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序章

本計画の位置づけと検討フロー

序章 本計画の位置づけと検討フロー
１．本計画の目的と位置づけ
・本計画は、三和地域等の農村地域へ多子世帯対象の市営住宅建設に向けた建設候補地の選定や
規模等の比較・検討を行い、既存・新設市営住宅の今後の具体的政策の基礎となる計画策定を目
的とする。
・また、本計画は、糸満市住生活基本計画を上位計画とし、糸満市の市営住宅ストックの現況を整
理し、総合的・効率的に活用するための計画として策定された「糸満市住宅関連実態調査（平成
19 年 2 月）」の見直しを行い、昨今の社会情勢の変化や糸満市の住宅政策である市街地における
市営住宅の再生や農業集落地域における若年・子育て世帯、高齢者世帯が安心して暮らすことが
できる住生活の実現に向けてより最適で実効性のある計画として策定される糸満市営住宅スト
ック総合活用計画に位置づけるものとする。

２．計画の視点と作業フロー
・三和地域等の農村地域への多子世帯対象の市営住宅建設については、その整備の基本的考え方、
整備方針（建設候補地の選定や規模等）の検討が必要であり、三和地域の住宅施策基本方針を設
定する中において、「三和地域市営住宅建設基本計画」を策定するものとする。
・なお、「三和地域市営住宅建設基本計画」については、新規建設という重要施策にあたることか
ら、幹事会・委員会（外部委員含む）を設置し検討にあたるとともに、三和地域における住民ワ
ークショップ（地域ゆんたく会）及び全市に対するパブリックコメントの実施により住民意向の
把握と反映を行うものとする。
■三和地域市営住宅建設基本計画の位置づけ

○上位計画
第 4 次糸満市総合計画後期基本計画
（平成 28 年 3 月）
沖縄県住生活基本計画
（平成 29 年 10 月） 等県上位計画

○糸満市住宅施策上位計画
糸満市住宅関連実態調査
（平成 19 年 2 月）
糸満市住生活基本計画
（平成 28 年 7 月） 等市上位・関連計画

↓
↓

意向把握

・三和地域住宅施策基本方針
・

パブリックコメント

成案
位置づける
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三和地域ワークショ

・三和地域の現状と課題
検討

幹事会・委員会

○

・計画の目的等
・市営住宅等の現状
・市営住宅ストック活用の課題
・ストック総合活用計画の目標
・ストック活用方針及び計画
・団地別手法別活用計画
・事業スケジュール
・適正修繕計画（長寿命化計画）
・実現方策
・今後の課題

序章

本計画の位置づけと検討フロー

■検討フロー

１．上位関連計画の整理
（２）糸満市住宅施策上位・関連計画

（１）上位計画

○住宅関連計画
・糸満市住生活基本計画（H28.7）等
○福祉関連計画
・糸満市子ども・子育て支援事業計画
（H27.3）等
○都市計画・農業計画
・糸満市都市マスタープラン（H30.9）等

１）第 4 次糸満市総合計画後期基本計画
（H28.3）
２）沖縄県住生活基本計画
（H29.10）等 県上位計画

（３）上位・関連計画での位置づけのまとめ

２．三和地域の現状と課題
（１）三和地域の概況と地区の課題

（５）三和地域の住宅課題

（２）三和地域の住宅状況と課題

１）住宅状況

（３）三和地域の地区別の状況

２）公営住宅の状況

（４）三和地域住民の意向（地域ゆんたく会）

３）公営住宅需要
４）三和地域住宅施策の課題

３．三和地域市営住宅建設基本計画
（４）三和地域市営住宅建設基本方針

（１）三和地域住宅施策基本方針
１）持家の更新支援施策

（５）第 1 期三和地域市営住宅建設基本計画

２）市営住宅建設施策

（６）実現に向けての課題

３）福祉のまちづくり施策
（２）三和地域における市営住宅建設戸数の検討
（３）三和地域における市営住宅配置方針の検討

2

第１章

上位関連計画の整理

第１章 上位関連計画の整理
（１）上位計画
県及び本市の住宅施策に関する課題や施策の方向性について、上位計画における位置づけを整
理する。
No.

計画名

策定年月日

1．

第 4 次糸満市総合計画後期基本計画

平成 28 年 3 月

2．

沖縄県住生活基本計画

平成 29 年 10 月

１）第 4 次糸満市総合計画後期基本計画【平成 28 年 3 月】

【基本構想】
１．基本理念
糸満市のまちづくりの基本理念である、
「ひかりとみどりといのりのまち」を引き続き掲げ
ます。
ひかりのまち：果てしない希望を抱き飛躍的前進をめざすまち
みどりのまち：自然を保護し健康で快適な住みよいまち
いのりのまち：平和を願い情操豊かな明るいまち

2．将来像
糸満市におけるこれから 10 年のまちづくりの将来像を、
「つながりの豊かなまち」と
します。
「つながり」は、生命の連鎖、物質循環、支え合い、助けあい、連携等の意味を含ん
でいます。私たちは、地域社会のあらゆる場面で「つながり」を大切にし、住みよいまちづ
くりに邁進していきます。

３．将来人口
第 4 次総合計画の目標年度である平成 32 年度（2020 年度）における人口は、63,000 人を
目標とします。

４．まちづくりの基本姿勢
（１）自律と自立の推進
（２）協働の仕組みの構築
（３）計画の実効性の確保
（４）連携する行政の仕組みの構築

５．施策の大綱
（１）人や文化のつながるまち（教育と文化）
（２）安全のつながるまち（防災）
（３）元気のつながるまち（健康・医療・福祉）
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（４）生命（いのち）のつながるまち（環境）
（５）暮らしのつながるまち（まちの基盤）
（６）働きのつながるまち（産業）
（７）喜びのつながるまち（平和・交流）
（８）信頼のつながるまち（協働）

【後期基本計画】
１．元気のつながるまち（健康・医療・福祉）
（１）支え合う地域づくり
①異なる世代が共に住むまちづくり
・異世代がともに住まう多世代住宅の普及を関係機関と連携し、普及をはかります。

２．暮らしのつながるまち（まちの基盤）
（１）市街地・集落の整備
①農村集落の整備及び建築規制緩和措置の周知
・集落基盤の整備を推進します。
・農村の歴史・文化等地域の特性を生かした住環境整備を推進します。

（２）良好な住宅・住環境の形成
①良好な住宅の整備
・省エネルギーや環境に配慮した住宅の普及を関係機関と連携して促進していきま
す。
・ユニバーサルデザインの採用による誰にでも優しい住宅や多世代住宅の普及を関係
機関と連携して促進していきます。
・それぞれ住宅からの死角の排除など、防犯性の高い住宅等について、関係機関と連
携し普及促進していきます。
・空き家等の実態を把握し、所有者による適正な管理に向けた対策を行うとともに、
有効活用に向けた取り組みを進めます。
②市営住宅の建て替え
・住生活基本計画に基づき、市営住宅の建て替えや整備をまちづくりの視点で捉え、
快適で支え合うコミュニティのあるまちとなるよう計画を推進します。
・市営住宅の建て替えや整備にあたっては、誰もが安全・安心・快適に暮らせるよう、
ユニバーサルデザイン化に取り組みます。
③コミュニティ施設の充実
・地域力を高めるよう公民館または集会所等の整備、公園緑地等の整備を促進します。
・公園等のコミュニティ施設の管理を市民と行政等の協働により推進します。
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２）沖縄県住生活基本計画【平成 29 年 10 月】

１．計画期間
本計画は、平成 28 年度～37 年度（2016 年度～2025 年度）の 10 年間の計画とし、今後
の社会情勢の変化及び施策の効果に対する評価を踏まえて、おおむね 5 年後に見直す。
計画期間：平成 28 年度（2016 年度）～平成 37 年度（2025 年度）

２．住宅施策の基本的な方針
■基本方針

誰もが安心して心地よく暮らせる 美ら島 沖縄
３．施策展開のための基本目標
【基本目標１】若者世帯・子育て世帯のライフステージに対応した住生活の実現
【基本目標２】高齢者のニーズに対応した住生活の実現
【基本目標３】住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
【基本目標４】多様な居住ニーズの実現
【基本目標５】安全・安心で質の高い住まいづくり
【基本目標６】沖縄県の特性を活かした住環境の形成

