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住宅に関する事業の展開第4章

1 取組方針1  安全・安心な住まいづくり

（1） 災害に強い住まいづくり
 ①耐震性の向上（重点）

●杉並区耐震改修促進計画に基づき、総合的かつ計画的に住宅の耐震化を促進していきます。
●住宅・建築物の耐震診断*及び耐震改修*等に対し無料診断や改修費の一部を助成する事業を
実施するとともに、耐震無料相談会、建築防災イベント等を通じて耐震化の必要性について
の普及啓発を積極的に実施します。

●耐震診断及び耐震改修等への支援制度について、より利用しやすい内容となるよう検討を行っ
ていきます。

●杉並区に登録している木造耐震診断士による耐震無料相談会を定期的に開催し、既存住宅の
耐震改修に関する相談に対応します。

 ②防災性の向上（重点）
●阿佐谷南・高円寺南地区において、「木密地域不燃化10年プロジェクト」に基づく、不燃化
特区制度*を活用し、不燃化を促進します。

　また、東京都が主催する木造住宅密集地域*の連絡会議等に参加するなど、東京都との連携を
強化していきます。

●木造住宅密集地域の区民に対し、必要に応じて、防災に関する講演会等を開催し、危機意識
の共有化を図ります。

●東京都の「地震に関する地域危険度測定調査」による危険度の高い地域に対し、建築安全条
例による新たな防火規制*区域の指定を検討します。

●阿佐谷南・高円寺南地区や震災救援所（区立小中学校）周辺及びそれに至る緊急道路障害物
除去路線沿道では、耐火性の高い建物を建築する方に建築資金の一部を助成する建築物不燃
化助成制度の活用を図り、建築物の不燃化を促進します。

●地域の防災・減災機能を向上させるために、狭あい道路*の拡幅整備を進め、災害に強く、良
好な居住環境を確保します。

●広域的な自動車交通を円滑にする一方、通過交通の排除された安全な生活圏（居住環境区域）
と、防災生活圏の外縁となる延焼遮断帯の形成を図るため、幹線道路網（幹線道路、補助幹
線道路）の体系的な整備を進めます。

●東京都作成の「マンション管理ガイドブック」の改訂版に記載予定のマンションにおける防
災に関する項目を踏まえ、マンション居住者や管理組合等の防災力を高めます。

 ③水害対策の充実
●浸水被害の防止に配慮した建物の建築を促進するため、地域の水害に対する危険性を示す杉
並区洪水ハザードマップの情報提供を行います。

●浸水の恐れのある地域に地下室を設ける場合は、適切な浸水対策を講じるよう指導します。
●浸水常襲地域における住宅の高床助成など、減災に配慮した支援策を実施していきます。
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●区立施設への雨水貯留・浸透施設の整備を進めるとともに、住宅を含めた民間の建築や開発
行為についても指導を行い、雨水流出抑制施設の設置を誘導します。

●小規模の個人住宅に対して、雨水浸透施設の設置助成を行います。

（2） 安全に居住できる住宅確保
 ①バリアフリー化の推進（重点）

●住宅のバリアフリー *化を促進するため、要介護認定を受けた高齢者を対象に住宅設備改修
費の一部を助成します。また、介護予防の観点から、未認定者にも住宅改修経費の一部助成
を行うとともに、住宅修築資金融資あっせんや改修に必要な情報提供を行っていきます。

●障害者総合支援法の日常生活用具給付等事業において、手すりの設置や段差解消のための改
修、屋内移動用リフト設置等の給付を行い、日常生活を向上させるためのバリアフリー化を
支援します。

●住宅修築資金融資あっせん制度*において、段差解消や手すりの設置などの高齢化対応工事に
対し優遇利率を適用し、バリアフリー化を促進します。

●国や東京都などのバリアフリー工事助成について周知を図ります。
●「住まいの増改築相談」や「耐震改修*相談」などの機会を活用し、バリアフリー化改修に必
要な情報提供や相談体制を充実していきます。

●一定規模以上の共同住宅等については、「東京都福祉のまちづくり条例」に基づく届出の促進・
処理や「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」に基づく審査を適確
に行うとともに、区民・事業者の問い合わせ・相談等に対応していきます。

