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第3章  松山市の課題 
 第 2章 松山市の特性と現状より、住宅・住環境に係る課題は以下のように整理できます。 

 

1  人口減少への対応が必要 

(1) 定住促進が必要(転入を増やす) 

 人口の自然減と社会動態の拮抗状況から、人口推計によると、今後は市全体で人口減少に転じること

が想定されています。県全体と比較すると、本市の人口減少率は緩やかであるものの、北条地域や中島

地域(その他島しょ部含む)においてはすでに人口減少が進んでおり、対策を講じることが必要となりま

す。 

 そのため、市外居住者や UIJターン希望者にとって、本市が選ばれるまちとなるよう、地域資源や本

市の宝、強みを最大限活用した定住促進を進め、転入増につなげることが必要です。 

 

(2) 子育て世帯が住みやすい住宅・住環境の確保が必要(出生を増やす) 

 出生数が伸び悩み、今後、少子化が進んでいくと考えられることから、持続可能な社会とするために

も、子どもや若者の力がますます重要となってきます。 

 次代を担う子どもが成長していくため、子育てしやすい住宅や住環境を確保することが必要です。 

 

(3) 終のすみか、終の居住地となる住宅・住環境(地域)の確保が必要(人を留める) 

 市民の多くは、「松山市は住みやすく愛着や誇りがある」と感じており、非常に強みとなっています。 

 愛着や誇りを高め、今の住まいが終のすみかとなり、今の地域が終の居住地となるよう、生まれてか

ら亡くなるまで、「松山市に住んでいてよかった」と実感できる、満足度の高い住宅・住環境の確保が

必要です。 

 

2  住宅や住環境の質を高め、誰もが住みやすい住宅・住環境が必要 

(1) 住み続けられる丈夫で快適な住宅の普及が必要 

全国の動向や上位・関連計画において、災害に強い良質な住宅ストックの形成が求められています。

また、アンケートによると、住宅の耐震性に対する不満が高く、住宅老朽化に対する修繕対応も評価が

低い結果となっていることから、長く住み続けられる丈夫で安全・安心な住宅の普及が必要です。 

 

(2) 低炭素社会に寄与する住宅や設備の普及が必要 

 全国で地球環境保全に対する動きがあるなか、松山市は平成 25 年 3 月に中国・四国地方の県庁所在

地では唯一の環境モデル都市に選定され、低炭素社会の実現に向けて一層の取り組みの充実が求められ

ます。 

 しかし、省エネ設備の設置は少なく、アンケートにおいても、省エネルギー・省資源への配慮に対す

る評価は低くなっています。そのため、低炭素社会に貢献する住宅性能の向上、太陽光発電等の設備の

普及が必要です。 
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(3) 誰もが住みやすい住宅と住環境の確保が必要 

 高齢者単身世帯や高齢夫婦世帯、障がい者がいる世帯が増加しているなか、アンケートによると、段

差や手すりなどの高齢者等への配慮に対する評価が低くなっています。特に、借家において高齢者等の

ための設備が少ないことから、高齢者が安心して住み続けられる住宅設備の普及や住環境づくりが必要

です。 

 また、高齢者等だけでなく、誰もが使いやすいユニバーサルデザインの考え方に基づいた住宅設備や

住環境整備も求められており、一層、暮らしやすいまちづくりが必要です。 

 

(4) 安心して住み続けられる市街地の確保が必要 

 東日本大震災の強い印象や南海地震の想定もあり、地震の安全性に対する満足度が低く、災害に強い

住宅市街地づくりへの関心が高くなっています。そのため、個々の住宅の耐震性や耐久性だけでなく、

避難しやすく防災性向上に資する都市基盤整備や密集市街地の改善、危険老朽住宅の除却など、市街地

全体として災害に強いまちづくりが求められています。 

 

3  既存住宅の活用・管理が必要 

 年々、空家が増加している一方で、市民の中古住宅に対する関心は低く、マイナスイメージを持って

いる人が多くなっています。そのなか、既存住宅の活用は、資源・エネルギー問題が深刻化を踏まえ、

有効活用が求められており、リフォームや中古住宅の流通促進が必要となっています。 

 また、管理不全の空家等が問題視されているなか、衛生面、安全性等の周辺環境に対する影響を軽減

するため、所有者による空家管理の徹底や除却等の適切な対応が必要です。 

 

4  適切な量の市営住宅の供給とマネジメントが必要 

 本市では、市営住宅の今後の管理方針をまとめた「松山市公営住宅等長寿命化計画」が平成 23 年度

に策定し、さらに平成 25年 7月には、「松山市公営住宅等需要推計」が整理され、公営住宅が必要とな

る要支援世帯の推計を行いました。 

 今後は、これらの計画に基づいて、適切な市営住宅の供給と管理(マネジメント)を行っていくことが

必要です。 

 

5  住宅・住環境を担う人材の確保・育成が必要 

 市内では住宅・住環境、まちづくりに関する活動団体や大学があり、次代を担う組織や人材の輩出が

期待されます。 

 一方で、事業者ヒアリングの結果によると、東日本大震災や 2020 年開催の東京オリンピックの決定

により、本市から建築系技術者の流出が懸念されています。 

 このことから、次代の住宅・住環境を担う活動を支援し、あらたな人材の確保・育成を行うことが必

要です。 
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第4章  将来像と基本方針 
 第 3章 松山市の課題を踏まえ、将来像と基本的方針を定めます。 

 

1  本計画が目指す将来像 

 

住んでいて良かったと実感できる 

あたたかさ溢れた暮らしの実現 

 

 松山市は住みやすいまちです。 

日本最古の温泉である道後温泉や松山城といった歴史的資源はもちろん、夏目漱石の坊ちゃん、俳人

正岡子規をはじめとすることば文化、おもむきのある路面電車など歴史や文化の薫りがただよっていま

す。また、島しょ部の美しい風景や、瀬戸内海でとれる海の幸や山でとれる山の幸も豊富です。そして

何より、人のあたたかさやもてなしが素晴らしいまちです。 

 しかしながら、住宅分野においては、ずっと住み続けたい、松山に愛着や誇りを感じる人が多いもの

の、住宅と住環境に対する満足度が低く、解決しなければならない課題が残されています。 

 そのような課題を解決していくため、適切な施策を講じて「松山市に住んでいてよかった」、「これか

らもずっと住みたい」と誰もが実感できる暮らしの実現を目指します。 
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2  基本方針 

 課題に対応し、将来像を実現するため、以下の 5つの方針を定めます。 

基本方針 1 大切に長く住まえる住宅づくり 

 住宅をつくっては壊すというこれまでのサイクルを見直し、良質な住宅を新築し、適切な時期にリフ

ォームを行うことで、長く住まえる住宅の普及を目指します。 

 また、住宅市場へ空家を流通させることで、中古住宅の活用を促進するとともに、既存住宅の適正な

管理を促進する仕組みを構築することで、危険住宅の発生抑制を目指します。 

 

基本方針 2 住み続けたい住宅づくり 

 いつまでも住み続けられる住宅には、安心性・安全性が求められることから、適切な建材を使用した

健康的な住宅や環境共生に配慮した住宅の普及を促進するとともに、バリアフリーやユニバーサルデザ

イン、住宅耐震性の確保、高齢者等にとって安心して住める住宅づくりにより、安心・安全で住み続け

たい住宅の普及促進を目指します。 

 

基本方針 3 居続けたい地域づくり 

 住み続けたいと思う地域になるためには、個々の住宅だけでなく、市街地として良好な環境づくりが

求められていることから、既存市街地や新興住宅地(団地等)の環境整備、魅力的な景観形成、災害に強

い市街地づくり等により、居続けたいと思える地域づくりを目指します。あわせて、居続けたいと思え

る地域づくりにより、あらたな居住者を増やすための定住の促進を目指します。 

 

基本方針 4 居住安定化の確保 

 低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、その他住宅の確保に特に配慮を必要とする世

帯が適切な住宅に住めるセーフティネットを強化するとともに、市営住宅の適切なマネジメントや適正

戸数の供給等を行うことで、居住安定化の確保を目指します。 

 

基本方針 5 次代を担う人材の育成 

 良質な住宅や住環境を創るため、子どもから大人までを対象とした住教育を進めるとともに、地域の

活動団体と協働した住宅行政の推進と育成、建築系技術者の育成等、次代を担う人材の育成を目指しま

す。 
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第5章  住宅施策 
住宅・住環境の目指す将来像と基本方針を実現するための施策を以下に整理します。 

 

1  施策体系 

 

住んでいて良かったと実感できる 
あたたかさ溢れた暮らしの実現 

＜将来像＞ 

基本方針 1 

大切に 

長く住まえる 

住宅づくり 

基本方針 2 

住み続けたい 

住宅づくり 

 