４．沖縄県の特殊事情を踏まえた住宅施策の具体的展開
（１）若者世帯・子育て世帯が希望する住宅を選択できる住環境づくり
①若者世帯・子育て世帯の住宅取得に向けた流通促進【県・市町村・事業者】
･ 若者世帯が家族構成の変化に応じて住宅もステップアップしながら沖縄県で定住
できるよう、それぞれのステージに対応した住宅の供給と流通を促進する。
･ 子育て世帯が必要とする規模や設備を備えた住宅の流通を促進することにより、
子育てしやすい住宅を取得できるよう支援する。
②子育て世帯向けの既存民間賃貸住宅の供給【県・市町村・事業者】
･ 既存の民間賃貸住宅を子育て世帯向けにリフォームするなど、低廉な家賃で子育
て世帯が入居できる住宅の供給や仕組みづくりを推進する。
（国：新たな住宅セー
フティーネット制度の創設）
③公営住宅への子育て世帯(多子世帯等)の優先入居【県・市町村】
･ 公営住宅の入居に関して、子育て世帯、特に母子・父子世帯や多子世帯の優先的な
入居を可能とする仕組みづくりを検討・実施する。
･ 公営住宅の入居に関して、期限付き入居制度の活用や制度導入について検討する。
④世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進【県・市町
村】
･ 子育てや介護などの世代間の助け合い、支え合いがしやすくなるよう、三世代同居
や近居を促進する。
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（２）高齢者世帯に対応した多様な住まいの確保
①高齢者に対応した住宅の整備促進【県・市町村・事業者】
･ 民間活力を活用した高齢者対応の良質な住宅ストック形成と生活支援サービスの
充実を図るため、安否確認と生活相談サービスのあるサービス付き高齢者向け住
宅の供給を促進する。
･ 居宅生活が困難な高齢者のニーズに対応するため、高齢者保険福祉計画（老人福祉
計画・介護保険事業支援計画）や市町村介護保険事業計画を踏まえ、特別養護老人
ホームや認知症グループホーム等高齢者福祉施設の整備を促進する。
･ 公営住宅においては、整備時における高齢者福祉施設の併設、施設の一部開放、生
活援助員（ライフサポートアドバイザー）を配したシルバーハウジングの整備に
ついて市町村からの要望に応じて検討するなど、高齢者がより安心して生活でき
るような環境整備を図る。
･ 高齢者に対応した公営住宅の整備を促進するため、公営住宅のバリアフリー化を
推進する。
･ 民間住宅においても高齢者のライフステージに応じた既存住宅のバリアフリー化
を促進する。
②高齢者に対応した公営住宅整備【県・市町村】
･ 高齢者に対応した公営住宅の整備を促進するため、公営住宅のバリアフリー化を
推進する。
･ シルバーハウジングの供給や建替時における高齢者福祉施設の併設、空き住戸の
グループホームへの改修について、市町村からの要望に応じて検討する。
･ 高齢者世帯の入居条件の緩和を継続して実施する。
･ 高齢者の身体機能の低下による不都合を解消するため、要望に応じて低層階への
住み替えを継続して実施する。

（３）高齢者世帯が安心して暮らせる住環境の実現
①住宅施策と福祉施策の連携による高齢者支援体制の確立【県・市町村・事業者】
･ 介護サービス等の福祉施策と連携した住宅施策を推進する。
･ 関係機関と福祉・建築等の各専門家がネットワークを構築し、県民への住宅改修等
に関する相談体制の確立を図る。
･ 住宅部局、福祉部局、不動産関係団体、居住支援団体などが連携し、高齢者等（障
がい者、子育て世帯、低所得者世帯等）の民間賃貸住宅への入居を支援することを
目的とした「沖縄県居住支援協議会」の活用を図る。
･ 沖縄県居住支援協議会において、高齢者に対し、住宅情報をはじめ、家賃債務保証
制度の周知や住宅相談の支援に取り組む。
②高齢者の持ち家資産の活用【県・市町村・事業者】
･ 住み替えニーズのある高齢者の持ち家について、住み替え時の金銭負担の軽減等
を図るリバースモーゲージの普及を図り、子育て世帯への賃貸住宅とする等、高齢
者の持ち家資産の活用に関する情報提供を行う。
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･ 高齢者の持ち家ストックを活用した住み替えの仕組みづくりについて検討する。

（４）真に困窮する低所得者層に対するセーフティーネット
①民間賃貸住宅では対応が困難な真に住宅に困窮する低額所得者への対応【県・市町村】
･ 市場において、最低居住面積水準確保のための家賃の支払いが困難であることか
ら民間賃貸住宅への入居が制限される低額所得者については、健康で文化的な生
活を営むに足りる公営住宅の供給を行う。
②公営住宅の入居制度の見直し検討【県・市町村】
･ より住宅に困窮した世帯に対して公平かつ的確に公営住宅を供給するために、所
得の条件に加えて世帯人員数や現在の居住状況等、困窮度の高い世帯を優先的に
入居させられる期限付き入居等の導入等の仕組みづくりを検討する。

（５）多様な住宅困窮世帯に対応するセーフティーネット
①賃貸住宅ストックの有効活用【県・市町村・事業者】
･ 高齢者等の住宅確保要配慮者の居住の安定確保に向け、空き家等を活用し一定の
質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空き家等のリフォームやコンバーシ
ョンを支援する国の補助事業の普及を図る。
･ 沖縄県居住支援協議会が取組んでいる「沖縄県あんしん賃貸支援事業」において、
あんしん賃貸支援団体の登録を促進することにより、福祉関係団体との連携を図
り、高齢者等（障がい者、子育て世帯、低所得者世帯等）の住宅確保要配慮者の入
居を拒否しない「あんしん賃貸住宅」の登録を促進する。
･ 「沖縄県居住支援協議会」と連携し、民間住宅への住み替えニーズを持つ高齢者等
を支援する。
②身体障害者等に対応した公営住宅整備【県・市町村】
･ 身体障害者に対応した公営住宅の整備を促進するため、公営住宅のバリアフリー
化を図る。
･ 障害者がいる世帯の優先入居を継続して実施する。

（６）中古住宅の流通促進
①中古住宅の質の向上【県・市町村・事業者】
･ 耐震化リフォームによる耐震化の向上を図り、良質な住宅資産となるストック形
成のため、耐震診断、耐震改修を推進する。
･ 既存住宅流通市場の活性化等を目的としたインスペクション制度の普及、啓発を
行う。
②空き家活用の促進【県・市町村・事業者】
･ 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、市町村においては空家等対策
計画の策定及び計画に基づく空家等対策を実施し、県においては市町村に対する
情報提供及び技術的助言、その他の必要な援助を行う。
･ 空き家の利活用を推進する。
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③既存ストックの効率的活用【県・市町村・事業者】
･ 空き家を含めた持ち家の賃貸化等を定期借家制度の活用等により促進し、既存ス
トックの効率的活用を図る。

（７）まちなか居住の促進
①地域特性を活かしたまちなか居住支援事業【県・市町村・事業者】
･ 高齢者や子育て世帯等が暮らしやすい市街地形成を図るため、福祉や商業振興施
策等と連携したまちなか居住の支援事業の展開を促進する。
･ 民間賃貸住宅の空き家改修による高齢者や子育て世帯向けの住宅供給を支援す
る。

（８）既存ストックの居住水準・住宅性能の向上
①県民に対するリフォームの普及【県・市町村・事業者】
･ 市町村が行うリフォーム助成等の取り組みの支援を行い、住宅リフォーム助成事
業実施市町村数の拡大を図る。

（９）耐久性の向上
①既存住宅の耐震診断・耐震改修の促進【県・市町村・事業者】
･ 既存民間住宅の耐震診断・改修に関する普及啓発を行う。
･ 市町村による耐震診断・改修への助成制度の実施を支援する。
･ 県営住宅の耐震化に向けた取り組みを進めるとともに、市町村営住宅の耐震化を
支援する。

（10）住まいのユニバーサルデザイン化
①バリアフリー住宅改良の促進【県・市町村・事業者】
･ 市町村が行う介護保険制度等を活用した住宅改修や介護保険制度対象外の住宅改
修の支援について検討するなど、民間住宅のバリアフリー化を促進する。

（11）離島・過疎地域の定住促進
①住宅施策における定住促進【県・市町村・事業者】
･ 過疎地域支援につながる住宅施策として、市町村による定住促進住宅の供給を支
援する。
②地域振興と住宅施策の連携【県・市町村・事業者】
･ 観光や産業振興等による就業機会の創出に伴う住宅確保等、地域振興と連携した
住宅施策への取り組みを図る。
･ 農村地域においては、既存集落機能・コミュニティの維持・向上を図るため、農住
環境整備を検討する。
③移住者や長期滞在者を受け入れるための環境整備の構築【県・市町村・事業者】
･ 都心部からの多様な住まいニーズ（マルチハビテーション、セカンドハウス等）に
8
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応じた住宅提供を図れるよう、空き家等の既存ストックの利活用を検討する。
･ 地域での受け入れ体制構築のための支援を行う。

５．地域別施策の展開の基本方針（中南部圏）
（１）多様なニーズに対応した良質な住まいの確保
・ 様々な子育て世帯に対応した住宅を選択できる住宅環境づくりを目指す。
・ 住民の様々なライフスタイルやニーズに対応した質の高い住宅を安心して取得でき
る住宅市場の活性化を図る。
・ 適正な管理・修繕を行うとともに、様々なライフスタイルに対応した増改築工事や
高齢者・障がい者対応の工事、耐震改修工事等のリフォームによる改善を推進する。

（２）安心・安全な住まい・住環境づくり
・ 各種支援事業の案内充実や情報発信強化を進めるとともに、関係機関・団体との連
携強化等により、民間建築物の耐震診断・耐震改修を促進する。
・ 密集市住宅街地及び狭隘道路の解消を推進する。
・ 道路をはじめとする公共空間のバリアフリー化等を 進めるとともに、ユニバーサ
ルデザインの普及啓発を図り、誰にでも利用しやすい住環境の確保を図る。

（３）密集市街地の改善及び都心居住の促進
・ 密集市街地については、社会資本整備総合交付金等の活用や関係機関と連携し密集
市街地整備促進事業等各種事業を有機的に選択し改善を検討する。
・ コンパクトなまちづくりの考え方に基づく中心市街地の都市基盤の整備や住宅供給
により、都心部への定住促進に資する整備手法を検討する。

（４）居住環境整備に資する基地跡地利用
・ 中南部圏には、普天間飛行場をはじめ広大な米軍基地が存在し、大規模な駐留軍用
地跡地の返還が予定されていることから、基地跡地利用により都市構造を再編し、
適正な市街地環境の形成を促進する。
・ 基地跡地において、良好な住環境に資する公営住宅の整備や民間住宅の供給促進の
検討を行う。
・ 基地接収により形成された密集市街地等の改善に資するよう、跡地利用と併せて、
既成市街地を整備・改善する手法等を検討する。