 ②住宅の品質確保
●住宅の品質の確保を図ることで、住宅購入者等の利益を保護するとともに、既存住宅の流通
を促進するため、住宅性能表示制度*の普及啓発に努めます。

●質の高い住宅ストック*を形成するため、区民向けセミナー等により長期優良住宅*の普及啓
発を図ります。

●東京都の「東京都LCP住宅情報登録・閲覧制度*」の普及啓発に努めていきます。

 ③安全な住まい確保のための情報提供
●住宅取得後や修築後のトラブル時に対応する相談先等の情報を住宅施策部門と消費者施策部
門で共有し、住宅関連相談業務の質の向上を図るとともに、取引に関する相談に対しては東
京都の不動産相談窓口や法律相談、ホームページ等の案内を行います。

　また、消費者が適切な業者を選択できるよう瑕疵保険*登録業者の案内を実施するとともに、
区内小規模建設事業者団体と協定を締結し、増改築相談を実施していきます。

●中古マンションの流動化を促進するため、建物の性能と管理の両面において一定の水準を確
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」について、
関連部門が連携し、効果的な普及・啓発に努めます。

●東京都発行の「安心して住宅を売買するためのガイドブック（戸建住宅編）（マンション編）」
の普及啓発を行うとともに、住宅取引に関するセミナー等の開催を検討します。

●住宅や住環境に関する社会的活動を行っているNPO*法人などと連携し、コーポラティブハ
ウス*やコレクティブハウス*、定期借地権*付住宅など、多様な住まいの検討を行っていきま
す。
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 ④住宅リフォーム相談
●事業者団体と区が協定を締結し、住宅リフォームの相談窓口を行っていくとともに、リフォー
ム工事に対する支援として、国土交通省発行の「住宅リフォームガイド（国土交通省）」や区
の省エネリフォーム助成について情報提供を行います。

 ⑤空き家*等対策（重点）
●空き家相談窓口を整備し、空き家の利活用、建替や除却等の対応策を平成26年度に検討し、
安全・災害対策を推進します。

●空き家改修工事等に対する支援事業情報の区民への周知を図ります。
●適切に管理されていない空き家などに対し、空き家実態調査の結果や国の動向も踏まえて、
より実効性のある対策を検討します。

（3） 共同住宅の適切な管理
 ①マンション等の適正な管理に対する支援の充実

●東京都と連携し「マンション啓発隊*」による耐震化に向けた啓発を継続して行うとともに、
東京都の耐震マーク表示制度のパンフレットの配布などにより制度の周知を図ります。

●マンション管理組合や区分所有者、賃貸マンションのオーナーを対象とする、維持・管理・
改善に関する情報を提供するためのセミナーや相談会等を開催するNPO*法人等を支援しま
す。

●マンションの適正管理を促進するため、管理組合へのアドバイザー派遣助成を行うとともに、
マンション管理相談への対応について検討します。

●建物の区分等に関する法律（区分所有法）等のマンション特有の制度についての知識の啓発、
マンションの維持・管理・改善に関する情報を提供するためのセミナーや定期的な相談会等
を開催するマンション管理士会などを支援します。

●東京都の「マンション管理ガイドブック」の普及啓発を図ります。
●住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォームローン*や東京都のマンション改良工事助
成制度*について情報の提供を図ります。

●「リフォーム10」*を遵守している事業者による工事に対する優遇融資の仕組みについて、普
及啓発を図ります。

●昭和56年5月以前に建築されたマンションの管理組合や区分所有者等に対し、アドバイザー
派遣、簡易診断のための建築士派遣、耐震診断*及び耐震改修*への助成などを実施し、耐震
化を促進します。

 ②マンション建替えの支援
●マンションの建替え・改修に向けた合意形成を支援するため、区広報紙、ポスター、ホームペー
ジ等を利用した建替え・耐震化に関する普及啓発や情報提供を行います。

●東京都の「分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度」や区の「分譲マンション建替え・
改修アドバイザー制度利用助成制度」の利用を促進します。また、特に老朽化マンションの
管理組合等に対し、制度の普及啓発を図ります。

●分譲マンションの建替えにあたっては、「優良再開発型優良建築物等整備事業*」の補助制度
や東京都の「都市居住再生促進事業」の活用を促進し、建替えに対する適切な支援・誘導を
行います。
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●容積率が既存不適格なマンションについては、地域特性や周辺環境を踏まえ、建築基準法に
基づく総合設計許可制度等を活用し、建替えを誘導していきます。

