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大阪府高齢者・障がい者住宅計画の改定について   

 

本格的な超高齢社会を迎えて高齢者人口・世帯数はともに増加が見込まれて

います。また、障がい者人口の増加傾向も続いています。このような中、地域

包括ケアシステムの構築や障がい者の地域移行の推進など、高齢者、障がい者

が自宅や住み慣れた地域で暮らせる環境づくりの重要性は、ますます高まって

います。 

  このような中、平成 28年 12月に策定した「住まうビジョン・大阪」では、

「活力・魅力の創出」と「安全・安心の確保」が相互に作用し合い、好循環

を生み出すこと政策展開により、「住まうなら大阪」と思える、多様な人々が

住まい、訪れる居住魅力あふれる都市を創造することを基本目標と定めてい

ます。 

  そして、その実現のための５つの施策の柱の一つとして「安心してくらす

ことができる住まいと都市の実現」を掲げ、子どもから高齢者、障がい者、

外国人をはじめ、誰もが住み慣れた地域で、ともに安心・快適にくらすこと

ができる住まいと都市を実現し、全ての人々の人権が尊重される豊かな社会

の実現をめざすこととしています。 

  また、今後の高齢者や障がい者の居住の安定確保については、公的賃貸住

宅と民間賃貸住宅の双方を含む府域の住宅ストック全体を活用し、安全・安

心な居住と活力を創造する政策をより一層推進していくこととしています。 

  

大阪府高齢者・障がい者住宅計画は、この「住まうビジョン・大阪」の考え

方を基本とし、今後の高齢者や障がい者の住まいとまちづくりに関する施策に

関する個別の計画として策定されるものです。 

  本審議会では、平成 27 年９月、大阪府知事より「大阪府高齢者・障がい者

住宅計画の改定について」の諮問を受け、高齢者や障がい者の居住の安定確

保に向けた方向性やその方策について検討を重ねて、本答申をまとめました。 

   今後、大阪府においては本答申を踏まえ、大阪府高齢者・障がい者住宅計

画を改定されますことを期待します。 
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第１章 施策推進の基本的な考え方 

 

  施策推進の基本的な考え方を述べるにあたり、高齢者や障がい者の状況、

府内の住宅ストックの状況についての本審議会の認識について示します。 

 

  大阪府の高齢者人口は、今後も増加傾向が続くと見込まれ、大阪府人口ビ

ジョンによると、高齢化率も平成 27年度に 26.5％であったものが平成 47年

度には 32.4％に上昇し、府民の３人に１人が 65歳以上の高齢者になると予想

されます。 

  世帯数でみても、高齢単身世帯数は今後も一貫して増加していくと予測さ

れ、平成 27年に 54万世帯、全世帯の 7.3％を占めていたものが、平成 47年

には 65万世帯、全世帯の 8.8％を占めるものと予想されます。 

  また、大阪府内の身体障がい者手帳、療育手帳及び精神障がい者保健福祉

手帳の取得者数は、平成 27年度末時点で府民の約 6％に当たる 54万人で、毎

年１万人前後が新たに障がい者手帳の交付を受ける漸増傾向が続いています。 

 

  住宅ストックの状況をみると、平成 25 年の総務省「住宅・土地統計調査」

によると、大阪府内の住宅総数は 459 万戸で、そのうち約 47％にあたる 214

万戸が賃貸住宅です。その賃貸住宅の 75％にあたる 161 万戸が民間賃貸住宅

で、20％にあたる 43万戸が公的賃貸住宅となっています。 

  また、空家数は年々増加しており、平成 25 年に空家数は 67.9 万戸、空家

率は 14.8％、このうち賃貸用の空家は 41.9万戸で、腐朽・破損のない賃貸用

の空家は 30.5万戸あります。 

  高齢者や障がい者の居住の安定確保を図る上で、高齢者や障がい者の住む

地域に身近にあるこうした空家を有効に活用することの必要性が、住宅スト

ック活用の観点からも注目されるべきです。 

 

  こうした現状のもと、施策推進の基本的な考え方を以下のように考えるべ

きです。 

 

  まず、高齢者、障がい者をはじめ、子どもや外国人など、誰もが住み慣れ

た地域で、ともに安心・快適にくらすことができる住まいと都市を実現し、

全ての人々の人権が尊重される豊かな社会を築くことが必要です。 

  その中でも、高齢者や障がい者には、一定の性能を持った住宅を市場で確

保するのが困難な府民も存在していることから、住宅ストック全体を活用し

て 一定の質を備えた住宅が安定的、継続的に供給される仕組みを構築する
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ことが、行政に求められます。 

  そのため、民間賃貸住宅に依然として残る高齢者や障がい者に対する入居

差別、入居拒否の解消に向けた取組に力を入れ、高齢者や障がい者が安心し

て入居できる環境を整える必要があります。また、耐震性など一定の質を備

えた住宅に居住できるようにすることも重要です。 

  さらに、高齢者の住まいについて考える上では、生活支援サービスと住ま

いがセットになった高齢者向け住宅の必要性が高まっていることを踏まえ、

そのあり方を考える必要があります。生活支援サービスなどのソフト面と住

宅のハード面の両面から、求められる姿を考えるべきです。とりわけ、供給

が進むサービス付き高齢者向け住宅の現状をどうとらえるかについても、検

討することが重要です。 

 

  一方で、公的賃貸住宅は、これまで高齢者や障がい者の居住の安定確保に

向けた先進的な取組を実施し、民間賃貸住宅が対応出来ていない取組を補完

してきました。今後も、公的賃貸住宅は高齢者や障がい者の居住ニーズに対

応し、民間賃貸住宅を先導する役割を果たすべきです。 

引き続き、高齢者や障がい者の優先入居やシルバーハウジング、グループホ

ームの供給など、高齢者や障がい者の居住ニーズに対応した住宅の確保を行う

とともに、低額所得者の居住の安定確保を図る観点から、有効に活用していく

べきです。 

   

さらに、高齢者や障がい者が自宅や地域で暮らし続けるためには、住宅のバ

リアフリー化を進めるとともに、誰もが出かけやすいまちづくりや使いやすい

施設づくりを推進し、すべての人が自らの意思で自由に移動でき、社会に参加

できる「福祉のまちづくり」の理念の実現を図っていく必要があります。 

 

  こうした方向で施策を進めるため、府は、民間を含む他の主体との連携関

係を構築すべきです。とりわけ重要となるのは、生活支援サービスの担い手

ともなり、高齢者や障がい者の最も身近な行政体として暮らしをどう支える

かを考え、実行する役割を担う立場である市町村との連携です。その為には、

居住支援協議会である「Osakaあんしん住まい推進協議会」において、市町村

や地域に密着した民間事業者などとの公民連携の一層の取組が求められてい

ます。 

 

  また、本計画は「住まうビジョン・大阪」の個別計画でありますので、ビ

ジョンで示されている本計画に関連する「みんなでめざそう値」についても、
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本計画の目標として施策を推進すべきです。 

 

【住まうビジョン・大阪における本計画に関連する「みんなでめざそう値」】  

 

①高齢者生活支援施設を併設するサービス付き高齢者向け住宅の割合 

     63％（Ｈ27）→ 90％（Ｈ37） 

②鉄道駅舎のバリアフリー化率 

 平均利用者数 3,000 人／日以上の鉄軌道駅のうち、エレベーターにより段 

差が解消されている駅の割合    

86.2％（Ｈ26）→ 100％（Ｈ32） 

③高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率 

 高齢者（65 歳以上の者）の居住する住宅において、手すり等高齢者のため

の設備のいずれかが設けられている住宅の割合 

  60％（Ｈ25）→ 75％（Ｈ37） 

④賃貸住宅における入居差別の状況 

      高齢者 30.0%、障がい者 14.1%（H27) → 解消（H32) 

⑤一定の質を備えたあんしん賃貸住宅の数 

 耐震性能を備えたあんしん賃貸住宅の登録数 

    約 5,000戸（Ｈ27）→ 約 20,000戸（Ｈ37） 
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第２章 具体的な施策 

 

１ 高齢者及び障がい者の居住の安定確保 

  高齢者や障がい者が居住ニーズに合った住宅を住み慣れた地域で確保でき

るよう、府内の住宅ストック全体を活用して、施策を行っていくべきです。

その際、地域包括ケアシステムの構築や障がい者の地域移行の推進など、高

齢者、障がい者がともに自宅や住み慣れた地域で暮らせる環境づくりに資す

る取組みとすることが重要です。 

  このためには、民間賃貸住宅においては、高齢者や障がい者が入居差別、

入居拒否にあうなど、居住ニーズに合った住宅を見つけることが困難となる

場合があることから、容易に入居できるよう、制度的枠組みや必要な情報提

供、相談体制の充実などの環境整備を図るべきです。また、高齢者や障がい

者が耐震性など一定の質を備えた住宅に居住できるようにすることが重要で

す。 

  一方、公的賃貸住宅については、これまで高齢者や障がい者の居住ニーズ

に対応し、その居住の安定確保に大きな役割を果たしてきました。これまで

進めてきました高齢者や障がい者の優先入居や低層階への住み替え促進、シ

ルバーハウジングの供給、グループホームとしての活用などの取組を継続す

るとともに、公的資産の有効活用の観点から建替事業等によって生み出す用

地や既存住宅の空室等を活用し、団地や地域の高齢者や障がい者の福祉ニー

ズ等に対応した生活支援機能等の導入を積極的に図っていくべきです。 

 

１－１ 一定の質を備えた住宅の確保 

（１）民間住宅 

住宅の耐震化やバリアフリー化、省エネルギー化は、高齢者や障がい者が 

住み慣れた地域で自律した生活を営むために重要な要素です。 

 

まず住宅の耐震化については、平成 25 年の総務省「住宅・土地統計調査」

によると、府内の高齢者のいる世帯数は 40.3万世帯で、このうち約 53.1％に

あたる約 21.4万世帯は建築基準法の旧耐震基準である昭和 56年 5月 31日以

前に建設された住宅に居住しています。 

  このことから、高齢者の生命、財産を守るためにも、住宅の耐震改修等や

耐震化された住宅への住み替えなどを促進していくことが重要です。 

  このため、各市町村における耐震診断や耐震設計、耐震改修に対する補助 

制度の情報提供などを居住支援協議会である「Osakaあんしん住まい推進協議

会」のホームページで行うべきです。 
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  また、特に耐震性の低い木造賃貸住宅が数多くある密集市街地では、木造 

賃貸住宅の建替え等に伴い入居者が住替えを強いられる場合も発生するため、 

密集市街地及びその周辺地域での「あんしん賃貸住宅」の登録促進を図るべ

きです。この場合、特に耐震性を備えた住宅の登録が進むよう配慮すること

が必要です。同時に、密集市街地の木造賃貸住宅の家主等向けに「あんしん

賃貸検索システム」の利用促進を働きかけるとともに、耐震化を促すため国

の民間賃貸住宅への改修費補助制度の周知を図るべきです。 

 

 次に住宅のバリアフリー化については、平成 25年の総務省「住宅・土地統

計調査」によると、高齢者が居住する住宅において、「手すりがある、段差の

ない屋内、廊下などが車いすで通行可能な幅、またぎやすい高さの浴槽、道

路から玄関まで車いすで通行可能」の５項目のうち、いずれか 1 項目が設け

られている住宅の割合は 60.7%で、「手すりがある、段差のない屋内、廊下な

どが車いすで通行可能な幅」の３項目を備えている住宅の割合は 8.3％となっ

ています。このことから、高齢者の居住する住宅のバリアフリー化について

も、一層の取組が必要です。 

 このため、持家、賃貸住宅の双方を含めた民間住宅において、介護保険制

度や国・府･市町村の助成制度、各種融資制度を活用し、自宅に居住する高齢

者の心身の状況に応じた、自立した生活や介護しやすい環境を備えた住宅へ

の改善・バリアフリー化を促進すべきです。 

また、民間賃貸住宅に対しては、国の改修費補助制度の活用促進を図り、

より高齢者や障がい者が暮らしやすい住宅の確保に努めるべきです。 

こうした施策は、高齢期になってからの住み替えを強いられることなく、

住み慣れた自宅に長く住み続けられ、空家を発生させることがない環境づく

りに資するものとして重要です。 

   

  住宅の省エネルギー化については、室内の温度を一定に保つことができる

ことから、快適性が高く、またヒートショック等の事故の発生予防にもつな

がり、居住者の健康にも良い住宅となります。このため、高齢者や障がい者

をはじめ府民に対して省エネルギー住宅の快適性や健康面、経済面などの効

果の周知を図るとともに、国の改修費補助制度等の活用促進を図るべきです。 

 

 

（具体的な施策） 

○市町村における住宅耐震に関する補助制度の活用促進 

○密集市街地及びその周辺地域における、耐震性を備えた「あんしん賃貸住宅」
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の登録促進 

