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サービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集について
平成２３年度まちづくり計画策定担い手支援事業の助成対象主体第２次募集について
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平成２３年度「既存住宅流通・リフォーム推進事業」
の募集について
本事業は、住宅ストックの品質向上及び既存住宅の流通活性化を図るため、既存住宅の売買や分
譲共同住宅の大規模修繕工事に際して、住宅瑕疵担保責任保険法人による検査、瑕疵保険への加入、
履歴情報の登録・蓄積等を行う事業について、その工事費用等の一部を助成するものです。
応募の手続や提出書類の詳細については、平成２３年度既存住宅流通・リフォーム推進事業のホー
ムページに掲載します。
現在、本事業について、下記のとおり募集しています。

１．対象となる事業
（１） 既存住宅流通タイプ（対象：一戸建て住宅又は共同住宅等）
① 既存住宅の売買を行うこと。
② 既存住宅売買瑕疵保険に加入すること。（売買契約に基づく引渡しの後にリフォーム工事を行
う場合には、リフォーム瑕疵保険にも加入すること。）
③ 住宅の性能の維持・向上を図るためのリフォーム工事を行うこと。
④ 住宅履歴情報の登録又は蓄積を行うこと。
（２） 大規模修繕タイプ（対象：分譲共同住宅）
① 分譲共同住宅の大規模修繕工事として、別途定める技術基準に従い、長寿命化工事（次に掲げ
る【必須工事】をすべて行うとともに、【選択工事】のうち少なくとも１つ以上の工事を行うも
のをいいます。）を行うこと。
【必須工事】
a.中性化・塩害対策工事
b.屋上防水工事（断熱工事を含む。）
c.外壁改修工事（剥落防止）
【選択工事】
d.水槽、給水管及び給水設備の耐久化工事
e.手すり及び鉄骨階段の耐久化工事
f.バリアフリー対策工事
g.省エネルギー対策工事
h.電気自動車用充電設備設置工事 等
② 大規模修繕工事瑕疵保険に加入すること。
③ 住宅履歴情報の登録又は蓄積を行うこと。
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２．補助額
（１） 既存住宅流通タイプ
① リフォーム工事費用：１／３（構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の性能の
維持・向上を図るための工事を含まない場合は１／４）
② 保険法人の販売する既存住宅売買瑕疵保険等に加入するための費用のうち、現場検査手数料及
び事務手数料：全額
③ 売主が宅地建物取引業者以外の者である場合にあっては、住宅の検査及び保証を行う検査機関
等に支払う検査料（保険法人に支払う保険料相当額を除く。）：全額
④ 住宅履歴情報の登録又は蓄積に要する費用：全額
※補助限度額：１戸当たり１００万円（共同住宅等の場合は戸数×１００万円かつ１棟当たり２０
００万円）。なお、１事業者当たり５０００万円が上限。
（２） 大規模修繕タイプ
① 分譲共同住宅の共用部分の長寿命化工事に要する費用（耐震改修工事など通常の大規模修繕工
事に要する費用を除く。）：１／３
② 保険法人の販売する大規模修繕工事瑕疵保険に加入するための費用のうち、現場検査手数料及
び事務手数料：全額
③ 構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分について、保険法人が行う検査に要する
費用：全額
④ 住宅履歴情報の登録又は蓄積に要する費用：全額
※補助限度額：戸数×２５万円。なお、１管理組合当たり２０００万円が上限。

