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はじめに 

「さいたま市住生活基本計画」は、さいたま市の住生活や住環境にかかわる政策展開の基本的

な指針となる計画で、市はこれまで、平成 21 年度から平成 30 年度を計画期間とする「さいたま

市住生活基本計画」を策定し、住宅施策を展開してきました。この度、国や埼玉県の住生活基本

計画が策定から概ね 5 年間が経過する中で、既存住宅の更なる活用、高齢者や子育て世帯の暮ら

しを支えるサービス環境の構築とともに、低炭素社会への対応など社会情勢の課題に対応するた

め、国や埼玉県では住生活基本計画の見直しが行われました。 

上記を踏まえ、さいたま市では、市政運営の最も基本となる「さいたま市総合振興計画」の計

画期間が平成 25 年度に終了し、新たな計画を策定していることや、住まいを取り巻く動向の変化、

国や埼玉県の住生活基本計画の見直しに対応し、「さいたま市住生活基本計画」の見直しを進めて

います。 

本懇話会は、「さいたま市住生活基本計画」の見直しにあたり、住宅政策に係る専門的意見及び

各分野の幅広い意見を聴くために設置され、平成 24 年 11 月から平成 25 年 7 月まで、計 4回にわ

たり、開催してきました。 

現行の住生活基本計画が策定された平成 21年に比べると、東日本大震災の発災による「住まい

の安全性の確保」への関心の高まり、既存ストックを含む環境に配慮した「良質な住まいづくり」

への転換、さいたま市の住宅総数の大きなウエイトを占める分譲マンションストックの大規模修

繕や建て替えに向けた「適切な維持管理」、全国的に問題となっている「空き家の増加」など、住

宅を取り巻く状況は大きく変化してきています。 

こうした状況を踏まえ、本懇話会において、住宅施策における課題や政策の方向性について様々

な角度から議論を重ねてまいりました。各委員から、専門分野や日頃関心のある事項などをもと

に、さいたま市の特性を踏まえた住宅政策のあり方について、様々な意見などをいただき、そう

したご意見を踏まえ、本意見書をまとめました。 

限られた時間の中では、十分に議論を尽くせない面もありましたが、市の住生活基本計画の策

定作業を進められる中で、本意見書が最大限、尊重されることを希望します。 

最後に、約 1 年間にわたって熱心に意見交換をしていただいた委員の皆様に感謝を申し上げま

す。また、時代に即しつつ、さいたま市の特性を活かした意義のある新たな住生活基本計画が策

定され、着実な住宅政策が推進されることを期待いたします。 

さいたま市住生活基本計画策定懇話会 

座長 大村謙二郎 
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１．さいたま市の住まい・住環境を取り巻く課題について 

