
 

 

５．公営住宅等における課題と展開方向 

 

 

 
 

 

■市内の昭和 46～57 年建設の簡易耐火構造の公営住宅入居世帯向け

アンケート調査結果（概要） （平成 23 年９月実施 回収率：100％） 

●対象団地と入居世帯数：合計 147 世帯 

(内訳)宮川団地(112 世帯)、宮川西団地(10 世帯)、豊栄団地(25 世帯)
 
１）家族内に体が不自由な方がいる割合：宮川団地 22％（25世帯）、宮

川西団地 40％(４世帯)、豊栄団地 56％(14 世帯、過半数を超える)。
 
２）団地環境の不満：宮川団地＝「雪捨て場がない 51％（57 世帯）、

駐車場がない 22％（25 世帯）、騒音・振動 19％（21 世帯）」、宮川

西団地＝「病院・福祉施設が近くにない 30％（３世帯）、交通の便

が悪い 20％（２世帯）」、豊栄団地＝「日用品を買う店が近くない

76％（19 世帯）、病院・福祉施設が近くにない 68％（17 世帯）」。 
 
３）住宅の不満：３団地共通の傾向で、「結露や湿気がひどい 61％（89

世帯）」・「隙間風があって寒い 59％（86世帯）」・「暖房費・光熱費

がかかる 40％（58 世帯）」の不満が多い。（数値は３団地の合計）
 
４）公営住宅への継続入居の希望：「住み続けたい」の割合は、宮川団

地 79％(88 世帯)、宮川西団地 90％(９世帯)、豊栄団地 96％（24

世帯)。３団地全てで非常に高い割合(３団地合計 82％(121 世帯))。
 
５）公営住宅以外に引っ越ししたい世帯数＝10 世帯。新築住宅を建て

たい世帯数＝１世帯（宮川団地の入居世帯）。合計で 11 世帯のみ。
 
６）将来も公営住宅入居希望で、現団地の建替時に希望する住宅： 

・宮川団地＝「現団地または近くに新築された団地 53％（59世帯）、

特に考えていない 24％（27 世帯）」、 

・宮川西団地＝「現団地または近くに新築された団地 50％（５世帯）、

特に考えていない 30％（３世帯）」、 

・豊栄団地＝「現団地または近くに新築された団地 36％(９世帯)、

日常の買い物等に便利な所に新築された団地 24％(６世帯)」。 

・建替を機会に公営住宅以外に引っ越すは１世帯（宮川団地）のみ。
 
７）現団地の建替や他団地に引っ越しする時に希望する住宅の形：平屋

または２階建の公営住宅 58％（85 世帯）、エレベーター付きの公

営住宅 18％（27世帯）。（数値は３団地の合計） 
 
８）高齢者が安心して暮らせるサービスについて：除雪サービス 72％

（106世帯）、緊急通報装置(あんしんホットライン)の設置 54％（80

世帯）、安否確認 40％（58世帯）。（数値は３団地の合計） 
 
９）自由意見：合計 24件の記入。以下が、主な意見。 

・住宅の古さによる狭さ､性能の低さ､傷み等の不満･改善希望(８件)

・住み続けたい希望（２件）、家賃を上げないでほしい（２件） 

・一軒家の借家を探しやすくするための空家情報の希望（１件） 

④ 公営住宅等入居者向けアンケート調査結果の概要  

１）公営住宅等の管理戸数 

・公営住宅等の合計 1,542 戸 

（市営住宅＝827 戸、改良住宅＝570 戸、道営住宅＝145 戸） 

２）耐用年限経過状況 

・市営住宅 1/2 経過：229 戸（27.7％） 

全経過 ：147 戸（17.8％） 

・改良住宅 1/2 経過：なし、全経過：なし 

・道営住宅 1/2 経過：なし、全経過：なし 

→耐用年限経過状況（全経過）に基づくと、市営住宅において団地別住棟別に建替・用途

廃止等の検討が必要な団地があります（石山団地、宮川団地、宮川西団地、豊栄団地）。 
３）居住水準の状況 

ア）浴室整備：全団地で整備されています（整備率 100％） 

イ）水洗化整備：全団地で整備されています（整備率 100％） 

ウ）高齢化対応整備：整備率は 40.9％で、半数に至りません（未整備率が 59.1％） 

４）入居者の状況（平成 23 年 10 月 31 日現在） 

ア）入居状況： 

・市営住宅(管理戸数 827 戸)：一般空き家 21 戸､政策空き家 46 戸(石山団地･宮川団地) 