基本方針 3 

居続けたい 

地域づくり 

基本方針 4 

居住安定化の 

確保 

基本方針 5 

次代を担う 

人材の育成 

＜課題＞ 

＜基本方針＞ ＜施策＞ 

1-1新築住宅の性能と品質の確保 

1-2住宅リフォームの推進 

1-3中古住宅の流通促進 

1-4空家管理の徹底 

2-1環境に配慮した住宅・設備の普及 

2-2安全な住宅の普及 

2-3福祉と連携した住宅の普及 

3-1街なか居住・市街地整備の推進 

3-2民間大規模団地の更新 

3-3個性ある景観・すまいづくり 

3-4定住の促進 

3-5災害に強いまちづくり 

4-1市営住宅の適切なマネジメント 

4-2セーフティネットの強化 

5-1住教育の推進 

5-2活動団体等との連携・協働 

5-3建築系技術者の育成 

人口減少への対応が必

要 

 定住促進が必要(転入

を増やす) 

 子育て世帯が住みやす

い住宅・住環境の確保

が必要(出生を増やす) 

 終のすみか、終の居住

地となる住宅・住環境

(地域 )の確保が必要

(人を留める) 

住宅や住環境の質を高
め、誰もが住みやすい住
宅・住環境が必要 
 住み続けられる丈夫で

快適な住宅の普及が必

要 

 低炭素社会に寄与する

住宅や設備の普及が必

要 

 誰もが住みやすい住宅

と住環境の確保が必要 

 安心して住み続けられ

る市街地の確保が必要 

既存住宅の活用・管理

が必要 

適切な量の公営住宅の
供給とマネジメントが必
要 

 

住宅・住環境を担う人材
の確保・育成が必要 
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2  住宅施策 

基本方針1 大切に長く住まえる住宅づくり 

1ｰ1 新築住宅の性能と品質の確保 

空家が増え続けているなか、持ち家については、中古住宅よりも新築住宅のニーズが高い状況にあり

ます。そこで、長く住み続けられる高品質かつ優良な新築住宅の供給を図るため、耐震性や耐久性、維

持管理の容易性、省エネルギー性などを備えた長期優良住宅の普及を図ります。 

また、分譲マンションについては、管理組合等によるマンションの適正管理により集合住宅の品質の

確保が可能となることから、管理規約、修繕計画といった管理全般について専門家の相談体制の構築を

行うなど、マンション管理適正化のための施策に取り組みます。 

■施策メニュー 

 長期優良住宅の普及・啓発 

 マンション管理の適正化 

 愛媛県および松山市マンション管理士会との連携による相談体制の充実 

■成果目標 

 現状値 目標値(H35) 

新築住宅における認定長期優良住宅の割合 15.6％ (H21) 20％ 

マンション管理士による相談会実施 年１回 (H25) 年 12回 

 

1ｰ2 住宅リフォームの推進 

平成 20年現在、持ち家総数に対して約 4分の 3の住宅は、リフォーム工事を行っていない状況です。

この中には、新築物件等リフォームの必要性がない住宅も含まれていますが、個人のライフスタイルや

ライフステージにあわせて、住みやすい住宅としてリフォームやリノベーションを行うことは、将来に

わたって、良好な住宅として維持することにつながります。 

また、増え続ける空家を流通させるきっかけや、危険な住宅の発生抑止にも期待できることから、住

宅リフォームがしやすい支援として、情報発信、相談、助成制度づくりを行います。加えて、質の高い

リフォーム技術の普及に向け、民間事業者の育成を図ります。 

■施策メニュー 

 リフォーム業者の育成、情報発信、相談体制の充実 

 耐震、バリアフリーと経済活性化等を連動させたリフォーム助成の検討 

 国のリフォーム助成制度の周知、啓発 

■成果目標 

 現状値 目標値(H35) 

持ち家総数に対するリフォーム工事の割合 25.3％ (H20) 30％ 

リフォーム実施住戸の住宅ストックに対する割合 2.7％ (H16-20平均) 5％ 
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1ｰ3 中古住宅の流通促進 

居住者のいない空家は、一層老朽化が進み、躯体の安全性等が失われていくため、中古住宅として再

活用し市場に流通させることが求められます。しかし、アンケート回答者の約 8割が中古住宅購入の興

味がない状況です。持ち家に住んでいる人を除いても 7割弱が興味を持っていません。過半数は、中古

住宅には、隠れた瑕疵や設備の老朽化がありそう、リフォームにお金がかかりそうといったマイナスイ

メージを持っています。一方で、中古住宅購入に興味ある人では、購入にあたって住宅の設備や痛み具

合等が事前にわかることが重要とされています。 

上記の状況から、住宅性能表示や住宅瑕疵担保履行法等の普及啓発により、中古住宅のイメージアッ

プを含め、流通促進につなげるとともに、事業者ヒアリングによる情報では、若者世代よりも、退職前

後の世代に需要があるとされていることから、ターゲットを絞った情報発信を検討します。 

■施策メニュー 

 既存住宅ストック流通市場の活性化及びリフォームの助成 

 既存住宅に関する情報の充実 

 住宅性能表示制度の普及による住宅性能向上の誘導 

 定期借地権の活用や住宅建設価格低減による新たな住宅供給の検討 

■成果目標 

 現状値(H20) 目標値(H35) 

持ち家総数に対する現在住んでいる住宅を

中古住宅で取得した戸数の割合 
10.3％ 17％ 

 

1ｰ4 空家管理の徹底 

近年、全国的にも問題となっている管理不全の空家等については、倒壊の危険性、環境、防犯、防災

面で対策を講じる必要があります。本市においては、関連部局と連携し、空家対策検討を行い、適正管

理面と予防・有効活用面でのワーキンググループを設置し、諸施策について検討を行っています。管理

不全の空き家は、周囲住民の住環境に影響を及ぼすことから、安全・安心な住まいづくりのために対策

は急務であると考えます。 

そこで、管理不全の空き家については、管理条例の制定や、取り壊しに対する助成の検討、予防・有

効活用面では、空き家の有効活用のための情報提供等の施策について取り組んでいきます。 

■施策メニュー 

 適正管理面での空き家対策 

 空き家適正管理条例の制定 

 取り壊しに対する助成についての検討 

 老朽家屋撤去後の土地の有効活用 

 予防・有効活用での空き家対策 

 空き家情報制度の構築 

 県（e移住ネット）との連携 

 不動産業者と連携した住み替え支援 

■成果目標 

 現状 目標値(H35) 

空家管理条例の制定 なし (H25) 制定・施行 

空家ストックの住宅ストックに対する割合 14.4％ (H20) 維持 
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基本方針2 住み続けたい住宅づくり 

2ｰ1 環境に配慮した住宅・設備の普及 

近年、自然環境の破壊、エネルギー源の枯渇等が地球規模で問題となっています。また、本市は環境

モデル都市に選定され、住まいづくりにおいても、省エネルギー、省資源に配慮するとともに、周辺環

境と調和した地球にやさしい住宅整備が求められています。 

このため、広く市民・民間事業者等に対して、建材のリサイクルなどによる省資源や断熱性の向上及

び太陽や風などの自然エネルギーの活用等による省エネルギー、周辺環境に配慮した住宅建設に対する

意識の普及・啓発を図るとともに、住宅金融公庫や県の融資制度(優良木造住宅建設促進資金利子補給

制度等)の活用による支援を図ります。 

また、渇水に強い住まいづくりを促進するため、従来取り組んでいる節水コマや各種節水型機器等の

水使用を節約するための設備整備の普及・充実を図るとともに、雨水利用等の水資源の再利用のための

設備を取り入れた節水型住宅の普及を促進します。 

■施策メニュー 

 環境に配慮した住宅の推進 

 支援制度の充実による環境共生住宅の普及促進 

 環境に配慮したまちづくり・住まいづくりの推進 

 節水型住宅の普及と整備の支援 

 住宅の長寿命化、資源の再利用の推進 

 長期優良住宅の普及・啓発 

 住宅の長寿命化と資源の再利用の推進 

 建設廃棄物の適切な処理の推進 

 住宅における自然エネルギー活用と省エネルギーの推進 

 住宅の省エネルギー基準(断熱化等)の段階的な強化と普及の定着 

 太陽光等自然エネルギーの活用、雨水、排水の再利用の促進 

■成果目標 

 現状(H20) 目標値(H35) 

省エネルギー設備の設置住宅の延べ戸数 

（太陽光発電、太陽熱、二重サッシ） 
51,050戸 70,000戸 
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2ｰ2 安全な住宅の普及 

