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（1）　計画の背景

（2）　策定の目的

　本計画では、現在保有している町営住宅の適切な維持管理を行うために、適切な点検、修繕、デー
タ管理等を行い、町営住宅の状況や町営住宅に対する将来的な需要見通しを踏まえた各団地・住棟の
あり方を考慮した上で、効率的・効果的な団地別・住棟別の維持管理の方針を定め、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の縮減等を目指すものです。

① 定期的な点検等の確実な実施やその結果を踏まえた早期の修繕の実施
② 計画的な修繕による予防保全的管理の実施
③ 長寿命化に資する改善事業の実施

第一章　計画の背景と位置づけ

本町の町営住宅は、昭和 20 年代後半から、住宅に困窮する低所得者に対して良質な住宅を供給すること
を目的に建設され、令和 3 年 3月末現在で 205 戸の町営住宅を管理しています。
　これらの町営住宅のうち、昭和 20 ～ 40 年代にかけて供給された住宅は老朽化や狭小化等により更新し
ていく必要があります。しかし、そのすべてを一斉に建替えていくことは、コストの観点からも不可能であり、
住宅の中には敷地が狭小であるものや、極めて不便な立地にあるものがあるため、住宅需要に応じた計画的
な住宅の再編や耐用年限を限度に活用するための中長期的な計画を策定することが求められています。
　平成 23 年 3月に、修繕、改善、新設などの町営住宅等の活用手法を定め、長寿命化を目的とした長期的な
維持・管理を行うべく、「高浜町公営住宅長寿命化計画」を策定し、予防保全型の維持管理による町営住宅
の保全を進めてきました。
　平成 25 年に「インフラ長寿命化基本計画【インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議】」、平
成 26 年に「国土交通省インフラ長寿命化計画【行動計画】国土交通省）」が定められ、公営住宅 に限定され
ない公共施設等公共建築物及び土木インフラの維持管理を取り巻く環境が大きく変化してきています。
　特に、平成 28 年の「公営住宅等長寿命化計画策定指針【改定】国土交通省」では、公営住宅の長寿命化
への取り組みを通じたライフサイクルコスト（維持管理費用）の縮減のために、以下の観点での取り組みの強
化が求められています。
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（3）　計画の位置づけ

（4）　計画期間

　本計画は、住生活基本法第 7条に定める地方公共団体の責務として、住生活基本法計画の全国計画及び
福井県住生活基本計画に即し、高浜町総合計画及び高浜町都市計画マスタープランをはじめとする関連計
画との整合性を保ち、かつ高浜町の住宅特性等を考慮し改定します。（図表 1 参照）

　本計画は、2021年度（令和 3 年度）から10 年間を計画期間とし、事業の推進にあたっては、社会資本整備
総合交付金の地域住宅支援事業等を積極的に活用するものとします。
　ただし、今後の事業の進捗状況や社会情勢、上位関連計画等における町営住宅の維持管理に関する要請
等に応じて、適宜、見直しを行うものとします。なお、計画期間内に変更を必要とする場合には、概ね５年ごと
に見直しを実施します。（図表 2 参照）

第一章 計画の背景と位置づけ

住生活基本法

高浜町住宅マスタープラン 高浜町まち・ひと・しごと
創生ビジョン・総合戦略

高浜町都市計画マスタープラン
高浜町立地適正化計画

高浜町営住宅長寿命化計画

住生活基本計画
（全国計画）

福井県住生活基本計画
※公営住宅にかかる目標

高浜町総合計画

図表 1　計画の位置づけ

整合

整合

図表 2　計画期間イメージ

目標
令和 12年度
（2030年度）

長寿命化計画
計画期間／ 10年間

見直し（R7年度）

【令和 3年度（2021年度）～令和 12年度（2030年度）】
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　人口増加率は、平成 17 年～ 22
年の 5 年間では△4.9％、平成 22
～ 27年では△4.2％、平成 27～令
和 2 年では△2.5％の人口減少と
なっています。
　世帯数の増加率は、平成 12～
17 年の 5 年間は横ばいであります
が、平成 17～ 22 年は 0.7％、平成
22～ 27 年は 3.6％、平成 27～令
和 2 年では 7.3％の増加となってい
ます。（図表 4 参照）

図表 3　人口・世帯数の推移

資料 : 各年国勢調査
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図表 4　人口・世帯数の増加率

資料 : 各年国勢調査
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

　町の人口は減少傾向を示してお
り、令和 2 年には10,332 人となっ
ています。
　世帯数は人口とは対象的に増加
傾向を示し、令和 2 年には 4,497
世帯となっています。
　世帯当たりの人員は減少傾向に
あり、令和 2 年には 2.3人となって
おり、昭和 55 年から40 年間で1.7
人減少し、核家族化の進行がみら
れます。（図表 3 参照）

① 住宅事情の整備
1　人口・世帯の推移

（1）　町営住宅の状況の把握・整理
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図表 5　年齢 3区分別人口割合の推移

図表 6　年齢 3区分別人口の推移

資料 : 各年国勢調査

資料 : 各年国勢調査
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　年齢 3 区分別人口を実数でみる
と、0～14 歳人口の減少、65歳以
上人口の増加により、平成 2 年に
は 0 ～ 14 歳人口は 65 歳以上人口
より多かったが、令和 2 年では 0 ～
14 歳人口は 65 歳以上人口の約
1/3まで減少しています。
（図表 6 参照）

　年齢 3 区分別人口の推移をみる   
と、0 ～ 14 歳は 30 年間で 7.2 ポ
イント減少し、令和 2 年では 11.6％
となっています。
　逆に 65 歳以上は 15.0 ポイント
増加し、令和 2 年では 32.0％となっ
ており、少子高齢化が進行していま
す。（図表 5 参照）

2　年齢別人口

第二章　町営住宅の状況の把握・整理
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　平成 27年の 5歳階級別の人口をみると、
60 歳代後半の団塊の世代と40 歳代前半の
団塊ジュニアの構成が高くなっています。 
　福井県においても、ほぼ同様の傾向と
なっています。（図表 7 参照）

図表 7 年齢 5歳階級別の人口

図表 8-1 出生・死亡数の推移（自然動態）

図表 8-2 転入・転出数の推移（社会動態）

資料：国勢調査

出典：高浜町総合戦略

出典：高浜町総合戦略

第二章　町営住宅の状況の把握・整理

　平成 15 年までは自然増であったが、平成
16 年以降は死亡数が出生数より多くなり、
自然減に転じています。 （図表 8-1 参照）
　社会動態は、平成 7年以降、転入数より転
出数が多い「社会減」の状態が続いていま
す。（図表 8-2 参照） 
　人口の増減をみると、年によって大きく変
動していますが、概ね年 50人から150人の
幅で減少しています。

3　人口動態の推移
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　平成 27 年の所有形態別世帯数をみ
ると、持ち家が 74.0％を占め、借家は
20.7％となっています。その内訳は、公
的借家 (公営･公団･公社 ) が一般世帯
数の3.0％、民営借家が 17.7％となって
います。（図表 9 参照）

