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序章 計画の目的と構成 
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序章 計画の目的と構成 
 

１．計画策定の趣旨 

東村山市における公営住宅の戸数は、市営住宅１団地 91戸、都営住宅 37団地 5,686

戸、その他東京都住宅供給公社が分譲･賃貸する団地や、都民住宅、指定法人管理型

住宅、都市再生機構賃貸住宅が整備されており、東村山市全体では、市営住宅と併せ

て 48 団地、8,248戸の住宅が整備されています。 

東村山市が管理する市営住宅は、昭和 30年から 31年にかけて、公営住宅法の適用

を受け、国庫及び都補助金を有効活用しながら、住宅に困窮する低額所得の市民の

方々のため木造平屋造りの一戸建て住宅が 50棟建設されました。 

しかし、老朽化による機能や性能の劣化が顕著となってきたことから、平成４年か

ら５年にかけて、現在の鉄筋コンクリート造りの市営住宅に建替え、居住環境の整備

を図りつつ 41戸ほど増設し 91戸の入居スペースを確保しました。 

その後、東村山市の公営住宅等ストックの適切なマネジメントを行うべく、既存の

公営住宅等ストックの状況を把握し、その役割やあり方を考慮した上で住棟別の活用

方針を定めるとともに、長期的な視点をもって長寿命化のための維持管理計画を定め

ることを目的として平成 23年９月に「東村山市公営住宅等長寿命化計画」を策定し、

市営住宅の維持管理を進めてきました。 

現在、現行計画の計画終了年度である令和２年度となり、今後ますます高齢化の進

行が見込まれるなど、社会情勢の変化等を踏まえると、居住に配慮すべき住宅確保要

配慮者等のため住宅セーフティネットとしての役割を継続して果たしていくことが

求められます。今後は、公営住宅等ストックだけにとらわれない民間ストックの活用

も視野に入れ、計画的・効率的に公営住宅等ストックを更新していくための計画を定

める必要があることから、平成 28 年８月に改定された「公営住宅等長寿命化計画策

定指針（改定）」に基づき当計画の改定を行うものです。 
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２．計画の背景 

（１）住宅政策の変遷 

図表 住宅政策の変遷 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公営住宅制度の変遷 

公営住宅制度は、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し

ています。 

 

市場・ストック重視へ 量の確保から質の向上へ 住宅難の解消 

 

 

高度経済成長に伴う 

住宅需要への対応 

量的確保重視の 

住宅政策  

 

 

経済の安定成長 

住宅数が世帯数を 

上回る 

持ち家取得志向 

終身雇用 

年功序列体制 

居住水準の向上 

豊かな住生活 

の実現 
 

 

 

長期間の景気低迷 

と財政難 

土地神話、終身雇用

制の崩壊 

少子高齢化、情報化 

グローバル化 

地球環境問題の顕

在化 

多様なニーズ 

への対応 

地域の活性化 
 

 

 

人口減少 

世帯数減少 

地域分権 

市町村合併 

住民、行政、事業

者、NPO の協働 

地域特性を 

活かした総合的

居住政策へ 

戦後～昭和 40 年代 
オイルショック 

～バブル経済 

バブル崩壊 

～これまで 
現在～ 
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３．計画の位置づけ 

本計画は、総合計画を上位計画とした公営住宅ストックの更新、改善に係る基本計

画であり、東村山市公共施設再生計画とともに個別施設計画を構成するものです。 

 

図表 東村山市公営住宅等長寿命化計画の位置づけ 

   住宅政策全般に関する計画          公営住宅政策に関する計画 
 
 
 
 
 
 
 
 

東村山市の上位計画                主な関連計画 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

４．計画期間 

この計画は、令和３年度を基準年次、令和７年度を中間年次、令和 12 年度を目標

年次とする 10 カ年計画とします。計画内容は、当市の住宅セーフティネット施策全

般の動向や社会情勢の変化、事業の進捗状況に応じて、柔軟に見直しを行います。 

図表 計画期間 

 
 
 
令和 3年 4月 1日スタート 

住生活基本計画（全国計画） 

（変更年次：平成 23 年） 

（計画期間：平成 23～令和２年度） 

 

今後の公的賃貸住宅制度等のあり方に

関する建議（策定年次：平成 18 年） 

国土交通省公営住宅長寿命化策定指針 

 

 
東京都住宅マスタープラン 

（計画期間：平成 28～令和７年度） 

 

 

東京都公営住宅等長寿命化方針 

（令和２年１月策定） 

第５次東村山市総合計画 前期基本計画 

（策定年次：令和 2 年度） 

（計画期間：令和 3～7 年度） 

 

分野別計画 

基準年次 

令和 3 年度 

目標年次 

令和 12 年度 

中間年次 

令和 7年度 

国 

東京都 

第 2 次東村山市 

公営住宅等長寿命化計画 

 

東村山市都市計画マスタープラン 

東村山市公共施設再生計画 

（東村山市公共施設等総合管理計画） 
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第 1章 現況把握 

第２次東村山市公営住宅等長寿命化計画 

序 章 計画の目的と構成 

５．計画策定のフローと計画内容のポイント 

計画の構成と内容のポイントについては以下の通りです。 

 

図表 計画の流れ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第２章 市営住宅をめぐる問題点・課題 

1.都市の概要 

2.東村山市の市営住宅の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 長寿命化に関する基本方針 

2.長寿命化に関する基本方針 

4.効果的かつ効率的な団地運営の方針 

第４章 長寿命化を図るべき公営住宅と事業手法の選定 

 

建 替 

維 持 管 理 

修 繕 改 善 

第５章 公営住宅等における 

建替事業の実施方針 

第６章 点検の実施方針 

第９章 長寿命化のための事業実施予定 

2.住宅事情 

 
3.公営住宅等ストックの状況 

 

1.市営住宅の現状と問題点 

第 10 章 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

入居者 

意識調査 

1.市営住宅の役割と基本方針 

3.東村山市における居住支援事業のあり方 

1.団地別・住棟別活用計画 

 

2.団地別・住棟別ストック活用手法の判定 

 

用 途 廃 止 

第７章 計画修繕の実施方針 

第８章 改善事業の実施方針 



第１章 現況把握 
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第１章 現況把握  
 

１．都市の概要 
（１）位置･面積 

 東村山市は、多摩地域の北部、やや東よりに位

置し、東京都心からは、おおむね 30キロメート

ルの距離にあります。  

 東側で清瀬市･東久留米市、南側で小平市、西側

で東大和市、北側で埼玉県所沢市と接していま

す。  

 面積は、約 17.14平方キロメートルと、東京ド

ーム約 430個分の大きさです。 

 
 

（２）地形･地勢 

 武蔵野台地上にあり、市北西部には狭山丘陵があります。  

 廻田･多摩湖･諏訪付近などを除くと、おおむね平坦な地形です。  

 市役所付近の海抜は約 77m、最高地点で約 106mとなっています。  

 地質は関東ローム層となっています。 

 
 
（３）人口･世帯構造 

 平成 27年の人口は約 15.0万、世帯数は約 6.4万となっています。  

 １人世帯、２人世帯といった少数世帯が増加傾向にあります。 

 老年人口の割合が著しく増加しています。  

 

図表 人口と世帯数、世帯人員の推移 

 

出典：各年国勢調査 
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図表 世帯人員別世帯数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：各年国勢調査 

 
図表 年齢三区分別人口の推移 

出典：各年国勢調査 

※割合は年齢不詳を除外して算出している。 
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（４）土地利用 

 東村山市における用地は宅地が 54.69％と半数以上を占めています。 

 平成 27年を基準とした増減率の推移をみると、畑及び山林の割合が年々減少

しています。 

 一方で、宅地の割合が増えており、宅地化が進んでいることが分かります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：東村山市ホームページ 

 
 

 

 
２．住宅事情 

（１）住宅ストック 

① 居住世帯の有無別住宅ストック 

 住宅総数 72,190戸のうち、居住世帯ありが 64,760 戸となっています。 

 

図表 居住世帯の有無別住宅ストック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年住宅・土地統計調査 

※住宅・土地統計調査データは、標本調査による推計値である。 

※本計画書では住宅・土地統計調査の記載データを用いるため、実際の合計値とは異な

る場合がある。 

※住宅総数には居住の有無が不明な住宅を含んでいる。 

※空き家数は、集合住宅の空き室を含んだ数となっている。 

図表 地目別土地利用 
田

0.04%

畑
8.63%

宅地
54.69%

山林
2.17%

その他
34.47%

年 田 畑 宅  地 山  林 その他

平成27年 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

平成28年 0.00% -1.90% 0.23% -0.29% 0.19%

平成29年 0.00% -3.95% 0.51% -1.08% 0.36%

平成30年 0.00% -6.32% 0.74% -1.20% 0.66%

平成31年 -8.52% -8.63% 1.15% -1.89% 0.70%

図表 地目別土地利用の推移（増減率） 
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② 所有関係別の住宅ストック 

 住宅所有割合の推移をみると、持ち家の割合が年々増えており、平成 27年で

は約６割を占めています。 

 
図表 所有関係別一般世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年国勢調査 

※割合では所有関係が不明な世帯を除外して算出している。 

 

③ 建築時期別の住宅ストック 

 居住世帯のある住宅のうち、平成３年～平成 12年に建てられたものが 28.6％

で最も多くなっています。 

 新耐震基準前（昭和 56年 5月以前）の住宅は、平成 30年には 18.3％まで減少

しています。 

 

図表 建築時期別住宅ストックの割合 

 

出典：各年住宅・土地統計調査 

※住宅・土地統計調査データは、標本調査による推計値である。 

※本計画書では住宅・統計調査の記載データを用いるため、実際の合計値とは異なる場

合がある。 

※割合では建築時期が不明な住宅は除外している。 
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④ 居住水準別所有関係別住宅ストック 

 居住世帯のある住宅のうち、誘導居住面積水準以上の住宅が 51.9％と最も多く

なっています。 

 持ち家と民営借家では、居住水準に大きな格差があります。 

 

図表 居住水準別所有関係別住宅ストックの割合 

出典：平成 30 年住宅・土地統計調査 

※住宅・土地統計調査データは、標本調査による推計値である。 

※本報告書では住宅・土地統計調査の記載データを用いるため、実際の合計値とは異な

る場合がある。 

※割合では居住水準が不明な住宅は除外している。 

※最低居住面積水準とは、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進が図られるよう、

住生活基本計画（全国計画）（平成 28 年３月閣議決定）に定められた住宅の面積に関

する水準のこと。 

 

 1人世帯での最低居住面積水準未満世帯が 10.8％を占めています。 

 ファミリー世帯向けの住宅で狭小な住宅が存在しています。 

 

図表 居住水準別世帯人員別住宅ストック 

出典：平成 30 年住宅・土地統計調査 

 

 

 

 

 

単位：世帯

構成比 構成比 構成比 構成比

1人世帯 23,250 2,310 10.8% 5,990 28.0% 7,430 34.7% 5,670 26.5%
2人世帯 18,150 300 1.7% 5,430 30.0% 5,930 32.7% 6,460 35.7%
3人世帯 11,720 320 2.8% 6,860 59.4% 1,170 10.1% 3,190 27.6%
4人世帯 8,620 130 1.5% 6,370 74.8% 350 4.1% 1,670 19.6%
5人世帯 2,440 250 11.1% 1,690 74.8% 0 0.0% 320 14.2%
6人以上世帯 580 20 3.4% 350 60.3% 0 0.0% 210 36.2%

総数

最低居住面積
水準未満

最低居住面積水準以上
誘導居住面積水準未満

の世帯

都市居住型誘導居住
面積水準以上の世帯

一般型誘導居住面積
水準以上の世帯
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（２）新築住宅着工戸数の動向 

 東村山市の新設住宅着工数は、平成 26年以降から増加傾向にあります。 

 

図表 利用関係別新設住宅着工戸数の推移 

 

出典：各年東京都統計年鑑 

 