高齢化の進行により、高齢者が住みやすい住宅づくりが、より一層重要となります。しかし、統計によ

ると、借家においては、高齢者のための設備の設置率が低く、県平均を下回っています。また、住宅全体

では、比較的設置しやすい手すりの設置でさえ、高齢者がいる世帯の半数に満たない状況にあります。 

 そのため、バリアフリーやユニバーサルデザインといった、誰もが住みやすい安全な住宅の普及促進

を図ります。 

 また、市民アンケートより、地震などに対する安全性・耐震性や住宅老朽化に対する修繕対応に対す

る市民満足度は、非常に低くなっており、住宅の耐震性・耐久性の確保による、災害に強い住宅市街地

づくりが求められているものの、耐震診断を受けたことがある住宅は 1割に満たない状況となっていま

す。また、耐震診断の実施状況から、耐震改修についても、実施が少ない状況にあります。 

 特に、耐震改修は住宅の耐震性を知るため、耐震改修への波及、さらには、住宅市街地の安全性につ

ながることから、耐震診断や耐震改修の普及促進を図ります。 

 また、住宅だけでなく、家具の転倒による被害を未然に防ぐ、耐震器具等の普及も重要であることか

ら、普及に向けた情報発信を行います。 

■施策メニュー 

 バリアフリー住宅の情報発信と普及促進 

 ユニバーサルデザインの情報発信と普及促進 

 耐震診断・耐震改修の充実と普及促進 

 耐震器具等の普及に向けた情報提供 

■成果目標 

 現状 目標値(H35) 

新耐震基準が求める耐震性を有する住宅ストックの比率 69.2％ (H20) 90％ 

共同住宅のうち道路から各住戸の玄関までの車椅子等で

通行可能な住宅ストックの比率 
9.5％ (H20) 19％ 

 

2ｰ3 福祉と連携した住宅の普及 

少子高齢化、核家族化など社会情勢により、住宅確保要配慮者の中でも高齢者の居住の確保の必要性が

高まっています。松山市においても、高齢者住宅施策として「旧高齢者向け優良賃貸住宅」「旧地域優良

賃貸住宅（高齢者型）」を民間活力導入し、市内に 5物件設置しています。 

その物件を有効利用しながら、福祉とより連携した新たな制度である「サービス付き高齢者向け住宅」

の供給を促進し、特に、高齢者の街なか居住を進めるうえで、中心市街地への積極的な誘致を行います。 

■施策メニュー 

 サービス付き高齢者向け住宅登録制度の普及・啓発 

 福祉と、より連携したサービス付き高齢者向け住宅の誘導 

 制度内容、サービス内容等登録物件の詳細情報提供の充実 

 サービス付き高齢者向け住宅の中心市街地への誘致 

■成果目標 

 現状(H25) 目標値(H35) 

サービス付き高齢者向け住宅の戸数 1,488戸 1,850戸 
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基本方針3 居続けたい地域づくり 

3ｰ1 街なか居住・市街地整備の推進 

市民生活の向上や経済活動の高度化を図り、若者を中心とした人口定住を促進するためには、快適で

にぎわいのある都市づくりが重要であることから、街なか居住や市街地整備を積極的に進め、魅力ある

都市づくりを推進します。 

特に、中心市街地の活性化のためには、商業・業務機能の維持・再構築とともに、減少する夜間人口

の回復が重要であり、賃貸住宅の供給や都市機能を更新し、都市基盤の充実と都市空間の有効活用を図

れる市街地再開発事業等を推進し、これらの事業に合わせて良質な住宅の建設を促進します。 

■施策メニュー 

 定期借地権等を活用した住宅供給方式の普及 

 民間活力の導入等、既成市街地にふさわしい効率的な街なか居住の推進 

 人口回復のための民間活力を活用した優良な賃貸住宅の供給促進(地域優良賃貸住宅等) 

 既成市街地の老朽公営住宅建替による高度利用や住環境の改善 

 既成市街地の住宅ストックの有効活用 

 サービス付き高齢者向け住宅の中心市街地への誘致(再掲) 

 中心市街地共同住宅供給促進事業について検討 

 民間再開発（優良建築物等整備事業など）による住宅整備の推進 

 良好な都市住環境の整備 

 良好な住宅団地の整備・誘導 

 歴史・文化等の地域性を活かした都市景観の形成の推進 

 松山駅周辺土地区画整備事業区域において、個性のある住み心地の良いまちづくりに取り組む 

■成果目標 

 現状(H24) 目標値(H31) 

中心市街地内の居住人口 28,389人 29,500人 

※中心市街地とは、「中心市街地活性化計画」上の区域ではなく、市内電車沿線内をイメージとした区域内とする。 

3ｰ2 民間大規模団地の更新 

郊外で大規模開発された民間団地は、昭和 40 年代～50 年代に建設されたものが多く、団地内での高

齢化、空家化など問題が徐々に顕在化しています。民間業者や地元地区住民による「街」としての機能

回復や、住みやすいまちづくりに独自の取り組みを行っている団地もありますが、今後、オールドタウ

ン化していく団地が出てくることも想定されます。こういった団地の空き家の有効活用や、高齢者の住

み替え支援などの施策を検討し、団地機能の回復や、賑わいのあるまちづくり等問題解消のために、民

間事業者や住民に対し、国の施策の情報提供や、専門家派遣等の支援について検討します。 

■施策メニュー 

 住宅団地既存住宅流通促進モデル事業（住宅ストック・リフォーム推進事業）の周知 

 高齢化等による空き家増加が見込まれる郊外型住宅団地において、既存住宅の流通・活用促進

のコーディネート、生活利便施設整備のモデル的取組み支援 

 空き家の住み替え支援等による有効活用(リノベーションを含む) 
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＜参考＞ 

郊外大規模団地の現状と課題 

【調査団地と方法】(民間等により開発された大規模団地 3か所を調査し、うち 1か所を参考事例として掲載) 

  調査団地：松山市光洋台 「光洋台団地」 

  調査方法：ヒアリングによる調査 

【団地の概要】 

  開発年 S50年前後／総区画数 約 400区画／居住世帯 約 320世帯／空き区画 約 80区画（空家も含む） 

【現状】 

 空き家となっているのは 22箇所。残りの約 60区画は空き区画となっている。 

 老朽化し、近隣の住民に被害を及ぼすような建物はないが、草、ゴミ等管理不全により、景観等に問題ある空家

が数ヶ所ある。 

 高齢化問題はこの団地にもある。高齢者単身、高齢夫婦世帯は、約 50世帯あると把握している。 

 団地内に 2か所スーパー（小売店）があったが、現在は営業していない。 

【行政への要望等】 

 高齢化の問題はこの団地でも例外ではない。福祉的な話になるかもしれないが、団地住民の手の空いたもの数名

で、買い物や病院の介助等、独居高齢者等の支援を行うことを考えている。その方法や対応について情報提供や

手助けをしてほしい。 

 空き家や空き区画の転売は、看板等を見ても分かるように色々な業者が募集している。こういった情報を、行政

で集約し、ネットワーク化するなど考えれば、もっと住民が増えるのではないかと思う。 

 

 

3ｰ3 個性ある景観・すまいづくり 

地域の自然、産業、伝統等に配慮した住まい・まちづくりを展開することは、地域住民が多様な住宅

の選択肢を確保するためにも、また、人口定住の促進、地域の活性化、景観・美観の向上、ひいては地

域文化の形成など、地域固有の政策課題に対応するためにも不可欠です。 

地域の個性ある住まいづくりへの取り組みに対し、住宅施策からの取り組みは未だ初期段階であるた

め、先導的な施策や支援策を推進します。 

■施策メニュー 

 地域の個性を生かした住まい・まちづくりへの支援 

 住宅施策に関する基本的な方針の推進体制の整備 

 地域の住環境に配慮した住まいのルールづくリ 

 個性ある町並みの保全・再生・創出に対する積極的支援 

 地域特性等に応じた住宅の普及 

 住まい・まちづくりの地元組織づくりと活動への支援 

■成果目標 

 現状(H25) 目標値(H35) 

市民の住環境におけるまちの景観に対する満足度

(アンケート) 
67.9% 向上 
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3ｰ4 定住の促進 

だんだん松山プロジェクトによる、本市の魅力発信とあわせて、定住促進を図ります。 

松山市にとって転入者の促進は、住民の高齢化や空家問題の解消につながるだけでなく、観光ブラン

ドに加え、豊かな住環境ブランドを手に入れることで、地域のブランドイメージを一層高め、円滑な企

業誘致や地域経済の活性化にもつながることから、不動産ネットワークと連携した空家の情報発信や定

住支援制度の検討により、定住促進に努めます。 

■施策メニュー 

 不動産業界との連携による物件情報の発信 

 情報メディアの特徴を生かした不動産物件情報の集約化と提供 

 有効利用可能な空き家物件の情報提供システムの検討 

 市内だけではなく、市外県外へ松山市の都市ブランドアピールと合わせた住宅情報提供の検討 

 住まい・まちづくりの地元組織づくりと活動への支援 

 住宅に関する情報・相談体制の充実 

 住まいに関する住情報・相談体制（拠点）の整備 

 住宅生産者の実績、標準的契約方法等に関する情報の充実 

 ニーズに合った住み替え支援 

 高齢者持ち家世帯と子育て賃貸住宅世帯とのニーズに合った住み替え支援 

 定住促進に向けた支援制度の検討 

 地域生活拠点や島しょ部への定住促進 

 

