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２．用語解説 

 

空き家管理代行サービス制度 ※33 

何らかの理由で空き家となった住宅を所有者に代わって管理を行うサービス制度案。そ

のまま放置しておけば空き家は、老朽化の進行、不審者の侵入やゴミ捨て、雑草の繁茂な

ど、防犯・防災の点で不安となるが、代理管理を行うことで不安解消につながるとともに、

良好な住環境の維持ができる。 

空き家率 ※8 

総住宅数に占める「空き家」の割合。空き家には、賃貸・売却のための空き家や別荘な

どが含まれる。 

エコ住宅 ※17 

地球温暖化防止などの地球環境保全を促進する観点から、エネルギー・資源・廃棄物な

どの面で適切に配慮された住宅。省エネ基準に適合する使用エネルギー量を少なくできる

住宅も含まれる。 

 

 

学生ハウスシェアリング制度 ※40 

安価な家賃で共同生活を望む学生のニーズ対応と市内大型団地の戸建て住宅の空き家を

賃貸として貸すための新たな賃貸住宅の提案。市内の大学に通う学生による地域コミュニ

ティの活性化を目指すとともに学生の卒業後の市内定住化も期待できる。 

貸家リフォーム支援制度 ※41 

所有者のリフォーム資金の不足により放置されている空き家を貸家として市場化するこ

とを目的とした支援制度案。良質な賃貸住宅ストックの供給促進と住宅セーフティネット

の補完が期待できる。 

既存住宅 ※27 

一般的には中古住宅といわれる新築以外の住宅を指すが、中古住宅という呼称ゆえに、

その価値が過少に評価されることにつながるとの指摘もあることから、今計画において既

存住宅という。 

救急告示病院 ※24 

厚生労働省の「救急病院等に定める省令」に基づいて、都道府県知事が認定した医療機

関。24 時間 365 日救急医療に対応している。 

公共住宅 ※15 

公営住宅、地域優良賃貸住宅などの公的賃貸住宅のこと。 

公営住宅 ※48 

地方公共団体が建設、買い取りまたは借上げを行い、住宅に困窮する低所得者に賃貸し、

または転賃するための住宅およびその附帯施設で「公営住宅法」の規定による国の補助に

よるもの。 

高齢者住宅改造助成事業 ※57 

在宅で介護を要する高齢者などが属する世帯に、その居住に適するように住宅を改造す

る場合、その費用の一部を助成することにより高齢者などの自立を助長するとともに、介

護をしている人の負担を軽減することを目的とした制度。 
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子育て支援認定制度住宅 ※47 

子育てしやすい居住環境づくりを目指し、住戸内の仕様や共用部分の仕様、管理運営上

の工夫などを認定の基準として、ソフト・ハードの両面で子育てに配慮された住宅を認定・

支援する制度。認定を受けることで、分譲住宅・分譲マンションが「子育てに配慮」して

いることが公的に評価されたことになり、事業者が分譲や入居者募集をする際の PR にも活

用することができる。 

雇用促進住宅 ※59 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置。公共職業安定所の紹介などによ

り就職する人、配置転換または出向などにより転勤する人で、通勤圏外のため住居の移転

を余儀なくされているなどの事情により、住宅の確保を図ることで職業の安定が図られる

と公共職業安定所長が認める人が利用できる住宅。 

コレクティブハウス ※37 

集合住宅において、個人や家族がそれぞれ独立した住戸に居住して自立した生活を行う

とともに、食堂、共用室などの共用スペースを持ち、そのスペースを居住者自身が共同で

利用・管理し、居住者同士の交流を図るといった居住形態を持つ集合住宅。 

コロニヘーヴ ※50 

都会で暮らす人々が、週末にゆっくりと過ごすための郊外のスペース。一般的に、小さ

な小屋付きの庭の集合体によって“庭のコミュニティ”が形成されており、余暇を過ごす

ための自由な使い方がされている。 

 

 

シェアハウス ※38 

ひとつの住居を複数人で共有すること。ハウスシェアリングともいう。業者が介在し入

居者を募る形態であり、敷金、礼金、保証制度がないことが基本となっている。総じて設

備やサービス面で充実している。 

市営一般住宅 ※58 

地方公共団体が建設、買い取りまたは借り上げを行い、住宅に困窮するものに対し、政策

的に賃貸し、または転賃するための住宅およびその付帯施設。公営住宅法の規定の対象外。 

シックハウス ※19 

「シックハウス症候群」をもたらす住居のこと。「シックハウス症候群」とは、建築の

内装材、家具などから発生する化学物質に起因する健康への影響のこと。建材への化学

物質の使用のほか住宅の高気密化などが原因と考えられている。 

市民公益活動団体 ※4 

公益性のある活動を自発的な参加によって行う団体のこと（宗像市市民参画、協働及び

コミュニティ活動の推進に関する条例第２条） 

住宅確保要配慮者 ※13 

低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に

配慮を必要とする者のこと。 
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住宅ストック ※3 

一時点における室を含めた住宅の総数全体（量）。 

住宅性能表示制度 ※34 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、良質な住宅を安心して取得できる

