
 

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 

養 父 市 

住 宅 
マ ス タ ー 
プ ラ ン 
（養父市住生活基本計画） 

文化・自然・豊かな暮らし 

未来へつなぐ養父市らしい住まいづくり 
 

養 父 市 

概 要 版  



2 

 

住宅マスタープランの策定の目的  

養父市住宅マスタープランは、市域の住宅や住環境に対するニーズに的確に対応した住宅施策を推進するた

め、養父市の地域特性、住宅事情、住宅需要の状況・動向を把握し、今後の住宅政策の課題を整理するととも

に、国、兵庫県及び養父市の関連上位計画などと調和を図りながら、養父市の特性に応じた住宅政策を計画的、

総合的に推進し、その実現を図るための基本計画として、策定することを目的とします。 

 

養父市の住宅を取り巻く現状と課題 
 

１. 人口減尐や尐子高齢化で地域活力の減退が懸念されており、定住を促す積極的な住宅
政策が必要 

○人口減尐や尐子高齢化の進展が続く状況が想定され、空き家も増加しつつある中、地域の活力を増進
させ、住み続けられるまちを作っていく上で、住宅政策の役割は非常に大きく、市内への定住を促す
積極的な住宅政策が必要である。 

○ただし、社会全体で人口減尐や尐子高齢化が進むとともに、隣接する他市も同様の状況にあり、どの
ように差別化を図るかも大きな課題である。 

２. 養父市の風土を活かした特徴的な暮らし方や住宅があり、それらを上手く活かした住
宅政策が必要 

○豊かな自然とゆとりある住宅・住環境に恵まれた暮らしやすい土地柄であり、親世帯と子世帯が同
居・近居をする暮らし方が比較的多くみられる。 

○三階建てが特徴的な養蚕住宅、マヤを併設する農家住宅、明延の鉱山住宅など、養父市の風土を活か
した特徴的な住宅ストックがある。 

○このような特性や特徴ある住宅ストックを活かし、養父市の個性ある住文化として評価し、継承する
ことが重要である。 

３. 耐震性能やバリアフリー化が十分でない住宅が多いが、既存ストックを積極的に活用
して、より安全で快適に暮らし続けられる住宅ストックの形成が必要 

○住宅ストックは量的には充足しており、今後は、既存ストックの活用により、今の暮らしや住宅の質
をいかに高めるか、という視点が必要である。 

○養父市では特に、今住んでいる住宅をリフォームしながら、住み続けていく意識が高く、「住宅を適
切に維持管理をしながら長く使う文化」が旧来から継承され定着していると言える。 

○一方で、昭和３５年以前の築後５０年以上経過している古い住宅ストックが多く、耐震性能に課題が
あると考えられる。また、バリアフリー化や環境性能に課題のある住宅も多いと考えられ、今後は、
安全で快適に暮らしていけるような住宅ストックの改善が必要である。 

４. 豊かに住み続けることができる住宅づくりと生活環境の確保が必要 

○定住促進を進めると共に、高齢化にも対応する必要性が高まる中、より安心して快適に暮らすことの
できる住宅・住環境が求められるため、医療・福祉等との連携も視野に入れ、安心して暮らすことの
できる住宅ストックの形成や、生活に必要な利便性を確保できる施策の推進が重要である。 

○集落人口の減尐に伴い、生活に不便や不安を感じる世帯も増加しつつあると考えられ、生活支援のあ
り方や集落の配置のあり方なども視野に入れた検討も必要である。 

５. セーフティネット機能を基本としつつ、公営住宅の役割のあり方について、再構築が必要 

○公営住宅は主に低所得者向けのセーフティネットとしての役割を担っており、養父市においてもその
機能を維持することが基本であるが、養父市における公営住宅に対するニーズや入居実態とあわせ、
公営住宅の維持コストも考慮しながら、定住施策等とも連動した養父市独自の位置づけを検討するこ
とが必要である。 

○また、老朽化した住宅ストックも多いことから、それらの計画的な改善も検討する必要がある。 
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養父市の住宅を取り巻く現状と課題 

基本理念  

養父市における住宅政策を推進する上で、基本的な考え方となる基本理念を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

養父市における住宅・住環境の将来像  

住宅政策の基本理念に基づき住宅マスタープランの推進を図ることにより、次のような住宅・住環境の将来

像をめざすこととします。 

 

将来像①：伝統的な養蚕住宅等を活かした都市住民の受け入れと集落の活性化 

伝統的な農家住宅・養蚕住宅の特長をうまく活かしたリフォームをし

て快適に暮らしたり、中には、養父市内の農産物や但馬牛などを使った

レストランなどを開業する人やアーティストなども増え、集落の賑わい

や文化、雇用などの面にもよい刺激を与えています。 

将来像②：同居や近居がしやすく、多世代が交流し支え合う暮らし 

親世帯と子世帯が同居して支え合いながら暮らすスタイルが多くあ

ります。 

また、若い世帯が「離れ」を建てたり、実家の近くの分譲地や公営住

宅で暮らす「近居」のスタイルも増えるなど、多世代が交流し支え合う

暮らしのスタイルが様々な形で増えていきます。 

将来像③：高齢者等が住み慣れた地域で住み続けられる暮らし 

加齢や体調の変化などにより住み替えが必要になった場合に、その状

況に応じて地域内の住宅を選択し、安全な暮らしを送ることができます。 

文化・自然・豊かな暮らし 

未来へつなぐ養父市らしい住まいづくり 

①養父市に暮らす人
を増やしまちを元
気にする 

 
 

