
 

居住施策に関する意見交換会 議事概要 

 

テーマ：家族像の変化に対応した住宅供給について 

日 時：平成 26 年 3 月 3日（月）15：00～17：00 

場 所：愛知県東大手庁舎4階 408会議室 

参加者：後藤澄江（日本福祉大学教授） 

一般社団法人ナゴヤハウジングセンター（会長 片山智有、事務局長 生駒浩一） 

パナホーム株式会社（住生活・デザイン部部長 松岡繁、中部営業推進グループチーフ

マナージャー 杉本健二） 

独立行政法人都市再生機構中部支社（住宅経営部ストック活用・ウェルフェアチームチ

ームリーダー 中尾唯史、チーム 伊藤宏泰） 

愛知県建設部３名、事務局（愛知県住宅計画課３名、コンサルタント２名） 

 

課題等提案者からの課題・施策提案等                            

■後藤澄江（日本福祉大学教授） 

□はじめに 

・家族の形態や機能の多様化、家族が持てる人／持てない人・経済的に恵まれている人／恵まれ

ていない人といった格差、ある時は家族と一緒に暮らし／ある時はそうではないといった家族

の不確実性や単身化が進んでおり、典型的な住まいや家族を描きにくい時代になってきている。 
・家族生活のみを前提としない、個人のライフコースに応じて直面するそれぞれの課題を踏まえ

た新たな暮らし方やケアの在り方をローカルな場で創り出していくことが必要になってきてい

るというのが大きな前提としてある。 
□ケアの視点から見る住まいのあり方 

・かつての典型的家族像のもとでは、子育てや介護といったケアは家族が担うことが原則だった

が、少子高齢化や家族の変容によって、親による子育てや家族による介護のみでは子供や要介

護者高齢者に対するケアが不足状態に陥ることが明らかとになっている。 
・子供や要介護者高齢者の「生活の質」を維持するうえで、生活支援サービスをお金で購入した

り、行政の福祉支援を受けたり、さらには近隣・ボランティアによるインフォーマルケア１）を

活用して、ケアを充足することが不可欠となっている。 
・家族以外の担い手による在宅ケアを受けるためには、住まいから外に出掛けてサービスを受け

ることもあれば、要介護度が増してくると家族以外の人に住まいに入ってもらうこともあり、

その組み合わせが必要になる。 
・このような流れの中で、家族以外の人が入ることを前提としていない既存の住まいがバリアと

なってサービスの支援を利用できない場合、もしくは、同居している家族が拒否する場合、さ

らに、近隣で活用できる子育てや介護等のケアのサービス・支援が不十分な場合は、ケアの整

備水準が低いためにそこに住み続けられない等の問題が浮上している。 
□変わる家族とケア（子育て・介護）の不足 

・愛知県のなかでも地域によって差はあるが、世帯規模が縮小し世帯構成比が変化している。単

独世帯も高齢者のみでなく若者も含めて 2030 年には世帯全体の 1/3 となる見込み。 
・子供のいる世帯割合の減少、共働き夫婦世帯（DEWKS２）と DINKS３））やひとり親世帯の増



 

加、高齢の親と成人の未婚者や離婚した子供の同居の増加、一番大きい問題として高齢夫婦世

帯や高齢単独世帯の増加があり、世帯形態の単身化・小規模化と多様化が進んでいる。世帯形

態の変化に見合った形でどう住宅を整備していくか。 
・子育てや高齢者の住宅という面では住宅政策と福祉政策の連携は進歩してきているが、ケアが

導入しやすい住まい・外部のケアを利用しやすいまちづくりの面ではまだ課題が残っている。

住宅政策であるとともに福祉政策の推進へどう寄与できるか。ビジョンや意義を相互共有・相

互評価することが非常に大切な時期になっている。 
□高齢者の住まい・まちへの愛着や介護サービスの利用意識 

・高齢者の住まい・まちへの定着意向や愛着が強いことはいいことではあるが、大きな住まいに

高齢者がひとりもしくは二人で住み続ける、病院に入院し空き家のまま放置しているといった

現状もあり、これからの時代を考えると手放しでいいとは言えない。 
・男性は女性に比べて介護の経験が少なく、将来の在宅介護に不安を高めている。 
・男性よりも女性の方が地域での付き合い、交流は活発かつ親密な様子がうかがえるが、高齢者