●大規模な団地型マンションの建替えの円滑化が図られるよう、「建築基準法第86条の法令要
件の緩和」等の国への要求について、東京都と連携して取り組んでいきます。

（4） 防災・防犯対策
 ①火災発生時の安全確保

●住宅性能表示制度*の普及啓発を図り、火災に対する安全性の高い住まいづくりを促進します。
●ひとり暮らしの高齢者・重度身体障害者の世帯等に、火災センサーを備えた緊急通報システ
ムの設置の必要性を周知し、火災等の緊急事態に対応します。

 ②防犯体制の強化
●地域に根ざした防犯対策や、区民との協働による犯罪が起こりにくいまちづくりの推進など、
まち全体の防犯力を高めます。

●安全美化条例に基づき、警察と連携して取り組んでいる住宅等の防犯対策を実施します。
●東京都の住宅における犯罪の防止に関する指針の普及に努め、住宅の防犯対策を強化します。
●防犯カメラの設置や防犯自主団体への助成を継続し、地域と一体となって安全・安心のまち
づくりを促進していきます。

（5） 環境・エネルギー対策
 ①住まいのエネルギー対策（重点）

●太陽光発電等再生可能エネルギー *機器設置助成を行い、普及促進を図ります。
●「杉並区地域エネルギービジョン」に基づき、木造住宅の集まる地域の建替えや地区計画*に
併せた住宅の省エネルギー *化などにより、スマートコミュニティ*のモデル地区づくりを調
査検討します。

●低炭素住宅づくりをめざし、建築物・住宅の省エネ化を促進するため、区ホームページをは
じめ、「省エネ・節電相談会」などで断熱材や複層ガラス窓等の見本展示を行うなど、様々な
方法により普及啓発を図ります。

 ②住まい環境への対策
●シックハウス症候群*対策など、健康で快適な室内環境の確保のため、知識普及のための相談
事業、室内環境測定等の事業を実施していきます。

●建物等の解体前に、吹付け石綿や石綿を含む建材が使用されているか調査を適切に行い、そ
れらが含まれる場合には、石綿の飛散が起こらないよう防止対策を講じて解体等行うよう指
導します。
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2 取組方針2  住宅セーフティネット*の再構築

（1）住宅確保要配慮者*向けの住まい環境の整備
 ①住宅確保要配慮者全体に係る住まい環境の整備（重点）

●高齢者等アパートあっせん事業は、不動産関係団体との連携を強化し、相談体制や物件の確
保の充実を図ります。また、貸主が安心して高齢者等にアパートを提供できるように対応策
を検討していきます。

●保証人がいないなどの理由により、民間賃貸住宅の契約が困難な世帯への入居を支援するた
め、家賃等債務保証制度*等を区民、貸主や不動産関係団体に広く周知します。

●民間住宅入居者の見守りサービス、葬儀の実施・残存家財の撤去費用預託制度の普及啓発を
図り、高齢者等と貸主の不安を解消し、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。

●国や東京都等が実施している高齢者等の賃貸住宅への入居を支援する制度の情報を提供する
など、普及啓発に努めます。

●年齢・身体の状況、国籍等の理由による民間賃貸住宅への入居制限が行われないよう、東京
都が作成するリーフレットを通じて、不動産業者や貸主への啓発を行います。

●住居の取り壊しなどによる立ち退き要求や災害など、緊急に住宅が必要となった区民のため
に、高齢者等応急一時居室*として、民間アパートの居室を借り上げます。また、福祉部門等
と連携して、利用者への相談、受付、利用許可、入居者管理など、適切に対応します。

●住宅困窮者や高齢者、低所得者等の入居支援などを行っているNPO*等との効果的な連携に
ついて検討します。

■家賃等債務保証制度

杉並区

高齢者世帯※

民間保証会社 家　主
不動産会社

家賃等債務保証
サービスの申請

（補助申請）

家賃等債務保証
サービスの提供

（保証料の一部補助）

協定

保証委託契約 賃貸借契約

滞納家賃等の立替払い

※高齢者世帯の外、ひとり親家庭、障害者世帯、災害被災者、犯罪被害者、DV被害者も対象となります。
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 ②高齢者の住まい環境の整備（重点）
●和田みどりの里を除くみどりの里については、当面維持運営し、低所得の高齢者の住まいを
確保します。和田みどりの里は空き住戸からサービス付き高齢者向け住宅へ転換します。