（３）高齢者の住宅事情 

 平成 27年の国勢調査によると、高齢者単身世帯は 7,760世帯（一般世帯数の

12.0％）、夫婦世帯 6,631世帯（一般世帯数の 10.3％）であり増加傾向にあり

ます。 

 今後も高齢化に伴い、高齢単身世帯や夫婦世帯は増えていくものと考えられま

す。 

 

図表 高齢単身者の推移 

出典：各年国勢調査 

※一般世帯数に対する比率 
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図表 高齢夫婦世帯の推移 

出典：各年国勢調査 

※一般世帯数に対する比率 

 

 

３．公営住宅等ストックの状況 

（１）東村山市の公営住宅ストック 

 東村山市では、1団地 91戸の市営住宅が整備されています。 

 37団地 5,686 戸の都営住宅の他に、東京都住宅供給公社が分譲･賃貸する団地

や、都民住宅、指定法人管理型住宅、都市再生機構賃貸住宅が整備されており、

東村山市全体では、市営住宅と併せて 48団地、8,248 戸の住宅が整備されてい

ます。 

 

図表 市営住宅の概要 

出典：東村山市資料 

集会所 児童遊園 EV

1号棟 RC3 H5 9戸 無
2号棟 RC3 H5 9戸 無
3号棟 RC3 H4 9戸 無
4号棟 RC3 H4 9戸 無
5号棟 RC5 H4 30戸 有
6号棟 RC5 H5 25戸 有

91戸計

施設等

棟名
構造
階数

建築
年度

管理
戸数

〇 〇

団地名

東村山
市営住宅
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図表 東村山市の公営住宅の概要 

出典：東村山市資料 

種別 No. 団地名 主な所在地 建設年度 構造・階数 棟数 管理戸数

市営住宅

1 東村山市営住宅 富士見町 1-2-15 1992-1993 RC3階、5階 6 91

1団地 6 91

都営住宅

2 東村山栄町一丁目アパート 栄町 1-7 1985 - 1992 RC3階、5階 4 83

3 東村山栄町二丁目第２アパート 栄町 2-23 1986 SRC9階 1 60

4 東村山栄町二丁目アパート 栄町 2-33 1986 RC4階、5階 2 45

5 東村山栄町二丁目第３アパート 栄町 2-35 1987 RC3階、4階 2 41

6 東村山栄町二丁目第４アパート 栄町 2-37 1987 RC4階 2 24

7 東村山栄町三丁目第３アパート 栄町 3-13 1987 SRC6階 1 72

8 東村山栄町三丁目アパート 栄町 3-14 1988 SRC8階 1 73

9 東村山栄町三丁目第２アパート 栄町 3-15 1986 RC4階 1 28

10 恩多町二丁目アパート 恩多町 2-1 1992 RC5階 3 110

11 恩多町三丁目アパート 恩多町 3-3 1988 RC3階、4階 2 34

12 恩多町五丁目アパート 恩多町 5-40 1996 - 1998 RC5階、6階 4 201

13 廻田町三丁目アパート 廻田町 3-17 1990 - 1992 RC3階 6 72

14 廻田町四丁目アパート 廻田町 4-19 1989 RC3階、4階 2 56

15 久米川一丁目アパート 久米川町 1-50 1992 - 1995 RC3階、5階、6階 6 165

16 秋津町一丁目アパート 秋津町 1-28 1980 RC3階 3 42

17 秋津町一丁目第２アパート 秋津町 1-28 1996 RC3階 1 29

18 秋津町五丁目アパート 秋津町 5-1 1981 RC3階 6 93

19 東村山諏訪町一丁目第２アパート 諏訪町 1-11 1993 RC3階、4階 2 54

20 東村山諏訪町一丁目アパート 諏訪町 1-6 1990 - 1993 RC4階、5階、6階、7階 4 214

21 青葉町三丁目アパート 青葉町 3-1 1978 RC4階 2 64

22 多摩湖町一丁目アパート 多摩湖町 1-23 1971 RC4階、5階 2 54

23 多摩湖町一丁目第２アパート 多摩湖町 1-31 1992 RC3階、5階、6階 7 194

24 多摩湖町四丁目アパート 多摩湖町 4-3 2001 - 2003 RC4階 4 170

25 東村山萩山町一丁目アパート 萩山町 1-14 1985 RC3階 3 48

26 東村山萩山町一丁目第２アパート 萩山町 1-21 1998 RC4階 1 38

27 東村山萩山町二丁目アパート 萩山町2-7,13 1975 - 1981 RC3階、4階、5階 7 233

28 東村山萩山町三丁目アパート 萩山町 3-17 1983 RC3階、4階 14 364

29 東村山萩山町三丁目第２アパート 萩山町 3-6 1991 RC3階 1 17

30 美住町一丁目第２アパート 美住町 1-3 1986 - 1999 SRC14階、RC5階、11階 6 408

31 美住町一丁目第３アパート 美住町 1-4 1996 RC6階、7階 4 201

32 美住町一丁目アパート 美住町 1-5 1985 RC3階 4 69

33 東村山富士見町第２アパート 富士見町 1-7 1977 RC4階 1 14

34 東村山富士見町二丁目アパート 富士見町 2-3 1993 RC5階 1 30

35 東村山富士見町アパート 富士見町 2-9 1975 RC3階、5階 3 81

36 東村山富士見町五丁目アパート 富士見町 5-4 1983 RC5階 2 95

37 東村山本町アパート 本町 4-1 1993 - 2002 SRC9、10、13、14、RC4,5,6,11階 27 1,956

38 野口町二丁目アパート 野口町 2-12 1988 - 1992 RC3階、4階、5階 7 154

37団地 149 5,686

東京都住宅供給公社

39 久米川駅東 萩山町 5-3,4,5 1965 5階 16 554

40 コーシャハイム東村山栄町 栄町 3-14-19 1990 RC8階 1 70

41 トムンハイム恩多町 恩多町 5-40-6 1999 RC5階 1 60

42 久米川一丁目アパート(6号棟) 久米川町　1-50-1 1998 RC5階 1 30

4団地 19 714

都市再生機構賃貸住宅（UR）

43 南台 富士見町 1-14 1963 5階 5 168

44 富士見台 富士見町 1-2-54 1985 5階 4 244

45 南台第二 富士見町 1-14 1988 5階 1 21

46 エステート富士見台 富士見町1-8-8 1992 5階 2 54

47 グリーンタウン美住一番街 美住町 1-4-1 1993 4階、6-9階、13階 15 945

48 萩山(7-8号棟) 萩山町　2-2 1972 11階 2 325

6団地 29 1,757

48団地 203 8,248

小計

小計

小計

合計

小計
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（２）市営住宅ストック 

① 団地概要 

 東村山市営住宅は、西武多摩湖線八坂駅の西側、徒歩 10分に位置しています。 

 周辺には東村山中央公園や中学校、病院などがあり緑豊かで落ち着きある住宅

街となっています。 

 団地敷地は 9,290㎡であり、団地内には集会場や児童遊園が整備されています。 

 ＲＣ造３階建の１～４号棟の間取りは３ＤＫであり、住戸専有面積は 57～65

㎡です。また、１～４号棟には身体障害者住宅（１戸／棟 63.61 ㎡）が整備

されています。 

 ＲＣ造５階建の５、６号棟の間取りは２ＤＫ、３ＤＫであり、住戸専有面積は

45～65㎡でエレベーターが設置されています。 

 

② 経過年数 

 市営住宅は平成４年から５年にかけて整備されており、令和２年度現在では築

28年から 29年が経過しています。 

 

図表 耐用年数等の状況 

2021年 2025年 2030年

1号棟 RC3 H5 9戸 70年 28年 32年 37年
2号棟 RC3 H5 9戸 70年 28年 32年 37年
3号棟 RC3 H4 9戸 70年 29年 33年 38年
4号棟 RC3 H4 9戸 70年 29年 33年 38年

64.43㎡ 64.29㎡ 令和3年 令和7年 令和12年
5号棟 RC5 H4 30戸 5戸 15戸 70年 29年 33年 37年
6号棟 RC5 H5 25戸 5戸 15戸 70年 28年 32年 38年

2DK
中層二種タイプ中層一種タイプ

東村山
市営住宅

管理
戸数

建築
年度

構造
階数

棟名

5戸
5戸

0戸
5戸

58.56㎡ 45.46㎡

経過年数

2030年2025年2021年耐用年数

団地名 棟名
構造
階数

建築
年度

2戸

低層一種タイプ
3DK

64.15㎡
6戸

東村山
市営住宅

低層二種タイプ

57.92㎡
3DK

2戸
2戸
2戸

間取り

6戸
6戸

3DK

管理
戸数

1戸
1戸
1戸
1戸

6戸

低層二種タイプ
3DK

63.61㎡

3DK
中層二種タイプ

間取り

経過年数

令和12年令和3年 令和7年
耐用年数

出典：東村山市資料 

 

③ 住戸規模 

 本市の市営住宅では、３ＤＫ（低層一種タイプ、低層二種タイプ、中層一種タ

イプ、中層二種タイプ）と２ＤＫ（中層二種タイプ）、身体障害者住宅の３Ｄ

Ｋが整備されています。 

 住戸専用面積は、３ＤＫが 57～65㎡であり主にファミリー向け、２ＤＫは 45

㎡であり単身や小世帯向けとなっています。 

 

④ 居住水準 

 令和２年９月１日現在、最低居住水準未満の世帯はありません。 
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⑤ 整備状況 

 市営住宅の設備については、給湯風呂、三点給湯、水洗化がされています。 

 ５階建ての５、６号棟ではエレベーターが設置されています。 

 １～４号棟において身体障害者住宅が全部で４戸整備されています。 

 住宅の敷地内には、児童遊園や集会場が整備されています。 

 駐車場、駐輪場が整備されおり、駐車マスは 72台、駐輪場は７箇所です。10

月１日現在では、駐車場の使用は 28台であり十分足りている状況です。駐輪

場については各棟に配置されています。 

 

図表 整備状況 

三点給湯(洗面所) 身体障害者住宅 

  

三点給湯(お風呂場) 児童遊園 

  

三点給湯(キッチン) 集会所 
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（３）市営住宅入居者の状況 
① 住棟別×入居状況 

 令和２年９月１日現在、管理戸数は 91戸のうち、入居戸数は 84戸、空き家数

は７戸であり、入居率は 92.3％です。 

 空き家が発生した場合には、その都度、入居者の募集を行っています。 
 
② 住棟別×世帯人員構成 

 令和２年度現在、入居世帯のうち、一般世帯人員の人員構成で最も多いのは２

人世帯（44.0％）となっており、少数世帯が多くなっています。 

 60歳以上の世帯構成員がいる高齢世帯の人員は、単身世帯及び２人世帯が最も

多くいずれも 47.5％となっており、一般世帯と同様に少数世帯が多くなってい

ます。 

 

図表 住棟別一般世帯の人員構成        図表 住棟別高齢世帯の人員構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東村山市資料                     出典：東村山市資料 

 

③ 住棟別×収入分位別世帯数 

 令和２年９月現在、収入基準基準を超過している世帯は 8.3％となっており、

収入超過者に対しては、他の住宅への紹介を行っています。 

 超過世帯の約７割が一般世帯となっています。 
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（４）過去の修繕・改善状況 

 平成 23年から 26年にかけて、住棟の屋根・外壁改修を実施しています。 

 住棟以外では、集会所の屋根・外壁改修、遊具の改修工事が行われています。 

 

図表 修繕・改善履歴 

 

項目 箇所 年度 工事費（千円）
屋根補修工事 1～6号棟号棟 ― ―
非常照明バッテリー交換修繕工事 1～5号棟 ― ―
風呂釜・浴槽交換工事 3～5号棟 H20 4,927
風呂釜・浴槽交換工事 1,2,5,6号棟 H21 6,970
火災警報器設置工事 1～6号棟 H21 1,369
共有部分照明LED化 1～6号棟 H23-26 ―
屋根・外壁改修工事 5号棟 H23 38,640
屋根・外壁改修工事 3,4号棟 H24 36,593
屋根・外壁改修工事 1,2号棟 H25 36,173
屋根・外壁改修工事 6号棟 H26 33,912
児童遊園遊具等改修工事 児童遊園 H27 3,348
屋根・外壁改修工事 集会所 H28 8,640
火災警報器設置工事 1～6号棟 H30 2,953
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第２章 市営住宅をめぐる問題点･課題 

