３章 三田市における住宅政策の方向性
１．基本理念
本市の住宅・住環境を取り巻く現状・課題を踏まえ、本市がとるべき住宅政策の大きな方向性と
して基本理念を定め、これに従った住宅施策の位置づけを図ることとします。

（１）末永く
末永く住み続けられる住宅
けられる住宅・
住環境をめざす
住宅・住環境をめざす

第４次三田市総合計画では、三田駅周辺の高度利用や
ニュータウンなど宅地ストックへの人口流入を着実に
進めるとともに、人口の流出抑制に努めることにより、
計画期間内に人口１２万人をめざす目標人口を設定し
ています。
「住宅」は市民生活の基盤であり、人口定着の受け皿
としての性格も持っていることから、目標人口の実現を
目指し三田市が持続的に発展するための住宅施策とし
て、住宅・宅地ストックの有効活用をすすめるとともに、
市民が住み慣れた地域で安心して住み続けられる住
宅・住環境をめざすことを基本理念として設定します。

（２）市民が
市民が主体的に
主体的に取り組む住まいづくりを支援
まいづくりを支援する
支援する

「住宅」は市民一人ひとりの生活基盤であるとともに
大切な資産となる場合もある。また、「住宅」により街
並みが形成され、人口定着の受け皿ともなるなど、社会
的資源としての性格も併せ持っています。
居住者が安心して快適に暮らすことができるとともに、
社会資源としても有用な住宅ストックを形成するために
は、市民一人ひとりが、よりよい住まいづくりに向けて、
主体的な行動をとる必要があります。
そのため、三田市が取り組む住宅政策においては、市
民が住宅の建設・改修や購入・選択する際において、信
頼できる適切な情報に基づいて行動できる環境を整える
ことを重視し、市民一人ひとりの「住まいづくり」を支
援することを基本理念として設定します。
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２．基本方針と施策展開
基本理念の実現に向けて、住宅施策を展開する６つの基本方針を定め、それぞれの方針に基づ
き展開する施策を位置付けます。
また、それぞれの施策の推進を図る上で、「市民の住まいづくりを支援する」取り組みとする
ことが重要であるため、住宅施策の実施主体となる「民間事業者等」と「行政」が取り組む内容
を定め、その推進によって達成される「市民の住まいづくり」の内容を想定して、「主体別主な
取り組み」として整理しました。
さらに、各基本方針毎に位置付けた施策の推進による効果をはかるため、成果指標とする項目
を定めました。

三田市住宅基本計画の基本方針と施策展開の構成

基本方針
基本理念の実現に向けて、住宅施策を展開する基本的な考え方を設定します。

施策展開
基本方針に基づき展開する施策の内容を設定します。

主体別主な
主体別主な取り組み
市 民
住宅施策を推進することにより、市民自らが主体的に取り
組むことのできる住まいづくりの内容を想定します。

民間事業者等
民間事業者等が主体となり、または
行政との協働により実施する取り組
みを定めます。

行 政
行政が主体となり、または民間事業
者等との協働により実施する取り組
みを定めます。

成果指標
基本方針毎に位置づけた施策の推進による効果をはかるための成果指標
の項目を設定します。
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基本方針１
基本方針１

若年世代の
若年世代の定住化に
定住化に資する住宅
する住宅・
住宅・住環境づくり
環境づくり
本市では「子育て先進都市」をめざしており、住宅政策においても若年世代の定住促進に向けた
多様な居住ニーズに対応した住宅供給、情報提供が展開できるよう環境を整えます。

■施策展開
① 若年 世代 の 住 み 替 え 支援
本市の民間賃貸住宅ストックは単身者向けの小規模なものが多く、周辺市と比較するとファミ
リー世代向け民間賃貸住宅ストックの供給が少ない状況にあります。本市では、近年、若年世代
の市外流出が課題となっていることから、若年世代や子育て世代のニーズに応じた民間賃貸住宅
の供給を進めるために情報発信などの取り組みを、民間事業者等との連携により推進します。
また、民間事業者等と連携して、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借上げ制
度」の活用を促進することにより、若年世代や子育て世代に対
して戸建て住宅を賃貸住宅として供給する取り組みを推進しま
す。
若年単身者層に対しては、近年、住まい方に対する価値観が
多様化していることから、関係法令等と整合を図りながら、ハ
ウスシェアリング8などの新たな居住ニーズに対応し、若年単身
者にとっても魅力ある居住地となるよう、新たな住まい方につ
いて民間事業者等と連携した調査研究を行います。
ハウスシェアリングの事例

