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は じ め に

少子高齢化が進むなか、価値観・ライフスタイルの多様化、環境問題に対する意
識の高まり、団塊世代のUJIターン等の社会情勢の動向もあり、住宅政策に対する
市民のニーズは、ますます多様化しています。
このような状況において公営住宅の供給を重点においた従来の施策を抜本的に見

直し、人口定住、良好な住まい・まちづくり、民間住宅の空き家の活用、費用対効
果の見極め等、幅広い課題を住生活の安定・向上に向けて、最も効率的・効果的に
施策を行っていく「量から質へ」の転換が求められています。
住まいは単に住む場所だけではなく、人々がさまざまな生活を営み、次の世代へ

引き継いでいくところでもあります。本市は、歴史・文化・自然に恵まれたまちで
あり、人にやさしい住みやすいところです。
合併後、広域化された本市における各地域の現状や課題を的確に分析し、地域の

特性を十分踏まえた上で、「人にやさしいずっと住み続けられる居住環境の整備」
を目指して、安全な居住環境、自然と共生したまちづくり、市民の皆様と一体とな
ったまちづくりを推進すべく、この度、住宅施策について総合的・長期的にとりま
とめた「萩市住宅マスタープラン」を策定しました。
本市の市営住宅は、木造で老朽化したものも多く、居住水準の向上を図りつつ公

的住宅ストックの適切な更新が必要です。
高齢者及び障害者世帯など真に住宅に困窮する方々が、安心して住める居住環境

を整えるため住まいのバリアフリー化を促進し、また若い世代が安心して子育てが
可能な住まいの確保を考え、環境にも配慮した住宅施策を実現するために、市民の
皆様、住宅関係機関等との連携を深め諸施策を進めてまいります。
皆様方の一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成１９年３月

萩市長　野　村　興　兒





目　　次

第１章　社会情勢と萩市の概要

１　時代の変化と社会潮流……………………………………………………………１

（１）少子高齢社会の進行…………………………………………………………１

（２）価値観・ライフスタイルの多様化…………………………………………１

（３）環境問題に対する意識………………………………………………………１

（４）高度情報化社会の進展………………………………………………………１

（５）厳しい財政事情………………………………………………………………１

（６）団塊世代のUJIターン ………………………………………………………１

２　人口・世帯動向……………………………………………………………………２

（１）人口・世帯数・世帯人員の動向……………………………………………２

（２）人口動態………………………………………………………………………３

（３）少子高齢化……………………………………………………………………４

３　市の状況……………………………………………………………………………６

（１）地勢……………………………………………………………………………６

（２）歴史……………………………………………………………………………６

（３）産業……………………………………………………………………………６

（４）交通……………………………………………………………………………７

（５）地域の特性……………………………………………………………………７

第２章　住宅マスタープランの目的と位置づけ

１　住宅マスタープランの目的………………………………………………………９

２　住宅マスタープランの性格と位置づけ…………………………………………９

（１）性格……………………………………………………………………………９

（２）位置付け………………………………………………………………………９

３　計画期間…………………………………………………………………………１０

４　住宅マスタープランの基本体系………………………………………………１１

第３章　住宅政策の目標と課題

１　基本理念と基本目標……………………………………………………………１２

（１）基本理念……………………………………………………………………１２

（２）基本目標……………………………………………………………………１２

２　萩市の住宅政策課題……………………………………………………………１３

（１）借家世帯の居住水準の向上………………………………………………１３



（２）公共賃貸住宅ストックの適切な更新……………………………………１３

（３）適切な住宅情報の提供……………………………………………………１３

（４）住まいのバリアフリー化の促進…………………………………………１３

（５）高齢者及び障害者世帯が安心できる居住への取り組みの必要性……１３

（６）若い世代が安心して子育てが可能な住まいの確保……………………１３

（７）環境に配慮した住宅の整備………………………………………………１３

（８）防災・防犯性の向上………………………………………………………１４

（９）空き家情報の提供…………………………………………………………１４

３　住宅政策の基本方針……………………………………………………………１４

（１）安心できる居住環境………………………………………………………１４

（２）住み続けられる居住環境…………………………………………………１５

（３）生活を支える居住環境……………………………………………………１６

４　計画の実現に向けて……………………………………………………………１７

（１）市の総合的な取り組み……………………………………………………１７

（２）市民・事業者の役割………………………………………………………１８

（３）交付金制度等の有効活用…………………………………………………１８

第４章　市営住宅ストックの総合活用

１　目的と手法………………………………………………………………………１９

２　公共住宅の概要…………………………………………………………………１９

（１）住宅数………………………………………………………………………１９

（２）所有関係 …………………………………………………………………２０

（３）建て方・構造………………………………………………………………２１

（４）住宅の規模…………………………………………………………………２２

３　公共住宅の需要…………………………………………………………………２２

（１）市営住宅の管理戸数と募集状況…………………………………………２２

（２）公共住宅の戸数……………………………………………………………２５

４　ストック活用の基本目標………………………………………………………２５

５　具体的な活用手法の選定基準…………………………………………………２６

（１）選定フロー…………………………………………………………………２６

（２）選定基準……………………………………………………………………２７

６　各地域の公共住宅の状況………………………………………………………２８

（１）地域区分……………………………………………………………………２８

（２）各地域の公共住宅事情……………………………………………………３１

７　目標戸数…………………………………………………………………………３８

用語解説…………………………………………………………………………………６３



１　時代の変化と社会潮流

（１）少子高齢社会の進行
我が国の総人口は、近年の少子化等の影響により、平成１８年から減少に

転じており、また、高齢化の一層の進行によって、生産年齢人口が減少して
きています。
こうしたことから、今後の住宅政策においては、高齢者が安心して住み続

けられるような住環境づくりと若い世代が安心して子どもを生み育てられる
住環境づくりの両方を進めていくことが求められています。

（２）価値観・ライフスタイルの多様化
近年の社会経済環境のめまぐるしい変化に伴い、価値観やライフスタイル

が多様化し、物の豊かさよりも心の豊かさを重視する傾向にあります。また
人生８０年時代の到来や労働時間短縮など自由時間の増大により自己実現の
ための生活指向が高まっています。
このため、居住に対する価値観も変化しつつあり、親の世代から引き継ぐ

もののみでなく、その時の必要に応じて適切に確保していくものという考え
方もでてきています。

（３）環境問題に対する意識
近年は、オゾン層の破壊、酸性雨、温暖化など地域環境が悪化する中で、地球

規模での食料や資源・エネルギーの供給制約が大きな社会問題となっています。
そのため、環境への負担の少ない住環境社会への転換を図るとともに、自

然環境を保全し、人と自然が共生する社会を築いていくことが求められてお
り、生活の基盤である住まいにおいても、省エネルギー化やリサイクル化な
どが重要となってくることが予想されます。