と地域とのつながりには理想と現実のギャップがみられる。ひとり暮らしの高齢者は、緊急時

に外部とのコミュニケーションが断たれることへの不安感は強いが、日常での外部とのつなが

りはそれほど望んでいない。 
・高齢者の住宅市場は、価格や水準において需要と供給のギャップがみられる。 
・高齢者の住まいへの客観的ニーズとフェルトニーズ（主観的ニーズ・要望）をどのような基準

で分けて把握するか。健康や福祉の観点からは、住まいの客観的ニーズを満たすことができて

いない層への行政的関与（公的住宅の改修等）が求められる。一方、行政は民間の積極的なニ

ーズ開発や取り組みを応援し、正しい方向に事業が進むよう後押しが必要。 
・日本の場合、持家率が高く、同じ住まい・まちに住み続けたいという高齢者の愛着や定住志向

が、ときに高齢期の住環境等の生活水準を低下させている場合もあり、高齢者への啓発が非常

に重要になると感じている。 
□変わる家族に対応した住まい・まちづくりの課題と具体的方策 

・家族以外の人によるケアのサービス・支援が入りやすい間取りの工夫がされた戸建て住宅の供

給が必要。バリアフリー住宅４）は 50～60 代の住み替えの大きな理由のひとつになっている。

戸建住宅の供給とセットで生活やケアのためのサービス・支援を積極的に整備し、住宅や地域

環境のバリアフリーは点ではなく線でとらえる発想が必要。 
・集合住宅の場合、共用スペースを子育てや介護の場として、また、まちづくりのための地域交

流や多世代交流の場として活用できるようにする。フォーマルなケア利用の利便性とともに、

インフォーマルなケアが展開される等によって付加価値が向上する。 
・地域住民のケア・ニーズに沿って多様な選択ができるようにするため、生活支援サービス等の

事業所の進出や、近隣・ボランティアによる見守りの推進等の地域福祉の仕組みが構築される

ことを後押しするためのまちづくりが展開されるとよい。 
 

■一般社団法人ナゴヤハウジングセンター（会長 片山智有） 

□ナゴヤハウジングセンターについて 

・昭和 46 年名古屋市名東区に初めてでき、以降、日進、春日井、一宮、半田、豊田の 5 会場で

89 社の住宅会社が参加し 128 戸という規模で運営。昨年は 568,355 人に来場いただいた。 



 

