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ハイサイ（こんにちは！）

市民のみなさまは、住宅政策のどのようなことが知りたいですか？

「団地（市営住宅）への入居方法は？」「どのような種類の住宅施策があるの？」「家の改修補助って

あるの？」「助成金等の貰える制度があるなら、制度を活用した住宅建築を検討したい。」など、いろい

ろと気になることがあると思います。

住宅政策・施策は、ユニバーサルデザイン＊などのように、すでに日常に溶け込んでいる施策も多く

あるため、普段意識する機会が少ないかもしれません。そのような背景などにより、「わかりづらい。」

「もっと広報を増やすべきでは？」などの話を市民のみなさまから聞くこともあります。

そこで、市民のみなさまに、わかりやすく住宅政策・施策を説明するために「なはしの住宅政策のは

なし」を作成しました。

本冊子の内容は、主要施策の概要紹介程度にとどめており、詳しい内容までは踏み込んでいません。

施策に興味が沸いた場合や施策の制度を活用したい場合などは、関係機関のホームページや冊子をご

覧になるか、直接問合せて確認するよう願います。

本冊子が、みなさまの望む豊かな住生活を手に入れるための手助けになれば幸いに思います。

ユタサルグトゥ ウニゲー サビラ。（よろしく お願いします。）

建設管理部 建設企画課
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那覇市住生活基本計画は、市民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の基本的な方針、

目標、具体施策等を定め、市民の豊かな住生活の実現および県都として魅力ある地域社会の形成等に資

することを目的として作成しております。

（＊那覇市ホームページより 版データのダウンロードが可能となっております。）

那覇市住生活基本計画と各関連計画との位置づけおよび期間は、下図（図 ）のとおりとなっており

ます。

那覇市の住宅政策は、どのような計画に基づいて行っているの？Ｑ１

Ａ１ 主に「那覇市住生活基本計画（平成 年度改定版）」に基づき行っています。

計画は、全国および沖縄県、双方の住生活基本計画に即し、那覇市の上位計画である「第

４次那覇市総合計画」や「那覇市都市計画マスタープラン」などの関連計画との整合を保ち、

かつ那覇市の住宅特性等を考慮し策定しています。

「那覇市住生活基本計画（平成 年度改定版）」の様子

「那覇市住生活基本計画（平成 年度改定版）」の位置づけおよび期間 1 



 

 

那覇市の住宅特性等の課題について

那覇市の住宅特性等の課題として、①単身世帯の増加、少子高齢化への対応 ②増加する高齢者、障

がい者等への居住安定確保 ③低収入世帯への対応 ④増加する空き家への対応 ⑤最低居住面積水

準未満世帯の解消等があり、具体施策は、これらの住宅特性等を考慮し、限られた予算の中で、施策の

効果が最大限に図られるよう、優先順位（重点化の分類）をつけて対策に取り組んでおります。

那覇市の住宅政策のめざす姿は？Ｑ

Ａ２ 「快適に住み続けられる住環境を整える」ことをめざす姿（基本方針）としています。

住生活基本計画では、基本方針の他に住生活基本法に則した基本理念、基本目標、目標を

達成・実現するための具体施策が策定されています。

（基本方針、基本理念、基本目標および具体施策の関係は、下図を参照してください。）

「那覇市住生活基本計画（平成 年度改定版）」における計画体系図
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住宅施策を利用した場合のメリットってあるの？Ｑ

Ａ 施策（制度）を利活用することにより、快適に住み続けられる住環境が整い、豊かな

住生活をおくることのできる可能性が高まります。

また、一部の施策（制度）を利用することの副次的効果として、補助や融資制度、税の優

遇等の受けられる特例措置があります。

補助金等の得られる施策はあるの？Ｑ

補助制度等のある主要施策一覧表

Ａ 条件を満たすことにより、補助や各種優遇措置の得られる施策（制度）があります。

助成金やその他の優遇措置制度等については、下表（「助成制度等のある主要施策一覧表」）を参考

にしてください。

制度をうまく活用しましょう！
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＊制度を利用・活用する際は、ＨＰなどにより最新の制度の状況を確認した後、直接関係機関へ問い合わせるよう願います。 