4　住宅所有の状況

　平成 27 年の 65 歳以上世帯員のい
る世帯の状況をみると、平成 7年に比
べ高齢単身世帯の割合が増加傾向に
あります。 
　高齢単身世帯の住宅所有の状況を
みると、民営の借家が 16.3％、公営の
借家が 7.3％で、民営借家に居住する
世帯は公営の借家の約 2 倍となってい
ます。（図表 10・11 参照）

5　高齢者居住

図表 9　住宅所有の状況

資料：各年国勢調査

図表 10 　65歳以上世帯員のいる世帯割合の推移

資料：各年国勢調査

図表 11　住宅所有の状況

資料：各年住宅・土地統計調査

第二章　町営住宅の状況の把握・整理
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

図表 12　町営住宅の分布状況

図表 13　町営住宅一覧

※町営住宅の管理戸数、（　）内は木造、簡易耐火（平屋建）を除いた管理戸数

　町営住宅は町内に11団地あり、地域別には高浜地区が 3団地、和田地区が 1団地、青郷地区が 6団
地、内浦地区が 1団地です。（図表 12・13 参照）

② 団地の分布状況
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

③ 用途地域

図表 14　地区別配置状況

　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である都市計画区域、およびその内
で都市的土地利用を図っていく用途地域は、高浜地区と和田地区の一部を指定しています。
（図表 14 参照）

資料：建設整備課 資料：建設整備課

高浜地区
26.8%

和田地区
15.6%

青郷地区
51.7%

内浦地区
5.9%

R3.3.31 時点
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

高浜地区（３団地　55戸）

【汐入団地】

和田地区（１団地　32戸）

【水明団地】

【立石団地・畑団地】
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

青郷地区（６団地　106戸）

【西三松団地・緑ヶ丘団地】

【関屋団地・出合団地】
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

内浦地区（1団地　12戸）

【音海団地】

【日置団地・青葉団地】
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

（2）　住宅ストックの概況

　耐火構造でない住宅（木造・簡易耐火）は
全体の33.6％です。（図表 15 参照）

① 構造別の管理戸数 図表 15　町営住宅の構造別管理戸数の割合

資料 : 建設整備課

　1970 年代に建設された住宅が 71 戸
（34.6％）で最も多く、次いで 1990 年代が
52 戸（25.4％）の順となっています。
　現存する最も古い住宅は昭和 28（1953）年
建設の立石団地 11号棟です。
（図表 16 参照）

② 建設年代別の管理戸数 図表16　町営住宅の建設年代別管理戸数の割合

資料 : 建設整備課

　住戸の床面積では 30 ㎡以上 40 ㎡未満が
68戸（33.2％）で最も多く、次いで 60 ㎡以上
の 60戸（29.3％）です。
　3 人世帯の最低居住面積水準を下回る 40
㎡未満の住宅は 81戸（39.5％）です。
（図表 17 参照）

③ 住宅規模別の管理戸数 図表 17　町営住宅の住宅規模別の
管理戸数の割合

資料 : 建設整備課
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（平屋建）
0.5％
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（二階建）
18.5％

R3.3.31 時点
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34.6％
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19.0％
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25.4％
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2.4％
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18.5％

R3.3.31 時点

R3.3.31 時点

30～40㎡
未満
33.2％

40～50㎡
未満
23.9％

30㎡未満
6.3％60㎡以上

29.3％

50～60㎡
未満
7.3％
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

　本計画の策定時点（令和 3 年度）で法定の耐用年数を経過している住宅は 68戸（33.2％）、耐用年
数の1/2 以上経過している住宅は 69戸（33.7％）で、計画期間の終期にはすべての団地が耐用年数
の1/2を迎えます。（図表 18 参照）

④ 耐用年数の経過状況別の管理戸数

図表 18 耐用年数の経過状況と見込み

資料 : 建設整備課 資料 : 建設整備課

経過
33.2％

1/2 経過
33.7％

未経過
33.2％

経過
33.7％

1/2 経過
66.3％

未経過  0％

令
和
2
年
度
末
時
点

令
和
12
年
度
末
時
点
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

図表 19　町営住宅の立地状況

※高浜町立地適正化計画と整合を図るため、徒歩 10分 ( 分速 80ｍとして 800ｍ) 程度）を「○」とする。

（3）　立地状況

　町営住宅の立地状況は以下のとおりである。西三松団地、音海団地、緑ヶ丘団地と水明団地を除き、小浜線
の最寄り駅又はバス停まで徒歩10 分以内という立地環境です。（図表 19 参照）
　二方向避難については、ベランダを加えると、すべての団地で満たしている状況です。



̶ 15̶

第二章　町営住宅の状況の把握・整理

図表 20 町営住宅の法指定状況

図表 21 町営住宅の居住面積水準の状況

資料 : 建設整備課

令和 3年 3月 31日時点
資料 : 建設整備課

は最低居住面積水準を満たせていない世帯

注：全員成人と想定

（4）　法規制等の状況

　町営住宅の法指定状況は、表に
示すとおりです。立石団地ならびに
汐入団地が用途地域内の各種住居
地域、その他は用途地域外に立地
しています。
　指定建ぺい率および指定容積
率は、立石団地と汐入団地が
60％、200％、畑団地と水明団地が
70％、200％であり、その他につい
ては、無指定の状況です。
（図表 20 参照）

① 法指定状況

　居住面積水準に照らして最低居住面積水準以下の状況をみると、町営住宅入居者のうち 6 世帯
（4.3％）となっています。
　団地別にみると、出合団地に最低居住面積水準以下の世帯が多く入居しています。（図表 21 参照）

② 居住面積水準の状況

第 1種住居地域
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

図表 22 平成元年以降の町営住宅の改善状況

（5）　町営住宅の改善履歴

　近年の町営住宅の改善状況は以下のとおりです。平成 17年度以降は緑ヶ丘団地、水明団地を除き、日常的     
な修繕以外は行われていません。なお、建替事業は行われていません。（図表 22 参照）
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

図表 23　町営住宅の入居状況

図表 24　世帯人員別入居割合

資料 : 建設整備課

図表 25　世帯主年齢別入居世帯の割合

資料 : 建設整備課

図表 26　居住年数別入居世帯の割合

資料 : 建設整備課

（6）　入居世帯の概況

　令和 3 年 3 月 31 日時点におけ
る町営住宅全体の入居世帯数は
140世帯で入居者数は246人です。
（図表 23 参照）

① 入居状況

　世帯人員は単身世帯が 76世帯（54.3％）で最も
多く、次いで 2人世帯が 39 世帯（27.9％）となっ
ています。（図表 24 参照）

② 世帯人員別の入居世帯数

　70 歳以上の世帯主が 61世帯（43.6％）で最も
多く、次いで 60 歳代が多くなっています。60 歳代
以上の世帯主は全体の 65.7％に対して、子育て世
代が中心と考えられる 50 歳未満は 16.5% となっ
ています。（図表 25 参照）