3ｰ5 災害に強いまちづくり 

東日本大震災や、阪神・淡路大地震の教訓を踏まえ、また、来るべき南海地震に備えるために、住宅

の密集している地域の把握と分析を行い、整備の推進を行います。また、防災性の向上を図るため、道

路・公園等の公共的施設の整備について検討します。 

個々の既存住宅については、耐震性、防災性の向上に対する支援の充実を行い、老朽家屋等の建替え

や取り壊しについての推進を行います。 

■施策メニュー 

 災害に強い住宅市街地の整備促進 

 密集している住宅地の把握と分析 

 密集市街地整備促進事業についての検討 

 防災性の向上のための道路・公園等の公共施設整備の推進 

 災害に強い住まいづくりの推進 

 既存住宅の耐震性、防災性向上に対する支援の充実 

 老朽危険家屋の建替え、取り壊しによる有効利用の推進 

■成果目標 

 現状(H20) 目標値(H35) 

住宅ストックにおける 4m 未満の道路に接す

る若しくは未接道の住宅の割合 
50.6％ 低下 
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基本方針4 居住安定化の確保 

4ｰ1 市営住宅の適切なマネジメント 

平成 25年 4月 1日現在、松山市内には 50団地 4,645戸の市営住宅がありますが、一部の住宅は耐用

年数を経過しているほか、設備や機能の面において老朽化が進んでいるなど、住宅の大量更新時期を迎

えています。その状況のなか、国においては、住宅建設を重視した施策から、良質な住宅を長く使える

よう維持して次世代へ継承していく政策への転換が示されていることから、本市においても、新たな市

営住宅の建設によらない、計画的・効率的に既存住宅の更新ができるマネジメントが重要となります。 

そのため、「松山市公営住宅等長寿命化計画(平成 23年 3月)」により、居住性の向上、高齢化等に対

応する福祉的改善、安全確保等の改善を行う改修計画や、総合的・集約的な建替え計画を策定し、効率

的かつ効果的な市営住宅のマネジメントを行います。 

また、公営住宅需要推計によると、要支援世帯の発生や公営住宅の建替え、用途廃止等により、平成

35年までに公営住宅が 7戸不足となると想定されています。しかし、財政面等を考慮すると、今後、団

地を新設することは容易ではないため、足りない戸数を補完する借上公営住宅制度の導入を検討します。 

■施策メニュー 

 「松山市公営住宅等長寿命化計画」に基づいた計画的な住宅更新 

 定期点検の充実、標準周期をふまえた計画修繕の実施 

 間取り、給湯設備、排水処理施設等居住性向上のための改修 

 段差解消、トイレの高齢者対応等福祉対応の改修 

 耐震改修等安全性を確保するための改修 

 外壁、屋上防水、給水管の長寿命化など長寿命化のための改修 

 建替え計画の推進 

 老朽化した団地について、集約を基本とした地区ごとの建替え計画を策定（和泉地区、北条地

区等） 

 借上公営住宅の検討 

 現状の公営住宅総戸数を維持した上で、需要と供給のバランスを考慮し、建替え計画での管理

戸数変動等による一時的な戸数不足に対応した、借上公営住宅導入の検討・導入のための設備

基準の検討 

 高額所得者、収入超過者への適切な対応 

■成果目標 

 現状 目標値(H35) 

新耐震基準（昭和 56年基準）の公営住宅戸数の割合 52.5％ (H24) 90％ 

建替えが必要な公営住宅の戸数 444戸 (H25) 0戸 

借上公営住宅等を含めた公営住宅の供給戸数 4,390戸 (H25) 現状維持 
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4ｰ2 セーフティネットの強化 

住宅確保要配慮者の住まいの安定確保において、民間の空家の有効活用の観点から民間賃貸住宅を活

用した住宅セーフティネットを検討します。 

国の補助事業として、愛媛県も H24年から指定された「住宅セーフティネット整備事業」は、既存賃

貸住宅を改修する際に、耐震補強やバリアフリー改修と合せた整備を行うことにより改修費の一部を補

助するものです。入居者に関しては、改修後の最初の入居者を住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、

子育て世帯、低所得者等)とすることや、要配慮者の入居を妨げることができないこととなっています。

この制度を広く周知し、整備を進めることにより、住宅確保要配慮者の住宅供給、既存住宅の住宅性能

向上等につながります。 

■施策メニュー 

 住宅セーフティネット整備事業の普及 

 情報メディアを利用し、整備済み物件の周知 

 民間事業者へセーフティネット整備事業についての普及・啓発 

 県の住宅支援協議会との連携 

 賃貸住宅の入居関連サービスの充実 

 社会情勢の変化に対応した公営住宅の入居者募集・入居者決定方法の的確な見直し 

 旧高齢者向け優良賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅等の物件についての情報提供の充実 

 地域優良賃貸住宅制度導入の検討 

■成果目標 

 現状 目標値(H35) 

住宅セーフティネット整備事業登録戸数 38戸 (H25) 100戸 

最低居住面積水準未満率 5.5% (H20) 解消 
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基本方針5 次代を担う人材の育成 

5ｰ1 住教育の推進 

 より暮らしやすく、質の高い住まいづくり、豊かなで充実した住生活を実現していくためには、市民

が、良い住まいと暮らしのあり方について理解を深めることが必要です。特に、次代を担う子ども達が、

自ら住まいや街を創造していくことは、将来、良好な暮らしを実現していく意識を持った人として育つ

上で重要と考えられます。 

 そのため、子ども達にとって身近な住まいや街をテーマとして、体験的な学習、問題解決的な学習を

推進します。また、子どもに限らず、家庭や地域など多様な場面を通じて行い、良好な住宅・住環境づ

くりに資する住教育を推進します。 

■施策メニュー 

 市内小学生から大学生までの住教育支援 

 地域向けの住教育支援 

 大学と連携した住教育の推進 

 

＜参考＞ 

住教育 

 

 住教育は、住まいやまちで、安全に安心して暮らしたいという思いや願いを「かたち」にし、住まいを文化として愛

おしむ価値観を育て、住生活や住環境をより豊かに魅力的につくりあげていくための教育です。 

 

■住教育の魅力(学校) 

 日々の生活の中で、暮らしの体験から気づき、感じること、多様な人たちとの関わりを通じて学べることが、他には

ない住教育の大きな魅力です。 

 

 

 
出典：学校で住教育に取り組んでみませんか？(一般社団法人 日本住宅協会) 
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5ｰ2 活動団体等との連携・協働 

 市内では、良好な住宅・住環境づくりに向けて活動している組織があります。また、これからの住宅

行政は、市だけで進めていくことは困難であることから、地域活動団体等との連携・協働を図りながら、

住みやすく住んでよかったと実感できる松山市の実現を図ることが必要です。 

 そのため、地域活動団体等が継続的に取り組みを進めることができるよう連携・協働を図ります。 

■施策メニュー 

 住宅・住環境に関わる地域活動団体または自治会に対する活動支援 

 まちづくり協議会との連携と支援 

 

5ｰ3 建築系技術者の育成 

 東日本大震災や 2020 年開催の東京オリンピックの開催により、松山市から建築系技術者の流出が危

惧されています。熟練度の高い優秀な技術者の流出は、良質な住宅建設や住環境づくりにおいて大きな

影響を与えることとなります。 

 そのため、現在の技術者の技術力向上とあわせて、あらたな技術者の育成を進めていきます。 

■施策メニュー 

 技術力向上に向けた研修・勉強会の開催支援 
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第6章  重点プロジェクト 
第 5章では、計画期間内に実施する個別の住宅施策を示していますが、本項目では、重要度や効果が

高い施策や複数の住宅施策を組み合わせて相乗効果を狙う施策を「重点プロジェクト」として立ち上げ

ます。 

 

1  重点プロジェクト 

 重点１  既存住宅の活用と流通促進 

① 関連する施策 

 

② プロジェクト内容 

松山市では、空き家数が年々増加しており、平成 20年の住宅・土地統計調査では住宅総数の 14.4％、

37,140戸あるとされています。 

空家になると住宅の老朽化が一層進むことから、防災性や防犯性の低下、衛生環境の低下、景観の悪

化といった外部不経済につながる可能性があります。そのため、空家の増加を抑制し、有効活用してい

くことが、住宅政策において重要な課題となっていることから、住宅の修繕等(リフォーム)の促進や、

中古住宅への住み替え等、良質な中古住宅の流通を図ることが求められています。また、リフォーム事

業者の技術力向上とともに、中古住宅のマイナスイメージの払拭のための適切かつ十分な中古住宅の情

報発信も求められます。 

そこで、「中古住宅の流通活性化」、「リフォームの推進」、「リフォーム事業者の育成」を図ります。 

 

