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はじめに 

 

21世紀を迎え、少子高齢化が急速に進行しており、特に、本道では、合計特殊出生率（一人の女

性が一生の間に生む子どもの数の平均）が全国平均を下回って推移しており、全国の中でも急速に

少子化が進行しています。 

 

こうした状況を踏まえ、道では、「子どもからお年寄りまで安心して暮らせる住まいの実現」を

目指し、北海道第八期住宅建設五箇年計画、北海道住宅マスタープランにおける重点施策として「安

心居住プロジェクト」を推進しております。 

 

この一環として、道では、平成15年度から、入居者及び介護支援者などからの評価をもとに公営

住宅の設計仕様の検証を行いながら、新たにユニバーサルデザインの視点に立ち、誰もが安心して

暮らせる公営住宅等の整備のあり方について検討を行い、平成16年4月に「北海道公営住宅等安心

居住推進方針」を策定し、この方針の普及推進を図っているところであります。 

また、誰もが安心して暮らせる住まいの実現に向け、道営住宅において、ユニバーサルデザイン

の視点に立った整備を実践するとともに、地域社会を支えるコミュニティの形成促進を図るため、

「公営住宅における福祉施設との連携」などを行うこととしております。 

 

社会経済情勢が大きく変化する中で、家族形態も変化してきており、高齢者や障害のある方々な

どの地域居住の要請や、子育て世代への適切な住宅供給の必要性、中心市街地の衰退や地方定住人

口の減少への対応の必要性が高まるなど、居住に関してますます多様化する課題に対し、地域の住

宅政策に期待される役割も変化してきています。 

 

こうした中でも、本格的な少子化への対応は重要な課題であり、住宅政策と福祉政策が連携した

取り組みが求められていることから、道営住宅における子育て支援住宅の推進に向けて、住宅部局

と福祉部局による「北海道子育て支援住宅推進委員会」を設置し、具体的な推進方策等の検討を行

い、本方針を策定しました。 

 

この方針では、安心して子どもを生み育てることができ、かつ、子どもが健やかに成長できる環

境づくりを進めるため、道営住宅の整備に当たり、住宅に困窮する子育て世帯に対する良質な住宅

供給と子育て支援サービスの提供を併せて実施することにより、本道における少子化の進行を踏ま

えた取り組みを行うこととしています。 

 

道は、今後、この方針に基づき、道営住宅の整備を進めるとともに、さらに多くの地域で子育て

支援住宅の整備促進を図るため、市町村への周知を図り市町村営住宅等においても整備が進められ

ていくことを期待するものです。 

 

平成17年9月 

 

北海道建設部住宅課長 高 橋 進 一   
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北海道子育て支援住宅推進方針 

第１ 目的 

この方針は、安心して子どもを生み育てることができ、かつ、子どもが健やかに成長できる環

境づくりを進めるため、道営住宅の整備にあたり、住宅に困窮する子育て世帯に対する良質な住

宅供給と子育てを支援するサービス（以下「子育て支援サービス」という。）の提供を併せて実施

することにより、本道における少子化対策の推進に寄与することを目的とする。 

第２ 推進の考え方 

道が住宅に困窮する子育て世帯に対する良質な住宅供給と子育て支援サービスの提供を併せて

実施する道営住宅（以下「道営子育て支援住宅」という。）は、道が住宅及び集会所等の共同施設

の整備を行い、地元市町村がそれら共同施設を活用し、地域の実情に応じた子育て支援サービス

の提供を行うこととする。 

このため、道は、地元市町村と密接に連携しながら整備を行うこととする。 

また、道は、市町村営住宅等においても子育て支援住宅の整備を促進するため、「北海道子育て

支援住宅推進方針」（以下「方針」という。）について市町村や道民等へ周知を図ることとする。 

第３ 整備の考え方 

道営子育て支援住宅は、「公営住宅等整備基準」の性能を有するほか、「北海道公営住宅等安心

居住推進方針」を踏まえるとともに、次の事項に配慮した仕様として整備を行うこととする。 

○ 住宅 

住宅の広さ、間取りなど子育てに適した住宅とすること。 

○ 集会所 

道営住宅入居者の集会及び子育て支援サービスの提供に適した広さや設備を有した施設と

すること。 

○ 団地環境 

子育て世帯同士のふれあいやその他の世帯との交流などに適した団地環境とすること。 

第４ 管理の考え方 

道営子育て支援住宅は、次の事項を基本として別に定める「北海道子育て支援住宅管理方針」

に基づき管理を行うこととする。 

○ 道営子育て支援住宅の入居対象者 

道営子育て支援住宅への入居は、入居申込み時点において、次に掲げる要件をすべて満た

す者を対象とする。 

① 現に同居、又は同居しようとする親族の内、１人以上が小学校就学前であること。 

② 公営住宅法上の収入が26.8万円／月を超えないこと。（裁量階層適用） 

③ 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 
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○ 募集及び選考 

道営子育て支援住宅は、子育て世帯向けの特定目的住宅に指定することし、入居者の募集

は、一般公募により行うこととする。 

また、入居者は応募者の中から入居対象者の要件を満たす者を選考することとし、当該対

象要件を満たす応募者が募集した戸数を超えた場合の入居者の選考は、抽選によることとす

る。 

○ 期限付き入居 

道営子育て支援住宅の入居は、現に同居している子どもが中学校（盲・ろう・養護学校中

学部等を含む。）就学前までを期限とすることとし、入居後の状態に変化があった場合は、入

居期限の延長が可能なものとする。 

○ 住宅の明け渡し 

道は、道営子育て支援住宅の入居期限が到来した入居者に対して、当該住宅の明け渡し請

求を行うこととする。 

また、道営子育て支援住宅を明け渡すこととなった入居者は、収入が基準を超えている場

合や家賃の滞納がある場合などを除き、他の道営住宅等への住み替えを行うことができるも

のとする。 

○ 集会所の管理 

道は、地元市町村が集会所において、子育て支援サービスの提供を行う場合は、当該集会

所の使用を許可することとする。 

第５ 子育て支援サービス提供の考え方 

地元市町村は、次の子育て支援サービスを基本として、地域の実情に応じたその他のサービス

の提供に努めることとする。 

○ 子育て親子が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流するための常設

の場の開設 

○ 子育てに不安や疑問を持っている子育て親子に対する相談、援助の実施 

○ 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育てに関する情報の提供 

○ 子育て及び子育て支援に関する講習の実施 

第６ 子育て支援住宅運営の考え方 

道は、市町村、団地自治会等で構成する運営協議会を設置し、地域とも連携を図りながら道営

子育て支援住宅の適切な運営を行うこととする。 

第７ 地域展開の考え方 

道営子育て支援住宅の整備は、本道における少子化の進行を踏まえて、子育て支援に向けた地

元市町村による取組の促進に寄与することを目的として、政策的に実施していくこととする。 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

 

第１ 目的 

この方針は、安心して子どもを生み育てることができ、かつ、子どもが健やかに成長で

きる環境づくりを進めるため、道営住宅の整備にあたり、住宅に困窮する子育て世帯に対

する良質な住宅供給と子育てを支援するサービス（以下「子育て支援サービス」という。）

の提供を併せて実施することにより、本道における少子化対策の推進に寄与することを目

的とする。 

 

 

【定義】  

子育て支援住宅とは？ 

道が推進する「子育て支援住宅」とは、子育て世帯が安心して子どもを生み育てることができる

よう、必要な子育て支援サービスを受けられる住宅です。 

住宅の整備にあたっては、住宅施策と福祉施策が密接な連携を図りながら、住宅に困窮する子育

て世帯に対して、子育てに配慮した仕様を備えた良質な住宅を供給し、集会所や広場を整備すると

ともに、これらの施設を活用し、子育て世帯の交流や相談・援助などの子育て支援サービスを提供

します。 

 

【施策の位置付け】 

（１） 北海道第八期住宅建設五箇年計画 

道は、平成13年度に北海道住宅対策審議会の答申を受け策定した北海道第八期住宅建設五

箇年計画において、多様化・高度化する道民ニーズや地域課題に的確に対応した北国の住み

よい生活環境を創出するため、『道民や地域が自らの選択と自助努力の基で良質な居住を確保

できる環境を整えること』を目標とし、「誰もが安心して暮らせる住みよい社会を形成するこ

と」を目指して、 

 

① 子どもからお年寄りまで安心して暮らせる住まいの実現 

② 多様なニーズに対応した良質な住宅ストックの形成 

③ 地域の活性化や市街地の再編に寄与する住まいづくり 

④ 自然環境との共生を重視した住まいの実現 

を基本目標とし、住宅政策を推進しています。 

（２） 北海道住宅マスタープラン 

道は、「第3次北海道長期総合計画」の住宅分野における計画として、また、「北海道第八

期住宅建設五箇年計画」の推進を図るための具体的な展開方向を示すものとして、「北海道住

宅マスタープラン」を策定しています。 
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現在、我が国が成長社会から地価の安定、人口減少、少子高齢化、環境重視等に特徴づけ

られる成熟社会へ移行する中で、住宅政策においては、多様なニーズに対応した居住サービ

スを安心して選択できる仕組みづくりが求められています。 

このような状況のもと、北海道においては、多様化・高度化する道民ニーズ、地域で異な

る住宅課題に対応し、道民や地域が自らの選択と自助努力の基で良質な居住を確保できるよ

う北国の住みよい生活環境を創出していくことが必要であり、このため本道における今後の

住宅政策の目標、基本的な方向や具体的な展開方策を示すとともに、住宅施策を総合的かつ

体系的に推進するため「北海道住宅マスタープラン」を策定しています。 

この中では、基本目標として「地域の活性化や市街地の再編に寄与する住まいづくり」や

「子どもからお年寄りまで安心して暮らせる住まいの実現」を掲げ、「地域社会を支えるコミ

ュニティの形成促進」を展開方向とし、主な施策は、公営住宅における福祉施設との一体的

整備、公的賃貸住宅における共同施設の活用を位置付けています。 

 

■ 北海道住宅マスタープラン体系図［抜粋］ 

 

（３） 重点プロジェクトの推進 

北海道住宅マスタープランでは、次の4つの重点プロジェクトを位置付け、住宅政策の総

合的な推進を図ることとしています。 

① 高齢社会に対応する『安心居住プロジェクト』 

② 地域特性を発揮する『北方型住宅の新展開プロジェクト』 

基本目標 展開方向 

目標 
道民や地域が自ら

の選択と自助努力

の基で良質な居住

を確保できる環境

を整える 

 

目指す姿 
誰もが安心して暮

らせる住み良い社

会を形成する 

【住まい方】 
子どもからお年寄り

まで安心して暮らせ

る住まいの実現 

【住宅】 
多様なニーズに対応

した良質な住宅スト

ックの形成 

【地域】 
地域の活性化や市街

地の再編に寄与する

住まいづくり 

【地球】 
自然環境と共生を重

視した住まいの実現 

少子高齢社会を支える住まいづくりの支援  

多様なライフスタイルに対応した住まいづくりへの支援 

安全安心に生活できる住宅取得への支援 

高齢社会に対応した住宅の供給 

良質な住宅の新規供給 

良質な住宅ストックの適正な維持・管理による循環型市場の形成

市場特性に応じた公共賃貸住宅の整備 

地域社会を支えるコミュニティの形成促進  

地域の歴史や風土に根ざした住まいづくり 

都市や地域の構造再編に寄与する住宅地づくり 

地域の住宅産業を活性化する環境づくり 

環境への負荷を低減する住まいづくり 

循環型住宅市場を支える技術の開発 

［主な施策］公営住宅における福祉施設との連携 

      公的賃貸住宅における共同施設の活用 
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③ 地域課題に対応する『まちなか居住推進プロジェクト』 