○（公財）大阪府都市整備推進センターを通じ、建替時の入居者の住み替え先

確保に「あんしん賃貸住宅」が活用できるよう、密集市街地の木造賃貸住宅

などの家主向けに「あんしん賃貸検索システム」の利用促進の働きかけ 

○市町村における重度障がい者等住宅改造助成事業の活用促進 

○バリアフリー化工事に対する介護保険制度の活用周知 

○耐震化・バリアフリー化・省エネルギー化を行った際の減税制度の周知促  

 進 

○高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者を受け入れる民間賃貸住宅の空家

の耐震化・バリアフリー化・省エネルギー化リフォームを支援する制度（国

補助事業）の活用促進 

○「大阪の住まい活性化フォーラム」において、リフォーム事業者の技術力向

上の一環として、「高齢者・障がい者向け住宅改造相談のための研修」を実

施 

 

（２）公的賃貸住宅 

  公的賃貸住宅においても、引き続き、高齢者や障がい者の生命、財産を守

るための住宅の耐震化、自立した生活や介護しやすい環境を備えた住宅への

バリアフリー化を図るとともに、高齢者等の健康の維持・増進に資する省エ

ネルギー化の取組についても検討すべきです。 

「住宅建築物耐震 10ヵ年戦略・大阪（大阪府耐震改修促進計画）」において、

住宅の耐震化率を平成 37 年までに 95%にすることを、府民みんなでめざすべ

き目標としていますが、府は公的賃貸住宅の各事業主体に働きかけを行うべき

です。特に府営住宅については、2020年度（平成 32年度）までに耐震化率 95%

にすることを目標に、引き続き耐震化に向けた事業に取り組むべきです。 

また、住戸内、共用部分、屋外アプローチの段差解消やエレベーターの設

置、浴室、便所、共用階段、共用廊下、屋外アプローチへの手すりの設置な

どのバリアフリー化に取り組むべきです。 

  

①府営住宅における取組 

○建替事業を行う住戸において、「手すりの設置」、「段差の解消」、「広い廊下

幅」等バリアフリー化された「あいあい住宅」の建設 

○既存住戸内の段差解消や浴室、便所の手すりの設置（住戸内バリアフリー化

事業） 

○既設住宅における屋外のバリアフリー化の推進 

○既設のエレベーターのない中層住宅におけるエレベーターの設置 
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○耐震化事業（建替え事業、耐震改修事業、用途廃止事業）の推進 

 

②市町営住宅の取り組み 

○建替時等における住戸内や屋外のバリアフリー化の実施 

○既設住宅におけるバリアフリー化の推進 

○既設のエレベーターのない中層住宅におけるエレベーターの設置 

○耐震化事業の推進 

○省エネルギー化に向けた施設改善の検討 

 

③公営住宅以外の公的賃貸住宅の取り組み 

○建替時等における住戸内や屋外のバリアフリー化の実施 

○既設の公的賃貸住宅における屋外のバリアフリー化の推進 

○都市再生機構賃貸住宅における高齢者向け優良賃貸住宅への改良及び住戸

内のバリアフリー化を推進 

○耐震化事業の推進 

○省エネルギー化に向けた施設改善の検討 

 

１－２ 民間賃貸住宅等における居住の安定確保 

  民間賃貸住宅等における高齢者や障がい者の居住の安定確保を図るために

は、「Osaka あんしん住まい推進協議会」の場を活用して、より府と市町村、

民間との連携を強化して取り組むべきです。 

平成 25年の総務省「住宅・土地統計調査」では、家賃 4万円未満で昭和 56

年 6月以降に建設された民間賃貸住宅は約 10万戸（空家を除く）あります。

こうした住宅への高齢者や障がい者の入居をいかに確保するのか考えていく

必要があります。そして、その供給方策についても併せて検討すべきです。そ

の際には、空家が増加する現状も念頭におく必要があります。 

民間賃貸住宅等の活用のためには、 

①高齢者や障がい者が、自らの心身の状況や経済的な状況などに合った住 

宅に安心して入居するために必要な情報提供や相談等ができる環境整備 

  ②入居差別、入居拒否への対応 

  ③入居後の生活に必要な支援を提供するための仕組みづくり 

  ④民間賃貸住宅等の質の確保 

 といった課題があることから、こうした課題の解決に向け、次の取組を実施

すべきです。 
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（１）安心して入居できる環境整備 

  民間賃貸住宅に入居を希望する高齢者、障がい者が円滑に入居できるよう、

「大阪あんしん賃貸支援事業」の枠組みを活用し、高齢者や障がい者をはじ

めとした住宅確保要配慮者の入居を拒まない「あんしん賃貸住宅」の登録促

進をさらに図るべきです。特に、所得に応じて住宅を見つけやすいように、

耐震性能等一定の質を備えた低家賃の民間賃貸住宅の登録促進を図るべきで

す。 

  また、「あんしん賃貸住宅」等と高齢者や障がい者とを結びつける仕組みも

重要です。このため、「Osaka あんしん住まい推進協議会」が運営する「あん

しん賃貸検索システム」の活用により、 

・「あんしん賃貸住宅」等の登録情報 

・居住支援団体・協力店の登録情報 

・地域包括支援センター等の各種相談窓口 

など、高齢者や障がい者の住まい探しに必要な情報を、インターネットにより

一元的に発信してきたところです。 

インターネットに苦手意識を持つ高齢者や障がい者向けに「住まい探しの相

談窓口ハンドブック」等の紙媒体による情報提供も行ってきましたが、今後は

特に市町村の福祉関係窓口や入居差別・入居拒否相談窓口等において積極的に

配布し、相談窓口等の情報が住民に身近なところで入手できる新たな仕組みを

作るべきです。 

 

  高齢者や障がい者が、住まいについて身近に相談できることが重要です。

このため、府では、各市町村における住まいの相談体制の整備を促進するた

め、これまで市町村との連携により、「大阪あんしん賃貸支援事業」の協力店

と高齢者や障がい者などが面談形式により住まい探しの相談を行い、安心し

て住宅を探すことのできる機会（「住まい探し相談会」）を提供してきました。

これは、市町村の相談体制充実へ向けた第一歩ともなる取組であると言える

ことから、引き続き行っていくべきです。 

 加えて、高齢者等の相談に応じる機会の多い市町村の福祉関係窓口や地域包

括支援センター、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）等において、住ま

いに関する相談時に「あんしん賃貸支援システム」を紹介してもらうなど、住

宅部門と福祉部門との連携を図ることも重要です。 
  また、高齢者や障がい者等の住まいの相談対応に積極的な「大阪あんしん

賃貸支援事業」の協力店の登録促進を図り、併せて市町村や福祉事業者等と

の連携関係構築を進めることで、協力店を中心とした身近な地域での相談体

制づくりを検討すべきです。 
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  しかし、こうした居住支援の取組を進める上で中心となる居住支援協議会

は、府が設立した「Osakaあんしん住まい推進協議会」があるのみで、参画し

ているのは府内 43 市町村のうち 26 市町村のみという状況です。また、府内

の市町村が独自に設立した居住支援協議会はありません。（平成 28年 12月現

在） 

  府は、「Osaka あんしん住まい推進協議会」への全市町村の参画に向け、積

極的に取り組むべきです。さらに、地域の実情に応じた居住支援の取組の促

進を図るためには、市町村単位での居住支援協議会の設立が望ましいことか  

ら、各市町村に対し設立を促すべきです。 

     

（具体的な施策） 

○高齢者や障がい者等の相談対応に積極的な協力店による相談対応と、それを

支える市町村等との連携体制の構築 

○協力店向けに市町村等の福祉関連制度の内容と相談先や、サービス付き高齢

者向け住宅など高齢者向け住宅の制度内容を伝える研修会などの実施 

○市町村の福祉担当部局や地域包括支援センター、コミュニティソーシャルワ

ーカー（CSW）等、高齢者等の相談窓口との連携による「あんしん賃貸検索

システム」の普及促進 

○「あんしん賃貸住宅」の登録促進と、一定の質を備えた低家賃の住宅の登録

促進と見える化 

○「あんしん賃貸検索システム」による民間・公的賃貸住宅の一元的な情報提   

 供 

○高齢者や障がい者が情報を入手しやすくするため、「住まい探しの相談窓口

ハンドブック」等を福祉関係窓口等で積極的に配布するための仕組みの構築 

○相談体制の充実を図るため、市町村による「住まい探し相談会」の開催 

○「Osakaあんしん住まい推進協議会」未加入市町村への加入働きかけ 

○市町村単位での居住支援協議会設立へ向けた市町村への働きかけ 
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高齢者や障がい者の住まい相談と市町村等からの協力店紹介イメージ 

 

 

（２）入居差別、入居拒否への対応 

  高齢者や障がい者への入居差別、入居拒否は、居住の安定を阻害する大き

な要因となっています。そのため、大阪府では宅地建物取引業の業界団体等

の協力を得て、研修会や講習会等の場で入居差別、入居拒否に関する啓発を

行ってきました。おりしも平成 28年 4月より、障害者差別解消法が施行され、

「不当な差別的取扱い」は禁止されているところです。 

  大阪府と宅地建物取引業の業界団体（不動産に関する人権問題連絡会）と

共同実施した「宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査」結果をみると、

過去 5 年以内に、賃貸住宅の媒介に際して家主から高齢者に対する入居拒否

の申し出を受けたことのある宅地建物取引業者の割合は、平成 15年調査では

55.2％、平成 21年調査では 41.4％、平成 27年調査では 30％と減少しており、

これまでの啓発の取組もあり、高齢者の入居拒否をめぐる状況は改善傾向に

あります。 

 障がい者の入居拒否に関してみても、同調査の過去 5年以内に、賃貸住宅の

媒介に際して家主から障がい者に対する入居拒否の申し出を受けたことのあ

る宅地建物取引業者の割合も同様に、平成 15 年調査では 35.5％、平成 21 年

調査では 22.7％、平成 27年調査では 14.1％と減少しており、こちらも、これ
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までの啓発の取組もあり、状況は改善傾向にあります。 

  しかしながら、高齢者や障がい者が安心して入居できる環境が整っている

とはいえず、一層の取組が求められます。 

  このため、引き続き宅地建物取引業者が高齢者や障がい者であるという理

由だけで入居申込みを拒否する行為への行政指導を行うとともに、宅地建物

取引業者に対する周知、啓発を行うべきです。また、民間賃貸住宅の管理・

運営にかかわる家主や管理会社等に対しても、入居差別、入居拒否を行わな

いよう、啓発すべきです。 

  一方、入居の受入れについて家主側の理解が進むよう、これまで「大阪府

と不動産関係団体との意見交換会」において「知ってあんしん高齢者等円滑

入居のための 15のアドバイス」を作成し、家主や不動産事業者等の啓発を行

ってきており、今後も居住支援協議会である「Osakaあんしん住まい推進協議

会」を通じて、家主等への普及啓発の促進を図るべきです。 

また、家賃の適正納付に繋がる生活保護世帯に対する民間賃貸住宅家賃の代

理納付制度の運用を、府は国の動きを見据えながら市町村と連携し制度の利用

促進を図るべきです。  

   

（具体的な施策） 

○宅地建物取引業者が、高齢者や障がい者であるという理由だけで、入居申 

込みを拒否する行為への行政指導の実施 

○不動産に関する人権問題連絡会（宅地建物取引業関係 7団体で構成）の協力

により、宅地建物取引業者への継続的な啓発活動の実施 

○家主や管理会社等への入居差別、入居拒否の解消の啓発 

○「知ってあんしん高齢者等円滑入居のための 15のアドバイス」等を利用し 

  た家主等への広報、啓発の促進 

○生活保護世帯に対する民間賃貸住宅家賃の代理納付制度の利用促進 

 

（３）入居後の居住支援 

  高齢者や障がい者の生活を支える見守り、状況把握等の生活支援サービス

の活用が進むことが、民間賃貸住宅においても高齢者や障がい者が不安なく

暮らせる環境づくりにつながることから、行政、民間を含むさまざまな主体

により提供されている生活支援サービス等の利用促進に取り組むべきです。 

  具体的には、「Osakaあんしん住まい推進協議会」を通じて、 

・市町村や社会福祉協議会等が実施する配食サービスに合わせた見守り、交

流サロン、外出支援などの生活支援サービス 

・バリアフリー化改修工事の補助 
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・協議会会員である民間事業者等による家主に生じる損害に対する保険制度、

家賃債務保証制度等の居住支援サービス 

などの情報提供をホームページ等で行うなど、各支援サービスの利用促進を

図るべきです。 

 

（具体的な施策） 

○「Osakaあんしん住まい推進協議会」ホームページなどによる生活支援サー

ビス等の内容や相談先等の情報提供 

 

