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●空き家
　　住宅・土地統計調査による区分で、二次的住宅（別荘やたまに寝泊まりする住宅）、賃貸用の住宅、売却用の住宅、
その他の住宅（転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅等）

●インフラ、インフラストラクチャー
　　国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設（学校、病院、道路、港湾、工業用地、公営住宅、橋梁、
鉄道路線、バス路線、上水道、下水道、電気、ガス、電話など）のこと。略して、「インフラ」という。

●エコまち法
　　都市の低炭素化の促進に関する法律　参照

●NPO
　　民間非営利組織（Non-profit	Organization）の略称。ボランティア団体や市民活動団体など、継続的、自発的
に社会的な使命（ミッション）の実現を目指して活動する営利を目的としない団体の総称。「非営利」とは無償で
活動するのではなく、活動で得た利益は次の活動や事業を実施するために使用するという意味

●狭あい道路
　　建築基準法第42条第2項に規定する幅員が4mに満たない道路のこと。

●帰宅困難者
　　勤務先や外出先等に於いて地震などの自然災害に遭遇し、自宅への帰還が困難になった者

●居住水準
	 　住生活基本法*の前身である住宅建設計画法で定めていた国民が安定したゆとりある住生活を営むことができる
目標となる水準。住生活基本法では住宅性能水準、居住環境水準、誘導居住面積水準、最低居住面積水準の4種類
で示している。
注１	上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満

の者は0.75人として算定する。ただし、これらにより算定された世帯人数が2人に満たない場合は２人
とする。

注２	世帯人数（注１の適用がある場合には適用後の世帯人数）が4人を超える場合は、上記の面積から5％を控除
する。

注３	次の場合には、上記の面積によらないことができる。
①単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合
②適切な規模の共用の台所及び浴室があり、各個室に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所が確保され、
上記の面積から共用化した機能・設備に相当する面積を減じた面積が個室部分で確保されている場合、誘
導居住面積水準*は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応す
るために必要と考えられる住宅の面積に関する水準。都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建
住宅居住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定し
た都市居住型誘導居住面積水準からなる。

●区営住宅
　　公営住宅法に基づき住宅に困窮する所得の低い世帯を対象として、区が建設、買取などにより設置している住宅

●区民住宅
　　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、住宅に困窮する中堅所得層の子どもを育成する世帯を
対象として、区が建設、借上げなどにより設置している住宅

●公的住宅
　区営住宅、区民住宅、都営住宅、都民住宅、公社一般賃貸住宅、都市再生機構賃貸住宅、その他住宅のこと。

●高齢者の居住の安定確保に関する法律
　　高齢者が入居しやすい借家の供給や持ち家のバリアフリー *化を進めることなどを目的に、平成13年に制定され
た法律。平成23年4月に改正され、住宅のみならず、福祉施設を含めた高齢者の居住確保をはじめ、住宅バリアフリー
化の一層の推進とともに、デイサービスなどの高齢者生活支援施設との一体的整備について、制度の強化が図れ
ている。

●高齢者住宅（みどりの里）
　　高齢者が住みなれた地域で、安心して自立した生活が送れるように、生活協力員の設置や、設備の面でさまざま
な配慮がされている住宅

●高齢者等応急一時居室
　　住居の取り壊しなどによる立ち退き要求や災害などの理由により住居に著しく困窮し、緊急に新たな住宅が必要
になった区民のために、区が借り上げている民間アパートの居室
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用語解説 ■

●コーポラティブハウス
　　自ら居住するための住宅を取得しようとする人が組合を結成し、敷地の購入、設計、工事の発注、入居、管理な
どを共同で行う住宅であり、費用の面だけでなく、住み手の希望を反映した設計や入居前から住み手同士の交流が
生まれるなどのメリットがある。

●コレクティブハウス
　　私生活の領域とは別に共用空間を設け、食事・育児など生活の一部を共にすることを可能にした集合住宅

●再生可能エネルギー
　　エネルギー源として永続的に利用することができる再生可能エネルギー源を利用することにより生じるエネル
ギーの総称。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等をエネルギー源として利用することを指す。

