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１章
 

 １
本

のとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の

的住宅に関連する個別計画として

計画」を策定しました。

了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとと

もに、

住宅事情は急速な変化が見込まれます。

本

 

 ２
住生活基本計画は、

策定します。なお、社会経済動向の変化に対応して、

ます。

 

 

１章 はじめに

 計画の目的
本町では、2007

のとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の

的住宅に関連する個別計画として

計画」を策定しました。

了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとと

もに、今後、さらなる急速な高齢化の進展、人口減少社会への転換等、本

住宅事情は急速な変化が見込まれます。

本町は、こうした背景を踏まえ、住生活基本計画を

 計画期間 
住生活基本計画は、

策定します。なお、社会経済動向の変化に対応して、

ます。 

 

はじめに 

の目的 
2007（平成

のとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の

的住宅に関連する個別計画として

計画」を策定しました。2017

了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとと

今後、さらなる急速な高齢化の進展、人口減少社会への転換等、本

住宅事情は急速な変化が見込まれます。

町は、こうした背景を踏まえ、住生活基本計画を

 
住生活基本計画は、10 年間

策定します。なお、社会経済動向の変化に対応して、

 

平成 19）年度に町における住宅施策を総合的・体系的に推進するも

のとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の

的住宅に関連する個別計画として 2012

2017（平成 29

了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとと

今後、さらなる急速な高齢化の進展、人口減少社会への転換等、本

住宅事情は急速な変化が見込まれます。

町は、こうした背景を踏まえ、住生活基本計画を

年間（2018(

策定します。なお、社会経済動向の変化に対応して、

  

1 

年度に町における住宅施策を総合的・体系的に推進するも

のとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の

2012（平成 24）

平成 29）年度に中標津町住生活基本計画の計画期間が満

了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとと

今後、さらなる急速な高齢化の進展、人口減少社会への転換等、本

住宅事情は急速な変化が見込まれます。 

町は、こうした背景を踏まえ、住生活基本計画を

(平成 30)～2027

策定します。なお、社会経済動向の変化に対応して、

年度に町における住宅施策を総合的・体系的に推進するも

のとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の

）年度に「中標津町公営住宅等長寿命化

年度に中標津町住生活基本計画の計画期間が満

了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとと

今後、さらなる急速な高齢化の進展、人口減少社会への転換等、本

町は、こうした背景を踏まえ、住生活基本計画を見直し

2027（平成 39

策定します。なお、社会経済動向の変化に対応して、中間年次に見直すことも考えられ

年度に町における住宅施策を総合的・体系的に推進するも

のとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の

年度に「中標津町公営住宅等長寿命化

年度に中標津町住生活基本計画の計画期間が満

了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとと

今後、さらなる急速な高齢化の進展、人口減少社会への転換等、本

見直し策定します。

39）年度）を計画期間として

中間年次に見直すことも考えられ

年度に町における住宅施策を総合的・体系的に推進するも

のとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の

年度に「中標津町公営住宅等長寿命化

年度に中標津町住生活基本計画の計画期間が満

了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとと

今後、さらなる急速な高齢化の進展、人口減少社会への転換等、本町を取り巻く

策定します。 

を計画期間として

中間年次に見直すことも考えられ

年度に町における住宅施策を総合的・体系的に推進するも

のとして「中標津町住生活基本計画」を策定、さらに「中標津町住生活基本計画」の公

年度に「中標津町公営住宅等長寿命化

年度に中標津町住生活基本計画の計画期間が満

了、中標津町公営住宅等長寿命化計画は策定後５年が経過し計画の中間時を迎えるとと

町を取り巻く

を計画期間として

中間年次に見直すことも考えられ



 ３
住生活基本計画

調整の場として「作業部会」を設置します。

 

図 １
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町営住宅

運営委員

 策定体制 
住生活基本計画

調整の場として「作業部会」を設置します。

 

１-1 策定体制
 

 

・町民意向調査

町営住宅 

運営委員会 

提言

報告

 
住生活基本計画の策定においては、庁内オーソライズの場として「策定委員会」、庁内

調整の場として「作業部会」を設置します。

策定体制 

町

 

作業部会

・北海道根室振興局

（アドバイザー）

・庁内関係課長

策定委員会

・町内各種団体等

・北海道

（アドバイザー

・庁内関係部長

協議

 

 

・町民意向調査 

提言

報告

においては、庁内オーソライズの場として「策定委員会」、庁内

調整の場として「作業部会」を設置します。

町 長 

作業部会 

・北海道根室振興局

（アドバイザー） 

・庁内関係課長 

策定委員会 

町内各種団体等 

・北海道根室振興局

（アドバイザー） 

庁内関係部長 

報告

連携・調整

参考

2 

においては、庁内オーソライズの場として「策定委員会」、庁内

調整の場として「作業部会」を設置します。 

・北海道根室振興局 

 

 

振興局 

 

連携・調整

報告 

連携・調整

においては、庁内オーソライズの場として「策定委員会」、庁内

町議会

事務局

（都市住宅課）

連携・調整

連携・調整

においては、庁内オーソライズの場として「策定委員会」、庁内

議会 

事務局 

（都市住宅課） 

調整

意見交換

においては、庁内オーソライズの場として「策定委員会」、庁内

北海道
調整 

関係団体意見交換 

においては、庁内オーソライズの場として「策定委員会」、庁内

 

北海道 

 

関係団体 



２章
 

 １
 

（１）
 

a．⼟地利⽤
本

に及びます。面積は、

て緩やかに傾斜し、平坦な根釧原野が広がっています。

 

図 ２
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．気候
内陸性の気候で、夏の平均気温は

雪は、道内でも少ない方です。

 

表 ２

2012(
2013(
2014(
2015(
2016(

資料：
 

２章 住宅事情の特性

 中標津町の概況

（１）自然環境 

⼟地利⽤ 
本町は、北海道の東部、根室管内の中部に位置し、町域は東西約

に及びます。面積は、

て緩やかに傾斜し、平坦な根釧原野が広がっています。

２-1 中標津町

気候 
内陸性の気候で、夏の平均気温は

雪は、道内でも少ない方です。

２-1 年次別気象概要

  

2012(平成 24)年 
2013(平成 25)年 
2014(平成 26)年 
2015(平成 27)年 
2016(平成 28)年 

平均 

資料：気象庁ホームページ
 

住宅事情の特性

の概況 

 

町は、北海道の東部、根室管内の中部に位置し、町域は東西約

に及びます。面積は、684.87

て緩やかに傾斜し、平坦な根釧原野が広がっています。

中標津町の位置 

内陸性の気候で、夏の平均気温は

雪は、道内でも少ない方です。

年次別気象概要 

年降⽔量 

（㎜） 
 1,386.0 
 1,341.0 
 1,191.5 
 1,494.5 
 1,700.5 

1,422.7 

気象庁ホームページ 
 

住宅事情の特性 

町は、北海道の東部、根室管内の中部に位置し、町域は東西約

684.87 ㎢。北部は千島火山帯につながる丘陵地で、南側に向かっ

て緩やかに傾斜し、平坦な根釧原野が広がっています。

 

内陸性の気候で、夏の平均気温は

雪は、道内でも少ない方です。 

 

平均 
気温 

（℃） （℃）
5.7  
5.8  
6.1  
6.7  
5.7  

6.0  

  

3 

町は、北海道の東部、根室管内の中部に位置し、町域は東西約

。北部は千島火山帯につながる丘陵地で、南側に向かっ

て緩やかに傾斜し、平坦な根釧原野が広がっています。

内陸性の気候で、夏の平均気温は 20℃前後、冬の平均気温はマイナス

気温 
最高 
気温 

最低
気温

（℃） （℃）
32.7  -24.4 
30.6  -23.5 
30.5  -21.0 
32.6  -22.5 
30.6  -22.4 

31.4  -22.8 

町は、北海道の東部、根室管内の中部に位置し、町域は東西約

。北部は千島火山帯につながる丘陵地で、南側に向かっ

て緩やかに傾斜し、平坦な根釧原野が広がっています。 

前後、冬の平均気温はマイナス

平均 
風速 最低 

気温 
（℃） （m/s）

24.4  2.3 
23.5  2.3 
21.0  2.2 
22.5  2.3 
22.4  2.2 

22.8  2.3 

町は、北海道の東部、根室管内の中部に位置し、町域は東西約 42

。北部は千島火山帯につながる丘陵地で、南側に向かっ

前後、冬の平均気温はマイナス

 
 

年間 
日照 
時間 

） （時間） 
2.3  1,613.3 
2.3  1,662.9 
2.2  1,953.9 
2.3  1,761.3 
2.2  1,777.2 

2.3  1,753.7 

42km、南北約

。北部は千島火山帯につながる丘陵地で、南側に向かっ

前後、冬の平均気温はマイナス 10℃前後。積

 
 
 

降雪量 

 （㎝） （㎝）
1,613.3  470  
,662.9  374  

1,953.9  310  
1,761.3  452  
1,777.2  243  

1,753.7  370  

、南北約 27km

。北部は千島火山帯につながる丘陵地で、南側に向かっ

前後。積

最深 
積雪 

（㎝） 
106  
95  
71  

156  
79  

101  
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表 ２-2 月別気象概要 2016（平成 28）年 

  
降⽔量 

気温 
平均風速 日照時間 降雪量 最深 

積雪 平均 
気温 

最高 
気温 

最低 
気温 

（㎜） （℃） （℃） （℃） （m/s） （時間） （㎝） （㎝） 
1 月 28.5  -7.0  1.7  -19.8  1.8  171.4  95  36  
2 月 22.5  -5.9  6.5  -22.4  2.0  185.0  71  67  
3 月 8.0  -1.5  10.5  -19.1  2.1  216.5  31  79  
4 月 71.0  3.7  19.8  -2.7  2.6  141.6  19  9  
5 月 66.5  11.3  30.6  -2.2  2.9  224.1  0  3  
6 月 268.5  11.1  27.3  1.1  2.1  113.4  0  0  
7 月 182.0  16.2  27.0  8.3  2.1  82.2  0  0  
8 月 666.0  21.0  29.7  13.4  2.6  93.2  0  0  
9 月 217.5  15.6  27.0  5.2  1.7  95.2  0  0  
10 月 44.0  8.2  22.4  -6.1  2.5  183.9  0  0  
11 月 57.0  0.0  10.7  -15.6  2.1  138.2  24  7  
12 月 69.0  -4.2  9.7  -18.2  2.3  132.5  78  47  
全年 1,700.5  5.7  30.6  -22.4  2.2  1,777.2  318  79  

資料：気象庁ホームページ 

 
図 ２-2 年次別気温概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：気象庁ホームページ 
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（２）人口・世帯 
 

a．人口 
本町の人口は 2015（平成 27）年国勢調査で 23,774 人、20 年間（1995（平成 7）～2015

（平成 27）年）の推移をみると、6％の増加となっています。これまで増加傾向にあり

ましたが、2015（平成 27）年は減少に転じています。 

国立社会保障・人口問題研究所の将来人口では、今後は減少が続き、2020（平成 32）

年で 23,768 人、2025（平成 37）年で 23,367 人と推計されています。 

 

図 ２-3 中標津町の人口の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：1995（平成 7）〜2015（平成 27）年「各年国勢調査結果」（総務省統計局）、 
2020（平成 32）〜2040（平成 52）年は国⽴社会保障・人口問題研究所推計値 
 

表 ２-3 総人口の推移の比較                     （単位：人） 
  1995（H7） 2000（H12） 2005（H17） 2010（H22） 2015（H27） 2015(H27)

／1995(H7) 
北海道 5,692,321  5,683,062  5,627,737  5,506,419  5,381,733  0.95  
市部 4,249,121  4,389,368  4,410,600  4,449,360  4,395,172  1.03  
郡部 1,443,200  1,293,694  1,217,137  1,057,059  986,561  0.68  

根室管内 89,367  86,493  84,057  80,569  76,621  0.86  

中標津町 22,326  23,179  23,792  23,982  23,774  1.06 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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b．総世帯数 
本町の世帯数は 2015（平成 27）年国勢調査で 10,437 世帯です。20 年間（1995（平成

7）～2015（平成 27）年）の推移をみると 26％の増加となっています。 

 
図 ２-4 中標津町の世帯数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-4 世帯数の推移の比較                    （単位：世帯） 
  1995（H7） 2000（H12） 2005（H17） 2010（H22） 2015（H27） 2015(H27)

／1995(H7) 
北海道 2,187,000  2,306,419  2,380,251  2,424,317  2,444,810  1.12  

市部 1,678,719  1,820,723  1,901,288  1,989,236  2,021,698  1.20  

郡部 508,281  485,696  478,963  435,081  423,112  0.83  

根室管内 30,743  31,547  32,226  32,255  32,087  1.04  

中標津町 8,276  9,138  9,744  10,084  10,437  1.26 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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c．年齢別人口 
年齢別人口をみると、2015（平成 27）年国勢調査で、年少人口（15 歳未満）が 3,563

人（15.0％）、生産年齢人口（15～64 歳）が 14,625 人（61.5％）、高齢人口（65 歳以

上）が 5,491 人（23.1％）となっています。 

これらの割合は、全道、市部、郡部、根室管内と比較して、年少人口、生産年齢人口

ともに割合が高く、高齢人口は低くなっていますが、15 年間（2000（平成 12）～2015

（平成 27）年）の推移をみると、年少人口、生産年齢人口ともに減少、高齢人口は増加

傾向にあります。 

特に、高齢人口は 15 年間で 1.6 倍以上と急速に増加しています。 

 

図 ２-5 年齢別人口構成比の比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-5 年齢別人口の比較                       （単位：人） 

  15 歳未満 15〜64 歳 65 歳以上 不詳 総人口 （年少人口） （⽣産年齢人口） （高齢人口） 

北海道 608,296 3,190,804 1,558,387 24,246 5,381,733 
11.3% 59.3% 29.0% 0.5% 100.0% 

市部 495,348 2,647,395 1,229,242 23,187 4,395,172 
11.3% 60.2% 28.0% 0.5% 100.0% 

郡部 112,948 543,409 329,145 1,059 986,561 
11.4% 55.1% 33.4% 0.1% 100.0% 

根室管内 10,258 45,733 20,453 177 76,621 
13.4% 59.7% 26.7% 0.2% 100.0% 

中標津町 3,563 14,625 5,491 95 23,774 
15.0% 61.5% 23.1% 0.4% 100.0% 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局）  
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図 ２-6 年齢別人口構成比の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 
注：本計画における構成比は、小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100％

とはならない。 
 

表 ２-6 年齢別人口の推移                      （単位：人） 
  15 歳未満 15〜64 歳 65 歳以上 不詳 総人口 （年少人口） （⽣産年齢人口） （高齢人口） 

2000（H12） 3,927  15,935  3,293  24  23,179  
16.9% 68.7% 14.2% 0.1% 100.0% 

2005（H17） 3,834  15,951  4,005  2  23,792  
16.1% 67.0% 16.8% 0.0% 100.0% 

2010（H22） 3,779  15,558  4,629  16  23,982  
15.8% 64.9% 19.3% 0.1% 100.0% 

2015（H27） 3,563  14,625  5,491  95  23,774  
15.0% 61.5% 23.1% 0.4% 100.0% 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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d．平均世帯人員 
平均世帯人員は 2015（平成 27）年国勢調査で 2.28 人／世帯であり、全道と比較して

世帯規模が大きく、郡部、根室管内平均と比較して小さくなっています。20 年間（1995

（平成 7）～2015（平成 27）年）の推移をみると、全道、市部、郡部、根室管内ととも

に世帯規模の縮小化が見られます。 

 

図 ２-7 平均世帯人員の推移の比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-7 平均世帯人員の推移の比較               （単位：人／世帯） 
  1995 

（H7） 
2000

（H12） 
2005

（H17） 
2010

（H22） 
2015

（H27） 
2015(H27)
／1995(H7) 

北海道 2.60  2.46  2.36  2.27  2.20  0.87  

市部 2.53  2.41  2.32  2.24  2.17  0.88  

郡部 2.84  2.66  2.54  2.43  2.33  0.86  

根室管内 2.91  2.74  2.61  2.50  2.39  0.86  

中標津町 2.70  2.54  2.44  2.38  2.28  0.88 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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e．家族類型別世帯数 
家族類型別世帯構成比をみると、2015（平成 27）年国勢調査では、「単独世帯」が

34.0％で最も高く、以下、「夫婦＋子世帯」が 24.8％、「夫婦のみ世帯」が 24.7％と

なっています。全道、郡部と比べると夫婦＋子世帯の割合が最も高くなっています。 

15 年間（2000（平成 12）～2015（平成 27）年）の推移をみると、単独世帯、夫婦の

み世帯、1 人親と子世帯の割合が増加し、夫婦＋子世帯は減少となっています。 

 

図 ２-8 家族類型別世帯数の比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 
表 ２-8 家族類型別世帯数の比較                  （単位：世帯） 

  単独世帯 夫婦のみ 夫婦＋子 1 人親と
子 その他親族 非親族 合計 

北海道 
909,106  583,361  553,149  227,308  140,277  23,175  2,436,376 

37.3% 23.9% 22.7% 9.3% 5.8% 1.0% 100.0% 

市部 
769,892  468,482  462,583  191,908  101,821  20,606  2,015,292 

38.2% 23.2% 23.0% 9.5% 5.1% 1.0% 100.0% 

郡部 
139,214  114,879  90,566  35,400  38,456  2,569  421,084 

33.1% 27.3% 21.5% 8.4% 9.1% 0.6% 100.0% 

根室管内 
10,432  7,737  7,206  2,867  3,526  243  32,011 
32.6% 24.2% 22.5% 9.0% 11.0% 0.8% 100.0% 

中標津町 
3,540  2,571  2,584  898  705  117  10,415 

34.0% 24.7% 24.8% 8.6% 6.8% 1.1% 100.0% 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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図 ２-9 家族類型別世帯数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-9 家族類型別世帯数の推移                  （単位：世帯） 
  単独世帯 夫婦のみ 夫婦＋子 1 人親と子 その他親族 非親族 合計 

