
１　港区住宅基本計画［第４次］策定委員会

２　港区住宅基本計画［第４次］検討委員会

３　策定の検討経過

４　用語解説

料編資

１　港区住宅基本計画［第４次］の
　　施策目標・指標

２　推進体制の整備、
　　幅広い連携に基づく施策の推進

３　区民・住宅関連事業者・区の役割

４　財源の確保と基金の適正な活用

５　港区住宅基本計画の進行管理

第　　章５
推進に向けて

１　良質な住宅ストックと
　　安全・安心な住宅・住環境の形成

２　子育て世帯が住み続けられ、
　　安全に子育てができる基盤づくり

３　高齢者・障害者が住み慣れた地域に
　　住み続けられる住宅・住環境の充実

４　住宅セーフティネットの構築

５　快適で潤いのある住環境の形成と
　　地域共生社会の実現に向けた取組の促進

第　　章４
施策の展開

は、第３次港区住宅基本計画後期改定版以降の新規
事業及び平成３１年度以降に新規に取り組む事業を
示しています。
は、第３次港区住宅基本計画後期改定版以降に事業
拡大を図った事業を示しています。

※標記について
新　規

拡　充

１　住宅政策の基本的考え方

２　基本理念とめざすべき将来像

３　めざすべき将来像の実現に向けた
　　住宅政策の体系

４　住宅・住環境の水準

第　　章３
計画の基本的方針

１　住宅政策の変遷と港区の状況

２　港区の住宅・住環境の現状

３　第３次港区住宅基本計画後期改定版の
　　実績と評価

第　　章２
港区の住宅・住環境の現状

１　港区住宅基本計画［第 4次］
　　の策定の背景と目的

２　港区住宅基本計画の位置付け

３　計画期間

第　　章１
計画の目的と性格
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（１）建築物の耐震性・防災力の向上 

平成２３年3月の東日本大震災、平成２８年４月の熊本地震では、住宅などに甚大な被害をも

たらし、港区の各地域、区民の生命、身体及び財産を守る上で、様々な教訓となりました。 

また、近年では全国的に集中豪雨などによる自然災害の被害も相次いでいます。 

住宅の耐震化の更なる促進や、高層マンションの防災対策、自然災害対策の課題を踏まえなが

ら、災害に強い住まいづくりを推進していくとともに、防災における地域連携を進め、安全・安

心な住宅・住環境を形成します。 

 

①災害に強い住まいづくり 

ア．住宅の耐震化促進 

◇住宅の耐震化を促進するため、昭和５６年 5 月３１日以前に建築確認を受けて着工した住

宅などを対象に、費用の一部を助成するとともに専門家による耐震アドバイザーを派遣しま

す。主な制度として、耐震診断については「木造住宅耐震診断事業」や「建築物耐震診断助

成事業」、耐震設計・工事などについては「民間建築物耐震化促進事業」、「特定緊急輸送道

路沿道建築物耐震化促進事業」などがあります。これらの制度の活用促進のため、普及・啓

発活動に努めていきます。 

◇「家具転倒防止器具等の助成」により住戸内の安全性を高めます。また、区民向け住宅につ

いては、ねじ止めによる家具転倒防止器具を取り付けた際に、退去時の物件の原状復帰義務

を免除することで、取付を推進します。拡 充 

＜港区耐震改修促進計画＞            ＜港区マンション震災対策ハンドブック＞ 

  

良質な住宅ストックと安全・安心な住宅・住環境の形成 １ 
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イ．老朽マンションの建替えなどの支援 

◇老朽マンションの建替えに対して、合意形成の円滑化のため、「マンション再生ガイドブッ

ク」を活用した情報提供や、区の「建替え・改修コンサルタント派遣事業」による合意形成

に向けた支援を行います。 

◇「建替え・改修計画案等作成助成事業」により建替えや耐震改修検討に要した費用の一部を

助成します。拡 充 

◇港区には老朽マンションも多く残っており、マンションの建替えには、所有者の合意形成や

資金面など、様々な課題があります。平成２６年に創設された「マンション敷地売却制度」

など様々な再生手法の中から状況に応じて最適な手法を選択できるよう、普及・啓発や支援

を行います。新 規 

◇容積率の緩和に係る基準として、「港区マンション建替法容積率許可要綱（平成２７年6月

制定）」を活用し、老朽マンションの建替えを支援します。新 規 

◇防災性の向上や良質な住宅供給などを進めるため、一定の補助要件を満たした敷地の共同化

や老朽マンションの建替えに対しては、国、東京都と区が建設費の一部を補助する「東京都

都市居住再生促進事業」制度を活用していきます。 

 

ウ．住宅の震災対策の強化 

◇高層マンションを建設する事業者に対し、事前協議において、防災備蓄倉庫の設置や家具類

の転倒・落下防止対策を効果的に行うためのアンカー設備の設置、エレベーターの閉じ込め

対策の実施を求めます。 

◇震災時における居住者の安全性を確保するため、防災資器材の助成を実施するほか、防災ア

ドバイザーの派遣などにより、フロアごとを基本単位とする安否確認や居住者同士で協力し

合う共助体制づくりを推進します。 

◇「港区マンション震災対策ハンドブック〜在宅避難のすすめ〜」を配布し、居住者及び管理

者に各家庭での備蓄の必要性などについて、震災対策の周知・情報提供をします。拡 充 

◇高層マンションに対して長期的に防災力の強化を図るため、防災対策の取組状況を記載した

「防災カルテ」を活用して、区職員による高層マンションの管理者などへの直接訪問を実施

します。新 規 
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エ．防災上課題のある小規模敷地や狭小住宅などの対策 

◇港区の一部の地域においては、接道不良や狭あいな道路などにより、小規模敷地や狭小住宅

が解消されず、延焼や災害など防災上の課題を抱えています。これらの地域については都市

計画事業などを活用し公共施設の整備とともに建築物の不燃化や街区の再編などを誘導し

ます。 

 

オ．住環境の災害対策とハザードマップの周知 

◇引き続き住宅への雨水浸透施設設置に対する助成を実施するとともに、がけ・擁壁改修工事

に対する助成を実施します。また、区有施設を津波避難ビルとして指定します。新 規 

◇地震、自然災害が発生した際に大きな危険を及ぼすおそれのあるブロック塀などについて、

除却費及びそれに伴う新規塀の設置費を助成します。新 規 

◇災害時は区民に対して、防災行政無線のほか、２８０MHｚ帯防災ラジオの配布、防災情報

メールや港区防災アプリなどにより防災情報や避難所情報を提供します。拡 充 

◇区民が災害時に率先して避難できるよう、ハザードマップ（津波、液状化、揺れやすさ、浸

水、土砂災害）などにより各地域の災害リスクを周知します。 

 

②防災活動による地域連携支援 

ア．防災住民組織への支援 

◇大規模地震などに備え、町会・自治会、防災住民組織が実施する防災訓練や、その他防災に

関する取組を支援します。 

◇高層マンションと町会などの地域の間で、緊密な連携が図られ、地域が一体となった活動体

制の構築を図ります。 

 

イ．地域の防災コミュニティの活性化 

◇個々の住宅だけでなく地域全体の連携が必要なことから、マンションの居住者によって結成

された防災組織に対して、地域防災協議会への参加など、防災に関する地域連携の必要性を

働きかけるとともに、防災組織の無いマンションに対して組織立ち上げを支援し、地域での

防災対策への参加を促します。 
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（２）マンションの適正な維持管理と質の向上 

港区民の約９割はマンションに居住しています。安心して快適に住み続けるためには、適正な

維持管理と質の向上に取り組む必要があります。 

区民向け住宅では、計画的な修繕・改修を推進していくとともに、引き続きバリアフリー化に

取り組んでいきます。 

分譲マンションについては、管理組合などに対して長期修繕計画策定を促すとともに、管理状

況を把握し、適正な維持管理と質の向上に取り組むための支援を行っていきます。 

 

①区民向け住宅の適正な維持管理 

ア．計画的な修繕・改修などの推進 

◇区民向け住宅を計画的に修繕し、長寿命化を図るため「港区区営住宅等長寿命化計画」を定

めるとともに、「港区公共施設マネジメント計画」及び「港区区有施設保全計画」に基づき、

予防保全型管理に取り組みます。拡 充 

 