③ 世帯主年齢別の入居世帯数

　世帯の居住年数は、140 世帯中、多い順に 20
年以上が 65世帯（46.4％）、10 ～19 年が 26世帯
（18.6％）、5～ 9 年が 17世帯（12.1％）であり、長
期居住者が非常に多くなっています。
（図表 26 参照）

④ 居住年数

立石団地

関屋団地

畑団地

日置団地

青葉団地

西三松団地

入居世帯数
3

1

4

5

9

3

入居者数
4

1

7

7

15

6

出合団地

音海団地

汐入団地

緑ヶ丘団地

水明団地

合　　計

入居世帯数
17

2

25

44

27

140

入居者数
32

4

41

81

48

246

1 人
54.3％2人

27.9％

3人
10.7％

4人
5.7％

5人以上
1.4％

R3.3.31 時点

70歳以上
43.6％ 50歳代

17.9％

40歳代
7.9％

30歳代
5.0％

20歳代
3.6％

60歳代
22.1％

R3.3.31 時点

20年以上
46.4％

1年未満
5.7％

1～2年
9.3％

3～4年
7.9％

5～9年
12.1％

10～19年
18.6％R3.3.31 時点

 資料 建設整備課（令和 3 年 3 月 31 日時点 ）
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第二章　町営住宅の状況の把握・整理

図表 27 入居者家賃（町営住宅）

資料 : 建設整備課

図表 28　町営住宅の待機者の状況

資料 : 建設整備課※空き部屋数は政策空き家を除く

　公営住宅における平成 28 年 4 月か
ら令和 3 年 3月までの新規入居世帯数
は 38 世帯であり、各年度において待機
者がなく、居住の安定を図るための住
宅として必要な町営住宅数を確保でき
ています。
（図表 28 参照）

⑥ 待機者の状況

　令和 3 年 3 月 31 日時点における町営
住宅全体の入居世帯の家賃は、多い順に
月額 10,000 円～ 19,999 円が 62 世帯、
5,000 円～ 9,999 円が 46 世帯、2,000
円～ 4,999 円が 16世帯です。
（図表 27 参照）

⑤ 入居者家賃
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第三章　町営住宅事業の基本方針

（1）　町営住宅の課題

　本町では、町営住宅を205 戸管理し、住宅に困窮する低額所得者、高齢者、子育て世帯等の居住の安
定を図るための住宅として活用しており、今後も、必要な町営住宅数の確保、適切な維持管理と有効活用
により、住宅セーフティネット機能を確保する必要があります。

① 住宅セーフティネット機能の確保

　町営住宅は、老朽な住宅の割合が高く、耐用年数を超過した住棟については、順次用途廃止を行って
いく中で、住宅の計画的、重点的な整備等により、住宅の質の向上を図る必要があります。
　今後は、民間住宅の有効活用による住宅セーフティネット機能の構築について、官民協働による取り組
みについて検討します。

② 老朽な町営住宅の整備

　町営住宅入居者の高齢化率は 56.5%（令和 2 年 9月末）で、町平均 31.9%（令和 2 年国勢調査）に比
べ高い状況にあり、平成 23 年 9月末時点の30.9% から9 年弱で 25.6 ポイント増加しています。
　将来的に人口減少が続く一方で、高齢者の割合は増加傾向が見込まれており、入居世帯の高齢化が
進行していることも踏まえ、住棟のバリアフリー化や単身高齢者の住みやすい間取り等への改修を行うと
ともに、福祉関係機関などとの連携を密にしながら、入居者の日常生活の支援や見守りなども含めた福祉
サービス機能を充実させる必要があります。
　また、現在の町営住宅の立地について、公共交通機関の利便性も悪く、高齢者や自家用車等を所有し
ていない入居者にとって、必ずしも住みやすい場所に立地しているとは言えない住棟もあり、今後、必要
な町営住宅数の確保するうえでは、居住誘導区域内での建替や整備、民間住宅の活用等、立地の視点か
らも検討します。

③ 高齢化社会に対応したストックへの改善

　入居世帯のうち、子育て世帯は14.3％（令和 2 年 9月末）となっており、町営住宅が子育て世帯の住宅
供給の役割の一端を担っております。
　本町では、「高浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、20 代から30 代の若者・子育てファ
ミリー層の転出抑制・転入促進に向けた取り組みを推進していることから、町営住宅においても、若者
や子育てファミリー層が安心して住み続けられる住宅供給を提供します。

④ 若者・子育て世帯の居住の支援

　今後、人口減少や高齢化社会が進む中で、厳しい財政状況やストック確保の観点から長く大切に使い
ながら、真に住宅に困窮する町民に供給することが求められています。そのため、長寿命化の視点に
立った、効率的で計画的な点検・修繕・改善に取り組むことが求められます。

⑤ 長期的な需要見通しに対応した町営住宅の計画的な整備等
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・将来の世帯数は、『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）』（国立社会保障・人口
　問題研究所（H30 年推計））における福井県の世帯数の増減率を用いる。
・推計期間は、令和 2 年を基準として、令和 7年（5 年後）、令和 12 年（10 年後）、令和 17年
　（15 年後）、令和 22 年（20 年後）において算出する。
・要支援の対象世帯は、町営住宅および民営借家で生活する世帯を対象に、収入と居住水
　準から見て推計を行う。
・裁量階層も含める。

※町営住宅の目的（公営住宅法第一条より抜粋）
国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを
住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生
活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

第三章 町営住宅事業の基本方針

（2）　町営住宅の供給に関する基本方針

　町営住宅別および棟別活用計画を検討する上での前提条件を以下のとおり設定します。

(1) 前提条件

「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住むところを供給する。」
①必要な世帯に、適切な住宅を適切な家賃で提供する。
②居住水準や設備水準、住環境水準において一定の水準を確保する。
③バリアフリーに関して一定の水準を確保した住戸について一定量確保する。
④施策対象者へのセーフティネットの提供を効率的に行う。
⑤まちづくりや他施策との連携による効率的な供給を行う。

　町営住宅の目的は、公営住宅法によると、「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを
住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定
と社会福祉の増進に寄与すること」（公営住宅法第１条）とされており、低所得者に対する適正な住宅ス
トックを確保し、子どもをもつ世帯や高齢者世帯等の住宅を補完する役割を担っています。
　つまり、町営住宅に求められる役割（意義）は、以下のとおりです。

(2) 町営住宅の役割（意義）
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【資料】
人　口：国立社会保障・人口問題研究所　「日本の地域別将来推計人口（市町村別推計）」
世帯数：国立社会保障・人口問題研究所の「福井県」の推計世帯数より算出（市町村ご
　　　　との数値が無いため、福井県の推計値より算出）
※1　人口は第 4次高浜町総合計画と同数
※2　2020（R2）の人口・世帯数は令和 2年国勢調査速報数値

