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Ｈ20年度（全体比） 5年前（Ｈ15）との比較 

人口 約24万人    （現在は26万人） 3万人増（4％アップ） 

住
宅 

戸数 126,050戸 15,000戸増 （13.5％アップ） 

建て方 
集合住宅 82,080戸 （71.9%） 14,000戸増 （３％アップ） 

戸建て   29,750戸 （26.1％） 1,000戸増 （３.2％ダウン） 

構造 
非木造   86,180戸 （75.5%） 17,000戸増（13.9％アップ） 

木造    27,800戸 （24.5％） 780戸減（4.6％ダウン） 

所有 

持ち家   56,030戸 （49.1%） 5,950戸増 

借家    50,790戸 （44.5％） 
  ※そのうち民間借家  72％ 

6,580戸増 
  民間借家の割合はほぼ同数 

1. 人口増に伴い、借家、持ち家が共に増加し、新たな住宅需要が見込まれる。 
2. 区内世帯の7割を超える方が集合住宅に居住している。 
3. 戸建ては減少傾向にあり、非木造の集合住宅への建て替え等が進んでいる。 

出典：H22住宅マスタープラン 統計調査 



1.棟数  スカイツリー誘致で急速に拡大－ここ5年で約950件増！ 

 

 

2.築年数別                3.マンションあたりの戸数  

 

 

 

 

Ｈ14 Ｈ19 Ｈ25 

554 658 1590 

出典：Ｈ20墨田区分譲マンション実態調査・Ｈ25東京都分
譲マンション実態調査から 

単位：件数 
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 待機児童や防災など、地域の課題に解決に繋がる住宅開発を誘導できないか。上記のような重
要課題について、公だけで解決を図るのではなく、民間活力も大いに活用して解決を図るべき。 

3．安心して住み続けることが出来るまちづくり（定住化・福祉対策） 
    ①高齢者等の住まい方に対応できる住環境－医療・介護などとの連携 
    ②低所得者層を対象とした住宅供給問題 
    ③住宅の不燃化・耐震化・大規模修繕・マンション管理組合への支援 

１．災害に弱い地域特性（防災対策） 
   国土交通省がＨ24に発表した「著しく危険な密集市街地」で墨田区の面積の1/3が指定さ
れ、防災対策は区の最重要課題。 

2．待機児童の増加（待機児童対策） 

   マンション増によりファミリー世帯が増加してきており、保育園･学童などの待機児童が増加
（保育園の待機児童は本年4月１日時点で２００人）。 



 東日本大震災では、戸建ての被害よりマンションなどの被害
（家具の転倒、ガラスの飛散による怪我や、家具の損壊）が大きかっ
た。 

 

 

 

 小中学校避難所について、帰宅困難者だけでもかなりの人数に
なった。 

集合住宅における家具の転倒防止、ガラスの飛散防
止対策が必要。 

避難所における被災者の受入れには限界あり。 
避難しなくても生活できる居住環境の整備が必要。 



 平成15年、全国初の子育て支援マンション制度が墨田区でス
タート！現在まで１１棟が認定。 

 子育てしやすい居住環境を整備するために制定。民間集合住宅
建設で、キッズルームや幅広の駐輪場の設置等、区が決めた一
定水準をクリアする場合、区が子育て支援マンションと認定し、建
築費について助成するもの。入居者募集をする際のPRにもつな
がる（当時は全国に拡大していった）。 

 近年バリアフリー法が強化され、区が認定基準としているハード設備に
ついては、法的に標準化されてきている。 

 東日本大震災以降、防災力の強化や節電・節約につながる省エネ対策
等、子育て以外にマンションへの新たな性能評価が求められている。 

 キッズルームやチャイルドフェンス等は子どもが小さい頃は喜ばれるが、
ある程度大きくなると利用されなくなり、形骸化してしまう。 

近年は減少化傾向で、ここ２年間の認定はゼロ！ 



マンションの防災力強化の観点から、調査 
 

大阪市の防災力強化マンション認定制度 
 

阪神・淡路大震災時、地域コミュニティの活発な
地域では円滑な救援活動が行われた実績があ
り、災害時におけるマンション住民を含めた地域
の連携を促し、地域の防災力を高めていくことが
必要です。また、建物の倒壊は免れたもののライ
フラインが途絶する可能性が高いことを考慮する
と、ライフライン復旧時までの飲料水や生活水の
提供等、生活支援を行うシステムの構築が必要
です。 

 そこで、大阪市は、多くの市民が住まれるマン
ションを災害に強い良質なものへと誘導を図って
いきます。 

大阪市のホームページより転載 

 

大阪市の防災力強化マンション認定制度を視察する墨田区
議会公明党（2012.5.9） 



 【メリット1】住宅性能表示制度による評価が一定レベル以上の住宅です！ 

 

 

 

 

 