（５）高齢者等が安心して暮らすことのできる住宅・環境の確保
・ 誰でも安心して暮らせるよう、多様な住まい方に対応した住宅ストックの形成を促
進する。
・ 特に、今後増加する高齢者に対応できるよう、サービス付き高齢者向け住宅の普及、
シルバーハウジングや福祉施設との合築による公営住宅の供給等の住まいの供給
を促進する。
・ こうした住まいについては、誰もが安全に安心して暮らせる居住空間とするため、
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高齢社会に対応したバリアフリー住宅やユニバーサルデザイン等の普及を促進す
る。

（６）民活による適正な公営住宅の建替え・修繕の促進
・ 建替え及び修繕が必要な公営住宅は今後も増加するものと推測されることから、こ
うした事態に的確に対応できるよう、財政面の対応を検討する。
・ 厳しい財政事情のなかで公営住宅ストックの更新や維持管理を効果的・効率的に進
めるため、民間のノウハウや資金を活用した将来的な PFI 事業等の実施に向けて、
設計・施工一括発注（DB 方式）等の簡易なスキームによる民間活力の活用を検討
するなど、関係機関と連携して建替え・修繕を促進する。

６．公的賃貸住宅の供給
（１）公営住宅の供給目標量の考え方
①県内における多様な住宅困窮者の居住状況の把握・分析
②民間賃貸住宅の供給、家賃等の市場の状況の分析
③政策的優先順を加味するとともに、公営住宅の空家募集、新規整備、建替え及び公営
住宅以外の公的賃貸住宅ストックの状況を勘案し、公的な支援により居住の安定の
確保を図るべき世帯（要支援世帯）数を算定

（２）公営住宅の供給目標量
住生活基本法第 17 条第２項第５号に基づき、本県内における公営住宅の供給目標量を
国における公営住宅の供給目標量の考え方を基本にし、下記のとおり定める。
平成 28 年度～平成 32 年度（5 年間）

供給量総量 7,100 戸

平成 28 年度～平成 37 年度（10 年間）

供給量総量 14,400 戸

（３）今後必要となる対応
①公営住宅ストックの有効活用と建替え事業の促進
②PFI 等の民間活力による公営住宅の建替え促進
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（２）糸満市住宅施策上位・関連計画
本市の住宅施策等に関する課題や施策の方向性について、上位計画における位置づけを整理す
る。
No.

計画名

策定年月日

1．

糸満市住宅関連基礎調査

平成 18 年 3 月

2．

糸満市住宅関連実態調査

平成 19 年 2 月

3．

糸満市住生活基本計画

平成 28 年 7 月

4．

糸満市第 4 次障がい者計画

平成 30 年 3 月

5．

糸満市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（第 7 期）

平成 30 年 3 月

6．

糸満市子ども・子育て支援事業計画

平成 27 年 3 月

7．

糸満市都市マスタープラン

平成 30 年 9 月

8．

糸満農業振興地域整備計画書

平成 27 年 9 月

9．

農村振興基本計画

平成 19 年 3 月

１）糸満市住宅関連基礎調査【平成 18 年 3 月】

１．現状からみた住宅施策の課題
（１）農村部の田園環境を活用した住宅・住環境の形成
①現状
・人口減少
・市平均を上回る高齢化の進行
・都市近郊の貴重な田園環境を有する
②住宅施策
・定住人口の維持（若者や子育て世帯にも暮らしやすい住宅・住環境の形成）
・田園環境を活かした交流人口の促進

２．住宅施策方針
（１）田園環境に支えられた良質な住環境の形成、活用
糸満市には広大な農村地域が存在する。人口減少や高齢化の進展などの厳しい課題を抱
えている反面、都市化の進展した中南部都市圏の中にあってその田園環境は益々その価値
を高めている。
そのため、地域活性化も念頭においた住宅施策の観点からは、田園環境に支えられて地
域特性を踏まえ、農村部での戸建住宅を基本に若者世代の安定化を促す周辺環境と調和
した共同賃貸住宅の誘導方策や交流人口を促進する良質な住環境の形成を目指して取組
む。

■施策の方向
①若者世代の定住化の促進
・農村部への市営住宅供給の検討をはじめ、民間事業者による良質な賃貸住宅の供給
や地元農地所有者による賃貸住宅供給の可能性の検討を行う。

３．住宅施策の体系
■定住化に対応した魅力ある住まいづくり

11

第１章

施策の方向
（1）既存住宅ストックの改
善
（2）良質な住宅の供給
（3）子育て世代を支える住
宅供給と住環境の整備

上位関連計画の整理

具体の施策
①既存融資制度の活用と普及
②既存住宅での「住宅性能表示制度」の活用と普及
③特定優良賃貸住宅制度の活用
④個別ニーズに対応した住宅供給の検討
⑤良質な中古住宅の供給の促進
⑥市営住宅への多子世帯の優先入居制度の検討
⑦児童福祉や社会教育との連携

（１）既存住宅ストックの改善
①既存融資制度の活用と改善
・居住スタイルの変化に応じて住宅改善を誘導するため、沖縄振興開発金融公庫にお
ける各種の融資制度に関する情報を提供し、その活用、普及を図る。特に、個人向
け融資の「リフォーム融資」では、住宅の全面改築工事から一部改築及び水回り設
備の設置工事、増築工事、修繕・模様替えなどに活用できる。加えて、バリアフリ
ーなどの長寿社会対応住宅工事などについては割増融資が受けられる。
その他、「中古住宅購入・リフォーム融資」などのメニューがある。
②既存住宅での「住宅性能表示制度」の活用と普及
・「住宅性能表示制度」については、制度のスタート当時は新築住宅を対象にしてい
たが、平成 14 年 8 月に既存住宅（中古住宅）にも適用されるようになった。
住宅の傷み具合などを適時・適切に第三者機関により把握することができ、住宅の
適切な維持管理、修繕・リフォーム、住宅の売買の際に役に立つ制度として、その
活用と普及を図る。

（２）良質な住宅の供給
③特定優良賃貸住宅制度の活用
・特定優良賃貸住宅制度は、中堅所得者を対象とした良好な賃貸住宅の供給を促進す
るため、賃貸住宅に対して建設費の補助と家賃の減額に対する補助からなる制度で
ある。民間の土地所有者が建設することができ、ファミリー向け賃貸住宅の供給と
して期待される。糸満市内はまだその事例がないことから、民間事業者と連携した
事業推進を図る。
④個別ニーズに対応した住宅供給の検討
・住まい方についても多様な住宅志向を持つ人々が現れてきており、
「コーポラティ
ブハウス」や「定期借地権付き住宅」をはじめ、居住者が自由に間取りを変えるこ
とができる可変性住宅等、民間事業者との連携による検討を進める。特に、土地区
画整理事業地区等での市街化促進対策としての企画供給が期待できる。

（３）子育て世代を支える住宅供給と住環境の整備
⑤良質な中古住宅の供給促進
・新築に比べて無理のない居住費負担で良質な住宅を供給するため、中古住宅の流通
促進を民間事業者と連携し検討する。その場合、適切な維持管理や住宅リフォーム
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の一子促進を図るため、前述した「住宅性能表示制度」を活用する。
⑥市営住宅への多子世帯の優先入居制度の検討
・住宅関連実態調査（市営住宅ストック活用計画）と連携し、多子世帯に配慮した優
先入居制度の検討を総合的に行う。市営住宅の建替えの際には、多子世帯に対応し
た型別供給方針に基づき、的確な住戸の確保に努める。
⑦児童福祉や社会教育との連携
・平成 17 年 3 月に策定された「糸満市次世代育成支援対策行動計画」に基づき、児
童福祉や社会教育との連携を図り、子育てを支援する生活環境整備を促進する。
特に、市営住宅ストックを活用し、子ども達の遊び場の充実化や子育てサポート支
援のための施策との連携も検討する。

■田園環境に支えられた良質な住環境の形成、活用
施策の方向
（1）若者世代の定住化の促進

（2）交流人口の促進
（3）秩序ある土地利用の形成

具体の施策
①三和地域での市営住宅供給の検討
②民間事業者による良質な賃貸住宅の検討
③農地所有者等賃貸住宅の供給検討
④空き家の活用
⑤優良田園住宅等の既存事業の活用
⑥農村における土地利用ルール検討
⑦糸満市の特性を活かした集落づくりの啓蒙

（１）若者世代の定住化の促進
①三和地域での市営住宅供給の検討
・アンケート調査で新たな市営住宅ニーズが高かった農村部の三和地域においては、
若者世代の定住化促進の観点から、地域ニーズに対応した新たな市営住宅の供給の
検討を行う。
②民間事業者による良質な賃貸住宅の供給
・前述した「特定優良賃貸住宅制度」などを活用した子育て世帯への良質な賃貸住宅
の供給も民間事業者との連携を図りながら検討する。
③農地所有者等賃貸住宅の供給の検討
・地域ニーズに対応し、地元の農地所有者自ら賃貸住宅の建設を行う可能性につい
て、事業制度の情報提供を行い、地元と連携した取組みを検討する。

４．市営住宅の今後の在り方
（１）想定されるその他の事項
①入居者の選定、住み替えシステム等の在り方の検討
住宅セーフティーネットとしての役割を的確に行うため、より緊急度の高い住宅困窮
世帯が入居できるように、住宅困窮度を考慮した入居者選定システムを検討する。
また、高齢者等のいる世帯の低層階への住み替えシステムについても検討する。
②農村部への新たな市営住宅の供給の検討
アンケート等でもニーズが特に高かった三和地への新たな市営住宅の供給を検討す
る。新設にあたっては、定住化を促す子育て世帯や高齢者・障害者支援など、地域ニー
ズにも対応した供給の在り方を検討する。
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２）糸満市住宅関連実態調査【平成 19 年 2 月】