市場を形成するためにつくられた制度。 

住宅セーフティネット ※14 

住宅確保要配慮者が、それぞれの所得、家族構成、身体の状況などに適した住宅を確保

できるようなさまざまな仕組み。平成 19 年 7 月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の

供給の促進に関する法律」（通称：住宅セーフティネット法）が施行された。 

準都市計画区域 ※53 

都道府県が指定する都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物などの建築やこれら

の敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域で、そのまま土地利用を整

序し、環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市

としての整備、開発および保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域。 

少子高齢社会 ※1 

高齢者人口（65 歳以上人口）の増加に加え、極端な出生率の低下に伴う子どもの数の減

少が発生している社会。 

スケルトンハウス ※36 

住まいのつくりをスケルトン（構造体）とインフィル（内装や間仕切り、設備）に分け、

スケルトン（構造体）だけを購入し、インフィルを自分の思い通りにできる住宅。 

住まいなんでも相談会員制度 ※45 

住宅関連事業での顧客の会員制度を導入することで、住宅に関する課題やリフォーム工

事、新築工事について積極的に解決・受注し、地元住宅関連事業者と市民の相互支援体制

を普及・促進することを目的とした制度案。 

住マイむなかた ※5 

平成 20 年 1 月、福岡県、宗像市の支援・協力の下、宗像市に居住または事務所を構える

住宅関連事業者により結成された市民公益活動団体。住宅相談窓口の開設、運営を行い、

安心できる住宅ならびに住生活の支援と確保に努めるとともに住宅都市である宗像市の賑

わいの創出を目的としている。 

ソーシャルアパートメント ※39 

通常の賃貸マンション・アパートに＋αで共用部施設があり、その共用部を入居者で共

同利用し、入居者同士のつながりや交流などを自然発生させることで生活を豊かにしてい

くことを目的としている。 

ソーシャルネットワーク ※51 

個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインタ

ーネットを利用したサービスのこと。趣味、職業、居住地域などを同じくする個人同士の

コミュニティを容易に構築できる場を提供している。 
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第一種低層住居専用地域 ※21 

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。建物の高さや敷地面積の

低限度など、良好な環境を整備するための制限が設けられている。 

耐震改修工事補助制度 ※44 

建築基準法の新耐震基準（昭和 56年 6月 1日施行）を満たしていない木造住宅に対し、耐

震診断や耐震改修工事を行うための補助金。補助金の活用によって、耐震改修などが積極的

に進められることで、地震に対する意識の醸成や災害に強いまちづくりの推進が期待できる。 

団地再生 ※11 

まちづくりによる再生が必要と判断される団地について、地域の整備課題、住宅需要な

どに応じて、大規模な再生事業（建替事業、トータルリニューアルなど）、改善事業を複合

的・選択的に実施すること。 

地域医療支援病院 ※22 

地域の病院や診療所などを後方支援するために創設された病院。医療機関の機能の役割

分担と連携を目的とし、都道府県知事が承認。 

地球温暖化 ※2 

人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させるこ

とにより、地球全体として、地表および大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。 

地区計画 ※20 

住民の生活に身近な地区について、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方など、

地区の特性に応じてきめ細かく定めるまちづくりの計画のこと。地区計画は、都市計画や

建築基準法による大まかな規制、誘導だけではカバーしきれない面を補完し、地域特性を

生かしたまちづくりに有効となる。 

中古住宅の購入・リフォーム補助制度 ※30 

宗像市内にある既存住宅の活用と子育て世代の定住促進を目的とした、既存住宅購入や

リフォームの際の補助制度。 

長期優良住宅 ※26 

長期にわたり良好な状態で使用するため、維持保全が容易であり、家族構成や利用状況

の変化に応じて設備や内装の更新が可能な住宅。平成 21 年 6 月に「長期優良住宅の普及の

促進に関する法律」が施行され、エネルギー使用の効率性、住宅の構造、品質、性能など

一定の基準に適合した住宅の認定制度が創設。 

賃貸アパートバリアフリー化支援制度 ※46 

築年数が経過した民間賃貸住宅、特にバリアフリーとなっていない民間賃貸住宅に対し

て、バリアフリー化を促進するための支援制度案。バリアフリー化が促進されることによ

り、比較的安価に提供できる高齢者向け住宅として、また、住宅セーフティネットを補完

する住宅ストックとしても期待できる。 

低炭素社会 ※18 

温室効果ガスの排出量の削減、温室効果ガスの吸収作用の保全および強化ならびに地球

温暖化に対する適応を行うことにより、創造的で活力ある持続的な発展が可能となる。 
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デザイナーズハウス ※35 

本計画では「デザイン性が高く、従来の注文住宅に比べ、施主の細かな要望・こだわり

が反映されており、個々のライフスタイルに合わせた快適な住宅」とする。 

都市計画区域 ※52 

都道府県が指定する、市または人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当

する町村の中心の市街地を含み、かつ、人口、土地利用、交通量などに関する現況および

推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域。 

 