 【メリット2】住宅ローンの金利が引き下げられます！ 

  認定を受けた新築マンションは、物件により住宅ローンの金利が引き下げられます。 

 

 【メリット3】市が計画段階で認定し、積極的に広報することで、購入者にＰＲします！ 

 認定基準を満たし、防災力が強化されたマンションであることを計画段階でも認定。 

 大阪市のホームページや広報紙などの媒体を活用して情報発信を行います。 

 

 【メリット4】市はゼロ予算事業（プレート作成費・事務経費は除く） 

   

 

 

 

1. 新築の分譲マンションは、この認定を取得したマンションが売れ筋。 
2. 子育て支援マンション制度もあるが、認定は激減。 



【公明党の提案１】 

大阪市のように区が決めたある一定の防災基準を満たした集
合住宅を「防災力強化マンション」として認定し、ハード、ソフト
面から災害に強い住宅を誘導する制度の創設を！ 

 

【区側の答弁1】 

この認定制度を設けることで良質な集合住宅の供給を促進す
るとともに、災害時における地域の防災力を高めることも期待
できる。区の地域特性を踏まえ、より効果が上がるような制度
の創設に向けまして、検討させていただきたい。 

 

【公明党の提案2】 

形骸化してきている「子育て支援マンション認定制度」を見直し、待機児童や高齢者の居住、環境
性能など、区が抱えている課題に資するような住宅誘導施策に改めるべき。 
 

【区側の答弁２】 

子育て支援マンション認定制度は、事業開始から数年は毎年認定実績はあったものの、最近は
認定実績が少なくなっていることから、見直します。その際、グループ保育などを実施できるよう規
定を改めていきます。さらに、本区におけるさまざまな機能を有する良質な集合住宅の誘導を図
るため、総合的に良質な集合住宅を認定する制度の構築に向けまして検討させていただきたい。 

H２４年墨田区議会本会議や予算特別委員会で提案 



 施行年月：2013年4月 初年度予算：5000万円 

 集合住宅の居住に関する様々な機能について、ハード・ソフト両面において特に配慮
された集合住宅を「すみだ良質な集合住宅」として認定すると共に、各種助成金を交付
する制度。 

 認定された集合住宅の情報は、墨田区のウェブサイトなどで公表。住み替えを検討し
ている人にとって、良質な居住環境の判断材料となる。 

 

 制度活用のメリット 

 ＜居住者にとって＞ 

 自身が重視する集合住宅の機能を、区の認定をもとに判断できる。 

 認定の「型」に応じた居住者間の自主活動について補助がある。 

 専門家による集合住宅の維持管理に関するアドバイスが無料で受けられる。 

 ＜事業者にとって＞ 

 整備費の一部補助が受けられる。 

 居住者メリットにより入居促進が望める。 

 認定プレートを使用することができる。 



•住宅性能評価書（設計又は建築）が交付されている。 
•管理組合として、少なくとも認定後10年間は認定基準を継続す
ることが決定されている。 

10分野32項目からなる住宅性能評価書に基づき、 
区が決めた一定基準を満たしていること。 

 

※ 詳細は別紙参照 

区が決めた一定基準を超えた整備を実施した場合 
 

  例）防災型・・・備蓄倉庫を中間階に設置、予備電源の確保 
   子育て型・・・保育サービスの提供や子育て支援への配慮 
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選
択
要
件 

1.  住戸部分の配慮 
  （間取り、事故防止、子育ての配慮など） 
2. 共用部分の配慮 
  （移動円滑化、事故防止、防犯上の配慮 
   など） 
3. 子育てに関する管理・運営上の配慮 
  （子ども参加型イベントの実施、保育園等 
   の施設設置、自主保育サークル活動の 
   支援など） 
 

1. 構造・設備等の配慮 

   （備蓄倉庫を中間階に設置、予備電源 

    の確保、無線ＬＡＮ環境の整備など） 

2. 防災に関する管理・運営上の配慮 

   （飲料水・煮炊き不要な食料の確保、 

    各戸に防災用品の配備、地域自治会 

    の防災訓練に参加、区と防災協定を 

    締結するなど） 

 

必
須
要
件 

1.  住戸専有面積55 ㎡以上又は居室数3 以上 
2.  段差解消 
3.  ホルムアルデヒド対策 
4. 床衝撃音対策 
5.  平置き駐輪場の確保 
6.  転落防止措置 等 

 
 
 

1. 耐震性 

2. 設備配管はフレキシブルジョイントを採用 

3. エレベーターは地震時管制運転装置付き 

4. 備蓄倉庫の整備 

5. 生活用水の確保 

6. 住戸内の安全対策 等 

（家具転倒防止措置等） 

 
 

区が決めた一定基準 



 機能整備費補助（防災） 200 万円 
認定基準に基づいた整備の内容が次の補助対象要件の全てを満たす場合 
 補助対象要件・・・機能整備費補助点数（※） 

  構造・設備等の配慮（8 点以上） ＆ 管理運営上の配慮（17 点以上） 

 