３．応募方法
（１）応募資格者
① 既存住宅流通タイプ：宅地建物取引業者、リフォーム工事業者等
② 大規模修繕タイプ：分譲共同住宅の管理組合
（２）応募期間
平成２３年５月３０日（月）から７月２９日（金）まで（必着）
（３）応募方法等の詳細
国土交通省のホームページ※に掲載する「既存住宅流通・リフォーム推進事業 事業者マニュアル」
に基づき、必要な提出書類を作成の上、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会宛てに郵送してくだ
さい。
※http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/hojyo23-index.html
■ 提出書類の送付先
〒１００－８６９１ 郵便事業株式会社銀座支店郵便私書箱第４０３号
一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会 宛
■ 応募に関する問合せ先
一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会
ＴＥＬ ０３－３５８０－０１８０ 又は ０３－５９１１－７８０１
時間：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）９：３０～１７：００
お問い合わせ先
国土交通省 住宅局 住宅生産課 住宅瑕疵担保対策室課長補佐 勝又、村上
TEL：（03）5253-8111 （内線 39445、39454）
▲ＴＯＰ
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「暮らしやすい」まちなか居住の推進（上川町）
～平成 22 年度住生活月間国土交通省住宅局長表彰団地「駅前団地Ｂ」～
【はじめに】
北海道のほぼ中心部に広がる大雪山国立公園の北方部に位置する上川町は、今なお原始の面影を残
す大雪山連邦の自然を背景に、北海道第一の河川、石狩川の清流にも恵まれた豊かな自然に包まれた
町です。

【まちなか居住の背景と必要性】
上川町における公営住宅団地は、中心市街
地から離れたところに形成されているため、入
居者の高齢化とともに、物理的なアクセスの困
難化が課題となっていました。
各種福祉施設も周辺に配置されており、移動
に時間のかかる高齢者(特に後期高齢者)は移
動手段のほとんどが徒歩によるものとした統計
があります。このため、高齢者を含めた移動制
約者に配慮したまちづくり(道路、商店、公共施
設のバリアフリー化)と、これらの方々がまちな
かに居住することにより、長期的に、できるだけ
介助や介護によらない生涯生活をおくることが
できるものと考えました。
さらに、これらの施設の中心市街地への配置
と中心市街地のコンパクト化を図ることで、過疎
化によりコミュニティーの形成が困難になった地
区の再編集約を行うことも進めました。

《まちなか居住における経緯》
平成１４年 中心市街地活性化計画策定
・駅前地区に住宅配置を提案
平成１４年～平成１５年
北海道まちなか居住推進協議会に参加
平成１５年 上川町公営住宅ストック総合活用計画策定
・既設公営住宅の移転建替えとして公営住宅
団地の位置づけ
平成１５年 住宅市街地整備方針策定
・中心市街地における居住水準の位置づけ
平成１７年 駅前団地 A 建設（１棟８戸）
平成１８年 駅前団地 A 建設（１棟８戸）
平成１９年 駅前団地 B 建設（１棟４戸）
平成２０年 駅前団地 B 建設（２棟８戸）
平成２１年 教職員住宅建設（１棟４戸、１棟２戸）

主要施設からの距離
・ＪＲ上川駅 ：１８０ｍ
・上川町役場 ：２００ｍ
・上川医療センター ：３８０ｍ
・郵便局：２４０ｍ
・消防署：２８０ｍ
・駐在所：３１０ｍ
・上川小学校：６６０ｍ
・上川中学校：５５０ｍ
・南町公園：２４０ｍ
・商店街：２２０ｍ

▲ＴＯＰ
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【駅前団地Ｂの団地概要】
既存団地の移転建替として中心市街地活性化基本計画においても位置づけられた区画整理事業区
域である駅前地区に建設され、ＪＲ上川駅をはじめバスの乗降所に隣接し、商店街や医療機関、役場庁
舎、郵便局などが徒歩圏内に位置しており、利便性の高い暮らしやすい環境の中で、「まちなか居住」が
図られています。
また、森に包まれた上川町の暮らしを実感できる環境を活かし、連続歩行空間となる可能性を持たせた
通り抜けのできる外構計画や雁木空間による安全で快適な生活通路の確保、豊かな緑環境による歩く
心地よさの確保など「森のテラス」としての設えに配慮しました。
外壁は街並みと調和できるよう、木材の色に近い色調・素材感のものを主としています。また、駅前とい
う敷地の性格に配慮し、まちの顔として見られることを意識し、周辺からの借景として耐えうるよう開口部
をコントロールしたファサードデザインを採用しました。