イ．住棟・住戸のバリアフリー化の推進 

◇高齢者や障害者、子育て世帯などの多様な世帯の居住を支援するため、大規模修繕に合わせ

てバリアフリー化をし、高齢者にやさしい住宅への改善を図ります。 

 

②マンションの維持管理支援 

ア．東京都と連携した分譲マンションの管理状況の把握と管理組合などへの支援 

◇東京都と連携し、区内の分譲マンションの管理状況などの実態を把握します。実態を踏まえ

た上で、管理不全マンションの予防・改善に努めます。新 規 

◇マンション管理組合などに対して、維持管理に関するセミナーの開催、管理アドバイザー派

遣、劣化診断費用助成などにより適正な維持管理を支援します。 

 

イ．マンションの修繕・改修などの促進 

◇管理組合の負担軽減を図り、共用部分の適正な維持管理を支援するため「分譲マンション共

用部分リフォーム融資の債務保証料助成」により、老朽マンションの修繕・改修を促進しま

す。 

◇エレベーターの安全装置などの設置を促進し、普及を図るため、「港区マンションエレベー

ター安全装置等設置助成事業」により、戸開走行保護装置などを設置する改修工事費用の一

部を助成します。新 規 
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ウ．長期修繕計画策定の促進 

◇分譲マンションの適正な管理を支援するため、東京都の「マンション管理ガイドライン」を

活用し、長期修繕計画の策定を促進します。長期修繕計画の策定や、これと連動した修繕積

立金の設定の相談については、管理アドバイザーを派遣することで対応します。 

 

エ．マンション管理組合の連携支援 

◇港区はマンションが多いことから、マンション管理組合同士の交流や連携により、適正な管

理に向けた知識や防災力向上に向けた取組が必要となります。区が主体となり、勉強会など

の取組を支援することで、マンション間の連携強化を推進します。新 規 

 

オ．民泊への対応に関するマンション管理組合の支援 

◇分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルが増加しています。区では民泊に関する管理

規約の改善案の周知や「管理アドバイザー派遣」を実施し、あらかじめマンション管理組合

において、管理規約の見直しなどを検討していくことを支援します。新 規 

◇民泊を実施される方に対しては、「港区における住宅宿泊事業に関する手引」に基づいた情

報発信をします。新 規 

 

カ．ワンルームマンションなどに対する指導 

◇ワンルームマンションについては、「港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例」

に基づき、必要な施設などを設置することにより、地域の生活環境の維持、向上及び良好な

近隣関係の形成に配慮した計画となるよう指導します。 

◇「港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例」については、現状の課題の整理を

行い、対象範囲など、適正な運用を検討します。 

 

キ．その他マンションに関する取組 

◇マンションにおける建物管理者の連絡先を見やすい場所に表示させることで、地域の生活環

境の維持向上や良好な近隣関係の形成に取り組みます。 

◇建築基準法に違反している疑いのある建築物（違法貸しルーム）についての情報提供を呼び

かけるなど、実態把握に努め、国や東京都の動向を踏まえ、適切に対応していきます。 
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（３）安全で安心して暮らせる住宅・住環境の充実 

安全で安心して暮らせる住宅・住環境を充実させていくため、安心して選べる住宅市場を形成

しつつ、住宅の長寿命化や質の高い住宅の充実を促進していき、それらに関する相談体制の充実

や情報提供を図っていきます。 

また、住まいの防犯対策に関する支援だけでなく、地域の防犯性を高めることで、防犯性の高

い住宅・住環境を形成します。 

さらに、地域に安心して住み続けられるよう、誰もが利用しやすい公共施設や交通機関などを

整備するとともに、生活利便施設のバリアフリー化などをめざします。 

 

①良好な住宅市場の形成と質の高い住宅の充実 

ア．安心して選べる住宅市場の形成 

◇安心して選べる住宅市場を形成し中古住宅の流通シェアを向上させるため、建物（共用部分）

の性能と管理の両面で一定の水準を確保している分譲マンションを認定・登録する「東京都

優良マンション登録表示制度」やマンションの修繕の履歴情報などを登録・閲覧するための

システムである「マンションみらいネット」などを周知し、活用を積極的に促進します。 

 

イ．長期優良住宅認定制度の普及 

◇長期にわたって良好な状態で使いつづけられる質の高い住宅ストックの形成に向けて、「長

期優良住宅の普及の促進に関する法律」（平成２０年１２月公布）に基づき、長期優良住宅

建築等計画について、耐久性、耐震性、可変性及び維持保全の容易性などの一定の基準を満

たすものを認定するとともに、長期優良住宅に関する情報提供を行い、住宅の長寿命化を促

進します。 

 

ウ．住宅性能表示制度の普及 

◇住宅の品質確保の促進に向けて、住宅の性能項目（構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、

維持管理・更新への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者などへの配慮

及び防犯対策）について等級や数値で表示する「住宅性能表示制度」の周知を図るとともに

制度の活用を促進します。 

 

エ．相談体制の充実 

◇住まいに関する専門的な無料相談窓口を開設し、税務・不動産・建築・マンション問題など

専門家と協力して相談体制の充実を図ります。 
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②防犯性の高い住宅・住環境の形成 

ア．住まいの防犯対策支援 

◇個々の住まいの防犯性を向上させるため、「安全で安心できる港区にする条例」（平成１５年

4 月 1 日施行）や東京都の「住宅における犯罪の防止に関する指針」（平成１９年 1 月 1

日施行）に基づき防犯性の高い住まいづくりを推進します。 

◇「港区住まいの防犯対策助成事業」により、玄関の錠・補助錠の交換・取付や窓ガラスへの

防犯フィルムの貼付、センサー付ライトの取付など、住まいの防犯対策の向上を支援します。 

 

イ．共同住宅の防犯対策支援 

◇建物への侵入犯罪などを防止し、共同住宅の防犯性を向上させるため、「港区共同住宅防犯

対策助成事業」により、共用部分に防犯カメラシステムやセンサー付ライトなど防犯機器を

新たに設置した費用の一部を助成します。 

 

ウ．地域の防犯性向上 

◇地域の防犯性を向上させるため、「港区安全安心まちづくり補助金」により、地域が設置す

る防犯カメラなどの整備を支援します。 

 

③バリアフリー化の促進 

ア．建築物のバリアフリー化促進 

◇高齢者や障害者などをはじめ、全ての人が円滑に利用できる建築物の普及に向けて、「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリアフリー法）」や「東京都

福祉のまちづくり条例」、「港区福祉のまちづくり整備要綱」などに基づき、一定の建築物に

対してバリアフリーの基盤整備を促進します。 

◇共同住宅のバリアフリー化を促進するため、「港区共同住宅バリアフリー化支援事業」によ

り、高齢者の方が多く居住する共同住宅の共用部分のバリアフリー化に要する費用の一部を

助成します。 

 

イ．公共空間のバリアフリー化推進 

◇誰もが利用しやすい公共施設やコミュニティバスなどの地域交通ネットワークを構築し、人

が多く集まる空間のバリアフリー化を推進します。特に「港区交通バリアフリー基本構想」

の重点整備地区５地区（浜松町駅、六本木駅、赤坂駅、白金高輪駅、田町駅をそれぞれ中心

とした地区）については、重点的かつ一体的なバリアフリー整備を推進します。 

  



59 

 

 

 

 

（１）子育てに適した住まいの質の向上 

全国的に少子・高齢化が進む中で、港区は子育て世帯が増加しています。安心して子どもを生

み育てることができるよう、子育てに適した住まいの確保と質の向上を図っていきます。 

また、東京都策定の「子育てに配慮した住宅のガイドライン」や認定制度と連携し、子育てに

配慮した住宅の普及・啓発を行い、子育て世帯向けの優良な住宅の供給を促進します。 

 

①子育てに適した住まいの質の向上と普及・啓発 

ア．子育てに適した質の高い住まいの充実 

◇東京都策定の「子育てに配慮した住宅のガイドライン」の考え方を踏まえ、段差解消、転落

防止対策などの安全性の確保や子育て支援サービスとの連携にも配慮された子育て世帯に

適した住宅の整備を啓発します。 

 

イ．区民向け住宅を活用した子育て世帯への住まいの確保 

◇子育て世帯が世帯人数やライフスタイルに応じた豊かな住生活を実現できるよう、必要に応

じて区民向け住宅への入居における優遇を行います。 

 