2000
（H12） 

2,681  2,062  2,806  593  939  37  9,118  
29.4% 22.6% 30.8% 6.5% 10.3% 0.4% 100.0% 

2005
（H17） 

2,956  2,318  2,750  737  882  92  9,735  
30.4% 23.8% 28.2% 7.6% 9.1% 0.9% 100.0% 

2010
（H22） 

3,166  2,405  2,742  839  808  116  10,076  
31.4% 23.9% 27.2% 8.3% 8.0% 1.2% 100.0% 

2015
（H27） 

3,540  2,571  2,584  898  705  117  10,415  
34.0% 24.7% 24.8% 8.6% 6.8% 1.1% 100.0% 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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f．世帯人員別世帯数 
世帯人員別世帯構成比をみると、2015（平成 27）年国勢調査では、「1 人世帯」が 34.0％

で最も高く、以下、「2 人世帯」が 31.9％、「３人世帯」が 17.1％、「４人世帯」が

11.9％となっています。１～２人の小規模世帯は約 6.5 割を占め、全道、市部、郡部と

比べると低くなっています。 

15 年間（2000（平成 12）～2015（平成 27）年）の推移をみると、１～2 人世帯の割

合が増加、4 人以上の世帯は減少となっています。 

 

図 ２-10 世帯人員別世帯数の比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 
表 ２-10 世帯人員別世帯数の比較                 （単位：世帯） 

  1 人 ２人 3 人 4 人 5 人 6 人以上 合計 

北海道 
909,106  782,444  397,985  249,980  72,728  25,963  2,438,206  

37.3% 32.1% 16.3% 10.3% 3.0% 1.1% 100.0% 

市部 
769,892  636,843  330,267  206,422  56,502  17,135  2,017,061  

38.2% 31.6% 16.4% 10.2% 2.8% 0.8% 100.0% 

郡部 
139,214  145,601  67,718  43,558  16,226  8,828  421,145  

33.1% 34.6% 16.1% 10.3% 3.9% 2.1% 100.0% 

根室管内 
10,432  10,153  5,357  3,718  1,422  944  32,026  
32.6% 31.7% 16.7% 11.6% 4.4% 2.9% 100.0% 

中標津町 
3,540  3,327  1,788  1,245  375  151  10,426 

34.0% 31.9% 17.1% 11.9% 3.6% 1.4% 100.0% 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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図 ２-11 世帯人員別世帯数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-11 世帯人員別世帯数の推移                 （単位：世帯） 
  1 人 ２人 3 人 4 人 5 人 6 人以上 合計 

2000
（H12） 

2,681  2,529  1,681  1,434  509  284  9,118  
29.4% 27.7% 18.4% 15.7% 5.6% 3.1% 100.0% 

2005
（H17） 

2,956  2,905  1,800  1,392  451  231  9,735  
30.4% 29.8% 18.5% 14.3% 4.6% 2.4% 100.0% 

2010
（H22） 

3,166  3,094  1,854  1,359  425  178  10,076  
31.4% 30.7% 18.4% 13.5% 4.2% 1.8% 100.0% 

2015
（H27） 

3,540  3,327  1,788  1,245  375  151  10,426  
34.0% 31.9% 17.1% 11.9% 3.6% 1.4% 100.0% 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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g．高齢者親族のいる世帯 
一般世帯（10,426 世帯）のうち、65 歳以上の高齢者親族のいる世帯は 3,639 世帯で

34.9％を占めています。 

15 年間（2000（平成 12）～2015（平成 27）年）の推移をみると、増加傾向であり、

65 歳以上の高齢者親族のいる世帯数の割合は、15 年間で約 1.4 倍に増加しています。 

 

図 ２-12 65 歳以上の高齢者親族のいる世帯数の比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 
表 ２-12 65 歳以上の高齢者親族のいる世帯数の比較        （単位：世帯） 

  65 歳以上親族のいる世帯 65 歳以上親族のいない世帯 一般世帯数 

北海道 
999,133 1,439,073 2,438,206 

41.0% 59.0% 100.0% 

市部 
791,769 1,225,292 2,017,061 

39.3% 60.7% 100.0% 

郡部 
207,364 213,781 421,145 

49.2% 50.8% 100.0% 

根室管内 
13,482 18,544 32,026 
42.1% 57.9% 100.0% 

中標津町 
3,639 6,787 10,426 

34.9% 65.1% 100.0% 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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図 ２-13 65 歳以上の高齢者親族のいる世帯数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-13 65 歳以上の高齢者親族のいる世帯数の推移         （単位：世帯） 

  65 歳以上親族のいる世帯 65歳以上親族のいない世帯 一般世帯数 

2000（H12） 
2,279  6,839  9,118  

25.0% 75.0% 100.0% 

2005（H17） 
2,690  7,045  9,735  

27.6% 72.4% 100.0% 

2010（H22） 
3,043  7,033  10,076  

30.2% 69.8% 100.0% 

2015（H27） 
3,639  6,787  10,426  

34.9% 65.1% 100.0% 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 

 

 

25.0

27.6

30.2

34.9

75.0

72.4

69.8

65.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000(H12)

2005(H17)

2010(H22)

2015(H27)

65歳以上親族のいる世帯 65歳以上親族のいない世帯



16 

（３）住宅ストック・フロー 
 

a．住宅数・空き家数 
本町の住宅数は 2013（平成 25）年現在で 11,450 戸であり、そのうち空き家は 1,080

戸、空家率は 9.4％となっています。 

空家率は、全道と比較して低いですが、経年的にみると増加傾向にあります。 

空き家の内訳をみると、「賃貸用の住宅」が 37.0％で、市場に流通せず、長期にわた

って不在であるなどの「その他の住宅」が約 6 割あります。 

 

表 ２-14 住宅数、空家率の比較 

  
      d=b-a e=b/a      f=c/b 

a.普通世帯数    b.住宅数 c.空家数 住宅の過不⾜ 住宅の過不⾜率 空家率 
（世帯） （⼾） （⼾） （⼾） （％） （％） 

北海道 2,355,600 2,746,600 388,200 391,000 116.6% 14.1 
中標津町 10,360 11,450 1,080 1,090 110.5% 9.4 

資料：「2013（平成 25）年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-15 中標津町の住宅数、空家率の推移 

  
      d=b-a e=b/a      f=c/b 

a.普通世帯数    b.住宅数 c.空家数 住宅の過不⾜ 住宅の過不⾜率 空家率 
（世帯） （⼾） （⼾） （⼾） （％） （％） 

2003（H15） 9,280 10,150 880 870 109.4% 8.7 
2008（H20） 10,210 11,170 960 960 109.4% 8.6 
2013（H25） 10,360 11,450 1,080 1,090 110.5% 9.4 

資料：「各年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-16 空き家の内訳                        （単位：⼾） 
  空家総数 二次的住宅 賃貸⽤の住宅 売却⽤の住宅 その他の住宅 

北海道 
388,200 12,100 224,300 12,400 139,500 
100.0% 3.1% 57.8% 3.2% 35.9% 

中標津町 
1,080 0 400 0 680 

100.0% 0.0% 37.0% 0.0% 63.0% 

 

二次的住宅    ：別荘、ふだん住んでいる住宅とは別に、たまに寝泊りしている人がいる住宅 
賃貸・売却⽤の住宅：新築・中古を問わず、賃貸・売却のために空き家になっている住宅 
その他の住宅   ：上記以外の住宅で、居住世帯が⻑期にわたって不在の住宅や、建替えなどのために

取り壊すことになっている住宅など 
資料：「2013（平成 25）年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局） 
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b．住宅所有関係別世帯数 
住宅所有関係別世帯数をみると、2015（平成 27）年国勢調査では、持ち家が 56.1％、

公営借家が 7.4％、民営借家が 29.0％、給与住宅が 6.7％となっています。全道と比較

すると、公営借家率が高く、民営借家率は低くなっています。 

15 年間（2000（平成 12）～2015（平成 27）年）の推移をみると、持ち家率、民営借

家率が増加傾向であり、公営借家率、給与住宅率が減少傾向となっています。 

 
図 ２-14 住宅所有関係別世帯数構成比の比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-17 住宅所有関係別世帯数の比較                （単位：世帯） 

  持ち家 
公営・都市
機構・公社

の借家 
⺠営借家 給与住宅 間借り 住宅に住む 

一般世帯 

北海道 
1,365,338  166,252  762,401  80,805  30,965  2,405,761  

56.8% 6.9% 31.7% 3.4% 1.3% 100.0% 

市部 
1,091,366  114,012  708,629  54,157  26,353  1,994,517  

54.7% 5.7% 35.5% 2.7% 1.3% 100.0% 

郡部 
273,972  52,240  53,772  26,648  4,612  411,244  

66.6% 12.7% 13.1% 6.5% 1.1% 100.0% 

根室管内 
19,397  2,816  5,865  2,829  356  31,263  
62.0% 9.0% 18.8% 9.0% 1.1% 100.0% 

中標津町 
5,767  766  2,983  687  86  10,289 

56.1% 7.4% 29.0% 6.7% 0.8% 100.0% 

資料：「2015（平成 27）年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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図 ２-15 住宅所有関係別世帯数構成比の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-18 住宅所有関係別世帯数の推移               （単位：世帯） 

  持ち家 公営借家 ⺠営借家 給与住宅 間借り 住宅に住む 
一般世帯 

2000
（H12） 

4,824  782  2,414  818  109  8,947  
53.9% 8.7% 27.0% 9.1% 1.2% 100.0% 

2005
（H17） 

5,231  818  2,678  755  106  9,588  
54.6% 8.5% 27.9% 7.9% 1.1% 100.0% 

2010
（H22） 

5,376  789  2,916  735  105  9,921  
54.2% 8.0% 29.4% 7.4% 1.1% 100.0% 

2015
（H27） 

5,767  766  2,983  687  86  10,289  
56.1% 7.4% 29.0% 6.7% 0.8% 100.0% 

資料：「各年国勢調査結果」（総務省統計局） 
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c．住宅の構造と建築年 
既存住宅の構造別割合をみると、木造住宅が 93.5％を占めています。建築時期をみる

と、建築後 30 年以上を経過している 1980（昭和 55）年までの住宅が全体の 23.0％とな

っています。 

 

表 ２-19 建築時期別構造別住宅数の比較                （単位：⼾） 
  木造 非木造 総数 
〜1970(S45)年 510 5.3% 0 0.0% 510 4.9% 
1971(S46)〜1980(S55) 1,870 19.3% 0 0.0% 1,870 18.1% 
1981(S56)〜1990(H2)年 1,690 17.5% 160 23.9% 1,850 17.9% 
1991(H3)〜2000(H12) 3,200 33.1% 180 26.9% 3,380 32.7% 
2001(H13)〜2005(H17)年 1,370 14.2% 20 3.0% 1,390 13.4% 
2006(H18)〜2010(H22)年 800 8.3% 310 46.3% 1,110 10.7% 
2011(H23)〜2013(H25)年９月 210 2.2% 0 0.0% 210 2.0% 
不詳 20 0.2% 0 0.0% 20 0.2% 

合計 9,670 100.0% 670 100.0% 10,340 100.0% 
建築後 30 年以上 
（〜1980（S55））経過⼾数 2,380 24.6% 0 0.0% 2,380 23.0% 

資料：「2013（平成 25）年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局） 

  



20 

d．新築住宅の供給状況 
新築住宅の建設戸数は、直近の 10 年（2007（平成 19）～2016（平成 28）年度）で年

平均 160.9 戸です。内訳をみると、持ち家が 89.1 戸、貸家が 71.2 戸となっています。 

推移をみると、2013（平成 25）年度に 212 戸と増加するも、2014（平成 26）年度に

は 159 戸と減少しています。 

 

図 ２-16 年度別新設住宅の建設状況の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：各年建築統計年報 

 

表 ２-20 年度別新築住宅の建設状況                  （単位：⼾） 

  合計 
持ち家 

貸家 給与住宅 
  注文 分譲 

2007(H19)年度 203 81 75 6 121 1 
2008(H20)年度 147 81 74 7 65 1 
2009(H21)年度 140 67 61 6 72 1 
2010(H22)年度 134 72 69 3 62 0 
2011(H23)年度 146 83 79 4 63 0 
2012(H24)年度 202 111 104 7 91 0 
2013(H25)年度 212 144 142 2 65 3 
2014(H26)年度 159 102 97 5 57 0 
2015(H27)年度 158 81 79 2 77 0 
2016(H28)年度 108 69 63 6 39 0 

平均 160.9 89.1 84.3 4.8 71.2 0.6 

資料：各年建築統計年報 
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e．持ち家取得の状況 
持ち家取得の状況をみると、「注文住宅」（新築（建替を除く））が最も高く 67.6％、

次いで「中古住宅を購入」が 11.7％、「建替」が 10.7％となっています。 

全道と比較すると、「注文住宅」の割合が高く、「建売住宅」（新築の住宅を購入）、

「中古住宅を購入」の割合は低くなっています。 

 

図 ２-17 持ち家取得状況の比較 
 

 

 

 

 

 

 

資料：「2013（平成 25）年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局） 

 

表 ２-21 持ち家取得の状況の比較                   （単位：⼾） 

  新築の住宅
を購入 

中古住宅を
購入 

新築（建替
を除く） 建替 相続 その他 総数 

北海道 
220,900  231,100  567,600  204,300  71,600  58,400  1,353,900  

16.3% 17.1% 41.9% 15.1% 5.3% 4.3% 100.0% 

中標津町 
120  720  4,160  660  330  160  6,150 

2.0% 11.7% 67.6% 10.7% 5.4% 2.6% 100.0% 

資料：「2013（平成 25）年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局） 
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f．高齢者などのための設備設置状況 
既存住宅における高齢者等のための設備状況をみると、2013（平成 25）年では、高齢

者等のための設備が全くない住宅が 52.1％であり、持ち家が 36.3％であるのに対して、

借家は 75.2％で多くの住宅が設備のない状況となっています。 

10 年間（2003（平成 15）～2013（平成 25）年）の推移をみると、高齢者のための設

備がある住宅は約 1,400 戸増加しています。 

 

表 ２-22 既存住宅における高齢者等のための整備設置状況        （単位：⼾） 

  

高齢者のための設備がある 

高齢者
等のた
めの設
備は全
くない 

総数 
総数 手摺が

ある 

またぎ
やすい
高さの
浴槽 

廊下等
が⾞椅
子で通
⾏可能 

段差の
ない屋

内 

道路か
ら玄関
までの
⾞椅子
での通
⾏可能 

2003 
(H15) 

専⽤住宅 
3,350 2,860 2,070 790 1,480 430 5,480 8,830 

37.9% 32.4% 23.4% 8.9% 16.8% 4.9% 62.1% 100.0% 

 
持ち家 

2,540 2,290 1,600 730 1,150 340 1,970 4,510 
56.3% 50.8% 35.5% 16.2% 25.5% 7.5% 43.7% 100.0% 

借家 
810 570 480 70 330 80 3,520 4,330 

18.7% 13.2% 11.1% 1.6% 7.6% 1.8% 81.3% 100.0% 

2008 
(H20) 

専⽤住宅 
4,200 3,560 1,950 1,480 2,330 530 4,050 8,300 

50.6% 42.9% 23.5% 17.8% 28.1% 6.4% 48.8% 100.0% 

 
持ち家 

3,010 2,630 1,440 820 1,440 540 2,140 5,140 
58.6% 51.2% 28.0% 16.0% 28.0% 10.5% 41.6% 100.0% 

借家 
1,190 400 380 230 880 40 3,660 4,850 

24.5% 8.2% 7.8% 4.7% 18.1% 0.8% 75.5% 100.0% 

2013 
(H25) 

専⽤住宅 
4,820 3,760 2,080 1,530 2,740 810 5,270 10,120 

47.6% 37.2% 20.6% 15.1% 27.1% 8.0% 52.1% 100.0% 

 
持ち家 

3,790 3,190 1,610 1,120 1,940 450 2,170 5,970 
63.5% 53.4% 27.0% 18.8% 32.5% 7.5% 36.3% 100.0% 

借家 
1,020 570 470 410 800 360 3,100 4,120 

24.8% 13.8% 11.4% 10.0% 19.4% 8.7% 75.2% 100.0% 

資料：「各年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局） 
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（４）居住水準 
 

a．最低居住面積水準 
最低居住面積水準達成状況は 98.0％であり、全道の 93.6％を大きく上回っています。 

所有関係別にみると、民営借家が 94.2％と他に比べ低くなっています。 

 

表 ２-23 最低居住面積⽔準達成状況の比較              （単位：世帯） 

  
主世帯総数 持ち家 借家 計 

  

公営借家 公団・公社 ⺠営借家 給与住宅 

北
海
道 

総数 
2,345,700  1,353,900  945,900  149,000  13,000  711,900  72,000  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
最低居住 
⽔準以上 

2,196,500  1,348,700  847,800  144,800  12,400  623,400  67,300  
93.6% 99.6% 89.6% 97.2% 95.4% 87.6% 93.5% 

中
標
津
町 

総数 10,340  6,150  4,170  520  - 3,090  560  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0% 100.0% 

最低居住 
⽔準以上 

10,130  6,150  3,990  520  - 2,910  560  
98.0% 100.0% 95.7% 100.0% - 94.2% 100.0% 

（注）最低居住⽔準：すべての世帯において最低限度、確保されるべき居住⽔準 
資料：「2013（平成 25）年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局） 
 

b．誘導居住面積水準 
誘導居住水準達成状況は 68.5％であり、全道の 64.3％を上回っています。 

所有関係別にみると、持ち家が 84.4％であるのに対して、借家は 45.6％に留まって

います。 

 

表 ２-24 誘導居住面積⽔準達成状況の比較              （単位：世帯） 

  
主世帯総数 持ち家 借家 計 

  