バリアフリー ※16 

障害者を含む高齢者などの社会生活弱者が、社会生活に参加する上で生活の支障となる

物理的な障害や、精神的な障壁を取り除くための施策、もしくは具体的に障害を取り除い

た事物および状態。 

比較対象都市 ※9 

本市と比較するための参考都市。福岡市・北九州市の通勤圏（おおむね１時間圏）にある

ＪＲ九州鹿児島本線沿線の同規模自治体として新宮町・古賀市・福津市・岡垣町・遠賀町・

水巻町とする。また、福岡市を挟み位置する同条件自治体として糸島市もあげるものとする。 

ファイナンシャルプランニングセミナー ※32 

生活設計に沿って、預貯金、保険、税金、年金など包括的な資産設計を立案することを

主題とした講習会のこと。 

福岡県住宅流通促進事業（住まいの健康診断書付住宅） ※29 

既存住宅の流通過程に専門家による劣化状況などの住宅診断結果を公開するという仕組

み。買主の客観的な判断および売主にとっては建物の状況に応じた適正な評価により、買

主の信頼度を高めることを可能とし、両者が安心して既存住宅を取引することができる市

場を整備することで、既存住宅の流通促進を図るための事業。 

ふれあいバス ※56 

市内の主に高齢者などを中心とした自家用車などを持たない交通弱者の移動手段として

市が運行するバス路線。民間バスの保管の役割を担っている。 

古家解体補助制度 ※31 

良質な住宅の供給促進と子育て世代の定住促進を目的とした、新築住宅を建てるために

古家を解体する子育て世代への補助制度。 

 

むなかた協働大学 ※55 

市内の大学などの知的資源を生かし、「専門的な知識を持って宗像のまちづくりを担う人

材を育成すること」を目的に、むなかた大学のまち協議会の連携事業のひとつとして開学

された講座。 

宗像市空き家・空き地バンク ※6 

市の窓口やインターネットを通じて、売却・賃貸を希望する人の空き家・空き地の不動

産情報を購入・賃貸を希望する人に提供する制度。宗像市と協定を締結している「住マイ

むなかた」会員の宅地建物取引業者が仲介を行う仕組みとなっている。 
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宗像地区事務組合 ※23 

宗像市と福津市で構成する一部事務組合。水道、消防、し尿処理場、急患センターなど

に関する事務を共同で処理している。 

宗像市防犯モデル認証制度 ※49 

安全で安心なまちづくりを目指し、一定の防犯性能を有する住宅について認定する制度。

住まいの防犯環境設計を希望する場合は、宗像市・宗像地区防犯協会で相談を受け付け、

書類審査・現地点検を経て一定の基準をクリアした場合に「防犯モデル認証」を交付する。 

むなかた大学のまち協議会 ※54 

宗像市と市内３大学（国立大学法人福岡教育大学、日本赤十字九州国際看護大学、東海

大学福岡短期大学）、福岡県立宗像高等学校および東海大学付属第五高等学校が協力し、市

民向け講座の開催や市主催講座・活動への講師の派遣などの連携事業を実施。 

宗像ブランド住宅 「ふるさと安心の家」※25 

宗像市独自の新たな魅力ある住環境、宗像市特有のまちなみや景観形成を目指し、宗像市

モデルの統一イメージ、住まい方、防犯性などに配慮された住宅を認定・支援する制度案。 

 

 

UR 賃貸住宅ストック再生・再編方針 ※10 

UR 都市機構が平成 19 年 12 月の「独立行政法人整理合理化計画」を受けて、全国約 77

万戸の賃貸住宅ストックについての再生・再編方針を策定。宗像市日の里にある UR 賃貸住

宅については、平成 30 年度までに、１丁目団地を用途転換、５丁目団地を団地再生（集約）

するとしている。 

UR 都市機構（都市再生機構）※7 

都市機能の高度化や居住環境の向上による都市の再生を図り、まちづくりのビジョンの

実現を支援するとともに、良好な賃貸住宅の確保や居住の安定を図り、公的賃貸住宅とし

ての住宅のセーフティネットの充実に努めることによる都市の発展と住生活の向上を目標

とした独立行政法人。 

用途転換 ※12 

将来需要の厳しい一部の小規模な団地などについて、居住者の居住の安定を確保しつつ、

賃貸住宅以外の用途として新たなまちづくりに活用すること。 

 

 

ライフステージ ※42 

人の一生を少年期・青年期・壮年期・老年期などに区切ったそれぞれの段階。 

ライフプランニング ※28 

生涯にわたっての生活設計のこと。 

リノベーション ※43 

原状回復のための表面的な修繕、営繕、不具合箇所への部分的な対処を行うリフォームに

対し、機能、価値の再生のための改修や住まいの暮らし全体に対処した包括的な改修をいう。 
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