住宅地の維持・再生に向けて、地域住民をはじめとする多様な主体と連携し、生活

支援施設やサービス機能を誘導するとともに、身近な交通環境の整備に取組むこと

により、良好な住環境の維持・形成を図ります。 

○交通環境のバリアフリー＊化や歩行者等の安全の確保を進めるなど、市民にとって安

全・安心な交通環境の整備を推進します。 

○駅アクセスなどの身近な公共交通手段については路線バスを基本とし、路線バス事

業者と連携してサービスの充実に向けた取組を推進するとともに、多様な主体と連

携して地域住民が主体となったコミュニティ交通に対する取組を支援するなど、地

域の特性やニーズを踏まえ、持続可能な地域交通の環境整備に向けた取組を推進し

ます。 

基本施策５-（４） まちづくりと協調した住宅施策の展開 

多摩川に沿って細長く展開する本市は、地形や市街地の形成過程、交通事情等が地域で

異なる中、市民の生活や産業経済活動は鉄道沿線を中心に展開しています。 

各地域の特性を踏まえ、拠点整備や沿線まちづくり等と協調した住宅施策を鉄道事業者、

企業、大学等と連携して進めるとともに、自然・農地、歴史・文化、産業等の社会的資源

を活用した総合的なまちづくりを進めることにより、良好な住環境の維持・形成を図ります。

①拠点地区の駅周辺等における良質かつ地域特性を活かした都市型住宅等の誘導促進 

○拠点地区の駅周辺等における再開発等においては、地域特性を活かし、少子高齢化

社会に対応するコンセプト等を有する良質な都市型住宅等を誘導します。 

○各駅周辺においては、周辺地域との連担を踏まえ、多様な住まいや周辺住民の生活

に必要となる機能の集積を誘導し、居住機能の充実を図ります。 

○拠点地区の駅周辺や交通利便性の高い身近な駅の周辺等では、交通結節機能の強化

や路線バスサービスの充実に向けた取組などを推進することにより、居住機能の充

実と交通環境の整備・改善を一体的に捉えたまちづくりを誘導し、併せて住み替え

を促進します。 
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②大規模低未利用地等のまちづくりの促進 

○工場の転出等による大規模な土地利用転換が行われる場合には、「総合調整条例」に

基づく公共施設の管理者等と事業者との事前協議や事業者による近隣関係住民への

周知等の徹底を図ります。また、産業の集積や周辺環境の維持保全を図るとともに、

地域の市街地環境の改善・活性化に資する良質な住宅の供給や道路・公園等の整備

を含めた良好な住環境の形成を誘導します。 

③鉄道事業者との沿線まちづくりにおける連携強化 

○各鉄道事業者が進める沿線エリアの魅力向上に向けたまちづくりと連携するととも

に、住まい・住環境に関する情報を共有することにより、地域特性を踏まえた住宅の

供給や良好な住環境の形成を誘導するとともに、沿線における住み替えを促進します。 

④市内の大学や企業等と連携した住環境の形成 

○市内の大学・企業等と情報共有を図ることにより、学生の下宿や大学の寮、企業の

社宅などのニーズを把握し、空き家等を活用した学生や市内企業従事者等の住まい

づくりを推進します。 

■ 優先して取組む施策のアクションプラン 

具体施策５－（１）－② 地域住民との協働＊による防災まちづくりの推進 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○モデル地区における防災まちづくり
の継続的フォロー 
○新たな取組地区の抽出、地域住民との調整