② 子育 て 施策 と 連携 した 情報発信 の 推進
本市では、子育て世帯の定住促進を進めるべく、「子育てするならゼッタイ三田」を掲げ、乳幼
児医療費・妊婦検診の助成や幼・小・中11年間の学校給食や教育の充実、多世代交流館などの子育
て支援拠点施設の充実など、安全安心で質の高い子育て支援サービスを展開し、ホームページ等を
活用しＰＲに努めています。
住宅政策においても「子育て先進都市」をめざし、子育てしやすい住宅のあり方や住まい方につ
いて情報発信をすることが重要です。子育て世帯が居住場所の選択や住宅の確保を検討する際に
は、子育て支援のサービスや教育環境、子どもの遊び場等に関する情報を必要とすることから、民
間事業者と連携・協力して、住宅に関する情報とともに、子育て支援情報や地域の住生活情報、子
育て世代の暮らし事例等の情報を一体的に提供するように努めます。

8

ハウスシェアリング
ひとつの住宅に、親族関係や恋愛関係にない他人同士が、共同して居住すること。

19

■主体別主な
主体別主な取り組み

市 民
・市内外の若年世代・子育て世代が、子育て支援策や子育て世代にとって住みやすい住宅などに関
する総合的な情報を把握し、三田市における居住場所の選択や住宅の確保について検討する。
・実家等から独立する若年単身者や新婚世帯などが、自分のライフスタイルにマッチした賃貸住宅
を選択して三田市内で居住する。

民間事業者等

行 政

①若年世代の住み替え支援

①若年世代の住み替え支援

・若年世代や子育て世代のニーズに応じた民間
賃貸住宅の供給を進めるために、行政との連
携により情報発信などに取り組む。
・行政と連携して「マイホーム借上げ制度」の
活用を推進する。
・関係法令との整合を図りながら、ハウスシェ
アリングなど新しい住まい方について行政と
連携した調査研究を行う。

・若年世代や子育て世代のニーズに応じた民間
賃貸住宅の供給を進めるために、民間事業者
との連携により情報発信などに取り組む。
・事業者と連携して「マイホーム借上げ制度」
の活用を推進する。
・関係法令との整合を図りながら、ハウスシェ
アリングなど新しい住まい方について民間事
業者等と連携した調査研究を行う。

②子育て施策と連携した情報発信の推進

②子育て施策と連携した情報発信の推進

・三田市での居住を検討する市民等に対して、
住宅に関する情報とともに、子育て支援情報
や、地域の住生活情報を一体的に提供する。

・三田市での居住を検討する市民等に対して、
住宅に関する情報とともに、子育て支援策や、
地域の住生活情報を一体的に提供する。

■成果指標

成果指標１

ライフスタイルに応じた広さの住宅に住む子育て世帯の割合
（住宅・土地統計調査）

（子育て世帯における誘導居住面積水準）

平成20
平成20年
20年

目標年次

53.2％
53.2％

55％
55％以上
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基本方針２
基本方針２

良質な
良質な住宅ストックの
住宅ストックの形成
ストックの形成・
形成・維持
本市にある質の高い住宅ストックが良好な状態で長期的に活用されるように、適切な維持管理や
改善について支援します。また、消費者が安心して取引できる中古住宅市場の環境整備に向けた取
り組みを進めます。

■施策展開
① 住宅 の 品質確保 と 長期優良住宅 ※ の 供給促進
住宅取得者の保護や住宅の品質向上のため、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が平成12
（2000）年4月1日に施行され、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられるとともに、住宅性能表示制
度※等の運用が進んでいます。本市においても、市民に対して制度の理解や普及に向けた情報提供
を推進します。
また、長期的にわたり良好な状態で使用するための措置が構造、設備等に講じられた優良な住宅
について長期優良住宅として認定する制度が平成21（2009）年6月に施行されています。本市にお
いても、良質な住宅ストックの形成を今後進めていくため、パンフレットやホームページ等により
市民に向けて長期優良住宅に関する情報の発信を行います。

図

長期優良住宅の取り組みイメージ（木造戸建住宅）

資料：国土交通省
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② 住宅 のリフォームに 対 する 情報提供
屋根・外壁や水回りなど、住宅のリフォームを行う市民は多く、消費者（市民）とリフォーム事
業者との間でのトラブル等も発生しています。今後、更にリフォームの促進を図るためには、市
民が安心してリフォームが実施できる環境を整えることが重要です。
本市では平成19年に、市民がリフォームを実施する際の入り口となる相談窓口として「住宅リフ
ォーム相談窓口」を開設しており、今後、より一層の利用促進に努めるとともに、ひょうご住まい
サポートセンター等の専門相談機関と連携したリフォームに関する相談及び情報提供の体制を整
えます。
また、住宅改修業者登録制度※によるリフォーム事業者に関する情報など、三田市内でリフォー
ムに取り組む上で役に立つ情報の提供に努め、市民が安心してリフォームが行えるような環境づく
りに取り組みます。
事業者に対しては、各々の住宅が抱えている問題等に対して適切な改修計画の提案を行うととも
に、トラブルを未然に防ぐために依頼者に対して契約前にわかりやすい説明を行うことを求めてい
きます。

③ 良質 な 住宅 ス トックの 増加 による 中古住宅 の 流通促進
中古住宅の流通促進に向けては、中古住宅の性能や管理の履歴を明確にし、購入者が安心・納
得して購入できるような仕組みづくりを整えることが重要です。
●