（４）高度情報化社会の進展
情報処理技術や通信技術などの飛躍的な向上によって、情報化は著しく進展

しインターネット等も普及してきました。家庭内においても住宅情報を気軽に
入手できる状況にありますので、最新の情報を提供していく必要があります。

（５）厳しい財政事情
近年、三位一体改革に伴い地方交付税の縮減や国庫補助負担金の一般財源

化など財源の確保が不透明な状況にあります。また、人口の減少や少子高齢
化等により就労人口が減少し、地方税などの自主財源の充分な確保も見込め
ず、財政は厳しい状況下にあります。
今後も税収の大幅な伸びは期待しにくいことから、限られた財源の有効か

つ効率的、重点的な配分に努め、さまざまな政策課題に対応していく必要が
あります。

（６）団塊世代のＵＪＩターン
平成１９年から全国で団塊世代の定年によるUJIターンが考えられます。

－１－
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団塊世代の様々な相談に対応できる政策づくりや住宅施策として空地、空家
をどう活用していくかが今後の課題となっています。

２　人口・世帯動向

（１）人口・世帯数・世帯人員の動向
本市の人口は、国勢調査によると昭和３５年は約９万３千人（合併前の旧

７市町村の合計）でしたが、それ以降は減少しており、平成１７年では約５
万８千人となっています。昭和５０年から昭和６０年にかけて減少率がやや
低くなっていましたが、依然として減少傾向が続いています。近年は再び減
少率が高くなり、平成２年からは５％を超える減少率となっています。
今後はどのようにして人口減少に歯止めをかけるかが大きな課題です。
人口減少の要因としては、少子化、都市での労働需要の増大と価値観の変化に

よる若年層の流出、農林漁業等の低迷による後継者の流出などが考えられます。
世帯数は、以前は微増傾向にありましたが、平成１２年の国勢調査に比べ

て、平成１７年は若干減少しており約２万3千世帯となっています。
一世帯あたりの構成人員は、昭和３５年に１世帯当たり４．３８人でした

が、平成１７年では１世帯当たり２．５１人と世帯の核家族化による細分化
が進んでいます。

■人口の推移
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（２）人口動態
自然動態は、出生者数が平成１２年に比べて徐々に減っていますが、最近

は減少率が緩やかになっています。死亡者数はほとんど変化がありませんが、
死亡者数が出生者数を上回る状態は近年も続いています。
社会動態は、転出者数が転入者数を上回っており、ここ最近は特にその傾

向が顕著になっています。

■人口動態
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（３）少子高齢化
年少人口の減少、高齢者人口の増加で着実に少子高齢化が進んでいます。

特に、１５歳未満の人口が激しく減少する一方、６５歳以上の高齢者層が急
増しています。今後も、若年層の流出等の理由により、人口は減少すること
が予測され、少子高齢化が進むと考えられます。

－４－



■人口の推移
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３　市の状況

（１）地勢
本市は、面積６９８．８６裄で、山口県の北部に位置しています。周辺は、
北は日本海に面し、東部は島根県、南東部は山口市及び阿東町、西部は長門
市及び美東町に接しています。
地形は、南東部の中国山地から北西部の日本海に向かう傾斜地で、南部境

界付近に７００ｍを超える山々が連なっています。また、低地は、阿武川河
口部に形成された三角州と周辺地に少し見られ、丘陵地は、北東の臨海部に
比較的なだらかに広がっていますが、大半を山地が占めています。
河川は、東部には田万川・須佐川が、中部には大井川があり、日本海に注

いでいます。また南部では、阿武川が阿東町北部を源とし、蔵目喜川、佐々
並川、明木川などの支流を集め、三角州により松本川と橋本川に分かれ、日
本海に注いでいます。その他、小河川が直接日本海に注いでいます。
気候は、沿岸部においては対馬海流の影響を受け比較的温暖であり、中山

間部は盆地特有の気候で、変化に富んだ自然豊かな環境を有しています。

（２）歴史
本市の歴史は、古くは日本書記にも見られる長門国の五郡の一つ「阿武郡」
にさかのぼります。１０世紀前後には、長門国阿武郡は周防国と共に後白河
院の知行する阿武御領と呼ばれるようになり、東大寺の再建の際には東大寺
造営料国として用材の切出しが行われ、阿武川・大井川流域ではそれにまつ
わる言伝えも残されています。その後、大内氏・毛利氏による防長支配や広
くは中国地方の統治の時代が続き、廃藩置県に至るまでの２６０年間は、萩
藩と徳山藩の所領となり、萩城下町は毛利輝元公による開府以来、４００年
余の歴史を刻んでいます。
また、萩城下町や各地に居を定めた毛利家の家臣たちは、学問と教育活動

に力を注ぎ、明治維新の原動力となった吉田松陰をはじめ木戸孝允、高杉晋
作、伊藤博文など多くの逸材を輩出しました。
明治時代に入り、萩藩と徳山藩が統一され山口藩となり、山口・豊浦・岩

国・清末の４藩が山口県として統合されました。
明治２２年の「明治の大合併」では阿武郡内に２２の町村が誕生し、その

後いくつかの町村統合がなされ、昭和３０年には「昭和の大合併」が行われ
ました。この２つの市町村合併により、現在の萩市の基となった旧萩市・川
上村・田万川町・むつみ村・須佐町・旭村・福栄村が編成されました。
平成１７年３月６日には、この１市２町４村が合併し、新「萩市」となり

現在に至っています。

（３）産業
本市は、日本海に面し山地が大半を占めていることから、他の市町村と比

べて農業、林業、水産業等の第一次産業の割合が高い地域となっています。
地場産業の代表的なものとしては、萩焼や海産物があります。萩焼は４００
年以上の伝統があり、平成１４年に伝統的工芸品の指定を受けました。現在

－６－



も、市内にある１００余りの窯元が昔ながらの工程で茶器等を製造していま
す。また海産物としては、「萩の瀬付きあじ」、「須佐 男

み

命
こと

いか」ふぐ、蒲鉾、
ちりめん・いりこなど海の幸が豊富です。
また、本市は全国に知られた観光地ですが、観光客数は山陽新幹線が開通

した昭和５０年にピークを迎え、その後は減少傾向にあります。宿泊者数も
ここ１０年間は低減傾向ですが、修学旅行客数の減少が主な要因となってい
ます。現在、新幹線「のぞみ号」の新山口駅停車、萩博物館の開館等を機に、
観光客数の増加に努めています。

（４）交通
交通条件は、国道１９１号及びＪＲ山陰本線が市の北部を東西に走り、国

道２６２号は市街地から南東に向かって、国道３１５号は市の北東部から南
に向かって整備されています。
高速交通手段として、最寄りの高速道路のＩＣ（インターチェンジ）は美