●最低居住面積水準と誘導居住面積水準
　　世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準。平成23年
に定められた住生活基本計画*（全国計画）ではその面積（住戸専用面積・壁芯）は、以下のとおりである。

●サービス付き高齢者向け住宅
　　高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー *構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を
支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」を都道府県知事へ登録する制度。国土交通省と厚
生労働省の共管として創設したもの。

●シックハウス症候群
　　住宅の新築工事やリフォームの後に、建材や塗料から有害物質が発生し、室内の空気が汚染されて居住者の身
体に生じるとされる頭痛やめまい等の住宅由来の健康被害の総称

●住生活基本計画
　　住生活基本法に基づき、住生活の安定の確保および向上の促進に関する施策を定めた基本的な計画。政府は全
国計画を、都道府県は全国計画に則して都道府県計画を定める。住生活基本計画（全国計画）は、平成23年度か
ら平成32年度までの10年間における国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として、平
成23年3月に新計画として閣議決定された。

●住生活基本法
　　住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について基本理念を定めた法律（平成18年6月公布）。国及び
地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、
住生活基本計画その他の基本となる事項を定めている。また、住生活の安定の確保および向上の促進に関する施
策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全
な発展に寄与することを目的としている。

●住宅瑕疵担保履行法
　　住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により建設業者及び宅地建物取引業者が負う新築住宅に係る瑕疵
担保責任の履行の確保等を図るため、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による
住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅に係る瑕疵担保責任の履行によって生ずる損害をてん補する一定の保険の
引受けを行う住宅瑕疵担保責任保険法人の指定等について定めている。

●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*）」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等」である。

●住宅修築資金融資あっせん制度
　　区民が居住または所有する住宅の増改築を行う際の資金不足を補い、住環境の改善が円滑に進むように区内指
定の金融機関に融資のあっせんを行う制度

●住宅ストック
　　ストックとは「在庫」の意味で、住宅ストックとはある一時点における空き家を含めた住宅戸数のこと。

●住宅性能表示制度
　　住宅の性能（構造体力、遮音性、省エネルギー *性等）を全国共通の基準で第三者評価機関が評価し、住宅性能
評価書が交付されることで、消費者による相互比較を可能とする制度

さ

最低居住面積水準

単身者 25㎡

2人以上の世帯 10㎡×世帯人数＋10㎡
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●住宅セーフティネット
　　セーフティネットとは「安全網」のこと。住宅におけるセーフティネットとは、自力で住宅を確保できない方の
健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の確保に対し、行政が関与・支援する体制を整備すること。

●住宅セーフティネット法
　　（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）
　　低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者に対し、
賃貸住宅の供給を促進するために定められた法律

　（平成19年7月制定）
●住宅・土地統計調査
　　統計法に基づき国が実施する調査で、住宅及び住宅以外で人が居住する建物ならびにこれに居住する世帯の実
態を調査するもの。昭和23年以来5年毎に実施されている。

●省エネルギー
　　産業・生活・社会活動全般において、エネルギーの効率的利用を図ること。

●障害者グループホーム
　　身体・知的・精神障害者が「世話人など」の支援を受けながら、地域のアパート、マンション等で生活する居住の場。

●シルバーピア
　　高齢者が住み慣れた地域社会の中で、安心して生活できるよう、バリアフリー化された公的賃貸住宅（都営住宅、
区営住宅）であり、生活協力員による緊急時対応サービス及び安否確認システムなどが整備されている。

●杉並型サービス付き高齢者向け住宅
　　24時間体制で訪問介護や看護サービスが受けられる高齢者向け賃貸住宅

●杉並区動物適正飼養普及員
　　杉並どうぶつ相談員の制度で、この相談員は、動物の飼い方や、飼う上でのマナーの向上に関する普及啓発活動
を行う区民ボランティアの方々である。

●杉並区都心共同住宅供給事業補助
　　安全で良好な市街地環境の整備と良質な共同住宅の供給等を促進するため、大都市地域における住宅および住
宅地の供給に関する特別措置法（昭和50年法律第67号。以下「法」という。）第2条第5号に規定する都心共同住
宅供給事業を行う民間事業者に対する区の補助金交付事業