●

●

●

●

そのため、新築時の住宅性能表示制度や長期優良住宅の普及、住宅履歴情報（いえかるて）9や三
田市独自の住宅履歴情報を整理・保管する手帳の作成に取り組むことにより、新築の際の工事図書
や入居後の維持管理・修繕の記録を蓄積する仕組みの普及を図ります。適切な維持管理及び中古
住宅に関する情報提供体制の整備については、民間事業者等と連携して取り組みます。
中古住宅の購入を検討している人に対しては、安心して中古住宅を取得するためのポイントに
ついてホームページ等を活用して情報提供することを検討します。

④ 空 き 家 の 適切 な 維持管理 と 利活用 の 促進
本市では比較的状態がよく利活用が可能と思われる空き家が増加しているものの、空き家の所有
者に対するアンケート調査結果より、所有者の利活用に対する意識の低さから利活用が進みづらい
状況にあると言えます。そこで、所有者の理解と協力のもと、空き家の利活用を推進するための情
報の集約・提供のできる（仮称）空き家バンク10制度の検討を進めます。
また、空き家の所有者に対しては、一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借上げ
制度」等の情報提供や制度活用促進に向けた支援策を検討します。
老朽化が進み防災や景観等の面から対応が必要な空き家に対しては、所有者や地域住民、行政
の役割と責任を明確化したルールを検討します。

9

住宅履歴情報（いえかるて）
住宅の設計、施工、維持管理、権利及び資産に関する情報で住宅が生産されて以降の過程を透明にするもの。
10
空き家バンク
居住希望者と空き家の売却（または貸出）希望者をマッチングするシステム。
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空き家の維持・管理に関しては、現在、第3セクター11によって、地域の防犯や景観維持のため
のニュータウンの空き家を見回る「留守宅巡回サービス」が実施されており、今後も利用者がサー
ビス利用を高める方法を事業者と連携して検討します。

図

空き家等の適切な維持管理と活用促進に向けた体制のイメージ
空き家管理
事業者

不動産事業者

建築士・工務
店・造園業

高齢者住宅情
報提供事業者

金融機関・ファイ
金融機関・ファイ
ナンシャルプランナー

空き家の管理・活用や住み替えサポートに関連する事業者との連
携により、市民に対する情報提供や制度活用のサポートを行う。

住宅・庭・空き
家の適正管理

住宅・庭・空き家の
維持管理サービス
空き家所有者

空き家の管
理・活用
理・活用、住
活用、住
み替えに関
する相談・情
報発信機能
報発信機能

住み替え後の
住宅ストック
や空き家の有
効活用
移住・住みかえ支援機構

「マイホーム借上
げ制度」
発 生 す る空 き 家を 活 用
して、若年世代や子育て
世 代 向 けに 供 給す る 。
（中古住宅 or 賃貸住宅）

ケアが必要
な高齢世帯
な高齢世帯

ケアが必要な高齢世帯など
が、身体状況や経済状況に
合わせて、より安心して暮
らせる住宅等へ住み替える
場合のサポートをする。
（高
齢者住宅情報の提供・自宅
資産等の活用相談など）

介護施設・高齢者
向け住宅

若年世代・子育て世代

⑤ マンション 管理 の 支援
本市内の専用住宅ストック37,910戸のうち、20.6％に当たる7,800戸が分譲マンションです。そ
の内、今後10年間に築後30年を経過するマンションが多く存在することから、大規模修繕12等の必

11

第3セクター
国や地方公共団体等の「公共団体（第１セクター）」と「民間企業（第２セクター）」の出資によって、設立された経営
組織体のこと。
12
大規模修繕
建築物の全体あるいは複数の部分について周期的に行なう大規模な修繕で機械・電気・配管等の工事を含めた全体的な
更新を伴う修繕工事。（建築基準法上の「大規模の修繕」とは定義が異なる。）
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要性が高まることが予想されています。
そのため、マンションの適切な管理や修繕・改修等が円滑に進められるように、マンション管理
組合の維持管理活動に関するセミナーをマンション管理センターと連携して実施していきます。

■主体別主な
主体別主な取り組み
市 民
・リフォームの内容や事業者に関する適切な情報を得て安心して住宅リフォームを行う。
・良質な住宅ストックを維持するために、住宅リフォームなどに関する住宅履歴情報の整理・保管に取り組
む。
・中古住宅の性能や修繕履歴などに関する情報を把握して、安心して中古住宅を取得する。
・空き家の所有者が、適切な管理・活用をするために留守宅巡回サービスの活用を検討する。
・住み替え後に空き家になっている住宅を所有するシニア世帯（50歳以上）は「マイホーム借上げ制度」の
活用を検討する。
・マンション管理組合が円滑に大規模修繕などの維持管理活動に取り組む。