祢市に、新幹線停車駅は山口市に、空港は萩・石見空港が島根県益田市に、
山口宇部空港が宇部市にありますが、いずれも市外に位置しており、萩市ま
での交通アクセスが悪く、これが経済的発展の阻害となっています。

（５）地域の特性
①萩地域
萩地域は、山口県の北部に位置し、阿武川の下流に形成された三角州を中

心に発達したまちで、日本海と中国山地に囲まれています。気候は比較的温
暖で、四季それぞれに応じた情緒をかもし出しています。
また、江戸時代に形づくられたまちなみが今なお残っており、「まちじゅ

う博物館」といわれるほどの歴史的遺産が数多くあります。

②川上地域
川上地域は、山口市を中心とした県央部と萩地域を中心とした県北部の中

間にあり、その面積の約９０％が山林です。平坦な土地が少なく、中心部を
流れる阿武川沿いに集落が点在しています。
特産品としては「ゆず」が代表的で、全国でも有数の「ゆずの里」となっ

ています。また、阿武川温泉や名勝「長門峡」など豊富な自然資源を活かし
た観光事業も展開しています。

③田万川地域
田万川地域は、山口県の北部に位置し、日本海に面した江崎地区から内陸

部の小川地区に拡がっています。江崎地区は主に漁業が盛んですが、小川地
区は梨・桃等の果樹を中心にする農業を主な産業とする自然資源の豊かな地
域です。
「道の駅・ゆとりパークたまがわ」や「田万川温泉・憩いの湯」には県内
外から多くの観光客が訪れています。

④むつみ地域
むつみ地域は、山口県の北東部、萩地域と津和野町の中間に位置し、その

面積の約７割を山林が占めており主要産業は農林業です。

－７－



この肥沃な大地と準高冷な気候条件を活かした良質米生産をはじめ、県内
シェア１位を誇る千石台だいこん、雨よけトマト「桃太郎」、高級メロンな
どの野菜及び肉用牛生産による複合経営を目指しています。
また山麓の自然を有効に活用した伏馬山の「昆虫王国」は、夏季に賑わい

をみせています。

⑤須佐地域
須佐地域は、山口県北東部に位置し、日本海に面した須佐地区から山間部

の弥富地区に伸びています。須佐湾一帯はホルンフェルス大断層や屏風岩、
多くの島が点在し風光明媚なところとして、北長門海岸国定公園に指定され
ています。
過疎化、高齢化が進む中で、活力のある地域づくりをめざし、さまざまな

事業を展開していますが、近年、特に「赤米」、「そば」を使った特産品づく
りや「須佐男命いか」のブランド化に取り組んでいます。
また自然がまるごと体験できる須佐湾エコロジーキャンプ場など、地域の

自然と特性を活かした都市との交流を積極的に進めています。

⑥旭地域
旭地域は、山口県のほぼ中央、中国山地の日本海側に位置し、萩市と防府

市を結ぶ国道２６２号など主要幹線が通っています。内陸山間部であるため
寒暖の差が激しい地域です。
江戸時代に萩藩毛利氏が参勤交代で萩から三田尻（現・防府市）に移動す

る道として萩往還が建設され、宿場として交通の要所となり発展しました。
萩往還は「歴史の道１００選」にも選ばれています。

⑦福栄地域
福栄地域は、山口県の北部に位置し、日本海沿岸より約４km内陸部の中山

間地帯です。平蕨台、羽賀台、長沢台、平原台などの台地が、この地域特有
の地形を作っています。
集落は、山裾に沿って点在しているところが多く、典型的な農山村の景観

を保持しております。主な産業は農林業でメロン・西条柿・ハクサイなども
栽培していますが、人口の減少や高齢化が進む中、「新規参入者の確保と育
成」「地域農林業のシステム化の推進」に積極的に取り組んでいます。
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１　住宅マスタープランの目的
住宅や住環境を取り巻く社会経済情勢は，少子高齢化や世帯の家族化の進行、

ライフスタイルや価値観の多様化、住宅の安全に関心が高まるなど変化する状況
にあります。
合併前の旧萩市においては、平成１３年６月に「公営住宅ストック総合活用計

画」、旧須佐町では、平成１２年３月に「住宅マスタープラン」及び平成１３年
３月に「公営住宅ストック総合活用計画」が策定されていましたが、その他の旧
町村においては、住宅に関わる計画はありませんでした。
このような状況から、本市の住宅の供給や住環境の形成の指針となる総合的・

体系的な計画として「萩市住宅マスタープラン」を策定しました。
「萩市住宅マスタープラン」は、平成１９年度から平成２８年度までの１０箇
年における計画で、高齢化率の増加・人口減少という状況のなかで現状を分析し、
合併後における地域の特性を活かした新たな住宅政策を的確に推進するための基
本方針を示すものです。
高齢化社会の到来と生活環境の変化は、住居及び住宅行政に多大な影響を及ぼ

します。また合併により本市の面積も広がりそれぞれの地域に合った住宅政策の
必要性が高まっています。このため市民が望む居住環境を維持していくためには、
どのような住まいが望ましいか再検討していく時期にあると考えます。
今後の住宅行政の推進に際しては、市民の意見・要望を聞きながら住宅に係る

さまざまな事業を的確にとらえ、官民一体となった取組みが求められています。
そのため本市では、今後の住宅行政の指針となる本市の特性を活かした住宅マス
タープランとなるよう計画を策定しました。

２　住宅マスタープランの性格と位置付け

（１）性格
この計画は、「萩市将来展望」における住宅政策を詳細にかつ体系的に示

した計画であり、住民に対し、住宅行政を総合的に推進するための基本的な
方向を示し、公民の役割分担によって実現を目指すものです。

（２）位置付け
萩市住宅マスタープランは、「萩市将来展望」を上位計画として本市の都

市計画や市街地整備、福祉等各分野の計画と連携した住宅部門に関する専門
的な計画と位置づけています。また平成１８年６月に住生活の安定・向上に
関する施策についての基本理念、国・地方公共団体等の責務等を定めた「住
生活基本法」が制定され、これに基づき策定される「山口県住宅マスタープ
ラン～山口県住生活基本計画～」と基本的な部分での整合性を図りつつ、本
市の特性を反映した計画となっています。
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第２章　住宅マスタープランの目的と位置付け



■計画の位置付け

３　計画期間
本計画の期間は、計画開始年度を平成１９年度、目標年次を１０年後の平成２

８年度とします。
なお、計画期間中において社会情勢の変化等に伴い住宅政策を変更する必要が

ある場合には、適宜計画の変更を行うこととします。
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４　住宅マスタープランの基本体系
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１　基本理念と基本目標

