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１．佐賀県住生活基本計画等策定委員会 委員名簿 

氏  名 所 属 等 

竹下 輝和（委員長） 国立大学法人九州大学 名誉教授、(有)ＴＭＤ研究所 所長 

倉田 康路 西南学院大学人間科学部 教授 

西田 京子 ＮＰＯ法人たすけあい佐賀 代表 

後藤 隆太郎 国立大学法人佐賀大学大学院工学系研究科 准教授 

木下 里美 佐賀銀行佐賀医大前支店 支店長 

三島 伸雄（副委員長） 国立大学法人佐賀大学大学院工学系研究科 教授 

古川 久美子 （一社）文化芸術の泉アール・フォンテヌ 代表理事 

行政 

庁内連絡会議 

（企画課・さが創⽣推進課・県⺠協働課・くらしの安全安⼼課・ 

環境課・福祉課・⻑寿社会課・障害福祉課・こども未来課・ 

こども家庭課・経営⽀援課・林業課・都市計画課・建築住宅課） 

順不同、敬称略 

２．専門部会 委員名簿 

（１）安心居住専門部会 

氏  名 所 属 等 

倉田 康路（部会長） 
佐賀県住生活基本計画等策定委員会 委員 

西田 京子 

石原 伸二郎 佐賀県在宅生活サポートセンター 所長 

福島 龍三郎 特定非営利活動法人 ライフサポートはる 代表 

山口 ひろみ 特定非営利活動法人 唐津市子育て支援情報センターセンター長  

江口 陽介 認定ＮＰＯ法人 市民生活支援センター 理事長 

宮原 潔 （一社）佐賀県宅地建物取引業協会  

行政 

佐賀県（福祉課・長寿社会課・障害福祉課・こども未来課・ 

こども家庭課・建築住宅課） 

鳥栖市建設課・上峰町建設課・多久市建設課・みやき町建設

課・佐賀市高齢福祉課・みやき町健康増進こども未来課 

順不同、敬称略 
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（２）住宅ストック専門部会 

氏  名 所 属 等 

後藤 隆太郎（部会長） 
佐賀県住生活基本計画等策定委員会 委員 

木下 里美 

野口 博 佐賀県優良住宅建設事業者協議会 

福島 安信 佐賀県安全住まいづくりサポートセンター 副センター長 

德永 智子 特定非営利活動法人 消費生活相談員の会さが 理事 

滿原 早苗 （一社）佐賀県建築士会 女性委員会 委員長 

千々岩 邦光 （一社）佐賀県宅地建物取引業協会 常務理事 

行政 
佐賀県（くらしの安全安心課・環境課・ 

県民協働課・建築住宅課） 

順不同、敬称略 

 

（３）魅力ある地域づくり専門部会 

氏  名 所 属 等 

三島 伸雄（部会長） 
佐賀県住生活基本計画等策定委員会 委員 

古川 久美子 

日隈 諒 ＮＰＯ法人 Succa Senca 

清水 耕一郎 （一社）佐賀県建築士会 理事 

川﨑 康広 川﨑建築都市研究所 

山口 誠二 （一社）佐賀県木材協会 

千北 政利 （公社）全日本不動産協会佐賀県本部 本部長 

行政 

佐賀県（企画課・さが創生推進課・経営支援課・林業課・ 

都市計画課・建築住宅課） 

佐賀市企画政策課 

順不同、敬称略 
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３．用語の解説 

あ行 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 

市町村が中心となり、地域の実情に応じて、介護予防や生活支援などの多様なサービスを充

実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率

的な支援等を目指すもの。 

平成２６年の介護保険制度改正で、従来の介護予防事業が再編され、一般介護予防事業と

介護予防・生活支援サービス事業から構成される。 

インフォーマルサービス 

公的機関や専門職による制度に基づくサービスや支援（フォーマルサービス）以外の家族、近

隣、友人、民生委員、ボランティア、非営利団体（ＮＰＯ）などによる法制度に基づかない生活支

援などのサービスのこと。 

応急仮設住宅 

災害救助法に基づき、災害のため住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保

することができない者に対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図るもの。 

 