②各種制度などとの連携 

ア．子育て支援住宅の認定制度の活用 

◇平成２８年に制定された「東京都子育て支援住宅認定制度」に基づいて、居住者の安全性や

家事のしやすさなどに配慮された住宅及び子育てを支援する施設や、サービスの提供など子

育てしやすい環境づくりのための取組を行っている優良な住宅を増やしていくよう、事業者

に呼びかけを行っていきます。（区内では、「（仮称）北青山三丁目まちづくりプロジェクト

民活事業新築工事」が認定されています。）新 規 

 

  

子育て世帯が住み続けられ、安全に子育てができる基盤づくり ２ 
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（２）子ども・子育て施設の充実 

様々な制度を活用して子育て支援施設の整備を要請するとともに、子どもの遊び場の充実を図

るなど、子育て世帯に対応した住環境づくりを推進します。 

また、区のホームページやメールマガジンなどを活用し、子育て関連の情報提供の充実を図り

ます。 

 

①子育て世帯に対応した住環境づくり 

ア．子育て関連施設の誘導 

◇子育てしやすい住環境を整備するため、区立認可保育園の新設や私立認可保育園の誘致によ

り、引き続き、子育て支援施設の充実を図ります。 

◇一定規模以上の開発について、「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」や都市開発諸制度

を活用し、関係部署と連携しながら、地域のニーズに応じた子育て支援施設の付置を要請し

ます。拡 充 

 

イ．子どもの遊び場の充実 

◇子どもが安心して遊べる公園・児童遊園の整備を進めるとともに、校庭などの学校施設を開

放し、子どもの遊び場の充実を図ります。 

◇児童が放課後などの学校施設などを活用し、安全に安心して活動できる居場所として「放課

ＧＯ→」や「学童クラブ」を実施するとともに、「子ども中高生プラザ」や「児童館」など

により、子どもの遊び場の充実を図ります。 

 

②子どもが健全に成長できる家庭環境づくり 

ア．子育てひろばなどにおける交流事業の充実 

◇子育てひろばや子ども中高生プラザ・児童館などにおいて、乳幼児親子が気軽に集える場所

を提供し親子の交流活動を支援します。また、講座の開催や子育てサークルの支援などを行

います。 

 

イ．子育て情報提供の充実 

◇区ホームページで最新の子育て情報を簡易に取得できるよう、情報を整理するとともに、子

育てハンドブックの電子ブック化、メールマガジン「きらっと☆」及び「港区出産・子育て

応援メール」の配信により、タイムリーな子育て情報を発信します。 
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（１）高齢者・障害者に対応した住まい・住環境の充実 

高齢者や障害者が増加傾向のなか、在宅での生活の質を確保するため、バリアフリー化などを

促進します。 

 

①住まいのバリアフリー化の促進と普及・啓発 

ア．住宅のバリアフリー化促進 

◇高齢者や障害者などをはじめ、全ての人が円滑に利用できる建築物の普及に向けて、「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（通称：バリアフリー法）」や「東京都

福祉のまちづくり条例」、「港区福祉のまちづくり整備要綱」などに基づき、一定の建築物に

対してバリアフリーの基盤整備を促進します。［Ｐ５８ ③ 再掲］ 

◇個人の住宅のバリアフリー化を促進するため、「港区高齢者自立支援住宅改修給付事業」な

どにより、手すりの取付や段差の解消などバリアフリー化を支援します。 

◇在宅の重度身体障害児・者の日常生活を容易なものとするために、住宅の小・中規模改修の

相談や屋内移動設備のホームエレベーターの設置など住宅設備改善費を給付し、住まいのバ

リアフリー化を支援します。 

 

イ．共同住宅共用部分のバリアフリー化促進 

◇共同住宅のバリアフリー化を促進するため、「港区共同住宅バリアフリー化支援事業」によ

り、高齢者の方が多く居住する共同住宅の共用部分のバリアフリー化に要する費用の一部を

助成します。［Ｐ５８ ③ 再掲］ 

 

ウ．区民向け住宅のバリアフリー化促進 

◇高齢者・障害者世帯の居住を支援するため、区民向け住宅において、建替えなどのタイミン

グにあわせたバリアフリー化や手すり取付の支援により、高齢者・障害者が暮らしやすい住

宅を確保します。 

 

②住まいのバリアフリー化の情報発信 

ア．住まいのバリアフリー化についての情報発信 

◇住まいのバリアフリー化を促進するため、多様な手法で情報発信し普及・啓発します。 

 

  

高齢者・障害者が住み慣れた地域に住み続けられる住宅・住環境の充実 ３ 
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（２）高齢者が住み続けられる居住環境の充実 

高齢者人口が今後も増加することを踏まえて、既存の区民向け住宅のストックを活用して高齢

者向け住まいを整備するとともに、高齢者の健康状態や経済状況の推移を把握し、福祉施策と適

切に連携することをめざします。 

 

①高齢者向け住まいの整備 

ア．高齢者向けの住まいの誘導 

◇高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、住宅の既存ストッ

クの活用や、一定規模以上の開発事業について「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」に

基づき、サービス付き高齢者向け住宅や高齢者等配慮対策住宅などを誘導し、多様な住まい

の確保に努めます。拡 充 

 

イ．認知症高齢者グループホームなどの整備 

◇今後、高齢者の増加が見込まれ、認知症高齢者も増加することが想定されます。認知症高齢

者が家庭的な環境のもとで、日常的な援助を受けながら、安心して生活ができるよう、民設

民営による認知症高齢者グループホームを整備します。 

◇特別養護老人ホーム他、介護保険施設などの整備については、高齢者人口の増加に伴う要介

護認定者数の伸びなどを踏まえ、継続して区内での整備について検討していきます。 

 

ウ．中堅所得者層のファミリー世帯向け住宅の高齢者向け住まいへの転用 

◇区では、中堅所得者層のファミリー世帯向け住宅として整備した特定公共賃貸住宅及び区立

住宅のあり方を見直し、平成２９年度から試行的にシティハイツ港南を、高齢者を対象とし

て転用していくこととしました。バリアフリー改修工事を実施するとともに、緊急通報シス

テムの整備や福祉施策に関する情報の積極的な提供を組み合わせた高齢型住戸の供給を開

始しました。今後は高齢型住戸の検証結果を踏まえて、中堅所得者層のファミリー世帯向け

住宅の転用を検討します。新 規 
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②高齢者が住み続けられる居住環境の整備 

ア．見守り体制の充実 

◇港区はマンションが多く、入居者同士や地域との交流が生まれにくい傾向にあります。この

ため、区と町会・自治会や管理組合などが連携して高齢者の見守りの充実を図ります。 

◇区では、高齢者宅を訪問した際に異変があった場合、連絡を受ける見守りに関する協定を締

結するなど、多くの事業者と連携してきました。今後、更に地域で活動している様々な事業

者などとの連携により、高齢者の見守り体制の強化を図ります。新 規 

 

イ．多機関・多職種の連携 

◇総合的に地域包括ケアシステムを推進するため、「港区地域包括ケアシステム推進会議」な

どを開催するほか、高齢者に向けた住まいに関することなどの講座を実施し、多機関・多職

種の連携を図ります。 

◇今後、在宅医療・療養に関する施策の充実を図り、高齢者に包括的な支援を行うため、医療

や介護の事業者との連携を図る推進体制を強化します。 

 

ウ．高齢者向け住まいの情報提供 

◇高齢者世帯の住み替えを支援するため、東京都の「東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・

閲覧制度」などを活用して、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の情報提供を行います。 

＜港区の地域包括ケアシステムのイメージ＞ 
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（３）障害者が地域で生活できる環境の充実 

障害者が地域で自立した生活を送ることをめざして、それぞれの状況に応じた支援を進めます。 

身体障害者に対しては、既存の区民向け住宅の建替え時などに、単身者向けや世帯向けの住宅

の整備を進めます。 

知的障害者に対しては、住まいと生活支援を一体的に提供できるグループホームなどの整備を

促進します。 

精神障害者に対しては、地域での生活を希望する障害者（グループホーム入居者）が、地域生

活に移行する際に、転居の支援を行うとともに、相談支援事業者や関係機関との連絡・調整など

を行います。 

また、地域生活への移行後も相談を継続するとともに、訪問や交流の機会を提供することなど

により地域生活継続への支援を行います。 

 