１．市営住宅の現状と問題点 

（１）入居者意識調査 

市営住宅の入居者を対象に、市営住宅の評価や修繕・改善に対するニーズ、今後の

居住意向に関する入居者意識を把握するために実施した「市営住宅入居者意識調査」

の概要は以下のとおりです。 

① 調査概要 

ａ．調査対象 

市営住宅入居世帯 88 世帯（令和２年７月 21日現在） 

ｂ．調査方法 

配布方法：投函 

回収方法：投函及び郵送 

配布回収時期：令和２年７月 21 日～８月７日 

記入方式：無記名回答方式 

名称 
構造 

階数 
配布数 回収数 回収率 

東村山市営住宅 RC3,5 88 53 60.2% 

市営住宅 計 88 53 60.2% 

ｃ．設問項目 

設問番号 調査項目 設問内容 

問 1 回答者の属性 回答者の年代（7区分） 

問 2 回答者の家族人員（5区分） 

問 3 現在の居住環境について 市営住宅及び周辺環境の評価 

問 4 市営住宅の住み心地 

問 5 修繕・改善について 住戸内の修繕、改善の必要性 

問 6 共用部分の修繕、改善の必要性 

問 7 屋外部分の修繕、改善の必要性 

問 8 今後の居住意向 継続居住または転居の希望 

問 9 居住の希望継続期間 

問 10 継続居住希望の理由 

自由意見 
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② 単純集計 

ａ．回答者の属性 

ア) 年代 

回答者の年代は「70代」が最

も多く 26.4％、次いで「60

代」、「80代以上」がともに

24.5％となっており、回答者

の 75％以上は 60 代以上とな

っています。 

イ) 家族人員 

回答者の家族人員は「2人」

が最も多く 48.1％、次いで「1

人」が 38.5％となっており、

回答者の85％以上が1人から

2人の小規模世帯となってい

ます。 

ｂ．現在の居住環境について 

ア) 市営住宅の評価 

住宅の評価が高い項目は「住宅の広さ・間取り」「駐車場の数」「収納の広さ」

の順で、評価が低い項目は「浴室の設備」「排水口の設備」の順となっていま

す。 

図表 市営住宅の評価 

図表 回答者の年代

図表 回答者の家族人員



第２章 公営住宅をめぐる問題点・課題 

－19－

イ) 周辺環境の評価 

住環境の評価が高い項目は「買い物等の日常生活の利便性」「福祉施設(デイサ

ービス等)の利便性」「公園・子供の遊び場の利便性」の順で、評価の低い項目

は「樹木の整備状況」となっています。 

図表 周辺環境の評価 

ウ) 市営住宅の住み心地 

市営住宅の全体的な評価（住み

心地）としては、「満足」と「や

や満足」と回答した割合は全体

では 84.7％となっています。 

ｃ．修繕・改善について 

ア) 市営住宅の修繕、改善の必要性 

市営住宅に必要な修繕や改善については、「浴室の改善」が 27.2％と最も多く、

次いで「カビ・湿気対策のための改善」が 21.0％となっています。 

図表 市営住宅の住み心地
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図表 市営住宅に必要な修繕・改善（２つまで） 

イ) 共用部分の必要な修繕・改善 

共用部分の必要な修繕・改善は「玄関ドアや窓等の改修」が 35.9％と最も多く、

次いで「段差の解消」「その他」がともに 20.5％となっています。 

図表 共用部分の必要な修繕・改善（２つまで） 

ウ) 屋外部分の必要な修繕・改善 

屋外部分の必要な修繕・改善は「樹木の伐採・剪定」が 64.1％と最も多くなっ

ています。 

図表 屋外部分の必要な修繕・改善（２つまで） 
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ｄ．今後の居住意向について 

「今後も住み続けたい」が 84.0％と最も多くなっています。 

居住の希望継続期間は「できるだけ長く住み続けたい」が 84.1％と最も多く、

次いで「10～20 年未満」が 9.1％となっています。 

継続居住理由は「住み慣れているから」が 34.2％と最も多く、次いで「家賃が

安いから」が 29.1％となっています。 

図表 継続居住または転居の希望 

図表 居住の希望継続期間 

図表 継続居住の理由 
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（２）住棟別劣化状況 

住棟別劣化状況は、以下の通りです。 

住棟 劣化状況 

1 号棟 外壁に軽微な塗装剥離 

2 号棟 外壁に軽微な塗装剥離 

3 号棟 外壁に軽微なひび割れ及び排煙設備に発錆 

4 号棟 概ね良好 

5 号棟 外壁に軽微なひび割れ 

6 号棟 概ね良好 

集会所 内壁にひび割れ、床面の塗装劣化 

外構 機械室の全体的な劣化、駐輪場にひび割れ 

（３）住宅確保要配慮者の実態 

① 障害者数 

在宅の障害者手帳所持者数の推移をみると、いずれの障害者も増加傾向にあり

ますが、特に精神障害者の増加が顕著となっています。 

図表 障害者の推移（在宅の障害者手帳所持者） 

出典：第５次地域福祉計画

※住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、

その他住宅の確保に特に配慮を要する者のこと。
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② 生活保護受給世帯数 

生活保護受給世帯の推移をみると、毎年 2,500 世帯ほどとなっており、平成 27

年度から令和元年の間では大きな変動はありません。 

③ ひとり親世帯数 

ひとり親世帯（母子・父子世帯）の推移をみると、平成 17年に 900 世帯を超

え、平成 22 年には 800 世帯台となったものの、平成 27 年には 900 世帯を超え

て増加しています。 

図表 ひとり親世帯（母子・父子世帯）の推移 

出典：各年国勢調査 
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④ 外国人世帯数 

外国人世帯の推移をみると、令和２年には 3,000 世帯を超え、増加傾向にあり

ます。 

国別では特に中国が増加しており、令和２年では外国人世帯の約４割を占めて

います。 

図表 外国人世帯数の推移 

出典：東村山市ホームページ 

⑤ 住宅確保要配慮者の居住に関する状況調査 

ａ．ヒアリング調査 

統計データ等では把握が難しい住宅確保要配慮者が住宅に関して困っている

こと等や住宅を供給するオーナーの方々の意向などをヒアリングにより調査

しました。 

ｂ．ヒアリング調査対象 

住宅確保要配慮者の種別に基づき、関係者及び支援者等にヒアリング又はヒア

リングシートの記入により調査を行いました。 

【ヒアリング対象】 

東村山市健康福祉部健康増進課、生活福祉課 

東村山市社会福祉協議会 

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 北多摩支部 

ｃ．ヒアリング調査結果 

東村山市における住宅確保要配慮者の住宅確保に関する現況のヒアリング結

果の概要は次頁のとおりです。 
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種別と対象者 ヒアリング結果（要点） 

高齢者の相談者 ・親族との縁が薄いもしくは身寄りのない高齢者の相談が増えている。親族

が保証人となってくれないため、保証会社の利用が必要となる、または保

証人不要の物件を探す、といった事例があった。 

・自宅がバリアフリー対応でないことが理由となって、住み続けられなくな

った事例がある。 

・古い賃貸住宅にお住まいの方が建替えや取り壊しにより住み続けられなく

なり、民間賃貸住宅で転居先を探すのに苦労している事例がある。 

・高齢者の家賃滞納や問題行動等への対応により、不動産業者や所有者が高

齢者の入居を断る場合がある。 

障害者の相談者 ・ベッド、車いす、歩行器、手すりなどの介護用品の設置や、介護のための

スペースが必要な方もおり、必然的に広い部屋が求められる。 

・希望される条件に、障害に対する理解や防音性の高い物件、聴覚障害対応

などがある。 

・障害を理由に、保証会社に断られることもある。 

・入居してからは、障害の種類によっては警報が分からず、非常事態（火災

等）が把握できないことが困る。 

・行政には不動産事業者に対する障害者特有の行動や習慣などに対する理解

について啓蒙してほしい。 

低額所得者の 

相談者 

・年度当初からコロナ禍による困窮相談が増えており、例年と比較すると、

複数人世帯からの相談数の増加が顕著である。 

・家賃に加えて生活費にも困窮する場合は、生活保護の検討が適当であるが、

生活費を除いた家賃の支払い困難により住居喪失の恐れがある場合は、住

居確保給付金の対象となる。 

・コロナ禍の影響による住居確保給付金の申請者には外国籍の方も多く含ま

れている。 

不動産仲介者 ・住まいさえあれば独力で生活可能な高齢者が、柔軟に入居できる低額な家

賃の住宅があると助かる。 

・保証人が不在の場合の解決策や高齢者や障害者の転居支援が必要と思う。

・保証会社の審査でも身内又は身元引請人が居ないと審査が承認されないた

め、行政には身内又は身元保証人の斡旋、紹介などをしてほしい。 

・民間の賃貸住宅でバリアフリーに対応している物件はほとんどない。 

・高齢者や障害者は１階を希望する場合が多い。 

・行政には賃料の補助や定期的な訪問をお願いしたい。 
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２．東村山市の市営住宅の課題 

国の住宅施策の方向性から、東村山市の住宅をめぐる現状について整理し、東村山

市の住宅確保に関する課題を挙げるとともに、市営住宅に求められる役割について整

理します。 

（１）東村山市の住宅確保の現状 

① 社会的動向 

人口は増加傾向にありますが、少子高齢化がさらに進行しています。 

１人世帯、２人世帯といった小規模世帯が増加傾向にあります。 

土地利用では宅地の割合が増加しており、宅地化が進行しています。 

高齢者単身世帯は増加傾向にあり、今後も高齢化に伴い、高齢単身世帯や高齢

者夫婦のみ世帯が増加していくと考えられます。 

② 住宅ストックの動向 

持ち家の割合が増加しており、約６割が持ち家となっています。 

住宅の建築時期では昭和61年から平成２年に建てられた築30年を超える住宅

が最も多くなっています。 

１人世帯では最低居住面積水準未満世帯が約１割あります。 

ファミリー世帯向けの住宅で狭小な住宅が見られます。 

新設住宅着工数は増加傾向にあり、特に分譲住宅が多くなっています。 

③ 公営住宅の状況 

市営住宅は 91 戸供給されていますが、都営住宅が市内に約 5,700 戸と多数供

給されています。 

市営住宅には３階建ての住棟が４棟ありますが、建設当時の基準ではエレベー

ター設置が義務化されていなかったため、２～３階は高齢者のいる世帯の入居

が難しい場合があります。 

市営住宅には身体障害者対応住戸も４戸整備されており、単身世帯の入居に対

応している住戸も別途あります。 

市営住宅には入居率は９割を超えていますが、高齢者世帯が半数を占めており、

世帯人員は２人が最も多くなっています。 

④ 市営住宅入居者の意向 

市営住宅についての評価は、住宅の広さや間取り、駐車場の数や収納の広さな

どが高く、浴室の設備や排水溝の設備は低くなっています。 

市営住宅周辺の環境についての評価は、買い物等の利便性や福祉施設の利便性、

公園や子どもの遊び場の利便性が高く、樹木の整備状況は低くなっています。 
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多くの入居者が市営住宅の住み心地に満足していますが、住戸内は浴室の改善

