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Ｈ７年度 12月8日 第１回 住宅審議会 ・運営規程等について

・ひょうご住宅マスタープランについて（諮問）

Ｈ８年度 7月9日 第１回 住宅審議会 ・恒久住宅への移行プログラムについて

・ひょうご住宅マスタープランに基づく住宅・宅地計画についての基本的な考え方について

12月13日 第２回 住宅審議会 ＜場所＞八千代町、加美町、中町、黒田庄町

（現地調査） ・地方部の住宅事情の調査

・地元首長との住宅問題に関する意見交換会

Ｈ９年度 11月11日 第１回 住宅審議会 ＜場所＞西紀町、柏原町、市島町、氷上町

（現地調査） ・地方部の住宅事情の調査

3月10日 第２回 住宅審議会 ・その他報告事項（高齢者向け優良賃貸住宅制度の創設に関する報告等）

Ｈ10年度 3月26日 第１回 住宅審議会 ＜場所＞津名町、北淡町、一宮町

（現地調査） ・地方部の住宅事情の調査

・地元首長との住宅問題に関する意見交換会

Ｈ11年度 11月22日 第１回 住宅審議会 ＜場所＞生野町、朝来町、和田山町、山東町

（現地調査） ・地方部の住宅事情の調査

・地元首長との住宅問題に関する意見交換会

3月24日 第２回 住宅審議会 ・ひょうご住宅マスタープランの改訂について（諮問）

・今後の県営住宅のあり方について（諮問）

Ｈ12年度 5月24日 第１回 住宅審議会 ・ひょうご住宅マスタープラン改訂の基本的方向について

7月26日 第２回 住宅審議会 ・今後の県営住宅のあり方について

・「ひょうご住宅マスタープラン」改訂に関連する事項について

9月20日 第３回 住宅審議会 ・ひょうご住宅マスタープラン改訂骨子案について

・今後の県営住宅のあり方について（中間報告案）

11月22日 第４回 住宅審議会 ・姫路市内住宅調査

（現地調査） ・西播磨地域市町の住宅政策について

2月21日 第５回 住宅審議会 ・ひょうご住宅マスタープラン改訂素案について

・今後の県営住宅のあり方について（答申案）

H13年度 7月25日 第１回 住宅審議会 ・ひょうご住宅マスタープラン改訂案について

8月30日 第２回 住宅審議会 ・ひょうご住宅マスタープランの改訂について（答申）

・ひょうご住宅マスタープランに基づく住宅・宅地計画の基本的な考え方について（諮問）

10月9日 第３回 住宅審議会 ・ひょうご住宅マスタープランに基づく住宅・宅地計画の基本的な考え方について（答申）

11月13日 第４回 住宅審議会 ＜場所＞明石舞子団地（神戸市垂水区・明石市）、緑ヶ丘ネオポリス（三木市）、

（現地調査） 　　　　北摂三田ニュータウン（三田市）

・既存団地再生検討地域の調査、意見交換

2月15日 第５回 住宅審議会 ・小委員会の設置について

・その他報告事項（既存団地再生方策検討調査、ひょうご安心住宅評価基準検討調査）

Ｈ14年度 2月12日 第１回 住宅審議会 ・小委員会の設置について

Ｈ15年度 12月3日 第１回 住宅審議会 ＜場所＞明石市、津名町、五色町

（現地調査） ・先進的な高齢者向け住宅の調査

・地元首長との住宅問題に関する意見交換会

Ｈ16年度 2月22日 第１回 住宅審議会 ＜場所＞丹波市、篠山市

（現地調査） ・丹波地域の先進的な木造住宅の調査

・地元首長との住宅問題に関する意見交換会

Ｈ17年度 6月9日 第１回 住宅審議会 ・ポスト震災10年の成熟社会にふさわしい新しい住宅計画のあり方について（諮問）

・今後の県営住宅のあり方について（諮問）

・小委員会の設置について

9月7日 第２回 住宅審議会 ・「ひょうごの住まい元気ＵＰプログラム（仮称）」中間報告案について

・「ひょうご21世紀県営住宅整備・管理計画の改訂」中間報告案について

3月22日 第３回 住宅審議会 ・ポスト震災10年の成熟社会にふさわしい新しい住宅計画のあり方について

　「ひょうごの住まい元気ＵＰプログラム（仮称）」（答申案）について

・今後の県営住宅のあり方について

　「ひょうご21世紀県営住宅整備・管理計画（改訂）」（答申案）について
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Ｈ18年度 9月28日 第１回 住宅審議会 ・住生活基本法に基づく兵庫県の住生活基本計画の基本的なあり方について（諮問）