公営借家 公団・公社 ⺠営借家 給与住宅 

北
海
道 

総数 
2,345,700  1,353,900  945,900  149,000  13,000  711,900  72,000  

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
最低居住 
⽔準以上 

1,507,300  1,109,700  397,600  77,700  6,400  272,900  40,600  
64.3% 82.0% 42.0% 52.1% 49.2% 38.3% 56.4% 

中
標
津
町 

総数 10,340  6,150  4,170  520  - 3,090  560  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0% 100.0% 

最低居住 
⽔準以上 

7,080  5,190  1,900  170  - 1,400  320  
68.5% 84.4% 45.6% 32.7% - 45.3% 57.1% 

（注）誘導居住⽔準  ：多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる面積⽔準であり、一
般型誘導居住面積⽔準と、都市居住型誘導居住面積⽔準からなる。 

一般形誘導居住⽔準  ：公害及び地方における⼾建て住宅居住を想定した⽔準 
都市居住型誘導居住⽔準：都市の中⼼及びその周辺における共同住宅居住を想定した⽔準 
資料：「2013（平成 25）年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局）  
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（５）住宅市場 
 

a．借家の家賃 
借家の１ヶ月当たりの平均家賃（共益費・管理費含まず）は 2013（平成 25）年が 38,597

円です。札幌市と比べると住宅は４畳ほど広く、家賃は 9,000 円ほど安くなっています。 

 
表 ２-25 平均家賃の比較（共益費・管理費含まず、家賃 50 円未満を含む） 

  
１ヶ月当りの家賃・間代 居住室の畳数 １畳当りの家賃・間代 

（円／月） （畳） （円／畳・月） 

北海道 
2003（H15） 37,427  21  1,745  
2008（H20） 39,558  21  1,886  
2013（H25） 40,369  21  1,935  

札幌市 
2003（H15） 46,846  20  2,381  
2008（H20） 48,200  19  2,527  
2013（H25） 47,990  19  2,531  

中標津町 
2003（H15） 35,274  23  1,562 
2008（H20） 35,287  23  1,551 
2013（H25） 38,597  23  1,701 

資料：「各年住宅・⼟地統計調査結果」（総務省統計局） 

 

b．地価 
2017（平成 29）年現在、市街地にある住宅地の公示地価（都道府県地価調査）は平均

12,700 円／㎡となっています。これは 2012（平成 24）年と比較して変わっていません。

周辺２町と比較すると、最も高くなっています。 

 

表 ２-26 中標津町市街地公示地価（国⼟交通省地価公示） 

番号 所在 法規制 地積
（㎡） 

地価（円／㎡） 増減  
（円） 

2012(H24)
／

2017(H29) 
2012

（H24） 
2017

（H29） 
1 中標津町東１６条南６丁目５番 二中高 390  13,700  13,600  -100  99.3% 
2 中標津町⻄町１丁目４６番 二低 338  11,700  11,800  100  100.9% 

平均 12,700  12,700  0  100.0% 
資料：国⼟交通省⼟地総合ライブラリー 
 

表 ２-27 標茶町公示地価（国⼟交通省地価公示） 

番号 所在 法規制 地積
（㎡） 

地価（円／㎡） 増減  
（円） 

2012(H24)
／

2017(H29) 
2012

（H24） 
2017

（H29） 
1 標茶町旭４丁目３番４ 一中高 347  6,800  6,500  -300  95.6% 
2 標茶町⿇⽣９丁目４番 二中高 484  3,500  3,400  -100  97.1% 

平均 5,150  4,950  -200  96.1% 
資料：国⼟交通省⼟地総合ライブラリー  
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表 ２-28 弟子屈町公示地価（国⼟交通省地価公示） 

番号 所在 法規制 地積
（㎡） 

地価（円／㎡） 増減  
（円） 

2012(H24)
／

2017(H29) 
2012

（H24） 
2017

（H29） 
1 弟子屈町中央２丁目３６７番２外 一住 364  7,900  7,200  -700  91.1% 
2 弟子屈町美⾥５丁目２１番３５ 一中高 515  5,800  5,500  -300  94.8% 

平均 6,850  6,350  -500  92.7% 
資料：国⼟交通省⼟地総合ライブラリー 
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（１）
2017

事業主体別の内訳は、

738

住宅となっています

 
表 ２

管理
主体
道営
  
  
  
町営
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

資料：

 

表 ２
団地名

あずまグリーン
  
旭第２
  
宮下 
  
宮下高台
  
泉 
  
東中 
  
⻄町 
  
  
  
  
計根別
  
旭ふれあい
  

資料：中標津町調べ（

 公営住宅等の特性

（１）公営住宅等の供給状況
2017（平成

事業主体別の内訳は、

738 戸（85.5％

住宅となっています

２-29 公営住宅等の管理状況（道営含む）
管理
主体 団地名
道営 泉中央 

白樺 
さかえ 

小計
営 あずまグリーン

旭第２ 
宮下 
宮下高台 
泉 
東中 
⻄町 
  
  
計根別 
旭ふれあい

小計
合計

資料：中標津町調べ（

２-30 町営住宅
団地名 種別

あずまグリーン 公住

旭第２ 公住

宮下 公住

宮下高台 公住

公住

東中 公住

⻄町 公住

特公賃

小計
計根別 公住

旭ふれあい 公住

合計 

資料：中標津町調べ（

公営住宅等の特性 

公営住宅等の供給状況
平成 29）年度末現在、

事業主体別の内訳は、道営住宅が

％）です。町営住宅のうち

住宅となっています。 

公営住宅等の管理状況（道営含む）
団地名 種別 

公住 
公住 
公住 

小計 
あずまグリーン 公住 

公住 
公住 

 公住 
公住 
公住 
公住 

特公賃
小計 
公住 

旭ふれあい 公住 
小計 

合計 

調べ（2018（平成

町営住宅の概要 
種別 構造
公住 耐火

  
公住 簡二、耐火

  
公住 簡平、簡二

  
公住 簡二

  
公住 耐火

  
公住 簡平、

  
公住 耐火

  
特公賃 耐火

  
小計 －
公住 準耐平、準耐二

  
公住 耐火

  

資料：中標津町調べ（2018（平成

 

公営住宅等の供給状況 
末現在、本町

道営住宅が３団地、

）です。町営住宅のうち

公営住宅等の管理状況（道営含む）
 棟数 

（棟） 
 3 
 5 
 1 

9 
 7 
 8 
 13 
 5 
 6 
 50 
 2 

特公賃 － 
 2 
 9 
 3 

103 
112 

平成 30）年 3 月末現在）

 
構造 
耐火 

  
簡二、耐火 1984,2012

  
簡平、簡二 1974,1975,1981,1985

  
簡二 

  
耐火 1995

  
簡平、簡二 

  
耐火 

  
耐火 

  
－ 

準耐平、準耐二 
  

耐火 
  
  

平成 30）年 3 月末現在）
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町の公営住宅等

３団地、9 棟、

）です。町営住宅のうち 10 戸は特定公共賃貸住宅、その他

公営住宅等の管理状況（道営含む） 

 
⼾数 

（⼾） 
3  54 
5  40 
1  31 
9  125 
7  112 
  88 

13  70 
5  48 
6  96 

50  202 
2  38 

10 
2  48 
9  50 
3  24 
  738 
  863 

月末現在） 

建設年度
1989〜1992
（H1〜

1984,2012〜2015,2017
（S59,H24〜

1974,1975,1981,1985
（S49,50,56,60

1986〜198
（S61〜

1995〜1997,1999
（H7〜9,11

1976〜1984
（S51〜
2003,2004
（H15,16
2003,2004
（H15,16

－ 
1993〜1996,2005

（H5〜8,17
2011

（H23
 

月末現在） 

公営住宅等は 12 団地、

棟、125 戸（14.5

戸は特定公共賃貸住宅、その他

敷地面積 
（㎡） 

54  10,186  
40  9,827  
31  3,191  

125  23,204  
112  15,634  
88  17,192  
70  23,770  
48  15,294  
96  29,316  

202  66,670  
38  

10,070  10  
48  
50  23,532  
24  5,374  

738  206,852  
863  230,055  

 

建設年度 
1992 

〜4） 
2015,2017 
〜27,29） 

1974,1975,1981,1985 
S49,50,56,60） 

1988 
〜63） 

1997,1999〜2001 
9,11〜13） 

1984 
〜59） 

2003,2004 
H15,16） 

2003,2004 
H15,16） 

 
1996,2005 

8,17） 
2011 
H23） 

  

 

団地、112 棟、

14.5％）、町営住宅が

戸は特定公共賃貸住宅、その他

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

１住棟内に公住と特公賃が混在

  
  
  
  

棟数 
（棟） 

  
 

  
 13 

  

  
 

  
50 

  

  
－ 
  

  

  
103 

 

棟、863 戸あります。

営住宅が 103

戸は特定公共賃貸住宅、その他 728 戸は公営

備考 

１住棟内に公住と特公賃が混在

 
 

⼾数
（⼾）

7  
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6  
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2  
  

  
2  
9  

  
3  

  
103  
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3 棟、

戸は公営

１住棟内に公住と特公賃が混在 

⼾数 
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88  
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96  

202  

38  

10  

48  
50  

24  

738  



2
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図 ２-18 公共賃貸住宅の位置
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（２）構造、建設年度 
町営住宅 738 戸の構造は、簡易耐火構造平屋建て住宅（簡平）が 228 戸（30.9％）、

簡易耐火構造２階建て住宅（簡二）が 104 戸（14.1％）、準耐火構造平屋建て住宅（準

耐平）が 8 戸（1.1％）、準耐火構造２階建て住宅（準耐二）が 42 戸（5.7％）、耐火

構造住宅（耐火）が 356 戸（48.3％）となっています。 

建設年度は、簡易耐火構造平屋建て住宅が 1974（昭和 49）～1985(昭和 60)年度、簡

易耐火構造２階建て住宅が 1976（昭和 51）～1988（昭和 63）年度、準耐火構造平屋建

て住宅が 2005（平成 17）年度、準耐火構造二階建て住宅が 1993（平成 5）～1996（平

成 8）年度、耐火構造住宅が 1989（平成元）～2017（平成 29）年度です。 

 

図 ２-19 構造別整備⼾数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）耐⽤年数の経過状況 
2017（平成 29）年度現在、町営住宅 738 戸のうち、既に耐用年数を経過しているのは

228 戸（30.9％）です。 

今後建替えや除却を行わないと、簡易耐火構造２階建て住宅が順次耐用年数を迎え、

５年後の 2022（平成 34）年度が 240 戸（32.5％）、10 年後の 2027（平成 39）年度は

260 戸（35.2％）と増加する見込みです。 

 
図 ２-20 耐⽤年数経過状況 
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（４）入居世帯の特性 
 

a．入居率 
2017（平成 29）年 7 月 1 日現在、町営住宅 726 戸（2017（平成 29）年度建設中の旭

第２団地 12 戸を除く）のうち入居世帯は 618 世帯で入居率は 85.1％です。また、政策

空家を除くと管理戸数は 657 戸、入居率は 94.1％となります。 

 

表 ２-31 団地別入居率の状況                 （単位：⼾、世帯） 

団地名 種別 a.⼾数 b.政策空家
⼾数 

c=a-b. 
政策空家
を除く⼾数 

d. 
入居世帯数 

e=d/a. 
入居率 

f=d/c. 
入居率（政
策空家除く） 

あずまグリーン 公住 112  0  112  107  95.5% 95.5% 
旭第２ 公住 76  0  76  74  97.4% 97.4% 
宮下 公住 70  0  70  61  87.1% 87.1% 
宮下高台 公住 48  0  48  48  100.0% 100.0% 
泉 公住 96  0  96  93  96.9% 96.9% 
東中 公住 202  69  133  133  65.8% 100.0% 
⻄町 公住 38  0  38  36  94.7% 94.7% 
  特公賃 10  0  10  1  10.0% 10.0% 
計根別 公住 50  0  50  41  82.0% 82.0% 
旭ふれあい 公住 24  0  24  24  100.0% 100.0% 
合計   726  69  657  618  85.1% 94.1% 

資料：中標津町調べ（2017（平成 29）年 7 月 1 日） 
 

b．子育て世帯 
入居世帯 618 世帯のうち、子育て世帯（11 歳以下の子どもがいる世帯）は 117 世帯で

18.9％です。団地別にみると、子育て世帯の割合が高いのは、西町（公住）38.9％、計

根別 31.7％、泉 22.6％となっています。 

 

c．高齢世帯 
入居世帯 618 世帯のうち、高齢世帯（65 歳以上の高齢者のいる世帯）は 257 世帯で

41.6％です。団地別にみると、高齢世帯の割合が高いのは、西町（特公賃）100％、旭

ふれあい 62.5％、宮下 62.3％となっています。 

 

図 ２-21 子育て世帯、高齢者がいる世帯の割合 
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d．収入超過・高額所得世帯 
収入超過者は 58 世帯（9.4％）、高額所得者は 3 世帯（0.5％）であり、合計 61 世帯

（9.9％）です。団地別にみると、収入超過者・高額所得者が多いのは東中で全体の 43％

が集中しています。 

 
e．世帯人員別世帯数 

世帯人員別世帯数は、単身世帯が最も多く 235 世帯（38.1％）、次いで２人世帯が 176

世帯（28.5％）、３人世帯が 107 世帯（17.3％）となっています。さらに一般世帯と高

齢世帯で分けると、高齢世帯では単身世帯が 59.4％を占めています。 

 

図 ２-22 一般世帯・高齢世帯別世帯人員別世帯数構成比の比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

f．募集・応募の状況 
公営住宅入居者の募集は、2016（平成 28）年度において３回行っており、３回合計

14 戸の募集に対し、83 世帯が応募しており平均倍率は 5.9 倍となっています。 

また、実際に入居した世帯に対する応募者の倍率は 6.4 倍となっています。 

 

表 ２-32 募集・応募の状況（2016（平成 28）年度）      （単位：⼾、世帯） 
回 団地名 型別 募集⼾数 応募世帯数 倍率 入居⼾数 倍率 
１ あずまグリーン 1LDK 1  8  8.0  1  8.0  
    2LDK 1  1  1.0  0  － 
  宮下高台 3LDK 1  6  6.0  1  6.0  
  旭第２ 3LDK 1  19  19.0  1  19.0  
  小計   4  34  8.5  3  11.3  

２ あずまグリーン 1LDK 1  10  10.0  1  10.0  
    2LDK 3  12  4.0  3  4.0  
  泉 3LDK 1  5  5.0  1  5.0  
  宮下 2LDK 1  1  1.0  1  1.0  
  宮下高台 2K 1  3  3.0  1  3.0  
  小計   7  31  4.4  7  4.4  

３ 泉 2LDK 1  6  6.0  1  6.0  
    3LDK 2  12  6.0  2  6.0  
  小計   3  18  6.0  3  6.0  

合計   14  83  5.9  13  6.4  

資料：中標津町調べ 
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（１）
前計画である

いき住環境

つの目標に対して、以下の７つを住宅施策の推進方針と定め、具体的な施策の展開を示

しています。

 

目標１

せる住まいづくり

目標２

確保できる住まいづくり

目標３

し、豊かな自然環境・美しい景

観と調和する住まいづくり

 

（２）
現⾏計画においては、施策の進捗状況を評価する成果指標として以下のとおり定めてい

ます。
 

①高齢者のための設備のある
住宅率

②新耐震基準が求める耐震性
を有する住宅の比率

③町営住宅のうち耐⽤年数を
経過する住宅⼾数の比率

④全町人口に対するまちなか
居住人口の割合

※１：資料：
※２：2017（

 

 前計画の進捗状況

（１）前計画の施策体系
前計画である

いき住環境 なかしべつ」のテーマのもと、３つの目標を定めています。住宅施策の３

つの目標に対して、以下の７つを住宅施策の推進方針と定め、具体的な施策の展開を示

しています。 

目標

目標１ 誰もが安心して暮ら

せる住まいづくり

目標２ 誰もが良質な住宅を

確保できる住まいづくり

目標３ まちの賑わいを創出

し、豊かな自然環境・美しい景

観と調和する住まいづくり

（２）成果指標の達成状況
現⾏計画においては、施策の進捗状況を評価する成果指標として以下のとおり定めてい

ます。 

 
①高齢者のための設備のある

住宅率 
②新耐震基準が求める耐震性

を有する住宅の比率
③町営住宅のうち耐⽤年数を

経過する住宅⼾数の比率
④全町人口に対するまちなか

居住人口の割合 
資料：「中標津町耐震改修促進計画」

2017（平成 29）年
 

前計画の進捗状況 

前計画の施策体系 
前計画である「中標津町住生活基本計画

なかしべつ」のテーマのもと、３つの目標を定めています。住宅施策の３

つの目標に対して、以下の７つを住宅施策の推進方針と定め、具体的な施策の展開を示

 

目標 

誰もが安心して暮ら

せる住まいづくり 

誰もが良質な住宅を

確保できる住まいづくり 

まちの賑わいを創出

し、豊かな自然環境・美しい景

観と調和する住まいづくり

成果指標の達成状況 
現⾏計画においては、施策の進捗状況を評価する成果指標として以下のとおり定めてい

①高齢者のための設備のある

②新耐震基準が求める耐震性
を有する住宅の比率 

③町営住宅のうち耐⽤年数を
経過する住宅⼾数の比率 

④全町人口に対するまちなか

「中標津町耐震改修促進計画」
年 5 月 31 日現在の住⺠基本台帳デ

 

 

中標津町住生活基本計画

なかしべつ」のテーマのもと、３つの目標を定めています。住宅施策の３

つの目標に対して、以下の７つを住宅施策の推進方針と定め、具体的な施策の展開を示

誰もが安心して暮ら ○高齢者・障がい者が安心して暮らせる住まいづくり

○安心して子どもを生み育てられる住まいづくり

誰もが良質な住宅を ○良質な民間住宅の形成

○住宅セーフティネットとしての公営住宅の整備

○住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

まちの賑わいを創出

し、豊かな自然環境・美しい景

観と調和する住まいづくり 

○まちなか居住の推進

○豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

 
現⾏計画においては、施策の進捗状況を評価する成果指標として以下のとおり定めてい

基準年
2003(平成

37.9％
2007(平成

73％
2017(平成

の⾒通し
2017(平成

⾒通し 13
「中標津町耐震改修促進計画」 

日現在の住⺠基本台帳デ
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中標津町住生活基本計画」は、2007

