
 

 

- 26 -

 

 

 

 

基本理念と 3つの方針の実現に向けて、以下の視点に立って住宅施策を推進

します。 

 

(１)長く住み継がれる住宅ストックの形成を重視した施策の推進 

地球温暖化やヒートアイランド現象※等が世界共通の課題となっています。

住宅においては、世代や家族を超えて地域全体の資産として活用していくため、

住宅の長寿命化や環境にやさしい暮らし方ができる住まいづくり、適切な管理

などによる質の向上が重要となっています。 

新たに供給される住宅ストックの質を高めるとともに、既存の住宅ストック

の適切な維持管理・改善が行われるよう促します。 

 

(２)住宅市場※を通じた住宅施策の推進 

市内の住宅の９割以上が民間住宅であることから、住宅市場を通じた住宅施策

の推進が重要となっています。そのため、健全な市場を通じて、安全・安心で良

好な住宅・住環境が形成されていくよう、民間活力の適切な誘導を図ります。 

低額所得世帯等、自力では適切な水準の住宅を確保することが困難な世帯に

対する住宅セーフティネット機能の充実を図ります。 

 

(３)国や東京都および関連する分野との連携による総合的な施策の推進 

多くの人が「住みたい」と感じ、誇りと愛着をもって「住み続けられる」環

境の実現に向け、まちづくり・福祉・教育・文化・防災・環境など、市民の生

活に深く関わる各分野との連携が不可欠です。 

そのために国や東京都との連携および庁内の横断的な対応を図ります。これ

らを通して、青梅市の自然・歴史・文化を活かすとともに、地域環境に配慮し

つつ、総合的かつ計画的・効率的な施策の推進を図ります。 

 

4.3×146.5 4.3×146.5 
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(４)多様な主体の協働による施策の推進 

住まいは、市民一人ひとりの暮らしの場であり個人の資産です。誰もが心豊

かに快適に暮らせる住環境を形成するには、住まい・まちづくりの主役である

住民や地域で活動する様々な事業者等の主体的な取り組みを活かすことが重

要です。また、住宅・住環境整備へのニーズや課題が多様化していることから、

望ましい住宅施策を推進するためには、行政の取り組みだけでなく、市民や住

まいづくりに関わる事業者と行政が相互に連携・協調した取り組みが必要不可

欠となっています。 

そのため、事業者および行政が協働して住まいと住環境の整備を進めていく

ための仕組みとして、適切な情報交換や協議等を行う場づくりを図ります。 

 
 
 
            市民-事業者-行政をつなぐ仕組みづくりのイメージ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○市民、事業者、行政をつなぐ仕組みを核として、地域住民・コミュニティとの連

携、住宅市場との連携、庁内各部局の横断的な取り組みを図ります。また、外部

人材との連携や支援の受け入れを図っていきます。 

○地域住民・コミュニティや住宅市場を担う事業者等が主体となり、品質や性能が

確保された住宅の供給、魅力ある住環境の形成、適切な情報提供などを促します。 

○庁内の各部局が連携して、まちづくり・福祉・教育・文化・防災・環境等の施策

を総合的・計画的に進めます。 
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2.5

4.3×146.5 

方　針　の　展　開　方　向

1-4
誰もが安心
できる住まい
づくり

（１）環境に配慮した住宅の普及

１．

快適で安心な

住まいづくり

２．

支えあい活き活きと暮らす

仕組みづくり

1-1
災害などに
強い安全な
住まいづくり

（１）住宅の耐震化の推進

（２）住宅の防火・防犯性の向上

（２）民間住宅の取得・賃貸にかかる安心の確保

（３）老朽化住宅の改善

（１）住み替えしやすい仕組みづくり

3-1
安全・便利で
ゆとりある
暮らしを
支える
市街地づくり

1-3
人と環境に
やさしい
住まいづくり

1-2
高齢者・障が
い者や子育て
世帯が暮らし
やすい住まい
づくり

（４）子育て世帯や高齢者・障がい者を支える
      福祉施策・地域施策との連携

（３）多様なライフスタイルに応じた住宅の普及

（４）「青梅の住まい」づくり

（２）高齢者・障がい者や子育て世帯への入居支援

（３）高齢者・障がい者や子育て世帯が暮らしやすい
     住宅の供給

（３）地域資源を活かした新たな里づくり

方　　　針

（１）災害に強く、快適な住環境の形成

（２）豊かな自然と里山環境の保全・活用

3-2
快適さと自然
を楽しみ、
新たな魅力で
活力を高める
里づくり

３．

豊かな自然と

ともに暮らす

魅力ある

まちづくり

（1）災害に強い市街地の形成

（２）都市空間のバリアフリー化の推進

（３）良好な景観・ゆとりある住環境の育成

（１）市営住宅の効率的な管理・改善・供給

（１）住宅のバリアフリー化の推進

（２）健康に暮らせる住宅の普及

（２）地域の活力を高める交流や定住の仕組みづくり

（３）子育て世帯や高齢者・障がい者を支える
      地域コミュニティの育成

（５）マンション（共同住宅）の維持管理・コミュニティ
      育成への支援
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○住宅の耐震診断や耐震改修への支援　　　○家具転倒防止対策の普及・啓発