④ 環境型社会の実現に向けた『環境技術開発プロジェクト』 

今後の成熟社会では、まちづくりにおいても既存ストックである中心市街地など既成市街

地を有効に活用しながらコンパクトで環境負荷の少ない市街地形成を進めるため、まちなか

をこれからの時代のニーズに対応した地域コミュニティの中心として、人が住み、育ち、学

び、働き、交流する場として再生することが強く求められています。 

また、女性の社会活動の活性化に対応し、夫婦が仕事や社会活動をしながら子育てしやす

い環境整備を進めるとともに、子どもからお年寄りまで安心して豊かに暮らせる住まいの実

現を目指し、居住者の年齢や性別、身体状況等の相違にかかわらず、できるだけ多くの人を

対象とするユニバーサルデザインの取り組みを進めています。 

道営子育て支援住宅は、こうした取り組みの一環として、「まちなか居住推進プロジェクト」

及び「安心居住推進プロジェクト」に位置付け、推進することとしています。 

（４） 新たな住宅政策の基本的な計画 

少子高齢化、国民の価値観や家族形態の多様化、地方分権の進展、財政制約の増大など社

会経済情勢の大きな変化の中で、これまでの住宅政策の制度的枠組みを見直すことが求めら

れています。 

現在、国においては、国土交通大臣から社会資本整備審議会に対して「新たな住宅政策に

対応した制度的枠組みはいかにあるべきか」について諮問がなされており、住宅政策の法体

系やあり方についての見直しが行われています。 

道は、国におけるこれら一連の動きを踏まえるとともに、現在の北海道第八期住宅建設五

箇年計画及び北海道住宅マスタープランの計画期間が平成17年度としていることから、新た

な住宅政策の基本となる計画について策定を予定しています。 

道営子育て支援住宅の推進は、これからますます進行することが予想される少子高齢化に

対応した住宅政策の重要な柱の一つと考え、策定を予定している新たな計画において明確に

位置付けていくこととしております。 
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■ 北海道営子育て支援住宅推進に係る関連計画等 

[北海道の関連計画] 

北海道子ども未来づくり条例 

（平成16年度施行）

北の大地☆子ども未来づくり北海道計画 

（平成17年度～平成21年度）

[市町村の関連計画] 

総合計画 

住宅マスタープラン 

次世代育成支援対策行動計画 

都市計画マスタープラン 等 道営子育て支援住宅整備 

新たな住宅政策の基本的な計画 

（平成18年度～）

 
北海道住宅マスタープラン 

（平成8年度策定・平成13年度見直し）

北海道第八期住宅建設五箇年計画 

（平成13年度～平成17年度）

道営子育て支援住宅地域協議会 

北海道子育て支援住宅推進方針 

（平成17年度策定）

道営子育て支援住宅整備構想 

北海道子育て支援住宅推進委員会 

（平成17年度）

整備に向けた具体的な検討 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

 

第２ 推進の考え方 

道が住宅に困窮する子育て世帯に対する良質な住宅供給と子育て支援サービスの提供

を併せて実施する道営住宅（以下「道営子育て支援住宅」という。）は、道が住宅及び集

会所等の共同施設の整備を行い、地元市町村がそれら共同施設を活用し、地域の実情に

応じた子育て支援サービスの提供を行うこととする。 

このため、道は、地元市町村と密接に連携しながら整備を行うこととする。 

また、道は、市町村営住宅等においても子育て支援住宅の整備を促進するため、「北海

道子育て支援住宅推進方針」（以下「方針」という。）について市町村や道民等へ周知を

図ることとする。 

 

 

【解説】 

（１） 道営子育て支援住宅に係る役割 

道営子育て支援住宅は、道が子育て支援に配慮した住宅等を整備し、地元市町村が地域の

実情に応じた子育て支援サービスの提供を行います。 

○ 道の役割 

市町村が積極的に推進する少子高齢化に対応した取り組みと連携して、道営子育て支

援住宅を整備します。 

道営子育て支援住宅は、子育てに配慮した仕様の住宅を整備するとともに、道営子育

て支援住宅の入居者及び地域の子育て世帯が集う集会所及び広場（子どもの遊び場）を

整備します。 

○ 市町村の役割 

市町村の計画に基づき子育て支援サービスを道営子育て支援住宅の入居者及び地域の

子育て世帯に対して提供します。 

子育て支援サービスは、保育士等である職員（以下「子育てアドバイザー」という。）

を配置し、子育て世帯の交流促進や、子育てに関する相談・援助などを実施します。 

また、必要に応じて、子育て世帯にその他の子育て支援サービスの提供を行うことを

検討することとします。 
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■ 道営子育て支援住宅の概念図 

 

（２） 地元市町村等との密接な連携 

道営子育て支援住宅の整備は、地域の実情に応じた子育て支援サービスと一体的に行われ

る必要があります。 

このため、地元市町村における住宅・福祉などの関連部局と密接な連携が必要であり、道

営子育て支援住宅の整備に向け、「子育て支援住宅地域協議会」を設置し、整備に向けた具体

的な検討を行います。 

 

■ 地域協議会の構成 

 

（３） 市町村への周知 

道は、市町村営住宅（公営住宅、改良住宅及び特定公共賃貸住宅）においても、子育て支

援住宅の整備を促進するため、この方針の取り組みの方向性について各種の会議・説明会の

開催を通じて、周知に努めます。 

北海道 市町村 

住宅部局 住宅部局 

福祉部局 福祉部局 

地域協議会

北海道【住宅施策】 市町村【福祉施策】 

道営子育て支援住宅の整備 

道営子育て支援住宅 

 

○広さの配慮 

○間取りの配慮 

○住宅設備の配慮 

地域に開かれた 

共同施設 

広 場 

集会所 

子
育
て
世
帯 

子育て支援サービスの提供 
○つどいの広場事業 

相談・援助 

情報提供 

子育てアドバイザーの配置 

○その他のサービス 

せわずき、せわやき隊（ボランティア等）

子育てに関する講座 など 

地域の子育て世帯 

利用

連携 

優先 

入居 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

（４） 道民等への周知 

道民等に対しては、ホームページなどを活用して道営子育て支援住宅に関する情報提供を

行い、この方針への理解を求めます。 

 

■ 子育て支援住宅の普及啓発 

 

 

 

道民等への周知 

市町村への普及 

道による 

政策的展開 

道営子育て支援住宅の整備 

各種会議・説明会等の実施 

ホームページ等による周知 
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第３ 整備の考え方 

道営子育て支援住宅は、「公営住宅等整備基準」の性能を有するほか、「北海道公営住宅

等安心居住推進方針」を踏まえるとともに、次の事項に配慮した仕様として整備を行うこ

ととする。 

○ 住宅 

住宅の広さ、間取りなど子育てに適した住宅とすること。 

○ 集会所 

道営住宅入居者の集会及び子育て支援サービスの提供に適した広さや設備を有した

施設とすること。 

○ 団地環境 

子育て世帯同士のふれあいやその他の世帯との交流などに適した団地環境とするこ

と。 

 

 

【解説】 

（１） 道営子育て支援住宅の整備 

道営子育て支援住宅は、公営住宅等整備基準に基づく基本的な性能を有するほか、子育て

のしやすさや、子どもの安全・安心に配慮した次の仕様となるよう努めます。 

（２） 住宅の仕様 

道営住宅は、これまで高齢者や障害のある方などの行動を妨げる障壁をなくそうといった

考え方の「バリアフリー」をはじめとする様々な取り組みがなされてきましたが、平成 16

年度に北海道公営住宅等安心居住推進方針を策定し、「すべての人のためのデザイン」である

ユニバーサルデザインの視点に立った道営住宅の整備を行うこととしています。 

道営子育て支援住宅は、北海道公営住宅等安心居住推進方針を踏まえるとともに、子育て

支援に配慮した住宅の仕様として次の3つを基本性能とします。 

○ 子育てのしやすさに配慮した住宅の広さの確保 

○ 子どもの成長に対応できる柔軟性への配慮 

○ 子どもの住宅内における事故防止への配慮 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

 ■ 道営住宅の仕様体系図 

 

（３） 集会所の仕様 

集会所は、道営住宅入居者の利用や子育て支援サービスの提供の場としてだけではなく、

地域における子育て支援の拠点としての機能を持たせるため、次のとおり整備を行います。 

○ 子育て支援スペース 

子育て支援サービスを提供するため、子育てアドバイザーが子育てに関する相談を受

ける事務・相談スペースと道営子育て支援住宅の入居者や地域の子育て世帯のふれあい

や交流に必要な広さを確保します。 

また、授乳コーナー、ベビーベッド、遊具のほか、乳幼児を連れて利用しても支障が

生じないよう必要な設備を整備します。 

○ 集会スペース 

団地入居者の各種コミュニティ活動スペースとして、集会スペースを設けます。 

また、集会スペースは、子育て支援スペースと一体的に利用できように配慮します。 

○ 共用スペース 

子育て支援スペースと集会スペースの共用として、多目的便所や流し台などを整備し

ます。 

また、子育て支援スペースと集会スペースは、可動間仕切りによって、運用時の柔軟

性を持たせて整備します。 

ファミリー世帯 高齢世帯 
入居世帯 若年夫婦 

母子・父子 子育て夫婦 その他 高齢単身 高齢夫婦 
障害者 

住宅種別 

       

基本仕様 

       

一般住宅 

シルバーハウジング 

障害者向

子育て支援住宅 

[高齢者生活支援機能追加] 

・緊急通報システムの設置 

・高齢者生活相談所、団らん室、LSA 

[身体特性への対応強化] 

・水回り仕様の変更 

・避難スロープの追加 等

ユニバーサルデザイン公営住宅[基本性能] 

あらかじめバリアを除いた

シンプルなつくり 
在宅介護に配慮した空間の

確保 
多様な住まい方に対応でき

る柔軟性 

[子育て支援仕様追加] 

・子育てのしやすさに配慮した住宅の広さの確保 

・子どもの成長に対応できる柔軟性への配慮 

・子どもの住宅内における事故防止への配慮 
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（４） 団地環境の仕様 

子育て世帯のふれあいやその他の世帯との交流、地域住民の散策及び憩いのための団地環

境とするため、広場（子どもの遊び場）と集会所との動線に配慮し、次のとおり整備します。 

○ 広場（子どもの遊び場） 

団地内における広場は、どこからも見えやすい位置に計画するとともに、安全性に留

意し、憩い・交流の場として、子どもだけではなく、だれもが利用できるよう配慮した

計画とします。 

また、広場は、冬期間における利用にも配慮した計画とします。 

○ 駐車スペース 

地域における子育て世帯の利用にも配慮し、集会所に近接した位置に駐車スペースを

確保します。 

 

■ 共同施設整備イメージ図 

 

駐車スペース 

集会スペース 子育て支援スペース 共用部分 

収納 

集会 

収納 

授乳 

事務・相談 

スペース 

玄関・流し台・多目的便所

共用空間 

運用により集会又は子育

て支援スペースとして活用

集会所 

広場（子どもの遊び場） 

住棟 

一般世帯 

子育て世帯 

高齢世帯 

ふれあい 

交流 

障害者世帯 

 

地域 

子育て

世帯 

子育て

世帯 

子育て

世帯 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

 

第４ 管理の考え方 

道営子育て支援住宅は、次の事項を基本として別に定める「北海道子育て支援住宅管

理方針」に基づき管理を行うこととする。 

○ 道営子育て支援住宅の入居対象者 

道営子育て支援住宅への入居は、入居申込み時点において、次に掲げる要件をす

べて満たす者を対象とする。 

① 現に同居、又は同居しようとする親族の内、１人以上が小学校就学前である 
こと。 

② 公営住宅法上の収入が26.8万円／月を超えないこと。（裁量階層適用） 

③ 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。 

○ 募集及び選考 

道営子育て支援住宅は、子育て世帯向けの特定目的住宅に指定することとし、入

居者の募集は、一般公募により行うこととする。 

また、入居者は応募者の中から入居対象者の要件を満たす者を選考することとし、

当該対象要件を満たす応募者が募集した戸数を超えた場合の入居者の選考は、抽選

によることとする。 

○ 期限付き入居 

道営子育て支援住宅の入居は、現に同居している子どもが中学校（盲・ろう・養

護学校中学部等を含む。）就学前までを期限とすることとし、入居後の状態に変化が

あった場合は、入居期限の延長が可能なものとする。 

○ 住宅の明け渡し 

道は、道営子育て支援住宅の入居期限が到来した入居者に対して、当該住宅の明

け渡し請求を行うこととする。 

また、道営子育て支援住宅を明け渡すこととなった入居者は、収入が基準を超え

ている場合や家賃の滞納がある場合などを除き、他の道営住宅等への住み替えを行

うことができるものとする。 

○ 集会所の管理 

道は、地元市町村が集会所において、子育て支援サービスの提供を行う場合は、

当該集会所の使用を許可することとする。 

 

 

【解説】 

（１） 道営子育て支援住宅の入居対象者の要件 

道営子育て支援住宅は、住宅の広さや間取りなど子育てのしやすさに配慮した子育て世帯

向けの特定目的住宅として整備するため、入居対象者は、一般世帯とは異なる要件を設定し

ています。 

道営子育て支援住宅には、申込み時点において入居対象者の要件を満たしていなければ入
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居することができません。具体的な要件としては、住宅に困窮していることのほか、同居親