１－３ 公的賃貸住宅における居住の安定確保 

  公的賃貸住宅では、民間では対応が困難な取組や先導的な取組も含め、高

齢者や障がい者の居住ニーズにあった安心して暮らすことができる住宅の確

保を図るべきです。 

  また、公的賃貸住宅では、建替え等により生み出す用地に高齢者生活支援

施設や障がい者福祉施設等を併設することや、空室を高齢者や障がい者を支

援する施設や交流の場として活用するなどの取組により、高齢者や障がい者

にとっても居住魅力にあふれる団地づくりを進めるべきです。 

   

（１）高齢者及び障がい者の円滑な入居の確保  

  高齢者や障がい者が身体や障がいの状況に応じて円滑に公的賃貸住宅に入

居でき、自らが住みたい地域で安心して暮らすことのできる取組を実施すべ

きです。 

  また、府営住宅のほか市町営住宅や都市再生機構、住宅供給公社の賃貸住

宅においてもグループホームとしての活用が促進されるよう、府は各機関に

働きかけるべきです。 

その一方、障がい者グループホームについては、平成 27年 4月の消防法施

行令改正により、原則として延べ面積に関わらずスプリンクラー設備の設置が

義務付けられました。このため、その確保、運営に大きな影響が生じないよう、

大阪府は公的賃貸住宅において、今後も障がい者グループホームとして活用が

出来るよう、住宅部局や福祉部局等関係機関が連携して、適切に対応すべきで

す。 

 

（具体的な施策） 

①府営住宅における取組 

○高齢者世帯や障がい者のいる世帯の優先入居の実施 

○新設や既設の公営住宅の改善による、車いす常用者世帯向け住宅の供給 
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○高齢者や障がい者のいる世帯の加齢や障がいの状況に応じた、低層階やエレ

ベーター停止階への住み替えの実施 

○府営住宅のグループホームとしての活用促進 

○緊急通報装置が設置され、生活援助員（ライフサポートアドバイザー（Ｌ  

ＳＡ））による日常生活の相談や状況把握が実施されるシルバーハウジング

の供給 

○「ふれあいリビング」などの地域コミュニティ確保の取組の推進  

 

②市町営住宅での取組 

○高齢者世帯や障がい者のいる世帯の優先入居の実施 

○新設や既設の公営住宅の改善による、車いす常用者世帯向け住宅の供給 

○市町営住宅のグループホームとしての活用促進 

○シルバーハウジングの供給 

 

③公営住宅以外の公的賃貸住宅の取組 

○都市再生機構賃貸住宅や大阪府住宅供給公社賃貸住宅等のグループホーム

としての活用促進 

○都市再生機構賃貸住宅への高齢者の入居希望者向けに、暮らしや福祉制度 

等の相談に対応した相談窓口の設置 

 

（２）公的賃貸住宅ストック活用による居住魅力の向上 

  公的賃貸住宅は、府民の貴重な資産であることから、地域の抱える課題の

解消や地域力の向上につながるまちづくりのために積極的な活用を図り、高

齢者や障がい者にとっても住みやすく、魅力ある地域となるよう取り組むべ

きです。 

  具体的には、空室や建替え等により生み出す用地等において、介護・医療

施設や生活支援施設などを確保すべきです。これらの施設は、周辺地域に対

してもサービス提供を図ることができることから、団地の周辺に居住する高

齢者や障がい者も含め、安心して暮らすことのできる地域づくりを目指すこ

とができます。 

  また、住宅団地等に高齢者生活支援施設、障がい者福祉施設等を整備する

際に、当該施設整備費の国の補助事業等の活用により、高齢者・障がい者が

安心して居住し続けることができる環境を整備すべきです。 

  さらに高齢者や障がい者を含めた団地の入居者や周辺に居住されている

人々が交流し、地域コミュニティが育まれる取組を推進すべきです。 
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（具体的な施策） 

○空室や建替え等により生み出す用地等を活用し、地域の福祉ニーズ等に対 

応した生活支援機能や福祉機能等への転換 

○国の「スマートウェルネス拠点整備事業」の活用による施設等の整備 

○府営住宅の「ふれあいリビング」などの地域コミュニティ確保の取組の推進

と継続 

○空室の自治会、住民等による高齢者の見守り施設や交流の場として活用 

 

２ 高齢者及び障がい者向け住宅の確保 

   高齢者や障がい者の中には、介護までは必要ない場合でも、見守り等の生

活支援サービスを受けながら、バリアフリー化された住宅への入居を希望す

るニーズもあることから、今後の高齢者や障がい者の増加や地域移行に対応

できるよう、高齢者及び障がい者向け住宅の確保を適切に行ってくべきです。 

 

２－１ 高齢者向け住宅の確保 

（１）サービス付き高齢者向け住宅 

  高齢者は、できるだけ住み慣れた自宅や地域で暮らし続けたいと望む方が 

多い一方で、高齢者に配慮された住宅で自らが必要とするサービスを受けな

がら暮らしたいという高齢者のニーズも高まっています。 

  高齢者にふさわしい仕様と、状況把握や生活相談サービスを兼ね備えた住

宅として創設されたサービス付き高齢者向け住宅は、大阪府内では、平成 23

年の制度創設から約 4 年で 2 万戸を超える一方で、次第に課題も明らかにな

ってきております。 

   その運営の状況をみると、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者

向け住宅が登録全体の 94％を占め、大阪府に登録しているサービス付き高齢

者向け住宅の入居者のうち 43％が要介護度 3 以上となっています。このこと

から、サービス付き高齢者向け住宅が、市場において介護を必要とする高齢

者のニーズに対応していることがうかがえます。その一方、入居者の 15％が

自立、要支援であるため、自立して生活を営むことのできる高齢者のニーズ

に応えることも必要です。 

こうしたことから、サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が自立した生活

を送ることの出来る段階から介護の必要となる段階まで、どのような身体状況

においても入居者がサービスを利用しながら、できるだけ自立した生活を送る

ことができるように支援する機能をもつことが望ましいと考えます。 
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  また、入居者向けに提供している医療・介護等のサービスを地域住民にも

開放し、利用してもらうことにより、入居者が住宅内に閉じこもることなく

地域と接点を持てるようになるとともに、地域に居住する高齢者の居住の安

定にもつながります。 

  これらの環境づくりを確保するためには、市町村をはじめとした多様な関

係者とネットワークの構築を行うことも重要です。 

府は、現状における課題を把握し、このようなサービス付き高齢者向け住宅

の供給が進むよう住宅部局と福祉部局が連携し、市町村とともに、サービス付

き高齢者向け住宅が地域での取組の一翼を担えるよう支援することが必要で

す。 

  これらの点を踏まえて、次の各項目について取組を推進すべきです。 

 

①併設施設地域開放型・自律型サービス付き高齢者向け住宅の供給促進    

【併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅】 

 サービス付き高齢者向け住宅に併設されている施設は訪問介護事業所や通

所介護事業所などが中心であり、入居者向けの介護サービスを提供している場

合が多いのが現状です。今後は当該併設施設が、入居者だけでなく地域の高齢

者の介護ニーズ等にも対応する地域に開かれた施設として運営されることで、

入居者が地域にとけ込んで生活するきっかけともなり、また地域の高齢者への

サービスの提供による地域包括ケアの実現に貢献していくことにもつながり

ます。 

 府は、こうした地域に開放された施設が併設されたサービス付き高齢者向け

住宅の供給が進むよう取り組むべきです。 

 併設される地域開放型の生活支援施設としては、 

  ・（看護）小規模多機能型居宅介護事業所 

  ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

などであって、地域からの利用者を受け入れていることを要件とすべきです。 

これら 2施設は、できるだけ住み慣れた自宅で生活したいと願う高齢者の在

宅生活を支えるものであり、料金が定額制であることから介護費用の抑制にも

資するものといえ、サービス付き高齢者向け住宅の入居者のみならず地域の在

宅で生活する高齢者向けのサービス供給拠点として機能することが期待され

ます。 

 また、地域に開かれた取組として、 

  ・食堂、食事の配達サービス 

   ・入居者の社会参加の場となり、また地域の高齢者の利用にも供されるも

のとして「生きがい創出」に資する活動が行われていること 
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などが必要と考えられます。このうち、入居者の社会参加の場となることが期

待される活動としては、施設入居者と地域住民がともに参加する健康教室や趣

味、サークル等の活動等が想定されます。こうした新たな交流の場づくりが地

域包括ケアの実現へ向けた貢献となると同時に、医療・介護等のサービスを受

けるために転居する必要がなくなり、新たな空家の発生抑制にも繋がります。 

 その他、地域に開かれた取組の一形態として、食堂などを障がい者の就労支

援の場として活用することなども考えられます。 

府は、こうした「併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅」の基準

を明確化し、基準を満たす住宅を、入居を希望する高齢者に分かりやすく「見

える化」すべきです。さらに、運営事業者に対しても、「併設施設地域開放型」

としての特長について自ら情報発信することが運営の円滑化に資することを

周知すべきです。 

 

（具体的な施策） 

○「併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅」の必要性、実例等の情 

 報発信 

○「あんしん賃貸検索システム」の活用による「併設施設地域開放型サービス 

 付き高齢者向け住宅」の「見える化」と、併設施設内容について誘導基準の

設定 

 

【自律型サービス付き高齢者向け住宅】 

  多くのサービス付き高齢者向け住宅は、居室内に入居者が自律した生活を

送るための風呂、台所、バルコニー等が整備されていない状況です。入居す

る高齢者の中には、一人では不安であり、元気なうちから入居し、見守りな

ど最低限のサービスのみを受けたい方もいると考えられることから、入浴や

洗濯時間など制約を受けることなく、自らの意思で自由なペースで生活が営

める「自律型サービス付き高齢者向け住宅」の供給を促進すべきです。こう

した環境のもとで暮らすことは、健康寿命の延伸にもつながると考えられま

す。 

 「自律型サービス付き高齢者向け住宅」は、居室内の設備が整備されている

ことに加え、運営面でも入居者の自律を促す配慮がなされることが必要となり

ます。 

府は、こうした「自律型サービス付き高齢者向け住宅」の基準を明確化し、

基準を満たす住宅を入居する高齢者にわかりやすく「見える化」すべきです。

また、「自律型サービス付き高齢者向け住宅」の考え方や事例等を示すなど、

その供給が進むよう取り組むべきです。 
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また、入居者が自律するためには、運営側だけでなく、入居者自身が自律し

た生活を志向することも重要となります。府は、「自律型サービス付き高齢者

向け住宅」への入居者及びその家族に対して、自律を促す啓発を行うよう事業

者に働きかけるべきです。 

 

・自律型サービス付き高齢者向け住宅 

ハード面 • 洗面台、トイレ、風呂、台所、バルコニー等、自律

した日常生活に必要な設備等 

（風呂は住民が時間を気にせずに利用できる場合

は共用でも可能） 

・ 面積は原則 25㎡以上であること 

【イメージ図】 

 

ソフト面 • 入居者の身体の状況や希望に応じた柔軟なサービ

スの提供 

• 入居者を要支援・要介護認定者に限定しない 

• 入居者及び家族に対する自律を促す啓発 

 

（具体的な施策） 

○「自律型サービス付き高齢者向け住宅」の必要性、高齢者向け優良賃貸住宅

等既存の住宅からの転用実例等をとりまとめて情報発信 

○国補助制度において「自律型サービス付き高齢者向け住宅」への重点配分を

行うよう要望の実施 

○「あんしん賃貸検索システム」の活用による「自律型サービス付き高齢者向

け住宅」の「見える化」と、設備内容等について誘導基準の設定 

○自律した生活を促すための、「自律型サービス付き高齢者向け住宅」の入居者

及びその家族に対する自律を促す啓発 

 

②外部サービスの選択制の確保  
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  サービス付き高齢者向け住宅には、高齢者生活支援施設が併設され、そこ

から提供される介護サービスの事業者と住宅の運営事業者が同一グループで

ある場合が多く、自社の介護保険サービスの利用を誘導する囲い込みや過剰

な介護保険サービスの提供等が行われているとの指摘もあります。 

  こうしたことは、住まいと介護を一体的に提供できるというメリットであ

る反面、入居者の意思や希望とは関係なく、併設された同一グループの介護

サービス事業者を利用させることで収益につなげるような、利用者本位とは

かけ離れた事業運営にもつながるおそれがあります。 

このため、大阪府においては、入居者が外部の介護サービス等を自由に選

択・利用することが確保されるよう、平成 27年度から入居契約前の事前説明

による状況把握・生活相談サービス以外の外部サービスの選択性の確保を、高

齢者の居住の安定確保に関する法律第７条に規定する登録基準に追加したと

ころであり、引き続き事業者等への周知を行いつつ、更新時の検査などで確認

をするなど追加基準の指導徹底を図るべきです。 

  