●杉並区みどりの条例
　　みどりの保護及び育成に関する制度等を定めた条例。昭和48年に制定され、平成18年に全部を改正した。これ
により新たに、区は区民等が行うみどりの活動の促進と、区が実施する事業への区民等の参画機会の確保に努める
ことを規定した。

●杉並区優良再開発型優良建築物等整備事業
　　優良建築物等整備事業制度要綱（平成6年6月23日建設省住街発第63号建設省住宅局長通達）に基づき、優良
再開発型優良建築物等の整備を行う者に対し、区がその事業に要する費用の一部を助成することにより、市街地に
おける環境の整備、改善と併せて良好な市街地住宅の供給を促進し、もって区民福祉の向上に寄与する事を目的
とする事業

●ストック
　　ある一時点に存在する物。住宅ストックとは、特に社会資産としての側面に着目した現存する住宅のことをいう。

●スマートコミュニティ
　　再生可能エネルギーやコジェネなど高効率分散電源を最大限活用し、エネルギーと情報通信技術を結び、地域
全体で需要をコントロールしエネルギーの最適化を図るまち。「環境配慮型都市」とも呼ばれ、街全体の電力の有
効利用や再生可能エネルギー *の活用などを、都市の交通システムや住民のライフスタイル変革まで、複合的に組
み合わせた社会システムをいう。

●セーフティネット
　　住宅セーフティネット参照

●耐震改修
　　耐震診断結果に基づき、耐震性に劣る場合は適切な改修により耐震補強を行うことにより、耐震性を向上させる
こと。

●耐震改修助成制度
　　原則として、区が実施する耐震診断を受けた建築物で補強が必要と判断され、必要な耐震基準値を満たすため
に行う改修費用の一部を助成する。木造住宅等に対しては区に登録している施工業者が行う必要がある。

さ
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用語解説 ■

●耐震診断
　　建築物の地震に対する安全性を確認するため、耐震性能を評価し、耐震改修が必要かどうかを総合的に判定す
ること。

●地区計画
　　市区町村が、各地区の特性に応じ、細街路、小公園等の地区施設と建築物の用途・形態・敷地等について一体的・
総合的な計画を定めたもの。地区計画に基づき建築行為等を適正に誘導・規制することによって、地区レベルでの
きめ細かなまちづくりと良好な環境整備を図る。

●長期優良住宅普及促進法（長期優良住宅の普及の促進に関する法律）
　　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優良な住宅である「長期優良住宅」について、その
建築および維持保全に関する計画を認定する制度を位置づけた法律（長期優良住宅認定制度　参照）平成20年5
月制定

●長期優良住宅認定制度
　　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための構造、設備を備
えた住宅について、適合している旨の認定を行う制度。認定を受けると計画に基づいて建築および維持保全を行う
こととなる。

●長期修繕計画
　　10年後、20年後を見据えて、建物を定期的に修繕する計画のこと。住宅の寿命を延ばし、快適に暮らすためには、
築10年前後、築20年前後をめどに外壁を塗り替えるなど、大規模な修繕が必要となり、いつごろどんな修繕が必
要か、どれくらいの費用がかかるかを想定して作成する計画

●長期優良住宅
　　平成20年に制定された長期優良住宅の普及の促進に関する法律で制度化された住宅。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優良な住宅について、その建築及び維持保全に関する計画（長期優良住宅建
築等計画）を認定する。

●長寿命化計画
　　公営住宅を対象として、安全で快適な住まいを長期間にわたって確保するため、予防保全的な観点から用途廃止
や改善、建替え計画、長寿命化に関する計画等を策定し、良好な住宅ストックの形成と確保、ライフサイクルコス
トの縮減を図ることを目的としている。

●賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
　　東京都が「賃貸住宅紛争防止条例」の施行（平成16年10月1日）にあわせて作成したもので、賃貸住宅のトラ
ブルを防止するために知ってもらいたい、退去時の復旧や入居中の修繕に関する費用負担の原則、契約や住まい方
で注意すべきこと等を、ガイドラインで示されている。（平成25年4月改訂）