行 政

民間事業者等
①住宅の品質確保と長期優良
住宅の供給促進
・住宅性能表示により住宅取得
者に対して、住宅の品質に関
する正確な情報を提供する。
・新規住宅の建設においては、
長期優良住宅に認定される住
宅の供給に努める

①住宅の品質確保と長期優良住宅の供給促進
・民間事業者に対して住宅性能表示による住宅の品質に関する正
確な情報開示について協力を求める。
・市民対して住宅性能表示制度の理解や普及及び三田市独自の住
宅履歴情報の整理・保管する制度を創設する。
・パンフレットやホームページにより長期優良住宅に関する情報
発信を積極的に推進する。

②住宅のリフォームに対する情報提供
②住宅のリフォームに対する
情報提供
・住宅改修業者登録制度に登録
し、適切なリフォーム工事を提
供する。

③中古住宅の流通促進
・住宅性能表示制度や住宅履歴
情報などを積極的に活用して
良好な住宅の供給を進める。

④空き家の適切な維持管理と
利活用の促進
・「マイホーム借上げ制度」活用
を市民に促す。
・空き家等を活用したグループ
ホームやグループリビング等
の整備の検討を行う。

・住宅リフォーム相談窓口のより一層の利用促進を図る。
・ひょうご住まいサポートセンター等の専門相談機関と連携して
安心してリフォームが行えるような環境づくりに取り組む。

③中古住宅の流通促進
・住宅性能表示制度や住宅履歴情報（いえかるて）の普及促進及
び三田市独自の住宅履歴情報を整理・保管する制度を創設する。
・中古住宅の取得に関する情報提供をホームページ等で行うこと
を検討する。

④空き家の適切な維持管理と利活用の促進
・民間取引を補完する（仮称）空き家バンク制度の検討を進める。
・「マイホーム借上げ制度」等の支援情報の提供を行う。
・所有者、住民、行政の役割と責任を明確化したルールを検討す
る。

⑤マンション管理の支援
・マンション管理組合の維持管理活動に関するセミナーをマンシ
ョン管理センターと連携して実施する。
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■成果指標
成果指標２

成果指標３

成果指標４

（住宅・土地統計調査）

１年間あたりのリフォーム実施の割合

平成20
平成20年
20年

目標年次

4.8％
4.8％

7.0％
7.0％以上

（住宅・土地統計調査）

中古住宅取得の割合

平成20
平成20年
20年

目標年次

18.3％
18.3％

25％
25％以上

全住宅に占める長期優良住宅の割合

（住宅・土地統計調査

平成2
平成23年

目標年次

1.3％
1.3％

5.0％
5.0％以上
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長期優良住宅認定件数）

基本方針３
基本方針３

安心で
安心で快適な
快適な住宅・
住宅・住環境づくり
住環境づくり
高齢者や障がい者が安心して暮らすことができる住宅の供給・改善を推進するとともに、市民の
居住の安定を確保するために住宅セーフティネット13の構築を行います。

■施策展開
① 住宅 のバリアフリー 化 の 推進
高齢者や障がい者が現在住んでいる住宅に安心して住み続けられるようにするためには、一人
ひとりの身体機能に合わせて住宅のバリアフリー化を行っていく事が重要です。
現在、本市では在宅介護のための住宅改修に対しては介護保険制度を活用した助成を行ってい
るほか、住宅改造費助成事業（高齢者）や高齢者住宅バリアフリー化事業、住宅改造助成事業（障
がい者）を実施しています。
また、個々の身体状況にあったバリアフリー化工事を推進するため、理学療法士、作業療法士
等の専門家（住まいの改良相談員）の派遣を行い、工事に対するアドバイスを行っています。
今後も、一人ひとりの市民の身体状況に応じた的確なバリアフリー化工事を推進するための相
談・助言や、工事費用の一部助成を継続して実施し、安心して取り組める環境づくりに努めると
ともに、マンションにおいても、共用部のバリアフリー状況やその意向の把握に努めます。

② 高齢者向 け 住宅 ・ 障 がい 者向 け 住 宅 の 普及
高齢化が進行する中、本市においても高齢単身世帯や夫婦のみの高齢世帯、また要介護認定者
数が増加しています。自宅に一人で暮らす高齢者の中には生活に不安を感じる者もおり、より安
心して日常生活が送れるようにするためには、介護施設や高齢者向け住宅の充実だけでなく、ＮＰ
Ｏなど多様な主体との連携により生活支援サービス体制の整備を推進し、介護度や収入等に応じ
て多様な暮らし方の選択ができることが重要となりま
す。
今後の高齢者や障がい者に対する支援を行う施設の整
備については、介護保険事業計画、障害者福祉基本計画
などと整合を図りながら、福祉施策と連携して介護付き
施設の整備に向けた検討を行います。
また、関係法令等との整合を図りながら、民間事業者
やＮＰＯなどの整備、運営によるグループホーム※やグ
三田市内の高齢者向け優良賃貸住宅