 

1-2 住宅リフォームの推進 1-3 中古住宅の流通促進 5-3 建築系事業者の育成 

良質な中古住宅の普及 

 

空家化した持ち家の増加 空家化した賃貸住宅の増加 

未利用住宅 

既存住宅のリフォーム促進 

 

 

 

 既存住宅の設備改善 

 既存住宅のバリアフリー化 

 既存住宅の耐震改修 など 

中古住宅市場の育成・活性化 

 中古住宅のマイナスイメージの払

拭、流通促進に向けた情報発信 

 中古住宅の評価システムの確立 

 中古住宅の性能表示の普及 など 
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③ 事業内容 

ア. 中古住宅の流通の活性化 

中古住宅情報の提供、中古住宅の評価システムの確立などを進める、中古住宅市場の育成・活性化に

努めます。 

特に、中古住宅の性能の明示は、中古住宅のマイナスイメージの払拭や消費者への信頼を得るために

重要であることから、中古住宅の住宅性能表示制度の普及も図ります。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

＜関連情報＞ 

住宅性能表示制度(住宅の品質確保の促進等に関する法律：品確法)とは 

「住宅の品質確保」と「消費者の保護」のために制定された法律です｡この制度によって消費者は「良

い住宅」を取得しやすくなります。 

 

●住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の目的 

消費者が安心して良質な住宅を取得でき、住宅供給者などが共通のルールのもとで良質な住宅を供

給する、市場の条件整備を目的としています。 

●品確法の仕組み 

品確法には二つの柱があります。 

① 瑕疵(かし)担保責任期間の 10年の義務化 

② 住宅性能表示制度 

 

 

既存ストック流通市場の活性化及びリフォームの助成 

住宅性能表示制度の普及による住宅性能向上の誘導 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律 

1．瑕疵担保責任期間の 10年義務化 

新築住宅の基本構造部分(構造体力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分)に関し

て、10年間の責任を義務付け 

２．住宅性能表示制度(任意の制度) 

住宅の性能を適正に表示するための共通のルール(日本住宅性能表示基準・評価方法

基準) 

３．住宅に関わる紛争処理体制の整備 

住宅供給者と取得者との間のトラブルを、指定の紛争処理機関が処理（性能評価を受

けた住宅が対象） 

 性能評価を受けた住宅が対象 
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日本住宅性能表示基準の内容 

性能表示事項 表示事項の説明 新築住宅 既存住宅 

①地震などに対する強さ 
・地震や風などで力が加わった時の建物の強さ（壊れにくさ）

に関連すること 
○ ○ 

②火災に対する安全性 
・火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさ
などに関連すること 

○ ○ 

③柱や土台などの耐久性 
・建物の構造躯体等の劣化（木材の腐食、鉄のさびなど）の
しやすさに関連すること 

○  

④配管の清掃や取り替え
のしやすさ 

・配管などの日常における維持管理（点検、清掃、修繕）の
しやすさに関連すること 

○ ○ 

⑤省エネルギー対策 
・防暑、防寒など、室内の温度や暖冷房時の省エネルギーな
どに関連すること 

○  

⑥シックハウス対策 
・化学物質などの影響の抑制など室内の空気の清浄さに関連
すること 

○ ○ 

⑦窓の面積 ・採光などの視覚に関連すること ○ ○ 

⑧遮音対策 ・騒音の防止などの聴覚に関連すること ○  

⑨高齢者等への配慮 
・加齢等に伴う身体機能の低下に配慮した移動のしやすさや
転落、転倒などの事故防止などに関連すること 

○ ○ 

現況検査により認められ
る劣化等の状況 

・外壁、屋根など住宅の部位毎に生じているひび割れ、欠損
など、劣化等の状況 

 
○ 

必須事項 

特定現況検査により認め
られる劣化等の状況 

・木造の構造部分を有する住宅のみに適用  
○ 

選択事項 

出典：品確法第３条１項、国土交通省告示第 1347号 

 

イ. リフォームの促進 

現在、本市においては建物の安全性、環境、福祉等様々な部門において、住宅改修や住宅設備につい

ての助成を行っていますが、持ち家総数に対して約 4分の 3の住宅はリフォーム工事を行っていないの

が現状です。安全性や機能性等個人のライフスタイルに合わせて、住みやすい住宅としてリフォームを

行うことは、将来にわたって良好な住宅として維持することにつながります。 

また、中古住宅の耐震性への不安や、リフォーム費用がかかるイメージを持っている市民が多いこと

から、耐震補強やバリアフリー改修と経済活性化等をミックスさせた新たな住宅リフォーム助成制度導

入について検討します。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

 

ウ. リフォーム事業者の育成 

 良質な中古住宅の流通に向けて、リフォームに関する技術者の育成に向けた研修や専門情報の発信、

コンクールの開催等を行います。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

 

技術力向上に向けた研修・勉強会の開催支援 

既存ストック流通市場の活性化及びリフォームの助成 
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 重点２  災害に強い住宅づくり 

① 関連する施策 

 

② プロジェクト内容 

 地震などに対する安全性・耐震性や住宅老朽化に対する修繕対応に対する市民満足度は、非常に低く

なっており、住宅の耐震性・耐久性の確保による、災害に強い住宅市街地づくりが求められています。 

 愛媛県地震被害想定調査(平成 25年 12月)によると、発生の確率が高くなっている南海トラフ巨大地

震の予測では、全壊約 8,037 棟、半壊約 18,375 棟と想定されており、特に、古い木造建物の倒壊の危

険性が高くなっています。また、平成 20 年現在で旧耐震基準の木造住宅が占める割合は、他の構造に

比べ最も多く、特に、倒壊や火災などの大地震時の被害が懸念されます。 

 災害に強い安全な市街地をつくるためには、耐久性のある安全な住宅を普及していくことが重要であ

ることから、「耐震診断の普及促進」、「耐震改修支援の充実」を図ります。 

 

震度別全壊率(木造) 

 
出典：愛媛県地震被害想定調査(平成 25年 12月) 

③ 事業内容 

ア. 耐震診断の普及促進 

 耐震診断は、住宅の耐震性能のチェックだけでなく、所有者の不安解消につながることから、現在の

松山市木造住宅耐震診断補助事業のさらなる普及と支援内容の充実を図ります。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

イ. 耐震改修支援の充実 

 耐震診断により、耐震性が乏しいと判断された住宅に対して、耐震性を確保し、安全な市街地形成を

図るため、松山市耐震改修促進計画(平成 23 年 9 月)と連携しながら、松山市木造住宅耐震改修等補助

事業の充実と普及を図ります。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 
耐震診断・耐震改修の充実と普及促進 

耐震診断・耐震改修の充実と普及促進 

2-3 安全な住宅の普及 3-5 災害に強いまちづくり 
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 重点３  定住の促進 

① 関連する施策 

 

② プロジェクト内容 

 本市において、人口は減少傾向に移行してくことが想定されていることから、中心市街地の機能充実

を図り求心力を高めるとともに、地域生活拠点においても、住み続けられ、あらたな居住者も増えるよ

う、定住の促進を図ることが必要です。 

 そのため、「市街地形成による定住促進」により、松山地域の中心市街地の活性化を図りつつ、「地域

生活拠点への定住促進」を行います。また、人口流出が顕著である中島地域などについては、民間事業

者と連携し、空家の情報発信等定住促進について検討します。 

 

③ 事業内容 

ア. 民間活力を活かした市街地形成による定住促進 

民間活力を導入した都市の高度化や街区の再編による魅力ある都市空間の創出、都心居住のニーズを

満足する住居の創出により、安全で安心して暮らせる都心居住空間の創出を図ることで、求心力を高め、

街なか居住・定住促進を進めます。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

＜関連情報＞ 

松山駅周辺土地区画整理事業 

まちの将来像：県都松山の陸の玄関口にふさわしい広域交流拠

点として整備を勧め、駅周辺のにぎわいの創出

を図るとともに、快適な都心居住環境の整備と

公共交通網の充実によって、自宅から身近に利

用できる範囲に、日常生活に必要な諸機能が集

合した「集客・集住・コンパクト・シティ」を

コンセプトとするまちづくりを目指します。 

事業の目的：ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業と一体的に土

地区画整理事業を行うことで、都市基盤施設の

整備を行い、交通結節機能の強化や東西交通の

利便性の向上ならびに魅力ある都心居住環境の

創出を図ります。 

整 備 概 要：施工者 松山市／施工面積約 16.7ha／平成 20年 2月 5日都市計画決定／施工期間 平成 20～32年度 

 