『さいたま市住生活基本計画』の策定にあたり、住宅・住環境を取り巻く課題について、既存

統計調査や事業者ヒアリング等を実施することにより、以下の課題が明らかとなった。 

（１）住まいの安全性の確保 

さいたま市においては、関東平野北西縁断層帯地震、さいたま市直下地震、東京湾北部地震

等による被災を想定し、これまで、住宅の耐震化等入念な防災対策が進められてきた。しかし

ながら、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、埼玉県内において液状化現象が発生

するなど住宅・宅地に大きな被害をもたらした。今般の大震災を教訓として、災害からの安全

性を高め、住生活の基礎となる住まいの安全性確保のための取り組みがますます重要になって

いる。 

（２）環境に配慮した良質な住まいづくりの促進 

住宅の長寿命化や太陽光発電等の新エネルギーを利用する設備の導入、二重サッシ・複層ガ

ラス等の採用によって断熱・気密性を高めることで住宅の省エネルギー化を図るなど、新築住

宅においては環境に配慮した住宅が普及してきた。また、既存住宅のバリアフリー化や長期優

良住宅への改修の促進など、良質な住まいづくりに向けた取り組みが必要となっている。 

（３）住宅確保要配慮者に対する重層的な住宅セーフティネットの確立 

さいたま市においては、高齢化の進行や厳しい社会経済情勢を背景に、高齢者世帯、低額所

得者、ひとり親世帯、外国人世帯等の住宅確保要配慮者が増加している。特に高齢者世帯数は

今後急速に増加することが予想され、高齢者のニーズに合った住まいの確保が課題となってい

る。また、借家世帯を中心に最低居住面積水準を確保していない世帯が 6.2％を占めており、

これら世帯の居住水準の向上も課題となっている。 

（４）分譲マンションストックの維持管理 

市内に立地する分譲マンションストックは約 9 万 6 千戸に上り、住宅総数の大きなウエイト

を占めるに至っている。一方で、昭和 40 年～50 年代に建築された分譲マンションストックは

建設後 30年以上が経過し、大規模修繕等を実施する時期を迎えているが、住宅市場関係者から

は、管理組合活動が滞っているものや、適切な維持管理ができていないストックも現に存在す

ることが指摘されている。 

（５）空き家・既存住宅ストックの活用 

市内には、「賃貸用の住宅の空家」と「その他の住宅の空家」を中心に約 5万 7千戸の空家が

ある。賃貸用の住宅の空家は、利用可能なものが利用されずにいるものであり、経済的な機会

損失を招いており、地域の持つ資源を浪費していることにつながる。一方、「その他の住宅の空

家」は賃貸用としても売却用としても市場で活用されていない住宅と予想され、中には、放置
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された空家が含まれているものと考えられる。放置空き家が増加し、老朽化が進むことにより、

倒壊危険性の高い住宅が発生し地域の防災機能の低下を起こすことや、地域景観の悪化、防犯

上の死角になる等地域の住環境に与える影響も危惧されている。 

（６）良好な居住環境の整備 

住生活基本法では、地域特性に応じた環境の調和に配慮した居住環境の形成を求めている。

さいたま市には、首都圏有数の自然資源として中央部には見沼田圃、西部には荒川、東部には

自然豊かな元荒川などがあり、また、様々な生物が生息する緑地や水辺も残されている。この

ような自然環境や、これらを活かした美しい街並みや魅力ある都市景観に調和する住生活を実

現するため、地域特性に応じたきめ細かい取り組みが求められている。 

２．住宅施策の提言について 

さいたま市における今後の住宅施策展開の方向性を検討するために、前述する課題を中心に議

論を重ね、以下の方向性を導いた。 

（１）住宅施策全般に関して 

従前の住宅政策の柱であったストック不足が解消されたことから、住宅政策は大きな転換が

行われている。充足されたストックの質の向上のみならず、良好な居住環境の形成や住宅確保

要配慮者の居住の安定の確保などが、重要な住宅政策となっている。そのため、都市政策・環

境政策・福祉政策・コミュニティ政策など、他部局の関連施策との連携をより密にすべきであ

る。 

特に都市政策との連携は、住宅政策とまちづくりが切り離せない点からも重視すべきである。

そして都市政策においては、従来の行政区別のまちづくり・住宅政策ということではなく、地

域ごとの特色あるまちづくり・住宅政策の視点が必要と考える。 

また近年、住宅に関する情報が多様化・複雑化してきている中で、市民のライフステージや

ライフスタイルに対応した情報が、必要とする場面で届きにくい状況が発生している。特に、

近年は、新しい制度の創設や内容の更新が多く、市民に対してはもちろん自治体においても、

住宅に係る情報が共有されておらず、特に高齢者等の住宅確保要配慮者においては、住情報か

ら取り残されがちである。 

そのため、住まいに係る国や県の各種制度や市の既存の補助事業等、更には住まいに関する

福祉施策等について、それら住情報を集約した「さいたま市住宅ガイド（仮）」を作成すること

により、住宅全般に関する諸情報を総合的に提供していくことが必要である。 
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（２）「空き家・既存ストックの活用」について 