なかしべつ」のテーマのもと、３つの目標を定めています。住宅施策の３

つの目標に対して、以下の７つを住宅施策の推進方針と定め、具体的な施策の展開を示

○高齢者・障がい者が安心して暮らせる住まいづくり

○安心して子どもを生み育てられる住まいづくり

○良質な民間住宅の形成

○住宅セーフティネットとしての公営住宅の整備

○住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

○まちなか居住の推進

○豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

現⾏計画においては、施策の進捗状況を評価する成果指標として以下のとおり定めてい

基準年 
平成 15)年度 
37.9％ 
平成 19)年度 

％ 
平成 29)年度

の⾒通し 45％ 
平成 29)年の

13％ 

日現在の住⺠基本台帳データ 

2007（平成

なかしべつ」のテーマのもと、３つの目標を定めています。住宅施策の３

つの目標に対して、以下の７つを住宅施策の推進方針と定め、具体的な施策の展開を示

推進方針

○高齢者・障がい者が安心して暮らせる住まいづくり

○安心して子どもを生み育てられる住まいづくり

○良質な民間住宅の形成 

○住宅セーフティネットとしての公営住宅の整備

○住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

○まちなか居住の推進 

○豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

現⾏計画においては、施策の進捗状況を評価する成果指標として以下のとおり定めてい

目標年
2018(平成

43％
2015(平成

90％
2017(平成

29％
2017(平成

14％

 中⼼部 3,241

平成 19）年度に策

なかしべつ」のテーマのもと、３つの目標を定めています。住宅施策の３

つの目標に対して、以下の７つを住宅施策の推進方針と定め、具体的な施策の展開を示

推進方針 

○高齢者・障がい者が安心して暮らせる住まいづくり

○安心して子どもを生み育てられる住まいづくり

○住宅セーフティネットとしての公営住宅の整備

○住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

○豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

現⾏計画においては、施策の進捗状況を評価する成果指標として以下のとおり定めてい

目標年 
平成 30)年度 

％ 
平成 27)年度 

％ 
平成 29)年度 

％ 
平成 29)年 

％ 
2017(

3,241 人／町全体 23,731

年度に策定され、「いき

なかしべつ」のテーマのもと、３つの目標を定めています。住宅施策の３

つの目標に対して、以下の７つを住宅施策の推進方針と定め、具体的な施策の展開を示

○高齢者・障がい者が安心して暮らせる住まいづくり

○安心して子どもを生み育てられる住まいづくり 

○住宅セーフティネットとしての公営住宅の整備 

○住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

○豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

現⾏計画においては、施策の進捗状況を評価する成果指標として以下のとおり定めてい

現在の達成状況
2013(平成

47.5
2013(平成

81.6％
2017(平成

30.9
2017(平成 29

14％

23,731 人＝13.7

定され、「いき

なかしべつ」のテーマのもと、３つの目標を定めています。住宅施策の３

つの目標に対して、以下の７つを住宅施策の推進方針と定め、具体的な施策の展開を示

○高齢者・障がい者が安心して暮らせる住まいづくり 

 

 

○住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり 

○豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり 

現⾏計画においては、施策の進捗状況を評価する成果指標として以下のとおり定めてい

現在の達成状況 
平成 25)年度 
47.5％ 
平成 25)年度 

％※１ 
平成 29)年度 
30.9％ 

29)年 6月 
％※２ 

13.7％ 
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（３）公営住宅等の建替え実績 
・2012（平成 24）年度策定の「中標津町公営住宅等⻑寿命化計画」においては 10 年間

（2013（平成 25）〜2022（平成 34）年度）の事業プログラムが位置づけられていま
す。 

・前期５ヶ年については、建替え 88 ⼾、個別改善 116 ⼾、⽤途変更 5 ⼾の事業が位置づ
けられていました。 

・前期の実績をみると、建替えについては旭第２団地が完了し、進捗率は 73％となってい
ますが、個別改善、⽤途変更については、未着手で計画の⾒直しが必要となっています。 

 
計画（2012（H24）年度策定公営住宅等⻑寿命化計画） 

 2013（H25） 2014（H26） 2015（H27） 2016（H28） 2017（H29） 
建替え 22 ⼾ 

旭第２ 
8 ⼾ 

旭第２ 
22 ⼾ 

旭第２ 
12 ⼾ 

旭第２ 
24 ⼾ 

泉 
個別改善   36 ⼾ 

旭第２ 
宮下 

64 ⼾ 
あずまｸﾞﾘｰﾝ 

宮下高台 

16 ⼾ 
あずまｸﾞﾘｰﾝ 

 
⽤途変更（特公
賃→準特優賃） 

 5 ⼾ 
⻄町 

   

 
実績 

 2013（H25） 2014（H26） 2015（H27） 2016（H28） 2017（H29） 
建替え 22 ⼾ 

旭第２ 
8 ⼾ 

旭第２ 
22 ⼾ 

旭第２ 
 12 ⼾ 

旭第２ 
個別改善      
⽤途変更（特公
賃→準特優賃） 
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（４）住宅施策の進捗状況 
主な施策の進捗状況は次のとおりです。 

 

a．推進方針１：高齢者・障がい者が安心して暮らせる住まいづくりについて 
高齢者・障がい者が安心して暮らせる住まいづくりを推進するための施策としては、

〈高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅の登録促進〉〈高齢者、障がい者等の

入居支援等の推進〉〈公営住宅のユニバーサルデザイン化、バリアフリー化の促進〉〈福

祉施策と連携した高齢者・障がい者向け公的賃貸住宅整備の推進〉〈障がい者の町営住

宅への入居の対応〉〈グループホーム整備の推進〉等を位置づけていました。 

〈高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅の登録促進〉について、国は、「高

齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」を改正し（2011（平成 23）年

10 月 20 日施行）、「サービス付き高齢者向け住宅」制度を創設しています。同制度創設

に伴い、これまでの高齢者円滑入居賃貸住宅（高円賃）、高齢者専用賃貸住宅（高専賃）、

高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）の既存３制度は廃止され、サービス付き高齢者向け

住宅に一本化されました。サービス付き高齢者向け住宅については、平成 29 年６月現

在、町内で１件 54 戸（サービス付き高齢者向け住宅 つなぐ）が登録されています。 

〈公営住宅のユニバーサルデザイン化、バリアフリー化の促進〉〈障がい者の町営住

宅への入居の対応〉については、旭ふれあい団地、旭第 2 団地において、全戸バリアフ

リー化及びユニバーサルデザイン化の視点に立った整備を行っており、今後も引き続き

バリアフリー化及びユニバーサルデザイン化の視点に立った整備を行う予定です。 

〈福祉施策と連携した高齢者・障がい者向け公的賃貸住宅整備の推進〉については、

シルバーハウジングの取り組みはなく、既存の緊急通報システムの提供により安心して

住み続けられる住環境づくりを進めることとしています。 

 

b．推進方針２：安心して子どもを生み育てられる住まいづくりについて 
〈子育て支援住宅整備の推進〉については、近年の公住設計において供給戸数のバラ

ンスに配慮し、幅広い年齢層に対応した間取りとしており、今後も同様にバランス配慮

した設計を行います。また、合わせて公営住宅周辺におけるベビーカー対応できる移動

空間の確保、並びに防犯灯や街路灯の整備を推進し、子ども達の安全確保を推進してい

ます。 
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c．推進方針３：良質な⺠間住宅の形成について 
良質な民間住宅の形成を推進するための施策としては、〈耐震診断・改修促進に向け

た環境整備〉〈町民への啓発・知識の普及〉〈耐震診断・改修を行う人材の技術力向上〉

〈所管行政庁との連携〉〈北方型住宅の普及促進〉〈住宅リフォームの推進〉〈中古住宅

流通、住み替えの仕組みづくり〉等を位置づけていました。 

〈耐震診断・改修促進に向けた環境整備〉については、2007（平成 19）年度に策定し

た「中標津町耐震改修促進計画」に基づき、耐震化に関する啓発・知識の普及、耐震改

修費補助金交付制度などにより住宅・建築物の耐震化の促進に取り組んできたところで

すが、2008（平成 20）年度から実施している既存住宅耐震改修費補助金の交付件数は９

件のみとなっています。 

 

d．推進方針４：住宅セーフティネットとしての公営住宅の整備について 
住宅セーフティネットとしての公営住宅の整備を推進するための施策としては、〈老

朽住宅の計画的な更新〉〈北海道と連携した地域再編型整備の推進〉〈既存住宅の長期的

な活用〉〈入居者の適正管理〉〈公営住宅の買取・借上制度導入の検討〉〈町営住宅等の

指定管理者制度導入の検討〉〈地域優良賃貸住宅制度導入の検討〉〈教職員・町職員住宅

の老朽住宅の計画的な更新〉等を位置づけていました。 

〈老朽住宅の計画的な更新〉については、2007（平成 19）及び 2012（平成 24）年度

策定の公営住宅等長寿命化計画に基づき、旭ふれあいの新規整備、旭第二団地の建替事

業に取り組んできました。〈北海道と連携した地域再編型整備の推進〉については、2010

（平成 22）年度に道営住宅をまちなかへ移転し（道営さかえ団地）、東中団地の道営住

宅 40 戸を事業主体変更し町営住宅としました。〈既存住宅の長期的な活用〉については、

長寿命化計画において宮下高台団地、旭第 2 団地の個別改善の予定でしたが、どちらも

セラミックブロックの住棟であり、管理上も雨漏り等の問題点が多く、間取りの変更等

も出来ないため個別改善を行っていません。〈入居者の適正管理〉については、収入超

過者に対して、収入申告時に文書で明渡しの努力義務の周知を行っています。滞納者に

対しては、１件ですが住宅の明渡し請求を提起前に和解しています。〈公営住宅の買取・

借上制度導入の検討〉〈町営住宅等の指定管理者制度導入の検討〉〈地域優良賃貸住宅制

度導入の検討〉については制度の導入に至っていません。 

 

e．推進方針５：住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくりについて 
３ヶ年毎に住情報誌を発行しています。近年は町 HP で公開し、町の建設情報として

今後も継続的に発行する予定です。 
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f．推進方針６：まちなか居住の推進について 
公営住宅旭ふれあい団地、旭第 2 団地については、「まちなか居住推進ゾーン」内で

の新規建設、建替えを行っております。 

 

g．推進方針７：豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくりについて 
豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくりを推進するための施策としては、

〈環境首都 なかしべつの形成（都市計画マスタープランの推進）〉〈コンパクトな市街

地の形成〉〈お試し暮らし、二地域間居住による移住促進〉等を位置づけていました。 

〈環境首都 なかしべつの形成（都市計画マスタープランの推進）〉については、中

心市街地の活性化を目的に、都市計画用途地域内で新たに創業を目指す起業者に対し、

事業費の一部を助成することで、新規出店等を促進しています。〈お試し暮らし、二地

域間居住による移住促進〉については、お試し暮らし住宅を民間７棟確保していますが、

なかなか移住には結びついていない状況にあります。 
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（１）
計画期間

策定目的

施策の

基本的な

方針 

基本的な

施策 

（抜粋）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３章 関連既定計画における取組方針

 国・道の計画

（１）住生活基本計画（全国計画）
計画期間 2016（平成

策定目的 住生活基本法第

関する基本的な計画として定める。

施策の 

基本的な

 

①「居住者からの視点」

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

目標２：高齢者が自立して暮らすことができる

目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

②「住宅ストックからの視点」

目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築

目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新

目標６：急増する空き家の活用・除却の推進

③「産業・地域からの視点」

目標７：強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長

目標８：住宅地の魅力の維持・向上

基本的な

 

（抜粋） 

＜目標１：結婚・出産を希望する若年

○必要とする質や広さの住宅に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援

・子育て世帯向けﾘﾌｫｰﾑの促進等により、民間賃貸住宅を活用

・公営住宅への優先入居、

・良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること等により、持家の取得を支援

○世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進

○子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境を整備

＜目標２：高齢者が自立して

○まちづくりと調和し、需要に応じたｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅等の供給促進や「生

涯活躍のまち」の形成

○公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援に

資する施設等の地域拠点の形成

○公的保証による民間金融機関のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟなどによりﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞの普及を図り、住

み替え等の住生活関連資金の確保

○住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実

＜目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保＞

○空き家活用の促進とともに、民

住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ機能を強化

○民間賃貸住宅への円滑な入居促進のため、居住支援協議会の設置等を支援

○公的賃貸住宅を適切に供給。公営住宅の整備・管理について、地域の実情を踏まえ

つつ、

○公的賃貸住宅団地の建替え等の実施、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域拠点

の形成による居住環境の再生

＜目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築＞

○資産としての価値を形成するための施策の総合的な実施

関連既定計画における取組方針

国・道の計画 

住生活基本計画（全国計画）
平成 28）年度～

住生活基本法第 15

関する基本的な計画として定める。

①「居住者からの視点」

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

実現 

目標２：高齢者が自立して暮らすことができる

目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

②「住宅ストックからの視点」

目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築

目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新

目標６：急増する空き家の活用・除却の推進

③「産業・地域からの視点」

目標７：強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長

目標８：住宅地の魅力の維持・向上

＜目標１：結婚・出産を希望する若年

必要とする質や広さの住宅に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援

・子育て世帯向けﾘﾌｫｰﾑの促進等により、民間賃貸住宅を活用

公営住宅への優先入居、

・良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること等により、持家の取得を支援

○世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進

○子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境を整備

＜目標２：高齢者が自立して

○まちづくりと調和し、需要に応じたｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅等の供給促進や「生

涯活躍のまち」の形成

○公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援に

資する施設等の地域拠点の形成

○公的保証による民間金融機関のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟなどによりﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞの普及を図り、住

み替え等の住生活関連資金の確保

○住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実

＜目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保＞

○空き家活用の促進とともに、民

住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ機能を強化

○民間賃貸住宅への円滑な入居促進のため、居住支援協議会の設置等を支援

○公的賃貸住宅を適切に供給。公営住宅の整備・管理について、地域の実情を踏まえ

つつ、PPP/PFI も含め、民間事業者の様々なﾉｳﾊｳや技術を活用

○公的賃貸住宅団地の建替え等の実施、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域拠点

の形成による居住環境の再生

＜目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築＞

○資産としての価値を形成するための施策の総合的な実施

関連既定計画における取組方針

住生活基本計画（全国計画） 
年度～2025（平成

15 条第１項に規定する国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に

関する基本的な計画として定める。

①「居住者からの視点」 

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

目標２：高齢者が自立して暮らすことができる

目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

②「住宅ストックからの視点」

目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築

目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新

目標６：急増する空き家の活用・除却の推進

③「産業・地域からの視点」 

目標７：強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長

目標８：住宅地の魅力の維持・向上

＜目標１：結婚・出産を希望する若年

必要とする質や広さの住宅に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援

・子育て世帯向けﾘﾌｫｰﾑの促進等により、民間賃貸住宅を活用

公営住宅への優先入居、UR等の家賃低廉化等により、公的賃貸住宅への入居を支援

・良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること等により、持家の取得を支援

○世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進

○子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境を整備

＜目標２：高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現＞

○まちづくりと調和し、需要に応じたｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅等の供給促進や「生

涯活躍のまち」の形成 

○公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援に

資する施設等の地域拠点の形成

○公的保証による民間金融機関のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟなどによりﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞの普及を図り、住

み替え等の住生活関連資金の確保

○住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実

＜目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保＞

○空き家活用の促進とともに、民

住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ機能を強化 

○民間賃貸住宅への円滑な入居促進のため、居住支援協議会の設置等を支援

○公的賃貸住宅を適切に供給。公営住宅の整備・管理について、地域の実情を踏まえ

も含め、民間事業者の様々なﾉｳﾊｳや技術を活用

○公的賃貸住宅団地の建替え等の実施、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域拠点

の形成による居住環境の再生

＜目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築＞

○資産としての価値を形成するための施策の総合的な実施

36 

関連既定計画における取組方針

平成 37）年度

条第１項に規定する国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に

関する基本的な計画として定める。 

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

目標２：高齢者が自立して暮らすことができる

目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

②「住宅ストックからの視点」 

目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築

目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新

目標６：急増する空き家の活用・除却の推進

 

目標７：強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長

目標８：住宅地の魅力の維持・向上 

＜目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現＞

必要とする質や広さの住宅に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援

・子育て世帯向けﾘﾌｫｰﾑの促進等により、民間賃貸住宅を活用

等の家賃低廉化等により、公的賃貸住宅への入居を支援

・良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること等により、持家の取得を支援

○世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進

○子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境を整備

暮らすことができる住生活の実現＞

○まちづくりと調和し、需要に応じたｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅等の供給促進や「生

○公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援に

資する施設等の地域拠点の形成 

○公的保証による民間金融機関のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟなどによりﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞの普及を図り、住

み替え等の住生活関連資金の確保 

○住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実

＜目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保＞

○空き家活用の促進とともに、民間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた

○民間賃貸住宅への円滑な入居促進のため、居住支援協議会の設置等を支援

○公的賃貸住宅を適切に供給。公営住宅の整備・管理について、地域の実情を踏まえ

も含め、民間事業者の様々なﾉｳﾊｳや技術を活用

○公的賃貸住宅団地の建替え等の実施、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域拠点

の形成による居住環境の再生 

＜目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築＞

○資産としての価値を形成するための施策の総合的な実施

関連既定計画における取組方針 

年度 

条第１項に規定する国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

目標２：高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現

目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築

目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新

目標６：急増する空き家の活用・除却の推進 

目標７：強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長

世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現＞

必要とする質や広さの住宅に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援

・子育て世帯向けﾘﾌｫｰﾑの促進等により、民間賃貸住宅を活用

等の家賃低廉化等により、公的賃貸住宅への入居を支援

・良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること等により、持家の取得を支援

○世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進

○子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境を整備

暮らすことができる住生活の実現＞

○まちづくりと調和し、需要に応じたｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅等の供給促進や「生