○住宅の防火対策の普及・啓発　　　○住宅の防犯対策の普及・啓発

○老朽化住宅の建替え・改善への支援

○ユニバーサルデザインによる改修への支援

○高齢者・障がい者への入居支援　　　○子育て世帯への入居支援

○信頼できる住宅の供給の誘導　　　○契約トラブルの予防に向けた情報提供

○生活支援・ケアサービスの提供体制と連携した住宅の供給

○高齢者・障がい者や子育て世帯が暮らしやすい多様な住宅の供給・確保

○高齢者・障がい者や子育て世帯の居住費の低減・無理のない負担に配慮した住宅の確保

○子育て世帯に向けた良質な住宅の確保

○省エネルギー対策や新エネルギーの活用に配慮した住宅の普及・改修への支援

○長寿命住宅の普及・啓発　　　○資源再利用に向けた普及・啓発

○環境の保全回復に資する緑化や地下水かん養等への支援

○シックハウス対策の普及・啓発　　　○ユニバーサルデザインによる改修への支援
○健康と環境に配慮した「住まい方」の実践に向けた啓発

○ニーズに応じた快適な暮らしと住み替えに関する情報発信

○多様な活動・交流機会の提供と情報発信　　　○住まい・暮らしの情報バンクと住み替え・転入システムの構築

○地域の力を活かした保育や高齢者の見守り・介護などの充実　　　○地域活動を支援する拠点整備
○地域活動を支援する体制の充実と情報発信

○福祉・保険・医療や子育ての関連施策と連携した適切な支援　　　○生活の足となる地域交通への支援

○マンション管理組合などへの支援　　　○マンションのコミュニティ育成への支援

施　　　　　　　　　　　　策

○子どもたちが遊びやすい里山空間やしくみの充実　　　○健康と歴史・文化の路づくり

○里でのライフスタイルの展開に向けた住まい、仕組みづくり　　　○空家の有効活用への支援

○狭あい道路の解消、避難路の確保、接道条件の改善　　　○防災まちづくりの推進と支援

○駅前広場、道路・歩道、公園など公共施設のユニバーサルデザインによる整備
○公共的空間におけるユニバーサルデザインの普及　　　○健康と歴史・文化の路づくり

○自然・歴史・文化を象徴する街なみの保全　　　○中高層建築物（マンション等）の規制誘導
○住民の主体性を活かした景観・まちづくりの取り組み

○崩壊危険地区等への対応　　　○公共下水道の計画的な整備の推進

○多様な居住ニーズに応える新しい住まいやマンションの情報提供　　　○間取りを改変しやすいスケルトン・

   インフィル住宅の情報提供　　　○適切な住み替えにより利用価値を高める住まいの普及・啓発

○「青梅の住まい」の魅力を高める適正な土地利用とゆとりある敷地規模の誘導

○良好な住宅市街地の環境形成　　　○地場産材を活用した「青梅の住まい」の普及・啓発

○「青梅の住まい」づくりを通した地元産業との連携

○定住を促すとともにより多くの居住者を迎えられる、魅力ある「青梅の住まい」の情報発信

○市営住宅管理の適正化の推進　　　○長寿命化や耐震化などによる市営住宅の改善
○住宅市場等を活用した市営住宅の供給
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１－１．災害などに強い安全な住まいづくり 

 

(１)住宅の耐震化の推進 

地震時における住宅の安全性を高めて市民の生命と財産を保護するため、ま

た、市民の耐震化への関心や情報提供に関するニーズも高まっていることから、

耐震対策の強化は市の住宅施策における喫緊の課題となっています。 

住宅の耐震化を推進するため、耐震診断や耐震改修を支援する助成制度など

の創設、家具転倒防止対策の普及・啓発を推進します。 

 

[施策] 

○住宅の耐震診断や耐震改修への支援 

・「耐震改修促進計画」にもとづき、耐震化施策を計画的に推進します。 

・住宅の耐震診断・耐震改修費用の一部助成制度の創設を図ります。主要 新規 

・耐震診断や耐震改修工事等に関して、専門家や関係事業者団体等との連携により、相談体制

の整備を図ります。新規 

・耐震改修に伴う固定資産税の減額について、周知を図ります。 

・登録有形文化財制度※の活用による歴史的建造物への優遇措置（改修設計費補助、固定資産

税等の減額）について、情報提供を図ります。【景観計画】 

 

○家具転倒防止対策の普及・啓発 

・高齢者世帯や障がい者がいる世帯等に対して、家具転倒防止器具の給付や取付費助成を行い

ます。【地域福祉計画】  

・一般世帯への家具転倒防止器具の給付を行います。 

・家具の転倒防止など家庭内災害対策の重要性について、周知を図ります。 

 

施策の後に【  】が付されているものは、その内容が他分野の計画に既に位置づけられていることを示す。

なお、計画図書の名称と策定年月は以下の通り。 

【総合長期計画】  ：「青梅市総合長期計画 後期基本計画（平成 20 年 3 月）」 

【地域福祉計画】  ：「青梅市地域福祉計画（平成 20 年 3 月）」 

【次世代育成計画】 ：「青梅市次世代育成支援地域行動計画（平成 17 年 3 月）」 

【環境基本計画】  ：「青梅市環境基本計画（平成 17 年 3 月）」 

【緑の基本計画】  ：「青梅市緑の基本計画（平成 21 年 7 月）」 

【景観計画】    ：「青梅駅周辺地区景観形成基本計画（平成 17 年 6月）」 

【都市計画】    ：「青梅市都市計画」 

 

   主要       ：主要な取り組みを示す。 

   新規       ：新たな取り組みを示す。 

《方針１》 

快適で安心な住まいづくり 

快適で安全・安心な、誰もが長く大切に住み続けていくことができる「住

まい」づくりを進めます。 
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(２)住宅の防火・防犯性の向上 

木造や非耐火造の住宅に対する防火対策が、耐震化とともに重要な課題とな

っており、青梅宿の街なみを特徴づける歴史的建造物等にも防火対策が望まれ

るものが多くあります。また、安心な暮らしのためには、日ごろから市民自ら

が積極的に防犯対策に取り組むことも必要です。 

地震などの災害時に備えるとともに、防火・防犯性の向上を促すため、防火

対策と防犯対策の普及・啓発を図ります。 

 