○新たな取組地区における防災まちづ
くりの実施 

○新たな取組地区の抽出、地域住民との調整
○新たな取組地区における防災まちづ
くりの実施 

○事業推進 

具体施策５－（１）－③ 密集市街地の改善の促進 

計画期間の主な取組 

前期 後期 

平成 29 年度 平成 30～33 年度 平成 34～38 年度
○新たな重点対策地区における災害に

強い住環境形成の推進 
○「川崎市不燃化重点対策地区における
建築物の不燃化の推進に関する条例」

の全面施行とこれに基づく建築物の
不燃化の誘導 

○新たな重点対策地区における災害に

強い住環境形成の推進 
○「川崎市不燃化重点対策地区における
建築物の不燃化の推進に関する条例」

に基づく建築物の不燃化の誘導 

○事業推進 



60 川崎市住宅基本計画 

第４章 

施策の 

展開 

各施策を補完する取組（住生活に関する相談・情報提供の充実）

住生活に関する

相談・情報提供の

充実 

（１） 

住生活に関する相談

体制の充実 

① 高齢者の住み替えや空き家等に関する総合的な

窓口の運営 

② 住宅の改修や維持管理に関する相談窓口の運営 

③ 市民ニーズに応じた相談体制の強化 

（２） 

市民にわかりやすい

住情報の発信・住教育

の推進 

① 各種制度等の情報発信の強化 

② 先導的な取組の普及啓発の促進 

③ 住教育等の展開 

（３） 

施策推進に向けた体

制づくり 

① 多様な主体との連携 

② 公社等との連携強化 

■ 施策の内容 

インターネット等の電子情報の普及により、住まいに関する様々な情報がインターネッ

ト等を通じて発信されている一方で、インターネット等の情報が行き届きにくい市民もい

ることから、身近に相談できる体制整備や情報の周知・広報等を強化します。 

今後、高齢者の急増等に伴い、持ち家の改修や高齢者向け住宅等への住み替え、住み替

え後の持ち家の処分、空き家対策等に関する相談ニーズが高まるものと考えられることか

ら、相談体制の充実を図ります。 

また、将来を担う子どもたちをはじめとした市民の住まいや住環境に関しての関心を高

めるため、様々な学べる機会の創出を図ります。 

さらに、住宅政策を推進するためには、様々な事業主体が手を取り合って分野横断的に

事業を遂行する必要があるため、多様な主体との連携に向けた体制づくりを進めます。 

(１) 住生活に関する相談体制の充実

①高齢者の住み替えや空き家等に関する総合的な窓口の運営 

○居住支援協議会や民間事業者等と連携し、住み替え等を検討している高齢者をはじ

めとした市民に対して、相談者の経済・身体状況等に応じた各種住宅・施設等の制

度説明や情報提供等を行うとともに、住宅改修や住まいに関する法律等にも対応し

た総合的な窓口を市住宅供給公社が運営します。 
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○この相談窓口においては、空き家の維持管理や利活用に関する相談、相続等の法律

に関する相談など、空き家に係る各種相談についても、対応する体制を構築します。 

○この総合的な相談窓口の運営にあたっては、まちづくり公社のハウジングサロン及

び各種団体や事業者が運営する相談窓口と連携していきます。 

②住宅の改修や維持管理に関する相談窓口の運営 

○市民が住宅や分譲マンションの良質化や適切な維持管理に関して気軽に相談できる

よう、まちづくり公社ハウジングサロンにおいて、建築士やマンション管理士の団

体等と連携した相談窓口を運営します。 

③市民ニーズに応じた相談体制の強化 

○区役所や関係機関などの各種相談窓口と連携し、空き家対策等に関して市民から寄

せられる様々な住まいに関する相談に対してより的確に対応する仕組み・手法を構

築します。 

○「住まいアドバイザー派遣制度」を活用して、より身近に専門家と相談ができる機

会を創出します。 

（２）市民にわかりやすい住情報の発信・住教育の推進 

①各種制度等の情報発信の強化 

○法律や条例の制定・改正、国や本市が策定する各種制度等について、インターネッ

トを活用して情報を発信するとともに、講習会やセミナー等の機会を積極的に活用

することにより、情報を市民や事業者等に着実に届けます。 

○町内会やマンション管理組合等からの要請に応じて出前講座＊を開催し、リフォーム

やマンション管理、耐震対策等に関する助成制度や施策等の普及啓発を行います。 

②先導的な取組の普及啓発の促進 

○既存住宅の活用や高齢者・子育て世帯向けの住まいづくり、環境に優しい住宅づく

り等に関連する先進的・特徴的な取組が市内において広く展開されるように、そう

した取組を市として積極的に広報するとともに、表彰・認証制度等の構築を検討し

ます。 

③住教育等の展開 

○各種の住まい・まちづくりに関するセミナー、出前講座＊、ワークショップ＊、見学

会等を開催するなど、市民が住まいに関して学ぶ機会の増加を図ります。 
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○将来を担う子どもたちのまちづくりや住まいづくりへの関心を高めるため、小学生

向け副読本「まちは友だち！」を積極的に活用するとともに、総合学習等を活用し

て、子どもたちの住まい・まちづくり学習の機会づくりに取組みます。 

○先導的・特徴的で魅力ある取組等の発信や普及啓発を、事業者や各種団体等に対し

て行うこと等により、住まい・住環境づくりに関わる人材の育成を図ります。 

（３）施策推進に向けた体制づくり 

①多様な主体との連携強化 

○市民やＮＰＯ＊、企業、大学、不動産や福祉等の各種団体や金融機関等の多様な主体

によるプラットフォーム＊を構築し、既存住宅の活用や地域包括ケアシステム＊等に

関連したモデルとなる取組を進めるなど、様々なステークホルダー＊が連携すること

により、多様な取組を推進します。 

②公社等との連携強化 

○公的団体として市民、事業者等の信頼があり、住宅やまちづくりの事業者としてノ

ウハウも有している市住宅供給公社やまちづくり公社等と連携して、多様な施策の

展開と、その情報発信を進めます。 