①障害者向け住まいの整備 

ア．中堅所得者層のファミリー世帯向け住宅を活用した障害者向け住まいの整備 

◇区では、中堅所得者層のファミリー世帯向け住宅として整備した特定公共賃貸住宅及び区立

住宅のあり方を見直し、高齢者や障害者などを対象として転用することとしました。今後は

先行している高齢型住戸の検証結果を踏まえ、障害者向け住まいの整備に努めます。 

 

イ．障害者グループホームなどの整備促進 

◇グループホームの整備を継続して実施し、障害者が地域で自立した生活を送ることができる

よう取り組みます。区内での障害者グループホームの設置・整備を充実させるため、社会福

祉法人やＮＰＯなどへの整備費補助による支援だけでなく、区の施設整備に併せてグループ

ホームとして活用できるようにするなど、多様な整備手法を活用し、区や民間事業者による

整備を促進します。 

◇障害者支援施設（入所施設）では、地域で安心して生活できる環境づくりに努めていきます。 

新 規 
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②障害者が地域で生活できる環境の整備 

ア．地域で自立した生活ができるような環境の整備 

◇障害者支援施設やグループホームなどを利用していた障害者で、地域での賃貸住宅などに入

居を希望する障害者に対して、居住の場の確保を進めます。 

◇障害者の民間賃貸住宅への入居や障害者向け住宅の整備について、賃貸住宅のオーナーや地

域住民の理解を図ります。 

 

イ．地域生活支援拠点の連携 

◇今後整備が進められる地域生活支援拠点を中心として、地域包括ケアシステムの構築を踏ま

えながら、障害の種別などにかかわらず、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、障害者

への包括的な支援を推進します。拡 充 

 

 

 

 

 

 

 

＜南麻布四丁目福祉施設 完成予想図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（区立児童発達支援センター、区立障害者支援ホーム南麻布及び特別養護老人ホーム（社会福祉法人健誠会））  
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（１）区民向け住宅などの活用 

住宅は区民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることから、区は、国、東京都及

び住宅関連事業者と連携し、真に住宅に困窮する区民に対して、居住の安定の確保に努める必要

があります。このため、配慮を要する区民の実態に応じて区民向け住宅などをより効果的に活用

するとともに、新たな活用を検討・推進し、重層的な住宅セーフティネットの構築をめざします。 

 

①区民向け住宅などの適正な管理・運用 

ア．高齢者向け住宅の管理・運用 

◇区では、独立した日常生活ができるひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯が、地域

の中で自立した生活が営めるように、高齢者向けの設備を備え、緊急時の対応や安否の確認

などを行う「生活協力員」がいる高齢者集合住宅を管理しています。引き続き、これらの住

宅の適正な管理・運営を行います。 

 

イ．障害者向け住宅の管理・運用 

◇区では、障害者やその家族が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、バリ

アフリーや緊急時の対応に配慮した障害者住宅を管理しています。引き続き、これらの住宅

の適正な管理・運用を行います。 

 

ウ．低額所得者向け住宅の管理・運用 

◇適切な水準の住宅を自力で確保することが困難な区民の居住支援のため、区営住宅について、

真に住宅に困窮する低額所得者に対し、公平・適正に運用を図ります。 

◇国や東京都の動向を踏まえつつ、住宅困窮度の高い世帯の入居機会を確保するよう運用しま

す。さらに、高齢者・障害者などに配慮しつつ、同居者による承継の範囲を適正化するなど、

適正な管理を進めます。 

＜シティハイツ芝浦＞              ＜シティハイツ白金＞ 

 

  

住宅セーフティネットの構築 ４ 
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エ．区民向け住宅の公平・適正な運用、新たな活用の検討 

◇区民向け住宅を公平・適正に運営し、既存ストックを効果的に活用するため、また、様々な

理由により一時的に住むところを失った人に対して住宅セーフティネットを構築するため

に、入居期限の設定や家賃設定などの見直しについて検討します。 

◇特に配慮を要する区民のための住宅として、シティハイツ港南における高齢型住戸の検証結

果を踏まえて、中堅所得者層のファミリー世帯向け住宅の転用を検討します。 

◇近年、住まい方が多様化していることから、性的マイノリティの方への対応について検討し

ます。 

＜シティハイツ港南 高齢型住戸バリアフリー改修のイメージ＞  
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オ．都営住宅の移管 

◇都営住宅の移管については、東京都と引き続き十分な協議を行った上で、受け入れを検討し

ます。 

 

②公的賃貸住宅に関する情報提供 

ア．公的賃貸住宅に関する情報提供 

◇区内で住宅を必要としている世帯に対して、「区民向け住宅ホームページ」や「港区区民向

け住宅ガイド」などにより、区民向け住宅、都営住宅、都民住宅、公社住宅及びＵＲ賃貸住

宅などの公的賃貸住宅についての情報提供を継続します。 

 

（２）配慮を要する区民への支援体制の充実 

真に住宅に困窮する区民が住み続けられるように、住宅に関する相談窓口を充実するとともに、

関係団体との連携を強化し、民間住宅の紹介による住み替えの円滑化を推進します。 

また、賃貸住宅のオーナーなどに対して住宅確保要配慮者についての理解を深めるとともに、

各種保証制度などの認知度を高め、住宅確保要配慮者が利用しやすい民間賃貸住宅を誘導します。 

 

①安心して住み続けられる民間住宅の確保 

ア．高齢者世帯の居住継続支援 

◇住み替えが必要で新たな住まいに困窮している高齢者世帯に対し、民間賃貸住宅の紹介、債

務保証会社の紹介、入居費用の一部助成を行い、高齢者世帯の良好な居住環境の確保を支援

します。また、緊急通報システムを設置することを利用要件とするなど、既存の福祉サービ

スを活用するとともに、高齢者相談センターなどと連携し、見守り体制を強化することで、

住宅の貸主の不安軽減を図ります。新 規 

 

イ．住宅関連事業者への啓発 

◇高齢者、障害者、低額所得者及び子育て世帯などの住宅確保要配慮者が民間住宅に安心して

住み続けられるよう、住宅関連事業者に対して不合理で不適切な入居制限が行なわれないよ

う啓発します。 

◇家賃債務保証制度の活用を広く促すことで、民間住宅における住宅確保要配慮者の入居の円

滑化を図ります。 

  



69 

 

 

 

 

 

ウ．住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の活用 

◇平成２９年１０月に改正された住宅セーフティネット法では、住宅確保要配慮者の入居を拒

まない賃貸住宅の登録制度が位置付けられました。その改正を踏まえて、区でも、「セーフ

ティネット住宅情報提供システム」を活用した情報提供に努めます。新 規 

 

②相談体制の充実 

ア．相談窓口の連携 

◇福祉部局や住宅部局など、複数の窓口にまたがる相談に対して、適切に対応できるよう関係

各課の連携を強化します。 

 

イ．相談体制や支援方法の検討 

◇住宅を探すことが困難な世帯に対し、不動産関係団体などと連携した相談体制や、円滑な住

み替えの支援方法について検討します。 

 

 

 

 

 

 

＜港区区民向け住宅ガイド＞ 
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（１）潤いのある住環境の形成 

港区には、豊かな緑や水辺空間、寺社や歴史的建造物など、多様な景観資源があり、これらの

活用が求められています。 

多様な景観資源や地域特性を生かした良好な景観を形成するとともに、豊かな緑によって育ま

れる潤いのある住環境の形成をめざします。 

 

①良好な街並みの誘導 

ア．景観形成に資する街並みの誘導 

◇歴史的な建造物やランドマークの建築物など多彩な顔を持つ港区の特性を生かしつつ良好

な住環境づくりを進めるため、「港区景観計画」における景観形成基準に基づき、良好な街

並みを誘導します。 

◇特に歩行者レベルからの景観については、建築物の低層部での形態や意匠などに十分に配慮

して地域特性を生かした上で、洗練された街並みを誘導します。 

 

イ．地域の景観づくり 

◇「港区まちづくり条例」を活用し、身近な地域での、特性に応じた良好な景観形成に向けて、

区民が主体となった景観づくりの取組を支援します。 

 

ウ．電線類の地中化の推進 

◇都市の防災機能の向上や安全な歩行空間づくり、都市景観の改善を図るため、「港区電線類

地中化整備基本方針」に基づき、電線類の地中化を推進します。 

 