[施策] 

○住宅の防火対策の普及・啓発 

・自治会等と連携して、避難訓練・初期消火訓練等の定期的な実施を図ります。 

・全ての住宅の居室・階段等について住宅用火災警報器の設置が義務化されています。自治会

等とも連携しながら、警報器の未設置住宅の解消に向けた働きかけや、広報等による周知を

図ります。 

・登録有形文化財制度の活用による歴史的建造物への優遇措置（改修設計費補助、固定資産税

等の減額）について、情報提供を図ります。【景観計画】 

 

○住宅の防犯対策の普及・啓発 

・住宅開口部等の防犯仕様(開口部侵入防止対策)を示す「住宅性能表示制度※」の普及に向け

て、周知を図ります。 

・玄関扉への補助錠、窓への防犯硝子の設置など、防犯性の高い住宅の普及に向けて、周知を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(３)老朽化住宅の改善 

災害時などの老朽化住宅における被害を防止するため、老朽化した住宅の建

替えや改築を行う際の支援を行い、老朽化住宅の改善を促します。 

 

[施策] 

○老朽化住宅の建替え・改善への支援 

・住宅金融支援機構や市の各種融資制度の普及を図ります。 

趣のあるたたずまいを受継ぐ青梅宿の街なみ 
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１－２．高齢者・障がい者や子育て世帯が暮らしやすい住まいづくり 

 

(１)住宅のバリアフリー化の推進 

高齢化が進むなかで住宅のバリアフリー改修への要望が高まっている背景

には、高齢になっても住み慣れた自宅を手入れし、大切に住み続けたいという

市民の願いが表れています。 

高齢者や障がい者等に限らず、誰もが安心して住み続けられる｢ユニバーサ

ルデザイン」による住まいづくりの推進に向け、高齢者・障がい者等の住宅改

修への助成とともに、広く改修に対する支援を図ります。 

 

[施策] 

○ユニバーサルデザインによる改修への支援 

・高齢者・障がい者等の自立した日常生活、社会生活における移動、施設利用の利便性および安

全性の向上を促進するための「バリアフリー基本構想」を策定します。【総合長期計画】 

・高齢者や重度身体障がい者等が、自宅での生活を継続しやすくするための小規模・中規模の

住宅改修や屋内設備等の改善費助成を行います。【地域福祉計画】 

・ユニバーサルデザイン改修費用に対する融資が、市民にとって一層利用しやすいものとなる

よう融資対象や方法等の見直しを検討します。 

・ユニバーサルデザインによる住宅の新築や改修工事等に関して、専門家や関係事業者団体等

との連携により、市民に向けた相談体制の整備を図ります。主要 新規 

・ユニバーサルデザイン仕様について示す「住宅性能表示制度」の普及に向けて、周知を図ります。 

 

 

(２)高齢者・障がい者や子育て世帯への入居支援 

単身や夫婦のみで暮らす高齢者や障がい者のいる世帯が増えています。家主･

借主の不安を解消し、誰もが安心して住宅を借り、住み続けられるよう、入居

支援制度の活用を促します。あわせて、地域の将来を担う子どもたちを積極的

に迎え入れていくため、子育て世帯の定住や転入を促す施策の検討を行います。 

 

[施策] 

○高齢者・障がい者への入居支援 

・円滑な入居を支援する「あんしん入居制度※」の活用促進に向けて、周知を図ります。 

・高齢者世帯などに対し、「家賃債務保証制度※」の活用促進に向けて、周知を図ります。 

・「高齢者の入居を拒まない賃貸住宅（高齢者円滑入居賃貸住宅）」および「専ら高齢者を賃借

人とする賃貸住宅（高齢者専用賃貸住宅）」の登録・閲覧制度等に関して、家主等への周知

や登録促進と、市民や不動産事業者等への周知について検討します。【地域福祉計画】 

 

○子育て世帯への入居支援 

・子育て世帯の定住や転入を促すため、民間賃貸住宅に入居する世帯に対する支援の検討を行

います。新規 
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(３)高齢者・障がい者や子育て世帯が暮らしやすい住宅の供給 

高齢者・障がい者や子育て世帯等が暮らしやすい住まいづくりの推進に向け、

サービス付き住宅・共同住宅など多様な住宅の供給に努めます。 

また、子育て世帯の定住や転入を促すため、子育て世帯への入居支援とあわ

せて、その受け皿となる良質な住宅の供給に努めます。 

 

[施策] 

○生活支援・ケアサービスの提供体制と連携した住宅の供給 

・緊急時対応サービスやワーデン（管理人）等の配置により、高齢者が安心して生活できるよ

うに配慮したシルバーピア※により、入居者の生活の安定を図ります。【地域福祉計画】 

 

○高齢者・障がい者や子育て世帯が暮らしやすい多様な住宅の供給・確保 

・認知症高齢者の支援施策として、高齢者が助けあいながら共同生活を行う「グループホーム」

について、介護保険事業計画に沿った適正配置に努めます。【地域福祉計画】 

・「高齢者の居住の安定確保に関する法律」により創設された、バリアフリー化がなされ、緊

急時対応サービスの利用が可能な高齢単身・夫婦世帯向けの集合住宅である「地域優良賃貸

住宅（高齢者型）」の建設に対する各種支援措置について検討していきます。 

・高齢の親世帯と子育て世帯等との同居や近居のための住宅の取得や増改築への割増融資など

の検討を行います。 

・住宅の改修に対する融資が高齢者・障がい者や子育て世帯等に利用しやすいものとなるよう

検討を行います。 

・高齢者・障がい者や子育て世帯等のきめ細かなニーズに応じた適切な改修工事等に関して、

専門家や関係事業者団体等との連携により、市民に向けた相談体制の整備を図ります。新規 

 