千舟町 4丁目北地区優良建築物等整備事業 

事 業 概 要：中心市街地活性化に向けた企業誘致の受け皿施設として、また、都心居住による賑わい再生に寄与す

る施設として、店舗、事務所、賃貸住宅、駐車場等の整備を行う。 

         ○規模：約 0.18ha 

         ○整備内容：延べ面積 約 11,400㎡ 主用途（店舗、事務所、賃貸住宅、駐車場等） 

事 業 効 果：平成 25年 3月末に「アヴァンサ千舟」として完成。 

         県内最大級のオフィスビルに加え、共同住宅（47戸）が整備されているが、その事業効果として、

都心居住を促進し、街なかの賑わい再生に寄与することが期待されている。 

 

民間活力の導入等、既成市街地にふさわしい効率的な街なか居住の推進 

3-1 街なか居住・市街地整備の推進 3-4 定住の促進 
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イ. 地域生活拠点等への定住促進 

鉄道・バス等の地域の公共交通サービスの拠点を担う主要な鉄道駅を「交通拠点」として、その周辺

地域を「地域生活拠点」とし、既存の生活サービス機能の維持とともに、生活利便施設を集積すること

により拠点周辺への定住を促進します。また、人口流出が顕著である中島地域などについては、不動産

業界との連携による空家に関する情報発信や住まいの相談体制の充実や、住宅取得支援、住み替え支援

など、新たな定住促進施策を検討します。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

＜関連情報＞ 

地域生活拠点におけるまちづくりの方向性(イメージ) 

 

出典：松山市都市計画マスタープラン(平成 23年 3月) 

 

不動産業界との連携による物件情報の発信 住宅に関する情報・相談体制の充実 

地域生活拠点や島しょ部への定住促進 
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地域生活拠点の位置 

 
出典：松山市都市計画マスタープラン(平成 23年 3月) 
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 重点４  子育てや福祉と連携した住宅の普及・確保 

① 関連する施策 

 

② プロジェクト内容 

 高齢単身世帯や高齢夫婦世帯は増加を続け、高齢化率も年々上昇することが予想されています。また、

要支援・要介護の認定者数も増加しており、障がい者にあっても、障害者手帳の交付数は増加していま

す。さらに、少子化が進行しているなか、子育て世帯が住みやすい住宅・住環境の整備も重要です。 

 このような状況のなか、民間賃貸住宅においては、バリアフリー等福祉対応が充分ではなく、高齢者

や障がい者等の入居が断られることがあることを考えると、住宅確保要配慮者への対応が急務であると

考えます。 

 そこで、高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅確保要配慮者が安心できる住宅の確保を進めるため、

「民間賃貸住宅のセーフティーネット機能の充実」と「サービス付き高齢者向け住宅の普及促進」を図

ります。 

 

③ 事業内容 

ア. 民間賃貸住宅のセーフティネット機能の充実 

 高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の住宅確保において、公営住宅にて全てを確保

することは困難であるため、民間事業者の協力を得ながら、国の事業である「民間住宅活用型住宅セー

フティネット整備推進事業」の普及・啓発等により、セーフティネット機能の充実を図ります。 

 また、市が直接民間事業者を支援し、住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給促進するため、「地域優

良賃貸住宅制度」への取り組みについて検討します。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

＜参考情報＞ 

住宅セーフティネット 

 

 住宅は国民一人一人にとって欠くことのできない生活の基盤であり、住宅市場の中から自分の生活に適した住宅を選

択することで、豊かな住生活を享受することができます。 

 しかし、所得に見合った住宅や高齢者の生活に適した住宅が十分に供給されていないとか、小さな子どものいる世帯

が賃貸住宅への入居を拒否されるといった事態も発生しています。このため、住宅市場の中で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、身体の状況等に適した住宅を確保できるような様々な仕組みが準備

されています。このような仕組みは「住宅セーフティネット」と呼ばれています。 

 

根拠法：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 

目 的：この法律は、住生活基本法の基本理念にのっとり、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、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（住宅確保要配慮者）に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、

基本方針の策定その他の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施策の基本となる事項等

を定めることにより、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図り、もって国民生活の安定向上と

社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

 

住宅セーフティネット整備事業の普及 地域優良賃貸住宅制度導入の検討 

2-4 福祉と連携した住宅の普及 4-2 セーフティネットの強化 
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民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業(国事業) 

 

事業の目的：民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業は、既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空

家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害等には機動的

な公的利用を可能とする環境を構築することを目的としています。 

国 の 補 助：住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある賃貸住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直

接補助します。 

 
出典：民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業ホームページ  
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地域優良賃貸住宅 

地域優良賃貸住宅制度について

支援スキーム

地方公共団体による住宅供給に対する支援制度

○ 低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に特に配
慮を要する者に対する賃貸住宅の供給を推進するため、地方公共団
体が負担する住宅の整備費用・家賃低廉化費用を支援。

戸数 ・新規建設：5戸以上 ・改良／買取／転用：1戸以上

規模
①25㎡以上
②居間、食堂等を共同利用する場合：18㎡以上
③高齢者居住安定確保計画に別の基準を定めた場合：当該基準以上

構造
①耐火構造の住宅 ②準耐火構造の住宅
③省令準耐火構造の住宅 ④都道府県知事が認める構造の住宅

設備 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を有していること

築年数 原則として竣工後35年以内の建築物

整備地域 地域住宅計画に定める地域内であること

民間事業者 国
地方

公共団体【事業費】
・整備費用の一部
・家賃低廉化費用

事業費の概ね45%
（交付金）

国
地方

公共団体 事業費の概ね45%
（交付金）

整備＋管理

整備＋管理

民
間
供
給

公
共
供
給

整備基準

※ この他に公社供給型がある。

管理基準

同居親族要件 なし

収入基準 収入分位80％以下（所得が487,000円以下）

世帯要件
①高齢者世帯 ②障害者等世帯 ③子育て世帯
④地方公共団体が地域住宅計画に定める世帯

入居者選定方法 入居者の選定方法そのほか賃貸の条件が適正に定められるもの

管理期間 10年以上

 

 
出典：国土交通省 
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イ. サービス付き高齢者向け住宅の普及促進 

 高齢化が急速に進む中で、高齢単身世帯や高齢夫婦世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢

者の生活を支援することができる住宅を確保することが重要である一方、高齢者向けサービスを有した

住宅の供給は今後ますます必要性が高まってくると予想されます。 

 このため、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」の普及促進を図りま

す。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

＜参考情報＞ 

サービス付き高齢者向け住宅制度 

 
出典：サービス付き高齢者向け住宅パンフレット（国土交通省） 

 

サービス付き高齢者向け住宅の普及・啓発 
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 重点５  市営住宅のマネジメント 

① 関連する施策 

 

② プロジェクト内容 

 低額所得者や子育て世帯、高齢世帯等の居住安定の確保に向けては、市営住宅(特に公営住宅)の供給

が重要であり、住宅セーフティネット機能において大きな役割を担っています。 

そのため、市営住宅の適切な供給、修繕・改修、更新・建替え等の計画的な管理や運営、供給を行う

マネジメントが必要であることから、「市営住宅の計画的な改修」、「市営住宅の計画的な建替え」、「市

営住宅の適切な供給」を行います。 

 

③ 事業内容 

ア. 市営住宅の計画的な改修 

 本市では、平成 25 年 4 月現在で 50 団地、4,645 戸の市営住宅を管理しています。これらの市営住宅

は、それぞれ建物の状況が異なることから、団地別棟別に活用計画を判定し、市営住宅を長く使うため

の長寿命化に努める必要があります。そこで、平成 23 年 3 月に「松山市公営住宅等長寿命化計画」を

策定し、団地ごと棟ごとに団地の状況に即した計画を定めました。今後は、「居住性の向上」、「福祉対

応」、「安全性の確保」、「長寿命化」などの改修を行い、居住者への良質な住環境、安全・安心な暮らし

を確保します。 

 その中で、まずは安全・安心に暮らせる住まいづくりを最優先として、耐震補強が必要な団地につい

て、耐震改修を行います。 

 

耐震補強が必要な団地 

小栗団地 山西団地 太山寺団地 恵良団地 

20戸 400戸 48戸 30戸 

※富久団地 150戸、三光団地 120戸については、耐震補強工事完了 

データ：松山市公営住宅等長寿命化計画 

 

＜関係する施策メニュー＞ 

 
「松山市公営住宅等長寿命化計画」に基づいた計画的な住宅更新 

4-1 市営住宅の適切な供給・管理 

 

4-2 セーフティネットの強化 
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イ. 市営住宅の計画的な建替え 