とカビ・湿気対策のための改善が必要という意見が多くなっています。 

市営住宅の共用部分で修繕や改善が必要な箇所は、玄関ドアや窓等の改修や段

差の解消となっており、屋外部分では、樹木の伐採・剪定が最も多くなってい

ます。 

居住継続に関しても約８割の入居者が今後も住み続けたいと回答しています。 

⑤ 市営住宅の劣化状況 

１号棟から６号棟までの住棟については適切に管理されており、外壁や屋根に

ついては10年以内に改善が行われているため、劣化はほとんど見られません。 

各住棟の給排水管やガス管等の設備については、耐用年数の半数である築 35

年を迎えるため、更新が必要と考えられます。 

２基設置されている受水槽は更新時期を迎えているため、更新が必要となって

います。 

⑥ 住宅確保要配慮者の状況 

住宅確保要配慮者に関するヒアリング調査の結果、住宅の確保にあたっては、

「保証人の有無」が課題となっていることが分かりました。 

民間の賃貸住宅はバリアフリーに対応している物件が少なく、住宅確保要配慮

者では、エレベーターの設置や介護などに必要な広さの確保が住宅確保の条件

となるなど、一般的の方に比べ該当する物件を確保することが難しい場合も多

いことが分かりました。 

行政の役割として、保証人や身元引受人の手配、賃料の補助などの支援が求め

られていますが、仲介事業者や所有者などに高齢者や障害者特有の行動や習慣

などへの理解が不足している場合も多く、それらの方への啓発活動なども求め

られています。 
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（２）東村山市の市営住宅の課題 

東村山市の住宅確保の状況と課題を勘案し、市営住宅の課題と今後求められる役

割について整理した結果は以下のとおりです。 

市の財産である市営住宅の長寿命化を図るため、適切な維持管理、改善、補

修を進め、ライフサイクルコストを低減するとともに最低限度の生活水準が

維持できるようにすることが求められます。 

適切な維持管理を実施するため、定期的な点検や修繕履歴等のデータベース

の構築と更新、実施体制の整備が求められます。 

高齢者世帯の増加に対応するため、また、入居世帯の高齢化に対応するため、

住戸内の設備改善などの取り組みが求められます。 

住宅総数は増加傾向にあるため、民間との役割分担を行い、住宅確保要配慮

者の安定した居住確保のため、重層的かつ柔軟なセーフティネットの再構築

が求められます。（借り上げ住宅、家賃補助の検討など） 
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第３章 長寿命化に関する基本方針 

１．市営住宅の役割と基本方針 

東村山市において、平成４～５年に供給された市営住宅は、築 28～29 年を経過し、

修繕、改善による長寿命化など計画的な整備が必要になっています。 

また、全国的に問題となっている少子高齢化の問題については、東村山市において

も深刻化し、高齢者の単身世帯･夫婦世帯が増えている状況にあり、市営住宅内でも

その傾向は顕著になっています。 

そこで、市営住宅の役割は、住宅セーフティネットとして、「市場で自力では適切

な住宅確保が難しい世帯が安心して住むことができる住宅」としての役割を担うもの

とし、市民が快適に安心して心穏やかに暮せる住環境を、行政だけではなく民間や市

民とも協働して創り上げていくこととします。 

２．長寿命化に関する基本方針 

公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など、予防保全的な維持管理が重要です。 

また、予防保全の観点に基づく日常的な保守点検や計画修繕、改善事業の充実によ

りストックの長寿命化を図ることは、従来型の短いサイクルでの更新に比して、ライ

フサイクルコストの縮減にもつながるものです。 

従って、今後の市営住宅の維持管理にあたっては、対症療法型の維持管理から、予

防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善を実施することによって、公営住

宅等の長寿命化を図っていきます。 

（１）日常的な維持管理に関する方針 

日常的な維持管理に関する基本方針を以下のように定めます。 

【データベースの構築】 

管理する市営住宅等の整備、管理データについては、棟別の管理データベ

ースを作成し、棟単位で整理。 

【定期点検の実施】 

設備や外壁、共用設備については定期点検を実施し、予防保全的な維持管

理を実施。 

【修繕履歴を把握し適切な維持管理】 

管理データベースにおいては、随時、点検・修繕履歴を確認できるように

することで、適切な維持管理を実施。 
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（２）長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する基本方針 

市が管理する公営住宅の長寿命化及びライフサイクルコストの縮減を図るため

の維持管理の方針を以下のように設定します。 

対症療法型の維持管理から、予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善

を実施することによって、公営住宅等の長寿命化を図る。 

ストックの状況から、修繕･改修工事が集中することが予想されることから、使用

状況、劣化状況等を勘案した、計画的な工事を実施することにより、財政支出の平

準化や抑制を図る。 

建築部材の耐用年数の違いから、近接した箇所についてそれぞれ工事することは非

効率であるため、点検保守等の維持管理に修繕工事を組み合わせるなどし、仮設費

や工事費の縮減につなげる。 

社会環境の変化に対応するために実施する工事（省エネルギー設備工事等）、機能

改善工事は大規模工事となるため、長寿命化にかかる工事等を同時期に行うことで、

作業の効率化とコストの縮減へつなげる。 

いつ、どの程度の修繕工事を行うかを予め予測し、検討することが重要であり、市

営住宅の目標耐用年数までの修繕工事内容、実施時期、工事費等を検討した修繕計

画を作成する。 
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３．東村山市における居住支援事業のあり方 

少子高齢化により、高齢者世帯の増加や社会経済情勢の変化、新型コロナウイルス

感染症による経済的困窮など、近年、住宅確保要配慮者を取り巻く状況は大きく変化

しています。東村山市においては、平成４～５年に供給された市営住宅が住宅セーフ

ティネットとして機能していますが、今後さらに多様化する住宅確保要配慮者の居住

ニーズに現在の市営住宅にとらわれず対応を検討することが重要です。 

そのため、民間の賃貸住宅を活用した柔軟な住宅セーフティネットの構築が求めら

れています。 

住宅セーフティネットとして、若い子育て世帯やひとり親世帯、増加する高齢単

身世帯など、多様化するニーズに対応することが必要となるため、市営住宅のみ

ならず、民間賃貸住宅を活用した家賃補助や保証料補助などを検討し、民間との

役割分担を行っていく必要がある。 

疾病等により住宅の確保が難しい高齢者や精神障害者等については、近隣自治体の

事例を研究し、都営住宅を所管している東京都や福祉部門、民間との連携を図った

総合的な支援体制の構築を検討していく必要がある。 

４．効果的かつ効率的な団地運営の方針 

公営住宅の管理は、入居者の決定や明渡請求など、公正中立な立場での判断を求め

られることなどから、公営住宅法において、地方公共団体たる事業主体しか行えない

こととなっていました。しかし、少子高齢化等の社会経済情勢の変化により、公営住

宅に求められるニーズが多様化しているため、入居者へのサービス向上を図ることが

可能となるよう公営住宅法が平成 17 年６月に改正され、管理代行制度の導入が可能

となりました。そのため、今後の団地運営については、指定管理制度及び管理代行制

度など運営管理の委託等について検討を行う必要があります。 

また、多様化する住宅確保要配慮者のニーズに柔軟に対応するため、現在供給され

ている市営住宅のみでは対応が困難な状況となった場合、民間賃貸住宅を活用した借

上げ制度の導入についても検討を行う必要があります。 

市営住宅の業務管理を包括的に委託することによって、多様化する住宅確保要配慮

者のニーズに対応した、効果的で効率的な行政サービスの向上を図る必要がある。 

借上げ方式は、民間住宅を一定期間借上げることにより、期間を区切った供給が可

能となるため、社会経済情勢の変化により、柔軟な住宅セーフティネットの構築が

可能となる。 
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第４章 長寿命化を図るべき公営住宅と事業手法の選定 

１．団地別･住棟別活用計画 

（１）公営住宅等ストック活用の手法 

ストック活用のための手法は、①建替え、②全面的改善、③個別改善、④維持管

理の４つであり、この他に、諸般の事情により、引き続き管理することが不適当と

認められる団地については、＜用途廃止＞の手法があります。さらには、団地別の

再編計画、及び景観や環境に係る外部空間の改善についても必要に応じて検討を行

います。 

図表 住棟改善の手法 

種類 内容
  標準管理期間
※将来建替えするも

のはこの限りでない

①建替

公営住宅を除去し 、 その土地の全部又は一部の区域に新たに公営住宅を建設

するもの（ なお、 用途廃止を行い、 他の団地への統合もし く は他の利便性の

高い場所に新規建設する、 いわゆる非現地建替を含む） 。

耐火構造： 70年

準耐火構造： 45年

木造： 30年

②全面的改善

以下の事項を全て含み、 住戸については、 躯体を残して全面的又はそれに準

ずる改善を行う もの。

イ 住戸改善（ 居住性向上、 高齢者対応）

ロ 共用部分改善（ 高齢者対応、 安全性確保）

ハ 屋外･外構部分（ 高齢者対応）

概ね30年以上

③個別改善

公営住宅の質の向上のために行う 次の改善を行う もの。

イ 規模増改善（ ２ 戸１ 、 ３ 戸１ 、 増築）

ロ 住戸改善

a． 居住性向上（ 設備改修 等）

b． 高齢者対応（ 間取り 変更、 段差解消、 断熱性向上、 高齢者対応

建具の設置、 手摺設置、 情報化対応等）

c． 安全性確保（ 避難経路確保、 不燃化 等）

ハ 共用部分改善

a． 居住性向上（ 設備改修 等）

b． 高齢者対応（ 段差解消、 断熱性向上、 情報化対応、 エレベーター

設置 等）

c． 安全性確保（ 耐震改善、 外壁落下防止改修、 防火区画、 避難

設備設置 等）

d． 住環境向上（ 景観の向上 等）

ニ 屋外･外構改善

a． 居住性向上（ 設備改修 等）

b． 高齢者対応（ 段差解消、 幅員確保、 情報化対応 等）

c． 安全性確保（ 避難経路確保、 不燃化 等）

d． 住環境向上（ 共同施設改善、 景観向上）

ホ 長寿命化型改善

a． 居住性向上（ 間取り 等の改修、 電気量アップ 等）

b． 福祉対応（ 共用部・住宅内の段差解消、 幅員確保、 情報化対応 等）

c． 安全性確保（ 避難経路確保、 不燃化 等）

d． 長寿命化型（ 外壁の断熱改修、 給排水管の耐久性向上 等）

概ね10年以上

④維持管理

公営住宅の効用を維持するために行う 維持保守点検、 経常修繕（ 経常的に必

要となる小規模な修繕） 、 計画修繕（ 修繕周期等に基づき計画的に実施すべ

き大規模な修繕） 等

＜用途廃止＞

建設後、 一定の年月を経て、 老朽化が進み、 かつ需要が見込めず、 将来とも

公営住宅として保有する必要がないと認められる団地や、 公営住宅建替事業

の実施に伴い必要があると認められた場合等について、 用途を廃止し、 他の

公共施設等として活用するもの。 （ 譲渡処分を含む）
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（２）住宅･団地別活用の選定フロー 

各ストック活用の判定については、「公営住宅長寿命化計画策定指針（改定）（平

成 28 年８月、国土交通省、以下、「指針」という）」の「事業手法の選定フロー」

に基づき、団地・住棟別に事業手法の判定を行います。 

図表 ストック活用の選定フロー 
■事業手法の選定フロー
①公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計【中長期】

②１次判定：団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮設定

③２次判定：１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮設定

改善 建替 優先的な
改善

優先的な
建替

当面
維持
管理

用途
廃止

改善し
当面維持
管理

用途
廃止

優先的に
改善し当
面

優先的な
用途廃止

④３次判定：計画期間における事業手法の決定

④-3 長期的な管理の見通しの作成【30 年程度】
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。

④-4 計画期間における事業手法の決定
・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整理する。

④-1 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
・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。

④-2 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討
■ 事業費の試算
・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。

　　　　　■ 事業実施時期の調整
　　　　　・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。

事業実施時期の決定 及び 年度別事業費の試算

改善不要

維持管理

改善不要

維持管理

　　　　　　　　　　　　【Ａグループ】
　　③-1 LCC 比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業
　　　　手法の設定
　　・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。

継続管理する団地

当面管理する団地
（建替を前提としない）

優先的な建替

優先的な用途廃止

　　　　　　　　　　　　【Ｂグループ】
③-2 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定
・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。