13

住宅セーフティネット
経済的な危機に陥っても最低限の安全を保障する社会的な制度や対策の一環として、住宅に困窮する世帯に対する住宅
施策。
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ループリビング※、ケアホーム※等の支援を検討します。

③ 住宅 セ ーフティネットの 構築
本市には市営住宅が8団地（管理戸数14：313戸）、県営
住宅が12団地（管理戸数：835戸）あり、収入が低い等の理
由から民間の住宅市場において適切な水準の住宅を確保す
ることが困難な世帯に対しての居住の安定を図るセーフテ
ィネットの中心的役割を担っています。
市営住宅においては平成22年3月に三田市公営住宅再生
マスタープランを策定し、建物や入居者の状況を把握して
団地ごとに維持保全などの活用方策を定めています。その
市営住宅南が丘団地

ため、今後は三田市公営住宅再生マスタープランに基づき、
適切な維持管理を実施していきます。
市営住宅では入居者の高齢化が進んでいることから、定期借家15等を活用した子育て世帯の入居
募集枠を導入することを検討し、若年世代から高齢者までが居住する団地づくりをめざします。
また、低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する市民
の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、兵庫県居住支援協議会が運用する「ひょうごあ
んしん賃貸住宅制度登録・閲覧システム」により高齢者向け住宅や福祉施設の情報を一元的に発信
するとともに住み替え相談会の開催を検討します。

図

ひょうごあんしん賃貸住宅制度（仮称）の概要イメージ

14

管理戸数
公営住宅として管理を行っている戸数。
15
定期借家
契約で定めた期間の満了により、契約が更新されることなく借家契約が終了する賃貸借契約制度のこと。
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■主体別主な
主体別主な取り組み
市 民
・専門家のアドバイスにより、自分の身体状況に応じたバリアフリー工事を実施する。
・高齢期において自分の身体状況や収入等に応じて、ケアやサービスがついた高齢者住宅を選択して住み
替えることを検討する。
・高齢者や障がい者等は「ひょうごあんしん賃貸住宅制度登録・閲覧システム」等を利用し、安定した住
生活の確保を行う。
・賃貸人となる住宅所有者はあんしん賃貸住宅への登録を行う。

民間事業者等

行 政

①住宅のバリアフリー化の推進

①住宅のバリアフリー化の推進

・専門家と連携して一人ひとり
の身体機能に合わせたバリ
アフリー工事を実施する。

・バリアフリーのための相談・助言や、バリアフリー化工事に必要
な費用の一部助成を継続して実施する。
・バリアフリー化工事に関する情報を分かりやすく発信する。

②高齢者向け住宅の普及

②高齢者向け住宅の普及

・サービス付き高齢者向け住宅
等の供給・運営を行う。

・サービス付き高齢者向け住宅や高齢者や障がい者に対する支援を行
う施設の情報を発信する。

③住宅セーフティネットの構
築

③住宅セーフティネットの構築

・「あんしん賃貸住宅協力店」
や「あんしん賃貸支援団体」
に登録し、あんしん賃貸住宅
等の情報を提供する。

・三田市公営住宅再生マスタープランに基づき、市営住宅の適切な
維持管理を実施する。
・定期借家等を活用した子育て世帯の入居募集枠の導入を検討する。
・あんしん賃貸住宅制度に登録されている「住宅」「協力店」「支
援団体」の情報を提供する。

■成果指標
バリアフリー化がされた住宅の割合

成果指標５
（住宅・土地統計調査）

平成20
平成20年
20年

目標年次

55.9％
55.9％

65％
65％以上

障がい者向け住宅（グループホーム・ケアホーム）の箇所数

成果指標６
（第４次三田市総合計画）

平成2
平成23年

目標年次

11箇所
11箇所

18箇所
18箇所
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基本方針４
基本方針４

魅力のある
魅力のある住環境
のある住環境の
住環境の維持向上
本市の魅力の一つである緑豊かな住環境を維持向上させていくために、庭木等の維持管理に関す
るサービス提供の仕組み作りや、住民主体の住環境マネジメント16の構築に取り組みます。

■施策展開
① 緑豊 かな 住環境 の 維持
本市のニュータウンでは緑豊かな住宅地が計画的に整備され、住宅の敷地内においても生垣や
庭木が植えられ潤いのある住環境が形成されており、緑豊かな住環境が本市の大きな魅力となっ
ています。
しかし、今後、居住者の高齢化や世代交代の進展に伴って、敷地内の植栽や生け垣などの手入
れが行き届かなくなってくることが予測され、緑豊かで調和のとれた街並みを維持・形成するた
めの対策が必要となっています。
本市では既に、緑豊かな街並みに寄与する共同緑化に関
わる経費の助成を行うとともに、平成23年度には、三田市
景観マネジメント事業モデル事業として庭木の剪定などの
緑の維持管理に関するサービスを、まとまった単位で受注
することにより低価で利用することができる仕組み作りに
ついて社会実験が実施されました。
今後も潤いのある住環境の維持向上を推進するために、
現在行っている共同緑化に関する助成を継続するとともに、
社会実験により得られた成果を生かし、庭木等の維持管理