○公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援に

○公的保証による民間金融機関のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟなどによりﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞの普及を図り、住

○住宅資産の活用や住み替えに関する相談体制の充実 

＜目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保＞

間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた

○民間賃貸住宅への円滑な入居促進のため、居住支援協議会の設置等を支援

○公的賃貸住宅を適切に供給。公営住宅の整備・管理について、地域の実情を踏まえ

も含め、民間事業者の様々なﾉｳﾊｳや技術を活用

○公的賃貸住宅団地の建替え等の実施、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域拠点

＜目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築＞

○資産としての価値を形成するための施策の総合的な実施

条第１項に規定する国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

住生活の実現 

目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築 

目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新

目標７：強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長 

世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現＞

必要とする質や広さの住宅に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援

・子育て世帯向けﾘﾌｫｰﾑの促進等により、民間賃貸住宅を活用 

等の家賃低廉化等により、公的賃貸住宅への入居を支援

・良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること等により、持家の取得を支援

○世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進

○子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境を整備

暮らすことができる住生活の実現＞ 

○まちづくりと調和し、需要に応じたｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅等の供給促進や「生

○公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援に

○公的保証による民間金融機関のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟなどによりﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞの普及を図り、住

 

＜目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保＞

間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた

○民間賃貸住宅への円滑な入居促進のため、居住支援協議会の設置等を支援

○公的賃貸住宅を適切に供給。公営住宅の整備・管理について、地域の実情を踏まえ

も含め、民間事業者の様々なﾉｳﾊｳや技術を活用 

○公的賃貸住宅団地の建替え等の実施、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域拠点

＜目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築＞

○資産としての価値を形成するための施策の総合的な実施 

条第１項に規定する国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

 

 

目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新 

世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現＞

必要とする質や広さの住宅に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援

等の家賃低廉化等により、公的賃貸住宅への入居を支援

・良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること等により、持家の取得を支援

○世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進

○子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境を整備

 

○まちづくりと調和し、需要に応じたｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅等の供給促進や「生

○公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援に

○公的保証による民間金融機関のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟなどによりﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞの普及を図り、住

＜目標３：住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保＞ 

間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた

○民間賃貸住宅への円滑な入居促進のため、居住支援協議会の設置等を支援 

○公的賃貸住宅を適切に供給。公営住宅の整備・管理について、地域の実情を踏まえ

 

○公的賃貸住宅団地の建替え等の実施、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域拠点

＜目標４：住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築＞ 

条第１項に規定する国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に

目標１：結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の

 

世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現＞ 

必要とする質や広さの住宅に、収入等の世帯の状況に応じて居住できるよう支援 

等の家賃低廉化等により、公的賃貸住宅への入居を支援 

・良質で魅力的な既存住宅の流通を促進すること等により、持家の取得を支援 

○世代間で助け合いながら子どもを育てることができる三世代同居・近居の促進 

○子育て支援施設の立地誘導等により、地域ぐるみで子どもを育む環境を整備 

○まちづくりと調和し、需要に応じたｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅等の供給促進や「生

○公的賃貸住宅団地の建替え等の機会をとらえた高齢者世帯・子育て世帯等の支援に

○公的保証による民間金融機関のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟなどによりﾘﾊﾞｰｽﾓｰｹﾞｰｼﾞの普及を図り、住

間賃貸住宅を活用した新たな仕組みの構築も含めた

 

○公的賃貸住宅を適切に供給。公営住宅の整備・管理について、地域の実情を踏まえ

○公的賃貸住宅団地の建替え等の実施、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域拠点
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基本的な

施策 

(つづき) 

・建物状況調査(ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ)、住宅瑕疵保険等を活用した品質確保 

・建物状況調査(ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ)の人材育成や非破壊検査活用等による検査の質の確

保・向上 

・住宅性能表示、住宅履歴情報等を活用した消費者への情報提供の充実 

・既存住宅の魅力の向上(外壁・内装のﾘﾌｫｰﾑ、ﾃﾞｻﾞｲﾝ等) 

・既存住宅の価値向上を反映した評価方法の普及・定着 

○長期優良住宅等の良質で安全な新築住宅の供給 

＜目標５：建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新＞ 

○耐震性を充たさない住宅の建替え等による更新 

○ﾘﾌｫｰﾑによる耐震性、耐久性等(長期優良化等)、省ｴﾈ性の向上と適切な維持管理の促進 

○健康増進(ﾋｰﾄｼｮｯｸ防止等)・魅力あるﾃﾞｻﾞｲﾝ等の投資意欲が刺激され、効果が実感

できるようなﾘﾌｫｰﾑの促進 

○民間賃貸住宅の計画的な維持管理を促進するために必要となる修繕資金が確保さ

れるための手段を幅広く検討 

○ﾘﾌｫｰﾑに関する相談体制や安心してﾘﾌｫｰﾑ事業者を選択するための事業者団体登録

制度の充実・普及 

○ﾏﾝｼｮﾝの維持管理・建替え・改修に関する施策の総合的な実施 

＜目標６：急増する空き家の活用・除却の推進＞ 

○空き家増加が抑制される新たな住宅循環ｼｽﾃﾑの構築 

○空き家を活用した地方移住、二地域居住等の促進 

○古民家等の再生・他用途活用 

○介護、福祉、子育て支援施設、宿泊施設等の他用途転換の促進 

○定期借家制度等の多様な賃貸借方式を利用した既存住宅活用促進 

○利活用の相談体制や、所有者等の情報の収集・開示方法の充実 

○生活環境に悪影響を及ぼす空き家について、空家法などを活用した計画的な解体・

撤去を促進 

＜目標７：強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長＞ 

○地域経済を支える地域材を用いた良質な木造住宅の供給促進やそれを担う設計者

や技能者の育成等の生産体制整備 

○住宅ｽﾄｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽの活性化を推進するとともに、多角化する住生活産業に対応した担

い手を確保し、研修等による育成を強化 

＜目標８：住宅地の魅力の維持・向上＞ 

○ｽﾏｰﾄｳｪﾙﾈｽｼﾃｨやｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨなどのまちづくりと連携しつつ、福祉拠点の形成や街な

か居住を進め、交通・買物・医療・教育等の居住者の利便性向上 

○住宅団地の再生促進と、併せて高齢者・子育て支援施設等の地域の拠点形成による

地域ｺﾐｭﾆﾃｨと利便性の向上を促進 

○NPO やまちづくりｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる支援等を通じ、住民によって担われる仕組みを

充実させるとともに、建築協定や景観協定等を活用し、良好な景観の形成、豊かな

ｺﾐｭﾆﾃｨの維持・向上 

○ﾏﾝｼｮﾝのｺﾐｭﾆﾃｨ活動が、居住者、管理組合、周辺住民、民間事業者、地方公共団体

等の適切な役割分担の下に、積極的に行われるよう推進 

○密集市街地の改善整備や無電柱化の推進、ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの積極的な情報提供、ﾀｲﾑﾗｲ

ﾝの整備と訓練等により居住者の災害時の安全性を向上  
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（２）北海道住生活基本計画 
計画期間 2016（平成 28）～2025（平成 37）年度 

策定目的 本道における住宅施策の目標、施策の方向性、重点的な取組みを定め、具体的な住宅

施策を推進することを目的に策定、住まいづくりのガイドラインの役割をもつもので

あり、住生活基本法第 17 条１項に規定する都道府県計画として、道が定める計画。 

住宅施策

の目標 

・「安全で安心な暮らし」の創造 

・「北海道らしさ」の創造 

・「活力ある住宅関連産業」の創造 

住宅施策

の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 若年世帯や子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現 

○子育て世帯に配慮した公営住宅などの供給を推進し、子育て世帯の居住の安定確保

を図る。 

○子育て世帯などが、自らに適した住まいを確保することができるように、総合的な

住情報の提供や安心して民間賃貸住宅などを確保できる取組を推進。 

○地域で展開される子育て支援サービスの活用や子どもを見守る地域コミュニティ

の形成促進などにより、安心して子育てのできる住環境づくりを進める。 

２ 地域で支え合い高齢者が安心して暮らせる住生活の実現 

○ユニバーサルデザインの視点にたった住宅の建設や既存住宅のバリアフリー改修

の促進などにより、高齢者が安心して暮らし続けることができる住まいづくりを推

進。 

○住宅部局と福祉部局が連携し、サービス付き高齢者向け住宅の供給の促進や公営住

宅における既存の高齢者福祉サービスの活用などにより、高齢者が生活支援等の地

域福祉サービスを利用して安心して住み続けることができる住環境づくりを進め

る。 

○住まいに関する情報提供・相談体制の充実や適切な住宅への住替えの促進などによ

り、高齢者がニーズに適した住まいを自ら選択できる環境づくりを進める。 

 

３ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

○住宅確保要配慮者の居住の安定確保に向けて、公営住宅などの適切な供給を進め

る。 

○ユニバーサルデザインの視点にたった公営住宅などの整備を促進し、誰もが安心・

安全に居住できる住まいの供給を促進。 

○住宅確保要配慮者の住生活の安定確保に向けて民間住宅ストックを活用した取組

を推進。 

 

４ 「きた住まいる」制度を活用した新たな住宅循環システムの構築 

○「きた住まいる」制度のさらなる普及推進を図り、良質で安全な住宅ストックの形

成を図る。 

○既存住宅の有効活用に向けて、これまで中古市場の活性化に向け取り組んできた

「北海道 R 住宅」による既存住宅活用の仕組みを「きた住まいる」制度に導入し、

住宅ストックの活用を推進。 

○総合的な住宅関連情報の提供など、一般消費者がニーズに応じた住宅を安心して取

得できる環境づくりを推進。 
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基本的な

施策 

(つづき) 

５ リフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新 

○安全で良質な住宅ストックの形成に向け、リフォームの促進に係る技術支援や適切

な維持管理に向けた普及啓発、消費者が安心できるリフォーム関連情報の提供など

を進める。 

○耐震性を満たさない住宅の耐震改修等の促進に係る普及啓発や支援などにより耐

震化に向けた取組を推進。 

○「きた住まいる」制度による省エネ性能の見える化や省エネリフォームの推進、建

築物省エネ法への対応などを進める。 

 

６ 空き家等の活用・適正管理の推進 

○空き家等の活用や適正管理の円滑な推進に向けた市町村の取組を支援。 

○空き家等の活用に向けて、空き家等の情報発信や相談対応などの取組を推進。 

○道民が空き家等に関する情報を理解し、空き家の活用や適正管理の推進に向け、空

き家に関する情報提供など、道民への周知・啓発を進める。 

 

７ 地域を支える住宅関連産業の振興 

○地域の住宅事業者の人材育成などを支援し、良質な住まいづくりを促進。 

○道内の建築技術や建築部材・資材の道外への販路拡大などにより、地域の技術や資

源などの北海道の優位性を活かした産業振興を図る。 

○地域にふさわしい住まいづくりを進め、地域材・地域資源の域内循環を促進し、地

域経済の活性化などに寄与する住宅産業の振興を図る。 

 

８ 魅力ある持続可能な住環境の維持・向上 

○誰もが住み慣れた地域で安心して住み続けることができる住環境づくりを推進。 

○本道の豊かな自然環境などの魅力を活かした住環境づくりや移住・定住の取組を促

進するとともに、豊富な新エネルギーなどを活用し、低炭素化・資源循環による持

続可能な住環境づくりを進める。 

○住環境の維持保全を担う地域コミュ二ティの支援や住まい手への意識啓発など、北

国の豊かなまちなみや住宅地の景観の形成に向けたハード・ソフト両面による地域

主体の住環境づくりを進める。 

 

 

  



 ２
 

（１）
計画期間

策定目的

理念、ま

ちの将来

像 

住宅関連

個別施策

 

 

 上位計画 

（１）第６期中標津町総合発展
計画期間 2016（平成

策定目的 地方分権から地域主権が叫ばれる中、内外の動向に的確に対応し、町民と行政が協

働して新しいまちを築いていくため

基本目標を示す、新たな指針として第６期中標津町総合発展計画を策定。

理念、ま

ちの将来

<基本理念

１．「自然と暮らし」が調和した、笑顔あふれるまちづくり

２．「中標津らしさ」を創造する、誇れるまちづくり

３．「連携と協働」でつくる、希望あふれるまちづくり

<まちの将来像

「空とみどりの交流拠点・中標津」

～あつまるまち

住宅関連

個別施策 

<安心して暮らせる環境づくり

①福祉サービスの充実、高齢者に配慮した公営住宅や民

者の自立支援を図ります。

②地域福祉ネットワーク、災害時における高齢者支援、見守り体制の推進など、安心

して暮らせる環境づくりを推進します。

<林業・林産業の活性化

①施業の近代化など、林業生産体制の充実を図ります。

②人工林などの優良カラマツ材や間伐材の住宅や公共施設など（地材地消）への利用

など、他用途への利用拡大を促進します。

<優良カラマツ材のブランド化を図るための利用促進

①優良カラマツ材が価値ある材として市場流通するためのブランド化への取り組み

を支援します。

②地元生産物を地元製材業者により加工し、地元建築業者により住宅を建てるなど、

一般建築材への利用促進に取り組み、木材産業の活性化や需用拡大を図ります。

<公営住宅の整備・維持管理の推進

①老朽化した公営住宅の整備・改善・維持保全を推進します。

②公営住宅の機能維持に必要な修繕及び、法定更新を適切な時期に行います。

<住環境の形成

①各関係機関との連携を図り、違反建築物の防止や建築技術指導を行い、良好な住環

境の形成を図ります。

<建築物の耐震化

①建築物の耐震化をさらに促進させるために、国や道の動向などに

耐震改修促進計画の必要な見直しを行います。

②既存住宅の耐震改修の促進を図るための補助制度の周知に努めるとともに、活用促

進に向けた補助制度の充実を図ります。

③公共施設の計画的な耐震化を推進します。特に防災拠点となる公共施設の耐震化に

ついては、計画的かつ効果的な実施に努めます。

 

第６期中標津町総合発展
平成 28）～2020

地方分権から地域主権が叫ばれる中、内外の動向に的確に対応し、町民と行政が協

働して新しいまちを築いていくため

基本目標を示す、新たな指針として第６期中標津町総合発展計画を策定。

基本理念>  

「自然と暮らし」が調和した、笑顔あふれるまちづくり

「中標津らしさ」を創造する、誇れるまちづくり

「連携と協働」でつくる、希望あふれるまちづくり

まちの将来像>  

「空とみどりの交流拠点・中標津」

～あつまるまち つながるまち

安心して暮らせる環境づくり

①福祉サービスの充実、高齢者に配慮した公営住宅や民

者の自立支援を図ります。

②地域福祉ネットワーク、災害時における高齢者支援、見守り体制の推進など、安心

して暮らせる環境づくりを推進します。

林業・林産業の活性化

①施業の近代化など、林業生産体制の充実を図ります。

②人工林などの優良カラマツ材や間伐材の住宅や公共施設など（地材地消）への利用

など、他用途への利用拡大を促進します。

優良カラマツ材のブランド化を図るための利用促進

①優良カラマツ材が価値ある材として市場流通するためのブランド化への取り組み

を支援します。 

生産物を地元製材業者により加工し、地元建築業者により住宅を建てるなど、

一般建築材への利用促進に取り組み、木材産業の活性化や需用拡大を図ります。

公営住宅の整備・維持管理の推進

①老朽化した公営住宅の整備・改善・維持保全を推進します。

②公営住宅の機能維持に必要な修繕及び、法定更新を適切な時期に行います。

住環境の形成>  

①各関係機関との連携を図り、違反建築物の防止や建築技術指導を行い、良好な住環

境の形成を図ります。

建築物の耐震化> 

①建築物の耐震化をさらに促進させるために、国や道の動向などに

耐震改修促進計画の必要な見直しを行います。

②既存住宅の耐震改修の促進を図るための補助制度の周知に努めるとともに、活用促

進に向けた補助制度の充実を図ります。

③公共施設の計画的な耐震化を推進します。特に防災拠点となる公共施設の耐震化に

ついては、計画的かつ効果的な実施に努めます。

第６期中標津町総合発展計画 後期基本計画
2020（平成 3

地方分権から地域主権が叫ばれる中、内外の動向に的確に対応し、町民と行政が協

働して新しいまちを築いていくため

基本目標を示す、新たな指針として第６期中標津町総合発展計画を策定。

「自然と暮らし」が調和した、笑顔あふれるまちづくり

「中標津らしさ」を創造する、誇れるまちづくり

「連携と協働」でつくる、希望あふれるまちづくり

 

「空とみどりの交流拠点・中標津」

つながるまち

安心して暮らせる環境づくり>

①福祉サービスの充実、高齢者に配慮した公営住宅や民

者の自立支援を図ります。 

②地域福祉ネットワーク、災害時における高齢者支援、見守り体制の推進など、安心

して暮らせる環境づくりを推進します。

林業・林産業の活性化>  

①施業の近代化など、林業生産体制の充実を図ります。

②人工林などの優良カラマツ材や間伐材の住宅や公共施設など（地材地消）への利用

など、他用途への利用拡大を促進します。

優良カラマツ材のブランド化を図るための利用促進

①優良カラマツ材が価値ある材として市場流通するためのブランド化への取り組み

 

生産物を地元製材業者により加工し、地元建築業者により住宅を建てるなど、

一般建築材への利用促進に取り組み、木材産業の活性化や需用拡大を図ります。

公営住宅の整備・維持管理の推進

①老朽化した公営住宅の整備・改善・維持保全を推進します。

②公営住宅の機能維持に必要な修繕及び、法定更新を適切な時期に行います。

 