（１）基本理念
住まいは単に住む場所だけではなく、人々がさまざまな生活を営み、次の

世代へ引き継いでいくところでもあります。このことから、住まいは次のよ
うな性格を有します。
◆住まいは、人々が生活を営む必要不可欠な場所であること
◆住まいは、まち並みを構成する基本的な要素であること
◆住まいは、安全かつ快適であることが尊重される必要があること
◆住まいは、良好な居住環境を実現することにより、社会生活や地域社会を
形成する基礎となること

（２）基本目標
本市は、歴史・文化・自然に恵まれているまちであり、人にやさしい住み

やすいところです。
本市では、このような特色を活かして住宅マスタープランの基本目標を

「人にやさしいずっと住み続けられる居住環境の整備」と定め、自然と人と
の調和を保ち、すべての市民が心と心の交流を図りながら生き生きとした生
活を営み、萩市に住むことを誇りと感じ、いつまでも住み続けたいと思える
ようなまちづくりを進めてまいります。
そのため、萩市住宅マスタープランにおいては、この目標の実現を基本理

念とし、居住の面から「萩市将来展望」にも掲げてある「住宅供給体制の確
立」の実現に努めてまいります。
萩市住宅マスタープランでは、「人にやさしいずっと住み続けられる居住

環境の整備」の実現をめざし、以下の３つの基本方針を掲げます。
■基本方針１：安心できる居住環境
◆高齢者・障害者など誰もが安心して暮らせる住まいをつくる
◆子育てしやすい住まいをつくる
◆環境に配慮した住まいをつくる
◆市営住宅の適正な供給管理を進める

■基本方針２：住み続けられる居住環境
◆良質な住宅ストックを形成する
◆住まいの選択肢を広げる
◆住まい手を支援する

■基本方針３：生活を支える居住環境
◆快適な住まいとまちをつくる
◆防災性・防犯性の高い住まいとまちをつくる
◆地域の特色を活かした住まいとまちをつくる
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２　萩市の住宅政策課題

（１）借家世帯の居住水準の向上
本市の借家世帯の居住水準は年々改善されつつあるものの、特に老朽化し

た住宅には、持家世帯と借家世帯の格差がみられますので、居住水準の向上
を図ることが必要となります。しかしながら住宅の延べ面積などは、２２ペ
ージに掲載しているように、全国に比べると借家世帯の居住水準は若干高い
状況にあります。

（２）公共賃貸住宅ストックの適切な更新
本市では、平成１８年度末時点で１，０５７戸の一般募集用の市営住宅を

管理していますが、一部で耐用年数期限を経過している住宅もあり、建物の
老朽化もみられます。
また県営住宅は４６９戸あり、引き続き県との連携を図りつつ公共住宅の

適切な更新を行うことが必要となります。

（３）適切な住宅情報の提供
本市では、インターネットによる市民への住宅情報の提供を行っています

が、今後は、市民をはじめ住宅関連事業者・行政等が相互に情報交換できる
ネットワークづくりを考えていく必要があります。

（４）住まいのバリアフリー化の促進
本市は、平成１７年国勢調査における高齢化率が３１．６％と全国平均を

上回る高齢化がみられます。また障害者にも安心して暮らせる住まいを確保
すべく、転倒などを防ぐ高齢者・障害者向け設備を備えた住宅が求められて
います。

（５）高齢者及び障害者世帯が安心できる居住への取り組みの必要性
高齢者や障害者のみの世帯は、民間の借家を利用する際に入居拒否があっ

たり、住宅に手すりがなかったり段差があると住み続けることが困難となる
ことも考えられます。また低所得者層では家賃の値上げ等により安心して住
み続けることが困難になる場合があります。このようなケースに対処できる
住宅政策が求められています。

（６）若い世代が安心して子育てが可能な住まいの確保
一般的には、「結婚」「出産」「育児」「就学」といった家庭の状況変化に伴

い、徐々に規模の大きい住宅が必要となります。しかしながら持ち家に比べ、
公共・民間とも借家の延べ面積は一般的には狭い傾向にあります。本市の公
共住宅の世帯にも子どもを持つ世帯は多数あり、若い世代が安心して子育て
ができる住宅の整備が求められています。

（７）環境に配慮した住宅の整備
近年の温暖化など環境が悪化する中で、地球規模での資源・エネルギーの

供給制約が大きな社会問題となっています。このため資源の有効利用の観点
から、住宅にあっては省エネルギーに配慮した住まい方やリサイクルのあり
方、住環境にあっては緑化等の面から適切に対応していく必要があります。
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（８）防災・防犯性の向上
台風や地震などの自然災害や火災などに対する防災性、住宅への侵入等の

犯罪に対する防犯性の向上が求められています。
災害・犯罪は、住民の生命財産に直接かかわることですので、今以上に対

策を検討していく必要があります。

（９）空き家情報の提供
総務省統計局の平成１５年住宅・土地統計調査によると萩地域だけでも空

家が２，４９０戸あり、今後、定住促進を図るとともに、家屋の廃墟による
市内景観の悪化などを防ぐため、市内の不動産関係団体と連携して、団塊の
世代、新規就農者や新規漁業就業者等へ萩市定住支援サイトなど各種メディ
アを通じて空き家情報を発信し、空き家に関する相談体制の整備を図ってい
く必要があります。また地方での暮らしに関心が高まっており、今後の需用
も見込まれますので、定住促進対策が重要視されます。

３　住宅政策の基本方針

（１）安心できる居住環境
①高齢者・障害者など誰もが安心して暮らせる住まいをつくる

高齢者や障害者などが、住み慣れた地域で健康で生き生きとした生活を
送ることができるよう高齢者や障害者の生活に配慮した住宅改善や住宅供
給を進めるとともに、誰もが安心できる住まいづくりに取り組んでいきま
す。
◆バリアフリー化の促進
家庭内での事故を未然に防止し、高齢者や障害者を含め、誰もが安全、
安心に暮らすことのできる住まいをつくるため、住まいのバリアフリー
化に関する住宅相談や介護保険・福祉制度を活用した既存住宅のバリア
フリー化の普及を図ります。
また建築士やリハビリテーション専門員等の専門職で構成されるリフ

ォームヘルパーチームの活用を推進し、改修案の検討から改修後の確認
までのフォローアップをします。
◆高齢者・障害者などが安心できる住まいの供給

手すりの設置や段差を少なくするなど住宅構造・設備に配慮し、住宅
のユニバーサルデザインの普及啓発に努め高齢者・障害者などが安心し
て居住できる住宅の供給を進めます。また高齢者・障害者の自立支援の
ためのグループホーム等の普及促進に努めます。
高齢化率が高まっている状況において、公営住宅の供給の際には、高

齢者世帯が安心して快適に生活できるよう、LSA（生活援助員）が支援
を行うシルバーハウジングの整備を検討します。
◆安全確保の情報提供

市民へのシックハウス・アスベスト等に関する情報提供を引き続き行
い、住環境の安全を確保します。
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②子育てしやすい住宅環境の整備
若い世代が安心して子どもを産み育てることができる環境をつくるた