 

か行 

介護保険法 

加齢により要介護状態等となった人々が、その能力に応じて自立した生活が送れるよう、国民

の共同連帯の理念に基づいて、必要な福祉サービス、保健医療サービスの給付を行うことを目

的とした法律。 

既存住宅 

国内に建築されている既存の住宅のこと。 

既存ストック 

以前から存在する土地、施設、住宅などのこと。 

居住支援協議会 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関

係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に

対し、住宅情報の提供等の支援を実施するもの。 
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居住支援サービス 

家賃債務保証、身元保証、生活支援、見守り、金銭・財産管理、葬儀・家財整理など、住宅

確保要配慮者が民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するサービス。 

ケアハウス 

独立して生活するには不安のある高齢者が、高齢者個人の自立性を尊重し、より自宅に近い

生活ができるような住宅としての機能を重視した施設。 

軽費老人ホーム 

家庭環境、住宅事情などの理由により、在宅での生活が困難な高齢者が比較的低額な利用

料で入居できる施設であって、給食サービスがあるＡ型と、原則として自炊のＢ型がある。 

グループホーム 

病気や障害などで生活に困難を抱えた認知症高齢者や障害者が、専門スタッフ等の援助を

受けながら、少人数、一般の住宅で共同で生活する居住形態。 

公営住宅 

公営住宅法に基づき地方公共団体が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する低所

得者へ低廉な家賃で賃貸する住宅。 

公営住宅等長寿命化計画 

公営住宅等ストックの適切なマネジメントを行うための計画。適切な点検、修繕、データ管理等

を行い、公営住宅等の状況や公営住宅等に対する将来的な需要見通しを踏まえた各団地のあ

り方を考慮した上で効率的・効果的な団地別・住棟別の事業方法を選定するとともに、長寿命化

のための事業実施予定一覧を作成することにより長寿命化に資する予防保全的な管理や改善を

計画的に推進しライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減等をめざすことを目的としている。 

高齢者住まい法 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の略称。高齢者の居住の安定を図り、もってその福

祉の増進を図るための法律。 

 

 

さ行 

サービス付き高齢者向け住宅 

バリアフリー構造等を有し、安否確認、生活相談を行う高齢者向けの賃貸住宅で、都道府県

へ登録された住宅。 
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佐賀県安全住まいづくりサポートセンター 

中立、公平な立場で県民が安心して住宅に関する相談を受けることができるよう、（一社）佐賀

県建築士事務所協会、（一社）佐賀県建築士会が設立した無料住宅相談の機関。 

佐賀県在宅生活サポートセンター 

高齢者の介護に関する知識や技術の向上、意識啓発を目的とした施設で、さまざまな講座、

講習、研修を実施している。 

佐賀県住生活基本計画 

県民の住生活の安定の確保と向上の促進に関する基本的な計画で、住生活基本法に基づく

都道府県計画。「豊かな住生活の実現を目指して」を基本理念として、今後推進すべき施策の

方向やあり方を示している。 

さがゴールドプラン２１ 

老人福祉法及び介護保険法に基づき、すべての高齢者に対し、その心身の健康の保持及び

生活の安定のために必要な措置が講じられるよう、保健医療サービスと福祉サービスの全般にわ

たる供給体制の確保などを定めた総合的な計画 

住生活 

住まいのみならず、居住環境を含めた生活に関すること。いわゆる国民生活の三要素である

「衣食住」の「住」に係るものであり、自然災害に対する安全性やコミュニティの形成等の地域にお

ける住環境の形成、交通サービスや福祉サービス等の居住サービスを含んでいる。 

住生活基本法 

国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策

について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項につい

て定めた法律。 

住宅確保要配慮者 

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

慮を要する者。「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」に規定され

る。 

住宅ストック 

国内に建築されている既存の住宅のこと。 

住宅セーフティネット 

住宅市場の中で独力では住宅を確保することが困難な世帯が、それぞれの所得、家族構成、

身体の状況等に適した住宅を確保できるような様々な仕組みのこと。 
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収入超過者 