図表 29　人口・世帯数の推移

0 1.90
2,000 2.00
4,000 2.10
6,000 2.20
8,000 2.30
10,000 2.40
12,000 2.50

2020（R2） 2025（R7） 2030（R12） 2035（R17） 2040（R22）

人口 世帯数 1世帯当たりの人員

10,332 9,494
8,923 8,337

7,733

4,497

2.30

第三章 町営住宅事業の基本方針

（3）　人口・世帯数の推移

　高浜町の人口は、平成 2 年（1990 年）まで増加して12,425人となりましたが、その後、減少に転じ、令和 2  
年には 10,332人となっています。
　人口減少傾向は今後も継続し、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計では、本計画期末の令和 12
年（2030 年）には 8,923人、令和 27年（2045 年）には 7,126人と令和 2 年（2020 年）から約 30％減少する見
込みです。（図表 29 参照）

4,118

2.31

3,964

2.25

3,783

2.20

3,581

2.16
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　町営住宅で支援する対象世帯は、「公営住宅等長寿命化計画策定指針 ( 改定 )」( 平成 28(2016) 年度
国土交通省 ) で示された事業手法の選定フローを用いて町営住宅の今後の活用方針を判定します。　
（図表 30 参照）

(4) 町住宅対策世帯の推計

図表 31　著しい困窮年収未満の世帯数の推移

図表 30 事業手法の選定フロー
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　「ストック推計プログラム（将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計）」を用い、著しい困窮年収
未満の世帯数の推計を行った結果、2020 年は 178 世帯、2030 年は 156世帯となり、10 年間で 22 世帯
減少（12.4％）する結果となりました。（図表 31 参照）
　なお、推計にあたって、高浜町としてのデータが公表されていない場合は、福井県や近隣市町の比率を
代用するなどの手段を講じました。

② 著しい困窮年収未満の世帯数の推計

第三章 町営住宅事業の基本方針
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　今後も、緊急的な入居が必要な世帯へ対応できるように、住宅セーフティネットの安定を図り、現在の供給
水準（平均空き部屋率 11.7％）を確保していく必要があります。（図表 33 参照）
　以上のことから、計画期間満了年における目標管理数は、現状の入居戸数である140戸程度が町営住宅の
適正管理戸数であると考えられます。（図表 34 参照）

図表 32　町営住宅入居世帯数の見込み

図表 33　町営住宅へのへ入居率

図表 34　目標管理戸数

H28 H29 H30 R1 R2

165 155 145 142 140

178 162 156 148 140 128 117

127 123 116 110 101 92

78.7%

入居世帯数（見込み）

困窮年収未満世帯推計結果

推計値に対する入居割合 R2と同様の割合で推移すると仮定

R7 R12 R17 R22 R27 R32

入居世帯数（実績）

困窮年収未満世帯推計結果

入居世帯数
実績値

困窮年収未満世帯
推計値（見込み）

推計値に対する入居割合

年度

入居世帯数

H28 H29 H30 R1 R2 平均

218 219 214 211 205

165 155 145 142 140

政策空き家 39 42 44 48 48

空き部屋数 14 22 25 21 17

管理戸数に対する入居率

管理戸数

75.7%

政策空き家を除く入居率 92.2%

空き部屋率 7.8%

70.8%

87.6%

12.4%

67.8%

85.3%

14.7%

67.3%

87.1%

12.9%

68.3%

89.2%

10.8%

70.0%

88.3%

11.7%

※

※空き部屋数は政策空き家を除く

R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32

178 162 156 148 140 128 117困窮年収未満世帯推計結果

140 127 123 116 110 101 92入居世帯数（見込み）

205 142 137 130 123 112 103町営住宅管理戸数
（空き部屋率 11.7%含む）

計画期間

R12目標管理戸数
約 140世帯

③ 目標管理戸数

　町営住宅等の将来のストック量の推計結果を踏まえ、町が管理する住宅の目標管理戸数を設定します。
　入居世帯数については、減少傾向であり、基準年（2020 年）における著しい困窮年収未満の世帯数の推計
は178 世帯、計画期間満了年（2030 年）は 156世帯となりますが、令和 2 年度の入居世帯数は、推計世帯数
178 世帯に対し140 世帯（町営住宅への入居率 78.7％）であり、推計世帯数すべてのストックを町営住宅で確
保する必要はなく、一定数は町営住宅以外の民間賃貸住宅等に居住しています。
　推計世帯数のうち、現在の町営住宅への入居率が同様に推移すると仮定すると、計画期間満了年（2030
年）の入居見込み世帯数は123 世帯程度になると推測できます。（図表 32 参照）

第三章 町営住宅事業の基本方針
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※住宅に困窮している状況とは（高浜町公営住宅管理条例第 8条より抜粋）

ア）住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住してい 

　 る者

イ）他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

ウ）住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

エ）正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者 (自己の責に帰すべき事由に 

　 基づく場合を除く。)

オ）住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家

　 賃の支払いを余儀なくされている者

カ）前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

図表 36　高浜町における町営住宅の入居条件

図表35　居住者ニーズ（需要推計より）と住宅支援等を行っていかなければならない世帯

※居住者ニーズは令和2年の割合で推移すると仮定する。
※世帯数は少数第一位を四捨五入しているため、合計と合わない場合がある。

【参考】

（老人、身体障がい者、被災者等は要件緩和あり）

　令和 2 年度末時点で高浜町には 205 戸の町営住宅があります。近年は町営住宅の待機者はなく、政
策空家 48戸分を除いても、必要供給量が充足していることが伺えます。
　しかしながら、半数以上の町営住宅が耐用年数を超過していることから、順次、用途廃止を行っている
ところであり、これらすべてを町営住宅として建替え、維持管理していくことは、今後の財政的制約の高ま
りを考えると、困難であることが予想されます。
　そこで、居住者ニーズや世帯規模に応じた住宅の供給・確保について、改善事業等の実施による長寿
命化を進めるとともに、民間賃貸住宅の借り上げ等、官民協働で行っていくものとします。

(4) 町営住宅の供給方針

ア）現に同居し、または同居しようとする親族があること。
イ）収入基準を満たすもの。
ウ）現に住宅に困窮していることが明らかな者※であること。
エ）親族が暴力団員ではないこと。

第三章 町営住宅事業の基本方針
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※住宅に困窮している状況とは（高浜町公営住宅管理条例第 8条より抜粋）

ア）住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住してい 

　 る者

イ）他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

ウ）住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

エ）正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者 (自己の責に帰すべき事由に 

　 基づく場合を除く。)