三田市内の緑豊かな住宅地の例

をしやすくするための仕組みを検討します。

② 住 民主体 の 住環境 マネジメントの 推進
本市のニュータウンでは開発当初より建築協定17や地区計画※等を活用し、緑豊かで良好な住環
境が維持されてきました。少子高齢化社会を迎える中で、今後も持続的にまちを発展させるため
には、住民が主体となって住環境の維持・向上に取り組み、より一層まちとしての付加価値を高
めていくことが重要です。

16

住環境マネジメント
居住に関わる身近な生活環境の基盤全体としての景観・街並み、自然環境、公共施設、公益サービス、コミュニティ活
動等にわたる広義の「住環境」について、その維持・向上を図るため、土地利用を含めた多様で詳細なルールの設定、地
域共有物の整備・維持保全・管理、公益サービスの提供、コミュニティ活動等を行うこと。
17
建築協定
一定区域において、土地所有者や借地者の合意により、区域内の建築の敷地や構造・用途・形態等に関し、建築基準法
の規定より厳しい基準を定める協定。
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本市では市民が連携・協力して行う住みよい地域づくりや市民生活を豊かにする取り組みにつ
いて、まちづくり活動支援事業として助成を行っています。現在は子育て支援・教育に関する活
動、元気な高齢者につながる活動等が取り組みテーマとしてあげられていますが、今後は住環境
の維持・向上に関する活動をテーマとして位置付けることを検討し、住宅地としての価値を高め
るために住民主体で取り組む「住環境マネジメント」の取り組みを支援します。

■主体別主な
主体別主な取り組み

市 民
・住民主体で「住環境マネジメント」活動に取り組み、自らが居住する住宅地の価値と魅力を高める。
・自宅敷地内の庭木の管理や緑化に取り組むとともに、緑豊かな住宅地の環境を維持・向上するための
緑化活動に取り組む。

民間事業者等

行 政

①緑豊かな住環境の維持

①緑豊かな住環境の維持

・市民が行う庭木の管理や共同緑化に
対して良質なサービスを提供する。

・共同緑化に関する助成を継続する。
・社会実験により得られた成果を生かし、庭木等の維持管
理をしやすくするための仕組みを検討する。

②住民主体の住環境マネジメントの
推進

②住民主体の住環境マネジメントの推進

・「住環境マネジメント」活動に、企
業市民として参画し、事業者として
のノウハウや活用できる資源を提
供する。

・まちづくり活動支援事業による設定テーマとして住環境
の維持・向上に関する活動を位置付けることを検討する
など、住宅地としての価値を高めるために住民主体で取
り組む「住環境マネジメント」の取り組みを支援する。

■成果指標

成果指標７

市民の住環境に対する満足度
（市民アンケート調査）

平成23
平成23年
23年
目標年次
①子供の
子供の遊び場・公園などの
公園などの施設
などの施設
に関する市民
する市民の
市民の満足度：
満足度：65.6％
65.6％

①子供の
子供の遊び場・公園などの
公園などの施設
などの施設に
施設に
関する市民
する市民の
市民の満足度：
満足度：70％
70％以上

②良好な
良好な街並み・
街並み・景観
み・景観に
景観に関する市
する市
民の満足度：
満足度：75.4％
75.4％

②良好な
良好な街並み・
街並み・景観
み・景観に
景観に関する市民
する市民
の満足度：
満足度：80％
80％以上

※満足度：「満足している」と「まあ満足している」を合わせた割合
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基本方針５
基本方針５

環境に
環境に配慮した
配慮した住宅
した住宅・
住宅・住環境づくり
住環境づくり
低炭素社会の実現に向けて、省エネや自然エネルギーの活用等による環境に配慮した住まい
づくりに取り組みます。

■施策展開
① 省 エネ・自然
エネ・ 自然エネルギー
自然 エネルギー等
エネルギー 等 の 活用に
活用 に 配慮した
配慮 した住
した 住 まいづくりの普及促進
まいづくりの 普及促進
現在、地球温暖化の抑止に向けて温室効果ガスの削減などの取り組みを社会全体で進めること
が重要であることや、東日本大震災の影響により電力不足に直面したことなどを背景に、省エネ、
省資源の取り組みや再生可能エネルギーへの転換など、循環型社会18の実現に向けた取り組みが社
会全体で進められています。
住宅施策においても環境問題に寄与するために、住宅の断熱性向上や省エネ化、再生可能エネルギ
ーの活用など環境に配慮した住まいづくりを進める必要がある
ため、太陽光発電システムなどの自然エネルギーの活用につい
て普及啓発を図ります。
また、給湯設備や電化製品などを省エネ型のものに変更し
たり、住宅の壁面に沿って緑のカーテンを育てたりといった
身近な取り組みから市民が実行していけるように、省エネ機
器の展示やセミナー、情報発信等を通じて家庭で行える省エ
住宅の壁面に沿って育てる緑のカーテン