一般財団法人沖縄建設技術センター

℡：098-893-5611

沖縄建築確認検査センター株式会社

℡：098-835-4700

一般社団法人　住宅性能評価・表示協会

一般財団法人沖縄建設技術センター

℡：098-893-5611

沖縄建築確認検査センター株式会社

℡：098-835-4700

那覇市　都市計画部　建築指導課（那覇市役所9階）

℡：098-951-3244 

サービス付き高齢者向
け住宅の普及

那覇市　建設管理部　建設企画課（那覇市役所8階）

℡：098-951-3235
○ ○ ○  ○  ○  ○ 

○
（登録情報の提

供）

老朽マンションの建替
え等への支援

那覇市　建設管理部　建設企画課（那覇市役所8階）

℡：098-951-3235

○
（都市居住再生

建設資金融資）

○ ○ ○ ○
○

（容積率の緩

和）

住宅の省エネ性能向上
の推進

那覇市　都市計画部　建築指導課（那覇市役所9階）

℡：098-951-3244 

○
（ローン）

（投資型）

○ 
○

（容積率の緩

和）

住宅確保要配慮者あん
しん居住推進事業
（国の直接補助）

あんしん居住支援室

℡：03-6214-5806 （Fax：03-6214-5899）
○

固定資
産税

登録免
許税

不動産
所得税

補助制度 融資制度
所得税 法人税

施策等

○
（紛争処理機関

の利用）

○

地震保険
料の優遇

その他問合せ先・評価機関頁

税の特例措置（減税）

○
手続きの簡素化

（フラット35・

35Ｓ）

住宅性能評価・表示制
度

○○○
○

（ローン）

（投資型）

長期優良住宅認定制度
○

（フラット50）

（フラット35Ｓ）



 

 

市営住宅建替事業（那覇市住生活基本計画 ）

本市では、昭和 年以降、人口増加に伴う住宅需要の高まり等により、市の中心部へ小規模の団地建設

を進めるとともに、久場川、宇栄原、石嶺市営住宅などの大型団地を市境界部へ整備してきました。

現在、これらの市営住宅は、経過年数による建物の劣化や設備の老朽化が進み、その更新が急務となって

いる建物も少なくありません。

そのため、本市では、社会情勢の変化、現状、課題などを総合的に検証し、建替えが必要と判断された市

営住宅に対しては、計画に基づき、引き続き集中的な対策を実施していくこととしております。

市営住宅の位置等について

どのような施策があるの？Ｑ

５ 住宅困窮者へのセーフティネットとして重要な役割を担っている「市営住宅の整備（市

営住宅建替事業）」や高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進することを目的とした

「サービス付き高齢者向け住宅の普及」、長寿命建築物の普及・建設を目的とした施策など、

様々な具体施策があります。

（具体施策の計画体系については、Ｐ２の計画体系図を参照してください。）
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那覇市営住宅位置図



 

 