○高齢者・障がい者や子育て世帯の居住費の低減・無理のない負担に配慮した住宅の確保 

・定期借地権付住宅※等、居住費の低減に配慮した住宅の活用の誘導を図ります。 

・良質な中古住宅の流通を促すため、住宅の適切な改修の実施の誘導を図ります。 

 

○子育て世帯に向けた良質な住宅の確保 

・公的事業主体に対して、子育て世帯向けの良質な住宅の供給を要請します。 

高齢者向けの集合住宅 青梅シルバーピア新町 



 

 

- 34 -

１－３．人と環境にやさしい住まいづくり 
 

(１)環境に配慮した住宅の普及 

多くの市民が環境への配慮に関心をもっています。こうした高い市民意識に

もとづき、市民と行政とが一丸となって、住まいにおける環境負荷の低減や環

境保全に積極的に取り組みます。 

住宅の低炭素化に資する新エネルギー活用住宅等への支援、長寿命住宅や資

源再利用の普及・啓発、環境の保全回復に資する緑化や地下水かん養等への支

援を図ります。 

 

[施策] 

○省エネルギー対策や新エネルギーの活用に配慮した住宅の普及・改修への支援 

・省エネルギー住宅、新エネルギー活用（自然エネルギー・太陽光等による発電等）住宅の普

及を積極的に推進します。【環境基本計画】 

・省エネルギー住宅、新エネルギー活用住宅への改修費用に対する融資が、市民にとって一層

利用しやすいものとなるよう融資対象や方法等の見直しを検討します。 

・省エネルギー住宅、新エネルギー活用住宅の新築や改修工事等に関して、専門家や関係事業

者団体等との連携により、市民に向けた相談体制の整備を図ります。新規 

 

○長寿命住宅の普及・啓発 

・耐久性に優れ何世代にもわたって住み続けられる「長期優良住宅制度※」の活用促進に向け

て、市民や不動産事業者等への周知を図ります。 

 

○資源再利用に向けた普及・啓発 

・再資源化によるリサイクル建材の利用促進についての普及・啓発を行います。 

 

○環境の保全回復に資する緑化や地下水かん養等への支援 

・生垣設置助成による緑化を積極的に推進・拡充していきます。【緑の基本計画】 

・緑化指導や緑化技術の普及を通して、民有地の緑化を進めます。【緑の基本計画】 

・環境保全・回復に資する地下水かん養、雨水流出抑制対策として、雨水浸透ますの設置への

助成、一定規模以上の開発事業等における透水性舗装の指導を図ります。  
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(２)健康に暮らせる住宅の普及 

住宅は、市民が健康な心身を育むための大切な空間です。シックハウス※対

策や、住宅のユニバーサルデザイン化について情報提供を図ります。 

また、日頃から健康と環境に配慮した住まい方を実践していくよう、啓発を図

ります。 

 

[施策] 

○シックハウス対策の普及・啓発 

・シックハウスの原因とされている有害化学物質が含まれた建材の使用状況や、換気設備の有

無、飛散の恐れのあるアスベストの有無等を示す｢住宅性能表示制度」の普及に向けて、周

知を図ります。 

 

○ユニバーサルデザインによる改修への支援 

・ユニバーサルデザインによる改修費用に対する融資が、市民にとって一層利用しやすいもの

となるよう融資対象や方法等の見直しを検討します。 

・ユニバーサルデザインによる住宅の改修(リフォーム)工事等に関して、専門家や関係事業者

団体等との連携により、市民に向けた相談体制の整備を図ります。新規 

   

○健康と環境に配慮した「住まい方」の実践に向けた啓発 

・人にも地球にもやさしく、健康に住み続けられる住まいづくりや住まい方等についての総合

的な情報提供や環境教育の場として、「環境学習」の開催を検討します。【環境基本計画】 

 

環境に配慮した青梅市内の住まい 
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(３)多様なライフスタイルに応じた住宅の普及 

一つの世帯でも若者から高齢者までライフステージ※ごとの家族構成や年齢

に応じて居住ニーズは変化します。また、近年では、親族以外での共同生活へ

の希望等も含めて市民意向も多様化しています。 

こうしたなかで、これまで戸建住宅が中心であった青梅でもマンションが増

加して住まいの選択の幅も広がっており、今後も多様な世帯規模やニーズに応

じた住宅の供給が望まれます。 

多様なニーズに応える新しい住まいや比較的低廉・小規模なものから高質・

大規模なものまでそれぞれに良好なマンション、間取り等を改変しながら快適

に住み続けられる住宅等、ライフスタイルや居住ニーズの多様化に応じた新し

い住まいの普及に向け、情報提供などを行います。また、適切な住み替えを促

すことにより、既存住宅の利用価値を高めてニーズへの対応を図ります。 

 

[施策] 

○多様な居住ニーズに応える新しい住まいやマンションの情報提供 

・個別住戸とあわせて共有の食堂等をもつ「コレクティブハウス※」や、複数家族が集まり設

計・建設する「コーポラティブハウス※」等について、専門家や関係事業者団体等との連携

により、市民に向けた情報提供の検討を行います。新規 

・共用スペースの活用（健康・福祉施設やストックルームの併設等）や新エネルギー活用・省

エネルギーなど、新たなニーズや時代の要請に応えて快適な暮らしを提案するマンション等

について、専門家や関係事業者団体等との連携により、市民に向けた情報提供の検討を行い

ます。新規 

 

○間取りを改変しやすいスケルトン・インフィル住宅※の情報提供 

・ライフステージやニーズに応じ間取りを改変しやすいスケルトン・インフィル住宅について、

専門家や関係事業者団体等との連携により、市民に向けた情報提供の検討を行います。新規 

 