・改良住宅(管理戸数 570 戸)：一般空き家 9 戸､政策空き家 0 戸 

・道営住宅(管理戸数 145 戸)：一般空き家 0 戸､政策空き家 0 戸 

→一般空き家の合計は 30戸（市営住宅と改良住宅）。近年、定常的に 30 戸程度が空き家

となっています。 
イ）世帯人員構成：  

・市営住宅・改良住宅の合計で約 69％（全体の 2/3 以上）が２人以下の少人数世帯と

なっています（市営住宅 72.0％、改良住宅 66.8％）。 

ウ）世帯主が高齢者世帯の入居状況：  

・世帯主が 65 歳以上の世帯が 45,6％で、５割弱となっています。75 歳以上の世帯は

25.1％で、全体の 1/4 となっています。 

② 砂川市の公営住宅等の現況 

～H21.3 国土交通省住宅局～ 
●公営住宅等の長寿命化の必要性 

・公営住宅ストックの効率的かつ円滑な更新を実現するうえで、公

営住宅ストックの長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減

につなげていくことが重要となっています。 

・公営住宅等における点検の強化及び早期の管理・修繕により更新

コストの削減を目指すため、公営住宅等長寿命化計画策定及びこ

れに基づく予防保全的管理、長寿命化に資する改善を推進してい

くことが必要となっています。 

１）人口・世帯数（データは国勢調査による） 

・人 口：平 12 年：21,072 人 → 平 17 年：20,068 人 → 平 22 年：19,056 人 

・世帯数（単位：世帯）：平 12 年：8,448 → 平 17 年：8,348 → 平 22 年：8,415 

・平均世帯人員（一般世帯）：平 12 年：2.45 人→平 17 年：2.33 人→平 22 年：2.20 人 

→人口は減少が続き、平成 22 年国勢調査では 20,000 人を下回りました。世帯数は 8,500

世帯前後で推移。世帯人員としては小規模世帯化の進行が顕著になっています。 

２）年齢構成： ［Ｈ17 国勢調査］     ［Ｈ22 国勢調査］ 

・15 歳未満： 2,412 人（12.0％） →   2,147 人（11.3％） 

・15～64 歳：12,040 人（60.0％） → 10,977 人（57.6％） 

・65 歳以上： 5,616 人（28.0％） →  5,932 人（31.1％） 

→高齢化率の上昇、少子化の進行が顕著となっています。 

３）世帯の住まい方（一般世帯） 

［Ｈ17 国勢調査］     ［Ｈ22 国勢調査］ 

・持 ち 家： 4,868（58.4％）  →  4,823（57.5％） 

・公営借家： 1,521（18.3％）  →  1,504（17.9％） 

・民営借家： 1,177（14.1％）  →  1,313（15.6％） 

・給与住宅：   515（ 6.2％）  →   309（ 3.7％） 

・間 借 り：   183（ 2.2％）  →   390（ 4.7％） 

・そ の 他：   68（ 0.8％）  →     54（ 0.6％） 

→民営借家の増加、給与住宅の減少、持ち家・公営借家の微減傾向となっています。 

１．将来的な需要に対応した公営住宅等の供給目標量の設定 

・公営住宅等の将来的な需要予測に基づく供給目標量設定と、それに

基づく、定常的・長期的に空き家が発生しない適正管理戸数の維持。

・本来的に公営住宅等を必要とする所得階層・世帯属性等への適正な

供給。 
 

２．誰もが安全・安心に暮らすことができる 

公営住宅等のストック形成
・子どもから高齢者まで誰もが健康で安心して暮らすことができる公

営住宅等の整備の推進。 

・誰もが安全・安心して暮らすことができるように、公営住宅等のバ

リアフリー化の推進。 
 

３．公営住宅等の長寿命化の推進と 

良質なストック形成に向けた事業推進 
・公営住宅等の長寿命化と既存ストックの良質化のための、適切な維

持管理・改善事業等の推進。 

・適正な維持保全に向けた、既存住棟の構造・耐久性等に基づく活用

方針や維持管理方針等の設定。 
 
４．入居者間の交流促進、子育てや健康づくりに配慮した 

団地環境の整備
・入居者間の交流促進や、子育てや健康づくりに配慮した団地環境の

整備の推進。 

⑥ 公営住宅等における展開方向 

① 砂川市の現況 ③ 公営住宅等長寿命化計画策定指針 

課題１：将来的な需要に対応した公営住宅等の供給目標量の検討 

・本市の人口・世帯数の動向、社会情勢や国・北海道の施策等を踏ま

えた、公営住宅等の将来的な需要予測に基づく供給目標量の検討が

必要です。 

・本来的に公営住宅等を必要とする所得階層・世帯属性等への適正な

検討が必要です。 
 

課題２：少子化・高齢化に対応した公営住宅等の検討 

・子どもから高齢者まで誰もが健康で安心して暮らすことができる公

営住宅等の整備が必要です。 

・誰もが安全・安心して暮らすことができるように、公営住宅等のバ

リアフリー化が必要です。 
 

課題３：公営住宅等の長寿命化の推進と 

良質なストック形成に向けた検討 
・公営住宅等の長寿命化と既存ストックの良質化のための、適切な維

持管理・改善事業等の検討が必要です。 

・適正な維持保全に向けた、既存住棟の構造・耐久性等に基づく活用

方針や維持管理方針等の検討が必要です。 
 
課題４：入居者間の交流促進、子育てや健康づくりに配慮した 

団地環境の整備の検討
・入居者間の交流促進や、子育てや健康づくりに配慮した団地環境の

整備の検討が必要です。 

⑤ 公営住宅等における課題 
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