族に小学校就学前の子どもが1人以上いることを求めており、子どもが居ても別居する場合

や妊娠中は、これに該当しません。 

また、収入基準は、一般世帯よりも基準が引き上げられており、対象となる範囲が広く設

定されています。 

■参考 一般世帯と子育て世帯の入居対象要件の比較表 

 一般世帯の入居対象者の要件 子育て世帯の入居対象者の要件 

① 現に同居し、又は同居しようとする親族

があること。 

現に同居し、又は同居しようとする親族

の内、１人以上が小学校就学前であること。

② 公営住宅法上の世帯の収入が 20 万円／

月を超えないこと。 

 公営住宅法上の世帯の収入が 26.8 万円

／月を超えないこと。（裁量階層の適用） 

③ 現に住宅に困窮していることが明らかで

あること。 

同左 

（２） 募集及び選考 

道営子育て支援住宅の募集に当たっては、子育て世帯向けの特定目的住宅に指定し、入居

者は一般公募とすることとしています。 

なお、入居者の一般公募は、入居対象者や入居期限が定められていることを明示して行う

こととしています。 

また、募集した子育て世帯に対して入居対象者の要件を満たす応募者が上回った場合の入

居者の選考は抽選によることとします。 

（３） 期限付き入居 

道営子育て支援住宅を期限付き入居とすることについては、道営子育て支援住宅が、一般

の住宅とは異なり、子育て世帯向けの特定目的住宅として、子育てに配慮した施設整備が図

られるほか、子育てを支援するためのソフト面でのサービスも提供する住宅であるため、本

来の施策対象である子育てを行う世帯に対し、的確かつ継続的に住宅供給が図られなければ

なりません。 

しかしながら、子育て世帯においては、入居後の子どもの成長等により、将来、入居対象

要件を満たさなくなる時期が確実に到来することが見込まれるため、入居対象要件に合致す

る新たな子育て世帯を継続的に受け入れていくためのシステム（制度）が必要となります。 

このため、子育て世帯の入居後における状態の変化などにも的確に対応した管理を行うた

め、道営子育て支援住宅は、次のとおり入居期限の設定を行います。 

○ 入居期限の設定 

道営子育て支援住宅に入居する際の入居期限は、同居又は同居しようとする小学校就

学前の子どもが中学校（盲・ろう・養護学校中学部等を含む。以下同じ。）に就学する年

の3月31日までとします。なお、小学校就学前の子どもが2人以上いる場合は、年齢が

高い方の子どもを対象とします。 

また、入居期限については、入居時点で、小学校就学前の子どもが2人以上いる場合や入

居後の出産等により新たな子どもが誕生した場合などに対応するため、入居後に延長するこ

とができるようにしており、状態の変化に的確に対応し、設定した期限が過大になることを
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北海道子育て支援住宅推進方針 

避けるため、年齢の高い子どもにより行うこととしています。 

このことは、市町村が提供する子育て支援サービスの内容が、主に乳幼児を対象としたも

のであり、子育てを始めた初期の一定期間を対象に居住の安定を図ることとしたためです。 

併せて、切替時期を中学校に就学する時点とすることにより就学後の子どもの転校等にも

配慮することとしました。 

（４） 住宅の明け渡し 

道営子育て支援住宅は、子育て支援について特別な配慮を行った住宅であることから、道

は、入居期限が到来した入居者に対して当該住宅の明渡請求を行うこととし、6 ヶ月前まで

にその旨を当該入居者へ通知します。 

なお、あらかじめ定められた入居期限の到来前であっても、現に同居する者の中に小学校

就学前から当該住宅に同居している子どもが居なくなった場合は、その事実が発生した日を

もって入居期限が到来したものとします。 

また、道営子育て支援住宅を明け渡すこととなった入居者は、収入が基準を超えている場

合や家賃の滞納がある場合などを除き、他の道営住宅等への住み替え（特定入居）を行うこ

とができるものとし、住み替えに係る必要な費用は入居者の負担とします。 

 

 



 

方針の解説等 
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■ 北海道営住宅条例（抜粋） 

（収入超過者等に対する措置等） 

第23条 知事は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号

の金額（第 3 項において「収入超過基準額」という。）を超え、かつ当該入居者が道公営住宅に

引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にそ

の旨を通知するものとする。 

２ 知事は、毎年度、第14 条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が直近2年間引き続

き政令第九条に規定する金額（次項において「高額所得基準額」という。）を超え、かつ、当該

入居者が道公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認

定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。 

（道公営住宅の明渡請求） 

第 38 条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、道公営住宅の明渡を請

求することができる。 

一 入居者が不正の行為によって入居したとき。 

二 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。 

三 入居者が道公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。 

四 入居者が第12条、第21条及び第22条第1項から第4項までの規定に違反したとき。 

五 入居者が正当な事由がなくて1月以上道公営住宅を使用しないとき。 

 

―――《 参 考 》――― 

（同居の承認） 

第 12 条 入居者は、現に入居している道公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させ

ようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を得なければならない。 

（入居者の保管義務） 

第 21 条 入居者は道公営住宅等の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維

持しなければならない。 

２ 入居者の責めに帰すべき事由によって道公営住宅等が滅失し、又はき損したときは、入居者が

現状に復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。 

３ 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 

第 22 条 入居者は、道公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはなら

ない。 

２ 入居者は、道公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たと

きは、当該道公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。 

３ 入居者は、道公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容

易である場合であって知事の承認を得たときは、この限りではない。 

４ 入居者が前項ただし書きの承認を得ずに道公営住宅を模様替し、又は増築したときは、当該入

居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

■ 子育て支援住宅の管理模式図 

 

公募 

抽選 

入居 

申込み 

子育て世帯 

親 子 

子育て世帯 

親 子

当選 

入居 

落選 

子育て支援住宅 

 

 

 

入居後の 

状態変化 

子育て世帯 

親 子

子

出産等に

より新た

な子 

子育て世帯 

親 子 

子どもの別居により入居期限

が到来。 

ただし、子どもと同居できな

くなった理由が子ども死亡等の

場合は、一定の配慮を行う。 

子育て世帯 

親 子 子

3ヶ月以内明渡 

やむを得ない場合6ヶ月 

 

一般住宅 

※次に該当する場合は、特定入居できない。

○収入超過者又は高額所得者 

○不正入居 

○家賃の滞納者 

○道営住宅等を故意にき損 等 

 

住替 

（特定入居） 

 

明渡 

新たな子が、中学校に就

学する年の3月31日まで

延長可能 

子どもが中学校に就学する

年の3月31日まで入居可能

（入居時に子どもが 2 人以

上いる場合は、年齢が上の子

を対象として、期間を設定）

子どもとの別居 

6ヶ月以内明渡 

やむを得ない場合12ヶ月 

条例の入居基準に適合し、他の道営住宅への入居を希望する場合は、特定入居できる 



 

方針の解説等 
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■ 入居期限の取り扱い 

 

（５） 集会所の管理 

道は、地元市町村が道営住宅の集会所等（以下「集会所等」という。）において子育て支援

サービスの提供を行う場合は、当該集会所等の使用を許可するものとします。 

なお、道営子育て支援住宅の入居者以外の者が子育て支援サービスの提供を受けようとす

るときは、集会所等を利用することができるものとします。 

○B郎と同居することとなった。

就学前 小学校 中学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年
A子

B郎
就学前 小学校 中学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年1歳 2歳

入居 明渡入居期限 延長

○入居後の状態の変化が無い場合

入居後、

世帯の状

態が変化

しない場

合

入

居

後
、

世

帯

の

状

態

が

変

化

し

た

場

合

就学前 小学校 中学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年
A子

B郎
就学前 小学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年2歳

入居 明渡
入居期限 延長

○B郎と同居することとなった。（B郎が生まれた場合）

就学前 小学校 中学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年
A子

B郎
小学校 中学校

2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年

入居 明渡入居期限

B郎
小学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 退去1歳 2歳

就学前

就学前 小学校 中学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年
A子

入居 明渡入居期限

○B郎が退去することとなった。

入居 明渡入居期限

就学前 小学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 退去
A子

B郎
就学前 小学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 退去1歳 2歳

○A子とB郎が退去することとなった。

就学前 小学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 退去
A子

B郎
就学前 小学校 中学校

3歳 4歳 5歳 6歳 1年 2年 3年 4年 5年 6年 1年 2年 3年1歳 2歳

○A子が退去することとなった。

入居 明渡延長入居期限
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北海道子育て支援住宅推進方針 

 

第５ 子育て支援サービス提供の考え方 

地元市町村は、次の子育て支援サービスを基本として、地域の実情に応じたその他のサ

ービスの提供に努めることとする。 

○ 子育て親子が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流するため

の常設の場の開設 

○ 子育てに不安や疑問を持っている子育て親子に対する相談、援助の実施 

○ 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する情報の提供 

○ 子育て及び子育て支援に関する講習の実施 

 

 

【解説】 

（１） 子育て支援サービス 

地元市町村が実施する子育て支援サービスは、「つどいの広場事業」をはじめとする子育て

支援サービスを地域の実情に応じて実施することとします。 

 

○つどいの広場事業とは 

つどいの広場事業は、子育て親子が気軽に集う場を設け、子育て中の親の子育てへの負担

感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備することで、地域の子育て支

援機能の充実を図ることを目的とした市町村が実施する事業です。 

 

○つどいの広場事業の内容 

つどいの広場事業は、次世代育成支援対策交付金の「評価基準」に基づく次の4事業すべ

てを実施する事業です。 

ア 子育て親子（概ね3歳未満の児童及びその保護者）が気軽に集い、うち解けた雰囲気

の中で語り合い、相互に交流を図るための常設の場（週3日以上、1日5時間）の開設

イ アの場所において、子育てに不安や疑問を持っている子育て親子に対する相談、援助

の実施 

ウ アの場所において、子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する

情報の提供 

エ 子育て及び子育て支援に関する講習の実施 

（２） 保険の加入 

集会所等を利用してサービスを提供する市町村は、つどいの広場全国協議会が行う「つど

いの広場事業総合保障制度」等の保険に加入することとします。 



 

方針の解説等 
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第６ 子育て支援住宅運営の考え方 

道は、市町村、団地自治会等で構成する運営協議会を設置し、地域とも連携を図りなが

ら道営子育て支援住宅の適切な運営を行うこととする。 

 

 

【解説】 

（１） 道営子育て支援住宅運営協議会の設置 

道は、地元市町村が子育て支援サービスを提供する上で必要な集会所等の管理運営に関す

る事項を協議するため、道及び市町村、団地自治会等で構成する運営協議会を設置すること

とします。 

（２） 子育て支援体制の充実 

道営子育て支援住宅の運営は、地域とも連携を図りながら行うこととし、地域ぐるみの取

り組みを促進し、地域の子育て支援活動の強化につなげていくことが必要です。 

このため、地域の子育て支援団体とも連携を図るとともに、子育て支援体制の充実を図る

こととします。 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

■ 道営子育て支援住宅のネットワーク図 

地域の子育て世帯 

道営住宅子育て支援住宅 

道営子育て支援住宅運営協議会 

道営子育て支援住宅 集会所 

※つどいの広場事業 

○子育て親子の交流、つどいの場を提供（週3日以上、1日5時間開設）

○子育てアドバイザーによる子育てに関する相談、援助の実施 

○地域の子育て支援に関する情報の提供 

○子育て及び子育て支援に関する講習の実施 

 

子育て支援サービス 

○つどいの広場事業※ 

○その他のサービス※ 

市町村 
児童福祉所管課 

小児・母子保健所管課

住宅建築所管課 

等 

子育て支援住宅入居者 

その他の入居者 

入
退
去
管
理
・
修
繕 

必
要
な
修
繕
等

集会スペース 共用スペース子育て支援スペース 

子
育
て
相
談 

北海道 

 

支庁 

建設指導課 

保健福祉事務所 

地域 

子育て関連ＮＰＯ 

子育てサークル 

せわずき・せわやき隊

（ボランティア）等 

連携 

団地 

自治会 

連携 

※
その他のサービス（例） 

○せわずき・せわやき隊（ボランティア） 

○子育てに関する講座 など 

利用 



 

方針の解説等 
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第７ 地域展開の考え方 

道営子育て支援住宅の整備は、本道における少子化の進行を踏まえて、子育て支援に向

けた地元市町村による取組の促進に寄与することを目的として、政策的に実施していくこ

ととする。 

 