 「松山市公営住宅等長寿命化計画」では、既存ストックの有効活用の観点から、居住性の確保、安全

確保などについて計画的に改修を行うこととしていますが、697 戸（うち 237 戸は改良住宅）について

は「建替え」として位置づけられています。 

今後、建替え事業を計画すべき他の団地については、和泉地区の 4団地、北条地区の 5団地がありま

すが、どちらの地区もある程度近接していることから、複数の団地について統合建替えによる集約化を

図ることが基本方針となります。 

 建物の老朽化、外壁剥落等安全面からの、緊急性が高くかつ早期に対応が必要な団地から優先的に建

替えを進める必要があるため、地区ごとの団地状況を総合的に判断し、まずは和泉地区の建替えについ

て検討を行っていきます。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

＜参考情報＞ 

市内の統合建替えの例 

団地名：三津口団地・高砂団地 

 

写真：高砂団地の例 

 

建替え計画の推進 
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ウ. 市営住宅の適切な供給 

 市営住宅への応募状況のみをとらえると、供給戸数は充足しているとは言い難いですが、人口減少時

代の到来、また、収入や居住環境等により公営住宅で支援を行う必要がある世帯を勘案し、市全域の住

宅事情等を踏まえ、適切な戸数を供給することが大切です。 

今後、長期的には公営住宅の需要は減少すると予測されることや、建替え計画による管理戸数の変動

などによる一時的な住宅不足への対応として、民間住宅の有効活用の観点も踏まえた借上公営住宅につ

いて検討します。また、福祉と連携した住宅供給の観点から、子育て世帯支援等のための定期借家制度

を利用した一時的な借上公営住宅も併せて検討します。 

また、公営住宅入居当初は入居資格を有する世帯が、収入の増加や家族構成の変化等により入居基準

を満たさなくなった高額所得者や収入超過者世帯が定住化する傾向があることから、高額所得者に対す

る明け渡し請求の厳正な適用や、収入超過者世帯に対する明け渡し努力義務があることの周知徹底と明

け渡し勧告など、公営住宅制度の趣旨に沿った適切な運用を図ります。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

 

松山市における要支援世帯数の推計 

 

 
 

 

借上公営住宅の検討 高額所得者、収入超過者への適切な対応 
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借上公営住宅制度 

 

出典：国土交通省資料 
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 重点６  環境に配慮した低炭素な住宅づくり 

① 関連する施策 

 

② プロジェクト内容 

生活の拠点である住宅は、生活面や建設面で環境に与える影響は大きく、本市の美しい海や山等の自

然や地球温暖化防止等への低炭素社会の実現のため、住宅部門においても、環境にやさしい住宅や住環

境をつくるよう努めていく必要があります。 

 そのため、「環境に配慮した住宅の普及」と「節水型住宅の普及・整備の支援」を行います。 

 

③ 事業内容 

ア. 環境に配慮した住宅の普及 

住宅建設時には、地球環境保全のために、長寿命の木造住宅を建設することや、間伐材の使用やその

他の材料を再利用した建材の使用など、種々なリサイクル製品を積極的に利用することを奨励するよう

啓発に努めます。 

また、「松山市クリーンエネルギー等導入促進事業」や「緑のまちづくり奨励金事業」などを実施し

ていることから、このような補助制度や奨励金事業を有効活用しながら、住宅周辺の自然環境の保全や、

住宅と一体となった自然環境の回復をめざしたり、省資源、省エネルギーを図ったりして、住空間と自

然環境の調和・共生を求める「環境共生住宅」の普及に取り組んでいきます。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

＜参考情報＞ 

 

松山市クリーンエネルギー等導入促進事業(平成 25年度現在) 

内 容 
太陽光発電システム等クリーンエネルギー等のシステムを設置導入することにより、設置する設備の性

能に応じて補助を行う。 

条 件 市内にクリーンエネルギーシステム等を設置する個人または法人 

補助金 

【太陽光発電システム】 

 出力 10ｋｗ未満         1キロワットあたり 40,000円（3ｋｗ上限：120,000円） 

【太陽熱利用システム】      一律：2万 5千円 

【太陽熱高度利用システム】    一律：10万円 

【家庭用燃料電池システム】    一律：10万円 

 

環境に配慮した住宅の推進 住宅における自然エネルギー活用と省エネルギーの推進 

2-2 環境に配慮した住宅・設備の普及 
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緑のまちづくり奨励金事業の概要 松山市(平成 25年度現在) 

 

■生垣をつくるとき 

  

１．条件（以下のすべての条件を満たす場合） 

○道路に接した場所に延長 3ｍ以上の生け垣を設置すること。 

   ※生垣の前に塀等がある場合は 45㎝以上道路から見えること。 

○植える木の高さは 45㎝以上であること。 

○1ｍ当たり 2本以上の木を植えること。 

 ２．交付金額 

   ○生け垣だけの場合 

    1ｍ当り 3,000円又は実費のいずれか低い金額（上限：60,000円） 

   ○ブロック塀等を生け垣に改造する場合 

    1ｍ当り 6,000円又は実費のいずれか低い金額（上限：90,000円） 

    ※ブロック塀の取り壊しは、生け垣に改造する箇所のみ対象となります。 

 

■庭木を設置するとき 

 

１． 条件（以下のすべての条件を満たす場合） 

○道路から木が見えること。 

○植える木の高さが 2ｍ以上であること。 

○道路から概ね 5ｍ以内の位置に植えること。 

 ２．交付金額 

   ○木を植える費用の半額（上限：20,000円） 

 

 

イ. 節水型住宅の普及と整備の支援 

 水資源に乏しい本市では、バランスのとれた水収支とともに渇水にも強いまちを目指す「節水型都市

づくり」を進めており、住宅建設時は、台所、浴室、トイレ等の水使用箇所には節水効果の高い機器を

選択するよう啓発に努めるとともに、各種助成制度の整備によって、節水型設備の普及を図っています。 

＜関係する施策メニュー＞ 

 

＜参考情報＞ 

松山市の節水型都市づくりのための各種助成制度(平成 25年度現在) 

 

制度の名称 制度の概要 担当課 

雨水利用促進助成制度 

水資源の有効利用策の一つとして雨水の利用を普及させるため、市内におい

て自らが所有し、かつ自らの居住または業務のために使用する建築物に設置

する雨水貯留施設に対して助成金を交付する制度。 水資源 

担当部長付 

節水機器の補助制度 

機器による節水の実践、また市民の皆さんの節水意識を高めるため、「家庭

用バスポンプ」、「風呂水吸引ポンプ付節水型洗濯機」、「シングルレバー式湯

水混合栓」について購入、改造された方に補助金を交付する制度。 

雨水貯留浸透施設の 

助成制度 

不要となった浄化槽で雨水を貯留し、散水など雑用水に活用される方に対

し、貯留施設への改造工事費の一部を助成する制度。 

下水道 

サービス課 

環境に配慮した住宅の推進 
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2  実施時期 

重点プロジェクトについて、計画期間 10年間おける実施時期について、以下のように整理します。 

なお、今後の社会経済情勢の変化等に伴い、住宅施策の見直しが必要になった場合は、計画期間中に

おいても弾力的に見直すものとします。 

 

推 進 中 : 事業実施中のもの 

前 期 実 施 : 5年以内の実施を目途に関係機関や関係者と協議・調整を行うもの 

後 期 実 施 : 実施には多くの調整や協議が関係機関、関係者と必要であり、計画期間内の 10年でで

きる限り早期の実施を目指し、取り組むもの 

 

重点プロジェクト 推進中 前期実施 後期実施 

【重点１】既存住宅の活用と流通促進    

 中古住宅の流通の活性化   ● 

 リフォームの促進  ●  

 リフォーム事業者の育成  ●  

【重点２】災害に強い住宅づくり    

 耐震診断の普及促進 ●   

 耐震改修支援の充実 ●   

【重点３】定住の促進    

 民間活力を活かした市街地形成による定住促進 ●   

 地域生活拠点への定住促進  ●  

【重点４】子育てや福祉と連携した住宅の普及・確保    

 民間賃貸住宅のセーフティーネット機能の充実 ●   

 サービス付き高齢者向け住宅の普及促進 ●   

【重点５】市営住宅のマネジメント    

 市営住宅の計画的な改修 ●   

 市営住宅の計画的な建替え  ●  

 市営住宅の適切な供給 ●   

【重点６】環境に配慮した低炭素な住宅づくり    

 環境に配慮した住宅の普及 ●   

 節水型住宅の普及と整備の支援 ●   

 



 

| 69 

 

第7章  実現に向けた体制 
 施策体系に示す住宅政策を実現していくためには、松山市が積極的に施策展開に取り組むことに加え、

県の支援、市民の協力が必要とされます。 

また、松山市は四国最大の都市として、活気ある都市部から海に代表される豊かな自然を抱える彩り

豊かな都市であり、魅力的な地方都市づくりを視野に入れた施策の推進が必要とされます。 

さらに、既存施策や新規施策の計画的な実施・推進を図るためには、住宅行政のみならず都市政策や

産業政策、保健・福祉政策等との密接な連携が重要となります。 

このような事を踏まえ、住宅施策の推進にあたっては、以下の点に留意し取り組みます。 

 