市の空き家の状況は、3大都市圏において空き家率は低い状況にあるが、全国的な傾向から、

今後、空き家が増加する可能性があることから、空き家の動向を把握し、的確な対応を進めて

いく必要がある。 

そのため、管理不全の状態にある空き家等の対策を進めるため、政令指定都市で初めて制定

した「空き家等の適正管理に関する条例」の運用により、空き家の適正な管理に対して助言や

指導等を実施するとともに、条例の周知を図り、市民の空き家の適正管理に対する意識の高揚

や啓発を図る必要がある。また、空き家の発生予防のためには、持ち家・一戸建て住宅に住む

高齢単身者等に対して、リフォームや住宅改修等の住まいに関する情報提供と合わせて、住み

替え制度や将来空き家が発生した場合の管理・活用制度等に関する情報提供を行うことが考え

られる。 

また、空き家対策は多岐にわたるため、空き家の苦情窓口や条例に基づく指導を行う各区の

「くらし応援室」のほか、環境部局や消防署などの関係課・関係団体等と連携して、空き家の

適正管理を推進することが必要である。なお、国土交通省では空き家になることが予想される

家の相続人を対象とする相談窓口を、各都道府県に設置することを進めている。さいたま市に

おいては、県と連携し、空き家の所有者が空き家の売却や賃貸、管理委託、解体といった選択

肢を適切に選択することができるよう、これら関連情報を提供することが望ましい。 

（３）「環境・エネルギーへ配慮した住宅政策」について 

さいたま市では、「暮らしやすく、活力のある都市として、継続的に成長する『環境未来都市』」

の実現に向け、国に対して必要な規制緩和や財政支援等を求めた「地域活性化総合特区」に指

定されており、環境未来都市の実現に向けた取り組みを進めている。一方、住まいにおいては、

CO2 削減を図るため、住宅の省エネルギー性能の向上とエネルギーの使用の合理化を進めるこ

とや、低炭素社会の実現に向けた住まいと住まい方の普及・啓発が求められている。 

そのため、特区に指定されていることを活かし、徹底的な低炭素化と、さらなる暮らしやす

さの向上を図る「環境未来都市」の実現に向けて、関係課と連携してスマートホーム・スマー

トシティの取り組みを推進し、更には、「さいたま市環境基本計画」や「さいたま市緑の基本計

画」に基づき、省エネルギーな生活や緑を大切にする住まい方など、環境に配慮した“スマー

ト”なライフスタイルへの転換を推進する必要がある。 

（４）「良質・良好な居住環境への住宅政策」について 

① 良質なマンションストックの維持・管理 

さいたま市においては、建設後相当の年数を経過したマンション等の適正な管理と維持保全、

更には老朽化したマンション等の再生を進めることにより、将来世代に向けたストックを承継

していく必要がある。これら取り組みを進めていくためには、建物の器としてのハード面だけ

ではなく、管理実態等のソフト面についても的確に把握する必要がある。そのため、特に問題

となる旧耐震基準のマンションを中心とした、マンションの管理等の実態把握が求められる。 
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また、マンション管理組合に対し、総会の開催状況や定期点検の実施状況、長期修繕計画の