○適切な住み替えにより利用価値を高める住まいの普及・啓発 

・身体状況や世帯構成に合わない持家に居住する高齢者世帯等が特性に合う住宅に住み替え、

従前の住宅をファミリー・子育て世帯等の賃貸住宅として供給する「住み替え型リバースモ

ーゲージ※」等の制度について、専門家や関係事業者団体等との連携により、市民に向けた

情報提供の検討を行います。新規 
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(４)「青梅の住まい」づくり 

区画整理が完了した地区などについては、ゆとりある敷地規模を誘導し、良

好な住宅市街地の形成を先導する地区としていきます。また、水と緑豊かな自

然環境や農地・樹園地などの四季の景観、歴史ある街なみ、都市的な賑わいと

利便性など、青梅は健康で心豊かな暮らしの舞台となる住環境に恵まれていま

す。このような「青梅の住まい」について広く情報発信を図り、その魅力をよ

り多くの方が楽しめる魅力ある「青梅の住まい」づくりを進めます。あわせて、

市内で産する木材を活用した住宅の普及を図ります。 

 

[施策] 

○「青梅の住まい」の魅力を高める適正な土地利用とゆとりある敷地規模の誘導 

・まちづくりの方向と対応した適正な土地利用の誘導を図るとともに、必要に応じて用途地域の

見直しを検討します。また、既往の低層住宅地の 低敷地規模指定の運用を図っていきます。 

・豊かな自然や伝統・文化と身近にふれあいながら、ゆとりある敷地や住宅を活かし、快適な暮ら

しを享受するなど、「青梅の住まい」の魅力を高める良好な地域環境の形成を推進します。 

 

○良好な住宅市街地の環境形成 

・区画整理が完了し地区計画※が導入され、良好な環境を形成している新町地区などを、青梅

市の良好な住宅市街地のイメージを先導する地区として、主体的な住宅・まちづくりへの取

り組みや、より良好な環境形成に向けた住宅・街なみづくりなどの取り組みを促します。 

 

○地場産材を活用した「青梅の住まい」の普及・啓発 

・住宅の新築や改修にあたっては、地場産材を適材適所に使用した「青梅の住まい」づくりを

促します。 

 

○「青梅の住まい」づくりを通した地元産業との連携 

・関係事業者団体等との連携をもとに、地場産材を活用した住宅、「青梅の住まい」づくりを

検討します。新規 

 
○定住を促すとともにより多くの居住者を迎えられる、魅力ある「青梅の住まい」の情報発信 

・「青梅の住まい」の魅力について、専門家や関係事業者団体等との連携により、市内外に向

けた効果的な情報提供の検討を行います。新規 

地区計画が導入されている新町地区のゆとりある街なみ 
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１－４．誰もが安心できる住まいづくり 

 

(１)市営住宅の効率的な管理・改善・供給 

住宅に困窮する世帯の住宅需要に応え、居住の安定を確保するセーフティネ

ットの機能に重点をおいて、市営住宅の効率的な管理・改善・供給を行います。 

市営住宅の管理の適正化を進め、経済性・効率性を考慮した計画的な改善を

行います。また、住宅市場等と連携した市営住宅の供給を図ります。 

 

[施策] 

○市営住宅管理の適正化の推進 

・所得が低い世帯など真に住宅に困窮する世帯に対する的確な供給を図ります。主要 

・収入超過や高額所得の世帯の適正な入居管理に努めます。 

・効率的な住宅管理を推進します。 

 

○長寿命化や耐震化などによる市営住宅の改善 

・住生活の向上および環境への負荷の低減を図るため、市営住宅を長期にわたり良好な状態で

使用できるよう「市営住宅長寿命化計画」を策定します。主要 新規 

・「市営住宅長寿命化計画」「公営住宅ストック総合活用計画」にもとづき、経済性・効率性を

考慮して、市営住宅の廃止や改善を計画的に進めます。主要 新規 

・「耐震改修促進計画」にもとづき、市営住宅の耐震化を計画的に推進します。主要 

 

○住宅市場等を活用した市営住宅の供給 

・市営住宅の供給を補完するため、住宅市場等を活用した借上げ住宅や、家賃補助などについ

て検討します。新規 
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(２)民間住宅の取得・賃貸にかかる安心の確保 

民間住宅の取得・賃貸等にかかる安心の確保に向けて、長く大切に住み続け

ることができる耐久性や耐震性に優れた長期優良住宅、防犯性やユニバーサル

デザインに配慮した住宅など、信頼できる住宅の供給の誘導を図ります。 

また、契約トラブルの予防に向けて、住宅の購入や建設、賃借、修繕、リフ

ォーム等を行おうとする消費者が、ニーズに適う選択を安全かつ適切に行える

よう、住宅の質や事業者の能力・信頼性等を判断するための適切な情報提供を

図ります。 

 

[施策] 

○信頼できる住宅の供給の誘導 

・住宅の品質を確保し、質の高い住宅の流通を促進するため、「住宅性能表示制度」の普及に

向けて、周知を図ります。 

 

○契約トラブルの予防に向けた情報提供 

・不動産取引・賃貸住宅紛争等相談窓口などと連携して、民間住宅の賃貸や建設、リフォーム

をめぐるトラブルの予防・対策の強化に努めます。 

・住宅の生産・販売時における住宅の履歴情報や住宅生産者等の事業者情報の提供の周知を図

ります。 

・東京都が策定する、住宅の建設・リフォーム等にかかる適正な事業活動に関する指針や、東

京都賃貸住宅紛争防止条例の普及・啓発により、住宅の取引等に係るトラブルや被害の防止

を図ります。 

 

青梅地区の市営住宅 
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(１)住み替えしやすい仕組みづくり 