定住を促進しまちの活力を

生み出す住宅政策を進める 

②養父市の暮らしの
文化を大切にした
豊かな暮らし方を
提案する 

 

養父市ならではの住まいを

活かした住宅政策を進める 

③養父市で永く暮ら
し続けられる環境
を整え、次の世代に
引き継ぐ 

 

養父市での持続的な暮らしを

可能にする住宅政策を進める 

④市民・事業者・行政
が協働してよりよ
い住まいづくりを
推進する。 
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養蚕住宅の改修事例 

住宅政策の基本方針と基本的な施策体系 

住まいづくりの基本理念に基づき、推進すべき住宅政策の５つの基本方針（住宅政策の柱）と基本的な施策

体系を次のように示します。 

 
 

基本方針１ 定住の受け皿となる住宅の確保と環境整備 

養父市では、人口の転出、高齢化などの影響で、人口減尐が避けられない見通しであり、定住促進による

市の活力の維持・創造が大きな市政課題となっています。 

そのような中、本市では、養父市定住促進条例を制定するなど、定住促進に向けた支援策を講じてきまし

た。そこで、これらの動きをさらに拡充させつつ、新たな施策も採り入れ、定住促進を積極的に進めていき

ます。 

【基本的な施策体系】 

①定住政策の拡充と他施策との連携 

●定住促進施策の継続と積極的な PR作戦の展開 

●定住の受け皿となる住宅の整備・誘導 

●養父市の暮らしの相談体制の充実 

②空き家の利活用の促進 

●空き家情報の集約・提供 

●空き家活用に向けたコーディネート機能の充実 

 
 
 
 

基本方針２ 養父市の特徴を活かした他にはない暮らし・住宅のプロデュース 

養父市は豊かな自然に恵まれた暮らしやすい土地柄であり、同居・近居によるコミュニティのつながりが

今でも息づいています。また、鉱山の労働者住宅、養蚕住宅、農家住宅など、独特の生活文化や住宅が市内

に多数見られ、これらが他市には無い本市の大きな特徴となっています。 

こうした養父市の特徴的な暮らしの文化に着目し、他では味わえない養父市独自の暮らし・住宅として積

極的にプロデュースする、新たな定住促進施策を展開していきます。 

【基本的な施策体系】 

①多世代同居・近居の推進 

●多世代同居のモデル住宅の検討 

●多世代同居・近居の積極的な PR作戦の展開 

②養蚕住宅や鉱山住宅など個性的なストックの利活用 

●文化・芸術と連携した居住施策の推進 

●農家住宅等を活用した飲食・物販・生活サポート施設等の誘致 

③豊かな自然を活かした住宅供給の促進 

●豊かな自然に囲まれた暮らしを楽しめる住宅の整備の誘導 

多世代同居 
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市内に整備されている 
グループホーム 

 

基本方針３ 安全・安心な住宅・住環境の確保 

本市における住宅ストックには、昭和 56年以前の耐震性に課題のある可能性が高いものが多いとともに、住宅

のバリアフリー化が遅れているものが多いなど、住宅の安全性に課題のあるストックが尐なくありません。 

そのため、市民が安全に暮らすことのできる住宅・住環境の確保に向けて、住宅の耐震性能の向上やバリ

アフリー化の推進などに取り組みます。 

【基本的な施策体系】 

①住宅のバリアフリー化の促進 

●市民が適切なバリアフリー化工事に取り組むための情報発信と相談体制の整備 

●バリアフリー工事に関連する事業者の技術力の向上に向けた情報共有の場の整備 

②住宅の耐震化・火災予防の促進 

●わが家の耐震改修促進事業の利用促進による既存住宅の耐震性の向上 

●地域団体と連携した火災警報機の設置促進 

③災害に強い住まいづくり・まちづくりの推進 

●水害や土砂災害対策等の推進 

●自主防災組織の育成及び活動支援 

 