め、子育てに配慮した住環境の整備を検討します。
◆子育てに適した良質な住宅環境の整備

若い世帯が安心して子供を産み、育てるために子育てに適した規模や
間取りを検討していきます。

③環境に配慮した住まいをつくる
本市の特徴である伝統的なまちなみ保全や良好な景観の形成を促進し、

自然に対する負荷を最小限に抑え、環境に配慮した美しい市街地環境の整
備と街なか居住の促進に努めます。
◆環境にやさしい住まいづくり

住まいづくりにおいて、環境に配慮した住宅の普及啓発と環境に配慮
した住まい方の促進を図ります。

④市営住宅の適正な供給管理を進める
住宅困窮者のための住まいである市営住宅は、安心して生活を営める基

礎的な役割を担っています。
そのため既存の市営住宅ストックの総合的な活用を進めるとともに、Ｐ

ＦＩ導入や借り上げ住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅を検討するなど適切
な供給体制を確立します。
また住宅困窮者世帯の入居機会の拡大に努めるため、高額所得者などに

住み替えを勧めます。
◆住宅の延命化

市営住宅を定期的に調査し、特に老朽化した木造公共賃貸住宅など改
善が遅れている住宅の建替えや改修などを促進し、居住水準の向上を図
りつつ維持修繕等を適正に行い延命化を計画的に図ります。
◆適切な市営住宅の供給、更新等

本市の公営住宅の需要状況を把握し、供給とのバランスを勘案した上
で、市営住宅の供給の目標量を定めるとともに、適切で良質な市営住宅
ストックの更新を進めてまいります。
◆適切な市営住宅の管理

限られた住宅ストックを有効に活用するため真に住宅に困窮する世帯
が入居しやすくなるように、引き続き公平・公正な入居管理を進めてい
きます。

（２）住み続けられる居住環境
①良質な住宅ストックを形成する

シルバーハウジングなど世帯の状況にあわせて住まいを選択できるよう
多様化する市民ニーズに対応できる住宅ストックの形成を目指します。
高い耐久性と維持が容易であるなど、良質な住宅ストックの適切な保持

と活用を推進していきます。
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②住まいの選択肢を広げる
市民の居住ニーズは、それぞれのライフステージにより変化し、また

様々なライフスタイルは、居住ニーズの多様化をもたらすことから、充実
した住まいの選択肢が整っていることが重要です。
そのため住宅ストックの流動化を図るとともに、新たな住まい、住まい

方を検討していきます。

③住まい手を支援する
住み続けられる住まいとするためには、住む人自らが住まいの改善を考

え、住まいづくりを進めていくことが大事です。
そのため住宅のリフォームや住宅性能評価に関する窓口の紹介など情報

提供を促進し、主体的に住まいづくりに取り組めるような環境の整備に努
めます。

（３）生活を支える居住環境
①快適な住まいとまちをつくる

本市の特性を活かした景観づくりのため、住環境の整備、形成、保全の
ための事業や、規制、誘導制度の活用を図り、特に、本市の豊かな自然環
境と融合した住環境の形成に努めます。
快適な住まいとまちをつくるために、住宅に隣接する道路、公園等の都

市基盤の整備計画との連携を深め、市の「景観計画」に基づく景観形成基
準に適合した住宅の整備を検討してまいります。

②防災性・防犯性の高い住まいとまちをつくる
◆耐震診断・改修

新耐震基準（昭和５６年６月１日施行）以前に建築された公営住宅を
対象として、住まいの耐震診断を実施するとともに、耐震改修を推進し
てまいります。
なお耐震診断については、該当する市営住宅（玉江浦団地２０戸、大

島団地８戸及び玉江改良住宅６戸）を平成１８年度に診断しました。
そのうち耐震改修が必要な住宅については、今後、計画的に改修を推

進してまいります。
また民間の木造住宅で行う耐震診断及び耐震改修を奨励します。

◆住宅用火災警報器の設置
住宅火災から死者を減少させるため消防法の改正により住宅の関係者

に住宅用火災警報器の設置、維持が義務づけられました。
既存の市営住宅については、住宅用火災警報器の設置を国の交付金を

活用し、平成２２年度までに計画的に進めるとともに、防災性の高い住
宅ストックの形成を図ります。また民間住宅についても住宅用火災警報
器の設置について普及啓発を進めてまいります。
さらに住宅の災害時における基礎的安全性の確保を図るため、防災関

係機関との連携を図り、迅速に対応できる体制づくりを推進していきま
す。
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◆自然災害への対応
台風や地震など自然災害が発生した場合には、直ちに住宅の調査にあ

たり、防災機関との連携をスムーズに行い適切な処置が図れるよう、今
以上の体制強化を図ります。また災害が発生する可能性がみられる既存
の市営住宅については、用途廃止及び改修を早急に進め、新築について
は高耐久性に優れた住宅の普及に努めてまいります。

■災害発生時の連携図

◆防犯性の向上
安心・安全なまちづくりのため住宅の防犯性の向上を図る普及啓発に

努めます。

③地域の特色を活かした住まいとまちをつくる
自然と歴史・文化を活かした本市ならではの個性豊かで魅力的な住まい

づくりまちづくりを進めることにより、次世代が住み続けられる良好な住
宅環境の形成を図ります。また地産・地消という観点から建設資材の地元
木材の使用を促進するなど経済の活性化を図ります。
本市には、老朽化して建替えが必要な公営住宅がありますが、これらの

建替えにあたっては土地の有効利用及び環境保全、住環境と調和したまち
づくりを計画的に進めてまいります。

４　計画の実現に向けて

（１）市の総合的な取り組み
住宅施策の推進にあたっては、市の関係部門が協力して、国や県との連携

を図りつつ総合的に推進していきます。その際に民間に対しても積極的に情
報を提供し意見を求めます。

①市民参加の促進
萩市の地域特性に合致した居住環境の整備を進めるため、住まいづく

り・環境づくりに関する情報提供を通じて、市民の住まい・まちづくり運
動の支援と参加の機会を提供し、市民の参加と協力を求めます。

②総合的な住宅政策
この住宅マスタープランに基づく良好な住まい・まちづくりを行ってい

くため、民間住宅の活用と公共住宅の政策との連携を推進していきます。
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③財政基盤の確立
住宅マスタープランに基づいた住宅施策を推進していくには、それを支

える財政基盤の確立が最も重要であり、国・県の補助金等に頼るだけでな
く、市の財政的安定が不可欠です。
住宅施策関連の事業は多くの財政負担を伴うため、事業に対する事前評