 高度耐震性能整備費補助 延べ面積×2,500 円/㎡（限度額
500 万円） 
日本住宅性能表示耐震等級2 以上又は免震建築物の明示を取得する場合 
 

 動力用自家発電機整備費補助 300 万円 
各住戸への水の供給及び１基以上のエレベーターの運転を同時又は交互に
行う発電能力があり、住宅敷地外からの電力供給が途絶した場合において
も、運転可能な発電機を整備した場合 

 

（※）機能整備費補助の点数 

認定基準の選択項目は点数制になっており、所定の点数 

以上を取得した場合に、機能整備費補助の対象となります。 



  機能整備費補助（子育て） 200 万円 
  認定基準に基づいた整備の内容が次の補助対象要件の全てを満たす場合 

 補助対象要件・・・機能整備費補助点数 

  住宅部分の配慮（15点以上） ＆ 共用部分の配慮（15点以上） 

 

  公共が推進するスマート保育等、設置推進 
※ 子育て環境整備のための補助金を活用。但し、認定は行う。 

 

 キッズルーム整備費等補助 50～100 万円（床暖房設備付き
は150 万円） 
◦ 認定基準選択項目の規定によるキッズルーム等を整備する場合 

※公的な支援を受けない一時預かり・無認可保育園の整備等についても対象。 

  要相談。 



  居住者間自主活動経費に応じて年間最大5 万円ま
で補助 
認定の「型」に応じた、居住者間で行う自主活動（子育て支援活動・避難訓
練など）に係る経費や、これに役立つ共用の設備・消耗品（遊具・防災用
キャビネットなど）の購入費の一部を補助します。 

 

  マンション管理アドバイザー派遣費用補助 派遣料全
額補助（最大21,000 円のコース） 
（公財）東京都防災・建築まちづくりセンターが行って 

いる「マンション管理アドバイザー制度」を利用した場 

合、1 回に限り墨田区がアドバイザー派遣料を全額 

補助します。 



 問合せ件数・・・ 月50～60件 

 認定実績・・・・・  ※防災型は現在、申請中。 

 

 

 
 

分譲 賃貸 

防災型 1 ※ 0 

子育て型 0 0 

防災＆子育て型 0 1 

防災＆子育て型として認定された物件 

 

【防災型】 
＜ハード＞ 
•家具転倒防止が取り付けられた壁の下地補強 
•災害用仮説トイレとマンホールの整備 

＜ソフト＞ 
•防災訓練の実施 

•緊急避難者の一時待機に関して区と防災協定
締結 

•災害時にエントランスを周辺住民の避難場所
等に開放 

【子育て型】 ２０戸賃貸住宅 
＜ハード＞ 

•住宅内に床衝撃音対策や全戸ファミリー世帯
タイプ（55㎡以上） 
•住戸数以上の平置き駐輪場の整備 

＜ソフト＞ 

•併設する保育所との居住者との交流事業の実
施 

 居住者へ子供向け絵本や関係図書の貸し
出し 

 育児相談 

決定した主な認定内容 



【事業者】 

「整備費補助（最大５００万円）もありがたいが、公共機関が
防災・子育て面について、良質な住宅と認定してくれること
が最大のメリット。入居促進に大いに活用できる」 
 

【地域住民】 

「駅前に保育園が出来るのは大変嬉しい。街が明るくなる」 

「ファミリー世帯が地域に増えることは大歓迎」 

 
※11月に引渡しで入居はこれから。但し、問合せは多数あり。 



１．既存マンションへの認定拡大 
大阪市の防災力強化マンション認定制度も認定を
受けたのは新築の集合住宅のみ 

既存マンションへの認定要件緩和の検討 

各種相談体制の強化 
 

２．環境・高齢者等、新たな「型」の検討 
太陽光発電などのクリーンエネルギーシステムの
導入住宅 

高齢者向けサービス付住宅 など 

 



東日本大震災を教訓とした防災対策の強化 

老朽化マンションの建替えやリノベーションの促進 

民間活力による良質なマンションの供給誘導 

高齢者世帯が増加する中でのコミュニティの維
持・形成 

マンションと町会・自治会との 

 良好な関係づくり 

賃貸住宅を含む空き家の活用 



1. 定期的な分譲マンション実態調査の提案・実施 

（行政だけでなく、会派としても実施） 

1. 墨田区集合住宅条例の改正 

2. 地球温暖化設備設置助成の提案・創設・拡充 
（太陽光発電、太陽熱利用、家庭用蓄電システム、 

 遮熱塗料等） 

3. 耐震改修助成 

4. 大規模修繕助成の適用範囲の拡大 

5. 1級建築士の無料派遣（3回まで） 等 