１．計画の対象、計画期間
現在管理している 7 つの市営住宅を計画対象に検討し、計画期間は平成 19 年度から 28
年度までの 10 年間とする。また、計画期間の前半 5 年間を前期、後半 5 年間を後期とし、
前期終了時に計画の進捗状況や社会・経済等の動向を基に必要に応じて見直しを行うものと
する。

２．市営住宅の課題（ストックの問題点と課題）
コンクリートの剥離が目立つ市営住宅も見られ、全住戸の約 8 割が計画期間内に地区 35
年を迎える。また、全住戸の約 6 割は台所・洗面所への給湯が確保されてなく、水周り関連
の設備の劣化が目立つ。居住者の安全性の確保、快適な居住環境、高齢化への対応などへの
課題を抱えている。
また、住環境の面では、駐車場が基本的には設置されてなく、住環境と調和した駐車場の
確保が課題となっている。さらに、集会場が小規模であること、プレハブづくりで老朽化が
進んでいることから、コミュニティ活動の活性化の面からも、活動の拠点となる集会所の確
保が求められる。

３．市営住宅の計画課題
（１）8 割を超える建替要件（耐用年数 1／2）を満たす住戸への対応
（２）多様化する入居者ニーズへの対応
（３）優先順位を明確にした既存市営住宅の住環境改善への対応
（４）入居期間の公平性の確保に向けた長期的な取組み
（５）市の財政状況に応じた建替等の検討

４．市営住宅の役割
（１）的確なセーフティーネットとしての役割
（２）地域づくりなどの政策的な公的賃貸住宅としての役割
（３）民間との役割分担

５．ストック活用計画の基本目標
（１）ストック活用の基本目標
①安全で安心・快適に暮らせるストックの形成
・昭和 40 年代後半～50 年前半に建築された市営住宅は、今後 10 年の計画期間内に
建替要件である耐用年数の 1／2 を計画する。そのため、建物の耐震性や劣化状況
等を勘案し、建替え等により更新を図るものとする。
・また、高齢社会の進展に伴い、居住者の高齢化への対応も急務となっている。その
ため、建替事業等に際しては市営住宅敷地内や住戸内のバリアフリー化を図り、高
齢者等を含めた誰もが安心して暮らせるストックの形成を進める。
・さらに、居住環境の向上を図るため、劣化が見られる設備などについては計画的な
改修等を進め、快適に暮らせるストックの形成に努める。
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②多様化する入居者ニーズに対応したストックの形成
・少子高齢化の進展や社会的弱者の多様化など、社会情勢の変化に伴い、市営住宅に
対するニーズも多様化しており、住宅困窮者への的確な支援を図る。
・特に高齢者や障害者、母子家庭等の地域の住宅困窮者へのきめ細かい対応をはじ
め、子育て世帯や DV 被害者等の新たな支援対象に対しても福祉部門と連携したス
トックの整備を図る。
・具体的には、優先入居基準の設定や属性に応じた適切な規模の住宅への入居を推進
する方策を検討する。障害者福祉の面からは、グループホーム付設の住居設置につ
いて関係機関と連携し検討する。
③コミュニティ形成や地域需要に対応したストックの形成
・入居者の高齢化の進展や少子化などもあり、自治会活動の停滞、防災面での不安感
など、コミュニティ活動の支援が求められている。そのため、地域活性化をはじめ、
居住者間の交流や子育て環境の形成に配慮したストックの整備を進める。
・特に、建替えに際しては、ストックの立地特性や地域需要、まちづくりの方向等を
踏まえた整備を進める。
・農村部における新たな公営住宅のニーズに対しては、地域活性化や子育て支援の観
点から、新たな市営住宅の供給を検討する。

（２）市営住宅の目標戸数（案）
○現在の管理戸数：288 戸
○計画の目標戸数：約 380 戸

（３）整備水準の目標
①住戸面積の水準
・建替事業及び住み替え等の促進により、「最低居水準未満」の解消に努める。
②安全性の水準
・建替等の新築供給においては、耐震や防火について建築基準法、消防法をはじめと
する関連法規などに基づき、安全性能を確保する。
③高齢者等への配慮の水準
・建替等の新築においては、公営住宅整備基準及び高齢者が居住する住宅の設定に係
る指針に基づき、高齢者に配慮した使用とする。
④室内環境等の水準
・建替等の新築において、公営住宅整備基準に基づき、温熱環境、空気環境、音環境
などの確保を図り、居住性の質を確保する。
⑤供用部分の整備に係る水準
・建替等の新築においては、公営住宅整備基準の高齢化等へ配慮の項目に基づき、バ
リアフリー性能を確保する。
⑥集会施設等の付帯施設の水準
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・建替等の新築においては、共同施設としての集会場及び広場は設ける。設置にあた
っては、市営住宅及び周辺地域のコミュニティ単位を踏まえて整備するものとし、
地域開放型の集会所としても検討する。
⑦維持管理及び長期耐用性の水準
・建替等の新築に際しては、公営住宅整備基準における劣化軽減及び維持管理への配
慮の項目に基づき、維持管理のしやすい部品や材料を使用する。

６．ストック総合活用計画
（１）活用手法の選定
表 3 次判定結果
名称
第一

真謝原

浜川原

親田原

棟名

経過年数

戸数

1 次判定

2 次判定

3 次判定

A棟

昭和 40 年代

18

建替え

－

建替え

B棟

昭和 40 年代

18

建替え

－

建替え

A棟

昭和 40 年代

18

継続判定

建替え

建替え

B棟

昭和 40 年代

18

継続判定

建替え

建替え

C棟

昭和 40 年代

18

継続判定

建替え

建替え

D棟

昭和 40 年代

18

継続判定

建替え

建替え

A棟

昭和 50 年代

18

継続判定

建替え

建替え

B棟

昭和 50 年代

18

継続判定

建替え

建替え

A棟

昭和 50 年代

18

継続判定

建替え

建替え

B棟

昭和 50 年代

18

継続判定

建替え

建替え

C棟

昭和 50 年代

18

継続判定

個別改善

建替え

D棟

昭和 50 年代

18

継続判定

個別改善

建替え

12

継続判定

個別改善

個別改善

12

継続判定

個別改善

個別改善

12

継続判定

個別改善

個別改善

8

継続判定

個別改善

個別改善

8

維持保全

－

維持保全

8

維持保全

－

維持保全

12

維持保全

－

維持保全

A棟
大里

B棟
C棟
A棟

福地

B棟
C棟

真壁

－

昭和 50 年代
昭和 50 年代
昭和 60 年代以
降
昭和 60 年代以
降
平成 2 年度以降
平成 2 年度以降
平成 2 年度以降

3 次結果まとめ
● 第 一 市 営 住 宅 ：1 次判定通りに建替えとする。
※「沖縄県公共賃貸住宅建替え促進計画」での建替え重点団地。
● 真謝原市営住宅：2 次判通りに建替えとする。
※用途無指定地域に立地するが、土地区画整理事業地区に隣接する
こと、市内全体では入居倍率が依然として高いこと、昭和 40 年
年代の建物であることなどから判断。
● 浜川原市営住宅：2 次判通りに建替えとする。
※隣接する県営浜川団地が建替え中であること、（建築年で 1 年古
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い。躯体の安全性などを考慮）、市内で最も入居率（35.0％）が
高いことなどから判断。
● 親田原市営住宅：A・B 棟と C・D 棟の 2 次判定での適用手法が異なった。3 次判定
は、以下の理由で建替えとする。
※A・B 棟については 3 箇所給湯が整備せれてなく、居住性に問題
がある。市営住宅の中では 4 人以上の世帯が最も多く、居住者人
口も最も多い。
※C・D 棟については個別改善事業を実施した場合、その後 10 年
程度維持管理を想定すると、築 40 年を超すことから、躯体の安
全性が懸念される。
※コミュニティや事業の一体性の面からすべて建替えとした。
● 大 里 市 営 住 宅 ：2 次判定通り個別改善とした。
● 福 地 市 営 住 宅 ：A 棟については、2 次判定通り個別改善とする。B・C 棟について
は、1 次判定通り維持保全とする。
● 真 壁 市 営 住 宅 ：1 次判定通り維持保全とする。

（２）ストック活用の展開
①建替事業
建替え市営住宅については、これまでの沖縄県における建築事情を勘案し、本土復帰
前の建築ラッシュ時にあたる昭和 40 年第の住棟を対象にする。また、昭和 50 年代初
期の住棟についても同様の時代背景を経てきたものとして捉え、基本的に建替事業の対
象にする。
②個別改善事業
個別改善の市営住宅は、建替の対象となっていない昭和 50 年代中頃から昭和 60 年
代初期の住棟を対象にする。特に、昭和 56 年以前の住棟については耐震診断の結果か
らも考慮することとし、的確な改善により長期有効利用を図るものとする。
③維持保全
維持保全の市営住宅は、平成以降の比較的新しく、住戸面積が広く、耐震性や住戸内
の段差解消がなされている住棟を対象にする。長期修繕計画に基づき適切な維持保全に
努め、長期有効活用を図る。
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３）糸満市住生活基本計画【平成 28 年 7 月】

１．課題整理と施策の体系
（１）周辺環境について
より広い、地区単位の区分では以下のように整理される。
○三和地区は地区面積が最も広いが人口も少なく、減少し高齢化率（33.1％）も最も高
く、幼少人口率（10.7％）と最も少ない。
●高嶺地区は最も人口が少なく、人口減少も進んでいるが、近年は安定（微増）してい
る。世帯数は逆に増加してきている。
○前回の住生活基本計画（住宅関連基礎調査（H18））では農村部の田園的な環境を活
かした住まいづくりが提案されていた。