 

 

＜電線類地中化の整備前＞           ＜電線類地中化の整備後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（浜松町二丁目）  

快適で潤いのある住環境の形成と地域共生社会の実現に向けた取組の促進 ５ 
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②緑の創出、維持保全 

ア．住宅の緑化促進 

◇個々の住宅の緑化を促進するため、「港区屋上等緑化助成要綱」などにより、住宅の緑化に

対して助成を行います。 

 

イ．緑化の推進 

◇潤いのある住環境づくりのために、道路緑化の推進、公園の整備、建築にあわせた緑化の誘

導などにより緑を創出します。 

 

ウ．樹木・樹林の維持保全 

◇「港区みどりを守る条例」に基づき、区内にある樹木・樹林を守りいつまでも健全に育てて

いくため、保護樹木・樹林の指定を行うとともに、維持管理に要する費用の一部を補助する

など、樹木・樹林の維持保全を推進します。 

 

（２）環境にやさしい住宅・住環境の整備 

環境問題が深刻化する中において、区民の生活にとって不可欠な基盤である住宅の視点からも、

地球温暖化、ヒートアイランド現象などの環境問題への対応に努めることが重要であることから、

環境にやさしい住宅・住環境の整備をめざします。 

また、区民の健康的な暮らしを支える住まいづくりを進めることにより、快適で潤いのある住

宅・住環境の形成をめざします。 

 

①環境負荷を低減する暮らし方の支援 

ア．住宅への省エネルギー機器などの設置促進 

◇住宅における環境負荷の低減に向けて、自宅に創エネルギー機器（太陽光発電システムなど）

や省エネルギー機器（家庭用燃料電池システムなど）を設置する区民に対して、設置費用の

一部助成を行います。 

◇集合住宅（分譲マンション、賃貸住宅、社宅など）に対し、省エネコンサルタントを派遣し、

エネルギー使用状況を診断することで省エネルギー化のための設備機器の更新を促進しま

す。また、集合住宅共用部のＬＥＤ照明の設置費を助成します。拡 充 
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イ．住宅における地球温暖化対策、ヒートアイランド対策の推進 

◇地球温暖化対策及びヒートアイランド対策を推進するため、建築物の屋上または屋根に高反

射率塗料などの被覆工事を実施する建築物の所有者に対し「高反射率塗料等材料費助成制度」

により、工事費の一部助成を行います。 

◇ヒートアイランド現象の緩和と生活環境の向上をめざし、引き続き屋上緑化などのビル緑化

に対して助成します。 

 

ウ．区内建築物の更なる低炭素化推進 

◇地球温暖化を防止するため、これまでのオフィスビルの対策に加え、住宅を含む区内建築物

の低炭素化を推進します。 

 

エ．国内木材活用の推進 

◇国内の森林整備の促進による森林の二酸化炭素吸収量の増大及び国産木材の活用による二

酸化炭素の固定量の増加を通じて、地球温暖化防止に貢献するため、「みなとモデル二酸化

炭素固定認証制度」に基づき、区内建築物への国産木材の使用を誘導します。 

 

②健康的な暮らしを支える住まいづくり 

ア．健康的に暮らせる住宅の普及 

◇健康的に暮らせる住宅の普及を進めるため、日照や通風の確保、シックハウス対策、有害な

建材の除去、国産木材の活用などについての情報提供や普及・啓発を進めます。 

 

イ．アスベスト対策の推進 

◇アスベストの飛散による環境汚染を防止し、区民の健康な生活を保持するため、「港区アス

ベスト対策費助成要綱」に基づき、住宅や事業所におけるアスベスト濃度検査や除去などの

工事費用の一部を助成します。 
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（３）暮らしやすい地域コミュニティの形成 

人口の増加が今後も見込まれる港区において、快適に住み続けられる住環境を確保するには、

交通などの都市基盤の利便性に加え、商店や医療施設など、日常生活に欠かせない施設やサービ

スが整っていることがより強く求められます。 

また、新たな区民も含めた町会・自治会など地域コミュニティの形成も課題であり、良好な住

生活を維持・管理していくため、地域コミュニティの活性化に向けた支援策の充実も必要です。 

このため、地域活動の場となるスペースの確保を誘導するとともに、まちづくり活動などに対

する支援を行い、地域コミュニティの維持と活性化を図ります。 

 

①生活利便性の向上 

ア．生活利便施設の付置の誘導 

◇暮らしやすい施設が整った住環境を整備するため、一定規模以上の開発事業について、「港

区開発事業に係る定住促進指導要綱」に基づく事前協議により、関係部署と連携しながら、

その地域に応じた生活利便施設の付置の誘導に努めます。拡 充 

◇地域のニーズにより合致した施設を誘導できるよう、より有効な施策に向けて、「港区開発

事業に係る定住促進指導要綱」の見直しを行います。 

 

イ．コミュニティ施設の付置の誘導 

◇区民同士の地域交流が生まれる拠点を確保するため、一定規模以上の開発事業について、「港

区開発事業に係る定住促進指導要綱」に基づき関係部署と連携しながら、その地域に応じた

集会所や、地域開放型集会室などコミュニティ施設の付置の誘導に努めます。 

 

ウ．快適で魅力ある歩行空間の拡充 

◇住環境の向上を図る歩車共存道路づくり、街路樹で彩られた魅力ある並木道づくり、水辺の

散歩道の整備などにより、歩行空間のネットワーク化を図り、回遊性を創出します。 

◇「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑防止に関する条例」で、区内で暮らす人、働く人、

訪れる人など全ての人が守るべきルールとして「みなとタバコルール」を定め、たばこを吸

う人も吸わない人も、誰もが快適に過ごせるまちをめざして、取組を行っていきます。拡 充 

 

エ．地区計画などの活用 

◇土地利用の適正化にあわせ、地域で必要とされている公園・道路などを整備するとともに、

良好な街並みを形成するため、地区計画などの活用を促します。  
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②区民主体の地域のまちづくり活動支援 

ア．港区まちづくり条例を活用した区民主体のまちづくり活動への支援 

◇「港区まちづくり条例」に基づき、専門家の派遣などにより、区民の発意と合意による地域

のルールづくりやその実現に向けた活動を支援します。 

 

イ．専門家派遣による区民の話し合い支援 

◇暮らしやすく、いつまでも安全に安心して住み続けられる住環境を地域が連携して維持・創

出していけるよう、「まちづくりコンサルタント派遣制度」により区に登録されている専門

的な知識をもったコンサルタント（建築士、不動産鑑定士、税理士など）を派遣し、建物の

共同化やまちの居住環境の改善などについての話し合いを支援します。 

 

ウ．地域活動の活性化支援 

◇「芝会議」、「麻布を語る会」、「赤坂・青山地区タウンミーティング」、「タウンミーティング

ＴＡＫＡＮＡＷＡ」及び「港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト」などの、在住、在

勤、在学者が参加する区民参画組織の活動を展開することにより、地域活動の活性化を支援

します。 

 

③地域コミュニティ活動への参加促進 

ア．地域コミュニティ情報の提供 

◇地域のつながりを育み、良好な地域コミュニティの形成に寄与する町会・自治会、ボランテ

ィアなど、多様な主体によるコミュニティ活動への支援を進めます。 

◇新たな区民が地域コミュニティに関心を持ってもらえるよう、地域の町会・自治会の活動状

況などの情報を積極的に提供し、地域コミュニティの理解や参加のきっかけづくりを行うと

ともに、自らも地域の一員であるという自覚を持ってもらえるような取組を行います。 

◇建築主などの事業者に対し、工事着手前における町会・自治会との事前調整の協力を促すこ

とにより、町会・自治会へ加入する機会の充実を図ります。 

◇町会・自治会に加え、在勤・在学者を含めた様々なコミュニティ形成の機会をつくり、港区

の住環境づくりに参加する人材を広げます。 

 

イ．高齢者の地域活動への参加促進 

◇高齢者の豊かな経験と知識をコミュニティ活動に生かすよう、高齢者の地域活動への積極的

な参加と世代間の交流を促進します。 
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（４）多文化共生社会の支援 