●定期借地権
　　「借地借家法」に基づく制度。一般の借地契約と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了すると、そ
の後の契約の更新ができない。また、土地は更地で返還することが原則

●低炭素化
　　地球温暖化の最大の原因といわれる二酸化炭素の排出をできるだけ抑えながら、経済発展を図り、人々が安心し
て暮らすことができる社会づくりを行うこと。

　　（関連）
　　低炭素社会
　　省エネルギーや太陽光などの再生可能エネルギーの有効活用などを通じて、地球温暖化の主因とされる温室効
果ガスの一つである二酸化炭素をできるだけ排出しないよう、産業・生活システムを構築した社会のこと。

●東京都空き家活用モデル事業
　　空き家を賃貸住宅として管理（改修工事完了時より10年間）することを条件に、空き家の改修工事費用の一部（補
助対象費用の3分の1、補助限度額あり）を補助する事業

●東京都LCP住宅情報登録・閲覧制度
　　環境に与える影響や都民の経済的な負担などを考慮しつつ、停電時でもエレベーターや給水ポンプの運転に必
要な最小限の電源を確保することで、都民がそれぞれの住宅内に留まり、生活の継続を可能とする性能を備えた
住宅（以下「東京都LCP（Life	Continuity	Performance：居住継続性能）住宅」という。）の情報登録・閲覧制
度

●特定緊急輸送道路
　　東京における「緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」に特に沿道建築物の耐震化を図る必要があ
ると位置づけられている緊急輸送道路で、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復
興活動を支える道路である。
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●特別緑地保全地区
　　都市緑地法第12条に規定されており、都市計画区域内の緑地で以下に該当するものを定めることができる。無
秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、
規模及び形態を有するもの、神社・寺院等の建造物、遺跡と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びつい
て当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの、風致又は景観が優れていること、動植物の生息地等と
して適正に保全する必要があること。

●特別養護老人ホーム
　　老人福祉法に基づく施設で、常時介護が必要であって、家庭での生活が困難な方が入所して生活する施設。また、
介護保険法に基づき、入所者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康
管理及び療養上の世話を行う。

●都市型軽費老人ホーム
　　老人福祉法に基づく軽費老人ホーム（ケアハウス）の一種であり、基本的には自立した生活を送ることができる
高齢者を対象に、食事提供や見守りなどを行う施設。都市部等において低所得者でも入居できるよう、利用料を
低額に抑えている。

●都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）
　　都市機能の集約や公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化、緑エネルギーの面的管理・利用の促進を図る
低炭素まちづくり計画に関することと、法律に定める基準を満たした低炭素住宅に低炭素化に資する設備について
容積等の不算入や税制上の優遇措置を設けている。（平成24年9月制定）

●都心共同住宅供給事業
　　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づき、大都市の都心部において居住
機能を回復し、職住近接による豊かな都市生活の実現を図るため、良質な共同住宅を整備する民間事業者等に対
して認定・助成を行う事業

●二重サッシ
　　開口部にサッシを二重に取り付けたもので、サッシの間に空気層ができ断熱効果が高まり結露防止にも有効で、
防音性も高くなるメリットがある。サッシにはめ込まれるガラスが2枚になっている、複層ガラスとは異なる。（複
層ガラス参照）

●認知症高齢者グループホーム
　　認知症高齢者等が、より家庭に近い環境で、介護職員による専門的な介護を受けながら食事の支度や機能訓練
などを含め共同生活を送る住宅。

●バリアフリー
　　高齢者や障害者の日常生活の物的障壁を取り除くこと。住宅においては、玄関入口や敷居の段差を解消したり、
階段・トイレ・浴室等に手すりを設置したり、設備等の操作性を改善すること。

●複層ガラス
　　一つのサッシに2枚の板ガラスで空気層を挟み込んだ断熱性の高いガラス。「ペアガラス」ともいう（二重サッシ
参照）。

●不燃化特区制度
　　東京都の木密地域不燃化10年プロジェクトで策定した、震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域の防災
性向上を図るため、区と連携して、特に改善を必要としている地区の不燃化を促進する制度