２．基本目標
（１）基本的な考え方
課題を踏まえ、糸満市の住宅施策の基本的な考え方を以下に示す。
①狭い民間賃貸住宅と多子世帯
・一般に賃貸住宅は狭い、糸満市でも持家－101.12 ㎡、賃貸－51.49 ㎡で約半分であ
る。貸主は建物費用を抑え、家賃利回りを上げる傾向にある。単身者向けなら回転
が速く、好まれる。このため小規模の建物が主流で家族向けの広い物件は少ない。
・多子世帯は若い世代が多く、現実的に持家は難しい。都市部に多く、借家住まいと
なる。多子世帯の最低居住水準未満率が高いのは住宅の供給サイドにも多くの原因
がある。
・糸満市は農村部が過疎化し、高齢化で世帯分離が進んでいる。逆に持家が多く広い。
・糸満市の住宅課題は高齢者と多子世帯対策である。農村部の広い持家と都市部の狭
い住宅の接点として、両地域の特徴を活かした住宅政策が望まれる。
②過疎地域の潜在的な住宅需要への対応（都市と農村部のコミュニティーづくり）
・糸満市の人口は微増で、徐々に増加傾向がみられる。それは自然増に依るところが
多い。過疎と過密地域がある現状を踏まえると、それは農村部から都市部への移動
であり、言うならば都市部の農村部との結びつきは強い。
・世帯分離は進んでいるのも、糸満市での世帯分離で、三世代が糸満市内に居住する
例が多いものと考えられる（三世代の市内居住）。
・高齢者、身障者そして多子世帯は地域との連携で育み見守る環境形成が基本であ
る。それらの潜在的な住まい方、具滝的な住宅需要を喚起し計画に反映したい。そ
れが結果として地域コミュニティの再生へとつながる。

３．住宅施策の方針
（１）集落環境に支えられた良質な住環境の形成・活用と定住化の促進
①子育て世帯の定住化による重点的支援の検討
田園的な環境を魅力に、都市の多子世帯への支援拡大も目指して子育て世代の定住
化を支援する。
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②地域拠点としての市営住宅等の活用検討
過疎地域の地域拠点として既存の市営住宅を活用する。
・保育所、児童館等の近隣による拠点づくり
・集会施設等の地域への開放
③過疎地域での既存空き家の活用検討
民間（不動産業者）と地域との連携を図り、以下のような定住希望を支援する。
・帰農定住の促進（定年帰農）
・マルチハビテーション

（２）高齢化、障がい者、子育て世代を支える住まいづくり
①子育て世代支援の検討
都市部の方が子育て世代は多い。しかし居室は一般的に狭い。農村部の広い居室はあ
るが、その前提としての交流が求められ、前項の子育て支援策と重複するが、以下のよ
うな施策方針とする。
・認定こども園等による都市と農村の交流支援から居住支援へ
・広い農家スタイルの庭のある民間借家への移転支援
・多子世帯の公営住宅等の整備

（３）市営住宅の建設
①新設する市営住宅に伴う考え方
本計画において実施した「第 3 章 市民意識調査

4）市営住宅について」（P80）に

て市民からの要望として、「高齢者・障がい者対応住宅」、「住宅の増設又は新設」、「多
子世帯対策」などが求められている。立地についても、「各地域に分散立地」、「生活に
便利な市街地」、
「農村部へ立地し、若者世代の定住化の促進」
（P86）などが求められて
いる。
特に三和地区等の農村部の過疎対策、農村部における若者世代の定住の促進などを
考慮し、新たな市営住宅の建設を考えていく。
②市営住宅の建設に関する今後の方針
糸満市における市営住宅の今後の管理戸数に関する方針を以下に整理する。
・相当数の市営住宅の需要が見込まれることから、戸数増に向けた検討を行う。
・三和地区等の農村部に新たな市営住宅の建設に関する計画の検討を行う。
③市営住宅の建設に関する検討
多子世帯向けの市営住宅の新設要望が強い。多子世帯は子育て世帯であることを踏
まえ、以下のような施策方針とする。
・三和地区等の農村部に多子世帯を中心とした市営住宅の新設

４．多子世帯に関する住生活基本計画との連携期待
①多子世帯との地域コミュニティへの全国計画から派生する新機軸への期待
今回の糸満市の計画で主要なテーマは過疎と多子世帯対策である。それは希薄にな
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りがちな地域コミュニティを再生するべく、住宅施策を検討することである。
きしくも全国計画で同様な方針が重要視され、今後、この目標に関連する新たな具体
策が提示されるものと期待したい。それに合わせて、本計画の実現の方策も見直し、追
加されることとする。

５．三和地区等の農村部に多子世帯対象の市営住宅の新設の検討
（１）沖縄県住生活基本計画での公営住宅の供給目標量
「沖縄県住生活基本計画（平成 23 年度～平成 32 年度）」での公営住宅の供給目標量は
自図のより示され、後期の 5 か年（平成 28 年度～平成 32 年度）に約 9,650 戸と見込ん
でいる。それも多くを各地の市町村営住宅として見込んでいる。

（２）三和地区等の農村部に多子世帯対象の市営住宅の建設の促進
前節「2）多子世帯に関する住生活基本計画の連携と期待」でも整理したように、新し
い全国計画の目標でも若者世帯、子育て世帯への優遇策を掲げている。全国的な少子化は
緊急の課題であり、糸満市でも例外ではない。その立地が求められる社会状況にあり、取
り組むものとする。
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４）糸満市第 4 次障がい者計画【平成 30 年 3 月】

１．計画期間
「糸満市第 4 次障がい者計画」は平成 30 年度を初年度とする 6 年間計画を予定していま
す。また、「第 5 期障がい福祉計画」及び「第 1 期障がい児福祉計画」は、3 年を 1 期とす
る計画の策定が義務付けられているため、平成 30 年度から平成 32 年度までの計画となり
ます。

２．障がい者施策の展開（施策・1 日々の暮らしの基盤の充実）
（１）自立した生活の支援・意思決定支援の推進
＜具体的な取組内容・個別施策＞
施策内容

担当課

1）地域移行支援
①グループホーム等の推進

社会福祉課

 障がい者が地域移行する際の住まい確保を図るため、共同生活援
助（グループホーム）について、提供量の確保を図ります。
②居住サポート事業の充実と周知

社会福祉課

 保証人がいない、入居後の生活が不安などの理由でアパート入居
が困難な障がい者に対し、居住サポート事業による支援を継続し

（社会福祉
協議会）

て実施します。
 本事業について、アパート管理者、不動産業者に障がい者への周知
広報・説明会を開催するなど、障がい者の地域移行、居住サポート
について理解の促進を図ります。
2）自立支援給付サービスの確保・質の向上
①居住系サービスの確保等

社会福祉課

 共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援といった居住系サ
ービスについて、提供量の確保を図るとともに、周知を行い、必要
な方がサービス利用できるように図ります。
 相談支援事業所と連携し、保証人等が確保できない障がい者に対
する居住サポート事業を行い、一般住宅への入居支援の充実を図
ります。
 地域自立支援協議会における居住部会での協議と実践を図り、地
域定着のサポート体制の構築に努めます。

（２）安心安全な生活環境の整備
＜具体的な取組内容・個別施策＞
施策内容

担当課

1）住宅の確保
①障がい者に配慮した公営住宅の整備・改善
 市営住宅の建設、建替えの際にはバリアフリー化及び手すりの設
置や車いす対応など、障がい者にやさしい作りとするように努め
21
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ます。
②公営住宅への優先的入居の検討

建設課

 公営住宅への障がい者の優先入居について、関係課と調整を図り
ながら検討を進めていきます。
③居住サポート事業の充実と周知（再掲）
 保証人がいない、入居後の生活が不安などの理由でアパート入居

社会福祉
課
社会福祉
課

が困難な障がい者に対し、居住サポート事業による支援を継続し
て実施します。
 本事業について、アパート管理者、不動産業者に障がい者への周知
広報・説明会を開催するなど、障がい者の地域移行、居住サポート
について理解の促進を図ります。
④住宅改修についての周知

社会福祉

 日常生活用具において住宅改修費の給付があることを周知し、利

課

用促進を図ります。
⑤グループホーム等の推進（再掲）
 障がい者が地域移行する際の住まい確保を図るため、共同生活援
助（グループホーム）について、提供量の確保を図ります。
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５）糸満市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（第 7 期）【平成 30 年 3 月】

１．基本理念
生きがいに満ちた 健やかな長寿 つながりの豊かなまち

２．基本目標
基本目標１：暮らしを包括的に支える環境の整備（介護サービス等の充実、生活基盤の包
括的整備促進など）
基本目標２：健康に暮らせる環境の整備（介護予防の推進、自立支援・援助の充実）
基本目標３：楽しく明るく暮らすための環境の整備（気軽に交流や活動に参加できる環境
整備など）
基本目標４：安心して暮らすための環境の整備と体制づくり（安心して暮らせる“地域福
祉環境”の充実）

３．重点目標
高齢者が安心して生活できる地域包括ケアシステムの推進

４．暮らしを包括的に支える環境の整備
（１）地域包括ケアシステムの機能充実
①地域包括支援センターの機能強化
・地域包括支援センターの機能強化を目的として、直営の基幹型及び委託による地域
型の設置を進めるとともに、地域相談センター機能を含めた地域包括支援センター
業務等に関する充実強化を図ります。
（２）包括的に支える住環境の整備
①市営住宅の整備における住環境対策
・老朽化した市営団地の建替え計画に独居高齢者などの住宅確保への要配慮対策を、
今後も継続して盛り込んでいきます。
・市営住宅建て替える際に、高齢者が住みやすいよう施設のバリアフリー化を充実さ
せ、配慮された住宅をつくるよう進めます。
・公営住宅の整備は住宅困窮世帯の対策が基本となっていることから、引き続き、高
齢者、障害者など住宅確保の要配慮者などの救済策を位置づけるよう努めます。
②住宅改修による住環境の整備
・サービスの周知について、今後も引き続きパンフレットやホームページでの周知を
行います。
・地域包括支援センターとの連携を図り、窓口や関係機関等からの相談時の紹介及び
適切な活用等の案内を行います。