①各関係機関との連携を図り、違反建築物の防止や建築技術指導を行い、良好な住環

境の形成を図ります。 

>  

①建築物の耐震化をさらに促進させるために、国や道の動向などに

耐震改修促進計画の必要な見直しを行います。

②既存住宅の耐震改修の促進を図るための補助制度の周知に努めるとともに、活用促

進に向けた補助制度の充実を図ります。

③公共施設の計画的な耐震化を推進します。特に防災拠点となる公共施設の耐震化に

ついては、計画的かつ効果的な実施に努めます。
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後期基本計画
32）年度 

地方分権から地域主権が叫ばれる中、内外の動向に的確に対応し、町民と行政が協

働して新しいまちを築いていくため、今後のまちづくりの方向性とその実現のための

基本目標を示す、新たな指針として第６期中標津町総合発展計画を策定。

「自然と暮らし」が調和した、笑顔あふれるまちづくり

「中標津らしさ」を創造する、誇れるまちづくり

「連携と協働」でつくる、希望あふれるまちづくり

「空とみどりの交流拠点・中標津」 

つながるまち ひろがるまち～

> 

①福祉サービスの充実、高齢者に配慮した公営住宅や民

 

②地域福祉ネットワーク、災害時における高齢者支援、見守り体制の推進など、安心

して暮らせる環境づくりを推進します。

①施業の近代化など、林業生産体制の充実を図ります。

②人工林などの優良カラマツ材や間伐材の住宅や公共施設など（地材地消）への利用

など、他用途への利用拡大を促進します。

優良カラマツ材のブランド化を図るための利用促進

①優良カラマツ材が価値ある材として市場流通するためのブランド化への取り組み

生産物を地元製材業者により加工し、地元建築業者により住宅を建てるなど、

一般建築材への利用促進に取り組み、木材産業の活性化や需用拡大を図ります。

公営住宅の整備・維持管理の推進>  

①老朽化した公営住宅の整備・改善・維持保全を推進します。

②公営住宅の機能維持に必要な修繕及び、法定更新を適切な時期に行います。

①各関係機関との連携を図り、違反建築物の防止や建築技術指導を行い、良好な住環

①建築物の耐震化をさらに促進させるために、国や道の動向などに

耐震改修促進計画の必要な見直しを行います。

②既存住宅の耐震改修の促進を図るための補助制度の周知に努めるとともに、活用促

進に向けた補助制度の充実を図ります。

③公共施設の計画的な耐震化を推進します。特に防災拠点となる公共施設の耐震化に

ついては、計画的かつ効果的な実施に努めます。

後期基本計画 

地方分権から地域主権が叫ばれる中、内外の動向に的確に対応し、町民と行政が協

、今後のまちづくりの方向性とその実現のための

基本目標を示す、新たな指針として第６期中標津町総合発展計画を策定。

「自然と暮らし」が調和した、笑顔あふれるまちづくり

「中標津らしさ」を創造する、誇れるまちづくり 

「連携と協働」でつくる、希望あふれるまちづくり

ひろがるまち～ 

①福祉サービスの充実、高齢者に配慮した公営住宅や民

②地域福祉ネットワーク、災害時における高齢者支援、見守り体制の推進など、安心

して暮らせる環境づくりを推進します。 

①施業の近代化など、林業生産体制の充実を図ります。

②人工林などの優良カラマツ材や間伐材の住宅や公共施設など（地材地消）への利用

など、他用途への利用拡大を促進します。 

優良カラマツ材のブランド化を図るための利用促進> 

①優良カラマツ材が価値ある材として市場流通するためのブランド化への取り組み

生産物を地元製材業者により加工し、地元建築業者により住宅を建てるなど、

一般建築材への利用促進に取り組み、木材産業の活性化や需用拡大を図ります。

①老朽化した公営住宅の整備・改善・維持保全を推進します。

②公営住宅の機能維持に必要な修繕及び、法定更新を適切な時期に行います。

①各関係機関との連携を図り、違反建築物の防止や建築技術指導を行い、良好な住環

①建築物の耐震化をさらに促進させるために、国や道の動向などに

耐震改修促進計画の必要な見直しを行います。 

②既存住宅の耐震改修の促進を図るための補助制度の周知に努めるとともに、活用促

進に向けた補助制度の充実を図ります。 

③公共施設の計画的な耐震化を推進します。特に防災拠点となる公共施設の耐震化に

ついては、計画的かつ効果的な実施に努めます。 

地方分権から地域主権が叫ばれる中、内外の動向に的確に対応し、町民と行政が協

、今後のまちづくりの方向性とその実現のための

基本目標を示す、新たな指針として第６期中標津町総合発展計画を策定。

「自然と暮らし」が調和した、笑顔あふれるまちづくり 

 

「連携と協働」でつくる、希望あふれるまちづくり 

①福祉サービスの充実、高齢者に配慮した公営住宅や民間賃貸住宅の推進など、高齢

②地域福祉ネットワーク、災害時における高齢者支援、見守り体制の推進など、安心

①施業の近代化など、林業生産体制の充実を図ります。 

②人工林などの優良カラマツ材や間伐材の住宅や公共施設など（地材地消）への利用

>  

①優良カラマツ材が価値ある材として市場流通するためのブランド化への取り組み

生産物を地元製材業者により加工し、地元建築業者により住宅を建てるなど、

一般建築材への利用促進に取り組み、木材産業の活性化や需用拡大を図ります。

①老朽化した公営住宅の整備・改善・維持保全を推進します。 

②公営住宅の機能維持に必要な修繕及び、法定更新を適切な時期に行います。

①各関係機関との連携を図り、違反建築物の防止や建築技術指導を行い、良好な住環

①建築物の耐震化をさらに促進させるために、国や道の動向などに

②既存住宅の耐震改修の促進を図るための補助制度の周知に努めるとともに、活用促

③公共施設の計画的な耐震化を推進します。特に防災拠点となる公共施設の耐震化に

地方分権から地域主権が叫ばれる中、内外の動向に的確に対応し、町民と行政が協

、今後のまちづくりの方向性とその実現のための

基本目標を示す、新たな指針として第６期中標津町総合発展計画を策定。 

間賃貸住宅の推進など、高齢

②地域福祉ネットワーク、災害時における高齢者支援、見守り体制の推進など、安心

②人工林などの優良カラマツ材や間伐材の住宅や公共施設など（地材地消）への利用

①優良カラマツ材が価値ある材として市場流通するためのブランド化への取り組み

生産物を地元製材業者により加工し、地元建築業者により住宅を建てるなど、

一般建築材への利用促進に取り組み、木材産業の活性化や需用拡大を図ります。

②公営住宅の機能維持に必要な修繕及び、法定更新を適切な時期に行います。

①各関係機関との連携を図り、違反建築物の防止や建築技術指導を行い、良好な住環

①建築物の耐震化をさらに促進させるために、国や道の動向などに応じて、中標津町

②既存住宅の耐震改修の促進を図るための補助制度の周知に努めるとともに、活用促

③公共施設の計画的な耐震化を推進します。特に防災拠点となる公共施設の耐震化に

地方分権から地域主権が叫ばれる中、内外の動向に的確に対応し、町民と行政が協

、今後のまちづくりの方向性とその実現のための

間賃貸住宅の推進など、高齢

②地域福祉ネットワーク、災害時における高齢者支援、見守り体制の推進など、安心

②人工林などの優良カラマツ材や間伐材の住宅や公共施設など（地材地消）への利用

①優良カラマツ材が価値ある材として市場流通するためのブランド化への取り組み

生産物を地元製材業者により加工し、地元建築業者により住宅を建てるなど、

一般建築材への利用促進に取り組み、木材産業の活性化や需用拡大を図ります。 

②公営住宅の機能維持に必要な修繕及び、法定更新を適切な時期に行います。 

①各関係機関との連携を図り、違反建築物の防止や建築技術指導を行い、良好な住環

応じて、中標津町

②既存住宅の耐震改修の促進を図るための補助制度の周知に努めるとともに、活用促

③公共施設の計画的な耐震化を推進します。特に防災拠点となる公共施設の耐震化に
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a．中標津
対象期間

将来人口

目指すべ

きまちの

姿 

 

b．中標津
計画期間

目的 

目標 

住宅関連

施策 

 

 関連計画 

（１）まちづくり関連計画

中標津町人口ビジョン
期間 2060（平成

将来人口 2040（平成

（合計特殊出生率を

率 1.9 を維持すると仮定。

ると仮定

目指すべ

きまちの

本町の総人口は、社人研の将来人口推計では

ますが、合計特殊出生率の向上による

過対策による

の割合を改善しながら、全体で社人研将来人口推計から

し、総人口

中標津町まち・ひと・しごと創生
計画期間 2015（平成

 自然増・社会増どちらか一方を推し進めるのではなく、両方のバランスをとりなが

ら幅広い視点で施策を推し進めることが必要となります。

本町において人口減少に歯止めをかけていくために、若い世代を中心に自己実現が

できる魅力ある雇用の場の創出と観光関連産業の活性化、地場産業の支援などが重要

と捉え、以下のような基本的方向で、今後の人口減少対策に取り組

（１）自己実現ができる魅力ある雇用の場の創出

（２）結婚、出産、子育ての切れ目ない支援

（３）観光関連産業の活性化による交流人口の拡大

 基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４

住宅関連

 

＜移住の推進

移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふる

さと会との連携により、本町への人の呼び

 

■移住体験「お試し暮らし」などの

推進

■友好都市・ふるさと会との交流の

深化

■地域おこし協力隊の受け入れ

ど

 

 

 

まちづくり関連計画 

人口ビジョン 
平成 72）年 

平成 52）年：

（合計特殊出生率を

を維持すると仮定。

ると仮定） 

本町の総人口は、社人研の将来人口推計では

ますが、合計特殊出生率の向上による

過対策による 827 人の減少抑制（社会減少抑制）を図ることによって、年齢

の割合を改善しながら、全体で社人研将来人口推計から

し、総人口 20,017

町まち・ひと・しごと創生
平成 27）～2019

自然増・社会増どちらか一方を推し進めるのではなく、両方のバランスをとりなが

ら幅広い視点で施策を推し進めることが必要となります。

本町において人口減少に歯止めをかけていくために、若い世代を中心に自己実現が

できる魅力ある雇用の場の創出と観光関連産業の活性化、地場産業の支援などが重要

と捉え、以下のような基本的方向で、今後の人口減少対策に取り組

（１）自己実現ができる魅力ある雇用の場の創出

（２）結婚、出産、子育ての切れ目ない支援

（３）観光関連産業の活性化による交流人口の拡大

基本目標１ 力みなぎる産業と雇用の場をつくる

基本目標２ 結婚し子どもを産み育てたいという希望をかなえる

基本目標３ 中標津町の魅力で人を呼び込み・呼び戻す

基本目標４ 住み続けたいと思える生活環境を整える

移住の推進＞ 

移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふる

さと会との連携により、本町への人の呼び

具体的施策イメージ

■移住体験「お試し暮らし」などの

推進 

■友好都市・ふるさと会との交流の

深化 

■地域おこし協力隊の受け入れ

ど 

 

 

 
 

年：22,607 人  

（合計特殊出生率を 2030（平成

を維持すると仮定。2016

本町の総人口は、社人研の将来人口推計では

ますが、合計特殊出生率の向上による

人の減少抑制（社会減少抑制）を図ることによって、年齢

の割合を改善しながら、全体で社人研将来人口推計から

17 人の確保を目指します。

町まち・ひと・しごと創生総合戦略
2019（平成 31

自然増・社会増どちらか一方を推し進めるのではなく、両方のバランスをとりなが

ら幅広い視点で施策を推し進めることが必要となります。

本町において人口減少に歯止めをかけていくために、若い世代を中心に自己実現が

できる魅力ある雇用の場の創出と観光関連産業の活性化、地場産業の支援などが重要

と捉え、以下のような基本的方向で、今後の人口減少対策に取り組

（１）自己実現ができる魅力ある雇用の場の創出

（２）結婚、出産、子育ての切れ目ない支援

（３）観光関連産業の活性化による交流人口の拡大

力みなぎる産業と雇用の場をつくる

結婚し子どもを産み育てたいという希望をかなえる

中標津町の魅力で人を呼び込み・呼び戻す

住み続けたいと思える生活環境を整える

移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふる

さと会との連携により、本町への人の呼び

具体的施策イメージ 

■移住体験「お試し暮らし」などの

■友好都市・ふるさと会との交流の

■地域おこし協力隊の受け入れ
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  2060（平成

平成 42）年までに

2016（平成 28）

本町の総人口は、社人研の将来人口推計では

ますが、合計特殊出生率の向上による 1,565

人の減少抑制（社会減少抑制）を図ることによって、年齢

の割合を改善しながら、全体で社人研将来人口推計から

人の確保を目指します。

総合戦略〜あつまる
31）年度 

自然増・社会増どちらか一方を推し進めるのではなく、両方のバランスをとりなが

ら幅広い視点で施策を推し進めることが必要となります。

本町において人口減少に歯止めをかけていくために、若い世代を中心に自己実現が

できる魅力ある雇用の場の創出と観光関連産業の活性化、地場産業の支援などが重要

と捉え、以下のような基本的方向で、今後の人口減少対策に取り組

（１）自己実現ができる魅力ある雇用の場の創出

（２）結婚、出産、子育ての切れ目ない支援

（３）観光関連産業の活性化による交流人口の拡大

力みなぎる産業と雇用の場をつくる

結婚し子どもを産み育てたいという希望をかなえる

中標津町の魅力で人を呼び込み・呼び戻す

住み続けたいと思える生活環境を整える

移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふる

さと会との連携により、本町への人の呼び

 

■移住体験「お試し暮らし」などの

■友好都市・ふるさと会との交流の

■地域おこし協力隊の受け入れ な

・お試し暮らし参加者

・ふるさと会々員数

・地域おこし協力隊着

任数

平成 72）年：

年までに 1.9 まで上昇させ

）年から 20 代の男女１年あたり

本町の総人口は、社人研の将来人口推計では 2060(平成

1,565 人の減少抑制（自然減少抑制）、転出超

人の減少抑制（社会減少抑制）を図ることによって、年齢

の割合を改善しながら、全体で社人研将来人口推計から

人の確保を目指します。 

〜あつまる つながる

自然増・社会増どちらか一方を推し進めるのではなく、両方のバランスをとりなが

ら幅広い視点で施策を推し進めることが必要となります。

本町において人口減少に歯止めをかけていくために、若い世代を中心に自己実現が

できる魅力ある雇用の場の創出と観光関連産業の活性化、地場産業の支援などが重要

と捉え、以下のような基本的方向で、今後の人口減少対策に取り組

（１）自己実現ができる魅力ある雇用の場の創出 

（２）結婚、出産、子育ての切れ目ない支援 

（３）観光関連産業の活性化による交流人口の拡大 

力みなぎる産業と雇用の場をつくる 

結婚し子どもを産み育てたいという希望をかなえる

中標津町の魅力で人を呼び込み・呼び戻す

住み続けたいと思える生活環境を整える 

移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふる

さと会との連携により、本町への人の呼び込みに係る活動を行います。

基準値 

（現況） 

・お試し暮らし参加者

年間 75

・ふるさと会々員数

666

・地域おこし協力隊着

任数   2 人 

年：20,017 人 

まで上昇させ、以降合計特殊出生

代の男女１年あたり

平成 72)年に

人の減少抑制（自然減少抑制）、転出超

人の減少抑制（社会減少抑制）を図ることによって、年齢

の割合を改善しながら、全体で社人研将来人口推計から 2,392 人の人口減少を抑制

つながる ひろがるまち〜

自然増・社会増どちらか一方を推し進めるのではなく、両方のバランスをとりなが

ら幅広い視点で施策を推し進めることが必要となります。 

本町において人口減少に歯止めをかけていくために、若い世代を中心に自己実現が

できる魅力ある雇用の場の創出と観光関連産業の活性化、地場産業の支援などが重要

と捉え、以下のような基本的方向で、今後の人口減少対策に取り組

 

結婚し子どもを産み育てたいという希望をかなえる 

中標津町の魅力で人を呼び込み・呼び戻す 

 

移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふる

込みに係る活動を行います。

 

重要業績評価指標

・お試し暮らし参加者 

75 人 

・ふるさと会々員数 

666 人 

・地域おこし協力隊着

 

・お試し暮らし参加者

・ふるさと会々員数

・地域おこし協力隊退

任後の定住数

 

以降合計特殊出生

代の男女１年あたり 12 人増え

年に 17,625 人となり

人の減少抑制（自然減少抑制）、転出超

人の減少抑制（社会減少抑制）を図ることによって、年齢 3

人の人口減少を抑制

ひろがるまち〜

自然増・社会増どちらか一方を推し進めるのではなく、両方のバランスをとりなが

本町において人口減少に歯止めをかけていくために、若い世代を中心に自己実現が

できる魅力ある雇用の場の創出と観光関連産業の活性化、地場産業の支援などが重要

と捉え、以下のような基本的方向で、今後の人口減少対策に取り組んでいきます。

 

移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふる

込みに係る活動を行います。 

重要業績評価指標

（KPI） 

・お試し暮らし参加者

年間 79 人

・ふるさと会々員数

 750 人

・地域おこし協力隊退

任後の定住数 2人

以降合計特殊出生

人増え

人となり

人の減少抑制（自然減少抑制）、転出超

3 区分

人の人口減少を抑制

ひろがるまち〜 

自然増・社会増どちらか一方を推し進めるのではなく、両方のバランスをとりなが

本町において人口減少に歯止めをかけていくために、若い世代を中心に自己実現が

できる魅力ある雇用の場の創出と観光関連産業の活性化、地場産業の支援などが重要

んでいきます。 

移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふる

重要業績評価指標  

・お試し暮らし参加者 

人 

・ふるさと会々員数 

人 

・地域おこし協力隊退

人 
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c．中標津町都市計画マスタープラン 
目標年度 2001（平成 13）～2020（平成 32）年度 