石嶺市営住宅建替事業【建替事業中】

本市営住宅は、那覇市の北東部に位置しております。住戸

数、敷地面積ともに最も規模が大きく、市営住宅自体が一つ

の“集落 とも言える状況となっております。立地としては

尾根線上に位置し、周辺住宅地よりも高い位置にあることか

ら、地域のランドマークにもなっております。

地域の意向として『太陽と緑あふれる快適な団地を創造し、

首里石嶺地区のまちづくりとの調和、豊かな住生活を実現す

る居住水準、少子高齢化や環境共生への対応など、質の高い

住宅・住環境と人々の憩い・賑わい・ふれ合いの場の形成を

図る中で、心の故郷としていつまでも愛される団地づくり』が求められており、『心のふるさと 石嶺団

地』というキャッチフレーズも提言されております。

宇栄原市営住宅建替事業【建替事業中】

本市営住宅は、那覇市の南西部、豊見城市との境界付近の

北東から南西に走る尾根線の上部に位置しており、周辺は戸

建低層住宅、市道及び県道の沿道には店舗併用の共同住宅が

見られるほか、保育所をはじめ、幼稚園、小、中学校等の文

教施設、那覇市役所小禄支所、地区公園である海軍壕公園も

立地しております。

こうした立地条件や自然環境の特性を活かし良好な環境要

素を再確認し、保存活用を図りながら、新たな住空間の創出

と快適さ、心地よさ、楽しさ、環境との調和、地域社会との

融和を図る団地づくりを目指しております。

大名市営住宅建替事業【建替事業中】

本市営住宅は、大名地域に立地する数少ない公共施設であ

るが、団地自体が袋小路となっていることから入居者以外の

市民が訪れることは少ない団地となっております。

そのため、団地内外の交流促進を図るため、子どもから高

齢者、障がい者等、多様な市民の交流の場を創出し、地区内

外の活性化・まちづくりに貢献していくなど、地域のまちづ

くり・共生社会づくりを支える風通しのいい団地整備を目指

しております。

『市営住宅建替事業』は、事業内容や予算規模等から、那覇市におけ

る住宅政策の中心的な施策の一つになっております。

建替え事業中の宇栄原市営住宅の様子

建替え事業中の大名市営住宅の様子

建替え事業中の石嶺市営住宅の様子
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農連市場市営住宅（仮称）【新規事業中】

建設予定地である当該地区は、建物の老朽化及び都市基盤

の未整備等により、防災上において課題の多い地区でした。

そのため、防災上の課題解消を図り、賑わいと交流の生ま

れるマチグヮー空間の再生を図ることを目的として、「農連

市場地区防災街区整備事業」と連帯し、多子世帯向けの市営

住宅（ 戸）を整備する予定としております。

本市営住宅は、子育て世帯のまちなか居住を図り、ひいて

はまちなかの活性化を図るための事業として、本市において

重要な役割を担っていくことになっております。

那覇市市営住宅ストック総合活用計画について

本計画は、本市の実情を踏まえた市営住宅ストック活用の理念と目標設

定を行い、住宅セーフティネットの一端を担う市営住宅について、計画期

間内におけるストックの有効活用の方針と円滑な事業推進に向けた事業手

法、事業スケジュール、さらには、適正な管理運用のあり方等を定めてお

ります。

○基本理念

○基本目標

基本理念に基づき、今後の市営住宅の建替え、改善等を進めていく

際に、目指していく事項を基本目標として以下の４点を定めております。

市営住宅の入居募集について

例年１月に、那覇市ホームページや那覇市の広報紙「広報なは 市民の友」にて、那覇市営住宅への入

居希望者（空家待ち）へ募集案内を行っております。

市営住宅への入居を希望される方は、市が募集の際に配布する「入居者募集のしおり」をよく読んで、

入居資格及び入居基準、受付期間等を確認し、お申し込みください。

なお、申込方法は、郵送での申込となっております。

〈問合せ先〉

◎指定管理者 ㈱琉信ハウジング（那覇市 建設管理部 市営住宅課（那覇市役所 階））

電話 ２（月～金曜日 時 分～ 時 分 土曜日 時 分～ 時 分）

計画の期間は、概ね 年とし

ております。（内容は、概ね 年

ごとに定期見直しを行います。）

市営住宅ストック総合活用計画

【概要版】の冊子

農連市場市営住宅（仮称）のイメージパース

（＊左側棟のみ）
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那覇のまちと共に育む“ゆいまーる”で安全・安心な市営住宅



 

 