●不動産関係団体等と連携し、賃料が低廉で高齢者仕様の整った住宅の確保や民間アパートの
あっせんを図るとともに、保証人や安否確認等について、区の入居支援や在宅サービスと組
み合わせることで居住支援を継続します。

●在宅での介護が困難であり、入所申込者が増加している特別養護老人ホーム*をはじめ、認知
症の高齢者を支える地域に身近なグループホームなどの介護施設について、公有地の活用や
建設助成により整備を進めます。

●介護と看護のサービスを備えた杉並型サービス付き高齢者向け住宅*や低所得者向けの都市型
軽費老人ホーム*など各種高齢者向け住まいについて、建設助成などにより整備を進めます。

 ③障害者の住まい環境の整備 
●障害者グループホーム*の整備にあたっては、公有地の活用を図るとともに、不動産関係団体
との連携を図り、土地建物所有者と施設運営者双方の要望を調整し、取り組んでいきます。

●不動産関係団体との連携を図り、貸出物件所有者と障害者双方の要望を調整することにより
一般住宅の確保が可能となるよう方策を進めていきます。

●障害者訪問系サービス（身体介護や家事援助）等や短期入所などのサービス支給量の拡大や
質的向上を図るため、従事者の研修等を開催するとともに、ガイドヘルパーの養成や有資格
者の発掘など人材の確保・育成に努めます。

 ④子育て世帯の住まい環境の整備
●子育て世帯のうち、ひとり親世帯、多子世帯の区営住宅入居について使用期間を定めた優遇
抽せんを実施します。

●マンション等の賃貸物件における認可保育所及び認証保育所を整備する経費の補助事業を活
用し、引き続き施設整備に取り組んでいきます。

●「東京都子育て世帯向け優良賃貸住宅」や「東京都子育てに配慮した住宅のガイドブック」を
杉並区ホームページへ掲載するなど普及啓発を図ります。

 ⑤低所得者の住まい環境の整備
●不動産関係団体等との連携により、相談体制を充実し、賃料が低額で質の良い民間住宅への
入居を支援するとともに、区営住宅の運営や軽費老人ホームの整備などにより、多様な住ま
いの提供を進めていきます。

●区営住宅の低層階を高齢者世帯、障害者世帯の入居を優遇抽せんで誘導します。
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（2）公的住宅の管理・運営の適正化
 ①区営住宅*の管理・運営の適正化（重点）

●高額所得者や収入超過者に対して、区営住宅からの退去勧告及び他の公的賃貸住宅への転居
をあっせんします。

●区営住宅の計画的な維持補修等により長寿命化*を図り、更新コストの削減と財政負担の平準
化を行っていきます。

●民間住宅ストックを活用した区営住宅等の施設整備のあり方を検討します。
●区営住宅等の維持管理業務委託事業者をプロポーザルで選定し、効率的な運営を行っていき
ます。

●駐車場の地域住民への貸し出しなど、区営住宅施設の有効活用を図ります。
●区営住宅のエレベーターにおける地震等による停電時の閉じ込め防止等の安全性の向上を推
進していきます。

 ②区民住宅（ベル・サラン） *の廃止
●中堅所得者層の子育て世帯への住宅施策として運営している区民住宅は、区内の民間賃貸住
宅が同程度の家賃で供給されていることから、借り上げ期間満了時（平成26～28年度）に
順次廃止します。区が所有する住戸は売却します。

 ③公的賃貸住宅の設置団体への要請
●東京都にシルバーピア*の設置を働きかけていきます。
●各団体に高齢者や障害者が暮らしやすい住宅とするために、計画的なバリアフリー *化を進め
るとともに在宅介護需要の増加を見越した住戸仕様、ユニバーサルデザイン*の採用などを要
請していきます。

●都営住宅などの公的住宅*の建替えにあたっては、区民の需要に応じた住戸の整備や地元割当
枠の確保などを要請するとともに、高齢者施設や保育施設の設置、誘致に取り組んでいきます。