（具体的な施策） 

○登録時、更新時に外部サービスの選択性確保についての指導実施 

 

③サービス付き高齢者向け住宅の適切な運営、管理の確保 

  サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が長期間に渡って生活できるよう、

安定した運営とサービスの質の確保が必要です。このため、引き続き高齢者

の居住安定確保に関する法律や老人福祉法の遵守を徹底するとともに、有料

老人ホーム設置運営指導指針に基づく指導を行うべきです。 

  これまで実施してきた必須のサービスである状況把握及び生活相談サービ

スの生活相談窓口や夜間など職員が常駐しない時間帯の緊急通報システム、

等について登録時に事業者に徹底を図るとともに、登録後は事業者からの報

告聴取や立入検査等により適切な指導を、引き続き着実に実施すべきです。 

また、入居者やその家族、地域の関係者が住宅の運営に積極的に参画する運

営懇談会の仕組みを構築し、入居者やその家族から見た介護サービスなどの事

業実態や事業の透明性を確保することも有効なので働きかけるべきです。 

  サービス付き高齢者向け住宅の供給方法は、現状では、土地所有者が建設

する住宅を 20～30年にわたり登録事業者が一括して借り上げ、高齢者に転貸

借するいわゆるサブリース方式が中心となっています。この場合、入居者に

とって、サブリース期間終了後に入居者が引き続き入居できるのか、他の施

設に転居することになるのか等の不安が払拭できないことから、入居者にと

って不安材料となっている懸念があります。 
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また、登録事業者が倒産するなどの事態が発生した場合も同様に、建物所有

者と入居者の間に契約関係が存在しないことから、入居者が引き続いてサービ

スを受ける権利が守られるのか、懸念されます。 

  このため、大阪府など登録権者は、サービス付き高齢者向け住宅が長期に

わたり適切に維持管理されるよう、登録事業者に対して、修繕計画の作成や

修繕工事の実施時期、サブリース期間終了後の施設運営についての方針を登

録時において規定すべきです。また、登録事業者が倒産した際の措置につい

ては入居者の権利を守るための仕組みを検討すべきです。 

  事業者は、災害時に入居者が安全に避難できるよう体制を整備することも

重要です。非常災害に備えて防災マニュアルの作成を行うとともに、これに

基づき訓練が実施されるよう、事業者からの報告聴取や立入検査等により指

導を行うことにより、防災対策の推進を図るべきです。 

 

（具体的な施策） 

○登録時と更新時に外部サービスの選択性確保について書面確認 

○登録された住宅への立入検査及び報告聴取の実施 

○有料老人ホーム設置運営指導指針による、運営の適正化と運営懇談会の開催

などによる事業内容などの情報開示の促進 

○登録時における、サブリース期間終了後の施設運営や修繕に関する計画作成

の指導 

○登録事業者の倒産等の場合において入居者が引き続きサービスを受けるこ

とができるための仕組みを検討 

○事業者による非常災害に備えた防災マニュアルの作成支援と訓練の実施な

ど適正な対応について登録時や立入検査時に指導 

 

（２）サービス付き高齢者向け住宅以外の高齢者向け住宅の確保 

  空家となっている民間賃貸住宅等を活用して、新築に比べて整備コストを

低く抑え、シェアハウスなど共同居住型住宅とするなど、低廉な家賃で提供

される高齢者向け住宅の供給に向けた仕組みを検討すべきです。 

  また、これまでに補助等を受けて供給された高齢者向け住宅は、地域にお

ける貴重な資産として、今後も適切な管理、運営がなされ、そうした住宅の

情報が高齢者に対して適切に提供されることが重要となります。 

  とりわけ、比較的広い居住面積が確保されている高齢者向け優良賃貸住宅

は、自立した生活を求めている高齢者の利用に適していることから、「あんし

ん賃貸検索システム」において、情報発信するとともに、その管理期間終了

後も引き続き適切な維持管理が行われるよう、働きかけを行うことが必要で
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す。また、管理期間終了後の高齢者向け優良賃貸住宅や旧高齢者専用賃貸住

宅については「見える化」を進めるため、「あんしん賃貸住宅」としての登録

が行われるよう働きかけるべきです。 

  さらに、高齢者向け住宅への入居を検討している高齢者や家族向けに、様々

な種類の高齢者向け住宅の内容等について、「Osaka あんしん住まい推進協議

会」における情報発信等により、啓発していくべきです。 

（具体的な施策） 

○空家を活用したシェアハウスなど高齢者向け共同居住型住宅等の仕組みの

検討 

○高齢者向け優良賃貸住宅の適切な管理維持確保のための指導 

○「あんしん賃貸検索システム」の活用による高齢者向け優良賃貸住宅の「見

える化」 

○管理期間終了後の高齢者向け優良賃貸住宅等の「あんしん賃貸住宅」への登

録促進 

○「Osakaあんしん住まい推進協議会」による、高齢者や家族への高齢者向け

住宅に関する情報発信 

 

２－２ 障がい者向け住宅の確保 

  障がい者については、施設や病院から住みたいと思う地域での生活を実現

する「地域移行」の推進が図られつつある現状を踏まえ、「親なき後」まで見

据え、障がい者の地域での生活の基盤となる一定のサービスを受けながら住

むことができる障がい者向け住宅の確保が重要です。  

 

  障がい者グループホームについては、平成 25年２月の長崎市における認知

症高齢者グループホーム火災を契機とし、建築基準法、消防法の規定が強化

されました。 

  建築基準法では、障がい者グループホームには一般的に「寄宿舎」の規定

が適用され、建物の廊下幅、階段幅の改修や防火間仕切りに多大な費用が必

要となり、障がい者グループホーム整備促進上の課題の一つとなっています。

その為、大阪府内では障がい者グループホームの建築基準法での取り扱いに

ついて、一定の安全性が確保された既存の戸建住宅や共同住宅の一部を活用

した場合においては、その用途をそれぞれ「戸建住宅」、「共同住宅」として

防火避難規定を適用できることとしました 

消防法については原則として延べ面積に関わらずスプリンクラー設備の設

置が義務付けられました。このため、障がい者グループホームの確保、運営に

大きな影響が生じないよう、大阪府は、今後も障がい者グループホームとして
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の活用が出来るよう、住宅部局や福祉部局等関係機関が連携して、適切に対応

すべきです。 

 

   障がい者グループホーム以外の障がい者向け住宅の確保については、高齢

者のサービス付き高齢者向け住宅のような住まいが求められると考えられる

ことから、サービス付き高齢者向け住宅の空室について、高齢者の入居が見

込めない場合、目的外使用や登録廃止を行い、障がい者が入居し、見守りや

生活相談サービスを受けながら安心して暮らせるよう、仕組みを検討すべき

です。 

 

（具体的な施策） 

○国の社会福祉施設等施設整備費補助金を活用したスプリンクラー設置など

設置者への財政的支援 

○サービス付き高齢者向け住宅の空住戸を利用した障がい者居住促進に向け、

目的外使用や登録廃止など必要な手続きの整理と、障がい者が入居し見守り

や生活相談サービスなどが受けることができるよう仕組みを検討  

 

３ 福祉のまちづくりの推進 

  大阪府福祉のまちづくり条例の的確な運用や「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」に基づく認定制度の活用を

促進し、住宅や施設、都市施設を高齢者や障がい者が安心して利用できるま

ちづくりを推進すべきです 

  具体的には、大阪府福祉のまちづくり条例により基準適合義務・努力対象

建築物となる共同住宅、寄宿舎、老人ホーム以外の建築物もバリアフリー化

された施設が適切に利用・維持管理させるように、所有者や民間事業者等へ

働きかけるべきです。 

  バリアフリー法の基本方針に基づき、平成 32年度までに１日あたりの乗降

客数が 3,000 人以上の全駅舎のバリアフリー化をめざし、鉄道事業者が実施

するエレベーターの設置や段差解消などの移動円滑化事業を促進すべきです。

また、転落防止設備として効果の高い可動式ホーム柵については、鉄道事業

者が円滑を進められるよう情報提供・助言を行うともに、設置を働きかける

べきです。 

  なお、バリアフリー法に基づき、駅や特に公共性の高い施設及びそれらを

結ぶ生活関連経路の移動等円滑化のため、市町村による基本構想の作成を推

進し、高齢者、障がい者が参画した構想作成のための協議会の運営等の取組

を促進するべきです。また、基本構想を作成している市町村に対しても、継
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続的な見直しを行うよう働きかけを行うべきです。 

 

  高齢者、障がい者をはじめすべての人が安心してまちに出かけ、施設を利

用することができるよう、店舗等の建築物や駅、道路、公園などの都市施設

を探し、選びやすくするための情報提供を促進するとともに、点字メニュー

や筆談具の備え付けの普及など、施設のバリアフリー性能を補うソフト面で

の対応の必要性について、民間業界団体等との意見交換や勉強会等を実施す 

るべきです。 

また、大阪府福祉のまちづくり条例に関する指導啓発を行うとともに、2020

東京オリンピック・パラリンピックの開催により競技会場等に適用する世界水

準のバリアフリー基準などに関連し、国において改定されるバリアフリー法建

築設計標準や公共交通移動等円滑化ガイドラインなどを考慮し、必要に応じて

大阪府福祉のまちづくり条例の基準等の見直しを行うべきです。 

 

（具体的な施策） 

○共同住宅、寄宿舎、老人ホームなどバリアフリー化された施設が適切に利

用・維持管理させるように、所有者や民間事業者等への働きかけ 

○鉄道事業者が実施するエレベーターの設置や段差解消などの移動円滑化事

業の促進 

○鉄道事業者が実施する可動式ホーム柵の整備事業の促進 

○バリアフリー法に基づき、市町村による基本構想の作成の促進と継続的な見

直しの働きかけ 

○高齢者、障がい者が参画した構想作成のための協議会の運営等の取組の促 

 進 

○施設のバリアフリー性能を補うソフト面での対応の必要性について、民間業

界団体等との意見交換や勉強会等の実施 

○大阪府福祉のまちづくり条例に関する指導啓発 

○バリアフリー法建築設計標準や公共交通移動等円滑化ガイドラインの改定

に応じた大阪府福祉のまちづくり条例の基準等の見直し 

○大阪府のホームページ上において、府内全域の鉄道駅・地下街や市町村が作

成している「バリアフリーマップ」などのバリアフリー情報の提供 
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第３章 高齢者及び障がい者向け住宅の供給目標 

 

１ 公営住宅における車いす常用者世帯向け住宅の供給目標戸数 

次の①から④のすべての条件に該当する世帯数を、車いす常用者世帯向

け住宅の供給目標戸数として設定すべきです。 

 

① 車いすを使用している身体障がい者を含む世帯 

② 借家に居住する世帯 

③ 最低居住面積水準未満である世帯 

④ 収入分位が 40％以下である世帯 

 

【公営住宅における車いす常用世帯向け住宅の供給目標戸数の考え方】 

 

 

公営住宅における車いす常用者世帯向け住宅の供給目標戸数＝１，６００戸 

 

身体障がい者のいる世帯数 

３８７,０００世帯 

車いすを使用している 

身体障がい者の世帯数 

４０,２００世帯 

借家に居住する世帯数 

１３,３００世帯 

最低居住面積水準未満 

の世帯数 

２,６００世帯 

収入分位が４０％未満である 

世帯数 

１,６００世帯 

身体障害者手帳所持者数（Ｈ27.3） 

「身体障がい者に占める車いす等使用者の割合」１を

乗じて算出 

387,000×10.4％ ≒ 40,200世帯 

「借家に居住する世帯の割合」２を乗じて算出 

40,200×33.1％ ≒ 13,300世帯 

「最低居住面積水準未満の世帯の割合」３を乗じて算出 

13,300×19.5％ ≒ 2,600世帯 

「収入分位が４０％以下の世帯の割合」４を乗じて算

出 

2,600×61.5％ ≒ 1,600世帯 

１ 厚生労働省「身体障害児・者実態調査」／H18（最新） 
２ 大阪府障がい者生活ニーズ実態調査／H19（項目最新） 
３ 「平成 25年住宅・土地統計調査」より借家世帯のうち最低居住面積水準未満世帯の割合を推計 
４ 「平成 25年住宅・土地統計調査」と「平成 27年家計調査」より借家世帯のうち収入分位が 

０～４０％の世帯の割合を算出 
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２ 公営住宅の障がい者グループホームとしての活用の目標量 

 

公営住宅のグループホームとしての活用については、「大阪府障がい者計画」に

よる目標量とすべきです。 

 

参考：「第４次大阪府障がい者計画」 

    

期間 活用の目標 

平成２７年度～平成２９年度 ２４３人分 

 

 

３ 高齢者向け住宅（※１）の供給の目標 

 