青梅には自然環境に恵まれた里の地域と、利便性の高い市街地が展開してい

ます。こうした環境を活かし、「教育や医療・福祉・交通環境の整ったまちな

かや駅前居住」または「自然に恵まれた里地域の居住」を選択するなど、住み

慣れた青梅のなかで、各世帯のライフステージやニーズに応じた快適な暮らし

を楽しめる住まい方の実現と定住を目指します。そのため、適切な住み替えを

支援する情報発信の仕組みづくりを図ります。 

 

[施策] 

○ニーズに応じた快適な暮らしと住み替えに関する情報発信  

・本市の環境特性を活かして、ライフステージやニーズに応じた快適な暮らしと、住み替えに

関する情報の発信の検討を行います。新規 

 

 

(２)地域の活力を高める交流や定住の仕組みづくり 

心の豊かさへの希求や価値観の多様化などを背景に、自然や歴史・文化に恵

まれた地域での活動や居住へのニーズが高まっています。高齢世代にもこうし

た志向は高いため、団塊世代の大量定年や高齢化の進展等の潮流を受けとめる

とともに、心豊かな子育て環境や自然・本物体験の機会、環境学習などへのニ

ーズを捉えて、交流・定住を促します。 

空き家の有効活用や、自然・歴史・文化とふれあう活動・交流機会の提供な

どにより、青梅を訪れ様々な活動を楽しむ人や週末居住・二地域居住者などを

受け入れ、多様な形での交流や定住により地域の活力を高めるために、情報発

信の仕組みづくりを図ります。 

 

[施策] 

○多様な活動・交流機会の提供と情報発信 

・自然とふれあう健康づくりや農業体験、環境学習、青梅に息づく歴史・文化や芸術・工芸等

を楽しむ活動など、様々な活動・交流機会を提供するため、多様な主体による取り組みの支

援と、情報の発信の検討を行います。 

 

 

《方針２》 

支えあい活き活きと暮らす仕組みづくり 

多様な世代・世帯がともに支えあいながら、誰もが心豊かに活き活きと暮ら

し続けていくための「仕組み」の充実を図ります。 
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○住まい・暮らしの情報バンクと住み替え・転入システムの構築 

・ニーズに応じた住み替え・交流や転入・定住に向けて、青梅での活動・暮らしに関する情報

提供と、空き家の有効活用・流通をはかるため、自治会、不動産業者やＮＰＯ※等と連携し

た「住まい・暮らしの情報バンク」の創設について検討します。新規 

・「住まい・暮らしの情報バンク」を活用した「住み替え・転入システム」の構築について検

討します。新規 

 

 

 

 

 

 

 

住み替え・交流・定住モデルのイメージ 

住まい・暮らしの情報バンクのイメージ 
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(３)子育て世帯や高齢者・障がい者を支える地域コミュニティの育成 

子育て世帯や高齢者・障がい者の心豊かで安心な暮らしのために、コミュニ

ティの支えあいや教育・医療・治安の良い環境などが重視されています。互い

に支え、見守り、育てあう地域コミュニティの育成を図ります。 

将来を担う子どもたちを積極的に迎え、自然の中で伸びやかで心豊かな子育

てを支援するため、地域活動の充実を促すとともに、体制の整備と情報発信を

図ります。 

 

[施策] 

○地域の力を活かした保育や高齢者の見守り・介護などの充実 

・「子育て支援センター」「永山ふれあいサロン」などで、市民相互の子育て支援グループの育

成を図ります。【次世代育成計画】 

・「青梅ボランティア・市民活動センター」を拠点に、学校ボランティア・教育ボランティア・

図書館ボランティア活動の充実を図ります。【次世代育成計画】 

・ボランティア活動やＮＰＯ活動を支援し、高齢者保健福祉活動への市民参加の促進について

検討します。【地域福祉計画】 

・子ども達や高齢者等を犯罪被害から守る防犯パトロールや「子ども110番の家」など、防犯

ボランティア活動の促進を図ります。【次世代育成計画】 

 

○地域活動を支援する拠点整備 

・地域での子育て支援活動の促進に向け、市民センター・支会・空店舗の活用や、高齢者福祉

施設の活用等への支援について検討します。【次世代育成計画】 

・「青梅ボランティア・市民活動センター」の活動支援拠点としての機能の充実について検討

します。【地域福祉計画】  

・市民センターを会場とした「子育て支援事業」の開催や、自治会館等の既存施設の活用につ

いて検討します。また、ボランティアの協力を得ながら運営の充実を図ります。【次世代育

成計画】 

 

○地域活動を支援する体制の充実と情報発信 

・ボランティア活動参加者の拡大や専門家の養成に向け、社会福祉協議会等との連携を図りま

す。【地域福祉計画】 

・民生児童委員合同協議会との連携により、支援を要する高齢者への対応を充実します。【地

域福祉計画】  

・子育てを支援するＮＰＯや企業等の情報を収集し、子育てを支援する団体相互の連携のため

の情報提供に努めます。【次世代育成計画】 
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(４)子育て世帯や高齢者・障がい者を支える福祉施策・地域施策との連携 

子育て世帯が共働きでも安心して子どもを育てやすい環境の充実に向け、福

祉や子育て等の関連分野の施策と連携して、保育サービスなどの充実を図ると

ともに、高齢者・障がい者等が地域で活き活きと暮らし続けられるための自立

支援・生活支援や在宅介護サービスなどの充実を図ります。 

また、地域施策として、生活の足となる交通の確保に努めていきます。 

 

[施策] 