□人口、消費、民力について 

・2015 年をピークに人口、世帯の減少が予想され、高齢者、単身世帯の増加といった家族像の大

きな変化が見込まれる。但し、東京、大阪、名古屋などの大都市圏の人口はまだ増加に転じて

いる状況。 
・愛知県は全国に比べて二次産業の割合が高く、そのため経済基盤が非常に強く確実な消費力が

あり、持ち家比率を大きく支えている特徴がある。家計を支える年収は、東京、神奈川に次い

で 700 万円以上の世帯の割合が高い。 
・この 10 年間で持家数は 25.5 万世帯も増え、一戸建ての比率は東京の 8.2％、大阪の 37.5％と

比べて愛知県は 49.5％と高い。 
・リーマンショック５）以降、住宅着工数の立ち上がりが非常に早い。持ち家総数は右肩上がりで

伸び、戸建ての 2008 年からの増加率は、大阪 93％、東京 125％、愛知は 134％と東京を超え

て上向いている状況。 
□家族像について 

・愛知県は同居志向が強い。三大都市圏における両親を含めた同居世帯の増減比率をみると、東

京 23 区は－7.8％、大阪市は－10.8％と核家族化が進んでいる中、名古屋市ではプラスに転じ

ている状況。二・三世帯住宅のトレンドは定着している。 
・全国の総合住宅展示場のアンケート結果をみると、中部地区は親の持ち家に同居するのが他に

比べて格段に高い。特に震災以降、近居・同居意識が高まっている。また、3 割が同居を検討

しておりこれは全国的にも高い割合。 
・住宅プレイヤーとして重要な視点として、時代の生活者である女性視点の共感提案が非常に重

要。女性は高感度でポジティブな生活を考えており、 近は奥様が住宅計画の発案から推進ま

で積極的に関与している。 
□住宅プレイヤーの取組み 

・世代や考え方が異なる家族の価値観をつなぐ「イエ」を目指して、近居・同居を 適な家とい

う形にどうつないでいくか。今の時代が求める課題として、少子高齢化、家族形態の変化・多

様化、低炭素社会がよく言われているが、これらについては、コストパフォーマンス・コンパ

クト、多価値化（ライフスタイル）、環境配慮・エネルギー自足といった方向性で「スマート６）

コミュニケーション×ウェルネス７）」をテーマに住宅を提供。 
・二世帯住宅に関連した例として、「つ・ど・い・え」という商品がある。「家族が楽しく集う家」

をコンセプトに、「大家族を楽しむ」「お互いを思いやる」家事を楽に進められる「みんなで家

事楽」という 3 つの提案を行っている。家族像の変化に対応した住宅供給が必要と考えている。 
・近居を含めた同居には、娘同居向きの大家族のふれあいを重視したリビング、キッチン、バス

を共有しながら生活する「融合型」、息子同居向きのプライベートな空間は離し何かあるときは

集まるといった「半融合型」、生活空間は独立させ生活の一部を程良く共有する「半独立型」、

もうひとつは完全な「独立型」の 4 つのタイプがある。 
・「つどいえ」では家族が楽しく集うスマート二世帯住宅も提案している。エネルギーの供給をう

まくコントロールし、時間と空間にゆとりをつくることで家事が楽にできる工夫といったもの

が二世帯住宅には求められている。 
・また、愛知県は太陽光発電補助金申請件数が全国トップで省エネ社会への関心度は高い。経済

的メリットと環境に配慮する部分を理解したうえで住まいづくりを提供している。 



 

□提言 

・社会的なニーズを捉え、より優良で安心・安全な住宅ストックの形成に向けて、ゼロエネルギ

ー住宅の推進や二世帯住宅推進施策の必要性があるのではないか。特に、税制措置や相続税を

含めた緩和策、公的ローンについては親子ローンなどを拡大していく必要があるのではないか。 
・また、家族形態・ライフスタイルの多様化に応えるためには、公的運営による「住まいの情報