５．楽しく明るく暮らすための環境の整備
（１）生きがいづくりの推進
①世代間交流の機会拡充
・保育所や幼稚園及び認定こども園、学校、児童センター、児童クラブ等との連携を
図り、高齢者と乳幼児、児童生徒がふれあい機会の拡充を図ります。
・様々な場での学習機会、活動、地域行事を通しての世代間交流の機会を広げ、高齢
者の生きがいづくりに貢献できるよう努めます。
（２）多様な通いの場の拡充
①老人福祉センター等の整備検討
・高齢者の活動の場、交流の場及び世代間交流等の場の拡充を図るため、老人福祉セ
ンター等の整備について検討します。
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６）糸満市子ども・子育て支援事業計画【平成 27 年 3 月】

１．計画の期間
本計画は、平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 カ年計画であり、年度ごとに事業の実
施状況を確認し、必要に応じて見直しを行います。

２．基本理念
地域みんながつながり、
「夢と希望」に向かって輝ける子どもを紡ぎ育てる史都 糸満

３．めざす子ども像
元気に遊び、こころもからだもイキイキと輝く糸満っ子

４．基本目標
基本目標１：子どもの育ちを保障する教育・保育・子育て支援の質の向上と体制の整備
基本目標２：子どもが健やかに育ち、安心して子育てが行える環境の整備充実
基本目標３：すべての家庭のニーズに対応した教育・保育と子育て支援環境の整備

５．子どもの育ちを保障する教育・保育・子育て支援の質の向上と体制の整備
（１）子どもの居場所づくり
①放課後の居場所づくり
ⅰ）地域における放課後の居場所づくりの推進≪生涯学習課≫
公民館、小学校、幼稚園等の地域資源を活用し、小学生の放課後の居場所づくり
の確保に努めます。
ⅱ）児童センターの充実≪児童家庭課≫
放課後や長期休業時の子どもの健全な遊び場の確保や健康増進を図るほか、各種
クラブ活動やまつりの開催等の地域交流に継続して取り組みます。
また、地域における親子の集いの場の確保や子育て相談等の子育て支援の充実を
図るため、地域子育て支援拠点事業の実施に向け検討します。

（２）母と子の健康保持の充実
①安全な妊婦・出産・出産後の安定した育児の支援
ⅰ）地域子育て支援拠点事業の実施≪児童家庭課≫
子育て親子の交流の場の提供や子育てに関する相談、子育て関連情報の提供、助
言等を実施し、子育て中の親の孤独感や不安感の解消及び子どもの健やかな育ちを
支援します。より身近な地域での子育て支援が展開できるよう、実施ヵ所数の増加
に取り組みます。
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７）糸満市都市マスタープラン【平成 30 年 9 月】

１．計画の目標年次
本計画は、平成 27 年（国勢調査実施年）を基準年とし、目標年次は概ね 20 年後の平成 47
年とします。

２．将来の都市構造と都市像
（１）農村部における新たなネットワークの創出
糸満市における農村部は、三和地域を構成する喜屋武地区、米須地区、真壁地区を中心
に、市南部に広がっています。近年においては大規模な圃場整備や地下ダムの建設等、農
業の高度化が進められ、現在においても農業は本市の基幹産業の一つとして位置づけられ
ています。
一方で、点在する既存集落においては、市街化調整区域における自己用住宅建設の緩和
制度（法第 34 条第 11 号、第 12 号）の導入により、住宅建設のハードルが下がったとは
いえ、移住や定住の促進には結びついておらず、農村部では少子高齢化、人口減少は喫緊
の課題となっています。
移住や定住が進展しない理由としては、公共公益施設や商業施設の不足による生活利便
性や、スージ小や石積みにより構成される伝統的集落形態への生活様式の不一致などが挙
げられ、今後も劇的な人口回復の見通しが立たない中で、既存の良好なコミュニティの弱
体化、消滅といった状況が危惧されています。
一方で、集落間を結ぶ地区内幹線道路の整備や集落排水整備事業といった公共インフラ
の改善が進められており、生活を支える基盤面での整備は確実に進められてきています。
今後、持続可能な農村集落を維持していくためには、すべての集落に整備投資を行うの
ではなく、地区の拠点となる集落への機能集約を図り、現在整備が進められている集落間
道路と市街地や周辺市町を結ぶ主要幹線道路によるネットワーク強化によって、生活利便
性の向上を図っていく必要があります。また、これらのネットワークが整備されることで、
新たな物流拠点形成等、農村部における産業創出の可能性も期待されます。
さらに、高齢者をはじめとした交通弱者に対して、ネットワークを活用した利便性の高
い公共交通システムの構築を目指していきます。
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３．将来の都市像
（１）まちづくりの理念、将来像
＜まちづくりの理念＞
・ひかりのまち 果てしない希望を抱き飛躍的前進を目指すまち
・みどりのまち 自然を保護し健康で快適な住みよいまち
・いのりのまち 平和を願い情操性豊かな明るいまち
＜将来像＞
「つながりの豊かなまち」

（２）将来の都市像

つながりが生み出す新しいまちのカタチ
～ネットワークによる都市機能の再編に向けて～
■将来都市構造図
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４．将来フレーム
この都市マスタープランでは、糸満市人口ビジョン・総合戦略（平成 27 年度）の目標人口
63,000 人（2060 年度）を確実に達成するため、その目標人口に向けた将来人口推計におけ
る 2035 年（平成 47 年）（都市マスタープランの目標年次）の人口を目標とします。
糸満市都市マスタープラン－－－－2035 年（平成 47 年）・・・約 62,000 人

５．全体構想（都市整備の方針）
（１）土地利用（主要用途の配置方針）
①整備の方針
ⅰ）市街化調整区域
● 優良農地や自然環境の保全に努めるとともに、地域活性化の観点からは市街化
調整区域における規制緩和に基づく住宅の建設を周知・推奨します。
● 農振地域整備計画に基づく生活環境施設整備、生活基盤整備と集落排水の整備
を進めます。
● 地区の拠点となる集落においては、市街化調整区域における地区計画制度の活
用を行い、地区の活性化に資する土地利用を図ります。
● 市街化区域に隣接する国道 331 号沿道の真栄里地域においては、その交通ア
クセス性を活用した土地利用の検討を行います。
● 平和の道線沿いの既存施設とその周辺における、現況に配慮した土地利用の検
討を行います。
● 空き家・空き地の有効活用を図り、農村集落における定住促進を図ります。
表

土地の利用区分
大区分

守り育てる区域

ゾーンの概要
● 中南部都市圏に存在する貴重

ゾーンの方針
沖縄戦跡国定公園特別保護

な樹林地・沿岸部が概ね該当

地区

します。

約 29ha

（開発禁止）
● 農業の多様な機能が発揮され

農業振興地域における農用

る集団農地及び、周辺土地利

地区域

用との調整や自然環境の回復

約 1,858ha

作り育てる区域
（開発禁止・開発抑制）
と新たな地域環境を図る場所
が概ね該当します。
● 集落居住周辺地域の質を高め

農業振興地域における白地

る御嶽・殿文化財などの地域

地域（法第34条第11号・第

共に育てる区域

資源が立地する場所及び、地

12号緩和区域を除く）

（開発抑制・開発誘導）

域ニーズに対応した新たな地

約 1,464ha

域づくりを想像する場所が概
ね該当します。
自ら育てる区域

● 農村集落の居住形態を維持す

法第34条第11号・第12号緩

る既存集落居住地区が該当し

和区域

ます。

約 497ha

（住環境整備）
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（２）福祉
①整備の方針
ⅰ）少子高齢化に対応した住環境の整備
● 福祉部門等と連携を図り、高齢者世帯や子育て世帯が安心して生活が出来る住
環境の整備に努めます。

６．地区別構想
（１）真壁地区
①まちづくりのテーマ（将来像）
農業と観光のふれあう里づくり～各集落を結ぶ住環境整備～
②整備の方針
ⅰ）生活基盤、地域資源の保全・整備、快適性の向上に関する方針
＜真壁を中心とした個性的な地域資源を活かした集落環境の整備＞
● 真壁に多く残っている伝統的な石積み、格子状の街路環境などの保持を図りま
す。
● 新垣、南波平、伊敷などのグスクを中心とした住環境整備を促進します。
● 伝統的な格子状区画道路の保持と集落内幹線道路整備を促進します。
● 石垣や真壁グスク、万華之塔、ウワァーフール等の地域資源の保全・整備・活
用を推進します。
＜隣接するプロジェクトとの関連の調整、連携、整備＞
● 真栄里海岸から名城海岸の資源を活用した観光促進を図ります。
● まち歩きや古民家を活用した地域による観光客誘致を推進します。
● 農業集落排水の導入を図り、生活排水の水質浄化を促進します。
● 名城海岸における赤土等流出の防止に努めます。
ⅱ）道路、その他の整備に関する方針
＜集落間を結ぶ市道の整備＞
● 集落を結ぶ市道のネットワーク形成を促進します。
● 通学路としての安全な歩行空間の確保を促進します。
● 各集落内を結ぶ市道沿いの整備を促進します。
● 地域資源を結ぶグスクロード（仮称）としての整備を図ります。
＜地下水脈の管理、整備＞
● 地下水脈の管理、整備を促進します。