 

【解説】 

（１） 地域展開 

道営子育て支援住宅の整備は、今後の本道における少子化の進行を踏まえて、市町村によ

る取り組みの促進に寄与することを目的として、政策的に実施することとします。 

このため、道営住宅の広域的な役割を踏まえるとともに、市町村による子育て支援住宅の

整備がより効果的に進められるよう、地域バランスを考慮し道内の中核都市等において整備

を進めることします。 

（２） 展開する市町村 

道営子育て支援住宅の整備は、次の事項を踏まえるとともに、公営住宅に対する入居需要

や、地域の子育て支援サービスの提供体制等を勘案し、総合的な判断のもとで、実施します。 

○ 市町村において、住宅マスタープラン等による少子化等に対する住宅施策の考え方が

整理され、子育て支援住宅の実施が明確に位置付けられていること。 

○ 市町村による子育て支援サービスの提供を前提としているため、これらの各種サービ

ス提供の体制が整っていること。 

（３） 立地条件 

道営子育て支援住宅の整備は、福祉施策の効率的なサービスの提供を行うことが求められ

ています。 

また、女性の社会活動の活性化に対応し、夫婦が仕事や社会活動をしながら子育てしやす

い環境整備を進めるため、まちなか居住の取り組みなど、地域の活性化や市街地の再編をは

じめとした市町村の取り組みを総合的に評価した上で、対象区域を決定することとします。 
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具体的な整備のあり方 

１ 子育て支援住宅の仕様 

２ 子育て支援に配慮した集会所の仕様 

３ 子育て支援住宅の配置 

４ 型別供給の考え方 

５ 熱供給の考え方 

６ 駐車場整備の考え方 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

１ 子育て支援住宅の仕様 

（１） 基本的な考え方 

北海道公営住宅等安心居住推進方針等を踏まえ、子育て支援に配慮したモデルプランを示し

ます。 

 

（２） 配慮すべき項目 

○ 子育てのしやすさに配慮した住宅の広さ 

北海道公営住宅等安心居住推進方針で定めた2LDKの標準平面プランを基本に、子育ての

しやすさに配慮した水回りなどの広さを確保します。 

○ 子どもの成長に対応できる柔軟性 

主寝室の収納スペースを移動できるように配慮し、子どもの成長に応じた間取り・広さ

について柔軟性を確保します。 

○ 子どもの住宅内における事故防止 

乳幼児の事故防止に配慮した設計とし、安全性を確保します。 



 

具体的な整備のあり方 
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■子育て支援住宅と一般住宅との比較 
北海道公営住宅等安心居住推進方針における 

７つの視点による項目 
子育て支援住宅 一般住宅 

配慮すべき点 具体的な整備項目 部位 対応 対応 

団地内における事

故防止 
団地 

ベビーカーのキャスターが挟まらない排水溝の整備 － 

住戸内における事

故防止 
建具 

浴室のドアと洗面所のドアに鍵を設置（事故防止） 浴室のドアに鍵を設置 
安全 

災害や事故な

ど危険につな

がらないこと 

窓からの転落防止 窓 
窓に落下防止柵を設け、足がかりを、できるだけ設け

ない平面プランの採用 

同左 

団地 子どもが安心して遊べる広場の整備 － 不審者や防犯に対

する配慮 窓等 防犯格子の設置や防犯性の高い鍵の設置 同左 

便所 トイレトレーニング等に配慮した便所の広さの確保 － 安心 

防犯や緊急時

の対応など安

心できること 
住宅内の安心への

配慮 居間 
乳幼児の見守りをしやすくするために居間と玄関部

分に建具設置 

上部にカーテンレールを設

置、扉は設置しない 

住戸 
子育てのしやすさに配慮した住宅の面積を確保65㎡

程度 

住戸面積を58.5㎡程度 

玄関ドアは有効900の開き戸 同左 

ライフスタイルの

多様性などに対応

できる可変性や広

さの配慮 
玄関 

ベビーカーを回転できる内法寸法1,350を確保、ベビ

ーカーを収可能なスペースの確保 

車イスの乗り降り介助が可

能な有効1,200の広さを確

保 

便所 

幼児と一緒に入れる広さや幼児用便器を置ける広さ

やプロポーションを確保 

車イスが入れ、介護しやす

い広さやプロポーションを

確保 

浴室 

沐浴させやすい広さの低床型の1317のユニットバス

を設置、物干しパイプは2本設置 

低床型 1216 のユニットバ

スを設置、物干しパイプは

1本設置 

親子が並んで利用できる様に一般住戸より間口の広

いW750タイプの洗面台 

W700の道営仕様の洗面台 

洗面 
洗面所に物干しやベビーバスなどの一般より広めの

収納などに利用可能なスペースの確保 

収納などに利用可能なスペ

ース 

自由 

生活する上で

の自由度が高

いこと 

使い方を選べるよ

う配慮されている

こと 

寝室 
子供の成長に合わせて主寝室と寝室の部屋の広さを

変更できる可変間仕切りを設置 

－ 

住戸 子どもも使いやすい電気スイッチ高さ 同左 

簡単 

わかりやすく

使い勝手がよ

いこと 

設備や部品など無

理なく使えること 洗面 洗面所に物干しパイプを設置 下地のみ設置 

住棟 
ベビーカーでも移動しやすい広さを確保 介護者付き車いすが移動し

やすい広さを確保 

住戸 集会所に近い位置に子育て支援住宅をまとめて配置 － 

アクセスしやすい

広さの確保 

寝室 住戸内の各部屋を結ぶゆとりある通路幅の確保 同左 

住棟 
駐車場と住戸をベビーカーの利用を想定した動線の

確保 

－ 

連続 

行動の連続性

が確保される

こと 
生活上のバリアが

ないこと 
住戸 住戸内段差、玄関段差の解消 同左 

団地 子育て支援サービスの提供に配慮した集会所の整備 － 

団地 誰もが利用できる広場（遊び場）の確保 － 
交流の図られる場

所の確保 
住棟 集会所やＥＶホール横にコモンスペースの設置 同左 交流 

入居者間や地

域とのコミュ

ニケーション

がしやすいこ

と 
家族の気配を感じ

られる間取り 
住戸 

子どもの気配を感じられる居間・食堂を中心とした間

取り 

居間・食堂を中心とした間

取り 

採光・通風が得やすい間取り 同左 
適切な温熱・音環

境を得られること 
隣戸、上下階への防音によるプライバシーの確保と上

下同じ世帯構成の住宅を配置 

隣戸、上下階への防音によ

るプライバシーの確保 
快適 

四季を通じて

快適にくらせ

ること 
適切な収納場所 

住戸 

適切な収納空間スペースの確保 同左 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

■ 子育て支援住宅の標準的なプラン（65.0㎡） 

 

浴室

バルコニー

ヒ
ー
タ
ー

主寝室

居間・ 食事室・ 台所

1,200

物入

収納スペース

寝室（ １）

8
5
0

8
5
0

玄関

8
,1
00

1
,5
0
0

8,100

3,215 4,885

8,100

3,215 2,9501,935

2
,0
00

1
,9
70

4
,1
30

3
,3
5
0

8
00

3
,9
50

1,6001,350

1,8003,085

（ 3.24㎡）

1
,8
0
0

2
,3
3
0

洗面・ 脱衣室

多目的スペース

（ 17.40㎡）

ﾍ゙ ﾋﾞ ﾍー゙ ｯド

間仕切可動
可能範囲

1317

5
0
0

収納

ﾍ゙ ﾋﾞ ｶーｰ
置場

廊下にベビーカー用フック、

玄関にはベビーカー置場を設置

洗場に沐浴用ベビーバスを置いても余裕の

ある一般住宅より大きい1317タイプのＵＢ

親子並んでの利用できるように、一般住戸より

間口の広いW750タイプシャワー付き洗面化粧台

子供の成長に合わせて部屋の広さを

変更できる可動間仕切

浴槽事故防止のために洗面所と

浴室扉に鍵を設ける

600
8
5
0

便所

スペース

洗濯機

PS・ EPS

可動

バルコニー手摺

可動間仕切（収納）を壁に寄せて

1室で利用した場合

ﾍ゙ ｯド

間仕切収納
1室利用時の

2LDK（支援住戸）案① Ｓ=1/50

幼児と一緒に入れ、幼児用便器

なども置ける広さを確保

住戸専用面積　8.1×8.1＝64.80㎡

ＦＦ給湯器

RD

下足箱

収納や洗濯物干しなどに利用可能な

スペース（上部物干しパイプ設置）

ベビーバス置場などの収納や

物干しに利用可能なスペース

洗濯物干しや乳幼児の遊びなどに利用できる安全性

の高い多目的スペースの広さプラスした居間
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２ 子育て支援に配慮した集会所の仕様 

（１） 基本的な考え方 

集会所は、道営住宅入居者の利用や子育て支援サービスの提供の場としてだけではなく、地

域における子育て支援の拠点としての機能を持たせるため、次のスペースを確保します。 

○ 集会所の構成 

  ア 子育て支援スペース 

    1) ふれあいや交流スペース 

子育て支援サービスを提供するために適した広さを確保します。 

また、授乳コーナーを設け、カーテンなどで仕切れるようにします。 

    2) 事務・相談スペース 

子育てアドバイザーの事務及び子育てに関する相談を行う広さを確保します。 

また、相談は、パーティションなどを設けて相談者のプライバシー保護につい

て十分な配慮を行います。 

    3) 収納スペース 

子育て支援サービスに必要な備品等を収納する広さを確保します。 

  イ 集会スペース 

    1) 集会スペース 

団地入居者が利用するために適した広さを確保します。 

    2) 収納スペース 

集会に必要な机や椅子を収納できる広さを確保します。 

  ウ 共用スペース 

    1) 多目的便所 

乳幼児の利用にも配慮した多目的便所として整備を行います。 

また、ベビーシートやベビーチェアなど、親が子どもを連れて入れる便所とし

ます。 

    2) 台所 

簡単な調理ができる流し台を設けます。 

 

（２） 配慮すべき項目 

○ 団地入居者だけではなく、地域の子育て世帯の利用のしやすさ 

集会所は、団地入居者及び地域の子育て世帯の利用しやすい位置に整備することとしま

す。 

○ 子育て支援サービスの提供を受ける適切な広さ 

団地入居者のほか、地域の子育て世帯の利用に配慮した子育て支援サービスの提供を行

うために適切な広さを確保します。 

○ 子育て支援サービスの提供を受けるための床の仕上げ 

集会所を子育て支援スペースとして活用することから、乳幼児も安全に利用できる床の

仕上げとします。 

また、集会所と広場（子どもの遊び場）の一体的な利用ができるような配慮を行います。 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

■ 集会所プラン 

 

ホール

集会室

通路

（子育て支援スペース）

（団地集会スペース）

事務スペース

収納
（子育て支援用）

風除室

移動間仕切

ポーチ

デッキ

上部カーテンレール

レベル差解消のための 一般仕様の便所

ベビーチェアー設置

多目的に利用可能な仕様

車椅子利用可能

ベビーシートの設置

幼児用便器H150タイプ設置

子育てアドバイザー用机と

相談用テーブルを設置

子育て支援事業で利用時

の自転車置場

３人が同時利用可能な

幼児用の手洗い流し

授乳時はカーテンで、

仕切って利用する

サッシはフラットレール

集会室は段差を設けない
タイプとし、テラスと

スロープ設置

便所（２）
幼児用
便器

便所（１）

玄関

下足

掲示板

幼児用流し

S
K

収納
（団地用）

前室

カウンター

自転車置場

デッキ

デッキ

子育て支援の離乳食作り

FF

FF

FF

ベンチ

1m 2m 5m

団地集会と子育て支援で

同時利用を可能とする
ための移動間仕切り

やおやつ作りを考えた
対面式の給湯コーナー

団地用動線

子育て用動線

夏の子供の水遊びスペース

（上部庇を設ける）

などに利用できるデッキ

0

子育て支援に配慮した仕様 

①床の材質：クッション性のある材料 

②子ども用手洗い兼水飲み場 

③トイレ：多目的用、一般仕様の２ヶ所設置 

     ベビーシート、ベビーチェアの設置 

④集会所と一体的な利用可能な流し台 

⑤子どもの視線に配慮した窓の高さ 

⑥吹き出し位置の高いＦＦ暖房機 
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３ 子育て支援住宅の配置 