●保護指定制度
　　規則に定める基準に該当する樹木、樹林、生け垣等を、その所有者の同意を得て保護を要する樹木等として指
定する制度。指定した樹木等には、区で標識を設置し、維持管理の一部として補助金を交付

●防火規制
　　東京都の建築安全条例改正により創設された、新しい防火地域。指定エリア・規制内容は現行の防火地域と準防
火地域の中間に位置するもので、木造住宅密集市街地の再生産を防止し、市街地の安全性向上を図るため、木造
住宅密集地域内の準防火地域に指定されているエリアの中で指定される。指定された区域内においては、原則とし
て、全ての建築物は、準耐火建築物以上とし、延べ面積が500㎡を超えるものは耐火建築物としなければならない。
また、地区の状況により、建ぺい率や斜線制限等を見直して、緩和することもできる制度
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用語解説 ■

●マンション改良工事助成事業
　　分譲・賃貸マンションの共用部分の機能維持・向上を図るため、住宅金融支援機構の融資を受けて修繕・改修
を行う管理組合やオーナーに対し、都が公庫の借入金に利子補給を行う事業

●マンション共用部分リフォームローン
　　住宅金融支援機構の融資制度で、一定の基準を満たすマンション管理組合が共用部分をリフォームする場合に、
対象となる工事費の一部を融資するもの。

●マンション啓発隊
　　旧耐震の分譲マンションの管理組合に対して耐震化啓発資料の配布と説明を行うため、都・区の職員及び専門家
が分譲マンションを個別に訪問する。

●木造住宅密集地域
　　木造住宅を中心とした老朽住宅等が密集し、かつ道路、公園などの公共施設等の未整備により、良質な住宅の
供給と住環境の改善が必要な地域。山手線外周部を中心に広範に分布している。

●家賃等債務保証制度
　　保証人がいないなどの理由で、民間賃貸住宅の契約が困難な世帯に、入居や更新の際、民間保証会社と補償委
託契約をすることで、民間保証会社が保証人の代理となり、家賃滞納の際、保証人に代わり一時的に立て替える制
度

●誘導居住面積水準
　　最低居住面積水準参照

●優良建築物等整備事業
　　市街地の環境改善、良好な住宅市街地住宅の供給等の促進を図るもので、一定割合以上の空地確保や、土地の
利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業について補助を行う制度。国の制度要綱に基
づく法定手続きに依らない事業

●ユニバーサルデザイン
　　老若男女といった違いや、障害・能力の違いを問わず、また、文化・言語・国籍が違っても利用することができ
るように施設や製品、情報をあらかじめ設計（デザイン）すること。

●リーマンショック
　　2008年9月15日、国際的な金融危機の引き金となったリーマン・ブラザーズの経営破綻とその後の株価暴落な
どを指す。

●リフォーム10（住宅リフォーム事業者行動基準）
　　都民が安心して住宅リフォームを実施できる環境づくりをめざし、地域の工務店など事業者が守ることが望まし
い行動基準のこと。

●緑地協定
　　都市緑地法（法第45条）に基づき、市街地の良好な環境を確保するために緑地の保全や緑地に関して結ぶ協定

●緑化地域制度
　　緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、都市緑地法（法第
34条）敷地面積の一定割合以上の緑化を義務づける制度。指定の要件は「用途地域が指定されている区域内」で「良
好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域」

ま

や

ら

資
料
編



杉並区住宅マスタープラン

平成26年3月発行　　

編集・発行 杉並区都市整備部 住宅課
　　 〒166－8570 杉並区阿佐谷南一丁目15番1号
　　 電話 03－3312－2111（代表）
●杉並区のホームページでご覧になれます。http://www.city.suginami.tokyo.jp

登録印刷物番号
25－0121



杉並区住宅マスタープラン
誰もが 安心して 住み続けられる 良好な住環境の実現

平成26〜33年度【2014〜2021年度】

杉
並
区
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
【
平
成
26
年
〜
33
年
度
】

杉
並
区