オ）住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家

　 賃の支払いを余儀なくされている者

カ）前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

図表 36　高浜町における町営住宅の入居条件

図表35　居住者ニーズ（需要推計より）と住宅支援等を行っていかなければならない世帯

※居住者ニーズは令和2年の割合で推移すると仮定する。
※世帯数は少数第一位を四捨五入しているため、合計と合わない場合がある。

【参考】

（老人、身体障がい者、被災者等は要件緩和あり）

　令和 2 年度末時点で高浜町には 205 戸の町営住宅があります。近年は町営住宅の待機者はなく、政
策空家 48戸分を除いても、必要供給量が充足していることが伺えます。
　しかしながら、半数以上の町営住宅が耐用年数を超過していることから、順次、用途廃止を行っている
ところであり、これらすべてを町営住宅として建替え、維持管理していくことは、今後の財政的制約の高ま
りを考えると、困難であることが予想されます。
　そこで、居住者ニーズや世帯規模に応じた住宅の供給・確保について、改善事業等の実施による長寿
命化を進めるとともに、民間賃貸住宅の借り上げ等、官民協働で行っていくものとします。

(4) 町営住宅の供給方針

ア）現に同居し、または同居しようとする親族があること。
イ）収入基準を満たすもの。
ウ）現に住宅に困窮していることが明らかな者※であること。
エ）親族が暴力団員ではないこと。

第三章 町営住宅事業の基本方針
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項　　目 対　　策

　町営住宅の点検については「公営住宅等日常点検マニュアル
（耐火準耐火編・木造編）」を参考に、必要な法定点検と日常点
検を適宜実施します。

　大規模修繕の周期により、工事部位によっては劣化度調査およ
び日常点検の結果等で次回の大規模修繕での実施とする可能性
があるため、町営住宅の修繕等履歴をデータベース化すること
で、以降の経常修繕や次回の大規模修繕に役立てます。
　また、入退居管理との一元管理についても検討します。

　長期にわたり活用可能な状態を維持し続けるためには、個別の
修繕対応だけでなく、定期的な計画修繕により効率化を図ってい
く必要があります。
　本町で管理する町営住宅ストックの住棟数は長期的には減少
していく見込みですが、保有ストックの大規模修繕時期が将来的
に集中しないよう、当面の改善事業や計画修繕の実施時期を調
整して事業を平準化します。

法定点検および日常点検の実施

点検結果や実施した修繕内容の
データ管理

中長期的な見通しに立った
計画修繕の実施

（5）　町営住宅の長寿命化に関する基本方針

設計性能を維持するための点検・修繕・データ管理にかかる方針は以下のとおりとします。

① ストックの状況把握・修繕の実施・データ管理に関する方針

　町営住宅ストックの長寿命化を図るためには、建物の老朽化や劣化による事故、居住性の低下等を未
然に防ぐ、予防保全的な維持管理が重要であることを踏まえ、改善事業の実施による長寿命化およびラ
イフサイクルコストの縮減に関する方針を以下のとおり設定します。

② 改善事業の実施による長寿命化およびライフサイクルコストの縮減に関する方針

①対症療法型の維持管理から予防保全的な維持管理の実施及び耐久性の向上等を図る改善
　の実施により、町営住宅ストックの長寿命化を図る。
②仕様のアップグレード等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実践による修　
　繕・建替周期の延長などにより、ライフサイクルコストの縮減を図る。
③修繕標準周期に先立つ点検を充実し、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐと
　ともに、修繕や改善の効率的な実施につなげる。

第三章 町営住宅事業の基本方針
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内　　容事業手法

維持管理

改善

建替

・町営住宅の性能や品質を維持するため、「保守点検」「経常修繕（実施時期を定めない小規模
　な修繕）」「計画修繕（実施時期を定めて実施する大規模修繕）」「空き家修繕（退去後の原状
　回復）」等の方法により、適切な維持・保全を行うものを維持管理とします。

・現在ある町営住宅を除却し、その敷地の全部または一部の区域に新たに町営住宅を建設す
　るものを建替とします。
・現在ある町営住宅を別の敷地に移転する場合や、別の町営住宅と併せて建設する統合建替
　や、町営住宅の用途を廃止し別の敷地で建設する非現地建替などについても建替とします。

用途廃止 ・現在ある町営住宅の用途を廃止し、敷地を異なる用途に転換するものを用途廃止とします。

・町営住宅の性能や品質を維持・向上させるため、以下の改善や改修を個別に行うものを改善
　とします。また、団地や棟単位で改修や改善を行う場合は大規模改善とします。
ⅰ) 居住性向上型：三点給湯化、トイレの洋式化 等
ⅱ) 福祉対応型 ：住戸内の手すり設置、段差解消、共用部高齢者対応 等
ⅲ) 安全性確保型：耐震改修、外壁改修 等
ⅳ) 長寿命化型 ：外壁改修、屋上防水、配管改修 等

（1）　基本的な考え方

　町営住宅長寿命化計画に位置づける対象町営住宅は、本町が管理する各団地について、団地別・住
棟別のカルテを作成したうえで、実施する事業手法を選定します。

① 長寿命化計画に位置づける対象

　実施する事業手法は「維持管理」「改善」「建替」「用途廃止」とします。

② 事業手法の区分

第三章 町営住宅事業の基本方針



i）～iii）
全てが活用
に適する 左記以外

不要

不要 必要 可能 不可能

■ 事業費の試算

事業実施時期の決定　及び　年度別事業費の試算

■ 事業実施時期の調整
問題なし 問題あり

必要

i） 需要
ii） 効率性
iii） 立地

躯体・避難の
安全性に係る改善
の必要性

躯体・避難の
安全性に係る改善
の可能性

居住性に係る
改善の必要性

居住性に係る
評価項目の決定

・改善事業と建替事業のLCC比較や、計画期間内の建替事業量
　の試算を踏まえ、改善か建替かを仮設定する。

・集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異
　なる事業手法に判定された住棟が混在する団地
　等は、効率的な事業実施のため、必要に応じ
　て建替や改善等の事業手法を再判定する。
・あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの
　対応等の観点から総合的な検討を行う。

・中長期的な期間（30 年程度）のうちに想定される新規整備、改善、建替
　等に係る年度別事業費を試算する。

・事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合は、事
　業実施時期を調整して改めて試算し、問題がないか確認を行う。

全団地・住棟の供用期間、事業実施時期等を示した概ね30年程度の長期的な管理の見通しを作成する。

・長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（10 年以上）内における最終的な事業手法を決定する。
・改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、全面的改善か個別改善かを決定する。
・計画期間内の事業予定を、公営住宅等ストックの事業手法別戸数表（P.25）及び様式 1～3（P.52）として整理する。

・将来のストック量推計を踏まえ、「継続管理する団地」又は
　「当面管理する団地（建替を前提としない）」の判定を行い、
　事業手法を仮設定する。新規整備の検討も行う。
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（1）　選定の考え方

第四章　計画の対象と事業手法の選定

　ストックの活用判定は、公営住宅等長寿命化計画策定指針（平成 28 年 8月改定）で示す選定フローに即
して行います。
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図表 37　団地の社会的特性による判定項目と水準
判定の視点 水　　準

①
団地の社会
的特性による
継続管理の
方針

団地の
需要

敷地の
効率性

団地の
立地

入居率

敷地条件
用途地域

利便性
地域バランス
災害危険区域

□応募倍率及び空家率の状況等により需要を評価する。
□応募倍率の高い団地や空家率の低い団地は、団地を継続管理するこ
　とに適するものと評価する。なお、応募倍率が低く空家率が高い団地
　であっても、近隣の団地の状況等を踏まえて評価する。