（２）喜屋武地区
①まちづくりのテーマ（将来像）
海・住・農を結ぶ里づくり～平和の道線を活かした住環境整備～
②整備の方針
ⅰ）生活基盤に関する方針
＜喜屋武を中心とした集落環境の整備＞
● 周辺集落の喜屋武集落との連携を図ります。
（集落を結ぶ市道のネットワーク
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の形成）
● 通学路としての安全な歩行空間の確保を促進します。
● ヘーランメー（喜屋武の馬場）のイベント広場を中心とした住環境整備を促進
します。
● 農業集落排水の導入を図り、生活排水の水質浄化を促進します。
ⅱ）地域資源の保全・整備、快適性の向上に関する方針
＜海岸線の地域資源と平和の道線の連携＞
● 喜屋武岬、灯台の眺望整備を促進します。
● 具志川城跡の歴史資源としての保存・活用を図ります。
● 国指定名勝・天然記念物喜屋武海岸及び荒崎海岸の風致景観及び戦跡に配慮し
た保存・活用を図ります。
＜海岸線と平和創造の杜との連携＞
● レジャー整備や海岸線の保全を図ります。
ⅲ）大型プロジェクトへの対応
● 沖縄県海洋技術センターの移転を受けて、関連する整備事業について整合・調
整を図ります。
● 水産資源活用は骨格となる企業やコストの問題など課題はありますが、地域活
性化の要因になりえる可能性を秘めています。しかし、事業規模が大きく市単
独での取組みが困難であることから県事業や民間主導で整備促進を図ります。

（３）米須地区
①まちづくりのテーマ（将来像）
自然と調和し、平和を発信する里づくり
～海ガメのいる海岸の保全と伝統行事を支援する住環境整備～
②整備の方針
ⅰ）生活基盤に関する方針
＜米須を中心とした集落環境の整備＞
● 周辺集落の米須集落との連携を図ります。
● 米須馬場の再整備を中心として住環境整備を促進します。
● 米須グスクの保存、整備、活用を図り、周辺ではグスクの保護と景観に配慮し
た整備を行います。
＜集落の周辺環境を活かした整備＞
● 第一外科壕（アブチラ壕）や陸軍病院本部壕（サキアブ）といった伊原周辺の
戦跡の保存等を図ります。
● 緑豊かな落ち着きのある居住環境の景観形成に向けた、摩文仁の平和祈念公園
との連携を図ります。
＜海岸域でおの水質の保全＞
● 農業集落排水の導入を図り、生活
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ⅱ）地域資源の保全・整備、快適性の向上に関する方針
＜海岸域の活用＞
● 大度及び米須海岸での海洋レクリエーション活動の支援、整備とジョン万次郎
上陸之地をはじめとした大度園地等の拡充整備を促進します。
● 大度海岸での海ガメの生息に代表される自然環境の保全、学習の場の形成を図
ります。
ⅲ）道路、その他の整備に関する方針
＜国道の生活幹線としての整備＞
● 歩道の拡幅や緑陰の整備を促進します。
＜米須地区の顔となる県道の修景整備＞
● 集落との連続性や背景となる自然環境との調和など、米須地区の風景づくりに
資する道路景観の形成を図ります。
＜通学路の整備＞
● 通学路としての安全な歩行空間の確保を促進します。
＜大型プロジェクトへの対応＞
● 観光農園における民間活力の導入等による集客力向上につながる管理運営を
推進します。
● 教育・医療・福祉施設による利活用を推進します。

７．これからの課題と実現へ向けて
（１）分野間連携による三和地域における地域振興施策の検討
本計画では、人口減少が著しい三和地域において、自然豊かな集落環境を保全すること
を前提に、法第 34 条第 11 号及び第 12 号の規制緩和による土地利用の推進や、来訪者受
け入れのための道路や公園等の整備方針が示されています。今後、三和地域の集落が健全
に維持されていくためには、土地利用の見直しによる定住人口の増加だけでなく、交流人
口や関係人口を増やしていくことで、市内外の人々で集落を支えていくことが重要と考え
られます。そのため、本計画に基づく都市施設整備はもとより、他の関連計画との連携を
図ることで、糸満市として総合的な課題解決に向けた取組みを推進していくことが重要で
す。
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【参考：都市計画法第 34 条 11 号及び第 12 号に係る区域について】
■概要
都市計画法第 34 条第 11 号及び第 12 号に係る区域では、自己用住宅に限り、建築物建設に係
る許可要件が緩和されます。
■主な許可要件
①自己の居住の用に供する住宅を所有していない者が行う開発行為等であること。
②開発行為が行おうとする土地が当該区域内に存していること。
③予定建築物の用途が自己の居住の用に供する一戸建ての住宅（建築基準法別表第 2（い）項
第 2 号に掲げるものを含む）であること。
④予定建築物の敷地面積が 150 ㎡以上であること。
■三和地域における都市計画法第 34 条 11 号及び第 12 号に係る区域図
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８）糸満農業振興地域整備計画書【平成 27 年 3 月】

１．農地等利用の方針
本市の農業振興地域面積は 3,819ha ですが、前述の農用地区域の設定方針で示したとお
り農業振興地域面積の 52.8％にあたる 2,018.1ha を農用地区域に設定するものとします。
また、農用地区域のうち用途区分として農地区分を 1,980.0ha（農用地区域の 98.4％）、
農業用施設用地区分を 32.1ha（1.6％）設定するものとします。

２．用途区分の構想
（１）三和東地区（真壁、宇江城、真栄平、新垣、米須、大度、摩文仁）
本地区は本市南部の東側に位置し、農業振興地域面積は参考表 2 に示すとおり
1,185.9ha で、そのうち 57.2％を占める 678.3ha が農用地区域となっています。
本地区は全体的に平坦な地形が多く、肥沃なジャーガル土壌や保水性に乏しい島尻マー
ジが分布しています。本地区の南側の農用地は土地基盤整備が未整備のままで、整備の推
進が課題となっています。
本地区の農用地区域内の土地利用は参考表 3 に示すとおり、①さとうきびを主体とし
た農用地が全体の 76.4％を占める 518.5ha、以下、②農業用施設用地 11.9ha（1.8％）、
③土地改良施設用地 41.0ha（6.0％）、④森林原野 51.5ha（7.6％）、⑤その他雑種地 55.3ha
（8.2％）となっています。なお、本地区は他地区と比べて畜産業（肉用牛）が盛んです。
本地区は今後とも耕種農業が中心となることから参考表 2 に示すとおり、農用地区域
の 98.2％を占める 666.3ha を農地区分、農業用施設用地区分は他の地区に比べて多い
11.9ha（1.8％）を設定するものとします。

（２）三和西地区（伊敷、名城、小波蔵、糸洲、南波平、喜屋武、束里、福地、山城、伊原）
本地区は、本市南部の西側に位置し、農業振興地域面積は参考表 2 に示すとおり
925.5ha で、そのうち 56.8％を占める 526.0ha が農用地区域となっています。
本地区の地形は小起伏波状地に広がっており南側にはカルスト台地がみられます。土壌
は弱アルカリ性の保水性に乏しい島尻マージが分布しています。本地区の大部分の農用地
33

第１章

上位関連計画の整理

は土地基盤整備が終了していますが、中央部から東里にかけては未整備の状況となってい
ます。
本地区の農用地区域内の土地利用は参考表 3 に示すとおり、①さとうきびや野菜類を
主体とした農用地が全体の 80.3％を占める 422.6ha、以下、②農業用施設用地 10.5ha
（2.0％）、③土地改良施設用地 22.3ha（4.2％）、④森林原野 56.2ha（10.7％）、⑤その他
雑種地 14.4ha（2.7％）となっています。
本地区は今後とも耕種農業が中心となることから参考表 2 に示すとおり、農用地区域
の 98.0％を占める 515.5ha を農地区分、10.5ha（2.0％）を農業用施設用地区区分として
設定するものとします。

２．農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向
本市の農業就業者の高齢化や離農等による減少は、農業生産の維持及び発展にとって大き
な課題となっています。本地域の効率的かつ安定的な地域農業の確立に当たっては、意欲あ
る認定農業者の育成に加え、多様な就農経路を通じた新規農業者の確保が必要です。具体的
には、学卒者や U ターン者及び高齢者を含めた他産業からの転職者及び農村助成等の就農
支援が重要です。
そのための新規就農者の育成・確保施策として、農業技術や経営管理能力習得のための就
農支援施設、情報通信施設及び農作業体験施設等の各種施設の整備に努めます。さらに、新
規就農に必要な資金援助や農地の円滑な取得等に対する支援を状況に応じて推進していき
ます。

■付図 1 号 土地利用計画図
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９）農村振興基本計画【平成 19 年 3 月】

１．計画対象範囲
計画対象区域は市全域とする。また、農村振興の観点から、住民意向の把握や施策の展開
等においては農業振興地域を中心として進めることとする。

２．計画目標年次
○地域の将来実現に向けた目標年次
20～30 年程度先を想定し、長期的に地域が進むべき将来像を明らかにするものであり、
糸満市においては平成 43 年（2031 年）と設定する。

○必要施策に係る目標年次
農村振興のテーマごとに、概ね 10 年先を見通し、地域の将来像を実現させるための必
要な施策（ハード施策及びソフト施策）の内容を定めるものであり、糸満市においては平
成 28 年（2016 年）と設定する。