子育て支援住宅の配置は、子育て世代とその他の世代との交流促進に配慮し、子育てをその世

帯だけではなく、地域の良好なコミュニティの中で安心して行えるよう配慮した位置に計画しま

す。 

４ 型別供給の考え方 

道営住宅の整備は、高齢化の進行や、公営住宅法の改正に伴う単身者入居、建設コスト縮減を

踏まえ、世帯人員に応じた適切な型別供給を行うこととして、2DK:2LDK:3LDK＝1:2:2の住戸型別

割合を原則としていますが、特に住宅に困窮している子育て世帯等の入居に配慮し、子育て支援

住宅は、一般住宅とは別枠として整備します。 

また、具体的な子育て支援住宅の割合は、地域の募集状況等の属性を検証の上、地元市町村の

意向を踏まえ、具体的な建築計画を進める中で、決定します。 

ただし、子育て支援住宅の戸数は、一般住宅の戸数を超えないこととします。 

■ 型別供給イメージ 

 一般住宅 子育て支援住宅 

型別 2DK 2LDK 3LDK 2LDK 

比率 1 2 2 地域の実情に応じて設定 

５ 熱供給の考え方 

道営住宅整備における熱供給方式は、少子高齢化社会への対応や環境問題への配慮、ライ

フサイクルコストの低減、エネルギー源の多様化による供給の安定化などを踏まえ、次のと

おり標準的方式を定めており、子育て支援住宅においても、一般住宅と同様に標準的方式に

より熱供給を行います。 

  ■ 道営住宅における熱供給 

 一般住宅・子育て支援住宅 

暖房設備 ＦＦストーブ（入居者対応） 

給湯設備 ＦＦガス給湯器（入居者対応） 

台  所 ガスコンロ（入居者対応）[電化対応200V配線済] 

６ 駐車場整備の考え方 

駐車場の整備は、近隣の公営住宅における駐車場の利用率など地域の実情に応じて、適切な駐

車台数の整備を行います。整備台数は、具体的な建築計画を進める中で、決定することとします。 

また、集会所についても近隣住民の利用に配慮し、必要な駐車スペースを確保します。 
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北海道子育て支援住宅推進方針 
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北海道子育て支援住宅

管理方針 
１ 目的 

２ 入居対象者 

３ 入居期限の設定 

４ 入居者の募集 

５ 入居の申込み 

６ 入居者の選考 

７ 入居期限の延長 

８ 住宅の明渡 

９ 住替住宅の確保 

10 集会所の管理 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

１  目的 

    この管理方針は、北海道（以下「道」という。）が整備する子育て支援住宅の管理について、北

海道営住宅条例（平成9年北海道条例第11号。以下「条例」という。）の定めによるほか、必要

な事項を定め、この住宅に居住する子育て世帯の居住の安定と福祉の向上を図ることを目的とす

る。 

２ 入居対象者 

子育て支援住宅の入居者（以下「入居者」という。）は、入居の申込時点において、次に掲げる

要件をすべて満たす者を対象とする。 

① 現に同居又は同居しようとする親族のうち、1人以上が小学校就学前であること。 

② 公営住宅法の定める政令月収が26.8万円を超えないこと。（裁量階層適用） 

③ 現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

３ 入居期限の設定 

（１） 子育て支援住宅への入居は、当該住宅に継続して入居することができる期限（以下「入

居期限」という。）を定めて許可を行うものとする。また、入居後に入居承継を行う場合に

おいても、新たに入居期限を定め、承認を行うものとする。 

（２） 子育て支援住宅の入居期限は、同居又は同居しようとする小学校就学前の子どもが中学

校（盲・ろう・養護学校中学部等を含む。以下同じ。）に就学する年の3月31日までとす

る。なお、これに該当する子どもが2人以上の場合にあっては、年齢が高い方によるもの

とする。 

４ 入居者の募集 

（１） 子育て支援住宅は、子育て世帯向けの特定目的住宅（建設特目）に指定するものとし、

入居者の募集は一般公募により行うものとする。 

（２） 入居者の一般公募は、条例第4条によるほか、当該住宅が子育て支援住宅であり、入居

対象や入居期限が定められていることを明示して行うものとする。 

（３） 子育て支援住宅として入居者を募集したにもかかわらず、２に掲げる入居対象者の要件

（以下「入居対象要件」という。）を満たす応募者が募集した戸数に満たなかったことによ

り空家住宅がある場合であって、一般公募によらなくても入居しようとする者の公平を逸

しないと認められる場合は、随時公募により入居者を募集することができるものとし、随

時公募を行ってもなお、当該空家住宅への応募が無く、空家が相当期間に及んでいるもの

については、一般住宅として入居者を募集することができるものとする。 

５ 入居の申込み 

子育て支援住宅に入居しようとする者は、北海道営住宅条例施行規則（平成9年北海道規則第

42 号。以下「規則」という。）で定める別記第１号様式「北海道営住宅入居申込書」に、入居対
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象要件を満たしていることを証明する書類を添付し、道へ提出するものとする。 

６  入居者の選考 

（１） 子育て支援住宅の入居者は、5 の入居の申込みを行った応募者の中から入居対象要件を

満たす者を選考するものとする。 

（２） 上記（１）により選考した者の数が募集した戸数を上回った場合における入居者の選考

は、公開抽選により行うものとする。 

７ 入居期限の延長 

（１） 入居者は、現に同居している中学校就学前の子どもが、小学校就学前から当該住宅に同

居している者である場合は、当該子どもが中学校に就学する年の3月31日まで入居期限を

延長できるものとする。なお、これに該当する子どもが2人以上の場合にあっては、年齢

が高い方によるものとする。 

（２） 上記（１）により、入居期限を延長しようとする入居者は、当該住宅の入居期限の満了

日までに、道へ入居期限の延長を申請するものとし、道は、当該申請が適正なものである

と認めた時は、新たに入居期限を定め、承認を行うものとする。 

８ 住宅の明渡 

（１） 道は、入居期限が到来した入居者に対して住宅の明渡請求を行うものとし、当該請求を

行う日の６ヶ月前までにその旨を当該入居者へ通知するものとする。なお、あらかじめ定

められた入居期限の到来前であっても、現に同居する者の中に小学校就学前から当該住宅

に同居している子どもが居なくなった場合は、その事実が発生した日をもって入居期限が

到来したものとする。 

（２） 入居者は、上記（１）による住宅の明渡請求を受けた時は、道が指定する期限（以下「明

渡期限」という。）までに、当該住宅を明け渡さなければならないものとする。なお、明渡

期限は、次に掲げるとおりとする。 

① あらかじめ定められた入居期限が到来した入居者は、当該住宅の入居期限の満了日か

ら起算して3ヶ月以内に、また、あらかじめ定められた入居期限内における同居者の異

動等により入居期限が到来することとなった入居者は、その事実が発生した日から6ヶ

月以内に、それぞれ当該住宅を明け渡さなければならないものとする。ただし、当該入

居者に特別の事情があると認められる場合は、明渡期限の2倍までの期間を原則として、

明渡期限を延長することができるものとする。 

    ② 上記①のただし書により、明渡期限を延長しようとする入居者は、当該住宅の明渡期

限の満了日までに、道へ明渡期限の延長を申請するものとし、道は、当該申請がやむを

得ない事情によるものであると認めた時は、新たに明渡期限を定め、承認を行うものと

する。 

（３） 入居者は、上記（２）による住宅の明渡期限内において、現に同居者ではないものの、

出産等により新たに小学校就学前の子どもが同居者となることが明らかとなった場合は、

７により、入居期限を延長することができるものとする。 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

（４） 住宅の明け渡しを行おうとする入居者は、規則で定める別記第35号様式「道営住宅明渡

届出書」を道へ提出するものとする。 

９ 住替住宅の確保 

（１） 8 により当該住宅を明け渡すこととなった入居者は、次に掲げる事項に該当する場合を

除き、他の道営住宅等への住み替え（特定入居）を行うことができるものとする。 

      ① 当該入居者が条例第23条の収入超過者又は高額所得者である場合 

    ② 当該入居者が条例第38条の第1項第1号から第5号に該当する者である場合 

（２） 上記（１）による住み替え先の住宅（以下「住替住宅」という。）は、道が8の明渡期限

の到来前までに、既存の道営住宅等の空き住戸から必要な戸数確保に努めるものとする。

ただし、当該明渡期限の到来前までに、道が必要な戸数の住替住宅を確保することができ

なかった場合は、8 の規定にかかわらず、当該入居者の明渡期限は、住替住宅が確保でき

るまでとする。 

（３） 道は、世帯の人数に応じて、次に掲げる規模の住宅を基準として住替住宅を確保するも

のとし、入居する住宅の決定は、原則抽選により行うものとする。 

       ① 1人世帯 ……………… 2DK又は50㎡未満の住宅 

       ② 2人世帯 ……………… 2LDK又は60㎡未満の住宅 

       ③ 3人世帯 ……………… 3LDK又は70㎡未満の住宅 

       ④ 4人世帯以上 ………… 3LDK又は70㎡以上の住宅 

（４） 他の道営住宅等への住み替えを希望した入居者は、上記（３）により決定した住替住宅

に明渡期限の到来前までに入居するものとし、道は、正当な理由が無く入居しなかった入

居者に対しては、当該住宅以外に住替住宅の確保は行わないものとする。 

10 集会所の管理 

（１） 道は、市町村が道営住宅の集会所等（以下「集会所等」という。）において子育て支援サ

ービス（以下「サービス」という。）の提供を行う場合は、当該集会所等の使用を許可する

ものとする。 

（２） 道は、市町村がサービスを提供するうえで必要な集会所等の管理運営に関する事項を協

議するため、道及び市町村、団地自治会等で構成する運営協議会（以下「協議会」という。）

を設置するものとする。 

（３） 子育て支援住宅の入居者以外がサービスの提供を受けようとするときは、集会所等を利

用することができるものとする。 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

１ 住宅施策を取り巻く社会的背景 

（１） 本格化する少子高齢社会 

本道における高齢者（65歳以上）の総人口に占める比率を見ると、全国を下回って推移し

てきたものが、平成2年に全国とほぼ並び、平成７年には上回りました。今後は、全国を上

回るスピードで、高齢化が進展し、平成27年には高齢化率が約27％と4人に1人は高齢者

となり、特に高齢単身、高齢夫婦のみの世帯増加が推定されています。 

高齢者が増加する一方で、本道の合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に生む子どもの

数の平均）は、昭和42年から全国平均を下回って推移しており、厚生労働省の平成15年「人

口動態統計」（概数）によると、全国平均の1.29 に対し、本道は、1.20 で東京都、京都府、

奈良県に次いで下位から4番目（千葉県、大阪府と同率）という特に低い水準にあり、全国

の中でも急速に少子化が進行しています。 

 

■ 高齢者人口比率の推移と将来推計    
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（資料：総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所の推計） 

 

■ 出生数と合計特殊出生率の推移（北海道） 
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（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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■ 年齢別人口の推移（北海道） 
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（資料：総務省「国勢調査」） 

 

■ 人口の推移と将来予測（北海道） 
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（資料：総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来推計人口」） 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

（２） 少子化の要因と背景 

少子化が進行している要因としては、未婚率の上昇と少産化の進行、希望どおりの数の子

どもをもてない世帯が多いことなどがあげられます。 

道が、平成12年2月に行った「少子化に関する道民意識等調査」では、理想の子どもの数

は「３人」が最も多くを占めています。 

そのためには、安心して子どもを生み育てられる対策として、「結婚や出産を阻む要因を取

り除く環境整備」を必要であり、また、行政が推進すべき少子化対策として「保育施設や子

育て支援サービスの充実」、「出産・子育てに関する経済的支援」を望んでいます。 

また、国土交通省「住宅需要実態調査」の「子育てにおいて重要な要素」については、道

営、市町村営借家に居住する世帯では、「住宅の広さ・間取り」、「安全性や遮音性等の居住性

能」、「子どもの遊び場、公園等」、「小児科等医療機関の利便」がほぼ、同数となっています

が、親と子（５歳以下）の世帯では、「子どもの遊び場、広場等」が24.9％と最も高く、「ま

わりの道路の歩行時の安全性」が17.3％と次に高い状況となっています。 

■ 未婚率の推移 
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（資料：総務省「国勢調査」） 

 