期間 目標戸数 

平成２８年度～平成３７年度 ２０，０００戸 

 

   これまで大阪府ではサービス付き高齢者向け住宅の供給の目標戸数（平

成 32年度末までに供給されるサービス付き高齢者向け住宅の戸数）19,000

戸を設定していましたが、平成 27 年度末で 20,770 戸の登録となり、計画

期間半ばにしてそれを達成したところです。 

しかし、計画期間におけるサービス付き高齢者向け住宅も含めた高齢者向

け住宅全体としては、今後、高齢者人口、特に高齢単身世帯の増加が見込ま

れ、さらに高齢者向け住宅を必要とする 75 歳以上の高齢者の割合も増加す

ることが見込まれることから、更なる高齢者向け住宅の供給が必要です。 

   これらを前提に供給目標量の設定するにあたっては、サービス付き高齢

者向け住宅は、他の高齢者向け住宅、特に有料老人ホームと供給形態、運

営形態が似通っており、両者それぞれ供給戸数が増えている状況を考える

と、サービス付き高齢者向け住宅のみの供給戸数を示すのではなく、高齢

者向け住宅全体の供給戸数を示すべきです。 

   なお、目標戸数は、国の住生活基本計画において成果指標として示され

ている高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合４％を基に算出すること

が考えられます。 

その場合、サービス付き高齢者向け住宅の質の向上を図るために、今回新

たに提案した併設施設地域開放型・自律型サービス付き高齢者向け住宅の供
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給の促進を図るべきです。 

また、今後空家が増加することが推定されることから、高齢者の住み替え

の状況や高齢者向け住宅の空家の動向も見据えながら住宅部局と福祉部局

が連携してその供給量を把握し、本供給目標量の進捗管理をすべきです。 

 

【国の住生活基本計画に基づく、府における高齢者向け住宅の必要戸数（推計）】 

平成 37 年度末までに新たに供給される高齢者向け住宅の戸数 約 20,000 戸

（※2） 

  ※１ 高齢者向け住宅とは、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、 

高齢者向け優良賃貸住宅、シルバーハウジング等をいう。 

※２ 大阪府人口ビジョンによる平成 37年の府内高齢者人口及び国の住生活基本計画に基づく高齢者人口に対す

る高齢者向け住宅の割合（高齢者世帯の４％）を用いて算出。 

 

（具体的な算出方法） 

   ・平成 37年の高齢者向け住宅の必要戸数を次の考え方により算出。 

       2,432,140人×4％＝97,285戸≒100,000戸・・・① 

       ※2,432,140人は、大阪府人口ビジョンによる平成 37年の府内高齢者人口 

    ・平成 28年 3月時点の高齢者向け住宅の供給戸数 77,848戸≒80,000戸・・・② 

    ・今後平成 37年までに新たに必要となる高齢者向け住宅の必要戸数を算出 

       ①－②＝20,000戸 

 

 

４ 介護保険に係るサービスを提供する施設の整備目標量 

 

介護保険に係るサービスを提供する施設の整備については、大阪府高齢者計画

（「大阪府高齢者福祉計画」及び「介護保険事業支援計画」）による目標量とす

べきです。  

 

参考：大阪府高齢者計画 2015 

介護保険施設等の介護保険にかかるサービスを提供する施設の整備

目標量は、各市町村がこれまでのサービス利用実績、今後の要支援・

要介護認定者数の見込み等から推計した介護サービス量（必要量）に

基づき算出しています。 
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（１） 介護保険施設の整備目標量 

（必要入所定員総数） 

介護サービス類型（施設名称） 
平成２９年度 整備目標量 

（必要入所定員総数） 

指定介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
３３，１２９人分 

介護老人保健施設 ２１，２０９人分 

指定介護療養型医療施設 ２，３４９人分 

 

（２） 居住系サービス・地域密着型サービスの整備目標量 

（必要利用定員総数） 

介護サービス類型（施設名称） 
平成２９年度 整備目標量 

（必要利用定員総数） 

介護専用型特定施設入居者生活介護 ７８８人分 

混合型特定施設入居者生活介護 １９，２４４人分 

地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護（定員２９人以下の特養） 
４，０５７人分 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

（定員２９人以下の介護専用型特定施設） 
５０５人分 

認知症対応型共同生活介護 

（認知症高齢者グループホーム） 
１２，７３６人分 

 

※特定施設入居者生活介護 

     有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームのうち、設備及び運営に関す

る基準等を満たし、指定を受けたもの。 

     なお、特定施設入居者生活介護のうち、入居者が要介護者と配偶者に限られてい

るものが介護専用型特定施設で、それ以外が混合型特定施設という。 
 

 

５ 介護保険以外のサービスを提供する施設の整備目標量 

   

介護保険以外のサービスを提供する施設の整備については、大阪府高齢者計画

（「大阪府高齢者福祉計画」及び「介護保険事業支援計画」）による目標量とす

べきです。 

   



29 
 

 

   参考：大阪府高齢者計画 2015 

      介護保険外のサービスを提供する施設の整備目標量は、各市町村

が居宅において養護を受けることが困難な方や介護保険施設等他

施設からの入所が必要な方の数を勘案して、推計したものを府域

全体で合計して算出しています。 

 

施設名称 平成２９年度 整備目標量 

養護老人ホーム ２，３５７人分 

軽費老人ホーム ５，６１４人分 
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31 
 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府高齢者・障がい者住宅計画 

 

 

（資料編） 
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１ 大阪府の住宅ストックの状況 

 

  大阪府内の住宅総数は 459万戸で、そのうち約 47％にあたる 214万戸が賃

貸住宅です。賃貸住宅の 75％にあたる 161万戸が民間賃貸住宅で、これは全

体の 35％に相当します。 

  空家数は年々増加しており、平成 25年に空家総数は 67.9万戸、空家率は

14.8％、このうち腐朽・破損のない賃貸用の空家は 30.5万戸あります。 

  高齢者や障がい者の居住の安定を確保する上で、こうした空家を有効に活

用することの必要性は高まっているといえます。 

 

 

（大阪府の所有関係別住宅ストックの状況） 
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（大阪府の住宅数・世帯数・空家数の推移） 

 

 
 

 

 

（大阪府の空家状況） 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年） 

【空屋の分類】 【賃貸用の住宅における腐朽・破損の有無】 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年） 
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２ 高齢者と障がい者を取り巻く居住の状況 

 

（１）高齢者人口の状況 

大阪府の人口は、平成 22 年まで一貫して増加してきましたが、今後は人

口減少を迎えることが予測されています。 

   今後、年少人口（０歳～14 歳）、生産年齢人口（15 歳～64 歳）の割合が

減少する一方で、高齢者人口（65歳以上）の割合の内、75歳以上の高齢者

の人口の割合は増加傾向にあります。平成 47年には、高齢化率が 32.4％と

なり、府民の３人に１人が高齢者という極めて高齢化の進んだ社会が到来

することが見込まれています。 

 

（大阪府の人口の将来推計） 

 

 

 

 

（大阪府の人口構成の将来推計） 

 

 

 

（資料）大阪府人口ビジョン 

    平成 22年までは総務省「国勢調査」。 

平成 27年以降は、大阪府「大阪府の将来推計人口の点検について」（平成 26年 3月）における

大阪府の人口推計（ケース 2）を基に、大阪府政策企画部推計。 

（資料）大阪府人口ビジョン 

    平成 22年までは総務省「国勢調査」。 

平成 27年以降は、大阪府「大阪府の将来推計人口の点検について」（平成 26年 3月）における

大阪府の人口推計（ケース 2）を基に、大阪府政策企画部推計。 
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（大阪府の人口構成割合の将来推計） 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢者のいる世帯の状況 

   世帯数は平成 32年まで増加を続け、その後減少に転じると予測されます。

一方で、高齢単身世帯数は今後も一貫して増加していくと予測され平成 47

年には、65万世帯となると予想されます。   

 

（大阪府の世帯数と世帯構成の変化） 

  

 

 

（資料）大阪府人口ビジョン 

    平成 22年までは総務省「国勢調査」。 

平成 27年以降は、大阪府「大阪府の将来推計人口の点検について」（平成 26年 3月）における

大阪府の人口推計（ケース 2）を基に、大阪府政策企画部推計。 

（資料）大阪府人口ビジョン 

    平成 22年までは総務省「国勢調査」。 

平成 27年以降は、大阪府「大阪府の将来推計人口の点検について」（平成 26年 3月）における

大阪府の人口推計（ケース 2）を基に、大阪府政策企画部推計。 
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（３）障害者手帳所持者数の状況 

 

   身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、

平成 28 年３月で約 54 万人となっており、その内訳は、身体障害者手帳が

約 38万９千人、療育手帳が約７万５千人、精神障害者保健福祉手帳が約７

万６千人となっています。 

 

（大阪府内の障害者手帳所持者数） 

 
 

（身体障害者手帳所持者数）    （療育手帳所持者数）       （精神障害者健康福祉手帳所持者数） 

 
  
 
 
（４）地域移行の状況 

 

第４期大阪府障がい者計画において、平成25年末時点の施設入所者5,014

人から平成 29年度末までに 746人（14.9％）が地域生活へ移行することを

目標とし、平成 26年度に 127人、平成 27年度に 145人が地域生活へ移行

しています。 

（資料）大阪府障がい福祉室調べ（平成 28年） 
    H23.24の手帳所持者数は翌年度当初の実績値 

H25.26.27の手帳所持者数は当該年度末の実績値 
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（５）高齢者や障がい者のいる世帯の住宅の所有関係 

 

（大阪府の高齢者のいる世帯の住宅の所有関係） 

 

高齢者のいる世帯が居住する住宅を所有関係別で見ると、平成 25 年では

持家に居住する世帯が 65.1％となっており、全世帯の 56.0％に比べ割合が

高くなっています。 

世帯別に見ると、高齢単身世帯は、他の高齢者のいる世帯よりも民営借家

に居住する人が多くなっています。 

 

 

 

（大阪府の障がい者がいる世帯の住宅の所有関係） 

 

障がい者のいる世帯全体では、持家に居住する世帯が 52.0％となってい

ます。また、民間賃貸住宅が 15.5％、公営住宅が 9.3％となっています。 

障がい種別で見ると、精神障がい者は、他の障がい者よりも、民間賃貸住

宅、公営住宅に居住する人が多くなっています。 

 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年） 

（資料）大阪府障がい者生活ニーズ調査（平成 19年） 
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（６）住宅のバリアフリー対応の状況 

住宅のバリアフリー対応の状況については、高齢者が居住する住宅におい

て、平成 25 年の総務省「住宅・土地統計調査」で「手すりがある、段差の

ない屋内、廊下などが車いすで通行可能な幅、またぎやすい高さの浴槽、道

路から玄関まで車いすで通行可能」の５項目の内、いずれか１項目が設けら

れている住宅の割合は 60.7％、「手すりがある、段差のない屋内、廊下など

が車いすで通行可能な幅」の３項目を備えている住宅の割合が 8.3％となっ

ています。 

 

（大阪府における高齢者の居住する住宅のバリアフリー化の現状） 

 
 

 

 

（７）高齢単身世帯の耐震化の状況 

   高齢単身世帯のうち民間賃貸住宅に居住しているのは約 16.1 万世帯で、

その約 38.5％にあたる約 6.2 万世帯は建築基準法の旧耐震基準である昭和

56年５月 31日以前に建てられた住宅に居住しています。 

また、高齢者のいない一般世帯のうち民間賃貸住宅に居住しているのは約

100.7 万千世帯で、その約 16.1％にあたる約 16.2 万世帯が昭和 56 年５月

31日以前に建てられた住宅に居住しています。 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年） 

高齢者のための設備 

○ 手すりがある 

○ 段差のない屋内 

○ 廊下などが車いすで通行可能な幅 

○ またぎやすい高さの浴槽 

○ 道路から玄関まで車椅子で通行可能 
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（８）高齢者・障がい者に対する入居拒否の状況 

平成 27 年度に行った調査では、家主から、過去５年以内に賃貸住宅の媒

介に際して家主から高齢者に対する入居拒否の申し出を受けたことのある

宅地建物取引業者の割合は、30.0％で、拒否の理由は「火の不始末や水もれ

などに不安がある」「保証人がない」「病気や事故などの不安がある」の順に

多く、障がい者に対する割合は 14.1％で、拒否の理由は「火の不始末や水

もれなどに不安がある」、「非常時の避難が難しい」、「単身者など介護者がい

ないことに不安がある」の順に多くなっています。 

なお、入居拒否の割合は年々減少傾向にあります。 

 

（大阪府の宅地建者取引業者が家主から高齢者の入居拒否の申し出を受けた経験） 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）「宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査報告書」（平成 27年度） 