３．地域の将来像
魅力ある「陸幸」を創り出し活気と豊かさに満ちた人と環境が共生するまち

４．農村振興のテーマ
テーマ１：活気と魅力のある持続的な農場の発展を目指して
テーマ２：快適な暮らしを感じ続けられる農村居住を目指して
テーマ３：人の結びつきを大切にする地域づくりを目指して

５．農村振興の施策の方針
（１）快適な暮らしを感じ続けられる農村居住を目指して
①自然・営農環境に囲まれた良好な集落環境の保全・創出
【施策の基本方針】
・糸満市は南部の海岸沿いが国定公園地域に指定され、アダン等の優れた動植物に恵
まれサンゴ礁の美しい景観が見られるとともに、サトウキビを中心とした特色のあ
る営農景観を有している。
・このような優れた自然や農地に囲まれた集落環境は、農村居住の魅力の一つとなっ
ていることが伺えることから、これら農村地域を形成している地域環境については
出来る限りの保全と更なる向上・活用を図る。
・景観については、地域の美化活動や緑化活動（花いっぱい運動等）の促進、地域住
民の意識啓発等により自然・農地に囲まれた良好な集落景観の形成を図る。
・近年農村地域等で増加し問題となっている産業廃棄物や大型家電の不法投棄、資材
置場や廃車置場化した土地の対応についても集落環境・景観形成の観点から改善方
法を検討する。
②定住・新規居住者受け入れ促進
【施策の基本方針】
・農村地域では人口の減少と少子高齢化が進みつつあることから、農村地域の活性化
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と農業の推進のため、若者や子供が集い活気のある地域づくりが望まれている。
・地域の活性化のため、未利用地等の積極的な宅地活用や土地改良事業の際の非農用
地の確保等、地域の状況と住民意向に応じた計画的な宅地の創出や新規農業者に対
する農地の斡旋等による、地域の分家や新規居住者の受け入れについても検討す
る。
③安心・安全な暮らしやすい農村集落づくり
【施策の基本方針】
・農村地域では高齢化が進み、今後は自然環境や営農環境に恵まれた地域であること
から、退職者層の移住等も増えることが考えられる。福祉分野と連携しながら、生
活基盤施設や地域施設のバリアフリー化を推進するとともに、高齢者・障がい者の
働く場や地域活動の場を広げ、誰もが暮らしよく活動しやすい福祉の地域づくりを
進める。
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６．地域別農村振興方針
（１）真壁地域
①将来像
農業拠点として暮らしよい農村生活を実現する地域
②施策の方針（快適な暮らしを感じ続けられる農村居住を目指して）
◆安全・快適に行き交える明るい集落環境づくり（集落道・交通施設、防犯灯等）
◆地域の憩いや健康づくり、交流、レクリエーション等の場となる農村公園や広場
等の整備
◆効果的な排水計画による環境保全と集落衛生の向上（農業集落排水整備、排水路・
側溝整備、処理施設整備、畜舎等の汚水対策、大雨時の冠水対策等）
◇交通不便地域の公共交通の充実
◇白地地域の未利地の活用促進や地域意向の集約と計画的な宅地確保による、地域
の分家、農業後継者、退職者層等の移住者の受け皿づくり
◆◇高齢者・障がい者も暮らしやすく様々な活動が行えるバリアフリーの地域づく
り

（２）喜屋武地域
①将来像
地域の魅力と先進的取り組みにより力強い農業・農村づくりを進める地域
②施策の方針（快適な暮らしを感じ続けられる農村居住を目指して）
◆安全・快適に行き交える明るい集落環境づくり（集落道・交通施設、防犯灯等）
◆地域の憩いや健康づくり、交流、レクリエーション等の場となる農村公園や広場
等の整備
◆効果的な排水計画による環境保全と集落衛生の向上（農業集落排水整備、排水路・
側溝整備、処理施設整備等）
◇白地地域の未利地の活用促進や計画的な宅地確保による、地域の分家、農業後継
者、退職者層等の移住者の受け皿づくり
◆◇高齢者・障がい者も暮らしやすく様々な活動が行えるバリアフリーの地域づく
り
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（３）米須地域
①将来像
平和と安らぎを発信し観光・農業を推進する地域
②施策の方針（快適な暮らしを感じ続けられる農村居住を目指して）
◆安全・快適に行き交える明るい集落環境づくり（集落道・交通施設、防犯灯等）
◆地域の憩いや健康づくり、交流、レクリエーション等の場となる農村公園や広場
等の整備
◆効果的な排水計画による環境保全と集落衛生の向上（農業集落排水施設、排水路・
側溝整備、処理施設整備、冠水対策等）
◇津波等の災害時における対策の充実
◇白地地域の未利地の活用促進や計画的な宅地確保による、地域の分家、農業後継
者、退職者層等の移住者の受け皿づくり
◆◇高齢者・障がい者も暮らしやすく様々な活動が行えるバリアフリーの地域づく
り
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（３）上位・関連計画での位置づけのまとめ
１）地域振興における三和地域の位置づけ（総合計画・都市マスタープラン・農業振興基本計画）
・糸満市の総合計画での三和地域の位置づけは、農村地域として良好な田園環境の中で伝統と
暮らしを育む地域として位置付けられている。
・しかしながら、当地域は人口減少と少子高齢化が著しく進行していることから、産業の振興、
田園環境の維持、人口の流出防止と転入対策の推進を通じてコミュニティの維持・発展が必
要とされている。
・都市計画的には市街化を抑制する市街化調整区域となっているが、良好な田園居住環境を維
持していくために主要集落においては、住宅整備をはじめとする住環境整備を田園環境と
の調和を図りながら推進することとされている。
・地域の産業の主力である農業については、引き続き振興を図るものとされているが、農業の
生産性の向上とともに集落の住環境の整備があげられるとともに、課題となっている後継
者不足を補うため、農業従事者の受け入れとそのための受け皿住宅（市営住宅含む）の必要
性が指摘されている。
２）福祉政策における三和地域の位置づけ（各福祉計画）
・福祉政策の基本は地域とともに住まう「ノーマライゼーション」であり、そのための住居基
盤（福祉対象者の民間住宅入居の制限除去、住居のバリアフリー化、公営住宅の整備、グル
ープホームの整備等）の整備、地域包括センター、高齢者福祉施設、子育て支援施設等との
連携が必要である。
・農村地域（過疎地域）においては、人口減少と少子高齢化の進行と地域の衰退により、その
いずれもが困難となってきている。したがって、それらの福祉施策の公共としての推進、公
営住宅の核的な位置づけが重要となっている。
３）住宅政策における三和地域の位置づけ（住生活基本計画・公営住宅ストック活用計画等）
・農村地域（三和地域含む）における住宅施策の基本は、集落コミュニティの維持を目的とし
て、公営住宅の整備、民間賃貸住宅の供給、既存住宅のリニューアル、空家対策があげられ
ている。
・特に、三和地域においては、住宅施策の核を担うものとして、市営住宅の整備があげられて
いる。
４）三和地域への市営住宅建設の位置づけについて
三和地域への市営住宅建設は、地域の要望も受け、過疎対策・若者定住促進を目的とし、子
育て世帯（多子世帯を含む）向けを主として、高齢者・障がい者支援、地域の核づくりも意図
とした供給が期待されている。
＜糸満市住生活基本計画より抜粋＞
○新設する市営住宅に伴う考え方
本計画において実施した「第 3 章 市民意識調査 4）市営住宅について」
（P80）にて市民
からの要望として、
「高齢者・障がい者対応住宅」、
「住宅の増設又は新設」、
「多子世帯対策」
などが求められている。立地についても、
「各地域に分散立地」、
「生活に便利な市街地」、
「農

39

第１章

上位関連計画の整理

村部へ立地し、若者世代の定住化の促進」
（P86）などが求められている。特に三和地域等の
農村部の過疎対策、農村部における若者世代の定住促進などを考慮し、新たな市営住宅の建
設を考えていく。
○市営住宅の新設に関する検討
多子世帯向けの市営住宅の新設要望が強い。多子世帯は子育て世帯であることを踏まえ、
以下のような施策方針とする。
・三和地域等の農村部に多子世帯を中心とした市営住宅の新設
○三和地域等の農村部に多子世帯対象の市営住宅の建設促進
前節「2）多子世帯に関する住生活基本計画の連携と期待」でも整理したように、新しい全
国計画の目標でも若者世帯、子育て世帯への優遇策を掲げている。全国的な少子化は緊急の
課題であり、糸満市での例外ではない。その立地が求められる社会状況にあり、取り組むも
のとする。
＜糸満市住宅関連基礎調査（公営住宅総合ストック活用基礎調査）より抜粋＞
○農村部への新たな市営住宅供給の検討
アンケート等でもニーズが特に高かった三和地域への新たな市営住宅の供給を検討する。
新設にあたっては、定住化を促す子育て世帯や高齢者・障害者支援など、地域ニーズにも対
応した供給の在り方を検討する。
関連注記：県営住宅との役割分担について
①上位計画や既存調査においては、県営住宅に関する分析をほとんど行っていないが、
糸満市内における県営住宅戸数は市営住宅戸数と比較すると約 4 倍のストックがある
ことから、県営住宅の位置づけを合わせた分析を行う必要がある。
②一般的に県営住宅の役割は、低所得の住宅困窮者の広域的対応を主眼として整備が図
られる。しかし、本県においては市町村財政が脆弱であるため、公営住宅整備の広域
的地域バランスを図る骨格として整備されてきた。
③一方、市営住宅の役割は、地域改善（主に、地域での住宅問題解決）としての役割を
担うことが主眼とされている。
④本市においては、県営住宅が公営住宅の主力を占めているため、市営住宅の役割はよ
り地域の住宅問題解決に向けられてのものとなると考えられる。
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