■ 理想の子どもの数 

１人
2.9%

２人
36.3%

３人
45.6%

４人
5.9%

５人以上
1.2%

その他
8.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 
（資料：北海道「少子化に関する道民意識等調査」平成11年度） 
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■ 行政が推進すべき少子化対策（複数回答） 
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（資料：北海道「少子化に関する道民意識等調査」平成15年度） 

 

 

■ 子育てにおいて重要な要素 
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（資料：国土交通省「住宅需要実態調査」平成15年） 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

（３） まちなか居住の推進 

今後の成熟社会では、まちづくりにおいても既成ストックである中心市街地などの既成市

街地を活用しながらコンパクトで環境負荷の少ない市街地形成が求められています。 

また、道内の多くの市町村においては、モータリゼーションの進展に伴う郊外型商業施設

等の進出により商業機能や、病院や図書館といった公共施設等が郊外に移転するなどまちな

かの空洞化が急速に進んでいるため、まち全体の活力を維持する上でも、まちなかの活性化

の取り組みが急務となっています。そもそも、まちなかは、古くから商業、業務など様々な

機能が集まり、人々の生活や娯楽や交流の場となり、また、長い歴史の中で、独自の文化や

伝統を育むなど、その街の活力や個性を代表する「顔」とも言うべき場所です。このままで

は、近い将来多くの街からその街の「顔」と呼べるような場所が消えてしまいかねません。 

まちなかは、いろいろな意味においてこれからも地域経済の発展や豊かな生活の実現に大

切な役割を果たす場所です。 

まちなかをこれからの時代のニーズに対応した地域コミュニティの中心として、人が住み、

育ち、学び、働き、交流する場として再生することが、強く求められています。 

また、女性の社会活動の活性化に対応し、夫婦が仕事や社会活動をしながら子育てしやす

い環境整備を進めることが重要となり、職住近接のためのまちなか居住の推進、地域に必要

な保育所等と賃貸住宅の併設や、まちづくりにおける子どもの遊び場の確保等、だれもが住

みやすい住宅供給を行う必要があります。 

このような課題に住宅対策として対応するため、道では、北海道第八期住宅建設五箇年計

画において、空洞化の進んだまちなかを賑わいがあり、魅力ある快適な空間とするよう、ま

ちなか居住の推進を重点施策の一つとして、道と市町村を構成員とする「まちなか居住推進

協議会」を設置し、あり方や考え方について調査研究し、「まちなか居住」の普及・啓発及び

実践に努めています。 

 

■ まちなか居住の主要テーマ 
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（４） 北海道公営住宅等安心居住推進方針の策定 

道は、平成16年4月に子どもからお年寄りまで安心して豊かに暮らせる住まいの実現を目

指し、居住者の年齢や性別、身体状況等の相違に係わらず、できるだけ多くの人を対象とす

るユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅等の整備の方向性を示すことにより、間近

に控えた本格的な少子高齢社会に対応した居住環境の創出を図ることを目的として、北海道

公営住宅等安心居住推進方針を策定しました。この方針は、公営住宅等の整備にあたっては、

子どもからお年寄りまでできるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成等の変化などに対

応できるよう、在宅介護にも配慮した暮らしやすい部屋の広さや移動の容易性といった基本

性能を有する良好な居住環境づくりの実現を図るため、次の３つを基本方針としています。 

○ 安全で安心して暮らせる住宅 

○ 自立した生活がおくれる住宅 

○ いきいきとすこやかに暮らせる住宅 

 

■ ユニバーサルデザインの視点に立った住宅供給の考え方 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

（５） 公営住宅制度の見直し 

社会経済情勢の変化に伴い、地域における住宅に対する多様な需要に的確に対応するため、

国土交通大臣による基本方針の策定、地域住宅計画に公的賃貸住宅等の整備に関する事務又

は事業に充てるための交付金制度の創設に関して、「地域における多様な需要に応じた公的賃

貸住宅等の整備に関する特別措置法」が制定されました。この法律の施行に併せて公営住宅

制度の見直しが次のとおり行われています。 

【制度見直し】（抜粋） 

○ 子育て世帯（小学校就学前の子どものいる世帯）について、公営住宅の入居収入基準

を、地方公共団体の裁量により引き上げることが可能。（20万円／月→26.8万円／月） 

○ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害者、犯罪被害者、ホームレス、知的・精

神障害者であって地方公共団体の福祉部局等が自立に向けた支援を行っている場合につ

いて、公営住宅への単身入居を可能。 

○ 特定入居の事由として、公営住宅間の住替えの場合を追加。 

 

また、公営住宅の整備に当たり、100戸以上の公営住宅団地の建替に係るものについては、

次の各号に該当する場合を除き、保育所又は老人福祉法に定める施設若しくは同法に定める

事業の用に供する施設その他の高齢者生活支援に資する施設（以下「保育所等」という。）を

併設するものに係る費用が地域住宅交付金の対象となります。 

一 当該公営住宅団地の存する地域において、保育所等が十分に存する場合 

二 敷地条件等から保育所等を併設することが困難な場合 

三 保育所等の設置主体からの併設の希望がない場合 

四 保育所等の併設により公営住宅の適切な管理に支障が生ずる場合 
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（６） 北海道子ども未来づくり条例の制定 

この条例は、少子化対策の推進に関し、基本理念や関係者の責務などを規定し、「社会全体

で少子化対策を総合的、計画的に推進」することを第一義的な目的とし、「安心して子どもを

生み育てることができ、子どもが健やかに成長できる環境を整備」することにより「子ども

の未来に夢や希望が持てる社会の実現に資する」ことを究極的な目的として、平成16年度に

制定されました。 

 

■ 条例の基本的施策 

 

また、「生活環境の整備」として、安心して子どもを生み育てていくためには、良質で快適

な生活環境をつくっていくことが必要であり、住環境や道路交通環境の整備、子育てバリア

フリー化を促進するとともに、子どもが犯罪被害に遭わないまちづくりや、成長を阻害する

有害環境の浄化などを促進することとしています。 

  

 

 

 

○地域における子育て支援の充実 
・「子育て支援センター」や「つどいの広場」の設置促進 

・子育て支援団体の活動促進 

・高齢者や子育て経験者の活用促進 

・ひとり親家庭、障害等のある子どもへの支援 

○保育サービスの充実 
・延長保育、休日保育等、特別保育サービスの促進 

・放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンターの活動促進 

・保育所待機児童の解消 

・保育所と幼稚園の連携促進 

○雇用環境の整備 
・家庭生活との均衡のとれた働き方の意識啓発 

・育児休業制度等の普及啓発 

・若年の就業支援体制の整備 

○母子保健医療体制の充実 
・母子保健サービス、周産期医療、小児科医療等の提出体制の整備

・不妊治療の相談体制の整備 

○経済的負担の軽減 
・乳幼児医療、ひとり親家庭の医療等の必要な措置 

安心して子どもを生み育てる 

ことができる環境づくり  

 

○子どもの権利及び利益の尊重 
・子どもの権利尊重の普及啓発 

・子どもの意見の適切な社会反映 

○児童健全育成の促進 
・自然環境を活かした公園、遊び場の整備 

・文化、芸術等に親しむ環境の整備 

・食育の普及促進 

・性、喫煙、薬物等に関する正しい知識の普及 

○児童虐待防止対策の充実 
・未然防止、早期発見、保護、支援等、総合的な対策の推進 

・保健、医療、福祉、教育、警察等の連携体制の整備 
○教育環境の整備 
・次世代の親づくりのための教育、啓発の推進 

・地域特性を活かした魅力ある教育環境の整備 

・家庭教育への支援の促進 

・いじめ、非行、不当高等に対する相談、連携体制の整備 

○生活環境の整備 
・子育てに配慮した住宅の供給促進 

・安全な道路交通環境、子育てバリアフリー等の整備 

・犯罪に巻き込まれない安全で安心なまちづくりの促進 

子どもが健やかに 

成長できる環境づくり 

地域の子育て力のパワーアップ 
○社会全体による取り組みの促進 
・少子化対策の意義等に関する理解の促進 

・家庭、学校、地域、事業者、行政の相互連携 

子育てのパワーアップ 子育ちのパワーアップ 

子どもの未来に夢に希望が持てる社会の実現 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

（７） 北海道福祉のまちづくり条例の改正 

道では、ノーマライゼーションの理念に基づき、誰もが暮らしやすい環境整備を進めるた

めに、昭和61年「北海道福祉環境整備要綱」を策定し、その後、平成7年に対象施設の範囲

の拡大などの改正を行ってきました。 

このような各種対策が講じられる中、行政指導の実効性の確保が課題となり、福祉のまち

づくりのさらなる推進のためには、法的拘束力を有する条例とする必要性が検討されること

となり、平成9年10月に「北海道福祉のまちづくり条例」を制定し、道、市町村、事業者及

び道民が一体となった取り組みの促進を図ることとしました。 

しかし、条例制定から5年が経過し、この間 

① 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交

通バリアフリー法）の制定や、ハートビル法の改正により2,000㎡以上の特別特定建築

物の適合義務化や対象施設の拡大、整備項目等が見直されたこと 

② 社会福祉法の中に住民参加により福祉を進める地域福祉の推進に関する規定が盛り込

まれ、地域福祉計画に関する規定が平成15年4月から施行されたこと 

③ 高齢化の進展やユニバーサルデザインの普及など、条例制定後の社会情勢が変化して

いること 

などを踏まえ、平成15年8月に条例改正を行い、公共的施設のバリアフリー化などのハード

面に止まらず各種サービスやボランティア活動の充実などソフト面の取り組みを含め総合的

に「福祉のまちづくり」を進め、「生活空間全体のバリアフリー化」の促進を目指すこととし、

平成15年10月から全面施行しています。 

 

条例において公共的施設等の具体的な整備基準については、 

① ユニバーサルデザイン 

② 積雪寒冷地の気候特性 

③ 災害弱者への配慮 

④ 移動の連続性への配慮 

 

といった観点から、障害者団体などの意見や改正ハートビル法の整備基準との整合性を含め

て整理が行われています。 

また、旧条例における整備基準は、基礎的基準と誘導的基準の2段階とされていたが、改

正ハートビル法で一定規模（2,000 ㎡）以上の建築物については適合義務化されたことを踏

まえ、ハートビル法との整理の関係から、旧「誘導的基準」を包含した道独自の誘導的基準

が新たな「整備基準」として定められました。 
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２ 公営住宅等の現状

とこれまでの取り組み 
（１）公営住宅等の入居者実態 

（２）公営住宅等のあゆみ 

（３）道営住宅の取り組み 

（４）今後の公的賃貸住宅のあり方に関する検討 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

２ 公営住宅等の現状とこれまでの取り組み 

（１） 公営住宅等の入居者実態 

本道の住宅に住む一般世帯223万8千世帯のうち、公営の借家に住む世帯は約17万2千戸

であり、全体の約7.6%を占めています。（総務省：平成12年「国勢調査」） 

公営の借家に住む世帯構成は、夫婦と子どもからなる世帯が、36.7％と最も高く、次に単

独世帯が23.7％と高くなっています。 

また、公営の借家に住む、世帯主の年齢、世帯主の男女別、世帯人員で見ると、公営の借

家全体では、夫婦と子の世帯が、各年齢において高い状況となっていますが、世帯主が女性

の場合、25歳以上50歳未満の世帯では、片親とその子からなる世帯の割合、55歳以上世帯

の場合では、単独世帯が50％を超えている状況となっています。 

■ 世帯家族構成の状況 

0.5%

33.0%

16.0%

24.0%

0.3%

45.6%

36.7%

29.4%

37.2%

3.3%

20.3%

8.1%

3.0%

2.6%

3.1%

9.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.4%

58.8%

15.2%

23.7%

28.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公営借家（女）

公営借家（男）

公営の借家

全道

夫婦のみ 夫婦と子 片親と子 その他の親族 非親族世帯 単独世帯

 

（資料：総務省「国勢調査」平成12年） 

 

■ 年齢別、世帯の家族構成別の状況（公営の借家） 

4.4%

7.3%

12.4%

9.6%

5.8%

5.8%

9.0%

16.9%

26.3%

34.3%

34.6%

13.2%

27.3%

51.5%

59.3%

58.2%

52.3%

42.6%

30.1%

19.0%

11.8%

4.8%

5.3%

5.9%

13.4%

18.6%

25.3%

29.0%

27.7%

22.8%

15.1%

9.5%

6.7%

70.1%

56.6%

20.6%

11.0%

8.4%

10.3%

16.9%

25.9%

35.5%

40.8%

51.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20未満

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65歳以上

夫婦のみ 夫婦と子 片親と子 その他の親族 非親族世帯 単独世帯

（資料：総務省「国勢調査」平成12年） 
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■ 男女別、年齢別、世帯の家族構成別の状況（公営の借家：世帯主：男） 
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12.9%