http://www.city.naha.okinawa.jp/ kakuka/kensetuk/osirase/missyu.html 

密集住宅市街地の改善（那覇市住生活基本計画 ）

老朽木造住宅等が密集する市街地の改善を図るため、住環境整備関連の各種事業の導入検討を行います。

那覇市密集住宅市街地再生方針について

本市では、戦後の急速な人口流入・増加の下、急激に市街化が進んだこ

とで、道路などの都市基盤整備が追い付かないまま、密集住宅が形成され

ていった地区が市街地に多く存在しています。

これらの密集住宅市街地は、道路幅員が狭く、老朽化した木造住宅が密

集しているなど、防災面や環境面などにおいて様々な問題を抱えているた

め、課題の改善・解消の促進を図ることを目的として「那覇市密集住宅市

街地再生方針」を平成 年 月に策定しました。

方針の内容としては、対象地域の考え方および整備を検討するプログラ

ムを明らかにして、地域特性に応じた課題の解決に向け、市民・事業者と

行政との協働と参画の取組の方向性を示したものとなっております。

再生方針は、那覇市ホームページにてダウンロードすることができます。

よくある質問について

「那覇市密集住宅市街地再生方針」は、どのように活用することができますか？

ご自身の関係する住宅や職場等が、密集住宅地区内にあるのかどうかを把握することができます。

密集住宅地区内は、道路幅員が狭く、老朽化した木造住宅が密集している場合が多いなど、災害時

における防災面に課題を抱えている場合が多いため、住宅等が地区内にある場合には、避難経路の把

握（シュミレーション）を行うなど、日常から防災意識の向上に努めておく必要があると思われます。

「再生方針」で私の住む住宅が密集住宅地区内に含まれています。那覇市が開発を行うのですか？

再生方針は、密集住宅改善・解消のための施策の具体化に向け、市が施策の方向性を市民に示し、

手法等を提案したものとなっています。一部の密集住宅地区（面的整備検討地区）においては、市が

施策の検討を行い、結果によっては、直接事業を実施する可能性のある地区もありますが、市民らの

積極的な整備推進を促すことが主体となっている地区（施策）等もあるため（事業を行う整備主体が

市民や民間事業者）、密集住宅地区内に含まれている地区だからといって、市が直接整備等を行うこ

ととはしておりません。

密集住宅の解消を目的とした専門の制度があると聞いたことがありますが？

住宅地区改良事業等対象要綱に定

められている「住宅地区改良事業」

や「小規模住宅地区改良事業」等の

事業をさしていると思われます。

各種事業を適用する際には、不良

住宅戸数・割合、規模（面積）、住

民の事業に対する賛同等、各種事業

の適用条件を満たした場合に限り、事業実施の可能性が生じることとなります。

本市における面的整備検討地区の一部地区においては、事業適用の可能性も念頭に入れた検討を行

っていきたいと考えています。

問合せ先（密集住宅市街地再生方針）

◎那覇市 建設管理部 建設企画課 住宅政策グループ（那覇市役所 階）

電話（ ） ＦＡＸ （ ）
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「那覇市密集住宅市街地再生方針」

住宅地区改良事業のイメージ（国土交通省）



 

 

住宅性能評価・表示制度（那覇市住生活基本計画 ）

住宅性能表示制度とは平成１２年４月１日に施行された「住宅の品質

確保の促進等に関する法律（以下「品確法」という。）」に基づく制度

で、制度を利用すれば、住宅を買う時や建てる時に、住まいの性能を相

互に比較したり、希望の性能を設計者・施工者に伝えることができるた

め、望みどおりの性能を有した住宅を手に入れることができます。

また、評価を受けた設計図面どおりの施工が行われているのか現場の

検査がなされるので安心な上、「地震保険」や「住宅瑕疵担保責任保険」

などの保険料優遇措置や住宅金融支援機構提携フラット の手続きが

簡素化されるなど様々なメリットがあります。

制度のメリット等について

① 分野のものさしで住宅の性能が分かります。 構造の安定、劣化軽減、高齢者等への配慮 など

② 国に登録された第三者機関の評価が受けられます。
国土交通大臣に登録された登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、国が定めた技術基準に従ってあなたの

住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付します。

また、評価書には、設計の段階である「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階の現場検査を経た「建設

住宅性能評価書」の２種類があり、それぞれ住宅品質確保法で定めるマークが表示されます。

③ 評価内容が契約に活かせます。

④ 円滑、迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。
もし建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅

紛争処理機関」に紛争処理を申請することができます。

指定住宅紛争処理機関は、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。建設住宅性能

評価書が交付された住宅の紛争であれば、住宅性能評価書の内容だけではなく、請負契約・売買契約に関する

当事者間の紛争の処理を行います。

⑤ 住宅性能評価を受けた住宅は地震保険が優遇されます。

⑥ 「住宅瑕疵担保責任保険」とセットで利用すると優遇を受けられます。

⑦ 住宅金融支援機構提携フラット の手続きが簡素化されます。

評価機関

沖縄県内の登録評価機関は、下記になります。

◎一般財団法人沖縄建設技術センター （ ）

◎沖縄建築確認検査センター株式会社（ ）

「住宅性能表示制度（国土交通省）」冊子より抜粋

参考：「住宅性能表示制度 性能を知

って住まいを選ぶ（国土交通省）」設計・建設住宅性能評価のマーク（国土交通省）
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等級に応じた地震保険料割引率