●団地概要
構
造
住戸タイプ
住戸専用面積
戸
数

住棟 1（Ｈ19）
木造２階建
２ＬＤＫ
66.26
４戸

住棟 2（Ｈ20）
木造２階建
２ＬＤＫ
66.25
４戸

住棟 3（Ｈ20）
木造２階建
２ＬＤＫ
66.25
４戸

計

１２戸

【住生活月間国土交通省住宅局長表彰受賞まで】
駅前団地Ｂ完成後の平成２１年度に現在の上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課
建築住宅係の担当者の方から「北の地域住宅賞（旧さわやか公住賞）」に応募してみませんかとお声を
かけていただき、応募することにしました。その結果「北海道地域住宅協議会長賞」を受賞させていただ
きました。その甲斐あって、住宅局長賞をいただきました。
この間、関係者の方々の御協力によりこのような名誉ある賞をいただきこの場を借りて感謝申し上げ
るとともに今後もさらなるご指導をお願いいたします。
（上川町建設水道課技術グループ 副主幹 山栗 浩胤）

▲ＴＯＰ

4

Vol.18６ (H23.7.1)

ユニバーサルデザインを取り入れた
高齢者向公営住宅の建設（北竜町）
～平成 22 年度住生活月間国土交通省住宅局長表彰団地「いちい団地」～
【はじめに】
北竜町は空知北部に位置する農業を基幹産業
とした、人口約２２００人の町です。町内には日本
一の作付面積を誇るひまわり畑「ひまわりの里」
があり、夏の観光シーズンには２０万人もの観光
客が太陽のような黄色い花を見に訪れます。
町内の高齢化率は３８％を超え、利便性の低い
山間地域にある老朽化した住宅に住む単身高齢
者世帯も多く、受け皿となる公営住宅の整備が求
められていました。

【いちい団地】
①立 地
いちい団地のある和東町（やわらひがしまち）地区には、町立診療所・老人福祉センター・特別養護老人
ホームなど、高齢者福祉施設が集中して整備されており、ディサービスやさまざまなレクレーションなどもこ
れらの施設で頻繁に行われており、今までは移動手段が無く家にこもりがちだった高齢者も気軽に参加でき
るなど、介護予防の効果も期待されています。また、バス停や買い物にも徒歩で通える範囲にあり、車を持
たない高齢者にとっても非常に利便性の高い地区となっています。 さらに、今まで市街地から離れた山間
地域に住んでいた高齢者がまちなかに移転してきたことにより、訪問介護などの福祉サービスの提供も効
率的に行うことが出来、双方にメリットが生まれています。

老人福祉センター

診療所

いちい団地
公営住宅建設（公住１２戸）

特別養護老人ホーム

②ユニバーサルデザイン（UD）
北海道では市町村公営住宅へのＵＤの導入を念頭に、「北海道ＵＤ公営住宅整備指針」の策定のため
に、平成２０年度に実施設計を行う市町村と一緒に、ＵＤに配慮した整備内容やコストの検討を行いましたが、
いちい団地も対象となり、設計段階から北海道と一緒に検討を進めました。それにより、住戸内建具は全て
引き戸、主寝室はタンスを置いてもベッド２台設置し、１つは３方介護スペースを確保、便器前方１０００㎜程
度確保のうえ取り外し可能な３枚引き戸など、将来の生活にも配慮した住宅とすることが出来ました。