館」のような施設があると様々な情報提供がスムーズに行えるのではないか。 
 

■独立行政法人都市再生機構中部支社 

（住宅経営部ストック活用・ウェルフェアチームチームリーダー 中尾唯史） 

□都市再生機構団地（ＵＲ団地）の状況 

・建設当時に入居いただいたファミリー層の親だけが残り今後は高齢化が進んでくる。UR 団地

は全国平均よりも高齢化が進んでおり、団地全体で車いす利用者や寝たきりといった自立困難

な高齢者の割合は 2.7％である。 
・家族構成は単身化が進んでおり、UR 団地全世帯の 1/3 が単身という状況。特に 65 歳以上の高

齢者の単身が増加している。 
・また、低所得化が進んでいる。 
・2030 年には 30％程度市場規模が縮小することが予想される。ファミリーや若年単身の需要が

下がる一方で、高齢単身の需要が大幅に上がると考えている。家賃が安いため新規に高齢者も

増えると思われる。 
□UR 団地の地域医療福祉拠点化について（概要） 

・UR のメインストック団地を今後 7 年間で 100 団地を重点的に地域医療福祉拠点に整備してい

く方針が打ち出され、UR 全体で取り組みが始まった。実現に向けて、地方公共団体や事業者、

居住者等による連絡会議を開催している。 
・24 時間 365 日対応の医療・介護・看護サービスを利用でき、 後まで自宅で生活できる地域包

括ケアシステム８）を構築していく。 
・自宅で住み続けることを考えると自立している高齢者の社会参画機会や外出促進が必要であり、

また健康維持を図ることでの医療・介護経費の抑制効果を目指している。 
・若者が高齢者の生活支援をしたり、高齢者が子育て支援をするといったミクストコミュニティ

9）の形成を図っていく。 
・地域医療福祉拠点のハード面での整備としては、在宅支援診療所 10）や訪問看護ステーション

11）、サービス付き高齢者住宅などをイメージしている。 
□UR 団地の地域医療福祉拠点化について（具体的な取り組み） 

・自立高齢者向け住宅の供給として、高優賃は戸あたりの費用がかかるので、改修費用を抑えた

一定程度のバリアフリー改修を増やして生きがい就労の場や社会参画の機会を提供していく。1
階部分は高度なバリアフリー改修を考えている。 

・看取りまで可能な住宅の確保としてはサ高住が一番よいが、水回りの高低差をなくす改修で数

を増やしたい。各センサによる見守りも取り組んでいきたい。 
・団地の地域医療福祉拠点化モデルとして、賃貸施設や未利用集会所や住宅転用などを利用して

訪問介護や在宅医療、生活支援などを総合的なサービス提供を目指していきたい。 
・高齢者と子供の交流促進や学生との交流、また、高齢の親と子供世帯が近居する際の近居割引



 

制度を促進したい。 
□地域医療福祉拠点等の形成に向けた UR の取り組み事例 

・高島平団地（東京都板橋区）：1 万戸を超える大規模団地で高齢化が 40％を超える状況。板橋区

と連携協定を締結し、地域包括ケア及びミクストコミュニティ活性化の取組みを進めている。

具体的には、東京大学ジェロントロジー・コンソーシアム 12）の研究対象プログラムとして「健

康美セミナー」の開催や、空き家を利用した分散型サ高住の導入、コジェネレーション 13）シス

テムなどエネルギーサービスを基軸としたコミュニティ活性化事業、若者の入居促進として無

印良品とのリノベーションプロジェクトなどである。 
・幸町団地（千葉市）：千葉市とまちづくりに関する包括的な連携協定を締結。現在、子育て世帯

や高齢者支援等の複合整備施設の事業者を公募中。また、団地に住む一人暮らしの高齢者の所

在を把握し、地域住民や事業者と協力して「共助」の見守り体制を構築しており、そのネット

ワークとの連携を目指している。センター地区複合整備施設は、医療系・介護系の高齢者施設、

サ高住、子育て支援施設、地域交流スペースを考えている。 
・男山団地（八幡市）：4,598 戸の団地規模で、八幡市・関西大学と三者で協定を締結し、「子ど

もが豊かに育つために、地域で子育てを支えあい、ともに育ちあう、分かちあう環境づくりの

導入・確立」「高齢者が住み慣れた地域で住み続けられることを目指した『地域包括ケア」の確

立」「地域に活力を呼び戻すまちづくり」「住民が主役のまちづくり」を連携・協力事項として

挙げている。子育て支援スペースの設置や子育て向け住戸リノベーションなどの子育て支援や、

民間事業者（医療・介護等）との連携による高齢者支援、空き店舗を活用したコミュニティス

ペースによるコミュニティ形成を検討している。 
・中部支社では豊明団地を対象として「豊明プロジェクト」を進めている。豊明団地の高齢化率

は豊明市の 22.7％よりも高い 32.9％と高齢化が進んでおり、豊明市の要介護 1 の割合は全国や

愛知県に比べて高い状況である。豊明市と協議を始めたところで、地域包括支援センターへの

ヒアリングや周辺状況から、地域の医療福祉拠点の整備、在宅介護支援型住宅の整備、屋外空

間のバリアフリー化、見守りネットワーク体制の構築、安価な生活支援サービスの提供、託児

所の整備、事業者のための駐車スペース確保といったことを進めていく方針である。子育て支

援と高齢者支援を一体的にやっていくため、行政や事業者等の関係者と連携してハード・ソフ

トのトータルで構築を目指したい。 
 

 

意見交換                                          

□注文住宅の全国的な戦略、ハウジングセンターの役割 

・ナゴヤハウジングセンターは住宅を提供することが基本であり、人口や家族世帯の変化に対し

てそのままいくのか、あるいは今後伸びる可能性のある二世帯といった新しいライフスタイル

の提案を戦略的に考えていくという位置づけになると思う。三世代はそれが上手くいけば伸び

てくるという感覚で、一緒に住むという形が増えればいい。高齢者の生活と子供を育てるとい

う二つの課題に対してどうミックスしていくのかというところが皆さんと共通している点だと

感じた。 
・ナゴヤハウジングセンターでは、現状にあった住宅提供をメーカー独自で提案し、販売を推進

している。国策とのバランスをみながら様々な商品を提供している。 



 