□利便性を評価する。鉄道・バス等の公共交通機関が近接している、公
　益施設や生活利便施設・教育施設等が近接しているなど利便性が
　高い場合は、団地を継続管理することに適するものと評価する。
□地域バランス確保の観点から、団地の継続管理の必要性について評
　価する。例えば、ある一定のエリア内に存する唯一の団地である場合
　は、地域の公営住宅等の需要を支える団地として継続管理することが
　考えられる。
□災害危険区域等内にある場合は、個々の建物自体の安全性の確保の
　有無にかかわらず、公営住宅等として継続的に管理する上での適地と
　しては扱わない。

□敷地の高度利用の可能性等を検討し、建替事業の効率性を評価する。
□団地に係る法規制（用途地域、指定容積率、日影規制、高度地区等）、
　団地の敷地規模及び形状等により高度利用の可能性等がある場合　
　は、団地を継続管理することに適するものと評価とする。

項　　目

（2）　1時判定

　町営住宅の社会的特性に係る現在の評価として「需要」「効率性」「立地」の３項目により評価を行いま
す。全ての評価項目が活用に適する場合は将来にわたり「継続管理する団地」と仮設定し、いずれかの評
価項目が活用に適さない場合は「継続管理について判断を留保する団地」とします。
　なお、計画策定時点で耐用年数を超過している「立石団地」、「関屋団地」、「畑団地」、「日置団地」、「青
葉団地」、「西三松団地」、「出合団地」、「音海団地」の８団地については「用途廃止」とし、１次判定は行っ
ていません。

① 団地の社会的特性による継続管理の方針

第四章 計画の対象と事業手法の選定
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□旧耐震（昭和 56 年 5 月以前の建築）かつ耐震診断が NG
　もしくは未実施の場合は×
□旧耐震（昭和 56 年 5 月以前の建築）かつ耐震診断が OK
　でも耐震改修を行っていない場合は×
□目視で顕著な構造安全上の劣化が確認される場合は×

□防火区画は原則整備済みとし、すべて〇
□３階建以上の集合住宅で、バルコニー方向の避難経路が確
　保されていない場合は×

□住戸専用面積が 40 ㎡未満の場合は × （※３人世帯の最低
　居住面積水準を下回る）

□平成 11 年の省エネルギー対策等級（一定の省エネルギー
　性能）に満たない場合は×

□共用部アプローチにスロープなしの場合は×
□共用階段に手すりなしの場合は×

□居室間に 20mm以上の段差がある場合は×
□便所・浴室に手すりがない場合は×

□4階建以上の耐火住棟でエレベーターなしの場合は×

判定の視点 水　　準

②
ストックの
物理的特性に
よる改善の必
要性／可能性

高齢者等対
応 (バリア
フリー)

耐震性
構造の劣化安全性

( 躯体 )

防火区画
二方向避難

共用部手すり
段差解消

住戸内手すり
段差解消

□劣化調査の結果、外壁・付帯施設もしくは屋外設備に著し
　い経年劣化が認められる場合は×

住棟及び共用部
設備

安全性
(避難 )

居住性

経年劣化

居住面積水準

省エネルギー性

エレベーター

項　　目

　住宅ストックの状態から「改善不要」、「改善が必要」、「優先的な対応が必要（改善可能）」、「優先的な
対応が必要（改善不可能）」の 4区分に分類します。
　躯体の安全性・避難の安全性についていずれかの項目が「×」となった場合は「優先的な対応が必要」
とし、居住性の項目に「×」がある場合は「改善が必要」とします。

② ストックの物理的特性による改善の必要性／可能性

図表 38 団地の物理的特性による判定 目と水準

第四章 計画の対象と事業手法の選定
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図表 39　1次判定の結果

　活用手法の判定結果は以下のとおりなる。整備表中の灰色部分に該当するストックについては、引き続
き２次判定を実施します。

（ア） １次判定結果

第四章 計画の対象と事業手法の選定



図表 40 長期的な需要による判定項目と水準
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【将来的な必要ストック量との比較】
・将来の著しい困窮年収未満の世帯数は 2040 年（令和 22 年）において140 世帯と推計され
　ています。
・緑ヶ丘団地、水明団地および汐入団地を除く８団地は、既に耐用期限を大幅に超過しており、
　特に木造住宅については、退去があり次第、政策的に用途を廃止し除却を行っていますが、
　他の住戸についても、入居者の安全性や居住性等を考慮すると、早期の用途廃止が必要と
　なっています。
・以上のことから、将来的に必要なストック量の確保に対しては、緑ヶ丘団地、水明団地を継続
　管理としたうえ、汐入団地については、耐用年数の関係から用途廃止としますが、必要なス
　トック量の確保のため当面管理を行い、住戸ストック量が不足することがないよう取り組ん
　でいく必要があると考えます。

「継続管理」のストック数のみでは公営住宅
の長期的な需要に対応できない場合は、
以下について判断する。
❶団地個別の需要にかかわらず敷地の効
　率性・団地の立地等を勘案して「継続
　管理する団地」とする。
❷他団地との集約等により用途廃止する
　ことを想定する「当面管理する団地（建
　替を前提としない）」とする。
❸「用途廃止」とし、公営住宅の新規整備
　を行うのかを判断する。 

１次判定の結果が「判断を留保」長期的な需要

【新規整備および民間賃貸住宅等の活用等】
　将来必要なストック量の確保については、規模を拡大した建替え（新規整備）による対応が
考えられますが、全てのストック量を確保するためには相当な期間が必要となることが見込ま
れることから、町内にある民間の賃貸住宅等の活用の検討が必要です。

水　　準項　　目判定の視点

（3）　２次判定

　２次判定では、１次判定においてＢグループとなった緑ヶ丘団地、水明団地および汐入団地を対象とし
て、将来的に必要なストック量の推計結果を踏まえ、将来にわたって「継続管理する団地」とするのか、将
来的には他団地との集約等により用途廃止することを想定する「当面管理する団地（建替えを前提としな
い）」とするのか判定を行います。

① ライフサイクルコスト比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定

第四章 計画の対象と事業手法の選定
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　活用手法の判定結果は以下のとおりとなります。
　引き続き、すべてのストックについて３次判定を行います。

（イ） ２次判定結果

図表 41　2次判定の結果

第四章 計画の対象と事業手法の選定
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・維持管理を図る団地であるため、判定対象外とします。
・なお、緑ヶ丘１・２号棟について長寿命化改修を実施済であり、緑ヶ丘３号棟については、今後、長
　寿命化改修を行うとともに、単身高齢世帯など世帯規模の小さな入居者が増加傾向にあることか
　ら、1LDKや 2DKなど世帯規模に応じた型別供給を行うことを検討します。