▲ＴＯＰ
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③住宅概要
いちい団地は木造（枠組壁工法）平家建、２棟１２戸の住宅として整備しました。平面形状は矩形を基本と
した凸凹のないシンプルなものとし、また最高高さを極力抑えてコスト削減を図っています。住戸へのアプロ
ーチは片廊下型で廊下も完全に囲い、ポーチを道路に近づけることで冬期間の除雪負担の軽減を図ってい
ます。
外装は腰壁にレンガ、上部にガルバリウム鋼板を使用し積雪寒冷地での耐久性を確保しています。また、
基礎断熱とすることで床スラブからの冷放射を押さえ、壁のグラスウールに加え、付加断熱材として発泡樹
脂板を使用し、断熱性能の向上を図りました。
設備は火災の心配が少ないオール電化とし、火災警報器と連動した緊急通報システムも設置しており、非
常時にはハンズフリーで消防と連絡が取れるように配慮し、離れて暮らす家族などにも安心な住宅設備とな
っています。
共用部の照明は人感センサーで制御しており、常夜灯はＬＥＤ照明を採用するなど、省エネルギーにも配
慮した住宅としています。
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【終わりに】
今回、道の推薦で住生活月間に応募させていただき、住宅局長表彰という名
誉ある賞を頂くことが出来ました。また、ＵＤ導入検討設計事業を通して他の市
町村に先駆けてＵＤ対応公営住宅が整備できたことに対しても、北海道空知支
庁（当時）建設指導課建築住宅係の担当者をはじめ、関係する多くの皆様にご
協力を頂きましたことに、この場を借りてお礼を申し上げます。
※今年もひまわりの花が咲く７月下旬から８月上旬にぜひ北竜町にお越し下さ
い
（北竜町建設課建築住宅係長 川田昌宏）

▲ＴＯＰ
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地籍整備推進調査費補助金制度について
～測量成果を地籍整備に活用する場合の測量費等の補助～
土地の正確な情報を共有する事は、土地に係わる様々なトラブルを未然に防ぎ、街づくりのスムーズな進
捗にもつながります。 また、土地売買、土地の相続等の際には、境界の確認にかかる時間やコストを抑え
る事ができます。
国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが地籍調査と同
等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより地籍調査の成果と同様に取り扱うこと
ができることとしており、これを「１９条５項指定」と呼んでいます。
地方公共団体や民間事業者等が積極的に１９条第５項指定を申請できるように、平成２２年度より地籍整
備推進調査費補助金を創設し、さらに、今年度より、地域要件に都市計画区域を追加するなど制度拡充をし
ています。

１．補助制度の概要
（１）事業主体 ： 地方公共団体・民間事業者等
（２）地域要件 ： 人口集中地区、又は、都市計画区域（地籍調査実施済地域は除く）
（３）補 助 率 ： 地方公共団体１／２（直接交付）
民間事業者等１／３（間接交付）
※ただし、地方公共団体の補助する額の１／２が限度
（地方公共団体が補助制度を設けていることが必要です）
（４）面積要件 ： ５００㎡以上
（５）補助対象 ： 国土調査法第１９条第５項の指定申請等による地籍情報の整備に必要な以下の費用
①調査計画作成
（①の限度額）・・・・・・・地区当たり ２０万円
②既存資料等収集・整理
（②～⑤の限度額）・・・地区当たり
③現況調査
５００万円＋１００万円／ha×面積
④境界確認
⑤予備調査
⑥成果作成
（⑥の限度額）・・・・・・・地区当たり ３０万円

２．補助制度活用のメリット
・登記簿の土地の位置を公示する１４条地図として位置づけられることで、土地の権利を確実に保全す
ることができます。
・当該地区は原則地籍調査が不要となり、行政事務の効率化や、財政負担の軽減に役立ちます。
○お問い合わせ先
国土交通省 土地・建設産業局 地籍整備課 山口、中川（TEL03-5253-8384）
○参考（国土交通省ホームページ）
ⓐ１９条５項指定制度の詳細についてのパンフレットや、申請書及び記載サンプルのデータ
http://tochi.mlit.go.jp/tockok/know/relatedlaw/download.html
ⓑ地籍整備推進調査費補助金について
http://www.chiseki.go.jp/info/hojokin.html
▲ＴＯＰ
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サービス付き高齢者向け住宅整備事業の
募集について
サービス付き高齢者向け住宅整備事業は、高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心し
て生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的としております。
この観点から、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、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」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が
事業の実施に要する費用の一部を補助し支援します。
この事業は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正※1 により新たに創設されたサービス付き高
齢者向け住宅に係る整備事業で、北海道での説明会を平成 23 年 6 月 8 日に実施したところでありますが、
以下の通り、事務局において随時事業を募集しておりますので、ご案内いたします。