（不動産に関する人権問題連絡会、大阪府） 

（資料）総務省「住宅・土地統計調査」（平成 25年） 
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（大阪府の宅地建者取引業者が家主から障がい者の入居拒否の申し出を受けた経験） 

 

 

 

 

（高齢者の入居を拒否する家主の理由） 

 
 

 

 

 

  

（資料）「宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査報告書」（平成 27年度） 

（不動産に関する人権問題連絡会、大阪府） 

（資料）「宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査報告書」（平成 27年度） 

（不動産に関する人権問題連絡会、大阪府） 
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（障がい者の入居を拒否する家主の理由）         

 

 

 

 

  

（資料）「宅地建物取引業者に関する人権問題実態調査報告書」（平成 27年度） 

（不動産に関する人権問題連絡会、大阪府） 
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（９）介護保険の状況 

   大阪府内の要介護（要支援）認定者は、平成 28 年４月時点で約 48 万人

が認定されており、今後も増加することが予測されています。  

 

（大阪府の要介護・要支援の認定者数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）大阪府高齢介護室調べ（平成 28年） 

平成 27年 3月末までは厚生労働省「介護保険事業状況報告年報における数値 
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（１０）大阪府内の高齢者や障がい者向け住宅と施設の現状 

 

（ア）高齢者向け住宅 

 

① サービスの付いた賃貸住宅等 

シルバーハウジングとは、公営住宅等において高齢者が自立して生活でき

るよう、生活援助員（ライフサポートアドバイザー（ＬＳＡ））や緊急通報

装置等を備えた低廉な家賃の住宅で、平成 28年３月末時点で 1,216戸あり

ます。 

 

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者住まい法に基づき高齢者の居住

の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等の一定の基準を満

たし、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅で、平

成 28年３月末時点で 20,770戸あります。 

 

有料老人ホームは、高齢者に対し、住宅とともに食事や介護、その他日常

生活上必要なサービスを提供するものとして老人福祉法に規定される施設

で、介護の付いた介護付有料老人ホームと、必要に応じて入居者が個別に契

約を結び、居宅サービスを利用する住宅型有料老人ホームがあります。両方

合わせて平成 28年４月１日時点で 37,608人分あります。 

  

  ② 老人福祉施設 

養護老人ホームとは、65歳以上で環境上の理由及び経済的な理由により、

居宅での生活が困難な方が市町村長の措置により入居する施設で、平成 28

年４月１日時点の定員数は 2,357人分となっています。 

 

軽費老人ホームとは、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生

活することが困難な高齢者が、低額な料金で入居し、日常生活上必要な便宜

を受ける施設で、平成 28年４月１日時点の定員数は 5,605人分となってい

ます。 

 

  ③ その他の高齢者向け住宅 

高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）とは、バリアフリー化等がなされ、緊

急時対応サービスの利用が可能な賃貸住宅で、高齢者が低廉な家賃で入居で

きるよう整備費及び家賃の一部について補助を受けるもので、平成 28 年３

月末時点で 6,184戸あります。平成 23年の高齢者住まい法の改正により新
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たな供給はなくなりました。 

 

（イ）高齢者向け施設（介護保険施設等） 

 

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）とは、認知症

のため介護を必要とする方が少人数で共同生活する住居で、入浴・排せつ・

食事等の介護や機能訓練を行うもので、平成 28 年３月末時点で定員数は

10,369人分となっています。 

 

介護老人保健施設とは、病状が安定期にあり、看護、医学的管理下での介

護、機能訓練等の必要な医療などのサービスが必要な要介護者が入所し、在

宅復帰を目指す施設で、平成 28年４月１日時点で定員数は 20,086人分とな

っています。 

 

指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）とは、常に介護が必要で在

宅介護が困難な要介護者が入所し、入浴・排泄・食事等の介護等、日常生活

の世話、機能訓練などのサービスを受ける施設で、平成 28 年４月１日時点

で定員数は 33,384人分（うち、地域密着型特別養護老人ホーム 2,673人分

を含む）となっています。 

 

介護療養型医療施設とは、病状が安定期にある長期療養患者が入院し、療

養上の管理、看護、医学的管理下の介護等のサービスの提供を受ける施設で、

平成 28年４月１日時点で定員数は 2,299人分となっています。なお、介護

療養型医療施設は平成 29 年度末で廃止されることとなっており、介護老人

保健施設等への転換が進められています。 

 

 

（ウ）障がい者向け住宅 

 

  ① グループホームの整備状況 

   グループホームとは、障がい者が小規模な人数にて世話人や生活支援員

による相談や日常生活上の援助を受けて共同生活を行う住居（入居定員は

原則 10名以下）です。 

   公営住宅では、平成 28年３月末時点で 1,997人分確保し、そのうち府営

住宅では 1,723人分を活用しています。 
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② 車いす常用者世帯向け住宅 

   府営住宅においては、流し台の高さや浴室の手すりの位置などを調節で

きるＭＡＩ（マイ）ハウスをはじめとした車いす常用者世帯向け住宅を供

給しており、平成 28年３月末時点で 1,021戸（住戸改善分を含む）ありま

す。 

   同様に、市町営住宅においても車いす常用者世帯向けの住宅が 1,088 戸

あります。 
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【高齢者向け住宅と施設の現状のまとめ（イメージ図）】 

 住宅の種別 
＊表中の人数は、平成 28年 3月末時点の数、（※）平成 28年 4月 1日時点の数 

（ ）の％は同時点の 65歳以上人口に対する割合 

提供介護

サービス 

自宅等 

 

 

 

  

 

 

高齢者

向け住

宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,594人分 

（2.59%） 

 

 

 

 

 

7,962人分 

（0.35%） 

 

 

 

 

 

 

高齢者

向け施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,138人分 

（2.88%） 

  

５．有料老人ホーム:37,608人分（1.64%）（※） 

介
護
保
険
施
設
等 10．指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）（※） 

33,384人分《地域密着型含む》（1.45%） 
在宅での介護が困難で常に介護が必要な方が、介護、日常生
活の世話、機能訓練などのサービスを受ける施設。 

９．介護老人保健施設:20,086人分（0.87%）（※） 
病状が安定期にあり、医学的管理下での介護、機能訓練等など
が必要な方が、在宅復帰を目指す施設。 

11．介護療養型医療施設:2,299人分（0.10%）（※） 
病状が安定期にある長期療養患者が入院する施設。 

８．認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 
10,369人分（0.45%） 
認知症のため介護を必要とする方が少人数で共同生活し、介護
や機能訓練等を受ける施設。 

施
設
で
施
設
・
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る 

１． 持家、借家 
 

一
般
住
宅 

自
宅
等
で
居
宅
サ
ー
ビ
ス
・
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る 

２．高齢者向け優良賃貸住宅:6,184戸（0.27%） 

バリアフリー化等され、緊急時対応サービスの利用可能な賃貸住宅。 

必要に応じバリアフリー化を行い、生活支援等のサービスやサポ
ートを受ける。借家には民間賃貸住宅のほか、高齢者向け優良賃
貸住宅や公営住宅等を含む。 

老
人
福
祉
施
設 

６．養護老人ホーム 
:2,357人分（0.10%）（※）
環境上や経済的理由によ
り自宅での生活が困難な
方が市町村長の措置によ
り入所する施設。 

７．軽費老人ホーム 
:5,605人分（0.24%）（※）

高齢等のため独立して生活
するには不安がある方で、家
族の援助を受けるのが困難
な方を対象に食事の提供や
緊急時の対応を行う施設。 

サ
ー
ビ
ス
の
付
い
た
賃
貸
住
宅
等 

３．シルバーハウジング:1,216戸（0.05%） 
高齢者に配慮した設計の住宅で、ＬＳＡが日中常駐し、安否確
認や生活相談を行う。 

４．サービス付き高齢者向け住宅:20,770戸（0.90%） 
高齢者に配慮した設計の住宅で、必須サービスとして、安否確
認と生活相談を行う。 

住宅型有料老人ホーム 21,271人分 

食事や生活相談等のサービスが一体的に提供される施設。 

介護付き有料老人ホーム 16,264人分 

食事や生活相談等と介護サービスが一体的に提供される施設。 

健康型有料老人ホーム 73人分 

 介護の必要がなく、生活の自立ができる高齢者のための施設。 
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（１１）大阪府内の高齢者向け住宅の供給状況 

平成 27年度末時点で、大阪府内福祉圏別の 65歳以上人口に対する高齢者

向け住宅の割合は約 2.5％～約 3.8％、平均で約 3.2％となっています。そ

の内、サービス付き高齢者向け住宅だけで見ると約 0.5％～約 1.3％、平均

で約 0.9％となっています。 

 
※高齢者向け住宅 
高齢者向け優良賃貸住宅、シルバーハウジング、サービス付き高齢者向け住宅、 
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム等 

  

 

（高齢者向け住宅の市町村別供給状況） 

 

 

（サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームの市町村別供給状況） 

   

（資料）高齢者向け住宅の数は大阪府調べ（平成 28年 3月） 

65歳以上人口は、介護保険事業状況報告月報（平成 28年 3月）における第１号被保険者数 

（資料）サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホームの数は大阪府調べ（平成 28年 3月） 

65歳以上人口は、介護保険事業状況報告月報（平成 28年 3月）における第１号被保険者数 
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（高齢者向けの住宅（介護保険施設等を除く）の福祉圏別供給状況） 

 

 
 

 
 
※高齢者福祉圏 
圏 名 市  町  村 

大阪市高齢者福祉圏 大阪市 

豊能高齢者福祉圏 豊中市、池田市、吹田市、箕面市、豊能町、能勢町 

三島高齢者福祉圏 高槻市、茨木市、摂津市、島本町 

北河内高齢者福祉圏 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市 

中河内高齢者福祉圏 八尾市、柏原市、東大阪市 

南河内高齢者福祉圏 
富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河

南町、千早赤阪村 

堺市高齢者福祉圏 堺市 

泉州高齢者福祉圏 
岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠

岡町、熊取町、田尻町、岬町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）高齢者向け住宅の数は大阪府調べ（平成 28年 3月） 

65歳以上人口は、介護保険事業状況報告月報（平成 28年 3月）における第１号被保険者数 
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（１２）大阪府内のサービス付き高齢者向け住宅の現状 

   大阪府内のサービス付き高齢者向け住宅の登録数は、平成 23年の制度創

設より約４年で２万戸を超えています。 

 

（府内のサービス付き高齢者向け住宅の登録状況） 

 

 

 

また、平成 28年度に行ったサービス付き高齢者向け住宅の定期報告による

と、空室の割合全体で 21.9％であり、特に１住宅あたりの登録総戸数が 30戸

以下のものでは空室率は 26.6％となっています。入居開始から１年以上経過

しても、入居率 80％を超えていないものが 29.8％となっています。 

 

 

（サービス付き高齢者向け住宅の空室の状況） 

   

 

（資料）平成 28年 10月大阪府住宅まちづくり部調べ 

（資料）平成 28年度大阪府内のサービス付き高齢者向け住宅定期報告等結果 
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（入居開始後１年以上経過した住宅の入居率の分布） 

 

 

 

 

 

 サービス付き高齢者向け住宅の入居者のうち、要介護度１以上の方が約８割

を占めています。 

 

（サービス付き高齢者向け住宅の入居者介護度別状況） 

 

（資料）平成 28年度大阪府内のサービス付き高齢者向け住宅定期報告等結果 

（資料）平成 28年度大阪府内のサービス付き高齢者向け住宅定期報告等結果 
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（１３）全国の特別養護老人ホーム待機者数の現状 

   大阪府では 65歳以上人口における申込者の割合は全国から見ると低くな

っています。 

 

 

 

（１４）大阪府の高齢者向け住宅（有料老人ホームとサービス付き高齢者向け

住宅）の登録戸数推移 

    

    有料老人ホームの届出数は平成 23年から平成 26年までは定員数が毎

年 5,000人増加しています。サービス付き高齢者向け住宅も制度発足時の

平成 24年から平成 26年までは定員数が毎年 5,000人増加。有料老人ホー

ムもサービス付き高齢者向け住宅も平成 27年からは毎年 2,000～3,000人

の増加となっています。

 

※１ 特養入所申込者は、平成２６年３月２５日プレスリリース「特別養護老人ホームの入所申込者の状況」における人数 

厚生労働省資料を基に大阪府作成  

※２ ６５歳以上人口に占める特養入所申込者の割合は、特養入所申込者数を、６５歳以上人口（平成２５年度人口推計（総務省統計局））で割ったもの 

（資料）大阪府調べ（平成 28年７月） 
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（１５）障がい者が希望する暮らし 

 