公営住宅法に規定された基準を超える収入を一定期間以上有する公営住宅入居者。 

シルバーハウジング 

住宅施策と福祉施策との連携により、高齢者等の生活特性に配慮したバリアフリー化された公

共賃貸住宅の供給と生活援助員による日常生活支援サービスの提供とを併せて行う高齢者世

帯向けの住宅。 

生活支援サービス 

高齢者が地域で安心して暮らすために必要なサービス。具体的には、見守り、外出支援、買

物・掃除などの家事支援サービスのこと。 

生活支援ハウス 

高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高

齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、福祉の増進を図る施設。 

 

 

た行 

耐震改修促進計画 

建築物の耐震改修の促進に関する法律及び国の基本方針に基づき、建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進を図るための計画。 

団塊の世代 

第一次ベビーブームが起きた 1947年（昭和 22年）～1949年（昭和 24年）に生まれた世代

のこと。 

地域共生ステーション 

子どもから高齢者まで年齢を問わず、また、障害の有無に関わらず、誰もが自然に集い、住み

慣れた地域の中で安心して生活していくことができるよう、様々な福祉サービスを、地域住民やＣ

ＳＯ（市民社会組織）、ボランティア等が協働し、提供、支援していく地域の拠点。高齢者を中心

にサービスを提供する「宅老所」と、高齢者から子どもまで幅広く寄り処の場として事業展開されて

いる「ぬくもいホーム」がある。 

地域包括ケアシステム 

地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で、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、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が包括的に確保さ

れる体制のこと。 
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地域優良賃貸住宅  

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等、各地域における居住の安定に特に配慮が必要な

世帯の居住の用に供する賃貸住宅で、地方公共団体が供給するものと、県又は市に認定を受け、

民間事業者等が供給するものがある。 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 

社会保障制度を将来も維持していくために、医療・介護提供体制の構築や、医療・介護を対象

とした新たな税制支援制度の確立、地域包括ケアシステムの構築などを行い、地域における医

療と介護の総合的な確保を推進する法律。 

地区防災計画 

一定の地区の居住者及び事業者が行う自発的な防災活動に係る計画。平成２５年の災害対

策基本法の改正において、新たに創設された。 

中心市街地の空洞化 

中心市街地の人口や商業施設等が減少し、郊外で増加すること。 

長期優良住宅 

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成２０年に制定され、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優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、

構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギ

ー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する

住宅として認定を受けた住宅。 

低炭素住宅 

「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築

物であって認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき新築等が行われた住宅のこと。 

 

 

な行 

認知症カフェ 

認知症の人と家族、地域の住民、専門職等の誰もが参加でき、集う場。 

 

 

は行 

倍率優遇制度 

公営住宅の入居者を抽選で選ぶ場合に、高齢者等の当選倍率を優遇する制度。 
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バリアフリー 

住宅等において、高齢者や障害者等の身体特性に配慮して、車椅子で通行可能な廊下の幅

員の確保、床の段差解消、手すりの設置等、様々な建築上の障害を取り除くこと。 

 

 

や行 

有料老人ホーム 

高齢者が暮らしやすいように配慮した「住まい」に、入浴・排泄又は食事の介護、食事の提供、

洗濯・掃除等の家事又は健康管理のいずれかのサービスを提供する施設。 

ユニバーサルデザイン 

障害者・高齢者・健常者の区別なしに、全ての人が利用しやすい建築、空間、製品等をデザイ

ンすること。 

 

 

ら行 

ライフステージ 

人生における新婚期、育児期、教育期、老夫婦期等のそれぞれの段階 

老人福祉法 

老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生

活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定された法律

である。社会福祉六法の 1つ。 

 

 

英語表記 

ＣＳＯ 

Civil Society Organizations（市民社会組織）の略。ＮＰＯ法人、市民活動・ボランティア団体に

限らず、自治会、老人会、ＰＴＡといった組織・団体も含めた呼称。 

 

 

 

 