11月21日 第２回 住宅審議会 ・兵庫県住生活基本計画（素案）について

2月14日 第３回 住宅審議会 ・住生活基本法に基づく兵庫県の住生活基本計画の基本的なあり方について（答申案）

Ｈ19年度 1月15日 第１回 住宅審議会 ＜場所＞たつの市

（現地調査） ・西播磨地域の特色ある住宅整備等の調査・地元首長との住宅政策に関する意見交換会

Ｈ20年度 2月3日 第１回 住宅審議会 ＜場所＞加古川市

（現地調査） ・加古川市の特色ある住宅等の調査

・加古川市におけるまちづくり・すまいづくりについての意見交換会

Ｈ21年度 11月16日 第１回 住宅審議会 ＜場所＞宝塚市

（現地調査） ・宝塚市の特色ある住宅等の調査

・宝塚市におけるすまいづくり・まちづくりについての意見交換会

Ｈ22年度 7月20日 第１回 住宅審議会 ・今後の住宅政策のあり方について（諮問）

・高齢者の居住の安定の確保のあり方について（諮問）

・今後の県営住宅のあり方について（諮問）

・小委員会の設置について

3月23日 第２回 住宅審議会 ・今後の住宅政策のあり方 中間報告（案）

・高齢者の居住の安定の確保のあり方 中間報告（案）

・今後の県営住宅のあり方 中間報告（案）

Ｈ23年度 6月17日 第１回 住宅審議会 ・兵庫県住生活基本計画（パブリックコメント案）

・兵庫県高齢者居住安定確保計画,（パブリックコメント案）

・ひょうご２１世紀県営住宅整備（パブリックコメント案）

9月15日 第２回 住宅審議会 ・今後の住宅政策のあり方について（答申案）

・高齢者の居住の安定の確保のあり方について（答申案）

・今後の県営住宅のあり方について（答申案）

1月31日 第３回 住宅審議会 ＜場所＞篠山市

（現地調査） ・篠山市の特色ある住宅等の調査（古民家再生･活用事例等）

・篠山市におけるすまいづくり・まちづくりについての意見交換会

Ｈ24年度 5月28日 第１回 住宅審議会 ・小委員会の設置について

　（空き家対策にかかる検討小委員会・県営住宅の適正管理にかかる検討小委員会）

1月18日 第２回 住宅審議会 ・県営住宅の適正管理について

Ｈ25年度 7月22日 第１回 住宅審議会 ・空き家対策にかかる検討小委員会中間報告

・地域住宅政策協議会での取組状況の報告

10月4日 第２回 住宅審議会 ・小委員会の設置について（県営住宅における家賃減免制度の見直しに係る検討小委員会）

・空き家の現状に関する市町事例報告会

1月30日 第３回 住宅審議会 ・空き家対策にかかる提言報告書（案）について

・県営住宅家賃減免制度の見直しについて

・小委員会の継続設置について（県営住宅における家賃減免制度の見直しに係る検討小委員会）

Ｈ26年度 4月17日 第１回 住宅審議会 ・第10期住宅審議会の進め方について

・県営住宅の家賃減免制度の見直しについて

9月8日 第２回 住宅審議会 ＜場所＞神河町

（現地調査） ・神河町の特色ある住宅等の調査（空き家活用事例・高齢者住宅等）

・神河町におけるすまいづくり・まちづくりについての意見交換会

2月5日 第３回 住宅審議会 ・県営住宅におけるコミュニティ活動の活性化に向けた優先入居制度の導入について

H27年度 8月3日 第１回 住宅審議会 ・諮問について

「今後の住宅政策及び高齢者の居住の安定確保のあり方」「今後の県営住宅のあり方」 

・審議会の進め方について 

・兵庫県の住宅を取り巻く状況と課題について 

12月11日 第２回 住宅審議会 ・小委員会における検討内容報告について 

　1.今後の住宅政策のあり方検討小委員会

　2.今後の県営住宅のあり方検討小委員会 

2月8日 第３回 住宅審議会 ・住生活基本計画及び高齢者居住安定確保計画の中間報告(案)について 

・ひょうご県営住宅整備・管理計画パブリックコメント(案)について 
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H28年度 5月9日 第１回 住宅審議会 ・第11期住宅審議会会長、副会長の選出について 

・今後の住宅政策のあり方に係る審議の進め方について 

・今後の県営住宅のあり方について（答申案）

11月15日 第２回 住宅審議会 ・今後の住宅政策のあり方検討小委員会における審議結果について 

1月16日 第３回 住宅審議会 ・今後の住宅政策及び高齢者の居住の安定確保のあり方について（答申案）

H29年度 7月24日 第１回 住宅審議会 ・住生活基本計画【概要】及び住宅審議会の今後の進め方（案）

・居住支援の推進【改正住宅セーフティネット法への対応】(案）

・兵庫県賃貸住宅供給促進計画（案）

10月13日 第２回 住宅審議会 ・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画の骨子について

・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画の策定について

H30年度 10月24日 第１回 住宅審議会 ・第12期住宅審議会会長、副会長の選出について 

・これまでの審議経過と今後の進め方について 

・兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画（案）について 

1月15日 第２回 住宅審議会 ・兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画（案）について 

・兵庫県住生活基本計画及び兵庫県高齢者居住安定確保計画のパブリックコメント案につ
いて