多文化共生社会の実現に向け、外国人が港区に安全で安心して住み続けられるよう、適正な居

住や維持管理を推進します。外国人へ直接情報提供を行うとともに、管理組合や賃貸住宅のオー

ナーを通じての情報提供を行い、入居トラブルの予防に努めます。 

また、地域コミュニティと外国人との交流を促進しながら、外国人と共生した社会を形成しま

す。 

さらに、外国人への的確な情報提供は、重要であるため、引き続き多言語化を進めるとともに、

より的確な情報提供方法について検討していきます。 

 

①外国人世帯への支援 

ア．外国人居住のための情報提供 

◇「平成２８年度港区国際化に関する実態調査」において、8割の外国人が区からの情報が的

確に提供されていると考えている一方で、おそらく知らない情報があり、利用できていない

行政サービスがあるとも感じていることがわかりました。また、7割以上の外国人が「やさ

しい日本語（※）がわかる」と回答しています。 

※やさしい日本語：普通の日本語よりも簡単で外国人にも分かりやすく表現した日本語のこと 

◇港区で外国人が安全で安心して住み続けられるよう、転入手続時に「ウェルカム・パッケー

ジ」を配布するとともに、港区公式ホームページや「ミナト・インフォメーション・メール

（ＭＩＭ）」などで多言語での生活情報や行政情報の提供を進めます。拡 充 

◇災害時に外国人に正確な情報を提供するとともに、意思疎通がスムーズに行えるよう、港区

国際防災ボランティアを募集し、育成します。また、「地区版防災マップ」、「港区防災アプ

リ」などの外国人への情報提供について、多言語化の取組などを行っています。今後も、外

国人が安全に暮らせるよう情報提供の充実について検討します。新 規 

 

イ．管理組合や賃貸住宅のオーナーを通じての外国人世帯への情報提供などの支援 

◇外国人世帯との入居トラブルを未然に防止するため、管理組合や賃貸住宅のオーナーを通じ

て、港区内に住まうために必要な情報の提供を推進します。 
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ウ．外国人相談の充実 

◇「平成２８年度港区国際化に関する実態調査」において、住宅の確保、雇用の安定、子育て、

病院など、住み続けていく上での様々な不安や要望が寄せられています。不便を感じている

ことや困ったことなどを相談出来る人については、「日本人の友人・知人」が５３.８%、「家

族」が４８.４%と約 5 割となる一方、「区役所」は１０.７%に留まっています。区として

も、これらの多様な相談ニーズに対応し、習慣、文化、言葉の異なる外国人世帯の暮らしを

支援するため、引き続き住環境や日常生活を含めた、外国人相談を行うとともに、「ＡＩチ

ャットによる外国人向け生活情報案内」のサービスを開始します。新 規 

 

エ．地域交流の推進 

◇「平成２８年度港区国際化に関する実態調査」において、地域のコミュニティ活動やグルー

プについて「いずれにも参加していない」が７７.４%を占めています。しかし、コミュニ

ティ活動などへの参加意向については、「興味がわくものであれば参加してみたい」が４４.

０%、「ぜひ活動に参加してみたい」が１５.７%となっており、地域活動への参加意欲がみ

られます。こうした現状を踏まえ、文化や言葉の違いを越えた相互理解や居住ルールの普

及・啓発に向けて、「日本語学習を通じた外国人と日本人の交流促進事業」などにより、外

国人居住者の地域への参画と地域との交流を推進します。 

 

②外国人も暮らしやすい住環境の充実 

ア．外国人の利用にも配慮した住環境の充実 

◇「平成２８年度港区国際化に関する実態調査」において、９割以上の外国人が港区の行政サ

ービス全般に満足している一方で、より情報提供手段や多言語対応が充実すれば、さらに暮

らしやすくなると考えていることが分かりました。 

◇本庁舎や各総合支所など、外国人住民が利用する区の施設内の案内説明やサインなどの多言

語化を推進します。 

◇外国人の区民や観光客が商店街などを気軽に利用できるよう、各店舗が外国語で説明が難し

い特有の商品やサービスについて、接客するための対応マニュアルをオーダーメイドで作成

しています。 
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　　施策目標・指標

２　推進体制の整備、
　　幅広い連携に基づく施策の推進

３　区民・住宅関連事業者・区の役割

４　財源の確保と基金の適正な活用

５　港区住宅基本計画の進行管理

第　　章５
推進に向けて

１　良質な住宅ストックと
　　安全・安心な住宅・住環境の形成

２　子育て世帯が住み続けられ、
　　安全に子育てができる基盤づくり

３　高齢者・障害者が住み慣れた地域に
　　住み続けられる住宅・住環境の充実

４　住宅セーフティネットの構築

５　快適で潤いのある住環境の形成と
　　地域共生社会の実現に向けた取組の促進

第　　章４
施策の展開

は、第３次港区住宅基本計画後期改定版以降の新規
事業及び平成３１年度以降に新規に取り組む事業を
示しています。
は、第３次港区住宅基本計画後期改定版以降に事業
拡大を図った事業を示しています。

※標記について
新　規

拡　充

１　住宅政策の基本的考え方

２　基本理念とめざすべき将来像

３　めざすべき将来像の実現に向けた
　　住宅政策の体系

４　住宅・住環境の水準

第　　章３
計画の基本的方針

１　住宅政策の変遷と港区の状況

２　港区の住宅・住環境の現状

３　第３次港区住宅基本計画後期改定版の
　　実績と評価

第　　章２
港区の住宅・住環境の現状

１　港区住宅基本計画［第 4次］
　　の策定の背景と目的

２　港区住宅基本計画の位置付け

３　計画期間

第　　章１
計画の目的と性格
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「第４章 施策の展開」を踏まえて、港区住宅基本計画［第４次］の施策の目標・指標を以下の

ように定めます。 

 

（１）計画における数値目標 

 

項目 指標 現状値 目標値 データ出典 

１ 民間住宅も含めた住宅の耐震化率 
平成28年度 

87.0％ 

平成32年度 

95.0％ 

平成37年度 

概ね解消 

港区耐震改修 

促進計画 

平成29年4月 

改定 

２ 

子育て世帯の誘導居住面積水準達成率 

（18 歳未満の子どもがいる世帯のうち、誘

導居住面積水準を達成している割合） 

平成25年 

57.1％ 

平成40年 

70％以上 

住宅・土地 

統計調査 

平成25年 

３ 
高齢者が居住する住宅の 

バリアフリー化率 

平成25年 

38.8％ 

平成40年 

60％以上 

住宅・土地 

統計調査 

平成25年 

 

※項目の番号は、第４章の施策の体系と対応します。 

 １．良質な住宅ストックと安全・安心な住宅・住環境の形成 

 ２．子育て世帯が住み続けられ、安全に子育てができる基盤づくり 

 ３．高齢者・障害者が住み慣れた地域に住み続けられる住宅・住環境の充実 

 ４．住宅セーフティネットの構築 

 ５．快適で潤いのある住環境の形成と地域共生社会の実現に向けた取組の促進 

 

※「民間住宅も含めた住宅の耐震化率」は推定値です。 

「耐震化率」とは、耐震性がある住宅・建築物（昭和５７年以降の建築物数＋昭和５６年以前

の建築物のうち、耐震性がある建築物数）が、港区全体の住宅・建築物数に占める割合です。 

耐震化率算定のために用いる住宅数については、平成２５年住宅・土地統計調査をもとに、東

京都の推計方法に準じて戸数単位で算定しています。 

昭和５６年以前の住宅及び建築年不詳の住宅における耐震性の有無は、東京都耐震改修促進計

画での推計値より、耐震性の有無を按分して算定しています。 

※この港区住宅基本計画［第４次］における「高齢者が居住する住宅のバリアフリー化率」とは、

高齢者の居住する住宅のうち、屋内の段差の解消がなされた住宅の割合のことをいいます。 

  

港区住宅基本計画［第４次］の施策目標・指標 １ 
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（２）計画の進捗を把握するための主な指標 

 