・東京や関西は震災以後全く違う流れになっており、相続税が改正されたことで賃貸物件の需要

が上がっている状況。震災エリアは、応急仮設を緊急で対応させていただいたがまだ住宅その

ものが不足しており、メーカーをあげて住宅供給を進めている。資金的に非常に苦戦されてお

られるので、それに見合った住宅の供給が課題である。高齢化に対応した商品や自然エネルギ

ーを取り入れたスマートハウスと呼ばれる住宅を提案させていただいている。 
・愛知県は戸建住宅の比率が高いが、地域によってもかなり状況は違う。特に豊田を中心とした

三河エリアは人口ピラミッドの構成が違い、全国、愛知県と比べても若い世代が多く、そうい

う方が住宅を取得される。全国から仕事で来てそこで住宅を買うという一次取得者が多い。 
□住まいの情報館 

・展示場はメーカーが抱え込んでしまう状況があるので、もっと色々なものが見れるとよい。東

京や大阪は住まいの情報館のようなものがある。企業単独ではあるがミックスされたものがあ

るといいのではないか。そこに県などが関われるとよい。 
・公的運営でなくともよいのでは。20 年前のハウススクエアやモノリスを見ている気がする。そ

のまま民間で実現できるのではないか。 
・お客さんがリフォームなども含めて住まいを考えたときに住宅展示場に訪問されることが非常

に多いので、そこで情報発信していけたらよいのではないか。 
□外部からのケア導入がしやすいまちづくりのイメージ 

・住宅から出て外部のサービスを利用する場合の移動動線のバリアフリーが確保されているか。

確保されていない場合は、そういうものを想定して組み込んだものが必要。身近な小学校区内

などで同じ所得層向けのサービスにとどまるのでなく、できれば多様な所得層がサービス利用

できるようになるとよい。住まいだけが確保されるのではなく、そのまわりのまちづくりも一

緒になってこそ住まいが活きてくるのではないか。 
・過疎地域ではまた戦略は違ってくる。過疎地域から都心地域に移動して下さいというコンパク

トシティ論で全てを解決することはなかなかできないのが実態である。住み続けたいという意

識を生涯持ち続けることがその人にとってよいことなのかを再考しなければいけない時代にな

ったと感じる。 
□擬似的家族が増えていく可能性 

・長者町でシェアハウスなど、数は少ないが若い世代でいろいろな試みがされている。若い世代

は金銭的支援と合わせて落ち着いて子育てをみてもらえる可能性がある場合に三世代を選択す

るし、親も従来のように子供達にべったりではなく、さびしい時に近くにいてくれたら嬉しい

し、介護で手がかかるようになったら有料老人ホームに入る覚悟もある。互いに変化に対応す

ることが合意できていてはじめて一緒に暮らせるのだと思う。 
・80 年代の愛知県は同居志向が強かったが、現在は一定層の方は同居を選んでいるが割合として

はそれほど高くない。他のところに比べたら強く、経済的な基盤がしっかりしていることが同

居を支えているという言い方もできる。 
□住まいの需要 
・これまでは賃貸マンションの 2 戸をひとつに改修してきたが、今度は広い部屋を二つに分けて

単身者に使ってもらう逆の工夫が必要かもしれない。 
・UR としては、低所得者が増えてきているので、あえて建替をするのではなく今あるストック

を活用して家賃を抑えた方が需要にあっているのではと考えている。 



 