改善が必要 優先的な対応が必要
（改善可能）

②-1　団地敷地の現在の立地環境等の
          社会的特性を踏まえた管理方針

②-2 住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性

優先的な対応が必要
（改善不可能）

優先的な対応が必要
（改善不可能）

優先的な建替

改善が必要
優先的な対応が必要
（改善可能）

   継続管理する団地

　  継続管理について
　判断を留保する団地

ⅰ）～ⅲ）
全てが活用
に適する 左記以外ⅰ）需要

ⅱ）効率性
ⅲ）立地

必要不要

可能 不可能不要 必要

躯体・避難の
安全性に係る改善

の必要性

居住性に係る
評価項目の決定

居住性に係る
改善の必要性

躯体・避難の
安全性に係る改善
の可能性

新規
整備

③-２ ③-１

問題なし 問題あり

②-２
②-１

改善、又は建替 優先的な改善、
又は優先的な建替

維持管理、
又は用途廃止

改善、建替、
又は用途廃止

優先的な改善、
優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

優先的な建替、
又は

優先的な用途廃止
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（３）将来ストック数の設定 

① 著しい困窮年収未満世帯数の推計 

指針におけるストック推計プログラム等を用いて「著しい困窮年収未満の世帯

数」を推計し、公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅の活用等、「著しい困窮年収未満

世帯」への対応を検討した上で、将来の公営住宅等のストック量を設定します。 

【著しい困窮年収未満の世帯数推計の概要】 

将来のストック数推計にあたっては、中長期にわたる世帯数等の推移見通しを

もとに、公営住宅等による施策対象（本来階層及び裁量階層）の世帯数を推計し、

そのうち自力では最低居住面積水準を達成することが著しく困難な年収である

世帯（以下「著しい困窮年収未満の世帯数」という。）に基づき、将来の公営住

宅等のストック量を検討します。 

なお、「著しい困窮年収未満の世帯数」は、将来のある時点（目標年次）にお

いて、全ての借家（公営住宅等だけでなく民間賃貸住宅等も含めた借家）に居住

する世帯数を示すものであり、推計結果がそのまま将来の公営住宅等ストック数

を示すものではありません。 

■著しい困窮年収未満の世帯数推計の流れ 

【ステップ０】 

世帯数の推計（世帯主年齢５歳階級別世帯類型別） 

↓

【ステップ１】 

借家世帯の世帯人員・収入分位別世帯数の推計 

↓

【ステップ２】 

公営住宅収入基準を満たす世帯のうち「公営住宅の施策対象世帯数」の推計 

↓

【ステップ３】 

公営住宅の施策対象世帯のうち「著しい困窮年収未満の世帯数」の推計 

【著しい困窮年収未満世帯の総数】 

指針に示されている「ストック推計プログラム」に基づき、将来における「著

しい困窮年収未満世帯数」を推計した結果は以下のようになります。 

図表 総世帯数と著しい困窮年収未満世帯数（世帯） 

年度 
R２年度 

（2020） 

R7 年度 

（2025） 

R12 年度 

（2030） 

R17 年度 

（2035） 

R22 年度 

（2040） 

R27 年度 

（2045） 

一般世帯数 

（推計） 
66,301 68,019 69,176 69,743 69,817 71,105 

著しい困窮年収

未満の世帯数 
7,316 7,431 7,418 7,375 7,186 7,090 
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② 東村山市の住宅ストック数の把握 

東村山市の居住世帯のある住宅は 64,760 戸となっています。 

住宅・土地統計調査においては、公営の借家として 5,290 戸という数値となっ

ていますが、令和２年 10 月現在では、市営住宅の管理戸数は 91戸となっていま

す。 

また、15,700 戸の民営借家(民間賃貸住宅)があるほか、ＵＲ/公社の借家は

2,280 戸となっています。 

図表 住宅ストックの状況 

居住世帯の
ある住宅
64,760戸
(100.0%)

住宅総数

65,110戸

二次的住宅 70戸
賃貸用の住宅 5,240戸

居住世帯の 売却用の住宅 370戸

ない住宅 その他の住宅 1,420戸

350戸
一時現在者のみの住宅 230戸

建築中の住宅 120戸

※資料は平成30年住宅・土地統計調査からとなっていますが端数整理の関係上、実際の数値と合わない場合
  があります。
※1 居住世帯のある住宅のうち専用住宅を除いたもの
※2 給与住宅：社宅、公務員住宅などのように、会社、団体、官公庁などが所有又は管理して、その職員を
    職務の都合上又は給与の一部として居住させている住宅

(8.5%)

持ち家
38,660戸
(61.9%)

公営の借家
5,290戸

※2給与住宅
500戸
(0.8%)

UR/公社の借家
2,280戸
(3.7%)

民営借家
15,700戸
(25.1%)

62,430戸
(96.4%)

専用住宅

7,090戸

※1店舗その他の併用住宅
2,330戸
(3.6%)

空き家
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③ 「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」数の算定 

【「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅」の考え方】 

本市の住宅扶助費一般基準上限額を考慮し、２人以下の世帯については、

40,000 円未満、３人以上の世帯については 60,000 円未満を「低廉な家賃」と

考えます。 

住宅面積が 30 ㎡以上（２人世帯の最低居住面積水準は上回るストックを対象）

であることに加えて、耐震性が確保されていると考えられる昭和 56 年（1981

年）以降に建設されたストックを「一定の質」と考えます。 

図表 本市の住宅扶助費（一般基準の上限額） 

級地 1 人 2 人 3～5 人 6 人 7 人以上 

1 級地 53,700 64,000 69,800 75,000 83,800 

※級地：生活保護法第８条第２項に基づき、各地域における生活様式や物価差等による生活水

準の差を踏まえ、最低限度の生活を保障する観点から、生活保護基準に地域差を設け

ている 

図表 延床面積区分・家賃帯別借家数 

（単位：世帯）

① 上記表の網掛け部分ストック ＝ 5,420戸 

② 借家全体における民営率 ＝ 15,700戸／23.770戸 ＝ 66.0％ 

③ 昭和56年以降に建設された民営借家率 ＝ 12,270戸／15,700戸 ＝ 78.2％ 

「低廉な家賃かつ一定の質」を確保した民間賃貸住宅の数＝5,420戸×66.0％×78.2％ 

＝2.798戸 

（民間賃貸住宅における「低廉な家賃かつ一定の質」比率 ＝ 2,798戸／15,700戸 ＝ 17.8％） 

※昭和 56 年以降に建設された民営借家 12,270 戸は平成 30 年住宅・土地統計調査より引用 

総数 1万円未満 1～2万円未満 2～4万円未満 4～6万円未満 6～8万円未満 8～10万円未満 10万円以上

29㎡以下 5,670 60 330 1,360 2,270 1,520 110 20

(11.9畳以下) 100.0% 1.1% 5.8% 24.0% 40.0% 26.8% 1.9% 0.4%

30～44㎡ 4,860 230 370 540 1,420 1,800 360 140

(12～17.9畳) 100.0% 4.7% 7.6% 11.1% 29.2% 37.0% 7.4% 2.9%

45～59㎡ 6,580 620 310 1,090 580 2,330 1,330 320

(18～23.9畳) 100.0% 9.4% 4.7% 16.6% 8.8% 35.4% 20.2% 4.9%

60～74㎡ 4,130 220 250 610 180 1,410 1,080 380

(24～29.9畳) 100.0% 5.3% 6.1% 14.8% 4.4% 34.1% 26.2% 9.2%

75㎡以上 1,860 60 40 90 230 250 640 550

(30畳以上) 100.0% 3.2% 2.2% 4.8% 12.4% 13.4% 34.4% 29.6%

23,100 1,190 1,300 3,690 4,680 7,310 3,520 1,410

100.0% 5.2% 5.6% 16.0% 20.3% 31.6% 15.2% 6.1%

借家総数
（専用住宅）
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④ 著しい困窮年収未満世帯への対応と目標管理戸数 

令和 12 年度までの著しい困窮年収未満の世帯数（＝必要量）の推移とともに、

将来の総世帯数の減少等を勘案しつつ、受け皿となる公営住宅、低廉な家賃かつ

一定の質が確保された民間賃貸住宅等（＝対応可能量）の推移を整理すると次の

とおりになります。 

図表 著しい困窮年収未満世帯への対応総括表 

（単位：世帯）

現状値※1 推計値（目標年次：令和 12 年） 

時  期 R2 R7 R12 R17 R22 R27 

1．総人口 

（下段：増減率） 

145,765 145,568 144,929 144,054 143,054 141,693 

(100.0%) (99.9%) (99.4%) (98.8%) (98.1%) (97.2%)

2．著しい困窮年収未満世帯 

（必要量） 
7,316 7,431 7,418 7,375 7,186 7,090 

対応 

公営住宅

市営 91 91 91 91 91 91 

都営 5,686 5,678 5,653 5,619 5,580 5,527 

小計 5,777 5,769 5,744 5,710 5,671 5,618 

低廉かつ

一定の質

が確保さ

れた UR・

公社住宅

ＵＲ 1,757 1,755 1,747 1,736 1,724 1,708 

公社 714 713 710 706 701 694 

その他 

公的賃貸 
0 0 0 0 0 0 

小計 2,471 2,468 2,457 2,442 2,425 2,402 

低廉かつ

一定の質

が確保さ

れた民間

賃貸住宅

民間 

賃貸住宅 
2,798 2,794 2,782 2,765 2,746 2,720 

賃貸用の 

空き家 
934 933 928 923 916 908 

小計 3,732 3,727 3,710 3,688 3,662 3,627 

合計 

（対応可能量） 
11,980 11,964 11,911 11,840 11,758 11,647 
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（４）目標年次における公営住宅の供給方針 

公的賃貸住宅等の供給方針については、先に算出した「著しい困窮年収未満の世

帯数（＝必要量）」の推移を踏まえるとともに、受け皿となる「公営住宅」及び「低

廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅等」を対象に、住宅セーフティネ

ットの考え方を踏まえ以下の方針に基づき供給を図ります。 

図表 著しい困窮年収未満世帯の推移及びその対応状況

単位： 世帯、戸

R2 R7 R12 R17 R22 R27 

①著しい困窮年収未満の世帯数（ストック推計結果） 7,316 7,431 7,418 7,375 7,186 7,090 

②対応戸数計 11,980 11,964 11,911 11,840 11,758 11,647 

 ②-1 公営住宅（市営・都営） 5,777 5,769 5,744 5,710 5,671 5,618 

 ②-2 低廉かつ一定の質が確保された UR・公社住宅 2,471 2,468 2,457 2,442 2,425 2,402 

 ②-3 低廉かつ一定の質が確保された民間賃貸住宅 3,732 3,727 3,710 3,688 3,662 3,627 

③充足世帯数（戸数）  ※②-① 4,664 4,533 4,493 4,465 4,572 4,557

【公営住宅の供給方針】 

計画の目標年次である令和 12 年度の著しい困窮年収未満世帯数は 7,418 世帯

と推計されています。一方で、令和 12 年度の「公営住宅（市営＋都営）」、「低廉

な家賃かつ一定の質が確保されたＵＲ・公社住宅」、「低廉な家賃かつ一定の質が

確保された民間賃貸住宅等」の合計である対応住戸計が 11,911 戸存在するもの

と考えられ、著しい困窮年収未満世帯数を4,493世帯上回ることが確認できます。 

また、令和 27 年度までも同様の状況であり、著しい困窮年収未満世帯数を約

4,500 世帯程度上回ることが想定されます。 

よって、将来ストック数の推計結果を勘案すると、現在 91 戸の市営住宅管理

戸数を令和 27 年度までに高齢化対応等のニーズに対応できない住棟について、

適宜削減していくことが可能であると考えられます。 

【将来を見据えた市営住宅の供給方針】 

本計画期間内においては、現在の高い入居率等を勘案し、現在の管理戸数で

ある 91 戸を維持していくこととしますが、中長期的には市の人口減少は今後も

続く見通しため、既存ストックの中でも深刻化する高齢化等によるニーズの変

化に対応できない住棟については合理化・集約化・民間市場への役割移転によ

り維持管理の効率化を図っていくことを検討します。 

また、社会情勢の変化などにより、急激にニーズが拡大した場合には、不動

産事業者等と連携しながら、「低廉な家賃かつ一定の質が確保された民間賃貸

住宅等」を対象に、民間賃貸家賃補助の活用等により、市民ニーズに対して柔

軟に対応していくことを目指すものとします。
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２．市営住宅の団地別･住棟別ストック活用手法の判定 