項目 指標 現状値 データ出典 

１ 

分譲マンション管理の実態把握と 

新たな支援策 

（平成32年度 実態把握の着手、平成34年

度 支援策の開始） 

施策を検討中 港区実績 

２ 

港区定住促進指導要綱又は都市開発 

諸制度を活用した子育て支援施設の 

付置誘導件数 

５件 

港区実績 

（住宅課、子ど

も家庭課） 

３ 民間グループホームなどの施設数 

平成29年度 

認知症高齢者グループホーム４施設 

知的障害者グループホーム８施設 

精神障害者グループホーム３施設 

港区地域保健 

福祉計画 

４ 
区民向け住宅における住宅確保要配慮

者向け住宅戸数（区営住宅を除く） 

平成30年度 29戸／570戸 

（特公賃423戸）（区立147戸） 

港区実績 

（住宅課） 

４ 
住宅セーフティネット法における 

登録住宅戸数 

平成29年度 

制度開始 

セーフティネ

ット住宅情報

提供システム 

５ 
緑被率 

（緑に覆われた土地の区域面積に占める割合） 

平成28年度 

21.8％ 

港区みどりの 

実態調査 

５ 
地域のコミュニティ活動やグループ 

に参加している外国人住民の割合 

平成28年度 

19.3％ 

港区在住外国

人意識調査 

5 

各地区における 

町会・自治会の 

会員数 

芝地区 
平成30年度 

14,201人 

港区行政 

資料集 

（平成30年 

4月1日現在） 

麻布地区 
平成30年度 

12,010人 

赤坂地区 
平成30年度 

7,095人 

高輪地区 
平成30年度 

17,158人 

芝浦港南地区 
平成30年度 

16,823人 

※項目の番号は、第４章の施策の体系と対応します。 

 １．良質な住宅ストックと安全・安心な住宅・住環境の形成 

 ２．子育て世帯が住み続けられ、安全に子育てができる基盤づくり 

 ３．高齢者・障害者が住み慣れた地域に住み続けられる住宅・住環境の充実 

 ４．住宅セーフティネットの構築 

 ５．快適で潤いのある住環境の形成と地域共生社会の実現に向けた取組の促進 
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港区住宅基本計画を着実に推進し、災害への備え、人口・世帯の増加への対応、地域コミュニ

ティの活性化、地域包括ケアシステムの構築及び環境対策など、持続可能な都心居住を実現する

ため、庁内関係部署との連携を一層進め、総合的に取り組みます。 

また、区民、住宅関連事業者、区がそれぞれの役割を果たすとともに、連携をより密接に行い

ます。 

複合的で多岐にわたる住宅問題に対処し、適切に住宅施策を推進するため、国や東京都などに

対し、住宅関連法制度の整備や施策の拡充などについて、積極的に提案、要望を示し、連携を強

化します。 

 

 

 

 

住宅施策の展開にあたって、区民、住宅関連事業者、区がそれぞれ、次のように役割を果たし

ながら連携します。 

 

ア．区民 

快適な住生活は、居住している人それぞれの考え方により異なり、都心の住宅地である港区に

は様々な人が住んでいます。国際化が進む中で、そのニーズやライフスタイルもさらに多様化し

ていくことが考えられます。快適で安心できる住生活を実現するために、区民はそれぞれがお互

いを尊重するとともに、地域で協力し合い、区と協働しながら、良好な住まいづくりや身近な住

環境づくりに取り組んでいくことが大切です。 

 

イ．住宅関連事業者 

設計者、工事施工者、不動産業者及び開発事業者などの住宅関連事業者は、住宅の供給やサー

ビス提供の担い手として、事業活動を通じ、良質な住宅の供給、良好な住環境の形成及び公正な

取引や情報提供などを通じた健全な住宅市場の形成に努める役割があります。また、地域社会を

構成する一員として、住宅セーフティネットの構築など行政が実施する施策に理解・協力するこ

とも求められます。 

 

ウ．区 

区は、住宅・住環境が地域社会の基盤を成すものであるという観点から、まちづくりや福祉と

連動しながら、居住の安定や、安全で快適な住環境の確保が求められています。 

区民や住宅関連事業者が上記のようなそれぞれの役割を果たせるよう、国や東京都との連携を

図るとともに、区においては関係部署間での体制を強化します。そして、区民が良好な住環境の

もとで良質な住宅に安心して住み続けられるよう、住宅に関する施策を総合的かつ計画的に実施

します。  

推進体制の整備、幅広い連携に基づく施策の推進 ２ 

区民・住宅関連事業者・区の役割 ３ 
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住宅施策の展開にあたっては、国や東京都の交付金・補助金制度の積極的な活用による財源の

確保に努めます。 

また、港区では一定規模以上の開発事業について、「港区開発事業に係る定住促進指導要綱」に

基づく事前協議により、生活利便施設などの付置を指導していますが、現状に即して内容を適宜、

見直し、より有効・有益な誘導を行います。なお、生活利便施設などの建設が困難な場合は、定

住協力金の拠出について協議し、「港区定住促進基金」に積上げています。基金は、今後も継続し

て住みよい環境づくりに活用します。 

 

 

 

 

 

港区住宅基本計画に基づく施策の進捗状況を把握し、進行の度合いによってはその原因を調査

した上で、推進方法を修正するなどの進行管理を行います。 

各施策については、施策の目的に照らして効果を上げているかを評価し、必要に応じて施策の

見直しを検討します。 

次回の改定に向けて、港区住宅基本計画の進行管理のための基礎資料の収集をします。また、

港区は今までにない新たな課題が発生することが多い地域であるため、区の特性や時代の要請に

応じた継続的なデータ収集を行います。 

これからの港区に求められる社会要請や、港区ならではの課題について収集したデータを踏ま

え、次回の港区住宅基本計画に反映させます。 

 

  

財源の確保と基金の適正な活用 ４ 

港区住宅基本計画の進行管理 ５ 
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１　港区住宅基本計画［第４次］　策定委員会

２　港区住宅基本計画［第４次］　検討委員会

３　策定の検討経過

４　用語解説

料編資

１　港区住宅基本計画［第４次］の
　　施策目標・指標

２　推進体制の整備、
　　幅広い連携に基づく施策の推進

３　区民・住宅関連事業者・区の役割

４　財源の確保と基金の適正な活用

５　港区住宅基本計画の進行管理

第　　章５
推進に向けて

１　良質な住宅ストックと
　　安全・安心な住宅・住環境の形成

２　子育て世帯が住み続けられ、
　　安全に子育てができる基盤づくり

３　高齢者・障害者が住み慣れた地域に
　　住み続けられる住宅・住環境の充実

４　住宅セーフティネットの構築

５　快適で潤いのある住環境の形成と
　　地域共生社会の実現に向けた取組の促進

第　　章４
施策の展開

は、第３次港区住宅基本計画後期改定版以降の新規
事業及び平成３１年度以降に新規に取り組む事業を
示しています。
は、第３次港区住宅基本計画後期改定版以降に事業
拡大を図った事業を示しています。

※標記について
新　規

拡　充

１　住宅政策の基本的考え方

２　基本理念とめざすべき将来像

３　めざすべき将来像の実現に向けた
　　住宅政策の体系

４　住宅・住環境の水準

第　　章３
計画の基本的方針

１　住宅政策の変遷と港区の状況

２　港区の住宅・住環境の現状

３　第３次港区住宅基本計画後期改定版の
　　実績と評価

第　　章２
港区の住宅・住環境の現状

１　港区住宅基本計画［第 4次］
　　の策定の背景と目的

２　港区住宅基本計画の位置付け

３　計画期間

第　　章１
計画の目的と位置付け
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（１）委員名簿 

 

 役職名 

委員長 街づくり支援部長 

副委員長 街づくり支援部住宅課長 

委員 街づくり支援部都市計画課長 

委員 街づくり支援部開発指導課長 

委員 街づくり支援部建築課長 

委員 麻布地区総合支所まちづくり課長 

委員 環境リサイクル支援部環境課長 

委員 企画経営部企画課長 

委員 防災危機管理室防災課長 

委員 子ども家庭支援部子ども家庭課長 

委員 保健福祉支援部高齢者支援課長 

委員 保健福祉支援部障害者福祉課長 

委員 教育委員会事務局教育推進部教育長室長 

 

 

 

 

 

 

  

港区住宅基本計画［第４次］ 策定委員会 １ 
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（２）設置要綱 

 

○港区住宅基本計画策定委員会設置要綱 

平成１２年６月２０日 

 

（設置） 

第１条 住宅施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、港区住宅基本計画策定委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）住宅基本計画の策定に関すること。 

（２）その他委員会が必要と認める事項。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、街づくり支援部長をもって充て、会務を総括する。 