・ご夫婦二人で暮らすということで平屋に建て替える需要が増えてきている。広いと管理できず、

歳をとると 2 階に上がることも大変なのでバリアフリーを含めた需要。 
・愛知県は名古屋までの利便のよさと土地のコストの安さが関西などと一番違う。固定資産税が

安く土地を取得しやすいので戸建志向になる。大阪や東京では 30 歳前後の世帯主であれば団地

かマンションだが、愛知ではほとんどが戸建てを選択している。愛知県は製造業が強く雇用環

境もあるし、将来リニアが開通すればますますその可能性が高まる。 
・愛知では子供のために不動産投資をして、安いうちに近所の土地を買っている親が非常に多い。

関西はマンションの頭金の投資という形になるが、愛知では頭金程度で土地が買えるので投資

する比率が高い。東京や大阪ではそういったケースはほとんどない。 
□子供を増やすために住宅は何ができるのか 

・住まいは家族がそこで育つためのものでもあるので、住まいづくりの「す」は「鳥の巣」とい

って子育てのためにという考え方でもある。子供を増やすという考え方ではないが、パナホー

ムでは子供部屋は寝るだけの場所で、普段は家族と一緒にリビングダイニングで過ごす提案も

している。 
・キッチンなど奥さんの場所を家全員の場所へ開放して、皆で料理をつくり片づけるようになれ

ば家事時間が軽減されるので、その分子供が増えてくることは考えられる。子供部屋という概

念をやめて寝るところと勉強するところに分ければ、たくさん子供が増えても一緒に寝ればい

い。住宅メーカーが商品として開発するのと同時に個別のお客さんに対して提供していくこと

により、お子さんが増えていくのではないか。 
□今後の住宅・住まいのあり方 
・高齢者や母子家庭といった弱者をどう支援するのか。それに対して福祉政策と住宅政策を一緒

に考えていく必要がある。若い人の楽しい嬉しいといった需要と、高齢者のやりがいが起こる

ことを上手く重ねられるといい。 
・昔の住宅団地は土地が広いので、法規制をやわらげて土地を半分に分割し、半分はニーズがあ

る平屋を建てて、もう半分は若い世代に安く提供できる形ができるともう少し活きてくるので

はないか。愛知県はまだ若い人が住む可能性があるので、既存の住宅団地の再生をやっていく

とよいのではないか。 
 

以上 
 

注釈 

１）法制度にもとづく公式的、定型的な援助（フォーマルケア）に対するもので、家族、友人、

ボランティア、地域住民などが行う制度に基づかない非公式な援助。 
２）Double Enployed With Kids の略（デュークス）。男女ともにフルタイムの仕事を続けながら

子育てをしていく夫婦、及びそのライフスタイル。 
３）Double Income No Kids の略（ディンクス）。共働きで子どものいない夫婦、及びそのライフ

スタイル。 
４）高齢者や障害のある人も生き生きと自立して暮らせるようにさまざまな工夫をした住宅。

床や出入口の段差解消、廊下や出入口幅の確保、手すりの設置、浴室などの広さ確保、昇

降し易い階段、将来介護が必要になった場合でも改造し易い間取りなどの配慮をした住宅。 



 

５）2008 年 9 月に米国の名門投資銀行（全米第 4 位）のリーマン・ブラザーズ（Lehman Brothers）
が経営破綻したことにより、世界的な金融危機の引き金となった出来事。 

６）情報通信技術（ICT）を駆使し、状況に応じて運用を 適化するインテリジェントなシス

テム。 

７）1960 年代以降にアメリカで普及した健康を総合的にとらえる考え方。疾病や障害の有無にか

かわらず、運動、休養、栄養などのバランスが大切とされている。 
８）重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の 後まで続けるこ

とができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム。 

９）地区や団地内において、高齢世帯、若年ファミリー世帯など、多様な世代が混在して居住す

ること。 
10）地域における患者の在宅療養の提供に主たる責任を有する診療所であって、緊急時の連絡体

制及び 24 時間往診できる体制等の確保等、厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとし

て、東海北陸厚生局に在宅療養支援診療所としての届出を行っている医療機関。 
11）都道府県知事の指定を受けて疾病、負傷等により在宅の寝たきりの状態にある老人等または

在宅の難病患者、障害者等に対し、その者の家庭において看護婦等が療養上の世話または必要

な診療の補助を行うことのできる事業所。 

12）東京大学の産学連携本部内に設置されている、日本が迎える「超高齢社会」に向けて産業界

と社会が取り組むべき方向を示すために組まれたプロジェクト。東京大学高齢社会総合研究機

構が運営。 

13）天然ガス、石油、ＬＰガス等を燃料として、エンジン、タービン、燃料電池等の方式により

発電し、その際に生じる廃熱も同時に回収するエネルギー供給システム。 