耐震等級

割引率

耐震等級

割引率



 

 

長期優良住宅認定制度（那覇市住生活基本計画 ）

長期優良住宅認定制度（長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２１年６月４日））とは、長期に

わたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅（長期優良住宅）の普及を促進することで、環境

負荷の低減を図りつつ、良好な住宅ストックを将来世代に継承し、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図

ることを目的として制定されました。

認定を受けた認定長期優良住宅においては、所得税（ローン減税、投資型減税）、登録免許税、不動産所

得税、固定資産税などに対する税の特例措置や住宅ローンの供給支援などの様々なメリットがあります。

那覇市の認定基準について

那覇市内における長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目全てにおいて認定基準を満たす必

要があります。

那覇市における認定手続きについて

評価機関・問合せ先

住宅性能評価機関については、下記ホームページから検索することがきます。

◎一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 （ ）

〈問合せ先〉

◎那覇市 都市計画部 建築指導課（那覇市役所９階）電話

劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低

減を図ること。

維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理（清掃・点検・補修）・更新を

容易に行うために必要な措置が講じられていること。

可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

・【戸建て住宅】 ㎡以上 ・【共同住宅】 ㎡以上

・少なくとも の階の床面積が ㎡以上（階段部分を除く面積）

維持保全の方法 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること。

審査等の詳しい内容につきましては、住

宅性能評価機関へ直接問合せください。

認定申請の手続き等は、那覇市ホームペ

ージにて確認することができます。

長期優良住宅の認定基準概要（那覇市）

長期優良住宅認定手続きの流れ（那覇市）

9 

（③住宅性能評価証）



 

 

サービス付き高齢者向け住宅の普及（那覇市住生活基本計画 ）

「サービス付き高齢者向け住宅」とは、「高齢者の居住の安定確保に関する

法律」（高齢者住まい法）の改正により、平成 年 月に創設された制

度に基づく、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃貸等の住まいの

ことをいいます。

「サービス付き高齢者向け住宅」は、バリアフリー構造等を有し、介護・

医療と連帯し高齢者を支援するサービスを提供します。

事業者はこの制度を利用することにより、国から住宅・施設の建設・改修

費に対する直接補助を得ることができるほか、所得税・法人税、固定資産税、

不動産所得税等の税制面における補助制度の利用、融資制度の利用など数々

の優遇措置＊を受けることができます。

那覇市としては、高齢者の住まいの確保を進めていくために、「サービス

付き高齢者向け住宅」の制度内容や登録情報の提供などを通して、「サービ

ス付き高齢者向け住宅」の普及を図ります。

「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準等について

１主な登録基準

【規模・設備】

●各専用部分の床面積は、原則 ㎡以上。（ただし、居間、食堂、台所そのほかの部分において、高

齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は ㎡以上）

●各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えること。（ただし、共用部分に共

同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同

等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可）

●バリアフリー構造であること。

【サービス】

●安否確認サービスと生活相談サービスが必須のサービスになります。

【契約関係】

●書面により契約を締結します。

●専用部分が明示された契約でなければなりません。

●事業者から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約内容になってい

なければなりません。

●受領することができる金銭は、敷金、家賃・サービスの対価のみです。

●家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は、

・前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていなければなりません。

・入居後 月以内に、契約を解除、または入居者死亡したことにより契約が終了した場合を除き、

前払金を変換しなければなりません。

・返還責務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていなけれ

ばなりません。

●サービス付き高齢者向け住宅の工事完成前に、前払い金を受領することはできません。

参考：「サービス付き高齢者向け

住宅（国土交通省）」

バリアフリ－例①（段差のない床） バリアフリ－例② バリアフリ－例③（廊下幅の確保）

（手すりの設置）
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＊制度を利用・活用する際は、ＨＰなどにより最新の制度の状況（優遇措置等）を確認 
した後、直接関係機関へ問い合わせるよう願います。 



 

 