作成状況などを報告する「マンション管理組合届出制度」を創設し、登録したマンション管理

組合に対しては、法令改正などの情報提供やセミナーの案内、各種情報提供を行うなど、適切

な管理を促す取り組みが求められる。更には、届出のあったマンションのうち、市の定める管

理水準を満たしたものについては、「さいたま市優良マンション（仮）」として認定するなど、

良質・良好なマンションストックの形成に向けた取り組みが求められる。 

② 団地再生を契機としたまちづくりの推進 

さいたま市内の都市再生機構（ＵＲ）団地においては、これまでに、昭和 30 年代の団地を

中心に全面建て替えが実施されてきた。今後は、市内で最も大きい田島団地において、一部建

て替え方針が示されていることから、都市再生機構との情報交換を交えながら、駅前など周辺

地区整備を進めるなど、団地の再生を契機とした、まちづくりの推進が求められる。 

③ 地区特性を活かした居住環境の形成 

さいたま市では鉄道沿線を中心に市街地が形成されており、中高層の集合住宅と戸建て住宅

が混在している。中でも、さいたま新都心駅や大宮駅、浦和駅周辺の都市型の複合住宅地、大

宮区盆栽町や浦和区皇山町等の古くからの低層住宅地、近年開発された市街地、住宅団地、更

にはさいたま市桜区内やみそのウイングシティ内のスマートホーム・コミュニティ等、様々な

特色ある地域からなっている。これら地区の特性を活かしながら、様々な施策を展開していく

必要がある。 

（５）「少子高齢化社会に対応した住宅政策」について 

高齢者等が生き生きとした生活を営むことができるよう、高齢者等のニーズの多様性等に的

確に対応し、加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも、そのまま住み続けること

ができる住宅の供給及び普及が求められる。 

また、「埼玉県住まいづくり協議会」に加盟している市内の民間事業者に対して、住み替え全

般に対してアドバイスを行う「ハウジングライフ（住生活）プランナー」の講習会を、「移住・

住み替え機構」と連携して実施し、少子高齢化社会を見据えた人材育成を推進する。また、子

育て世帯のニーズに対応した安心で安全な住環境の整備を推進することが求められる。 

（６）「住宅セーフティネット」について 

① 民間賃貸住宅を活用した重層的な住宅セーフティネットの構築 

住宅セーフティネットについては、これまで公営住宅を中核として、真に住宅に困窮する者

に的確に賃貸住宅を供給してきた。しかし、住宅確保要配慮者の増加と多様化、依然として公

営住宅の応募倍率が高く推移していること等から、公営住宅を補完する民間賃貸住宅の役割が

大きくなっている。 

そのため、少子高齢化の進展、住宅確保要配慮者の多様化等の社会経済情勢の変化に対応す

べく、国の「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」を活用した民間賃貸住宅を

含めた重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットを構築する必要がある。 
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② 福祉部局や住宅関連団体、ＮＰＯ等との連携による、民間賃貸住宅への入居支援 