（１）ストック活用手法の判定 

公営住宅等の活用手法の判定は、住棟または団地ごとに以下の手順に沿って行い

ます。 

なお、活用手法の判定についての詳細は以降に示すとおりです。 

① １次判定 

（団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業手法の仮

設定） 

1 次判定は、社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地敷地の現在の立地環

境等の社会的特性を踏まえた管理方針を判定、住棟の現在の物理的特性を評価し、

住棟の改善の必要性や可能性を判定する２段階の検討から事業手法を仮設定し

ます。 

② ２次判定 

（１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の

仮設定） 

１次判定において、事業手法・管理方針の判断（改善事業を実施するのか建替

事業を実施するのか、将来にわたって継続管理するのか建替を前提とせず当面管

理するのか）を留保した団地・住棟を対象として、ライフサイクルコスト（ＬＣ

Ｃ）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、将来のストッ

ク量を踏まえた事業手法の仮設定の検討から事業手法を仮設定します。 

③ ３次判定 

（計画期間における事業手法の決定） 

１次判定、２次判定の結果を踏まえ、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を行います。また、30 年程度のうちに想定される年度別

事業を試算し、今後の見通しを立て、将来にわたる事業実施が可能となるよう事

業実施時期を調整します。さらに、決定した事業実施時期を基に、概ね 30 年程

度の長期的な管理の見通しを作成し、長期的な管理の見通しに基づき、計画期間

内に実施を予定する事業を決定します。 
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（２）１次判定 

① １次判定ａ 

団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針を判定します。 

【検討内容（判定基準）】 

（需要） 

・入居率が 80％未満の団地は需要が低いと判定します。 

（効率性） 

・管理の効率性の観点から、一団地あたり 10戸以下は効率性が低いと判定します。

（立地） 

・災害危険区域等内にある場合は、公営住宅立地として適さないと判定します。

上記３項目のうち全てが活用に適する場合は「継続管理する団地」とし、それ

以外を「継続管理について判断を留保する団地」とします。 

図表 １次判定ａ検討結果 

② １次判定ｂ 

住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定します。 

【検討内容（判定基準）】 

（躯体の安全性） 

・昭和 56 年の建築基準法施行令（新耐震基準）に基づき設計・施行された住棟につい

ては耐震性を有するものとします。 

・新耐震基準に基づかない住棟で、既に診断を行い耐震性が確認されたもの等について

は耐震性を有するものとします。 

（避難の安全性の判定） 

・設計図書により二方向避難の確保の状況を判定します。 

（居住性の判定：躯体の安全性及び避難の安全性に問題がない場合） 

・以下の項目について居住性の現状を評価します。 

→住戸面積：40㎡以上（単身用は 25 ㎡以上） ※３人世帯の最低居住面積水準 

→バリアフリー性：エレベーターの設置（3階以上） 

→住戸内設備：浴室・浴槽あり、便所水洗化、3箇所給湯設置 

戸数
入居

戸数
入居率 判定 戸数 判定

土砂災害

警戒区域

土砂災害

特別警戒区域
浸水想定区域 判定

91 84 92.3% ○ 91 ○ 〇 〇 0.1-0.5m未満 △ 維持管理東村山市営住宅

立地
1次判定a

判定結果
住宅名

需要 効率性
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図表 １次判定ｂ検討結果 

③ １次判定結果のまとめ 

１次判定ａ及び１次判定ｂの検討結果から、事業手法を仮設定します。なお、

事業手法を仮設定できない次のＡ・Ｂグループについては、２次判定を実施しま

す。 

図表 １次判定結果のまとめ（事業手法の仮設定） 

優先的な改善又は、
優先的な建替

優先的な改善、優先的な建替、
又は優先的な用途廃止

優先的な建替、又は
優先的な用途廃止

改善不要 改善必要

a
団
地
敷
地
の
現
在
の
立
地
環
境
等
の
社
会
特
性
を
踏
ま
え
た
管
理
方
式

維
持
管
理
す
る
団
地

維持管理 改善、又は建替

維
持
管
理
に
つ
い
て
判
断
を
留
保
す
る
団
地

維持管理、又は用途廃止 改善、建替、又は用途廃止

ｂ住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性

優先的な対応が必要
（改善不可能）

優先的な建替え

東村山市営住宅（1号棟）
東村山市営住宅（2号棟）
東村山市営住宅（3号棟）
東村山市営住宅（4号棟）

東村山市営住宅（5号棟）
東村山市営住宅（6号棟）

優先的な対応が必要
（改善可能）

Aグループ

Bグループ

面積 判定 EV設置 判定 浴槽 水洗化 3給湯 判定

1号棟 9 耐火構造 H5 新耐震 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × 改善が必要

2号棟 9 耐火構造 H5 新耐震 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × 改善が必要

3号棟 9 耐火構造 H4 新耐震 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × 改善が必要

4号棟 9 耐火構造 H4 新耐震 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × 改善が必要

5号棟 30 耐火構造 H4 新耐震 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

6号棟 25 耐火構造 H5 新耐震 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改善不要

判定
1次判定ｂ

判定結果
建設

年度

耐震

基準

2方向

避難
判定

住戸面積

躯体の安全性

判定 バリアフリー性 住戸内設備

避難の安全性 居住性

戸数 構造

東村山

市営住宅

45.46㎡
以上

57.92㎡
以上

住宅名 棟名
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（３）２次判定 

① ２次判定Ａ 

１次判定において「Ａグループ」と判定された団地については、ライフサイク

ルコスト（ＬＣＣ）の比較により、「改善」か「建替」のいずれかの事業手法に

ついて改めて判定を行います。 

検討対象団地である東村山市営住宅（１号棟～４号棟）について、全面的改善

事業を実施した場合と建替事業を実施した場合のＬＣＣを比較します。 

その結果、１号棟と２号棟では建替、３号棟と４号棟では全面的改善を実施し

た場合のＬＣＣが低くなっています。 

【検討内容（判定基準）】 

・対象住棟が改善事業を実施する場合と建替事業を実施する場合のＬＣＣを比較

し、建替事業を実施する方がＬＣＣを縮減できる場合に、事業手法を建替と仮

設定します。 

・ＬＣＣの算出については、「公営住宅長寿命化計画策定指針（改定）（国土交通

省 平成 28 年８月）で示された方法及び「ＬＣＣ算定プログラム」を用います。

ＬＣＣ ＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費） 

・建設費：当該住棟の建設時点に投資した建設工事費 

・改善費：想定される改善工事費の見込み額から修繕費相当額を控除した額 

・修繕費：管理期間における修繕工事費の見込み額 

・除却費：想定される管理期間が経過した後の除却工事費の見込み額 

図表 ライフサイクルコストの比較の算出イメージ 

建替事業

を実施する場合

長寿命化型

改善
建
設
費

除
却
費
Ｃ

修繕費Ｃ

改
善
費

現在価値化

評価期間

改善事業

（全面的改善）

を実施する場合

全面的

改善
建
設
費

除
却
費
Ｂ

修繕費Ｂ

改
善
費

現在価値化

評価期間

建設時点 現時点
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図表 ２次判定Ａ検討結果 

建替の場合 全面的改善の場合

1号棟 9 H5 耐火構造 70 243,066 255,999 建替

2号棟 9 H5 耐火構造 70 243,066 255,999 建替

3号棟 9 H4 耐火構造 70 243,066 238,187 改善

4号棟 9 H4 耐火構造 70 243,066 238,187 改善

2次判定
ＬＣＣ算定結果（円/戸・年）

東村山

市営住宅

住宅名 棟名
管理
戸数

建設
年度

構造
耐用
年数

※LCC算定結果の金額は、国土交通省が示している LCC算出のために示されている単価（社会的 

割引率（4％）を適用して現在価値化している）により算出しています。 

② ２次判定Ｂ 

１次判定において「Ｂグループ」と判定された団地について２次判定Ｂを行い

ますが、今回「Ｂグループ」と判定された団地はありませんでした。 

（４）３次判定 

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 

集約や再編等の検討対象となり得る住宅や、異なる事業手法に判定された住棟

が混在する住宅について、効率的な事業実施への対応等の観点から総合的な検討

を行います。 

【検討内容（判定基準）】 

・１次判定、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します。 

・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。

【検討結果】 

２次判定において「建替」と判定された１号棟と２号棟については、高齢者に

対応できない設備の状況や老朽化状況を勘案して計画期間内に建替を実施す

べきです。しかし、前述した将来ストック数の推計結果では、著しい困窮年収

未満世帯およびその対応状況において本計画期間の目標年次である令和 12 年

度では、将来必要戸数が余剰しており、今後は更なる人口減少の観点から空住

戸も増加傾向になると予測されるため、建替ではなく、既存ストックの有効活

用を図るため当面は維持管理を行うため「改善が必要な住棟」と再判定します。 

２次判定において「維持管理」と判定された５号棟から６号棟については、高

齢化対応などは不要となりますが、計画期間内に耐用年数の半分である築 35

年を迎えることから、劣化状況からも指摘されている設備配管等の更新を予防

保全として実施していく必要があるため「改善が必要な住棟」と再判定します。 

② ３次判定結果 

これまでの１次判定、２次判定を経て、最終的な活用手法の判定結果は１

号棟から６号棟まで、「改善が必要な住棟」となりました。 

なお、１号棟から６号棟までの必要な改善事業については、「第８章 改善

事業の実施方針」の中で示します。
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第５章 公営住宅等における建替事業の実施方針  

ここでは、第４章で「建替え」及び「用途廃止」と判定した住宅について、建替事業

の実施方針の概要を整理します。 

市営住宅は、目標年次の令和12年時には築37～38年であり、第４章において「建替

え」及び「用途廃止」判定となった住棟はありません。 

市営住宅については、計画的な修繕を図り耐用年数まで活用していくこととなります。 

今後、何らかの事情によって建替えが発生した場合の実施方針について以下に示しま

す。 

【建替え事業の実施方針】 

① 住宅セーフティネットとして住宅需要に応じた適正な供給 

東村山市には、現在、5,000 戸以上の都営住宅が存在しています。今後の公営

住宅需要を見極めながら将来の市営住宅供給戸数を検討していきます。 

② 多様な整備手法を活用した公営住宅の供給 

東村山市には都営住宅やＵＲ住宅などの公営住宅が存在します。ＵＲにおいて

は、民間事業者と連携しながら、高齢者施設の併設やリノベーションや建替えに

よる賃貸や分譲が行われており、需要者のニーズに合わせた幅広い住宅供給が行

われています。 

また、民間賃貸住宅の借上げや買い取り制度など、民間賃貸住宅を活用した公

営住宅の供給の促進に向けた制度が進んでいることから、これらの制度を活用し、

地域の住宅需要に応じて民間と連携した公営住宅の供給を検討します。 

③ 将来的に発生する建替えへの対応 

第４章の３次判定では市営住宅の全ての住棟が「改善が必要な住棟」と判定さ

れていますが、２次判定では１号棟と２号棟が「建替」と判定されており、３号

棟と４号棟についても将来的には老朽化の進行により「建替」が相当と判定され

る時期が来ることが見込まれます。また、現状においても１号棟から４号棟はバ

リアフリー性を有しておらず、２階以上は高齢者の居住に不向きです。これらの

状況から、１号棟から４号棟の入居者募集については若者世帯を対象とした 10

年間を居住期間とする定期使用住宅制度を活用し、居住者の高齢化と将来的な建

替えに備えることを検討します。なお、現行の定期使用住宅制度の利用が進まな

い場合は、東京都や他市を研究しその資格要件の拡充を検討します。 

また、第２章の入居者意向調査では、団地内の転居を容認するご意見は 15.9％

でしたが、将来的な建替えなどの際には、入居者のご理解を得る取り組みや入居

者のご事情に配慮し、柔軟に団地内転居を可能にする仕組みが必要になります。 
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第６章 点検の実施方針 