ネ等の取り組みについて普及啓発を行います。

◆住宅用太陽光発電導入支援補助制度

※平成24年度の申し込み受付内容

本市では、太陽光など自然エネルギーの利活用を検討し、可能なものから導入に努めています。
その1つとして平成24年度より太陽光発電に対する補助制度を実施しています。

〈補助金額〉
・太陽電池最大出力１kW あたり1万円（上限額4万円）※補助金は1住戸につき1回限り

〈対象者〉
・住宅（店舗、事務所兼住宅を含む）に対象システムを設置しようとする者、または自らが居住するために
三田市内の太陽光発電システムが設置された住宅を新築もしくは購入した者

〈対象システム〉
以下の要件を満たすことを条件とする
① 国の補助金の交付決定通知書を受け取った者
② 平成24年4月1日以降に太陽光発電システムの電力需給契約を開始した者
③ 市税を滞納していない者
※補助制度の内容は平成24年度時点のものです
18

循環型社会
大量生産、大量消費、大量廃棄という最終的に環境に大きな負担を与える従来の社会に対して、日常生活や産業活動に
おいて、再資源化等を通じて大気や水、物質等の循環をはかるなど、環境負荷の少ない社会をいう。
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■主体別主な
主体別主な取り組み
市 民
・給湯設備や電化製品などを省エネ型のものに変更したり、住宅の壁面に沿って緑のカーテンを育てた
りといった身近なところから環境に配慮した暮らしへの転換を図る。
・太陽光発電の普及に向けた支援制度を活用して、環境配慮型住まいづくりに取り組む。

民間事業者等

行 政

・市民が行う住まいづくりに対して、事業者の
立場から環境に配慮した住宅の建て方や設備
の導入などを提案する。
・三田市が行う支援制度などに関する情報を市
民に提供する。

・省エネ機器の展示やセミナー、情報発信など
を通じて、家庭で行える省エネの取り組みに
ついて普及啓発を行う。
・太陽光発電システムの普及啓発を図る。

■成果指標

成果指標８

省エネルギー設備等の設置戸数
（住宅・土地統計調査）

平成20
平成20年
20年

目標年次
①太陽光発電機器
：1,000戸
陽光発電機器
1,000戸以上
②二重サッシ
二重サッシ等
サッシ等（すべて）
すべて）：3,500
500戸以上
③二重サッシ
二重サッシ等
サッシ等（一部）
一部） ：6,600戸
600戸以上

①太陽光発電機器
： 680戸
陽光発電機器
680戸
②二重サッシ
二重サッシ等
サッシ等（すべて）：
すべて）：2,410
）：2,410戸
2,410戸
③二重サッシ
二重サッシ等
サッシ等（一部）
一部） ：4,120戸
4,120戸
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基本方針６
基本方針６

暮らしの
らしの安心感を
安心感を高める住宅
める住宅・
住宅・住環境づくり
住環境づくり
住宅ストックの耐震性を高めるとともに、住民主体の防災活動が円滑に行われるように支援
します。

■施策展開
① 住宅 耐震化 の 促進
本市で今後予想されている地震（兵庫県地域防災計画想定地震より）には、有馬高槻構造線-六
甲断層帯地震と山崎断層帯地震があります。有馬高槻構造線-六甲断層帯地震の想定震度は最大6
強、山崎断層帯地震では最大6弱となっています。
本市では、昭和50年代後半からニュータウンの開発が行われたことにより、昭和56年以前に建
てられた耐震性能が十分でない住宅の割合は、本市の住宅総数の10％と比較的低い値となってい
ますが、既成市街地や農村地域には耐震性に課題のある住宅がニュータウンに比べて多く分布し
ており、大規模地震発生時において住宅の倒壊による被害が発生することが想定されます。
そのため、住宅の耐震性能を向上させるために実施している「わが家の耐震改修促進事業」や「簡
易耐震診断推進事業」の今後の推進は、特に大規模地震発生時に住宅の倒壊の被害が予想される既
成市街地や農村地域において重点的なＰＲや啓発活動を行うとともに、診断を受けた住宅の耐震改
修工事を促進するための支援制度を推進します。
また、市民の地震災害への備えに対する意識は高いことから、市民が地震対策として取り組み
やすい「家具類転倒防止器具」の普及促進に向けた支援制度の検討や、設置している器具の再点検
の重要性について啓発活動など、地震対策の充実を図ります。

図

耐震改修の取り組み例

横架材
柱

柱

柱が浮いたり、外れたりして
倒壊するのを防ぐため、適切
な金物等で補強を行います

土台
基礎

必要な壁を適正に配置して耐震
性を向上し、かつ、筋かい等を
入れて、ねじれ防止を行います
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土台