  平成 22年度の障がい者の生活ニーズ実態調査によれば、いまの暮らしで最

も多いのは、「親や兄弟と暮らす」（39.4％）となっており、次いで「配偶者

や子どもと暮らす」、「一人で暮らす」となっています。 

一方、希望する暮らしは、「配偶者や子どもと暮らす」（30.2％）が最も多

く、次いで「親や兄弟と暮らす」、「一人で暮らす」となっています。 

  希望する暮らしになっていない割合（「希望する暮らし」と「いまの暮らし」

との差異）が最も多いものは、「友達とグループで暮らす」となっています。 

  

 

  （いまの暮らし（上位３つ）） 

 
総計 

人数 パーセント 

親や兄弟と暮らす １,６３８ ３９．４％ 

配偶者や子どもと暮らす １,１８１ ２８．４％ 

一人で暮らす ６０２ １４．５％ 

   

  （希望する暮らし（上位３つ） 

 総計 

人数 パーセント 

配偶者や子どもと暮らす １,２５７ ３０．２％ 

親や兄弟と暮らす １,０５７ ２５．４％ 

一人で暮らす ６０２ １４．５％ 

   

 （希望がより多いもの（希望－いま）） 

 総計 

（人数） 

友達とグループで暮らす １４５ 

配偶者や子どもと暮らす ７６ 

入所施設で暮らす ２４ 

 

 （資料）平成 22年度 大阪府障がい者の生活ニーズ実態調査   
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（１６）障がい者が地域で過ごす際に必要なこと、困ることなど 

 

   平成 22年度の障がい者の生活ニーズ実態調査のうち、希望する暮らしに

必要なこととして、「入居できるグループホームが多くあること」について

は、知的障がい者の回答が比較的多く、「障がい者が生活しやすい住宅（グ

ループホームを除く）が多くあること」については、全障がい区分におい

てほぼ同等の回答が認められています。 

  

   また、外出時に困ることや不便なこととして、「道路に段差がある、信号

や視覚障がい者誘導用ブロックがわかりにくい」については、身体障がい

者からの回答が比較的多い状況にあります。また、「建物の設備（階段、ト

イレ、エレベーター等）が不便」については、身体障がい者及び難病患者

からの回答が比較的多く、「公共交通機関（バス・電車など）が利用しにく

い」では、発達障がい者以外の障がい者からの回答が比較的多くなってい

ます。 

 

（大阪府の障がい者が地域やまちで過ごす際に必要なこと、困ることなど） 

 

 （資料）平成 22年度 大阪府障がい者の生活ニーズ実態調査 
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３ 用語の解説 
 

○ あいあい住宅 
高齢者や障がい者に配慮したすまいづくり
を推進するため、高齢化により介助が必要にな
った場合や車いすを使用することになった場
合でも、可能な限り住み慣れた住宅できるだけ
長く、安心して住み続けることができるよう配
慮した住宅。 
 
○ あんしん賃貸検索システム 
高齢者、低額所得者、障がい者、外国人、子
育て世帯の入居を拒まない賃貸住宅と、その仲
介を行う協力店、入居の支援を行う団体や相談
の窓口等の情報発信を行う、大阪府と Osakaあ
んしん住まい推進協議会が運営するサイトで
す。 
 
○ 大阪あんしん賃貸支援事業 
民間の賃貸住宅に入居を希望する高齢者、障
がい者、低額所得者、子育て世帯および外国人
が円滑に入居できる民間賃貸住宅等の登録を
行う制度。 
 
○ 大阪の住まい活性化フォーラム 
中古住宅の質やイメージの向上、府民が安心

して住める市場の環境整備の観点から、中古住
宅流通・リフォーム市場の活性化を図り、もっ
て府民の住生活の向上と大阪の地域力や安全
性の向上に資することを目的に、中古住宅流通
やリフォーム・リノベーションに関わる民間団
体・事業者、公的団体により設立されたフォー
ラム。 

 
○大阪府高齢者計画２０１５（高齢者計画） 
老人福祉計画及び介護保険事業支援計画の
一体的な計画。高齢者の年齢や心身の状況に関
わらず、可能な限り住み慣れた地域で暮らし続
けることができる地域包括ケアシステムの実
現を目指し、そのために高齢者が主体性をもっ
て生活することができるよう、みんなで支え合
う地域づくり、社会づくりを行うことを基本理
念としている。 

 
○大阪府障がい者計画 
障害者基本法に基づく障がい者のための施

策に関する基本的な事項を定める中長期の計
画で、大阪府における障がい者の状況等を踏ま
えて策定するもの。 

 
○ 大阪府福祉のまちづくり条例 
高齢者、障がい者をはじめ、すべての人が自
由に安心してまちに出かけられるよう、不特定
かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、
障がい者等が利用する建築物や道路、公園等の
都市施設を、安全で容易に利用できるよう整備
し、豊かな福祉社会の実現に資することを目的
とする条例。平成 4年 10月 28日条例制定。 

 

○親なき後 
障がいのある人が家族等によって自宅で介
護等を受けている場合において、その家族等が
高齢になったり死亡することにより、その介護
等を受けられなくなること。その後の介護や財
産管理などをどうするかという問題が発生す
る。 
 
○介護サービス 
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する
疾病等により要介護状態となった者（要介護者
等）に対し、これらの者がその有する能力に応
じ自立した日常生活を営むことができるよう
提供される保健医療サービス及び福祉サービ
スの総称。保険制度で行われる介護保険サービ
スでは、要介護者に対し提供される介護給付と
要支援者に対し提供される予防給付があり、主
なサービスに、訪問介護（ホームヘルプ）や通
所介護（デイサービス）、短期入所生活介護（シ
ョートステイ）などの「居宅サービス」、介護
老人福祉施設などの「施設サービス」、原則と
して所在市町村の住民のみが利用できる認知
症対応型共同生活介護（グループホーム）など
の「地域密着型サービス」がある。 
 
○ 居宅サービス 
訪問サービス（訪問介護、訪問看護等）、通
所サービス（通所介護等）、短期入所サービス
（短期入所生活介護等）、特定施設入居者生活
介護、福祉用具貸与・販売など、居宅において
受ける介護サービス。 

 
○ 居住支援協議会 
「住宅セーフティネット法」に基づき、低額

所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを
育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を
要する者(住宅確保要配慮者)が民間賃貸住宅
等に円滑に入居できるよう支援するために、地
方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管
理する事業を行う者、居住に係る支援を行う団
体等が、必要な措置について協議する組織。大
阪府では平成 23 年度から実施してきた「大阪
府と不動産関係団体との意見交換会」を発展さ
せ、「Osakaあんしん住まい推進協議会」を平成
27年３月に設立した。住宅確保要配慮者及び民
間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の
支援を行っている。 
 
○緊急通報装置 
 高齢者・障がい者の心身の状況が急変した場
合等に、緊急通報先に通報することが可能な装
置。 
 
○ グループホーム 
介護保険法に基づく認知症高齢者グループ
ホームと、障害者総合支援法に基づくグループ
ホームがある。認知症高齢者グループホームは、
認知症のための介護を必要とする方が少人数
で共同生活を営む住居（グループホーム）にお
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いて介護を行うサービス。障害者総合支援法に
基づくグループホームは、主として夜間におい
て、共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せ
つ又は食事の介護その他日常生活上の支援を
行うサービス。 
 
○ 公営住宅 
公営住宅法に基づき、国及び地方公共団体が
協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる
住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得
者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転賃する
ことにより、国民生活の安定と社会福祉の増進
に寄与することを目的として供給される住宅。 
 
○ 公的資産 
国や地方公共団体、公的団体が所有する資産。

特に、公営施設や公営住宅※等の不動産を指す
場合が多い。 
  
○ 公的賃貸住宅 
本計画では、公営住宅、都市再生機構賃貸住
宅、地方住宅供給公社賃貸住宅等の公的主体に
より経営される賃貸住宅を指す。このほか、特
定優良賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅、
地方公共団体が整備に要する費用の一部を負
担して整備の推進を図る賃貸住宅を含む場合
もある。 
 
○ 高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に
関する法律（バリアフリー法） 
高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社
会生活を確保することの重要性にかんがみ、公
共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外
駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備
を改善するための措置、一定の地区における旅
客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成
する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体
的な整備を推進するための措置その他の措置
を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動
上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向
上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資
することを目的とした法律（平成 18 年法律第
91号）。 
 
○ 高齢者・障がい者向け住宅改造相談のため
の研修 
中古住宅流通やリフォーム・リノベーション
に関わる民間団体・事業者、公的団体により設
立した「大阪の住まい活性化フォーラム」が主
催する研修で、建築技術者が高齢者・障がい者
向け住宅改造の相談に的確に応じることがで
きるよう必要な基本的知識や具体的な進め方
について理解を深めることを目的に、事業者の
技術力向上の一環として実施している。 
 
○ 高齢者住まい法（高齢者の居住の安定確保
に関する法律） 
高齢者が日常生活を営むために必要な福祉
サービスの提供を受けることができる良好な

居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等の
登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を
備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進す
るための措置を講じるなど、高齢者の居住の安
定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与
することを目的とした法律。平成 13 年４月６
日制定、平成 23年６月 24日最終改正。 
 
○高齢者生活支援施設 
高齢者の生活を支援する施設として、スマー
トウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱
により定義している施設 
 ・（看護）小規模多機能型居宅介護事業所 
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 
 ・食事サービス施設 
 ・交流施設など 
 
○高齢者向け優良賃貸住宅 
高齢者の安全で安定した居住の確保を図る

ため、高齢者向け優良賃貸住宅を供給する民間
の土地所有者、地方住宅供給公社等に対し、建
設及び改良に要する費用の一部と家賃の減額
に要する費用に対して補助することにより、高
齢者が低廉な家賃負担で入居できる優良な賃
貸住宅。 
 
○ コミュニティソーシャルワーカー（CSW） 
 コミュニティソーシャルワークとは、イギリ
スにおいて提案されたコミュニティに焦点を
あてた社会福祉活動・業務の進め方で、地域に
おいて、支援を必要とする人々の生活圏や人間
関係等環境面を重視した援助を行うとともに、
地域を基盤とする支援活動を発見して支援を
必要とする人に結びつけたり、新たなサービス
を開発したり、公的制度との関係を調整したり
することをめざすもの。コミュニティソーシャ
ルワーカーとは、このコミュニティソーシャル
ワークを行う者をいう。 
 
○ サービス付き高齢者向け住宅 
面積要件やバリアフリー構造等の一定の基
準を満たし、見守りや生活相談等の高齢者を支
援するサービスを提供する高齢者向け住宅の
こと。高齢者の居住の安定確保に関する法律
（高齢者住まい法）の改正（平成 23 年 4 月公
布、10月施行）に伴い、これまでの高齢者円滑
入居賃貸住宅及び高齢者専用賃貸住宅の登録
制度は廃止となり、サービス付き高齢者向け住
宅制度が都道府県知事（指定都市又は中核市に
あたってはその長）への登録制度として新たに
創設された。 
 
○施設・居住系サービス 
介護老人福祉施設等に入所・入居している方に
提供する介護サービス。介護老人福祉施設（特
別養護老人ホーム）、介護老人保健施設（老健）、
介護療養型医療施設において提供される「施設
サービス」と、認知症対応型共同生活介護、特
定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設
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入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホー
ム等において提供される「居住系サービス」が
ある。介護保険事業支援計画で必要入所（利用）
定員総数が定められ、計画的な整備を行ってい
る。 
 
○ 重度障がい者等住宅改造助成事業 
重度の障がいのある人が、障がいの状況に応
じて、日常生活の基礎となる住宅を安全かつ利
便性の優れたものに改造するための費用を助
成する市町村に対して支援する事業。 
 
○ 障がい者福祉施設 
高齢者の生活を支援する施設として、スマー

トウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱
により定義している施設 
 ・障がい児入所施設 
 ・身体障がい者福祉センターなど 
 
○ シルバーハウジング 
 住宅施策と福祉施策の緊密な連携のもとに、
高齢者の安全や利便に配慮した設備・設計とす
るとともに、生活援助員（ライフサポートアド
バイザー（LSA））による安否の確認や生活相談、
緊急時の対応などの福祉サービスが適切に受
けられるよう配慮された住宅。地方公共団体、
地方住宅供給公社、都市再生機構の供給する賃
貸住宅等により行う。 
 
○ ストック 
ある一時点に存在する物。在庫。住宅政策に
おける住宅ストックとは、既存の住宅のこと。 
 
○ 住まうビジョン・大阪 
住生活基本法に基づく、「大阪府住生活基本

計画」。 
都市の活力の源は「人」であるということを
基本的な考え方とし、大阪ならではの魅力を存
分に活かし、「住まうなら大阪」と思える、多
様な人々が住まい、訪れる都市を創造すること
を基本目標としている。 
【住まうビジョン・大阪における本計画に関連
する「みんなでめざそう値」】 
①高齢者生活支援施設を併設するサービス
付き高齢者向け住宅の割合は、国の住生活
基本計画による指標 
②鉄道駅舎のバリアフリー化率は、平均利用
者数 3,000 人／日以上の鉄軌道駅のうち、
エレベーターにより段差が解消されてい
る駅の割合    
③高齢者の居住する住宅のバリアフリー化
率は、住宅土地統計調査による高齢者のた
めの、以下の５つの設備のいずれかに該当
する住宅 