ⅰ　団地単位での効率的活用に関する検討
◇緑ヶ丘団地

・維持管理を図る団地であるため、判定対象外とします。
◇水明団地

・用途廃止に向けて、将来必要なストック量に対し、民間の賃貸住宅の活用促進等により補完が必
　要です。

◇汐入団地

・維持管理を図る団地であるため、判定対象外とします。

ⅱ　集約・再編等の可能性に関する検討

◇緑ヶ丘団地

・維持管理を図る団地であるため、判定対象外とします。
◇水明団地

・用途廃止に向けて、将来必要なストック量に対し、民間の賃貸住宅の活用促進等により補完してい
　くこととし、町営住宅として、現在の入居戸数に相当する25 戸程度を確保するものとします。

◇汐入団地

第四章 計画の対象と事業手法の選定

（4）　３次判定

　１次および２次判定結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事業手法に判
定された住棟の混在する団地等は、効率的な事業実施のため、必要に応じて建替えや改善等の事業手法
を再判定します。
・あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から総合的な検討を行います。

① 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定
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ⅲ　地域ニーズへの対応等の総合的な検討

・維持管理を図る団地であるため、判定対象外とします。

（ア）まちづくりの視点
◇緑ヶ丘団地

・維持管理を図る団地であるため、判定対象外とします。
◇水明団地

・都市計画区域内の立地であるため、用途廃止に向け、高浜町都市計画マスタープランとの連携を図
りつつ、用地の利活用について検討します。

◇汐入団地

・維持管理を図る団地であるため、判定対象外とします。

（イ）地域単位の視点・他の事業主体等との連携の視点
◇緑ヶ丘団地

・維持管理を図る団地であるため、判定対象外とします。
◇水明団地

・都市計画区域内の立地であるため、用途廃止に向け、高浜町都市計画マスタープランとの連携を図
りつつ、用地の利活用について検討します。

◇汐入団地

　地域ニーズに応じた施設導入、地域におけるソーシャルミックス（※）の実現等のため、次のような視点
から総合的な検討を行い、事業の内容や実施時期等を設定します。
※ソーシャルミックス：年齢、職業、所得水準などが異なる人々が同じ地域で交流して暮らせるようにすること。

図表 42　3次判定のまとめ

第四章 計画の対象と事業手法の選定
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（ウ）３次判定結果
　計画期間内における町営住宅ストックの活用手法を以下のとおり想定します。

（イ）中長期の管理戸数の見通し
　計画期間中においては、生活困窮者のためのセーフティネットとして、町営住宅のストックは充足してい
ると見込まれますが、中長期的な視点で見ると、2050 年において耐用年数を超過した住棟すべてを用途
廃止した場合は、約 49戸のストック不足が見込まれます。（図表 44・45 参照）
　この不足数への対応については、住宅確保給付金の給付等を検討するとともに、町営住宅を補完する
制度として、需要が見込まれる単身高齢者や子育て世帯の生活の利便性も考慮し、居住誘導区域内での
民間の賃貸借住宅を活用した住宅支援の方策等の検討を行います。
　また、まちづくり関連事業や高浜町都市計画マスタープランとの連携を図り、空き住戸の解消や家賃収
入の増加につながるような取り組みについて検討します。