1  推進体制 

 本計画を実行していくために、国や愛媛県の政策を踏まえるとともに、補助・支援を有効に活用しま

す。 

また、市民や民間事業者、地域活動団体等の英知ある創意や活力を結集させるよう、必要な支援・誘

導・調整を行い、一体的な住宅施策の推進を目指します。 

 

 

2  市民等との連携 

住宅は、個人資産であると同時に、社会的な資産でもあります。 

そのため、住宅所有者である市民の理解と協力なしでは良好な住環境の形成は実現できないことから、

本計画の考え方に理解をいただき、市民一人一人の自主的・主体的な行動が必要です。 

そのような行動ができるよう、本市では、住宅部門における施策展開や支援、情報提供を行います。 

また、市内で活動している地域活動団体や住宅系民間事業者との連携を強化し、効果的な住宅施策を

推進します。 

松山市 

 

 

 

 

 

国 

愛媛県 

 

 

住宅課 

 

 

 

市民 

その他関係部署 

都市計画・整備関係部署 

福祉・子育て関係部署 

民間事業者 地域活動団体 大学 

居住 

支援 

協議会 
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3  国・県との連携 

本市の住宅政策は、本市独自の施策にも取り組みながらも、国・県の補助事業や各種制度を活用した

住宅施策を推進しており、国・県の補助事業・制度・支援は大きな位置を占めていることから、本市の

特性や課題に的確に対応し、住宅施策をより実効あるものとしていくためには、国・県の補助事業・制

度・支援の積極的な活用が求められます。 

一方、国の事業・制度は、全国的な視点やより厳しい住宅事情にある大都市圏に重点を置いて推進さ

れているものが多く、必ずしも地方の特性や課題に十分に対応していません。 

より地方の特性や課題に対応し、実効ある住宅施策が推進できるよう、きめ細かな事業・制度の充実・

強化について、提案・要望します。 

 

4  居住支援協議会との連携 

居住支援協議会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団

体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者および民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、

住宅情報の提供を始めとした支援を行うものです。愛媛県では平成 24年 9月 14日に設立準備会を設置

し、協議会の素地が整いました。 

本市では、居住支援協議会と連携をとりながら、住宅確保要配慮者の安定的な住宅供給に向けた住宅

政策を行っていきます。 

 

居住支援協議会の仕組み 

 
出典：居住支援協議会について(国土交通省) 
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用語集 
い e移住ネット 

 

愛媛県への移住・定住を促進するため

の移住支援ポータルサイト。愛媛の

住まい、仕事、暮らし、空家などの

情報を発信している。 

 

お オールドタウン化 

 

若い世代が他地域に移住したり、少

子化が進んだりして、住民が高齢者

中心となった地区。郊外団地で強く

現れる現象。 

 

か 瑕疵(かし) 

 

通常、一般的には備わっているにも

かかわらず本来あるべき機能・品質・

性能・状態が備わっていないこと。 

 

こ 公営住宅 

 

公営住宅法に基づき、建設、賃貸、

管理される住宅であり、住宅確保が

困難な世帯や低所得者向けに供給し

ている。 

 

 コーホート要因法 

 

ある年、あるいは、ある期間に出生

した人たちの人口の変化をとらえ、

将来の人口を予測する手法の 1 つ。 

 

さ 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住宅。 

 

 最低居住面積水準 

 

最低居住面積水準は、国の住生活基本

計画にて示される、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。 

 単身者：25 ㎡以上 

 2人以上の世帯：10㎡×世帯人数＋

10 ㎡以上 

 

し 自然動態 

 

一定期間における出生・死亡に伴う人

口の動きをいう。 

 

 シックハウス 

 

家にひそむダニやカビ、新建材の化

学物質ホルムアルデヒドなどから起

こる、めまいや皮膚病などの健康被

害のこと。 

 

 社会動態 

 

一定期間における転入・転出に伴う人

口の動きをいう。 

 

 住生活基本計画 

 

住生活基本法に基づいて、国民の住

生活の安定の確保および向上の促進

に関する基本的な計画。 

 

 住生活基本法 

 

住生活の安定の確保及び向上の促進

に関する基本理念、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、住生活の安定の確保及び向上

の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、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

目的とした法律。 

 

せ セーフティネット 

 

住宅市場の中で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、身体の状況等に適し

た住宅を確保できる仕組み。 

 

 ゼロ・エネルギー住宅 

 住宅の躯体・設備の省エネ性能の向上、

http://www.weblio.jp/content/%E5%87%BA%E7%94%9F
http://www.weblio.jp/content/%E5%87%BA%E7%94%9F
http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%BA%E5%8F%A3
http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%89%E5%8C%96
http://www.weblio.jp/content/%E5%B0%86%E6%9D%A5
http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%BA%E5%8F%A3
http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%88%E6%B8%AC
http://www.weblio.jp/content/%E6%89%8B%E6%B3%95
http://www.weblio.jp/content/1%E3%81%A4
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再生可能エネルギーの活用等により、

年間での一次エネルギー消費量が正味

でゼロまたは概ねゼロになる住宅。 

 

ち 地域優良賃貸住宅制度 

 

民間の土地所有者等により建設され、

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯

等地域における居住の安定に特に配

慮が必要な世帯向けの住宅。 

 

て 定期借家制度 

 

契約時にあらかじめ借家期間を定める

ことにより、期間満了時に更新なく契約

が確定的に終了する賃貸借契約制度。 

 

 低炭素社会 

 

地球温暖化の原因である二酸化炭素

(CO2)などの温室効果ガスの排出を、

自然が吸収できる量以内に削減する

ため、低炭素エネルギーの導入などの

環境配慮を徹底する社会システム。 

 

と トレンド推計 

 

過去の経年データから傾向線式（回

帰）を算出し、これに将来年次を入れ. 

て推計する方法。 

 

は バリアフリー 

 

心身の障害などでハンディキャップ

のある人にとって、物理的(建物の段

差等)な障壁(バリア)が取り除かれた

状態。 

 

ゆ UR賃貸住宅 

 

独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市

機構）が管理する賃貸住宅。 

 

 UIJ ターン 

 

大都市圏の居住者が地方に移住する

動きの総称のこと。Uターンは出身地

に戻る形態、Iターンは出身地以外の

地方へ移住する形態、Jターンは出身

地の近くの地方都市に移住する形態

を指す。 

 

 誘導居住面積水準 

 

国の住生活基本計画にて示される、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。 

 

 一般型誘導居住面積水準 

 単身者：55㎡ 

 2人以上の世帯：25㎡×世帯

人数＋25㎡ 

 都市居住型誘導居住面積水準 

 単身者：40㎡ 

 2人以上の世帯：20㎡×世帯

人数＋15㎡ 

 

 有料老人ホーム 

 

老人福祉法に規定された高齢者向け

の居住施設。入居者に食事の提供、入

浴・排泄・食事の介護、洗濯・掃除等

の家事、健康管理のいずれかのサービ

スを提供しているものをいう。 

 

 ユニバーサルデザイン 

 

年齢・性別・障がい・能力等に関わらず、

すべての人が使いやすいように製品・建

物・環境などをデザインすること。 

 

よ 用途廃止 

 

行政財産としての用途を廃止するこ

と。 

 

り リノベーション 

 

既存の建物に大規模な改修工事を行

い、用途や機能を変更して性能を向上

させたり価値を高めたりすること。 

 

 

http://eco.goo.ne.jp/word/issue/S00058.html
http://eco.goo.ne.jp/word/ecoword/E00558.html
http://eco.goo.ne.jp/word/ecoword/E00558.html
http://eco.goo.ne.jp/word/ecoword/E00272.html
http://kotobank.jp/word/%E8%80%81%E4%BA%BA%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95?dic=daijisen
http://kotobank.jp/word/%E8%A6%8F%E5%AE%9A
http://kotobank.jp/word/%E5%90%91%E3%81%91
http://kotobank.jp/word/%E5%90%91%E3%81%91
http://kotobank.jp/word/%E5%B1%85%E4%BD%8F
http://kotobank.jp/word/%E5%B1%85%E4%BD%8F
http://kotobank.jp/word/%E5%85%A5%E5%B1%85
http://kotobank.jp/word/%E9%A3%9F%E4%BA%8B
http://kotobank.jp/word/%E6%8F%90%E4%BE%9B
http://kotobank.jp/word/%E5%85%A5%E6%B5%B4
http://kotobank.jp/word/%E5%85%A5%E6%B5%B4
http://kotobank.jp/word/%E6%8E%92%E6%B3%84
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7
http://kotobank.jp/word/%E6%B4%97%E6%BF%AF
http://kotobank.jp/word/%E6%8E%83%E9%99%A4
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%B6%E4%BA%8B
http://kotobank.jp/word/%E5%81%A5%E5%BA%B7
http://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
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