基本方針４ 養父市で永く暮らせる豊かな住宅・住環境の確保 

高齢化が進む中、誰もが住み慣れた地域や養父市内で住み続けることができるよう、バリアフリー化された住

宅で必要なサポートを受けながら安心して暮らすことのできる住宅や住まいを確保することが重要です。 

また、現に居住している住宅ストックを、ライフステージに応じて利用しやすく快適に居住できるものに

改善しながら住み続ける、「住み継ぐ住文化」を継承・育成していくことが重要です。 

【基本的な施策体系】 

①医療・福祉などと連携した養父市内で住み続けられる住まいづくりの推進 

●高齢者向けのケア付き住宅等の整備 

●各地区で住み続けるための生活拠点、交流拠点の整備推進 

②住宅を長く使い続けるためのリフォームの推進 

●適切なリフォームを促進するための支援制度の構築 

●市民が安心してリフォームに取り組むための情報発信と相談体制の整備 
 

基本方針５ 住宅のセーフティネット機能の確保 

市内で建設されてきた公営住宅ストックが果たしてきた役割を踏まえつつ、今後の公営住宅の方向性につ

いて定めていく必要があります。 

一方、老朽化した公営住宅ストックには空き家も多く見られ、安全上の課題を抱えているものもあり、人

口も減尐に転じている中、本市の適正な公営住宅の戸数についても検討が必要となっています。 

そこで、市内の住宅需要の状況等に即して、住宅困窮層へのセーフティネット機能を軸としながら、統廃

合・建て替え等による公営住宅ストックの有効活用を推進します。 

【基本的な施策体系】 

①市営住宅ストックの適切な更新と有効活用 

●市営住宅の再編と新たな居住者層への対応 

②民間活力の活用によるセーフティネット機能の強化 

●民間賃貸住宅ストックによるセーフティネット機能の強化 
 

住宅のバリアフリー化 
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住宅政策の推進戦略 

総合的な施策展開による推進イメージ 

本マスタープランで位置づけた施策を総合的に展開することにより、基本理念に掲げた「まちを元気にする」

「豊かな暮らし方」「暮らし続けられる環境」の実現を図ります。 

 

 

①住み慣れた地域や集落内で住み続け、地域・集落の持続性を高める施策展開 

住みなれた地域や集落内で住み続けたいという居住ニーズに対応すると共に、今後増加することが見込

まれる空き家の活用を促進することにより、地域・集落の持続性を高める施策展開を総合的に推進します。 

 

 

 

②多世代が交流し支え合いながら住み続けられるまちとするための施策展開 

同居や近居など、子どもから高齢者まで多世代が交流し支え合いながら暮らすことのできる住まい方を

促進する施策を推進します。 

 

情報提供 
定住奨励金などの活用 

集落 

空き家 

空き家を活用した
交流拠点の整備 

生活支援機能の整備 
（診療所、購買機能等） 

定住の促進 
（UIターンなど） 

個性ある住まいへの移住・活用 
（アーティスト・飲食店等） 

市･NPO等 

空き家情報の集約 

市中心部など利便性が高く、安心して暮らせる
機能のついた住宅への住み替えや一時居住 
（例：病院周辺のケア付き住宅など） 

バリアフリー化された公
営住宅等への住み替え 

コーディネーター
の設置 

集 落 

市 

親世帯 

同居しやすい住まい
への建て替え・改修 

子世帯 

集落内小規模
分譲の推進 

市内近隣集落 

空き家 

分譲地 

公営住宅 

情報提供 
定住奨励金などの活用 
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③住宅に関する情報発信により養父市らしい住まいづくりを進める施策展開 

UI ターンなどの移住促進や、空き家の活用促進、同居やリフォームなど養父市らしい暮らし方の促進

など、多様な住宅施策を推進するため、市内外に向けて積極的な情報発信に努めます。 

また、定住や空き家活用に関するコーディネーターや民間事業者による情報提供、但馬長寿の郷や但馬

ふるさとづくり協会など関係機関との協力など、多様な主体との連携による情報収集・発信を推進します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

重点的に推進すべき施策  

総合的な施策展開による推進を図るため、次に掲げる施策を重点的に推進することとします。 

 

重点的に推進すべき施策 具体的な取り組み 

①空き家ストック活用推進の仕組みの構築 

●空き家活用に向けた情報収集と情報発信 

●空き家の貸し手と借り手のマッチング 

●空き家の活用促進に向けた取組 

●危険な空き家等の撤去に向けた取組 

②移住支援に関する相談体制・情報提供の

整備 

●移住者向けの情報発信 

●移住者向けの相談体制 

③地域で住み続ける受け皿としての市営住

宅の活用促進 

●高齢者が安心して住み続けられる高齢者向け住宅としての活用促進 

●若年層やＵＩターン者向けなど、移住者向けの住宅としての活用促進 

●耐用年限を越えた市営住宅の再編 

④定住の受け皿としての宅地供給の促進 
●市有地を活用した宅地供給の促進 

●集落内の余剰地を活用した小規模な宅地供給の促進 

⑤養父市らしい住宅・住まい方に関する研

究と情報発信 

●養父市らしい住宅・住まい方に関する情報収集 

●養父市らしい住宅・住まい方に関する研究と情報発信 

同居やリフォーム、同居に関す
る設計コンペ・アイデア募集 

空き家物件に関する情報
(空き家情報バンク) 

移住希望者
向け情報 

住宅に関する
情報の発信 

ホームページ・広報等 

マスメディア
の活用等 

より良い住宅の改修・建設 

UIターンなどの促進 

コーディネー
ターの設置 

民間事業者による情報
提供・アドバイス 

イベントなど観光施策
等と連携した情報発信 

但馬長寿の郷や但馬ふるさとづく
り協会など関係機関との協力 

定住奨励金などの活用 
￥ 
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養父市 都市整備部 都市計画課 

平成 23年 3月 

〒667-0198 兵庫県養父市広谷 250-1  Tel:(079)664-1981 