※１ 改正の内容は以下のとおりです。
（１） 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正
［１］ 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度の創設
(ｱ)
高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービス等の高齢者が
日常生活を営むため必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、都道府県知事の登録を受けることができることと
する。
(ｲ)
都道府県知事は、登録の申請が、規模・構造・設備、サービス、契約内容等に関する一定の基準に適合していると認める
ときは、その登録をしなければならないこととする。
(ｳ)
登録を受けた事業者に対し、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面の交付及び説明等を義務づけるこ
ととする。
(ｴ)
登録を受けた場合には、老人福祉法に規定する有料老人ホームに係る届出義務を適用除外することとする。
［２］ 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度及び高齢者居住支援センター
の指定制度を廃止することとする。
（２） 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正
登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅の整備に関する事業の実施に要する経費に充てるため、国は、地方公共団体
に対し、交付金を交付できることとする。
（３） 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正
独立行政法人住宅金融支援機構は、登録される賃貸住宅にするための既存住宅の購入に必要な資金の貸付けができるこ
ととする。

１．募集する事業の種類
サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅の整備
２．募集期間
平成２３年５月３０日（月）から随時募集 （平成２４年１月末までの予定）
３．応募申請書の受付・問い合わせ
応募申請書の受付及びお問い合わせは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局にて対応いたし
ます。なお、本事業専用ホームページにおいて、本事業の募集要領や応募申請書の様式等を掲載しました
ので、ご参照ください。
■提案申請書の提出先
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-40-17 本郷若井ビル 6 階 6Ａ
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局 宛
※封筒には「平成 23 年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業応募申請書在中」と記載してください。
■問い合わせ先
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
TEL： 03 - 5805 - 2971
FAX： 03 – 5805 – 2978
E-Mail：info@serkorei.jp
URL：http://www.koreisha.jp/
▲ＴＯＰ
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平成２３年度まちづくり計画策定担い手支援事業の
助成対象事業主体第２次募集について
国土交通省では、市街地の整備改善につながる都市計画の提案の促進を図ることを目的として、地
権者組織をはじめ、地域におけるまちづくりの担い手に対して必要な経費を補助する「まちづくり計
画策定担い手支援事業」を実施しています。
このたび本事業について、６月２３日（木）から７月２２日（金）までの期間、平成２３年度の助
成対象事業主体の第２次募集を実施することとしました。
＜事業概要＞
（１）事業主体：地権者組織等（専門知識が十分ではなく、調査や提案素案作成を委託する必要があ
る団体）
（２）対象地域：以下の①②の要件を満たす地域
① 都市計画区域内の０．５ha 以上の地区
② 国策として整備改善を進めるべき以下のいずれかの市街地内の地区
・密集市街地（全国で約２５，０００ha）
・中心市街地活性化法による認定基本計画区域
・都市再生特別措置法による都市再生緊急整備地域
・地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律による歴史的風致維持向上計画における重
点区域
・都市再開発法第２条の３第１項第２号及び第２項地区
・密集市街地整備法による防災再開発促進地区
・上記予定区域
（３）補助対象：地区計画等都市計画の提案素案の作成及びそのための調査等を専門家に依頼するの
に要する費用（委託費）
※「都市計画の提案素案の作成」は必須項目です。
・基礎調査（土地利用・建築物に関する現況調査、市街地環境の調査等）
・地区診断（地域課題の抽出、建築規制等の導入効果分析等）
・都市計画の提案素案の作成
（４）補助率：定額補助（重点密集市街地）
１／２ 補助（重点密集市街地以外の地域）
（５）補助限度額：５百万円/ha（事業費ベース）
※ただし、重点密集市街地については、１地区あたり２０百万円を限度とします。
（６）平成２３年度予算：１５４百万円（国費）
＜平成２３年度第２次募集スケジュール＞
平成２３年６月２３日（木） 募集開始
平成２３年７月２２日（金） 募集締切
平成２３年８月下旬 助成対象事業主体の選定
お問い合わせ先
国土交通省 都市局 都市計画課 田中・上野
TEL ０３－５２５３－８１１１（内線３２６３４） 直通 ０３－５２５３－８４１０
○詳しくは国土交通省ＨＰをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/ninaite/index.html
▲ＴＯＰ
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