価を行い費用対効果を充分見極め、住宅コストの縮減に努めるなど事業を
効率的・効果的に行っていくよう努めます。

（２）市民・事業者の役割
「人にやさしいずっと住み続けられる居住環境の整備」を実現するには、
行政だけの力では不可能です。市民と民間企業等が居住環境の現状と課題に
関心を持ち、住まいづくり・まちづくりに主体的に参加していただくよう周
知徹底を図ります。

①市民の参加と協力
良好な居住環境の整備を進めるには、行政の施策の推進のみならず、市

民の自助努力が求められることになります。地域ごとの特性を活かした安
全で快適な地域社会を実現するには、市民一人ひとりが住まいづくり・ま
ちづくりに主体的に参加できるような体制づくりを促進します。

②企業・個人事業者等の参加と協力
民間企業や個人事業者等は、地域社会を構成する重要な一員として自覚

を持ち、活力ある地域づくりに積極的に取り組んでいただくよう促します。

（３）交付金制度等の有効活用
住宅政策を総合的かつ計画的に行うための住宅マスタープランの推進にあ

たっては、国・県との協力体制をより一層強化します。
国・県には実効性の高い住宅施策の実現及び財政の安定を図るための地域

住宅交付金等や、県営住宅の整備や建替え及び公共住宅のストックの有効活
用を要望します。
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１　目的と手法
住宅ストックの改善、建替え等については、量的充足とともに少子高齢社会に

対応した住宅として、各関係機関の計画に配慮した住宅の整備を行うものとしま
す。
住宅ストック活用のための手法は、建替え、改善（全面的改善、個別改善）、

維持保全、用途廃止といった適切な手法を選択していきます。

２　公共住宅の概要

（１）住宅数
◆市営住宅

一般募集用の市営住宅は、平成１８年度末で５６団地あり、管理戸数は
１，０５７戸ですが、そのうち公営住宅法に基づく市営住宅（一般住宅３
０戸を除く）は、１，０２７戸あります。この公営住宅法に基づく市営住
宅のうち耐用年数を経過した市営住宅が、２１７戸で全体の２１．１％に
あたり、建物の老朽化もみられます。このため建替えや住宅ストックを有
効に活用すべく市営住宅の需要に応じた目標を定める必要があります。
◆県営住宅

山口県住宅マスタープランによると、平成１８年度から平成２７年度ま
での県内の公営住宅の供給の目標量を１６，３００戸と定められています。
また市内の県営住宅は、平成１８年度末で５団地、管理戸数は４６９戸

です。今後も県営住宅の建替えが予定されています。
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（２）所有関係
◆持ち家

平成１７年国勢調査によると、全国の住宅に住む一般世帯（「寄宿舎・
寮や病院・学校・旅館・会社・工場・事務所など」以外）４８，１６８，
３０９世帯のうち持ち家に住む世帯は、２９，９２７，４４３世帯で持家
率は６２．１％です。山口県は、住宅に住む一般世帯５７９，８０５世帯
のうち持ち家に住む世帯は、３８８，３４７世帯で持家率は６７％です。
萩市の住宅に住む一般世帯２２，７０９世帯のうちの持ち家に住む世帯は、
１６，４１９世帯で持家率は７２．３％と全国や山口県に比べて高くなっ
ています。

■持ち家世帯

◆借家
民営の借家に住む世帯は、全国が１３，００４，５５３世帯で住宅に住

む一般世帯の２７％です。山口県は、１２４，４６１世帯で住宅に住む一
般世帯の２１．５％です。これに対して萩市が４，０５３世帯で１７．
８％の割合となっています。また公営の借家に住む世帯は、全国が３，１
７４，０２９世帯で６．６％、山口県は４２，３２４世帯で７．３％、萩
市が１，４０３世帯で６．２％の割合となっています。
萩市は、持家率は高く民間の借家に住む世帯が少ないといえます。

■民間の借家世帯
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■公営の借家世帯

（３）建て方・構造
◆一戸建住宅
住宅の建て方別に住宅に住む一般世帯をみると、一戸建は全国では２７，
５３３，０６６世帯で一般世帯の５７．２％、山口県は４０６，９２６世
帯で一般世帯の７０．２％、萩市は１８，６６２世帯で一般世帯の８２．
２％と高い割合となっています。

■一戸建住宅の世帯

◆公共住宅
共同住宅は全国では１９，０１４，４７８世帯で一般世帯の３９．５％、
山口県は１４９，２１１世帯で一般世帯の２５．７％、萩市は２，９５７
世帯で一般世帯の１３．０％と低い割合となっています。

■共同住宅の世帯
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（４）住宅の規模
◆延べ面積

住宅に住む一般世帯の１世帯当たり延べ面積は全国では９１．８㎡、山
口県は１０１．２㎡、萩市は１０９．６㎡です。
住宅の所有の関係別にみると、持ち家世帯は全国では１１９．８㎡、山

口県は１２６．３㎡、萩市は１３０．２㎡です。また民営の借家に住む世
帯は全国では４２．８㎡、山口県は４８．２㎡、萩市は５３．３㎡です。
公営の借家に住む世帯は全国では５１．５㎡、山口県は５０．５㎡、萩市
は５７．３㎡でいずれも萩市が若干広くなっています。

■住宅の延べ面積

３　公共住宅の需要
本市は、全国に比べると第一次産業就業者数の割合が比較的高く、農林漁業の

盛んな地域であるといえます。しかしながら、第一次産業は減少傾向にあり、一
方で第三次産業は増加傾向にあります。
市内には企業も少なく、かつ個人の所得水準も低いことから、市営住宅の申し

込みについても所得の低い世帯が多い傾向にあります。また、人口が減少してい
るにもかかわらず、高齢者世帯の増加も公営住宅の需要が減らない要因になって
いると考えられます。

（１）市営住宅の管理戸数と募集状況
一般公募を行っています市営住宅の管理戸数は、平成１８年度末で１，０

５７戸です。
最近の市営住宅の申し込み状況をみると、応募倍率については募集毎に変

動がみられますが、平成１８年度は年間で３２戸の住宅募集を行い、それに
対して３２２件の応募がありました。平均すると倍率は約１０．１倍となり
ます。萩地域以外の倍率はあまり高くありませんが、萩地域においては、約
２１．５倍と高い倍率となっています。
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■最近の市営住宅応募状況
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（２）公共住宅の戸数
平成１７年国勢調査による萩市の人口５７，９９０人のうち公営の借家の

世帯人員は３，２８４人で、５．７％の人が公共住宅に住んでいることにな
ります。
公営の借家の世帯人員３，２８４人に対して、公営の借家の世帯数が１，

４０３世帯ですので１世帯当たりの人員は、２．３４人となります。

■世帯数と世帯人員

４　ストック活用の基本目標
ストック活用の基本目標は、現在の管理戸数、申し込み状況等を勘案して定め

ます。
◆既設老朽住宅対策の推進

老朽住宅については、需要等を把握し必要に応じて用途廃止または建替
えを検討します。
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◆高齢者に対応する住宅施設
高齢化社会に対応するため、今後、建設される市営住宅のなかで中層