事業手法の選定において、引き続き維持管理を予定する住宅を対象として、定期点検

や日常点検等の実施方針を設定します。 

１．基本的な方針  

法定点検については、引き続き法令（建築基準法第12条による。以下「法定点検」）

に基づき適切に実施し、法定点検対象外の住棟においては、同規定に準じた法定点検と

同様の点検（以下「定期点検」という）を実施します。 

また、全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程度、「公営

住宅等日常点検マニュアル（平成 28 年８月 国土交通省住宅局住宅総合整備課、以下

「点検マニュアル」という））」にのっとり実施することを基本とし、その他、定期点

検と合わせた実施や計画修繕前など効率的に行います。 

２．点検実施の体制等 

日常点検は、管理者が目視で行える範囲の内容で実施します。 

日常点検を行う際には、前回点検時の所見を事前に確認し、「経過観察」とされた箇

所については、劣化の進行程度について経過を重点的に点検できるようにします。 

また、前回の点検実施後に発見された不具合（入居者からの通報含む）や修繕の記録、

今後の計画修繕工事の予定等も事前に確認しておくものとします。 
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３．対象部位と点検項目 

日常点検は、点検マニュアルを踏まえ、以下の対象部位別の日常点検項目一覧に従い

実施します。 

なお、法定点検対象部位についても、点検マニュアルに基づき日常点検を行うことが

望ましいとされています。 

【敷地及び地盤】 

点検部位 日常点検項目 
法定点検
対象 

ア）地盤 ・地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 ○ 

イ）敷地 ・敷地内の排水の状況 ○ 

ウ）敷地内の通路 ・敷地内の通路の支障物の状況 ○ 

エ）塀 ・組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化
及び損傷の状況 

○ 

・金属フェンス等の劣化及び損傷の状況 

オ）擁壁 ・擁壁の劣化及び損傷の状況 ○ 

・擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 ○ 

カ）屋外工作物 ・遊具、ベンチ等の劣化及び損傷の状況 

キ）屋外電気設備 ・外灯の不具合、劣化及び損傷の状況 

ク）通路・車路 ・平面駐車場の劣化及び損傷の状況 

・車路・歩道、スロープ、屋外階段の劣化及び損傷の状況 

ケ）付属施設 ・自転車置場、ゴミ集積所等の劣化及び損傷の状況 

【建築物の外部】 

点検部位 日常点検項目
法定点検
対象 

ア）基礎 ・基礎の沈下等の状況 ○ 

・基礎の劣化及び損傷の状況 ○ 

イ）土台 ・土台の沈下等の状況 ○ 

・土台の劣化及び損傷の状況 ○ 

ウ）外壁 
（躯体等） 

・木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ○ 

・補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の
状況 

○ 

・PCa 鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯
体の劣化及び損傷の状況 

○ 

エ）外壁 
（外装仕上げ
材等） 

・塗り仕上げ、タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除
く。）、モルタル等の劣化及び損傷の状況 

○（塗り仕

上げ除く）

・金属系パネルの劣化及び損傷の状況 ○ 

・コンクリート系パネルの劣化及び損傷の状況 ○ 

・窯業系サイディングの劣化及び損傷の状況  

・シーリングの劣化及び損傷の状況  

オ）外壁 
（窓サッシ等）

・サッシ等の劣化及び損傷の状況 
○ 

カ）建具 ・共用部ドア、住戸玄関ドアの劣化及び損傷の状況  

・シャッター（防火シャッター含む）、メーターボックス扉、
パイプスペース扉等の枠及び建具の劣化及び損傷の状況 

キ）金物類 ・落下防護庇の劣化及び損傷の状況  

・集合郵便受、掲示板等、室名札の劣化及び損傷の状況  
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【屋上及び屋根】 

点検部位 日常点検項目 
法定点検
対象 

ア）基礎 ・屋上面の劣化及び損傷の状況 ○ 

・雨樋の劣化及び損傷の状況  

イ）屋根 ・屋根の劣化及び損傷の状況 ○ 

【避難施設等】 

点検部位 日常点検項目 
法定点検

対象 

ア）廊下 

（共用廊下） 

・物品の放置の状況 ○ 

・手すりの劣化及び損傷の状況  

・床の劣化及び損傷の状況  

・壁・柱・梁の劣化及び損傷の状況  

・天井・軒裏の劣化及び損傷の状況  

イ）出入口 ・物品の放置の状況 ○ 

ウ）バルコニー ・手すり等の劣化及び損傷の状況 ○ 

・物品の放置の状況 ○ 

・隔て板、物干し金物等の劣化及び損傷の状況  

・床・壁・柱・梁・天井の劣化及び損傷の状況  

エ）階段 ・物品の放置の状況 ○ 

・階段各部の劣化及び損傷の状況 ○ 

【給水設備及び排水設備】 

点検部位 日常点検項目 
法定点検
対象 

ア）飲料用配管及
び排水配管 

（隠蔽部分及び
埋設部分を除
く） 

・配管の腐食及び漏水の状況 

○ 

イ）給水タンク
等、給水ポンプ

・給水タンク等の腐食及び漏水の状況 
○ 

ウ）排水設備 
（隠蔽部分及び
埋設部分を除
く） 

・屋内雑排水管、汚水管、雨水管の腐食及び漏水の状況 
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第７章 計画修繕の実施方針  

事業手法の選定において、引き続き維持管理を予定する住宅を対象として、計画的に

実施すべき修繕等の実施方針を設定します。 

１. 計画修繕の実施方針 

（１）基本的な方針  

公営住宅を長期にわたって良好に維持管理していくためには、予防保全的な観点

から、屋上防水や外壁塗装等の計画的な修繕を実施することが重要です。 

建物の内外装・設備等の経年劣化に応じて適時適切な修繕を計画的に実行してい

くため、将来見込まれる修繕工事の内容、修繕時期、費用等についてあらかじめ想

定し、長期的視点に立って修繕計画を定める必要があります。 

（２）計画修繕の実施方針  

本計画では、計画修繕の実施方針を以下のように設定します。 

① 修繕項目別の修繕周期表を参考に、計画修繕の内容と実施時期を検討します。 

② これまでの工事履歴（工事内容と実施時期）や日常的な点検結果を踏まえ工事時

期を調整する等、工事の効率化・コストの軽減等を図ります。 

③ 計画修繕の実施に当たっては、住宅老朽化の程度や居住者ニーズ等の実情を踏ま

え、工事実施の優先順位等を検討します。 

④ 計画修繕の実施結果等については、維持管理データベースにその履歴を蓄積し、

計画の進行管理に反映します。 
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２. 対象項目別の修繕周期 

（１）修繕周期 

計画修繕の実施は、国の定める指針を踏まえ、以下の対象項目別の修繕周期を参

考に検討します。なお、受水槽については、耐用年数を経過しており、できる限り

早期に取替（計画修繕）又は給水方式の変更（改善事業）の対応が必要となってい

ます。 

図表 修繕周期の例（凡例：★～：指針より、 ☆メーカーHP より） 

修繕部位 修繕項目 対象部位等
工事
区分

修繕
周期

修繕工事の仕様 １号棟 ２号棟 ３号棟 ４号棟 ５号棟 ６号棟

給水管
共用給水立て管
専用給水枝管

取替 35年
硬質塩化ビニルライニン
グ鋼管（コア継手）

27年/1993
△取替

27年/1993
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

27年/1993
△取替

貯水槽 受水槽、高架水槽 取替 25年 ＦＲＰ製
28年/1992
●取替

27年/1993
●取替

給水ポンプ
揚水ポンプ、加圧給
水ポンプ、直結増圧
ポンプ

取替 15年 取替
28年/1992
●取替

27年/1993
●取替

雑排水管
共用雑排水立て管
専用雑排水枝管

取替 30年 排水用硬質塩化ビニル管
27年/1993
△取替

27年/1993
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

27年/1993
△取替

汚水管
共用汚水立て管
専用汚水枝管

取替 30年
配管用炭素鋼鋼管
排水用硬質塩化ビニル管
等

27年/1993
△取替

27年/1993
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

27年/1993
△取替

排水管（屋外） 屋外排水管 取替 25年 排水用硬質塩化ビニル管
27年/1993
△取替

27年/1993
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

27年/1993
△取替

雨水樋 立て樋 取替 30年 硬質塩化ビニル管
27年/1993
△取替

27年/1993
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

27年/1993
△取替

ガス管（屋内） ガス管 取替 30年 配管用炭素鋼鋼管
27年/1993
△取替

27年/1993
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

27年/1993
△取替

ガス管（屋外） 取替 50年
被覆鋼管
ポリエチレン管

27年/1993
ー

27年/1993
ー

28年/1992
ー

28年/1992
ー

28年/1992
ー

27年/1993
ー

全構成機器 取替 30年

28年/1992
●既存不適
格対応

27年/1993
●既存不適
格対応

床壁 取替 30年
27年/1993
●取替

27年/1993
●取替

28年/1992
●取替

28年/1992
●取替

28年/1992
●取替

27年/1993
●取替

浴槽
バランス釜

取替 15年
11年/2009
●取替

11年/2009
●取替

12年/2008
●取替

12年/2008
●取替

12年/2008
●取替

11年/2009
●取替

便器取替 取替 15年
27年/1993
△取替

27年/1993
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

28年/1992
△取替

27年/1993
△取替

☆浴室・トイレ

★昇降機

★ガス設備

★排水設備

★給水設備

※経過年数は直近の修繕・改善工事実施年より 

※修繕必要性は本計画期間内（2021-2030 年）について 
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（２）実施すべき修繕・改善項目 

前項の対象項目別の修繕周期に従い改善事業で実施すべきものと計画修繕とし

て実施すべきものについて以下のとおり設定します。 

図表 修繕・改善項目一覧表

部　位 １号棟～４号棟 ５号棟～６号棟

屋根 必要に応じて補修 必要に応じて補修

床防水 － －

外壁塗装等 － －

鉄部塗装等 必要に応じて錆発生箇所の再塗装 必要に応じて錆発生箇所の再塗装

建具・金物等 必要に応じて取替 必要に応じて取替

共用内部 － －

空調換気設備 必要に応じて取替 必要に応じて取替

情報・通信設備 テレビ共聴設備更新 テレビ共聴設備更新

外構・附属施設 駐車場舗装等の補修 駐車場舗装等の補修

住戸内設備 火災報知器取替 火災報知器取替

浴室設備
バランス釜一体型浴槽への入替

（ホールインワン等）
バランス釜一体型浴槽への入替

（ホールインワン等）

その他 － －

エレベーター － 既存不適格改善

その他 － －

屋　上 － －

外　壁 － －

給水設備
受水槽取替
給水管の更生

受水槽取替
給水管の更生

排水設備 排水管の更生 排水管の更生

ガス設備 ガス管の更新 ガス管の更新

電気設備 － －

その他 － －

個
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第８章 改善事業の実施方針  

１. 改善事業の実施方針 

改善事業に当たっては、以下の方針により住棟の状況に応じた改善整備の必要性や効

果等を勘案のうえ実施を検討します。 

図表 改善事業のタイプ 

①居住性向上型

引き続き活用を図る住宅について、住戸・住棟設備の機能向上

を行い、居住性を向上 

・開口部の更新（アルミサッシ等） 

・住戸内の改善 など 

②福祉対応型 

引き続き活用を図る住宅について、高齢者等が安心して居住で

きるよう、住戸内、共用部、屋外のバリアフリー化 

・住戸内部、共用部の段差解消 

・浴室、トイレの高齢者対応 など 

③安全性確保型

引き続き活用を図る住宅について、耐震性の確保をはじめ、非

常時に円滑に避難できるよう避難設備や経路の整備・確保を行う

とともに、防犯性や落下・転倒防止など生活事故防止に配慮した

改善 

・耐震性の確保 

・防犯、事故防止に配慮した設備・建物部品の設置 など 

④長寿命化型 

一定の居住性や安全性等が確保され長期的な活用を図るべき住

棟において、耐久性の向上や躯体の劣化の低減、維持管理の容易

性向上の観点から予防保全的な改善 

・屋上防水、外壁塗装等による住棟の耐久性向上 

・給水設備、排水設備、ガス設備の耐久性向上 など 
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２. 団地別・住棟別改善事業の方針 