（2011（平成 23）～2020（平成 32）年度を後期計画期間） 

位置づけ

と役割 

「中標津町の都市計画に関する基本的な方針（都市計画法第 18 条の 2）」として策

定します。中標津町の「暮らしやすいまちづくりのための設計図」として、町の創意

工夫により定めます。 

将来都市

像、目標 

■将来都市像…『環境首都 なかしべつ』 

■都市づくりの基本目標 

目標① 自然環境と歴史環境を大切にした超長期的な都市の骨格づくり 

目標② 交流・共生・自律をテーマとした長期的な都市の構造づくり 

目標③ 生活実感に基づいた施策を展開する中期的な都市の整備推進 

住宅関連

施策 

総合計画連動構想の目標と内容 

【まちなか住宅の整備促進】 

まちなかに一定の居住人口を保持し、人の住まうコミュニティとしての機能を果た

していける中心市街地の形成を目指し、まちなかへの公営住宅整備を推進するととも

に、職住一体の店舗やまちなか居住ニーズに対応した民間賃貸住宅など民間活力によ

るまちなか住宅の整備を誘導します。 

 

【都市間交流、お試し暮らしの充実】 

田舎でありながら都市的な生活を送ることのできる農村と都市とが共生した中標

津らしい環境の魅力を発信し、中標津町への移住や定住を促進するため、川崎市をは

じめとした都市間交流の充実を図るとともに、移住体験「お試し暮らし」における人

的交流の充実を図ります。 

 

【まちなか居住の誘導】 

中心市街地の利便性を享受し、安全・快適に歩いて暮らせるまちなかづくりに向け

て、高齢期でのまちなか居住を希望する層、利便性の高い暮らしを望む層、まちなか

で新たなビジネスチャンスを求めている層など、まちなか居住の潜在的なニーズに対

応した住宅供給の促進とまちなか居住の誘導を図ります。 
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d．中標津町景観計画 
目的 「まちへの誇りや愛着を持てる“ふるさとなかしべつ” 」と「町民がいきいきと

住み続けられる持続可能なまち」を目指し、まちの財産である中標津町の景観を後世

へ引き継いでいきます。 

基本理

念、基本

方針 

基本理念：歴史、文化、産業との融和、自然との共生による景観まちづくり 

～中標津町の風土に調和した良好な景観を守り、つくり、育てる～ 

基本方針 

１．空と緑の広がりのある自然景観を守ります 

２．格子状防風林のある農村景観を守ります 

３．歴史と文化、産業を感じる景観を守り、育て、交流とにぎわいを創出します 

４．協働による景観まちづくりを進めます 

住宅関連

施策 

暮らしの環境を守り、つくり、育てます 

①利便性の高いコンパクトなまちづくりに努めます 

中標津町は、商業施設や公共施設、交通機能が集積したコンパクトで利便性の高い

市街地が形成されています。 

市街地周辺は、格子状防風林など防風保安林や農地といった良好な緑に囲まれ、市

街の外延化が抑制されています。 

緑地を適切に維持・保全することで、コンパクトな市街の維持につがります。 

コンパクトな市街地を維持しながら、にぎわいの創出や、快適性の向上につながる

環境整備などの景観まちづくりを進めることで、暮らしの質の向上につながります。 

②住み心地のよい環境形成に努めます 

中標津市街地、計根別市街地のいずれの住宅地も、河川や保安林等の樹林帯、身近

な公園・緑地など、恵まれた自然環境が近くに存在し、うるおいや安らぎのある良好

な環境となっています。 

良好な環境を活かしながら、地域の風土と調和する住まいや暮らし方を考えていく

ことで、中標津町ならではの良好な景観が形成され、“住んでみたい” “住み続けた

い”という魅力的で住み心地のよい住環境が形成されます。 

③花とみどりによる彩りの向上に努めます 

中標津空港周辺、道立ゆめの森公園、道路沿道などで、これまでも花植えや環境美

化活動に取り組んできました。計根別市街地においても、道道沿道の花植えや正美公

園の桜など、花とみどりの資源を活かした活動に取り組んできました。 

恵まれた自然環境と併せて、まちなかや個人の敷地などの花とみどりを増やした

り、適切な維持管理を行っていくことが暮らしに彩りを与えてくれます。 
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（２）住宅・建築物関連計画 
 

a．中標津町耐震改修促進計画 
計画期間 2018（平成 30）～2020（平成 32）年度 

目的 大地震が発生した場合の建築物の倒壊などの被害及びこれに起因する生命・財産の

被害を未然に防止するため、既存建築物の耐震診断及び耐震改修を促進することを通

し、安全で住み心地の良い暮らしの実現を目的として策定。 

目標 【住宅】耐震化率 95％ 

【多数利用建築物】耐震化率 95％ 

住宅関連

施策 

 

 

 

＜耐震化に向けた施策＞ 

耐震診断・改修促進に向けた環境整備 

（１）耐震診断・改修等に係わる相談体制の整備 

（２）耐震診断・改修等に係わる情報提供の充実 

（３）耐震診断・改修促進のための所有者等への支援 

（４）地震時に通行を確保すべき道路沿道の耐震化の推進 

（５）建築物の総合的な安全対策の推進 

町民への啓発・知識の普及 

（１）地震防災対策資料の作成・活用 

（２）町民向けセミナー等の開催 

（３）町内会、自主防災組織などとの連携 

耐震診断・改修を担う人材の技術力の向上 

（１）耐震診断・改修技術講習会の開催 

（２）北海道や各種団体との技術連携 

所管行政庁との連携 

（１）耐震改修促進法に基づく指導等 

（２）建築基準法による勧告または命令 

（３）「全道建築物等地震対策推進協議会」との連携 

 

 

b．中標津町公共施設等総合管理計画 
計画期間 2016（平成 28）～2026（平成 38）年度 

計画の 

目的 

公共施設等の全体像を明らかにし、様々な社会情勢を踏まえ、長期的な視点を持って、

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進することを目的に策定。 

住宅関連

施策 

公共施設（建築物）の管理に関する基本方針 

＜公営住宅＞ 

「中標津町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、老朽化が進行しつつある公営住宅等

の更新や改善を効果的かつ効率的に進め、ストックの有効活用を図り、長寿命化による

ライフサイクルコストの縮減を図ります。 
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（３）環境関連計画 
a．中標津町環境基本計画 
計画期間 2011（平成 23）～2020（平成 32）年度 

目的 環境保全に関して町民の健康で文化的な生活の確保と、町の実情にあった行動指針を

定め、実践していくことを目的とします。 

基本方針 中標津町環境基本条例の第３条に掲げる「環境の保全及び創造」の基本理念に基づき、

本計画の基本方針を以下に定めます。 

①恵み豊かな環境の保全と未来への継承 

②各主体が責務を自覚し、協働して推進 

③各主体が環境への関わりを認識し、環境負荷低減、持続的発展が可能な社会の構築 

④主体が地球環境保全を積極的に推進 

住宅関連

施策 

 

 

 

家庭 

<方針> 

産業や家庭において不可欠な上水道は、恵まれた環境のなかで水資源が確保されてい

ますが、これからも見込まれる需要の増加に対応するため今まで以上に適正な使用が求

められています。また、社会生活を営む上での各種排水の適正管理は環境負荷低減や河

川環境の向上のためにも重要です。また、下水道においては下水道終末処理場や合併浄

化槽などで適正な処理を行っています。 

住宅が隣接する市街地を形成している区域では、お互いの生活環境を尊重し不快な状

況が起きないよう、生活形態から発生する騒音や悪臭などの対策が必要です。また、人

間のよきパートナーであるペットについては、飼育マナーの向上が不可欠です。 

<施策> 

(1)水道と排水処理の適正化に努める。 

①生活排水の適正排出により、下水道終末処理場での負荷の軽減を目指します。 

②上水道の節水に努めます。 

(2)居住空間の快適性を確保する。 

①家庭生活から発生する騒音、悪臭などの対策を図ります。 

②敷地内において生活関連用品の放置や廃棄物の放置などを抑止し環境保全に努め

ます。 

(3)ペットの適正管理に努める。 

①周囲に配慮した飼育環境と、公共空間での適切な管理を確保します。 

②ペットへのエキノコックス感染に注意し、人への感染を防ぎます。 
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（４）福祉関連計画 
 

a．中標津町高齢者福祉計画、第７期介護保険事業計画 
計画期間 2018（平成 30）～2020（平成 32）年度 

目的 「高齢期を豊かに過ごすまちづくり」を目指し、2018（平成 30）年度から 2020（平

成 32）年度において、本町における高齢者福祉施策を総合的に展開し、介護保険制

度の円滑な実施を図るため、地域包括ケアシステムの構築を進め、施策展開の考え方

や方策、施策の目標及び介護サービス量の見込みを定めます。 

基本理

念、基本

方向 

＜基本理念＞ 

高齢者が生きがいを感じ、ともに支え合い、安心して暮らせるまちづくり 

＜施策の基本方向＞ 

（１）安心して暮らせる環境づくり 

（２）高齢者の生きがいと健康づくり 

（３）多様な暮らしを支え合うまちづくり 

住宅関連

施策 

 

 

 

２）高齢者に配慮した住まいの確保 

①養護老人ホーム 

養護老人ホームは、基本的には自立できる高齢者が入所することとなりますが、加

齢により日常生活動作（ADL）が低下したり認知症が進むなどの場合には介護保険を

利用して入所を続けられます。また、病気などにより日常生活で医療行為が必要とな

った場合には対応できないため退所を余儀なくされることもあり、入所先の確保は容

易ではない状況があります。 

低所得であったり、居住環境が劣悪な高齢者の養護について適切に措置していきま

す。 

 

②高齢者向け公営住宅 

高齢者が自立した生活を営めるよう、老朽化した公営住宅の建替え計画により、ユ

ニバーサルデザインを採用した泉団地４棟24戸の建設を進めており、子どもから高齢

者まで、できるだけ多くの人を対象に身体状況や家族構成の変化などに対応できるよ

う、暮らしやすい公営住宅の整備を推進します。 

しかし、老朽化した公営住宅の建替えのため、入居替えとなり、新たに提供できる

戸数が限られ入居が難しい状況となっています。 

今後も、老朽化した公営住宅の建替え計画を進めていきます。 

 

③住宅改修の相談と支援 

高齢者の住宅改修に関する相談や情報提供を行っています。介護認定者の住宅改修

費の支給の申請に係る必要な理由が分かる書類を介護支援専門員等が作成した場合

の経費の助成や住宅改修のみを希望する要介護者には、居宅介護支援事業所の負担を

軽減するため、地域包括支援センターで対応しています。 

 



４章
 

 １
 

（１）
 

a．調査の目的
中標津町

する

 

b．調査概要
・調査時点

・調査期間

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送

・調査対象

 

c．回収状況・質問項目
調査票の回収数は

 

表 ４

質問１）回答者（世帯）

の世帯属性・居住履歴

質問２）居住する住宅

の部位別の満足・不満

状況 

 

質問３）持ち家の修繕
意向 

質問４）居住する借家
について

質問５）住み替え意向

質問６）空家に対する
考え 

質問７）住宅関連施策
の重要度

質問８）自由意見

 

４章 町⺠意向の特性

 町⺠意向調査

（１）調査概要 

調査の目的 
中標津町住生活計

する町民の意向を把握し、住宅施策等において参考とすることを目的とします。

調査概要 
・調査時点   

・調査期間   

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送

・調査対象   

回収状況・質問項目
調査票の回収数は

 

４-1 質問項目と期待する効果
大項目 

質問１）回答者（世帯）

の世帯属性・居住履歴

質問２）居住する住宅

の部位別の満足・不満

 

質問３）持ち家の修繕
 

質問４）居住する借家
について 

質問５）住み替え意向

質問６）空家に対する
 

質問７）住宅関連施策
の重要度 

質問８）自由意見 

 

⺠意向の特性

町⺠意向調査 

 

 
住生活計画の策定にあたって、住宅・住環境に関する満足度・要望などに関

民の意向を把握し、住宅施策等において参考とすることを目的とします。

   ：2017（

   ：2017（

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送

   ：本町居住世帯のうち

回収状況・質問項目 
調査票の回収数は316票であり、回収率は

質問項目と期待する効果

質問１）回答者（世帯）

の世帯属性・居住履歴 

・世帯全員の状況（人数・年齢）

・住まいの地域

・住宅の種類

・家賃（借家の場合）

・居住年数
・住宅の部屋数
・住まいの面積、建築年

質問２）居住する住宅

の部位別の満足・不満

・住宅の満足度（全体）

・住宅の満足度（部位別）

・周辺環境の満足度（全体）

・周辺環境の満足度（部位別）

質問３）持ち家の修繕 ・リフォーム・建替の実施状況、
理由、内容

・リフォーム時の問題点

質問４）居住する借家 ・選んだ理由
・選んだ際に活用した手段
・家賃の満足度

質問５）住み替え意向 ・住み替え意向、住み替え先
・住み替え希望の住宅の種類
・持ち家の方の住み替え後の住

宅に対する意向

質問６）空家に対する ・空き家の問題点
・空き家対策

質問７）住宅関連施策 ・住宅関連施策の重要度
・具体的なアイディア

 ・自由記入

 

⺠意向の特性 

画の策定にあたって、住宅・住環境に関する満足度・要望などに関

民の意向を把握し、住宅施策等において参考とすることを目的とします。

（平成 29）年

（平成 29）年

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送

：本町居住世帯のうち

票であり、回収率は

質問項目と期待する効果 
質問項目

・世帯全員の状況（人数・年齢）

・住まいの地域 

・住宅の種類 

・家賃（借家の場合）

・居住年数 
・住宅の部屋数 
・住まいの面積、建築年

・住宅の満足度（全体）

・住宅の満足度（部位別）

・周辺環境の満足度（全体）

・周辺環境の満足度（部位別）

・リフォーム・建替の実施状況、
理由、内容 

・リフォーム時の問題点

・選んだ理由 
・選んだ際に活用した手段
・家賃の満足度 

・住み替え意向、住み替え先
・住み替え希望の住宅の種類
・持ち家の方の住み替え後の住

宅に対する意向 

・空き家の問題点 
・空き家対策の必要性、対策

・住宅関連施策の重要度
・具体的なアイディア

・自由記入 
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画の策定にあたって、住宅・住環境に関する満足度・要望などに関

民の意向を把握し、住宅施策等において参考とすることを目的とします。

年 6 月１日現在

年 6 月 23 日～

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送 

：本町居住世帯のうち 1,000 世帯を無作為抽出（町営住宅入居者除く）

票であり、回収率は31.6

質問項目 

・世帯全員の状況（人数・年齢） 

・家賃（借家の場合） 

・住まいの面積、建築年 

・住宅の満足度（全体） 

・住宅の満足度（部位別） 

・周辺環境の満足度（全体） 

・周辺環境の満足度（部位別） 

・リフォーム・建替の実施状況、

・リフォーム時の問題点 

・選んだ際に活用した手段 

・住み替え意向、住み替え先 
・住み替え希望の住宅の種類 
・持ち家の方の住み替え後の住

 

 
の必要性、対策 

・住宅関連施策の重要度 
・具体的なアイディア 

画の策定にあたって、住宅・住環境に関する満足度・要望などに関

民の意向を把握し、住宅施策等において参考とすることを目的とします。

月１日現在 

日～7 月 10 日

世帯を無作為抽出（町営住宅入居者除く）

31.6％です。質問内容は以下のとおりです。

・意向の満足度等の解析に当たり、住宅の種類

別、居住年別等のクロス集計等を可能とする

・入居世帯と入居している住宅の性能のマッチ

ングの状況を把握する（例えば、世帯人員と

住戸タイプの関係など

・住宅、周辺環境の４段階評価（満足、まあ満

足、やや不満、非常に不満）をしてもらい、

地区別・部位別等で満足度の高い地区（項目）、

低い地区（項目）を把握する。

・成果目標の設定等に活用する。

・持ち家のリフォーム・建て替え等の実施状況、
問題点を把握し、リフォー
の参考資料とする。

・借家に対する重視点や借家を選んだ際の活用
手段、家賃の満足度を把握し、民間借家に対
する施策検討の参考資料とする。

・住み替え意向や住み替え希望の住宅を把握し、
今後の住宅の種類別の施策検討の参考資料と
する。 

・空き家の問題点等
する施策検討の参考資料とする。

・住民の住宅関連施策の重要度を把握する。
・住宅関連施策の展開方向設定等に活用する。

・今後の住宅関連施策検討の参考とする。

画の策定にあたって、住宅・住環境に関する満足度・要望などに関

民の意向を把握し、住宅施策等において参考とすることを目的とします。

日 

世帯を無作為抽出（町営住宅入居者除く）

％です。質問内容は以下のとおりです。

期待する成果等

・意向の満足度等の解析に当たり、住宅の種類

別、居住年別等のクロス集計等を可能とする

・入居世帯と入居している住宅の性能のマッチ

ングの状況を把握する（例えば、世帯人員と

住戸タイプの関係など）

・住宅、周辺環境の４段階評価（満足、まあ満

足、やや不満、非常に不満）をしてもらい、

地区別・部位別等で満足度の高い地区（項目）、

低い地区（項目）を把握する。

・成果目標の設定等に活用する。

・持ち家のリフォーム・建て替え等の実施状況、
問題点を把握し、リフォー
の参考資料とする。 

・借家に対する重視点や借家を選んだ際の活用
手段、家賃の満足度を把握し、民間借家に対
する施策検討の参考資料とする。

・住み替え意向や住み替え希望の住宅を把握し、
今後の住宅の種類別の施策検討の参考資料と

問題点等を把握し、空き家問題に対
する施策検討の参考資料とする。

・住民の住宅関連施策の重要度を把握する。
・住宅関連施策の展開方向設定等に活用する。

・今後の住宅関連施策検討の参考とする。

画の策定にあたって、住宅・住環境に関する満足度・要望などに関

民の意向を把握し、住宅施策等において参考とすることを目的とします。 

世帯を無作為抽出（町営住宅入居者除く）

％です。質問内容は以下のとおりです。

期待する成果等 

・意向の満足度等の解析に当たり、住宅の種類

別、居住年別等のクロス集計等を可能とする

・入居世帯と入居している住宅の性能のマッチ

ングの状況を把握する（例えば、世帯人員と

） 

・住宅、周辺環境の４段階評価（満足、まあ満

足、やや不満、非常に不満）をしてもらい、

地区別・部位別等で満足度の高い地区（項目）、

低い地区（項目）を把握する。 

・成果目標の設定等に活用する。 

・持ち家のリフォーム・建て替え等の実施状況、
問題点を把握し、リフォーム推進方策の検討

・借家に対する重視点や借家を選んだ際の活用
手段、家賃の満足度を把握し、民間借家に対
する施策検討の参考資料とする。 

・住み替え意向や住み替え希望の住宅を把握し、
今後の住宅の種類別の施策検討の参考資料と

を把握し、空き家問題に対
する施策検討の参考資料とする。 

・住民の住宅関連施策の重要度を把握する。
・住宅関連施策の展開方向設定等に活用する。

・今後の住宅関連施策検討の参考とする。

画の策定にあたって、住宅・住環境に関する満足度・要望などに関

 