２登録までの主な流れ

事業者の方へ

登録の手続きはどこで行うことになりますか？

那覇市おけるサービス付き高齢者向け住宅の登録手続きは、那覇市で行います。申請される方は予

め下記 にアクセスして登録事項を入力し、プリントアウトした申請書を持参して登録窓口（那覇

市役所 建設管理部 建設企画課）に申請することになります。

◎ サービス付き高齢者向け住宅の登録申請書の作成・登録情報の閲覧（ ）

登録を行うことにより、どのようなメリットがありますか？

法律上、登録された「サービス付き高齢者向け住宅」であるということは、登録された住宅のみし

か表示できないこととされており、一定の基準を満たす高齢者向け住宅であることが明らかになりま

す。また、支援制度として、建設・改良費に対する補助、新築・取得した場合の税制の優遇、住宅金

融支援機構による融資があります。

◎ サービス付き高齢者向け住宅整備事業（国の補助制度）に関する情報（ ）

住まいをお探しの方へ

登録された住宅の情報をどのように知ることができるのですか？

那覇市（那覇市役所 建設管理部 建設企画課）において登録簿を閲覧することができます。また、

登録されたサービス付き高齢者向け住宅の情報は、下記 で全国情報をまとめて閲覧できます。

◎ サービス付き高齢者向け住宅の登録申請書の作成・登録情報の閲覧（ ）

サービス付き高齢者向け住宅ではどんなサービスが提供されるのですか？

安否確認・生活相談サービスは、すべてのサービス付き高齢者向け住宅において提供されますが、

その他の生活支援や介護・医療サービスの内容は様々なタイプがあります。提供されるサービスの内

容や、住宅に併設される施設（診療所や介護サービス事業所等）の種類などは、公開される登録情報

で知ることができます。このようなサービスの内容や、家賃等の料金を色々な住宅間で比較検討して、

さらには事業者の説明を十分に受けて、ご自身のニーズに合った住宅を選んでください。

問合せ先

◎那覇市 建設管理部 建設企画課 住宅政策グループ（那覇市役所 階）

電話 ＦＡＸ

申請書類一式をそろえて建設企画課まで提出してください。

申請から登録までの主な流れ（サービス付高齢者住宅）：那覇市
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老朽マンションの建替え等への支援 那覇市住生活基本計画 ）

「マンション建替法（マンションの建替えの円滑化等に関する法律）」

は、南海トラフ巨大地震や首都直下地震など巨大地震の発生に備え、生

命・身体の保護の観点から、耐震性不足のマンションの耐震化が喫緊の

課題となっている背景等により平成 年 月 日に改正施行され

ました。

この法律は、マンション敷地売却制度の創設（耐震性不足のマンショ

ンのみ適用可能。区分所有者集会における 以上の賛成でマンション

とその敷地を売却できます。）や容積率の緩和特例の創設（耐震性不足

のマンションのみ適用可能。）など、改正前と比べて支援制度の拡大が

行われております（他に税制特例、融資制度等の支援もあります。）。

本市としては、老朽マンションの建替えが円滑に行われるよう、相談

対応、情報提供等を通して建替組合設立等の支援を行います。

沖縄振興開発金融公庫の都市居住再生建設資金融資の対象区域について

「都市居住再生建設資金融資」とは、住宅市

街地における土地の合理的かつ健全な利用や居

住環境の改善を推進するため、対象区域内にお

ける住宅等の計画的な共同建替え、マンション

建替え等、良好な居住環境の形成に寄与する事

業を支援する沖縄振興開発金融公庫による融資

制度です。

融資を利用できる対象区域については、那覇

市と沖縄振興開発金融公庫が協議を行い、那覇

市内のほぼ全域（那覇空港周辺除く）を対象区

域として定めました。

この融資制度を利用することにより、対象区

域内における老朽マンションの建替え等が促進

されていくものと考えております。

参考：「ご存じですか？「マンション

建替法」改正について（国土交通省）」

：対象区域

都市居住再生建設資金融資の対象区域

本市の制度活用事例（従前） 本市の制度活用事例（従後）

那覇市における制度活用事例
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那覇市内に限ります。



 

 