○福祉・保険・医療や子育ての関連施策と連携した適切な支援 

・子ども家庭支援センター事業による保育相談・ショートステイ・ファミリーサポート※や、

一時保育事業などを積極的に進めます。【次世代育成計画】 

・保育所の充実、夜間保育・延長保育・休日保育の充実を積極的に進めます。【次世代育成計画】 

・自宅で乳幼児を預かり保育する「家庭福祉員（保育ママ）」制度の拡充を図ります。【次世代

育成計画】 

 

○生活の足となる地域交通への支援 

・ニーズに応じた身近な交通手段を確保するため、福祉有償運送事業を行っている民間団体へ

の支援を行います。【地域福祉計画】  

・市民生活の足となる現在のバス路線を維持していきます。 

 

 

(５)マンション（共同住宅）の維持管理・コミュニティ育成への支援 

マンションも長期的には老朽化・建替えを迎えますが、共同住宅としての管

理の難しさもあるなかで早い段階から適切な維持管理に取り組めるよう、情報

提供などを図ります。 

また、マンション居住者が地域コミュニティに協調しやすい環境づくりに努めます。 

 

[施策] 

○マンション管理組合などへの支援 

・マンションの適切な維持管理や将来の建替え等について、管理組合などへの情報提供を行います。 

・新たな分譲マンション建設に際しての適正な管理規約の作成、既存分譲マンションの管理組

合の実態に即して運営改善を盛り込んだ管理規約やモデル協定の作成についての情報提供

を図ります。 

・マンションの管理向上のため、専門家派遣等による支援について検討します。 

 

○マンションのコミュニティ育成への支援 

・住まい方のルールづくりに向けて、マンション管理組合などへの情報提供を図ります。 

・マンション居住者と地元の自治会等との交流の推進に向けて、マンション管理組合などへの

情報提供を図ります。
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３－１．安全・便利でゆとりある暮らしを支える市街地づくり 

 

(１)災害に強い市街地の形成 

密集市街地等において、誰もが安心して暮らせるよう、災害にも強い安全な

住環境の形成に向けて、狭あい道路の解消等を図ります。 

地域ぐるみの防災まちづくりとして、住宅等の沿道部や道路、公園、広場な

どにおける延焼防止策を推進します。 

 

[施策] 

○狭あい道路の解消、避難路の確保、接道条件の改善 

・生活道路について、沿道での住宅等の建替えなどに併せて、狭あい道路の拡幅を図ります。 

 

○防災まちづくりの推進と支援 

・地域と協働して、防災まちづくりに取り組みます。 

・木造建築が密集するなど危険性の高い地区について、防災性の向上に資する総合的な取り組

みを重点的に進め、危険地区解消を目指します。 

・避難路や延焼防止帯となる街路樹の整備について検討します。【緑の基本計画】 

・公園における避難地としての施設整備や防火植栽について検討します。【緑の基本計画】 

・生垣設置助成による生垣化を積極的に推進・拡充し、ブロック塀の解消を図ります。【緑の

基本計画】 

・街路灯の整備を進め、通行の安全を確保します。 

《方針３》 

豊かな自然とともに暮らす魅力あるまちづくり 

豊かな自然や歴史に培われてきた伝統・文化と身近にふれあい、ゆとりある

暮らしを楽しむことのできる、魅力ある「まちづくり」を進めます。 

安全・便利で、ゆとりのある暮らしを支える、良好な市街地環境の形成を図

ります。 

快適さと自然を楽しみ、新たな魅力で活力を高めていく里づくりを進めます。 
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(２)都市空間のバリアフリー化の推進 

市民の住環境評価では、道路等のバリアフリー化への要望が多く、対応が望

まれています。 

誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して、バリアフリー化を進めます。 

 

[施策] 

○駅前広場、道路・歩道、公園など公共施設のユニバーサルデザインによる整備 

・公共施設におけるバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を進めます。【環境基本計画】 

・駅前広場等のバリアフリー化を進めます（東青梅駅北口駅前広場、青梅駅前広場）。 

・歩道や公園等のバリアフリー化を進めます。【次世代育成計画】【緑の基本計画】【地域福祉

計画】 

 

○公共的空間におけるユニバーサルデザインの普及 

・多くの人が利用する建物や駐車場等のバリアフリー化を推進します。【地域福祉計画】  

・高齢者が自由に移動できる歩行者空間の整備を進めます。【地域福祉計画】  

 

○健康と歴史・文化の路づくり 

・健康づくりに走・歩行する人や歴史・文化施設等を訪れる人などで利用度の高い市道におい

て、歩行者や住民が安全で安心して利用し、健康でゆとりある生活をおくることができるよ

う、ユニバーサルデザインに配慮した整備を実施します。新規 

ユニバーサルデザインに配慮した駅前広場 
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(３)良好な景観・ゆとりある住環境の育成 

豊かな自然、古い歴史と伝統ある文化は市の優れた資源であり、その景観は、

一度損えば回復することは難しいかけがえのないものです。住環境の評価にお

いても、多くの市民が美しい自然や良好な街なみなどを、一定のルールのもと

で守っていきたいと願っています。その実現に向けた取り組みを推進します。 

 

[施策] 

○自然・歴史・文化を象徴する街なみの保全 

・｢青梅駅周辺景観形成地区※」における建築行為等の届出制度の一層の周知と積極的な運用を

図り、景観形成基準による誘導を行います。【景観計画】 

・｢青梅駅周辺景観形成地区」における修理・修景助成制度の一層の周知と積極的な運用を図

り、歴史的建築物等の外観を守る修理・修景を促します。【景観計画】 

・登録有形文化財制度の活用による歴史的建造物への優遇措置（改修設計費補助、固定資産税

等の減額）について、情報提供を図ります。【景観計画】 

 