　また、団地の建替えが周辺の市街地整備と連動し区内の公的住宅としての一体的な整備とな
るよう、必要な連携を図ります。
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3 取組方針3  良好な住環境の形成

（1）住宅市街地づくり
 ①ニーズに対応した住宅ストック*の形成誘導

●「杉並区建築物の建築に係る住環境への配慮等に関する指導要綱」により、事業者に対して、
近隣の住環境に配慮した建築計画とするよう継続して指導を行い、良質な住宅ストックの確
保と良好な住環境の形成を図ります。

●「杉並区景観計画」を推進し、区民、事業者の協力の下『みどり豊かな美しい住宅都市「杉並
百年の景」』を目指します。特に、地域の景観形成に大きな影響を与える大規模な民間建築物
や区の公共施設の整備にあたっては、事前協議制度を活用し、美しいまちなみ景観の創出を
誘導します。また、区民の景観に対する意識と関心を高めるため、景観まちづくりの普及啓
発事業を行っていきます。

●駅前周辺地区の地権者等に対し、「優良建築物等整備事業*」や、「都心共同住宅供給事業*」
等の事業活用を周知・誘導・指導していきます。

 ②利便性の高い安全な都市型住宅地の整備・誘導
●「東京都建築安全条例」に基づく防火規制*の区域拡大を検討し、木造住宅密集地域*等の建
築物の耐火性能を高め、不燃化を促進し、まちの安全性を確保します。

●杉並区環七沿道地区計画*並びに杉並区環状八号線沿道地区計画に基づき、防音や遮音に関
する構造上の建築制限を引き続き行うとともに、東京都の行う防音工事助成及び緩衝建築物
の建設費等の一部負担の制度により促進を図ります。

 ③まちづくり手法の活用による良好な住環境の形成
●都市計画道路が整備される地域では、良好な住宅・住環境の形成や良好なまちなみの誘導、
後背住宅地との調和を図るため、東京都などの関係機関との調整、住民説明会等による地域
住民の合意形成を図りながらまちづくりを進めていきます。

●多心型まちづくりの推進のため、「杉並区市街地再開発事業化支援補助」、「杉並区市街地再開
発事業補助」、「杉並区優良再開発型優良建築物等整備事業*補助」、「杉並区都心共同住宅供
給事業補助*」等を活用します。

（2）みどりの育成
 ①みどりによる住宅市街地の魅力向上（重点）

●建築行為などを行う場合には緑化計画書等の提出を求め、用途地域や敷地面積などに応じた
緑化を進めるように適切な指導を行うとともに、都市緑地法の「緑化地域制度*」の活用を検
討します。

●みどりの創出を図るため生垣、屋上や壁面の緑化に対して助成を行います。
●みどりの保全・育成を図るため「杉並区みどりの条例*」による「保護指定制度*」や「みど
りのベルト事業」の拡大を検討するとともに、都市緑地法に基づく「緑地協定*」の推進、「特
別緑地保全地区*」の指定や「市民緑地制度」の運用を図ります。

●「杉並区緑地保全方針」により良好な屋敷林等の保全を図ります。
●「杉並区みどりの条例*」「都市計画公園・緑地の整備方針（改定）」に基づき、公園や緑地の
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整備を進め、水とみどりのネットワークの拠点となる多様なオープンスペースを確保してい
きます。

 ②美化運動への支援
●「花咲かせ隊」や「すぎなみ公園育て組」などの登録団体による公園等の美化活動を支援して
いきます。

（3）良好な近隣関係づくり
 ①賃貸住宅でのトラブル防止

●民間賃貸住宅の賃貸借をめぐる敷金精算や修繕費等に関するトラブルなどの防止のため、東
京都の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン*」の周知を図ります。

 ②地域活動への取組支援
●良好な住環境の保全・向上に向け、地域住民による自主的な地域活動（景観づくり、防犯活動、
清掃活動など）の取組について、町会、地域ボランティアやNPO*団体の活動に対し、支援
します。

 ③ペット飼養に関する情報提供
●ペットの飼養における衛生環境やマナー、近隣への影響の緩和策などの適正な飼養方法に関
する情報を収集するとともに、広く区民に情報提供していきます。また、杉並区動物適正飼
養普及員*の活動や動物の飼い方相談の実施などにより、適切な飼養について普及啓発に努め
ます。