床が強固でないと、建物全体
で地震耐えられないため、火
打ち土台等で床面の補強を行
います

② 災害 に 強 いまちづくりの 推進
本市では、災害時要援護者の登録を平成20年から開始する等、区・自治会や各福祉関係者、諸
団体が連携し、地域が主体となった防災対策に取り組んでいます。
大きな災害が発生した場合、公的支援には限界があるため、災害時における情報伝達や避難支
援等を地域の中で行うことができる体制を整えることが、災害に強いまちづくりを進めていく上
で重要です。
そのため、これまでも行ってきた防災活動の取り組みを推進するとともに、地域住民が集まっ
て地域の防災対策について考える場を設け、地域ごとに防災対策の向上に向けた「地域防災マップ
19

」と「防災マニュアル」を作成することを支援します。
図

災害時要援護者登録制度の仕組み
①災害時に支援を希望する人（災害時要援護
者）は、近隣の人（避難支援者）に、災害
時に避難支援等を受けたい旨の依頼をし、
同意を得る。
②市へ登録申請を行う。（支援者がいない場
合でも登録可）
③市は台帳を作成し、区・自治会等の地域組
織と民生委員・児童委員に情報提供を行う。
区・自治会等の地域組織は、個人情報取扱
いに関する誓約書を市に提出する。
④地域では、組織等が協力し、災害時に避難
支援等が行えるよう、日ごろから取り組む。
避難支援者は日ごろの見守り活動や災害時
の支援を行う。

図

新地区で作成された防災マップ

19

地域防災マップ
土砂災害、地震災害、浸水被害等の災害に備えて、地域ごとに共助でできることやその役割について考え、地域の防災
マップとしてまとめたもの。
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③ 兵庫県住宅再建共済制度 への 加入促進
図

兵庫県住宅再建共済制度の仕組み

兵庫県では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、全
国に先 駆けて 兵庫県 住 宅再建 共済制 度を平 成 17
（2005）年9月より創設しています。この制度は、住宅
の所有者同士が助け合いの精神に基づいて負担金を
出し合い、災害発生時に被災した住宅等の再建・補修
等を支援する仕組みとなっており、地震保険との併用
もできる制度となっています。
本市では、住宅を所有している市民に対して、兵
庫県住宅再建共済制度に対する認知度を高め、万が
一の自然災害に備えて加入するよう促進します。

表参考

地震保険制度の概要

地震保険の
概要

地震保険の
補償内容

保険金の支払

地震保険の
保険料

○地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による
損害を補償する地震災害専用の保険です。
○地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
○火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償され
ません。
○地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となり
ます。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、
契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
○地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負
う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っていま
す。
○居住の用に供する建物および家財（生活用動産）。
以下のものは対象外となります。
工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、１個または１組の価額が30万円を超
える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券（小切手、株券、商品券等）、預貯金証書、印紙、
切手、自動車等。
○火災保険の保険金額の30％～50％の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただ
し、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
○地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保
険金が支払われます。
全損
契約金額の100％ (時価が限度)
半損
契約金額の50％ (時価の50％が限度)
一部損
契約金額の5％ (時価の5％が限度)
○保険金が支払われない主な場合
故意もしくは重大な過失または法令違反による損害／地震の発生日から10日以上経過後に生じ
た損害／戦争、内乱などによる損害／地震等の際の紛失・盗難の場合
○地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出
されます。保険期間は短期、1年および長期（2年～5年）です。

（財務省ホームページより）
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■主体別主な
主体別主な取り組み
市 民
・「わが家の耐震改修促進事業」や「簡易耐震診断推進事業」を活用し、住宅の耐震診断や耐震改修に
取り組み、住宅の耐震性能の向上を図る。
・家具の転倒防止器具を設置し、地震時の被害の減少を図る。
・地域ごとに防災対策の向上に向けた「地域防災マップ」を作成し、地域ぐるみで住宅の耐震性向上や
防災活動に取り組む。
・兵庫県住宅再建共済制度に加入し、自然災害に見舞われた際に生活基盤の早期回復が行えるよう日頃
から備えるとともに、被災地域の再生と活性化に寄与する。

民間事業者等

行 政

①住宅の耐震化の促進

①住宅の耐震化の促進

・わが家の耐震改修促進事業の活
用を促し、住宅の耐震性能の向
上を推進する。

・大規模地震発生時に特に住宅の倒壊が予想される既成市街地
や農村地域において、「わが家の耐震改修促進事業」や「簡
易耐震診断推進事業」の重点的なＰＲや啓発活動を行う。
・家具類転倒防止器具の普及促進に向けた支援制度の検討や、
設置している器具の再点検の重要性について啓発活動などを
行う。

②災害に強いまちづくりの推進
・地域ごとに防災対策の向上に向けた「地域防災マップ」を作
成することを支援する。

③兵庫県住宅再建共済制度への加入促進
・自然災害への備えに向けて、兵庫県住宅再建共済制度への認
知度を高め、加入促進を行う。

■成果指標

成果指標９

耐震性が確保された住宅の割合
（三田市耐震改修促進計画）

平成2
平成20年

目標年次

90％
90％

95％
95％以上
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