（３階）以上となる住宅については、全て高齢化対応（スロープ、手すり
の設置、段差の解消、廊下及びトイレ等入口の幅を十分確保する等）の仕
様とします。
シルバーハウジングによる市営住宅は、既に玉江団地に建設し、さらに

平成１９年度には無田ヶ原口団地Ｂ棟にも併設します。今後も増加すると
考えられる高齢者単身及び夫婦世帯が、自立して安全かつ快適な生活を営
むことが出来るよう住宅施策と福祉施策の連携のもとに計画を進めてまい
ります。
◆住宅の品質又は性能の維持及び向上

市営住宅の安全性、耐久性を保つなど住宅の品質又は性能を維持し、必
要に応じて性能向上も図っていきます。
◆萩市景観計画及び萩市環境基本計画に配慮した住宅整備

地域によっては、建替え等により景観を阻害するような安易な住宅の高
層化は避ける必要があります。萩市景観計画及び萩市環境基本計画に配慮
した住宅整備を図ります。

５　具体的な活用手法の選定基準

（１）選定フロー

１次判定（住棟及び団地単位の政策的判断）
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活用計画に基づく計画的な改善

（２）選定基準
１次判定の指標と考え方
１次判定により、従前建物の老朽化等により現状のまま継続利用すること

が不適切となった団地については、「建替」による団地として再整備の適否
を、その立地の高度利用の必要性・可能性および地域の公営住宅需要から政
策的に判断します。
従前建物を継続利用する場合は、構造と経過年数を調査し安全性を確保し

ます。
団地としての再整備が不適切な場合は、「用途廃止等」のうえ、他用途へ

の転換や用地処分を検討することとなります。
ただし、計画期間中に不測の事態により事業実施が困難になる場合もあり

ますので、必要に応じて個別改善を行い事業実施の見直し等を行います。

①構造及び経過年数
◆耐火構造

耐火構造（公営住宅法上の耐用年限７０年）の場合、経過年数４５年
目までは全面的改善、４５年目以降は投資効率の面で維持保全と建替え
を検討し、状況に応じて判断します。
◆木造・準耐火構造

耐火構造に比べて構造躯体の耐久性が劣るため、耐用年数(公営住宅
法上の耐用年限 木造３０年　準耐火構造４５年）を経過した団地は、建
替えまたは用途廃止を検討します。

②高度利用の必要性・可能性
高度利用の必要性・可能性は、用途地域を考慮し、団地の位置条件、敷

地規模及び形状等で住宅整備の必要性を判断します。

③地域の市営住宅需要
地域の市営住宅の需要は、応募者、倍率及び地域性等により需要を判断

します。
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■建築年代別構造別手法選定の基本的考え方と１次判定の概念図

６　各地域の公共住宅の状況

（１）地域区分
住宅市街地の整備にあたっては、土地利用の形態、資源、特性等により、

いくつかの生活単位となる地域で区分して、地域資源や拠点性、基本骨格な
どから地域の構成を明らかにし、それぞれの実情に基づいて地区整備の将来
方向と連携した施策を推進する必要があります。
合併後、広域化された本市の住宅事情は、地域毎にみると次の様な状況に

あります。
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■地域区分図
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（２）各地域の公共住宅事情
①萩地域
◆無田ヶ原口団地

現在、公営住宅については計画的に維持保全、建替え等を行っている
中で、無田ヶ原口団地Ａ棟が平成１６年度に完成しました。平成１７年
度からは福祉施設を併設したＢ棟の建設に取りかかっており、平成１９
年度には２４戸が完成予定です。
今後の予定としては、Ｃ棟２０戸・Ｄ棟２０戸・Ｅ棟１８戸・Ｆ棟２

４戸・Ｇ棟１６戸の建設を検討しています。そのうちＣ棟２０戸及びＤ
棟１５戸については、無田ヶ原口団地の既存入居者のための建て替え等
であり、Ｄ棟５戸から残りが新規入居者用となります。

◆県営住宅中津江団地
中津江では、県営住宅の建替えを平成１２年度から着手しＡ～Ｄ・

Ｇ・Ｈ棟まで完成していますが、Ｅ棟が平成１９年度に完成する予定で
す。団地内には福祉施設、シルバーハウジングが建設されています。ま
た今後、Ｅ棟２４・Ｊ棟２４戸の建設が計画されています。
◆耐用年数の経過

耐用年数を経過した木造、準耐火建築物が多く、大半が木造住宅であ
り維持管理に苦慮しています。

②川上地域
◆白上団地

白上団地は、ダム建設による移転者が入居しており入居者の高齢化が
進んでいます。
白上団地の１号～１０号は老朽化しており８号と９号は現在、空き家
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で特に老朽化が進んでいるので解体を考えています。今後も空き家があ
った場合は入居停止します。１１号～２０号は建替えを検討しています。
白上団地も含めた周辺一帯がひとつの自治区となっており用途廃止は考
えていません。

◆堂河内団地
堂河内団地は、外壁からの雨漏りがありましたが、一部は改修し残り

は年次計画を立て改修していきます。
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③田万川地域
◆船隠団地

船隠団地の非現地建替えを遠見団地において検討しており、遠見団地
の宅地分譲もあわせて考えています。

◆大沢団地
大沢団地は、平成１２年から平成１４年にかけて建設された住宅で当面

の間は維持管理を続けていきます。
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◆おそ吹原団地
おそ吹原団地の外壁杉板からの雨漏り及び屋根の雪止めが問題になっ

ていますが、計画的に改修していきます。

④むつみ地域
◆平草団地

平成９年度に平草団地が完成し、むつみ地区の公営住宅は充足してい
ると考えられるため、当面は住宅建設についての計画はありません。

◆教職員住宅の空家活用
既存住宅の維持管理を継続する一方、教職員住宅の空き家活用につい

て検討していきます。
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⑤須佐地域
◆弥富団地

弥富団地の非現地建替えを考えていますが、現在の入居者には高齢者
が多く、家賃も低額であるため建替えにより家賃があがることもあり入
居者の状況等も踏まえ検討します。また新規入居者の見込みや教員住宅
の空き家利用についても検討していく必要があります。

◆浦東団地
浦東団地の建替えも考えていますが、建替え予定地が漁港施設用地内

であるため国からの払い下げにより購入する必要があります。また解体
後の土地利用についても考えておく必要があります。
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⑥旭地域
◆佐々並地区