３ 副委員長は、住宅課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務

を代理する。 

４ 委員は、別表１に掲げる者とする。 

（意見聴取） 

第４条 委員会は、特に必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴くこ

とができる。 

（検討委員会） 

第５条 委員会に、「港区住宅基本計画策定に関する検討委員会」（以下「検討委員会」という。）を設

置する。 

2 策定委員会は、検討の進行に伴い、適時検討委員会の意見を聴くものとする。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求めることが

できる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、街づくり支援部住宅課が担当する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

付 則 

（略） 

別表１（第３条第４項関係） 

（略） 
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（１）委員名簿 

 

 氏名 所属・役職名 

委員長 小林 秀樹 千葉大学 大学院工学研究院 教授 

副委員長 大野  武 明治学院大学 法学部 教授 

委員 松岡 洋子 東京家政大学 人文学部 准教授 

委員 小池 孝子 東京家政学院大学 現代生活学部 准教授 

委員 大瀧 陽平 
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 

港区支部 副支部長 

委員 齋藤  博 社会福祉法人港区社会福祉協議会 事務局次長 

 

 

 

 

  

港区住宅基本計画［第４次］ 検討委員会 ２ 
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（２）運営要領 

 

○港区住宅基本計画策定に関する検討委員会運営要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、港区住宅基本計画策定委員会設置要綱（平成３０年３月１９日２９港街住第３

４０６号改正）第5条の規定に基づく、港区住宅基本計画策定に関する検討委員会（以下「検討委

員会」という。）の組織及び運営について、必要な事項を定める。 

（構成） 

第２条 検討委員会の委員は、専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員は、住宅行政に専門的知識を有する者 6名程度とし、港区住宅基本計画策定委員会委

員長（以下「策定委員長」という。）が任命する。 

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 検討委員会は、必要に応じて策定委員長が招集する。 

２ 検討委員会は原則非公開とする。 

（意見聴取） 

第５条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討委員会への出席を求 

め、その意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 検討委員会の庶務は、街づくり支援部住宅課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、策定委員長が別に 

定める。 

 

付 則 

（略） 
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あ行 

アスベスト 

石綿（せきめん、いしわた）とも呼ばれる、天

然の鉱物繊維のことです。 

耐久性、耐薬品性、絶縁性などの特性があり、

建設資材に多く使用されてきましたが、飛散した

アスベスト繊維を吸引すると繊維が肺の中に残り

、肺がんや中皮腫、アスベスト肺（肺の慢性線維

症）の原因となるため、現在では使用が禁止され

ています。 

 

か行 

既存ストック（住宅ストック） 

官民問わず、既に建築され、現在も存在してい

る住宅の総称です。 

 

区営住宅 

区営住宅は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮

する低額所得者層を対象に、区民生活の安定と福

祉の増進に寄与することを目的として区が供給す

る住宅のことです。 

 

区民向け住宅 

区が供給する区営住宅、区立住宅、特定公共賃

貸住宅、借上住宅の総称です。 

 

区立住宅 

住宅に困窮する中堅所得者層のファミリー層を

対象に、区民生活の安定と定住の促進に寄与する

ことを目的として区が供給する住宅のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者集合住宅 

区が供給する住宅の一つで、住宅に困窮するひ

とり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯が、住

み慣れた地域の中で自立して生活を続けられるよ

う、高齢者の生活の安定を図ります。 

高齢者向けの設備を備え、緊急時の対応や安否

の確認などを行う「生活協力員」が居住していま

す。 

 

高齢者等配慮対策住宅 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平

成１１年法律第８１号）に基づく住宅性能表示制

度で住宅の性能項目、高齢者などへの配慮で3等

級以上に準じる住宅のことで、定住促進指導要綱

において、民間開発に対し誘導を図っています。 

 

国勢調査 

我が国に住んでいるすべての人と世帯を対象と

する国の最も重要な統計調査です。 

総務省統計局が5年毎に実施し、平成３０ 年

度時点では、平成２７年の調査結果が最新です。 

 

さ行 

サービス付き高齢者向け住宅 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（平成

１３年法律第２６号）において定義され、バリア

フリー化され、安否確認サービス、緊急時対応サー

ビス、生活相談サービスなどの付いた住宅として

都道府県などに登録された住宅のことです。 

  

用語解説 ４ 
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住宅確保要配慮者 

平成１９年に制定された「住宅確保要配慮者に

対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅

セーフティネット法）」（平成１９年法律第１１２

号）で示されており、具体的には、低額所得者、

被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭

その他の住宅の確保に特に配慮を要する者をいい

ます。 

 

住宅セーフティネット 

独力では住宅を確保することが困難な方々が、

それぞれの所得、家族構成、身体の状況などに適

した住宅を確保できるような様々な仕組みのこと

をいい、居住セーフティネットともいいます。 

 

住宅・土地統計調査 

総務省統計局が調査実施主体として、昭和２３

年以来5年ごとに実施している調査です。日本国

内の住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関す

る実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状

況、その他の住居などに居住している世帯に関す

る現状と推移を全国及び地域別に明らかにするこ

とにより、住宅・土地関連諸施策の基礎資料を得

ることを目的としています。平成３０年度時点で

は、平成２５年の調査結果が最新です。 

本調査は、国勢調査の調査区を基準に、層化2

段抽出法により調査単位区を設定した標本調査で

す。住宅・土地統計調査の調査単位区別の調査結

果を基に、平成２５年１０月1日現在の市区町村

別総人口に合致するよう一定の比率を乗ずること

により、平成２５年における全国及び地域別の結

果を推定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

障害者グループホーム 

障害者グループホームとは、知的障害者、精神

障害者、身体障害者が「世話人等」の支援を受け

ながら、複数で共同生活する居住の場です。 

 

新耐震基準 

建築基準法の改正により、昭和５６年6月1

日から導入された基準で、それ以前の基準を一般

的に旧耐震基準といい区別しています。この新耐

震基準は、建築物の耐用年数中に何度か遭遇する

ような中規模の地震（震度5強程度）に対しては

構造体を無被害にとどめ、極めてまれに遭遇する

ような大地震（震度6強程度）に対しては人命に

危害を及ぼすような倒壊などの被害を生じさせな

いことを目標にしています。 

 

た行 

地域包括ケアシステム 

港区の全ての区民が、住み慣れた地域で医療・

介護・保健・福祉の各種サービスを受けながら、

その人らしい生活を送ることができるよう、地域

の多様な活動主体で支え合う仕組みです。 

 

東京都子育て支援住宅認定制度 

東京都子育て支援住宅認定制度とは、居住者の

安全性や家事のしやすさなどに配慮された住宅で、

かつ、子育てを支援する施設やサービスの提供な

ど、子育てしやすい環境づくりのための取組を行っ

ている優良な住宅を東京都が認定する制度です。 
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特定公共賃貸住宅 

「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」

（平成５年法律第５２号）に基づき、中堅所得者

などを対象として区が供給する居住環境が良好な

賃貸住宅で、所得などに応じて家賃減額がありま

す。 

 

特別養護老人ホーム 

介護老人福祉施設の１つで、寝たきりや認知症

（痴呆）などにより、常時介護が必要で在宅生活

が困難な人が入所し、介護保険の施設サービスに

もとづく入浴、食事その他の日常生活のお世話、

健康管理などの介護を行う施設です。 

 

な行 

認知症高齢者グループホーム 

認知症高齢者のグループホームとは、認知症の

状態にある高齢者が、日常生活の支援などを受け

ながら共同生活する施設です。 

 

は行 

バリアフリー 

障害者や高齢者などが生活する上で障害（バリ

ア）となるものを解消することです。住宅では、

室内の段差解消や、廊下や階段の幅の確保及び手

すりの設置などを指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま行 

マンションみらいネット 

マンション管理の支援、マンション購入希望者

に対する管理情報の提供などを目的としたシステ

ムです。個々のマンションの管理組合の運営状況

（建物などの概要、過去の修繕履歴など）を登録

し、インターネットを通して閲覧できるようにす

るほか、管理規約などの書類を電子化して保管す

ることができます。（財）マンション管理センター

が実施しています。 

 

港区民世論調査 

区政に関する区民の認識・意向及び区民の生活

意識などを把握し、その結果を予算編成や今後の

区の施策を企画立案するための基礎的な資料とし

て活用するために、港区が実施している調査です。 

隔年で調査を実施しており、直近では平成２９

年度に第３１回調査が実施されています。 
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