○中高層建築物（マンション等）の規制誘導 

・多摩川崖線緑地の保全を図るため、多摩川の周辺地区や主要地点から崖線緑地への眺望に関

わる地区などについて、｢景観形成地区」に向けて調査等を進めます。新規【景観計画】 

・多摩川の周辺地区などにおいて、都市計画と連動して、用途地域の見直しや地区計画制度の

導入などを検討します。【都市計画】【緑の基本計画】 

 

○住民の主体性を活かした景観・まちづくりの取り組み 

・建築協定、緑化協定や地区計画などを活用して、住民による主体的なまちづくりルールの検

討、制度の導入を促します。【都市計画】 

・道路、公園、広場等の公共的空間を地元住民が維持管理（清掃、緑化、補修等）していく取

り組みを促します。 
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３－２．快適さと自然を楽しみ、新たな魅力で活力を高める里づくり 

 

(１)災害に強く、快適な住環境の形成 

北部・西部地域には、住宅や敷地の広さ、自然環境への評価が高い一方で、

下水道未整備地域や土砂災害等の課題を抱えている地区もあります。快適で安

心な暮らしを支える基盤整備を進めます。 

 

[施策] 

○崩壊危険地区等への対応 

・住民が適切に危険を回避できるよう、崩壊危険地区等に関する情報提供等を図ります。 

 

○公共下水道の計画的な整備の推進 

・公共下水道整備計画にもとづき、計画的・段階的な整備を進めます。 

 

 

(２)豊かな自然と里山環境の保全・活用 

都心からも近い立地条件にありながら、丘陵と多摩川水系・荒川水系の清流

が四季折々の表情をみせる豊かな自然環境と集落の暮らしのなかで、人と自然

との共生によって育まれてきた里山環境は、本市固有の大きな魅力です。 

こうした環境を今後も積極的に保全するとともに、生態系等に十分に配慮し

ながら暮らしのなかでこれらを身近に楽しめるよう活用を図ります。 

 

[施策] 

○子どもたちが遊びやすい里山空間やしくみの充実 

・公園・散策路等の整備を進めます。 

・「自然のなかで遊び学ぶ」里山・水辺体験など、教育機会の充実を図ります。 

 

○健康と歴史・文化の路づくり 

・健康づくりに走・歩行する人や自然や歴史・文化的な資源とのふれあいに訪れる人などで利

用度の高い市道において、歩行者や住民が安全で安心して利用し、健康でゆとりある生活を

おくることができるよう、里山の雰囲気を大切にした整備を実施します。新規 

 

豊かな自然と里山環境に恵まれた住まい 
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(３)地域資源を活かした新たな里づくり 

丘陵の樹林や大小の河川の自然環境、実り豊かな樹園地や農地、ゆとりある

住宅・敷地、創作活動への取り組みなど、北部・西部の地域には多様な魅力あ

る資源が存在しています。 

自由時間の増加や価値観・ライフスタイルの多様化を背景に、里での暮らし

や活動への志向が高まるなかで、これらの地域資源や特性を積極的に活かすこ

とにより、新たな活力を生みだす里づくりに長期的に取り組んでいくための検

討を進めます。 

様々な知恵や創意工夫を活かす人づくり・ネットワークづくりや、活動・居

住の場の確保に向けた空き家等の有効活用に向けて、情報提供などの支援につ

いて検討します。 

 

[施策] 

○里でのライフスタイルの展開に向けた住まい、仕組みづくり 

・里での暮らしや活動に対応する住宅の供給を図るため、空き家の有効活用ができるしくみを

検討します。 

・来訪・交流・二地域居住・定住など様々な居住パターンと、ライフスタイルに関する情報提

供について検討します。 

・これらに向けて、不動産業者やＮＰＯ等と連携した「住まい・暮らしの情報バンク」の活用

について検討します。 

 

○空き家の有効活用への支援 

・北部・西部地域の空き家の活用を促すための適切な支援を図る制度の検討を行います。 

                                                                         主要 新規 

 

 

 
 

                  来訪・交流              二地域居住              定   住       

 

 

《様々な居住パターンのイメージ》  

  ○東京都心・近郊都市や市街地からの週末居住・別荘利用 

  ○東京都心・近郊都市からの二地域居住 

  ○定住 

 《活動スタイルに応じた住宅のイメージ》 

  ○元気なリタイアメントの菜園住宅 

  ○自由時間の多い家族が気ままに利用する自然遊住ライフ拠点住宅 

  ○自然愛好家などの休日活動拠点住宅 

  ○新市民を積極的に迎える低廉な持家・借家  など・・・・・ 
  

 
 

 

里でのライフスタイルの展開イメージ 
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施策の展開に向けては、青梅らしさを十分に活かしながら、多くの人が「住

みたい」「住み続けたい」と感じられる魅力ある住まいや住環境の形成を図る

うえで有効な施策を取り上げ、これらを重点的に実施していきます。 

なお、推進にあたっては分野が多岐にわたることから、必要に応じ実施状況

を把握して、施策の推進に努めていきます。 

 

良好な住宅ストックの形成に向けた施策 

○市民の生命と財産を守るため、住宅の耐震化への助成制度を創設し、

良好な住宅ストックの形成に努めていきます。 

○区画整理が完了した地区におけるゆとりある住環境の形成に取り組

み、良好な住宅市街地のイメージを先導する「青梅の住まい」づくり

を推進します。 

 

 

地域の活性化に向けて特に重点的に実施する施策 

○子育て世帯の定住・転入を促し、将来を担う子ども達を迎え入れるた

めの支援施策を検討します。 

○過疎化・高齢化が進む北部・西部地域への定住・転入を促すための支

援施策を検討します。 

 

 

住まい・まちづくりの誘導手法の運用、拡充 

○市民が誇りと愛着を感じられる良好な住環境を実現するための誘導

手法として、地区計画や景観に関わる届出制度の積極的な運用と拡充

を図ります。 

 

 