住宅の省エネ性能向上の推進（那覇市住生活基本計画 ）

地球温暖化防止を促進するため、低炭素建築物認定制度の周知及び利用促進を図り、省エネ住宅の普及を

図ります。

省エネ住宅（低炭素建築物）等について

低炭素建築物とは？
エコまち法で定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に

伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講

じられている、市街化区域等に建築される建築物を指します。

下記条件①～③のすべてを満たす建築物については、本市に認定申請

を行うことにより、低炭素建築物としての認定を受けることが可能とな

ります。

認定を受けた建築物については、税制の優遇措置や低炭素化設備の容

積率の緩和を受けることができます。

① 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、かつ低炭

素化に資する措置を講じていること。

② 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切

であること。

③ 資金計画が適切なものであること。

低炭素建築物認定申請の手続きについて

標準的な申請手続きは、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関により、認定基準について事

前に技術審査を受けた後、その機関が発行した「適合証」を添付して本市へ申請をすることとなります。

詳しい認定申請手続きについては、ホームページを参照するか下記連絡先まで問合せ願います。

〈問合せ先〉

◎那覇市 都市計画部 建築指導課（那覇市役所 階）電話

ホームページ：（ ）

住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業（国の直接補助）

住宅のリフォームを支援して、住居の確保に配慮を要する方々が

安心して入居できる賃貸住宅の供給のお手伝いをする国の直接事業

になります。

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ジョンに対して支援いたし

ます。

制度を利用し、改修等を行った住宅は、登録された後、住宅確保

要配慮者（入居対象者）の入居を拒まない住宅として、一般公開さ

れ、検索・閲覧が可能となります。

くわしくは事業ホームページまで

あんしん居住推進事業

〒 東京都中央区日本橋 日本橋ビル 階

あんしん居住支援室 ℡：

参考：「エコまち法に基づく低炭素建

築物の認定制度の概要（国土交通省）」

「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業

のご案内（国土交通省）」より抜粋
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＊制度を利用・活用する際は、ＨＰなどにより最新の制度の状況を確認した後、直接関係機関へ問い合わせるよう願います。 



 

 

住宅確保要配慮者等への居住支援（那覇市住生活基本計画 ）

低所得世帯、高齢者世帯、障がい者世帯、外国人等住宅確保要配慮者が、円滑に住宅を確保し入居住宅で

の安定的な暮らしが行えるよう、沖縄県居住支援協議会との連携により、住宅確保に向けた情報提供を行い

ます。

沖縄県居住支援協議会について

沖縄県居住支援協議会とは？
沖縄県居住支援協議会は、平成 年 月 日に設立さ

れた低額所得者、高齢者、障がい者、子供を育成する家庭そ

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）

が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう推進する組織です。

事業内容
住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅への円滑な入居の

促進及び居住の安定化を図るため以下の取組みを進めます。

①沖縄県居住支援協議会の活動周知

②高齢者住宅財団「家賃債務保証制度」の周知

③高齢者向け住宅等の情報提供

④沖縄県あんしん賃貸支援事業における支援策の実施・検討

⑤住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の実施（国事業）

など

◎問合せ先 検索方法： 沖縄県居住支援協議会

事 務 局：沖縄県住宅供給公社

所 在：〒 沖縄県那覇市旭町 番地

電 話： ：

本市の住宅政策における具体施策は、全部で 施策あります。その内の 施策（ ）を「重点化の

分類：Ａ（計画期間の初年度から実施する施策）」と位置付けていますが、厳しい予算状況の中では未だ実施

できない施策も多くあります。

しかしながら、施策の中には、費用をかけずとも、市民のみなさまの意識が変わるだけで、実現できる施

策も多くあります。冊子を手にしたこの機会を契機として、住宅政策（施策）に関する認識をこれまで以上

に深めていただき、施策等に対して協力していただけると助かります。

また、紙面の都合上、割愛し、紹介できなかった施策等も多くあります。ぜひ一度「那覇市住生活基本計

画」に目を通し、みなさま自身の生活に関係すると思われる施策等について確認することをおすすめします。

今後とも、豊かな住生活および魅力ある地域社会の形成の実現のために、ご理解とご協力を宜しくお願い

します。

建設管理部 建設企画課

協議会イメージ図（沖縄県居住支援協議会 ）

電 話 ：

◎ 冊 子 に 関 す る 問 合 せ

〒 沖縄県那覇市泉崎 那覇市役所 階

那覇市 建設管理部 建設企画課 住宅政策グループ
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