15.6%

12.2%

8.0%

8.5%

13.9%

27.1%

42.7%

55.2%

66.1%

21.7%

48.4%

65.3%

75.7%

79.5%

76.7%

66.1%

48.5%

31.0%

19.1%

9.2%

3.7%

1.4%

1.4%

1.8%

3.0%

4.3%

5.7%

6.2%

4.9%

3.0%

2.0%

60.3%

34.4%

15.8%

9.1%

7.7%

8.4%

10.9%

13.9%

16.9%

18.8%

20.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳未満

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65歳以上

夫婦のみ 夫婦と子 片親と子 その他の親族 非親族世帯 単独世帯

（資料：総務省「国勢調査」平成12年） 

 

 

■ 男女別、年齢別、世帯の家族構成別の状況（公営の借家：世帯主：女） 

7.8%

19.8%

57.5%

78.0%

85.6%

81.0%

67.1%

49.6%

30.9%

20.0%

11.7%

84.50%

75.30%

38.3%

17.7%

10.1%

14.3%

27.5%

45.3%

64.1%

76.0%

85.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳未満

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65歳以上

夫婦のみ 夫婦と子 片親と子 その他の親族 非親族世帯 単独世帯

（資料：総務省「国勢調査」平成12年） 



 

 
- 54 - 

北海道子育て支援住宅推進方針 

（２） 公営住宅等のあゆみ 

○ 公営住宅 

公営住宅は戦後の住宅難を背景に「住宅に困窮する低額所得者に対し、国及び地方公

共団体が協力して低廉な家賃の住宅を供給する」ことを目的に、昭和26年に公営住宅法

が制定され、戦後の越冬住宅を含めると道内にこれまで約23万7千戸が建設され、現在、

管理している公営住宅は、全道で約16万戸で本道の住宅数243万戸にしめる公営住宅の

割合は、7.8％と都道府県では全国一となっており、今日に至るまで、住宅に困窮する低

額所得者の居住の安定と、居住水準の向上に役割を果たしています。 

昭和41年には、住宅の建設を強力に推進する目的で住宅建設計画法が制定され、依頼

1期から8期までの住宅建設五箇年計画を策定し、住宅政策を推進してきました。1期は

「一世帯一住宅」、2期において住宅数が世帯数を上回り、昭和50 年代以降住宅政策は

「量から質へ」と転換してきています。 

これまでの画一的な団地供給から、地域性創出の気運が高まり、地域の気候風土や景

観に配慮された団地が建設されはじめました。 

3 期以降の計画は、居室の最低面積や台所、浴室の設置などを規定した最低居住水準

や誘導居住水準、住環境水準が設定され、また、本格的な少子高齢社会を前に平成3年

から公営住宅の高齢者対応が標準化されるなど質の向上が図られていました。 

近年は、「地球環境への配慮」「ストック重視」「市場重視」といった課題に対して、環

境共生型公共賃貸住宅の整備や既設公営住宅の建替・改善の促進、民間活力の導入によ

る借上、買取公営住宅など多様な供給手法による住宅供給に取り組んでいるところです

が、在宅介護の時代となり、子育てしやすい環境整備と併せて「本格的な少子高齢社会

への対応」としてさらなる質の向上が求められています。 

○ 特定優良賃貸住宅 

住宅全体の居住水準は着実に向上してきているが、借家世帯の居住水準の改善が著し

く立ち後れており、特に、中堅所得者層に関しては、3～5人世帯向けの良質な賃貸住宅

のストックが不足していることから、豊かさを実感できる住生活の充実を図っていくた

めには、良質な賃貸住宅の供給促進が不可欠となっている。 

このため、従来の施策の着実な実施に加えて、民間の土地所有者等による賃貸住宅の

建設を促進し、これを公的賃貸住宅として活用することを基本とする施策を講じること

が有効かつ適切であるという観点から、主として民間の土地所有者等の建設する良質な

賃貸住宅に関して、建設費の助成、家賃減額のための助成を行うこと等により、良質な

賃貸住宅に対するニーズの大きい子育て期の中堅層の居住の用に供する賃貸住宅の供給

を促進する制度の創設が望まれており、平成5年に「特定優良賃貸住宅の供給の促進に

関する法律」が制定されたところです。 

○ 高齢者向け優良賃貸住宅 

高齢社会の進展の一方、住宅市場においては低廉な家賃で入居できる高齢者向けの良

質な賃貸住宅が不足しており、これらの需要に対し、すべてを公営住宅で供給するには、

財源的な問題があることから、民間活力を活用した高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給

促進を図るため、平成10年に高齢者向け優良賃貸住宅制度が制定されました。 

この制度は、地方公共団体が直接供給にする公営住宅に対し、民間活力を活用した供

給促進策であり、市場原理に委ねれば供給されがたい高齢者向けの良質な賃貸住宅の供
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給に対して整備に要する費用の一部及び家賃の減額に要する費用の一部などについて補

助を行うことにより、民間の賃貸住宅経営を誘導するものです。供給にあたっては、都

道府県知事（政令市、中核市に当たっては当該市長）が計画認定を行い、地方公共団体

が補助を行った場合に、国がその一部を補助することとなっているため、道では知事が

計画認定を行う基準等を定めた制度要綱及び道が補助を行う場合の補助要領等を制定し

ています。 

平成13年度には、これまでの予算制度から「高齢者の居住の安定確保に関する法律」

に基づく法律制度として、制度内容の拡充が図られています。 

道内では、これまで、札幌市、旭川市を含めて 9市町、312戸の供給計画が認定され

ています。（平成17年3月末現在） 

 

 

 

 

公的賃貸住宅制度の沿革 
公的賃貸住宅は、市場において自力では適切な水準の住宅サービスを確保できない者に対するセーフティネット

の確保や、高齢者向け、ファミリー向け住宅等中長期的視野に立った政策目的を実現するための良質な賃貸住宅の

供給など、住宅に関する市場機能を補完・誘導する観点から時代の要請に応じて、充実が図られ、居住や生活の安

定確保に大きな役割を果たしてきました。 

また、併せて供給手法も多様化してきました。 

S26 

公営住宅法の制定 

・低額所得者を対象とした公

営住宅の供給を恒久的な

施策として確立 

S55 

公営住宅法の改正 

・入居資格の拡大（高齢者、身

体障害者、生活保護被保護世

帯等の単身入居が可能に。） 

H8 

公営住宅法の改正 

・地方公共団体の直接建設に加

え、民間住宅の買取り、借上

方式を追加 

・公営住宅のグループホーム等

としての使用可能に。 

・きめ細かな応能応益家賃制度

の導入 

H5 

特優賃法の制定 

・中堅所得者層を主な対象とした良

質な賃貸住宅の供給促進 

H13 

高齢者居住法の制定 

・高齢者が安心して居住できるよう

市場環境整備を推進。 

収入分位カバー率（S26） 

1種82% 

2種48% 

収入分位カバー率（H8） 

1種33%     →25% 

2種16% 

地
域
住
宅
特
別
措
置
法 
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北海道子育て支援住宅推進方針 

（３） 道営住宅の取り組み 

道営住宅は、高齢者が地域の中で自立して安全かつ快適な生活が続けられるよう、その住

宅生活を支援するために必要な保健・医療、福祉サービスが一体的に提供された道営シルバ

ーハウジングの整備や、北海道の豊かな自然環境を守り、良好な自然の生態系を次世代に引

き継ぐ為に、環境負荷の低減に配慮した居住環境の整備などを行っています。 

具体的な道営住宅の整備は、公営住宅法の改正に伴う単身入居、建設コスト縮減を踏まえ

た効率的な建設費の執行に対応するため、世帯人員に応じた住戸面積、供給対象や地域の住

宅需要の動向を勘案して適切な配分で型別供給を設定し、公営住宅等整備基準、北海道環境

共生型公共賃貸住宅設計指針、北海道公営住宅等安心居住推進方針等を踏まえ、北海道営住

宅設計指針（平成16年改正）に基づき行っています。 

また、ストックの有効活用の観点から既設道営住宅では、全面的改善事業や高齢者向け改

善事業を積極的に行い、平成16年度末までに全面的改善事業は、351戸、高齢者向け改善事

業は、2,420戸実施してきているところです。 

■ 近年における道営住宅の取り組み 

住宅建設五箇年計画 
第７期 

（H8～H12） 

第８期 

（H13～H17） 

次期住宅計画 

（H18～） 

環境    

   

地域 

   

   

高齢者対策 

   

少子化対策    

その他    

 

北海道環境共生型公共賃貸住宅整備指針 

北海道公営住宅等安心居住推進方針 

北海道公営住宅シルバーハウジング推進方針 

公共賃貸住宅コスト縮減の手引き 

リージョナルホープ 

まちなか居住推進の手引き 

北海道子育て支援住宅推進方針



 

公営住宅等の現状とこれまでの取り組み 
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（４） 今後の公的賃貸住宅のあり方に関する検討 

住宅は、人々が日々の暮らしを送り、家族を育むなど、人生の大部分を過ごす、かけがえ

のない生活基盤ですが、少子高齢化の進行など、社会経済情勢が大きく変化する中で、家族

形態が大きく変化するとともに、高齢者、障害者等の地域居住の要請、中心市街地の衰退な

どや地方定住人口の減少への対応の必要性の高まりなど、人々の居住に関して地域が直面す

る課題が多様化しており、それに伴って住宅政策に期待される役割も変化してきています。 

特に、今後、住宅政策が市場を通じて住宅の質を高める市場重視の政策への転換を進めて

いく中で、弱者切り捨てとならないようにすることが重要となります。 

公的賃貸住宅は、多様な地域の居住ニーズに応じて、よりきめ細かな対応が可能となるよ

うにするなど、住宅全体のセーフティネット機能の向上を図っていくことが必要です。 

また、良質な公的賃貸住宅ストックは、定住人口を増やし、地域のコミュニティ活動や福

祉、文化等の諸活動の重要な拠点となるなど、都市・地域全体の機能の増進にとって好まし

い外部効果を有していることから、この観点からも各地域おいてその有効活用と再編を進め

ていく必要があります。 

こうした状況を踏まえ、平成15年9月に社会資本整備審議会住宅宅地分科会において、「新

たな住宅政策のあり方について（建議）」をとりまとめ、市場機能の重視とストックの有効活

用を中心とした新たな住宅政策の必要性と政策の具体的方向性について提言がなされました。 

この「建議」を受け、平成16年9月29日、国土交通大臣から社会資本整備審議会に対し

「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みはいかにあるべきか」について諮問がなされ、社

会資本整備審議会住宅宅地分科会の下に基本制度部会が設置され、当面措置すべき喫緊の制

度的課題について集中的に審議が行われ、平成17年6月29日に報告案のとりまとめがなさ

れました。 

この中で、公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅ストックの有効活用等による住宅セーフ

ティネットの機能向上についての方向性が示されました。 

○ 社会経済情勢の変化と住宅供給に関する課題 

① 家族形態の変化 

高齢の夫婦・単身世帯が増加し、子育て期に取得した比較的大きな住宅が負担に

なる一方で、利便性の高いまちなか居住へのニーズが高まっています。また、子育

て世帯は、子どもの教育費等の負担が大きく、やむを得ず居住水準の低い住宅に住

んでいることも多いと言われ、ゆとりある住宅や職住近接した住宅の確保など、子

育てへの支援が求められているほか、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害

者等、増加・多様化している社会弱者の居住の安定についても対応が求められてい

るところです。 

② 社会弱者の地域居住 

高齢者、障害者については、ノーマライゼーションの基本理念の下、地域の中で

暮らすことが求められています。高齢者については、在宅福祉の充実が進められて

いるところですが、障害者についても、病院・施設への入院・入所から介護・福祉

サービスを伴った地域居住の方針が打ち出されていることなどを踏まえ、住宅政策

においても、福祉政策との緊密な連携を図りながら、その生活基盤を提供していく

ことが重要な課題となっています。 

また、社会経済情勢の変化の中で、ＤＶ被害者、犯罪被害者、ホームレスなど、
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従来にないスピードで社会的弱者が多様化しており、これらを保護・支援する立法