（１）団地別・住棟別改善事業方針 

① １号棟から４号棟について 

屋根及び外壁改修工事等の長寿命化改善事業は平成24年から平成25年にかけ

て実施済みとなっています。よって、本計画期間内おいては、入居者の高齢化や

誰もが使いやすい設備となるユニバーサルデザイン化に対応した福祉対応型改

善を検討します。 

なお、修繕周期を経過している受水槽を含む給水設備、排水設備、ガス設備等

の各種設備の長寿命化が未実施となっていることから、本計画期間内で長寿命化

に資する改善を検討していきます。 

② ５号棟から６号棟について 

屋根及び外壁改修工事等の長寿命化改善事業は平成23年及び平成26年に実施

済みとなっています。よって、本計画期間内おいては、入居者の高齢化や誰もが

使いやすい設備となるユニバーサルデザイン化に対応した福祉対応型改善を検

討します。 

なお、屋根・外壁等の長寿命化は実施済みとなっていますが、修繕周期を経過

している受水槽を含む給水設備、排水設備、ガス設備等の各種設備の長寿命化が

未実施となっていることから、本計画期間内で長寿命化に資する改善を検討して

いきます。 

また、定期点検等で指摘のあったエレベーター設備の既存不適格の解消を図る

安全性確保型改善を検討します。 

（２）団地別・住棟別改善事業計画 

① １号棟から４号棟 

ａ．浴室設備改善事業【福祉対応型改善事業】 

入居世帯の高齢化に対応するため、１号棟から４号棟の現在のバランス釜と置

き型浴槽を一体型の設備とする浴室設備改善事業を検討していくこととします。 

ｂ．給排水設備改善事業【長寿命化型改善事業】 

更新した受水槽への接続と給排水管の更生を図る給排水設備改善事業を、検討

していくこととします。 

ｃ．ガス管更新改善事業【長寿命化型改善事業】 

更新時期を迎えたガス管の更新を図るガス管更新改善事業を、事業効率を考慮

し、給排水設備改善事業と同時に実施することを検討します。 
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② ５号棟から６号棟 

ａ．浴室設備改善事業【福祉対応型改善事業】 

入居世帯の高齢化に対応するため、現在のバランス釜と置き型浴槽を一体型の

設備とする浴室設備改善事業を検討していくこととします。 

ｂ．エレベーター既存不適格改善事業【安全確保型改善事業】 

定期点検で指摘されているエレベーターの既存不適格事項の改善のため、エレ

ベーター既存不適格改善事業を検討していくこととします。 

ｃ．給排水設備改善事業【長寿命化型改善事業】 

更新時期を迎えた受水槽のグレードアップとともに、給排水管の更生を図る給

排水設備改善事業を検討していくこととします。 

ｄ．ガス管更新改善事業【長寿命化型改善事業】 

更新時期を迎えたガス管の更新を図るガス管更新改善事業を実施することを

検討します。 
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第９章 長寿命化のための事業実施予定  

１. 事業の実施予定 

各種実施方針に基づき、計画期間内に実施すべき事業スケジュールを次頁のように設

定します。なお、事業の実施にあたっては予算確保の状況等により事業実施年度に変更

が生じる場合があるため、必要に応じて年次別改善事業計画を見直します。 

２. 概算事業費の設定 

計画期間内に実施する改善事業について、これまでの改善履歴等や他自治体での実績

を参考に概算事業費を試算しました。 

図表 年次別改善事業計画 (1/2) 

名称 

住
棟 
番
号 

構
造
階
数

戸
数

建設
年度

改善事業の内容 

R3 R4 R5 R6 R7 

東村山

市営住宅

１ 耐 3 9 H5 － － － － － 

２ 耐 3 9 H5 － － － － － 

３ 耐 3 9 H4 － － 改修設計 

給排水管改善 

ガス管更新改善

【長寿命化】 

－ 

４ 耐 3 9 H4 － － － 改修設計 

給排水管改善 

ガス管更新改善

【長寿命化】 

５ 耐 5 30 H4 改修設計 

エレベーター 

既存不適格改善

【安全性確保】

改修設計 

受水槽改善及び

給排水管改善 

【長寿命化】

－ 

６ 耐 5 25 H5 － 改修設計 

エレベーター 

既存不適格改善

【安全性確保】

改修設計 

受水槽改善及び

給排水管改善 

【長寿命化】

年次別

概算 

事業費

（千円）

EV既存不適格改善 

【安全性確保型】 
－ 3,000 万円 3,000 万円 － － 

受水槽改善及び 

給排水設備改善 

【長寿命化型】 

－ － － 
800 万円

3,900 万円

800 万円 

3,400 万円 

ガス管更新改善 

【長寿命化型】 
－ － － 900 万円 900 万円 

浴室設備改善 

【福祉対応型】 
－ － － － － 

 計 - 3,000 万円 3,000 万円 5,600 万円 5,100 万円

前期（５年間） 計 1 億 6,700 万円
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図表 年次別改善事業計画 (2/2) 

名称 

住
棟 
番
号 

構
造
階
数

戸
数

建設
年度

改善事業の内容 

R8 R9 R10 R11 R12 

東村山

市営住宅

１ 耐 3 9 H5

給排水管改善 

ガス管更新改善

【長寿命化】 

－ 
浴室設備改善 

【福祉対応型】
－ － 

２ 耐 3 9 H5 － 

給排水管改善 

ガス管更新改善

【長寿命化】 

浴室設備改善 

【福祉対応型】
－ － 

３ 耐 3 9 H4 － － 
浴室設備改善 

【福祉対応型】
－ － 

４ 耐 3 9 H4 － － 
浴室設備改善 

【福祉対応型】
－ － 

５ 耐 5 30 H4
ガス管更新改善

【長寿命化】 
－ － 

浴室設備改善 

【福祉対応型】
－ 

６ 耐 5 25 H5 － 
ガス管更新改善

【長寿命化】 
－ － 

浴室設備改善 

【福祉対応型】

年次別

概算 

事業費

（千円）

EV既存不適格改善 

【安全性確保型】 
－ － － － －

給排水設備改善 

【長寿命化型】 
900 万円 900 万円 － － －

ガス管更新改善 

【長寿命化型】 
3,900 万円 3,400 万円 － － －

浴室設備改善 

【福祉対応型】 
－ － 3,600 万円 3,000 万円 2,500 万円

 計 4,800 万円 4,300 万円 3,600 万円 3,000 万円 2,500 万円

後期（５年間） 計 1 億 8,200 万円
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第１０章 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出  

長寿命化型改善事業を実施する１号棟から６号棟について、住棟ごとの建設・改善・

修繕・除却に要する経費を考慮したライフサイクルコスト（ＬＣＣ）及びその縮減効果

の算出を行い、同事業を実施することによる効果を把握します。 

なお、ＬＣＣの算出については、指針で示された方法及び「ＬＣＣ算定プログラム」

を用います。 

図表 ライフサイクルコスト（LCC）及びその縮減効果の算出 

ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）及びその縮減効果の算出 

ＬＣＣ ＝（建設費＋改善費＋修繕費＋除却費） 

ＬＣＣ縮減効果 ＝ ＬＣＣ（計画前）－ＬＣＣ（計画後） 

住棟当たり年平均縮減額：年平均ＬＣＣ（計画前）－ 年平均ＬＣＣ（計画後）＞０ 

であれば縮減効果があると判断 
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図表 改善効果算出の手順 

＜計画前モデル＞ 

①評価期間（改善非実施）Ａ（ＬＣＣ算定プログラムの設定により 50 年とする） 
長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定される管理期間 

②修繕費Ａ 
修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 
上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記①評価期間（改善非実施）Ａ末ま

での各年の修繕費を累積した費用とする。 
現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

③建設費 
推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則

第 23 条の率）。 
ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当

時の標準建設費で代用する。 

④除却費Ａ 
評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費 
評価期間（改善非実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑤計画前ＬＣＣ 
計画前ＬＣＣ＝（③建設費＋②修繕費Ａ＋④除却費Ａ）÷①評価期間（改善非実施） 

＝Ａ（単位：円／戸・年）
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＜計画後モデル＞ 

⑥評価期間（改善実施）Ｂ（耐火住棟耐用年数の 70 年とする） 
公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（ＬＣＣ算定対象）及び公営住宅等長寿

命化計画の計画期間以後に想定される改善事業（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に
想定される管理期間（目標管理期間） 

⑦修繕費Ｂ 
修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率）の累積額 
上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記⑥評価期間（改善実施）Ｂ末まで

の各年の修繕費を累積した費用とする。 
現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

⑧長寿命化型改善費 
公営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費及び公営住宅等長寿命化

計画の計画期間以後に想定される長寿命化型改善事業費の総額から修繕費相当額を
控除した額。当該改善を複数回行う場合はそれらの合計費用とする。 
修繕費相当額の控除については、想定している長寿命化型改善項目に相当する「計

画修繕項目の修繕費乗率」を除いて修繕費を算定すること（当該計画修繕項目の修繕
費乗率を除いた修繕費乗率を推定再建築費に乗じて修繕費を算定すること）で対応し
ている。 
長寿命化型改善は現時点以後に行われるので、全て現在価値化して算出する。 

⑨建設費 
推定再建築費（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則

第 23 条の率）。 
ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当

時の標準建設費で代用する。 

⑩除却費Ｂ 
評価期間（改善実施）末に実施する除却工事費 
評価期間（改善実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑪計画後ＬＣＣ 
  計画後ＬＣＣ＝（⑨建設費＋⑧長寿命化型改善費＋⑦修繕費Ｂ＋⑩除却費Ｂ）÷⑥

評価期間（改善実施）Ｂ 
（単位：円／戸・年） 

＜ＬＣＣ縮減効果＞ 
⑫年平均縮減額 

上記⑤、⑪より、年平均縮減額＝⑤計画前ＬＣＣ－⑪計画後ＬＣＣ 

⑬住棟あたりの年平均縮減額 
以上より算定した年平均縮減額は戸あたりの額であり、これに当該住棟の住戸数分を

積算して、住棟あたりの年平均縮減額を算定する。年平均縮減額がプラスであれば、ラ
イフサイクルコスト（ＬＣＣ）縮減効果があると判断できる。 

公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定） 
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長寿命化型改善事業を実施する東村山市営住宅におけるＬＣＣ縮減効果の算出結果

については以下のとおりです。 

計画期間内に長寿命化型改善を実施することにより、約825万円／年のＬＣＣ縮減効

果が期待されます。 

図表 ライフサイクルコスト縮減効果の算出結果 

住宅名 棟名 階数 戸数

経過年数

（R2年 

時点）

計画前 

ＬＣＣ 

（円/

戸・年）

計画後 

ＬＣＣ 

（円/

戸・年）

年平均 

縮減額 

（円/

戸・年）

ＬＣＣ 

縮減効果

（円/棟・

年） 

東村山 

市営住宅

１号棟 3 9 27 334,785 253,758 81,027 729,241

２号棟 3 9 27 334,785 253,307 81,478 733,300

３号棟 3 9 28 304,886 234,281 70,605 635,441

４号棟 3 9 28 304,886 233,730 71,156 640,401

５号棟 5 30 28 411,740 311,024 100,716 3,021,468

６号棟 5 25 27 408,707 309,181 99,526 2,488,144

8,247,995
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