さいたま市においても、民間賃貸住宅に入居するにあたり、高齢者等が入居制限を受けると

いった問題が生じていることが、不動産事業者へのヒアリングにより把握できた。特に「単身

の高齢者や高齢者のみ世帯は不可」といった例が多く、今後そのような世帯の増加が予想され

ることから、早急な対応が求められる。 

そのため、これら問題については、「埼玉県住まい安心支援ネットワーク」や宅地建物取引業

協会、住宅関連団体、ＮＰＯ等と連携し、高齢者等の入居を支援するとともに、高齢者の見守

りネットワーク等により入居中の居住支援等を図るなど、高齢者等に身近な福祉部局との綿密

な連携により、居住の安定の確保を図ることが必要である。また、市の「シニアサポートセン

ター」や「障害者生活支援センター」等における、高齢者や障害者等への住まい相談及び住ま

いに係る情報の提供についても、継続した取り組みが求められる。 

③ 公営住宅への定期借家制度（期限付き入居）の導入 

さいたま市の市営住宅等の総数は、他の政令指定都市と比べて少ないが、県や都市再生機構

の提供する公的住宅全体では、政令指定都市の平均並みの供給量が確保されている。しかし、

公営住宅の応募倍率は、依然として高く推移しているのが現状となっている。 

そのため、高額所得者や収入超過者対策の強化により、入居機会の公平性を確保し、適正入

居を図ることはもちろん、定期借家制度（期限付き入居）により、より多くの入居希望者に機

会を作ることが必要と考えられる。 

④ 公営住宅の整備における民間活力の活用 

公営住宅の供給手法については、官と民のパートナーシップの考え方に基づき、民間事業者

等の役割について、従来の枠に捉われることなく幅広く検討を進める必要がある。その際、公

営住宅以外の公的賃貸住宅も含めた既存ストックの有効活用や、福祉施設との連携、活力ある

地域づくりを進めることとし、ＰＰＰやＰＦＩなどの民間資本を活用した高度利用、福祉施設

の併設など多様な供給方式の検討が必要である。 

（７）「安心・安全な居住環境の整備」について 

① 耐震化を含めた総合リフォームの促進 

さいたま市では平成 19年以降、住まいの耐震化を図るため、耐震診断や耐震設計・補強工事

に係る費用に対する支援を行っており、特に「耐震補強工事」については年々増加傾向にある

が、そのほとんどが戸建住宅で（293 件）、共同住宅の耐震補強助成件数は、これまで 1件（11

戸）に留まっている。 

そのため「さいたま市耐震改修促進計画」に掲げる耐震化率の目標値 90%（平成 27 年度）を

達成するためには、共同住宅の耐震化を図る必要があり、その際、耐震化だけではなく、リフ

ォーム改修やバリアフリー改修等にあわせた総合リフォームを行うことにより、住まいの安全

性のみならず、居住環境全体の向上を図ることが必要である。 

また、耐震改修促進に係る法律改正で、住宅の耐震診断・改修の努力義務が創設された事を

受け、市内の新耐震設計基準以前のマンション（分譲・賃貸）に対し、耐震診断の実施を促進
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する必要がある。そのため、耐震改修についてのＰＲ及びセミナーを開催するほか、耐震診断

により基準を満たしていないマンションに対し、ＮＰＯ等と連携して専門アドバイザーを派遣

し、耐震改修や建替えに関して支援が求められる。 

② 防災・防犯に配慮した住まい・住環境の形成 

さいたま市では、「わがまち防犯隊」をはじめ、防犯のまちづくりに対する様々な取り組みが

されていることから、これらの活動内容を発信することにより、市民の防犯意識の啓発を図る

とともに、住宅関連事業者においては、防犯に対する取り組みの喚起が求められる。 

特に大規模マンションにおいては、市で作成する「高層マンション防災ガイドブック」を活

用して、エレベーターやオートロック等マンションの防災対策や、町会との連携など地域共助

による防災への備えに関する講習会を実施し、マンション居住者の防災意識の啓発・高揚を図

る必要がある。 
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３．さいたま市住生活基本計画策定懇話会 審議経過 

さいたま市住生活基本計画策定懇話会は、平成 24 年 11 月～平成 25 年 7 月の間に 4 回開催し、

委員による意見交換を重ねた。 

■審議経過 

＜第 1回＞ 

平成 24 年 11 月 7 日（水） 

さいたま市役所本庁舎

特別会議室

（議題） 

住生活基本計画策定の目的、懇話会の概要 

さいたま市の住宅事情について 

＜第 2回＞ 

平成 25 年 1 月 25 日（金） 

さいたま市役所議会棟

第 6委員会室

（議題） 

住宅施策上の課題等について 

＜第 3回＞ 

平成 25 年 5 月 28 日（火） 

さいたま市役所議会棟

第 6委員会室

（議題） 

「空き家・既存ストックの活用」について 

「環境・エネルギーに配慮した住宅政策」について

「良質・良好な居住環境への住宅政策」について 

＜第 4回＞ 

平成 25 年 7 月 23 日（火） 

さいたま市役所議会棟

第 7委員会室

（議題） 

「少子高齢化社会に対応した住宅政策」について 

「住宅セーフティネットの確保」について  

「安心・安全な居住環境の整備」について 

■委員名簿 

在塚 礼子 埼玉大学名誉教授 

稲葉 早苗 ＮＰＯマンション生活支援センター理事長 

大村 謙二郎 （座長） ＧＫ大村都市計画研究所代表／筑波大学名誉教授 

小林 あゆみ ままの＊えん代表 

外岡 豊 埼玉大学経済学部教授 

三浦 英幸 ＵＲ都市機構埼玉地域支社住宅経営部次長 

山本 拓己 埼玉県住まいづくり協議会理事 

渡辺 南美 けんかつ市民講師 