図表 43　3次判定の結果・団地別 /ストック類型別の維持管理方針

第四章 計画の対象と事業手法の選定



現在の管理戸数
（2020 年度）

【2050 年度までに耐用年数を経過する施設】

緑ヶ丘団地（1号棟） 耐用年数を超過耐用年数の 1/2 を超過20 戸

緑ヶ丘団地（2・3号棟） 耐用年数の 1/2 を超過耐用年数の 1/2 を超過36 戸

水明団地 耐用年数の 1/2 を超過耐用年数の 1/2 を超過32 戸

立石団地 耐用年数を超過耐用年数を超過3 戸

関屋団地 耐用年数を超過耐用年数を超過4 戸

畑団地 耐用年数を超過耐用年数を超過4 戸

日置団地 耐用年数を超過耐用年数を超過7 戸

青葉団地 耐用年数を超過耐用年数を超過10 戸

西三松団地 耐用年数を超過耐用年数を超過3 戸

出合団地 耐用年数を超過耐用年数を超過26 戸

音海団地 耐用年数を超過耐用年数を超過12 戸

汐入団地 耐用年数を超過耐用年数の 1/2 を超過48 戸

合計管理戸数 205 戸 140 戸 68 戸

140 戸 117 戸（49 戸不足）推計管理戸数

【2050 年度までに耐用年数を経過しない施設】

【参考 : すでに用途廃止に向けた取り組みが始まっている団地】

計画最終年
（2030 年度） 2050 年度

住宅名

老朽性 事業スケジュール（予定）
グループ・
住棟名 構造

11
4・6

木造
木造

建設
年度

経過
年数

耐用
年数

S28
S38

68 年
58 年

30
30

耐用
年数
経過率

耐用年数
1/2 未経過
状況

226.7
193.3

超過
超過

3・4
6・7

木造
木造

S28
S29

68 年
67 年

30
30

226.7
223.3

超過
超過

立石団地

関屋団地

2、3、7、
15 ～ 18 木造

木造

簡易耐火
（平屋建）

S40 56 年 30 186.7 超過

S42 54 年 30 180.0 超過

S52 44 年 45 97.8 超過

1・2・3
簡易耐火
（二階建）
簡易耐火
（二階建）
簡易耐火
（二階建）
簡易耐火
（二階建）

S44 52 年 45 115.6 超過

S46 50 年 45 111.1

58.6
58.6
44.3
44.3

超過

3.6～8 木造 S39 57 年 30 190.0 超過

1 中層耐火 S62 34 年 70 48.6
2 中層耐火 H2 31 年 70 44.3

S45 51 年 45 113.3 超過

S45 51 年 45 113.3 超過

中層耐火 S55 70

中層耐火 H2 70

中層耐火 H7 26 年 70 37.1

日置団地

青葉団地

西三松団地

出合団地

音海団地

汐入団地

緑ヶ丘団地

水明団地

畑団地

21
23

22

木造
木造

S45
S46

51 年
50 年

30
30

170.0
166.7

超過
超過

1
9

木造
木造

S55
S57

41 年
39 年

30
30

136.7
130.0

超過
超過

11 木造 S60 36 年 30 120.0 超過

1

1

2

2

中層耐火
中層耐火
中層耐火

S46
S47

50 年
49 年

70
70

71.4
70.0

超過
超過

3

3

S48 48 年 70 68.6 超過
超過
超過
未経過
未経過

未経過

未経過
未経過

判定結果 2021 ～ 2025
（R3 ～ R7）

2026 ～ 2030
（R8 ～ R12）

2031 ～ 2040
（R13 ～ R22）

2041 ～ 2050
（R23 ～ R32）

除去・用途廃止
※入居者退去後

除去・用途廃止
※入居者退去後

除去・用途廃止
※入居者退去後

除去・用途廃止
※入居者退去後

除去・用途廃止
または払い下げ
※借地の返還

除去・用途廃止
※入居者退去後

除去・用途廃止
※入居者退去後

除去・用途廃止
※入居者退去後

除去・用途廃止
※入居者退去後

除去・用途廃止
※借地の返還

除去・用途廃止
※借地の返還

定期点検に基づいた
維持管理

浴室設備・
ガス管改修他

除去・用途廃止
※借地の返還

除去・用途廃止
※借地の返還

除去・用途廃止
※入居者退去後

当面維持管理
※必要最低限の修繕実施

除去・用途廃止
※入居者退去後

屋上防水・
外壁改修他

除去・用途廃止
※入居者退去後

屋上防水・
外壁改修他

定期点検に基づいた
維持管理

屋上防水・
外壁改修他長寿命化等改修 定期点検に基づいた

維持管理
定期点検に基づいた

維持管理
屋上防水・
外壁改修他

定期点検に基づいた
維持管理

定期点検に基づいた
維持管理

浴室設備・
ガス管改修他

除去・用途廃止
または払い下げ
※借地の返還

除去・用途廃止
または払い下げ
※借地の返還

除去・用途廃止
または払い下げ
※借地の返還

短期 中期 長期

用途廃止

用途廃止

用途廃止

用途廃止

用途廃止

用途廃止

用途廃止

用途廃止

維持管理

維持管理

用途廃止

4・5

1

2

2、3、6、9、
11、13、16

41 年
41 年
31 年
31 年

̶ 36 ̶

図表 44 中長期の管理戸数の見通し

図表 45 中長期の管理事業スケジュール

第四章 計画の対象と事業手法の選定
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図表 46　点検項目（建築物の外部）

（1）　点検の実施方針

第五章　定期点検の実施方針

　点検の対象は用途廃止をしていないすべての町営住宅ストックとします。
　本計画期間内においては、法令に基づく点検（法定点検）と建築基準法第 12条の規定に準じて実施する
点検（12条点検）をあわせた「定期点検」を原則として3ヶ年ごとに実施します。ただし、建替・改善事業や
用途廃止の進捗状況に即して適宜スケジュールの見直しを行うものとします。
　また、すべての住棟を対象に日常点検を実施します。日常点検は、年に一度を目処に実施することを基本と
します。

（2）　点検項目

　部位別、構造別の点検項目は以下のとおりとします。
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図表 47 点検項目（屋上及び屋根）

図表 48　点検項目（避難施設等）

図表 49　建築設備に係る点検項目（木造）

第五章 定期点検の実施方針
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図表 50　敷地及び地盤等に係る点検項目

第五章 定期点検の実施方針
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図表 51　経常修繕の項目

図表 52　計画修繕の実施の方針

（1）　経常修繕の方針

第六章　計画修繕の実施方針

　当面管理するすべての町営住宅ストックにおいて、次項 (2) の計画修繕項目に含まれない修繕工事を経常
修繕項目とし、日常点検において必要が確認された場合は随時修繕を実施します。

（2）　計画修繕の方針

　計画修繕については、国の策定指針において示される部位ごとの修繕周期を参考にしつつ、おおむね 20
年ごとにグレードアップ改善とあわせて実施します。また、改善と同様、60 年目の大規模修繕は団地・ストッ
クの存続見通しによって実施を判断するものとします。
　なお、大規模改修の実施にあたっては事前調査（インスペクション）を実施し、各回での実施内容を判断す
るものとします。
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第六章 計画修繕の実施方針
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図表 53　改善事業の類型ごとの実施方針と内容

図表 54 耐火造住棟の改善項目と概算事業費

図表 51 経常修繕の項目

（1）　改善事業の実施方針

第七章　改善事業の実施方針

　個別の改善工事の内容は事前調査に基づき設定しますが、基本的な実施方針については下表の類型別実
施方針に基づくものとします。なお、業務の効率化のため、計画修繕サイクルと連動し同時に実施することを
基本とします。

（2）　概算事業費

　中長期的な事業負担の平準化を図るため、耐火造住棟の改善工事の項目を設定し、概算の事業費を算出
します。
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図表 55　計画期間中の改善・修繕スケジュール

第七章 改善事業の実施方針

（3）　計画期間における改善事業のスケジュール

　次期計画期間以降の活用方針やストックの耐用年数にも配慮し、以下のとおりとします。
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図表 56　建替事業の検討における基本的な考え方

（1）　建替事業の実施方針

第八章　建替事業の実施方針

　本計画期間内において、建替を実施する団地はありませんが、町営住宅団地の建替が必要な場合に際して
は、以下のア～オそれぞれについて事業個別の検討を行います。
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第八章 建替事業の実施方針

（2）　計画期間における建替事業のスケジュール

　本計画期間内において、建替を実施する団地はありませんが、都市計画区域およびその内で都市的土地
利用を図っていく用途地域において、町営住宅団地の建替が必要な場合は、今後の公営住宅需要の展望とス
トックの耐用年数を考慮し、高浜町都市計画マスタープランとの連携を図りつつ、建て替えや民間賃貸住宅の
借り上げ等を検討します。
　また、単身高齢世帯など世帯規模の小さな入居者が多いことから、建替ストックにおいては1LDKや 2DK
など世帯規模に応じた型別供給を行うことを検討します。
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図表 57　計画期間において用途廃止をめざすストック

第八章 建替事業の実施方針

（3）　計画期間における用途廃止のスケジュール

　耐用年数を経過した木造・簡易耐火・中層耐火住宅については、空き家募集を停止し、自然退去や他の
町住宅等への住み替えを促進します。また、民間用地に立地する一部の団地においては、居住者の意向とあ
わせて譲渡の可能性を検討します。
　用途廃止する町営住宅への継続入居を希望される世帯への対応については、他の町営住宅で発生する空
き住戸への住み替えや民間賃貸住宅の借上も含めて検討・推進します。
　上記の取り組みにより、計画期間において9団地 117 戸のうち、37 戸程度の用途廃止を目指します。
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（1）　維持・改善にかかる事業

第九章　長寿命化のための事業実施予定（国様式）
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（2）　建替にかかる事業

（3）　共同施設部分にかかる事業

第九章 長寿命化のための事業実施予定（国様式）
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①定期点検の実施によって、予防保全的な修繕・改善を効率的に行うことができ、維持修
　繕費等のコストの縮減が図られる。
②長寿命化型改善を行うことにより、建物の耐久性・安全性が向上し、それにより建物の
　長寿命化が図られ、良好なストックを長期にわたり確保することができる。
③良好なストックが確保されることにより、昭和 50 年代～平成初期にかけて供給された住
　宅の建替えを、限られた予算の中で効率的に実施することができる。

（1）　新規整備及び建替住棟の LCC

第十章　維持管理コストとその縮減効果

　該当無し

（2）　改善住棟の LCC

　第九章 長寿命化のための事業実施予定（国様式）「(1) 維持・改善にかかる事業」に記載。

（3）　長寿命化のための維持管理による効果

　長寿命化に向けた維持管理を実施することによる効果は以下のとおりです。
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