  ・手すりがある 
  ・またぎやすい高さの浴槽 
  ・廊下などの幅が車いすで通行可能 
  ・段差のない屋内 
  ・道路から玄関まで車いすで通行可能 

④賃貸住宅における入居差別の状況は、大阪
府と宅地建物取引業の業界団体（不動産に
関する人権問題連絡会）と共同実施した調
査で、過去 5年以内に賃貸住宅の媒介に際
して家主から高齢者及び障がい者に対す
る入居拒否の申し出を受けたことのある
宅地建物取引業者の割合 

⑤一定の質を備えたあんしん賃貸住宅の数
は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃
貸住宅で、耐震性能を有する住宅数 

 
○ スマートウェルネス住宅等推進事業 
高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世代

が交流し、安心して健康に暮らすことができる
「スマートウェルネス住宅」を実現するため、
サービス付き高齢者向け住宅の整備、住宅団地
等における併設施設の整備、高齢者、障害者、
子育て世帯の居住の安定確保・健康維持増進に
係る先導的な住まいづくりの取組みを支援す
る事業。住宅団地等における高齢者生活支援施
設等の併設施設の整備に対して国が整備費の
一部を補助する「スマートウェルネス拠点整備
事業」、高齢者や障がい者等の居住の安定確保
及び健康の維持・増進に資する事業の提案を公
募し、国が事業の実施に要する費用の一部を補
助する「スマートウェルネス住宅等推進モデル
事業」及び「サービス付き高齢者向け住宅整備
事業」の３つの事業で構成される。 

 
○ 生活困窮者自立支援法 
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強
化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支
援事業の実施や住居確保給付金の支給その他
の支援を行うための所要の措置。（平成 27年４
月施行） 
 
○ 生活支援サービス 
在宅の高齢者等の自立した生活を支援する
ため、行政や民間事業者等が行う保健福祉等の
サービス。配食サービスや軽度生活援助、見守
り、安否確認など。 
 
○ 宅地建物取引業者 
宅地建物取引業（宅地若しくは建物（建物の

一部を含む。）の売買若しくは交換又は宅地若
しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若
しくは媒介をする行為で業として行なうもの
をいう。）の免許を受けて、業を営む者 (宅建
業法 2条 3号)。 
 
○ 宅地建物取引業者に関する人権問題実態調   
  査 
大阪府と宅地建物取引業の業界団体（不動産

に関する人権問題連絡会）が共同で実施する、
府内の宅地建物取引業者を対象に 6年に一度行
う調査 
その調査項目の中に、宅地建物取引業者が、
「過去 5以内に家主から高齢者、障がい者等の
入居を断るように言われたこと経験があるか」
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というものがある 
 
○ 宅地建物取引業法に基づく指導監督基準 
宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者
によるコンプライアンス向上の取組みを促進
し、違反行為及び適正を欠く行為の未然防止を
図るため、大阪府知事が指導監督を行う場合の
統一的な基準。 
 
○ 地域移行 
障がい者が施設・病院から退所・退院して地
域で暮らすようになること。また、それのみな
らず、自らが選択した地域で必要なサービスや
資源を利用し、安心した生活を継続すること。 
 
○ 地域包括ケアシステム 
ニーズに応じた住宅が提供されることを基
本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確
保するために、医療や介護、予防のみならず、
福祉サービスを含めた様々な生活支援サービ
スが日常生活の場（日常生活圏域）で一体的に
提供できるような地域での体制。 
 
○ 地域密着型サービス 
要支援・要介護状態となっても、できるだけ
住み慣れた自宅や地域で生活が続けられるよ
うに設けられたサービスで、原則として所在市
町村の住民のみが利用できる。主なサービスに
認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活
介護（グループホーム）、小規模多機能型居宅
介護、地域密着型特別養護老人ホームなどがあ
る。 
 
○ バリアフリー 
高齢者や障がい者をはじめ、誰もが社会生活
を行う上で障壁（バリア）となるものを、ハー
ド・ソフトの両面から除去すること。 
 
○ バリアフリー法 
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律。従来の「交通バリアフリー法」と
「ハートビル法」の 2つの法律を統合、拡充し
て制定された。公共交通機関や道路、建築物等
の整備や、一定の地区におけるこれらの間の経
路の一体的な整備を推進し、公共の福祉の増進
に資することを目的とする。平成 18年施行。 
 
○ ヒートショック 
暖房の効いた部屋から寒い廊下に出たとき
などに起こり、温度の急変により脈拍や血圧が
上昇することで心筋梗塞や脳卒中等を引き起
こす要因となる。 
 
○ ふれあいリビング 
高齢者がお互いに交流し助け合い、生きがい
のある自立した生活が実現できるように、食事
や団らん及びサークル活動等が行える「ふれあ
いの場」として集会所に厨房等を整備し、相互
扶助活動を通じて自立した生活の実現を目指

すもの。 
 
○ 密集市街地 
老朽化した木造建築物が建ち並び、狭い道路

が多く公園などの公共的な空間・空地が少ない
ために、地震時等に建物の倒壊や大規模な火災
などの甚大な被害が発生する危険性が高い市
街地。戦前からの市街地や高度経済成長期の人
口急増等により都心部周辺で形成されたもの
が多い。 
 
○ 密集事業 
老朽住宅の密集、公共施設の著しい不足等が

認められる住宅市街地において、住宅事業の改
善、公共施設等の整備、老朽住宅の建替え促進
等を行うことにより防災性の向上、居住環境の
整備及び良好な住宅の供給を図る事業。（住宅
市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）
は平成 22 年度に社会資本総合交付金に整理さ
れている。） 
 
○ 見守り拠点施設 
地域コミュニティ活動の支援拠点の一つで
ある和泉市において、高齢者の見守り活動の拠
点として、市営住宅の空家を地域の誰でも使用
できるよう団らん室として開放している。また、
一人ぐらしの高齢者の孤独死やひきこもり防
止のため、65 歳以上の市営住宅居住者のうち、
見守り支援を希望した者の安否確認や生活相
談などを実施している。 
 
○ 家賃債務保証 
賃貸住宅への入居を支援するため、賃貸住宅
に入居する際の家賃債務等を保証すること。 
 
○ 有料老人ホーム 
 高齢者を入居させ、入浴、排せつもしくは食
事の介護、食事の提供その他日常生活上必要な
洗濯、掃除等の家事又は健康管理の便宜を供給
する事業を行う居住施設 
 
○ ＭＡＩ（マイ）ハウス 
 浴槽・洗い場・便器の種類、流し台の高さ、
手すりの位置等を入居予定者の障がいの内容
や程度に応じて設計する車いす常用者世帯向
けの府営住宅。ＭＡＩハウスの名前は、
Mobility（車いすで自由に動けること）、
Adjustable（障がい者に柔軟に対応できるこ
と）、Intensive（重度の障がいに対する配慮が
されていること）の頭文字を取って名付けられ
た。 
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大阪府高齢者及び障がい者住宅計画等審議会 審議経過 

 

□第４回審議会（平成 27年９月 30日） 

・諮問「大阪府高齢者・障がい者住宅計画の改定について」 

・議論の進め方 

・大阪府高齢者・障がい者住宅計画の説明と実績について 

・大阪府住宅まちづくりマスタープランと関連計画について 

 

□第５回審議会（平成 27年 12月 16日） 

  ・第４回審議会を踏まえた論点の整理について     

  ・公的賃貸住宅のストック活用について 

 ・サービス付き高齢者向け住宅の方向性について 

    

□第６回審議会（平成 28年１月 25日） 

  ・第５回審議会を踏まえた論点の整理について     

 ・大阪府高齢者・障がい者住宅計画（大阪府高齢者居住安定確保計画） 

改定にかかる中間とりまとめ（案）について 

  ・大阪府内の高齢者の住まいの現状と国の最近の動向について 

      

□第７回審議会（平成 28年３月 31日） 

  ・中間とりまとめで示された論点の整理について     

  ・大阪府高齢者・障がい者住宅計画（大阪府高齢者居住安定確保計画） 

改定における、住まうビジョン・大阪との整合性と方向性について 

      

□第８回審議会（平成 28年９月 21日） 

  ・第７回審議会までの審議内容を踏まえた論点の整理について 

  ・現行計画の進捗状況などを踏まえた改定計画の構成について 

  ・民間賃貸住宅等を活用した高齢者・障がい者向けの住まいについて 

 

□第９回審議会（平成 28年 11月 17日） 

  ・第８回審議会を踏まえた論点の整理について 

・答申骨子（案）について 

 

□第１０回審議会（平成 28年 12月 22日） 

  ・「大阪府高齢者・障がい者住宅計画の改定について」答申案について 
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大阪府附属機関条例 

 

昭和二十七年十二月二十二日 

大阪府条例第三十九号 

最終改正 平成二八年一〇月二八日条例第八五号 

 

 

（趣旨） 

第一条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、府が設置

する執行機関の附属機関について、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百三十八条の

四第三項、第二百二条の三第一項及び第二百三条の二第四項の規定に基づき、その設置、担任す

る事務、委員その他の構成員（以下「委員等」という。）の報酬及び費用弁償並びにその支給方

法その他附属機関に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第二条 執行機関の附属機関として、別表第一に掲げる附属機関を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定について審査させ、及びその業務の実

施状況等に関する評価について調査審議させるため、別表第二の上欄に掲げる執行機関の附属機

関として、同表の中欄に掲げる公の施設についてそれぞれ一の指定管理者選定委員会及び指定管

理者評価委員会を置き、その名称は、同表の下欄に定める名称を冠するものとする。 

 

（報酬） 

第三条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円を超えない範囲内において、当該附属機関を設置す

る執行機関が定める額とする。 

２ 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。 

３ 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。 

 

（費用弁償） 

第四条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例（昭和四十年大阪府条例第三十七号）

による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額を超えない範囲内において、当該附属機関を

設置する執行機関が定める額とする。 

２ 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。 

３ 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の

額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。 

 

（支給方法） 

第五条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常

勤の職員の例による。 

 

（委任） 

第六条 この条例に定めるもののほか、府が設置する執行機関の附属機関の組織、委員等の報酬及

び費用弁償の額その他附属機関に関し必要な事項は、当該執行機関が定める。 

 

附 則（略） 

別表第一（第二条関係） 

一 知事の附属機関 
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名称 担任する事務 

大阪府高齢者及び障がい者住宅計画等

審議会 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第

二十六号）第四条第一項の計画並びに住生活基本法（平成

十八年法律第六十一号）第十七条第一項の計画に即した高

齢者及び障害者の住生活の安定の確保及び向上の促進に

関する計画の策定及びその推進に関する施策についての

調査審議に関する事務 

二 教育委員会の附属機関（略） 

三 知事及び教育委員会の附属機関（略） 

別表第二（第二条関係）（略） 
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大阪府高齢者及び障がい者住宅計画等審議会委員名簿 

 

 

 

会  長  三浦 研    京都大学大学院工学研究科 教授 

会長代理  佐藤 由美   奈良県立大学地域創造学部 准教授 

委  員  上道 久美子  （公社）大阪介護支援専門員協会 副会長（平成 28年 8月 24日まで） 

      奥田 雅博   （社福）大阪府障害者福祉事業団きたおおさか福祉センター長兼明光ワークス 所長 

      奥野 清文   河南町まち創造部 部長（平成 28年 11月 17日から） 

      黒田 研二   関西大学人間健康学部 教授 

      黒田 隆之   桃山学院大学社会部 准教授（平成 28年 9月 29日まで） 

      竹内 裕幸   （社福）大阪手をつなぐ育成会 理事 

      谷 誠次    泉大津市都市政策部 部長（平成 28年 8月 24日まで） 

谷口 富士夫  四條畷市健康福祉部 部長 

田伏 泰久   田尻町事業部 部長（平成 28年 8月 24日まで） 

      中谷 ゆかり  熊取町健康福祉部 部長（平成 28年 8月 24日まで） 

      野口 勉     （一財）大阪府老人クラブ連合会 会長（平成 28年 9月 16日から）  

本吉 則夫   （一財）サービス付き高齢者向け住宅協会 事務局長 

      山口 健太郎  近畿大学建築学部 准教授 

山下 修     （一財）大阪府老人クラブ連合会 会長（平成 28年 8月 24日まで） 

      横手 喜美恵  （公社）大阪介護支援専門員協会 副会長（平成 28年 9月 16日から） 
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