佐々並地区には市営住宅がありませんが、平成１９年度には旧教職員
住宅の空き家を改修し、一般住宅として活用し、当面の需要に対応する
計画です。

◆明木地区
明木地区についてはすでに公営住宅があり今のところ建設予定はあり

ません。
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⑦福栄地域
◆定住促進

定住促進のため中堅所得者層を対象とした特定公共賃貸住宅桜団地５
棟を平成１８年度に建設しました。その後については当面、市営住宅の
建設計画はありません。

◆教職員住宅の空家活用
教職員住宅の空き家が福井地区・紫福地区にあり、これをどう活用す

るかが課題となっています。また鎌浦の小学校跡地を住宅地として有効
利用できないかという意見もあり、地区の需要や今後の施策と照らし合
わせ検討していく必要があります。
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７　目標戸数
従来の住宅建設計画法に基づく「公営住宅の建設戸数」を定めるという方法は

廃止され、平成１８年６月に住生活基本法が制定されたことにより「公営住宅の
供給の目標量」を設定するという方法に変わりました。よって住宅建設を重視し
た「量」の政策方針から住生活の「質」の向上を図る政策への転換が求められて
います。
萩市においても既存の市営住宅だけでなく民間の空き家や教員住宅等用途変更

も考慮し、総合的かつ計画的に良質なストックを将来世代へ継承していくことが
不可欠と考えられます。
現状としては、老朽化が顕著な住宅や需要が見込まれる住宅については、優先

的に建替えを検討し、老朽化し需要の見込まれない住宅については用途廃止をし
ていきます。
市の健全な財政運営を進めていくためにも財政負担をなるべく少なくしていく

必要があり、民間の空き家ストックの活用や県営住宅の建替えによる住宅戸数の
確保、また公営住宅のおける収入超過者については、住み替えないし退去を促す
等、新規の市営住宅の建設は最小限に留めるという方針です。
将来における人口減少・世帯数の減少が予想されますが、年金暮らしの高齢者

の生活費の負担が増加する傾向にあり、また低所得者層が安心して暮らせる居住
環境を引き続き確保する必要性もあることから、市営住宅ストックの維持保全に
重点をおき、延命化に努めてまいります。
以上のような状況を考慮し、平成２８年度における一般募集を行う市営住宅の

供給目標戸数を１，０７９戸とします。木造住宅については、老朽化した住宅が
多く、用途廃止等により現状の３６４戸から１０年後の目標戸数を２８４戸とし
ます。鉄筋コンクリート造の住宅については、無田ヶ原口団地の建替え等により
現状の３７３戸から１０年後の目標戸数を４９５戸とします。鉄骨造の住宅につ
いては、現状数を維持する予定です。補強コンクリートブロック造については、
堀内天樹院と北古萩団地の用途廃止により、現状の３１１戸から１０年後の目標
戸数を２９１戸とします。
その他、一般募集以外の普通住宅、教職員住宅、医師住宅、警察住宅及び新規

就農住宅は１３２戸ありますが、これらの住宅についても維持保全、用途変更・
用途廃止の検討を行ってまいります。特に老朽化し需用が考えられない教員住宅
のうち２戸を用途廃止し、一般募集以外の市営住宅の供給目標戸数を１３０戸と
しました。
今後、需要の状況に応じて用途変更が考えられる住宅は、一般住宅として募集

することを検討していきます。
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■市営住宅管理戸数
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■市営住宅目標戸数

－41－



－42－



－43－



－44－



－45－



－46－



－47－



－48－



－49－



－50－



－51－



－52－



－53－



－54－



■その他の市営住宅管理戸数
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用語解説

ＬＳＡ
シルバーハウジングや高齢者向け優良賃貸住宅等で高齢者の日常生活支援に

携わる生活援助員のことです。

グループホーム
グループホームとは、住み慣れた地域でその人らしく生活をするために、障

害をもつ人や認知症高齢者がその様々な状態や需要に応える体制づくりのひと
つです。グループホームでは家庭的な雰囲気の中で、自分たちで出来ることは
できるだけ自分でする事をこころがけます。

高齢者向け優良賃貸住宅
高齢者が安全に安心して居住できるように、「バリアフリー化」され、「緊急

時対応サービス」の利用が可能な民間活力を活用して供給する賃貸住宅です。
また、高齢者の生活を支援するために、任意の付加的サービスを提供したり、
社会福祉施設等を併設することで、より安心して住み続けられる住宅とするこ
ともできます。

住生活基本法
住生活基本法は、平成１８年６月に施行された法律で、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、並びに国及び地方公
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るこ
とにより、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、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ます。

住宅性能評価
見かけでは簡単に分からない地震・台風への強さ、省エネルギー対策、高齢

者になったときの使いやすさなどの住宅性能を共通の基準で評価すること。

シルバーハウジング
住宅政策と福祉政策との連携による高齢者向け住宅。独立して生活するには

不安があるが、生活相談などの生活上の援助があれば、自立した生活を営める
６０歳以上の独身者、あるいはどちらかが６０歳以上の夫婦が安全かつ快適に
生活できるよう設備・構造面及び運営面での配慮がなされた公的賃貸住宅。

新耐震基準
建築基準法（昭和56年6月1日施行令改正）に基づく耐震基準。昭和56年6月1
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日以降に建築確認を受けた建物（マンションを含む）は同時点の耐震基準を満
たしていることになります。昭和56年5月31日以前に建築された建物であって
も、特に指定して新耐震基準で新築した場合や耐震補強工事等により新耐震基
準を満たしていることもあります。

地域住宅交付金
地域住宅交付金制度は、地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的

な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら
総合的かつ計画的に推進するための支援制度として平成１７年度に創設されま
した。

萩市定住支援サイト
「萩ふるさと応援団」と題して萩市の空き家情報などの住まい情報を掲載し
たホームページ

ＰＦＩ
「PFI（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティ
ブ）」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及
び技術的能力を活用して行う新しい手法です。

ＵＩＪターン

都市部の居住者が地方へ移住する行動パターンの総称。U ターン・J ター
ン・I ターンを合わせた語。U ターン（故郷に戻ること）。J ターン（地方出身
の都市部の居住者が，出身地に近い中核都市に移住して定職に就くこと）。I タ
ーン（もともと都市部に住んでいた人が，地方に移住し定職に就くこと）。

ユニバーサルデザイン
あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利

用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。

ライフスタイル
個人や集団の生き方。

ライフステージ
人の一生を少年期・青年期・壮年期・老年期などと分けた、それぞれの段階。

リフォームヘルパーチーム
身体障害者の住宅改造に関する相談、助言を行う建築士、作業療法士、介護

福祉士等。
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人にやさしいずっと住み続けられる居住環境の整備

萩市建設部建築課

〒758－8555 山口県萩市大字江向510番地
ＴＥＬ 0838－25－2314

http://www.city.hagi.yamaguchi.jp/hagicity