も進められているところです。これらの者は、同時に住宅困窮者でもあることから、

福祉政策等との緊密な連携を図りながら、その自立支援を講じつつ、地域における

居住の安定の確保について取り組んでいく必要があります。 

③ 都市・地域づくりへの対応 

住宅は、都市・地域を構成する重要な要素です。公的賃貸住宅は、量や個々の住

宅の質の確保に重点を置かれがちでしたが、今後は、まちづくりにおける役割を重

視していく必要があります。 

地方都市においては、若年層を中心とした人口減少や中心市街地等、地域の活性

化・再生のためには、従来の商業の活性化に向けた施策だけでは不十分であり、高

齢者のまちなか居住や子育て世帯の職住近接、若年世帯の地方定住、コレクティブ

ハウス等コミュニティ形成型住宅への居住など、地域の実情に応じた住宅政策によ

る人々の地域居住と交流の促進が必要です。 

 



 

子育て支援サービス 

 
- 59 - 

―

 

３ 子育て支援サービス

（１）つどいの広場事業 

（２）その他の子育て支援事業 

（３）その他の子育て支援サービス 
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３ 子育て支援サービス 

（１） つどいの広場事業 

つどいの広場事業は、子育て親子が気軽に集う場を設け、子育て中の親の子育てへの負担

感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備することで、地域の子育て支

援機能の充実を図ることを目的とした市町村が実施する事業です。 

１ 事業内容 

つどいの広場事業は、次世代育成支援対策交付金の「評価基準」に基づく次の４事業の

すべてを実施する。 

ア 子育て親子（概ね３歳未満の児童及びその保護者）が気軽に集い、うち解けた雰囲

気の中で語り合い、相互に交流を図るための常設の場（週3日以上、かつ、1日5時

間以上開設するものをいう。）を開設すること 

イ アの場所において、子育てに不安や疑問をもっている子育て親子に対する相談、援

助を実施すること 

ウ アの場所において、子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関す

る情報を提供すること 

エ 子育て及び子育て支援に関する講習を実施すること 

 

２ 実施場所 

公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、公民館、学校の余裕教室、子育て支援のた

めの拠点施設、マンション・アパートの一室など、子育て親子が集うところとして適した

場所で実施すること。 

 

３ 実施方法 

  ア 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。 

イ 広場のスペースは、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程

度以上の広さを有すること。 

ウ 広場の設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて

利用しても支障が生じないような設備を有すること。 

 

４ 職員の配置 

本事業を実施する場合は、当該事業に係る専任の者を新たに配置すること。 

 

５ 守秘義務 

業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない

こととする。 

 



 

子育て支援サービス 
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（２） その他の子育て支援事業 

つどいの広場事業以外の次世代育成支援対策交付金の特定事業は、次のとおりです。 

１ 子育て短期支援事業 

保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難と

なった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、

児童養護施設その他の保護を適切に行うことのできる施設（以下、「実施施設」という。）

において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向

上を図ることを目的とする事業。 

ア 短期入所生活援助（ショートステイ）事業 

イ 夜間養護等（トワイライト）事業 

２ 乳幼児健康支援一時預かり事業 

現に保育所に通所中の児童等が病気の「回復期」であり、集団保育の困難な期間、当該

児童を保育所、病院等に付設された専用スペース又は派遣された保育士等が児童の自宅等

において一時的に預かる事業（以下「病後児保育」という。）又は保護者の傷病・入院等

により、緊急・一時的に保育が必要となる児童の自宅に保育士等を派遣して保育を行う事

業（以下「派遣型一時保育」という。）を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立

を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする事

業。 

ア 病後時保育 

イ 派遣型一時保育 

３ ファミリー・サポート・センター事業 

ア ファミリー・サポート・センター事業は、市町村が、ファミリー・サポート・セン

ター（地域において子どもの預かり等の援助を行いたい者と援助を受けたい者からな

る会員組織をいう。以下同じ。）を設立して行う以下に掲げる事業。（ただし、以下の

(ｱ)～(ｳ)全ての事業を実施し、会員数100人相当以上のファミリー・サポート・セン

ターを評価対象とする。） 

   (ｱ) 会員の募集、登録その他の会員組織業務 

   (ｲ) 相互援助活動の調整等 

   (ｳ) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与する講習会の開催 

   (ｴ) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催 

(ｵ) 子育て支援関連施設・事業（乳児院、保育所、地域子育て支援センター事業、

乳幼児健康支援一時預かり事業、子育て短期支援事業、児童館等）との連絡調整 

イ 相互援助活動は、 

(ｱ) 保育施設の保育開始時や保育終了後の子どもの預かり 

(ｲ) 保育施設までの送迎 

(ｳ) 放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり 

(ｴ) 学校の放課後の子どもの預かり 

(ｵ) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり 

(ｶ) 買い物等外出の際の子どもの預かり等の活動とする。 
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４ 延長保育促進事業 

  就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、保育所の開所時間を超えた

保育を行う事業。 

ア 延長保育推進事業 

    イの事業を実施する民間保育所（都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所）

における保育士配置の充実を図ることにより、11時間の開所時間の始期及び終期前

後の保育需要への対応の推進を図るもの。 

イ 延長保育事業 

保育所の11時間の開所時間の前後の時間において、さらに30分以上の延長保育を

実施するもの。 

５ 育児支援家庭訪問事業 

市町村の中核機関において、関係機関等からの情報収集等により把握した養育困難家庭

で養育支援の必要性があると判断した家庭に対し、子育て経験者等による育児・家庭の援

助又は保健師等による具体的な育児支援に関する技術的援助を訪問により実施する事業

を実施する。 

 



 

子育て支援サービス 
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（３）その他の子育て支援サービス 

市町村は、次世代育成支援対策法に基づく市町村行動計画などに基づき、その他の子育て

支援サービスとして、地域の実情に応じたサービスの提供に努めることとします。 

 

■ 道内市町村で行われている子育て支援に係る単独事業等 

[（財）北海道青少年育成協会「平成15年度市町村子育て支援サービス調査報告」から、キーワード別に整理] 

 

 
 

預ける 

子育て支援セミナー等の参加時の子守り等 

集まる 

親子でおしゃべり、情報交換 

育てる 

リトミック
※
、体操、わらべ歌 

ペープサート
※
、人形劇、紙芝居、パネルシアター

※
 

ブックスタート
※
、読み聞かせ、移動図書館 

お絵かき、小麦粉粘土、手遊び、カルタ 

クリスマス、餅つき、おもちゃの貸し出し 

昔遊び、外遊び 

参加する 

子育てに関するセミナー 

手づくりおやつ教室、離乳食づくり教室 

デジタルカメラ撮影教室 

リサイクルする 

子供用品のフリーマーケット 

その他 

身体測定 

応急措置講座 

歯磨き教室 

子育て相談 

※リトミック：ダルクローズが創案した音楽教育法。リズムを身体の運動によって把握させようとするもの。律動法。
※ペープサート：絵人形劇のこと。登場人物などを描いた紙を，棒の両側から貼り合わせた人形を用いる。表裏に描か

れた別々の絵を見せるなどして，物語を進める。 
※パネルシアター：布を張った無地のパネルに，不織布(ふしよくふ)でつくった絵（人形や小道具など）を着脱させな

がら，話や歌を聞かせる芝居のこと。 
※ブックスタート：乳児とその保護者が絵本を通じて心の触れ合いを深めることを目的とする子育て支援運動。1 歳前

後の乳児とその保護者すべてに，0 歳児健診などの機会に，自治体が絵本やアドバイス集などを手渡する。 
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４ 北海道子育て 

支援住宅推進委員会 
（１）設置要領及び委員名簿 

（２）開催状況 
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４ 北海道子育て支援住宅推進委員会 

（１） 設置要領及び委員名簿 

 北海道子育て支援住宅推進委員会設置要領  

 

（設 置） 

第１ 急速な少子高齢化の進展に対応し、安心して子どもを生み育てることができ、子ども

が健やかに成長できる環境整備を促進するため、住宅部局と福祉部局が連携・役割分担を

図りながら、住宅に困窮する子育て世帯等に対する適切な住宅供給と地域住民を対象とし

た子育て支援サービスの提供を一体的に行う道営住宅の建設を推進するため、北海道子育

て支援住宅推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 委員会は、次の事項を所掌する。 

 （１） 道営子育て支援住宅整備方針の検討 

 （２） 道営子育て支援住宅管理方針の検討 

 （３） 道営子育て支援サービスの提供方針の検討 

 （４） 地域展開方針の検討 

（構 成） 

第３ 委員会は、座長及び委員で構成する。 

２ 座長は、建設部住宅課計画指導グループ主幹をもって充てる。 

３ 委員は所掌事項に関連する関係課（室）などの職員をもって充てる。 

（会 議） 

第４ 委員会は、座長が招集し、これを主宰する。 

２ 座長に事故あるときは、座長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができ

る。 

（ワーキング） 

第５ 委員会で審議する事項の原案を作成するため、作業部会（ワーキング）を置く。 

（協力要請） 

第６ 座長は、委員会の所掌事項の遂行上必要があるときは、関係課（室）及び関係機関、

関係団体等に対し資料の提供及びその他の協力を要請することができる。 

（設置期間） 

第７ 委員会の設置期間は、座長が必要と認める期間とする。 

（庶 務） 

第８ 委員会の庶務は、建設部住宅課において処理する。 

（その他） 

第９ この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

 附則 この要領は、平成17年5月24日から施行する。 
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 北海道子育て支援住宅推進委員会名簿  

 

委員会 ワーキング 
区 分 所    属 

職 氏  名 職 氏  名 

計画指導Ｇ 

主幹 
須藤 公之 

主査 

（住宅計画） 
長浜 光弘 

住宅管理Ｇ 

主幹 
山崎 雄二 

主査 

（住宅管理） 
今井 敏文 住宅課 

住宅建設Ｇ 

主幹 
佐藤 洋 

主査 

（住宅建設） 
小見 研一 

建 設 部 

北方建築総合研究所 
居住科学部 

主任研究員 
大柳 佳紀 住生活科長 長谷川 雅浩 

子ども未来づくり推進室 
子育て支援Ｇ 

主幹 
笹井 裕 

主査 

（保育・育成） 
白石 正美 

子ども未来づくり推進室 
少子化対策Ｇ

主幹 
多田 文朗 

主査 

（企画） 
永沼 郭紀 

北
海
道 

保健福祉部 

知事政策部 

地域福祉課 
福祉基盤Ｇ 

主幹 
橋本 二三夫 

主査 

（住まい） 
鎌倉 利幸 

事務局 

 建 設 部 住宅課計画指導Ｇ 計画指導Ｇ  松原 昭仁 
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（２） 開催状況 

日時・場所 議題 備考 

第１回 委員会及び作業部会合同 

平成17年7月11日（月） 

10:00～12:00 

道庁別館西棟3階2号会議室 

○子育てに関する現状と課題 

・各指標やデータ等現状の認識 

・現状から導き出される課題 

○子育て支援に配慮した公営住宅の推進方法 

・施策のイメージ 

・子育て支援住宅のイメージ 

・検討組織の検討 

・推進委員会と地域協議会の役割分担 

・子育て支援住宅推進方針の構成（案） 

○子育て支援住宅の推進スケジュール 

 

第２回 作業部会 

平成17年7月22日（金） 

10:00～12:00 

道庁10階建設部会議室Ａ 

○北海道子育て支援住宅推進方針（案）の検討  

第２回 委員会 

平成17年7月29日（金） 

10:00～12:00 

道庁別館西棟3階2号会議室 

○北海道子育て支援住宅推進方針（案）の検討  

第３回 作業部会 

平成17年8月12日（金） 

15:00～17:00 

道庁9階職員監大会議室 

○北海道子育て支援住宅推進方針（案）の検討 

具体的な整備のあり方について 

参考資料について 

 

第３回 委員会 

平成17年8月24日（水） 

10:00～12:00 

道庁別館4階共用会議室Ｃ 

○北海道子育て支援住宅推進方針（案）の検討 

具体的な整備のあり方について 

参考資料について 

 

 



 



■□ 北海道子育て支援住宅推進方針 

■□ 北海道建設部住宅課  

■□ 〒060-8588 

■□ 札幌市中央区北3条西6丁目 

■□ TEL 011-231-4111 内線 29-520  

■□ FAX 011-232-2689 

■□ 2005年11月発行 



 


	表紙
	もくじ
	はじめに
	北海道子育て支援住宅推進方針
	方針の解説
	具体的な整備のあり方
	北海道子育て支援住宅管理方針
	参考資料