世帯を無作為抽出（町営住宅入居者除く） 

％です。質問内容は以下のとおりです。 

・意向の満足度等の解析に当たり、住宅の種類

別、居住年別等のクロス集計等を可能とする 

・入居世帯と入居している住宅の性能のマッチ

ングの状況を把握する（例えば、世帯人員と

・住宅、周辺環境の４段階評価（満足、まあ満

足、やや不満、非常に不満）をしてもらい、

地区別・部位別等で満足度の高い地区（項目）、

・持ち家のリフォーム・建て替え等の実施状況、
ム推進方策の検討

・借家に対する重視点や借家を選んだ際の活用
手段、家賃の満足度を把握し、民間借家に対

・住み替え意向や住み替え希望の住宅を把握し、
今後の住宅の種類別の施策検討の参考資料と

を把握し、空き家問題に対

・住民の住宅関連施策の重要度を把握する。 
・住宅関連施策の展開方向設定等に活用する。 

・今後の住宅関連施策検討の参考とする。 
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（２）回答者属性 
 

a．家族人数 
家族人数は、「１人」が 25.4％、「２人」が 38.6％、「３人」が 16.8％、「４人」が 11.9％

であり、2 人以下の少人数世帯が過半を占めます。特に計根別市街地では 75％が２人以

下の小人数世帯となっています。 

 

図 ４-1 家族人数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．住宅の種類 
現在、居住する住宅の種類は、割合が高い順に、「持ち家（専用住宅）」が 70.7％、「民

間借家（アパート・マンション等）」が 15.0％、「社宅・官舎・寮」が 7.0％、「民間借

家（戸建て）」が 6.7％です。 

 

図 ４-2 住宅の種類 
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計根別農協区域

持ち家（専⽤住宅） ⺠間借家（⼾建て）

⺠間借家（アパート・マンション等） 社宅・官舎・寮

⽼人ホーム、グループホーム等の福祉施設 その他
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（３）現在の住宅、周辺環境に関する満⾜度 
 

a．現在の住宅の満⾜度 
現在の住宅の全般的な満足度は、「満足」及び「ほぼ満足」（以下、「満足傾向」とい

う。）が 78.9％であり、内訳は「満足」が 26.0％、「ほぼ満足」が 53.0％です。一方で

「やや不満」及び「不満」（以下、「不満傾向」という。）は 21.1％であり、満足傾向が

不満傾向を大きく上回っています。 

 

図 ４-3 住宅の全般的な満⾜度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の住宅に関する 11 項目の満足度を比較すると、全ての項目で満足傾向が不満傾

向を上回っています。住宅の総合的な満足度に比べ、満足傾向が高い項目は４項目で、

高い順に「部屋数」が 85.2％、「住宅の広さ」が 85.1％、「日当たり」が 79.7％、「風呂

の広さ・設備」が 79.1％となっています。 

一方で満足傾向が低い項目は、低い順に、「除雪のしやすさ」が 51.9％、「バリアフリ

ー化」が 52.8％、「断熱性・気密性（暖かさ）」が 61.7％などとなっています。 

 

図 ４-4 
住宅の具体的な満⾜度 
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b．周辺環境の満⾜度 
周辺環境に関する総合的な満足度は、満足傾向が 77.8％、不満傾向が 22.2％であり、

満足傾向が大きく上回っています 

 

図 ４-5 周辺環境の全般的な満⾜度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅周辺の環境に関する８項目の満足度を比較すると、「除雪対策など」を除く項目

で満足傾向が不満傾向を上回っています。 

周辺環境の総合的な満足度に比べ、満足傾向の割合が高い項目は２項目あり、「ゴミ

置き場の整備など」が 84.3％、「通勤・通学などの利便性」が 77.9％となっています。 

一方で満足傾向が低い項目は、「除雪対策など」が 44.3％で最も低く、ついで「団地

内道路の整備状況」が 56.4％となっています。 

 

図 ４-6 周辺環境の具体的な満⾜度 
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（４）持ち家の建替え・リフォーム 
 

a．今後の建替えや増改築、リフォームの予定 
持ち家居住者に対して、今後の建替えや増改築、リフォームの予定をたずねたところ、

建替えやリフォームの予定をしている「増改築の予定がある」、「リフォームの予定があ

る」及び「建替えの予定がある」は合わせて 7.1％、「予定はないが、将来実施する可能

性がある」が 37.9％、「建替えや増改築、リフォームは実施しない」が 55.1％となって

います。及び「耐震診断や耐震改修の予定がある」の回答はありませんでした。 

 

図 ４-7 今後の建替えや増改築、リフォームの予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．建替えや増改築、リフォームの内容 
建替えや増改築、リフォームの内容（複数回答）をたずねたところ、「屋根の葺き替

え･塗装、外壁の改修･塗装」が 55.7％で最も高く、以下、「高齢者・障がい者等に配慮

したバリアフリー化」が 18.6％、「トイレ、台所、浴室等の設備の改善」及び「内装の

模様替え」が 17.5％となっています。 

 

図 ４-8 建替えや増改築、リフォームの内容 
 

 

 

 

 

 

 

  

1.0 

1.1 

5.1 

5.5 

1.0 

1.1 

37.9 

38.7 

50.0 

12.5 

55.1 

53.6 

50.0 

87.5 

100.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全町

中標津市街地

中標津農協区域

計根別市街地

計根別農協区域

増改築の予定がある リフォームの予定がある

耐震診断や耐震改修の予定がある 建替えの予定がある

予定はないが、将来実施する可能性がある 建替えや増改築、リフォームは実施しない

55.7 

18.6 

17.5 

17.5 

15.5 

14.4 

8.2 

7.2 

3.1 

8.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

屋根の葺き替え・塗装、外壁の改修・塗装

高齢者・障がい者等に配慮したバリアフリー化

トイレ、台所、浴室等の設備の改善

内装の模様替え

間取りの変更、収納スペースの改善

断熱、防⾳、結露防⽌等の性能の改善

建物全体の建替え

基礎、構造等の補強

居室や収納スペースの増築

その他

N＝97



52 

c．建替えや増改築、リフォームに向けて困っていること 
増改築、リフォームまたは建替えに向けて困っていること（困りそうなこと）（複数

回答）は、「特になし」が 21.7％で最も高く、以下、「工事の見積金額（工事費用）の妥

当性の判断」が 17.5％、「工事業者の選定」が 7.5％、「工事内容や工事方法の妥当性の

判断」が 6.6％となっています。 

 

図 ４-9 建替えや増改築、リフォームに向けて困っていること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）借家について 
 

a．住宅を選ぶ際に重視したこと 
借家居住者に対して、現在の住宅を選ぶ際に最重視した点（複数回答）は、「手頃な

家賃」が 39.5％で最も高く、以下、「部屋の広さ」が 37.2％、「買い物、通勤などの利

便性」が 29.1％、「設備等の新しさ」が 22.1％となっています。 

 

図 ４-10 住宅を選ぶ際に重視したこと 
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b．住宅を選んだ際に活⽤したもの 
借家居住者に対して、現在の住宅を選んだ際に活用したもの（複数回答）は、「仲介

業者による紹介」が 30.2％で最も高く、以下、「知人の紹介」が 19.8％、「勤務先の紹

介」が 17.4％、「インターネット」が 16.3％となっています。 

 

図 ４-11 住宅を選んだ際に活⽤したもの 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．住宅の家賃について 
住宅の家賃については、「非常に高い」又は「高い」が 47.2％、「ちょうど良い」が

36.1％、「安い」又は「非常に安い」が 16.7％となっています。 

 

図 ４-12 住宅の家賃について 
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（６）住み替え意向 
 

a．現在の住宅からの住み替え意向 
現在の住宅からの住み替え意向は、「このまま現在の住宅に住み続けたい」が 51.3％、

「他の住宅に住み替えたい」が 27.6％です。 

 

図 ４-13 現在の住宅からの住み替え意向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．住み替える場合の希望の住宅の種類 
他の住宅に住み替えたいと回答した人の希望の住宅の種類は、「公営住宅等」が 19.4％

と最も高く、次いで「中古住宅（戸建て）」及び「民間の借家（アパート・マンション）」

が 17.7％、「新築住宅（戸建て）」が 12.9％となっています。 

 

図 ４-14 住み替える場合の希望の住宅の種類 
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（７）空き家について 
 

a．空き家増加による問題点 
空家増加による問題点は、「防犯上の問題」が最も高く 26.5％です。次いで「倒壊等

による危険性」21.6％、「景観の悪化」及び「ごみ、雑草等の衛生面」21.2％となって

います。 

 

図 ４-15 空き家増加による問題点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．空き家対策の必要性 
空き家対策の必要性は、「町（行政）による空き家対策は必要」が 92.1％と、ほとん

ど人が対策の必要性を感じています。 

 

図 ４-16 空き家対策の必要性 
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c．検討すべき空き家対策 
検討すべき空き家対策は、「空き家撤去のための持ち主への支援策」が最も高く 54.5％

です。次いで「空き家情報をインターネット等で発信する」39.7％、「危険な空き家の

撤去促進施策の創設」38.5％、「高齢世帯等で大きな規模の住宅と、子育て世帯で規模

の大きな住宅を希望する世帯との住み替え等を紹介斡旋する支援策」32.3％となってい

ます。 

 

図 ４-17 検討すべき空き家対策 
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（８）住宅関連施策の意向 
町として取り組むべき住宅関連施策について１位～３位をポイント換算※すると、「一

人暮らしの高齢者も安心して生活できる住環境づくり」が 240 ポイントで最も高く、以

下、「除排雪や融雪設備設置に対する支援」173 ポイント、「高齢者向けの公共住宅の供

給」が 165 ポイント、「新婚、子育て世帯に対する家賃助成」が 120 ポイント、「子育て

世帯が安心して生活できる住環境づくり」が 102 ポイントとなっています。 

 

※ポイント換算：１位を 3 ポイント、２位を 2 ポイント、３位を 1 ポイント、順位不明を 2 ポイント

として換算 

 

図 ４-18 住宅関連施策の意向 
 

ポイント換算 

 

 

 

  

240 
173 

165 
120 

102 
88 

82 
71 
69 
67 

62 
58 
55 

43 
40 

35 
35 
32 
28 
24 
21 
18 
14 

7 

0 100 200 300

一人暮らしの高齢者も安心して生活できる住環境づくり
除排雪や融雪設備設置に対する支援

高齢者向けの公共住宅の供給
新婚、子育て世帯に対する家賃助成

子育て世帯が安心して生活できる住環境づくり
高齢者、障害者などのための住宅リフォーム支援

空き家解体に対する支援
高齢者、障がい者などに対する家賃助成

空き家・空き地の利活⽤
中古住宅購入に対する支援

住宅情報の充実
⽼朽化した町営住宅の建替え推進
利便性の高いまちなか居住の推進

住宅の耐震診断・補強に対する支援
移住希望者向けの相談体制・情報提供・住宅支援などの充実

住宅新築に対する支援
太陽光など環境負荷の少ない住宅・住宅設備に対する支援

町営住宅の新規建設促進
住み替え・リフォームなど住宅に関する相談窓⼝の設置

⽼朽化した公営住宅の建替等、公営住宅の供給
既存町営住宅の改修促進

住宅地景観向上のための取り組み推進
新たな宅地の分譲

その他

（ポイント）



 ２
 

（１）
 

a．調査の目的
宅建事業者アンケートは、町内の民間賃貸住宅の空き家の状況を把握するとともに、

今後、検討する住宅施策に関する民間事業者の意向を把握することを目的としています。

 

b．調査概要
・調査期間

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送

・調査対象

 

c．回収状況・質問項目
調査票の回収数

 

表 ４

質問１）会社概要

質問２）地区別の媒介

契約している物件数と

そのうちの空き家数

質問３～
施策に対する考え、意
見 

問 6）管理物件のうち
空き家の状況
 

 

 

 

 宅建事業者意向調査

（１）調査概要 

調査の目的 
宅建事業者アンケートは、町内の民間賃貸住宅の空き家の状況を把握するとともに、

今後、検討する住宅施策に関する民間事業者の意向を把握することを目的としています。

 

調査概要 
・調査期間   

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送

・調査対象   

 

回収状況・質問項目
調査票の回収数

４-2 質問項目と期待する効果
大項目 

質問１）会社概要 

質問２）地区別の媒介

契約している物件数と

そのうちの空き家数

質問３～5）町営住宅や
策に対する考え、意

）管理物件のうち
空き家の状況 

 

 

宅建事業者意向調査

 

 
宅建事業者アンケートは、町内の民間賃貸住宅の空き家の状況を把握するとともに、

今後、検討する住宅施策に関する民間事業者の意向を把握することを目的としています。

   ：2017

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送

   ：町内の宅建事業者

回収状況・質問項目 
調査票の回収数は 8 票です。質問内容は以下のとおりです。

質問項目と期待する効果

 ・会社名
・担当者名
・電話番号、ＦＡＸ番号
・e-mail
・記入日

質問２）地区別の媒介

契約している物件数と

そのうちの空き家数 

・専属専任契約又は専任契約の物件数、

空き家数（地区別）

・一般契約の物件数、空き家数（地区別）

）町営住宅や
策に対する考え、意

・町営住宅に対する考え
・あんしん賃貸住宅の認知度
・あんしん賃貸住宅への登録意向

）管理物件のうち ・長期間空き家になっているアパート名
マンション名

・空き家戸数
・地区 
・建築年
・間取り
・家賃 
・主なターゲット
・空き家となっている主な理由

 

宅建事業者意向調査 

宅建事業者アンケートは、町内の民間賃貸住宅の空き家の状況を把握するとともに、

今後、検討する住宅施策に関する民間事業者の意向を把握することを目的としています。

2017（平成 29）

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送

：町内の宅建事業者

票です。質問内容は以下のとおりです。

質問項目と期待する効果 
質問項目

・会社名 
・担当者名 
・電話番号、ＦＡＸ番号

mail 
・記入日 

・専属専任契約又は専任契約の物件数、

空き家数（地区別）

・一般契約の物件数、空き家数（地区別）

・町営住宅に対する考え
・あんしん賃貸住宅の認知度
・あんしん賃貸住宅への登録意向

・長期間空き家になっているアパート名
マンション名 

・空き家戸数 
 

・建築年 
・間取り 

 
・主なターゲット 
・空き家となっている主な理由

  

58 

宅建事業者アンケートは、町内の民間賃貸住宅の空き家の状況を把握するとともに、

今後、検討する住宅施策に関する民間事業者の意向を把握することを目的としています。

）年 8 月、9

・配布・回収方法：配布・回収ともに郵送 

：町内の宅建事業者 

票です。質問内容は以下のとおりです。

質問項目 

・電話番号、ＦＡＸ番号 

・専属専任契約又は専任契約の物件数、

空き家数（地区別） 

・一般契約の物件数、空き家数（地区別）

・町営住宅に対する考え 
・あんしん賃貸住宅の認知度 
・あんしん賃貸住宅への登録意向

・長期間空き家になっているアパート名

 
・空き家となっている主な理由 

宅建事業者アンケートは、町内の民間賃貸住宅の空き家の状況を把握するとともに、

今後、検討する住宅施策に関する民間事業者の意向を把握することを目的としています。

9 月 

票です。質問内容は以下のとおりです。

－ 

・専属専任契約又は専任契約の物件数、

・一般契約の物件数、空き家数（地区別） 

・地域別の空き家率を把握する

 

・あんしん賃貸住宅への登録意向 

・町が今後、検討する施策等に対す
る民間事業者の意向を把握し、今
後の住宅施策検討の参考資料とす
る。

・長期間空き家になっているアパート名/

 

・現在、町内で空き家となっている
物件の傾向（築年数、住戸タイプ、
家賃等）を把握し、今後の住宅施
策検討の参考資料とする。

宅建事業者アンケートは、町内の民間賃貸住宅の空き家の状況を把握するとともに、

今後、検討する住宅施策に関する民間事業者の意向を把握することを目的としています。

票です。質問内容は以下のとおりです。 

期待する成果等

 

・地域別の空き家率を把握する

・町が今後、検討する施策等に対す
る民間事業者の意向を把握し、今
後の住宅施策検討の参考資料とす
る。 

・現在、町内で空き家となっている
物件の傾向（築年数、住戸タイプ、
家賃等）を把握し、今後の住宅施
策検討の参考資料とする。

宅建事業者アンケートは、町内の民間賃貸住宅の空き家の状況を把握するとともに、

今後、検討する住宅施策に関する民間事業者の意向を把握することを目的としています。

期待する成果等 

・地域別の空き家率を把握する

・町が今後、検討する施策等に対す
る民間事業者の意向を把握し、今
後の住宅施策検討の参考資料とす

・現在、町内で空き家となっている
物件の傾向（築年数、住戸タイプ、
家賃等）を把握し、今後の住宅施
策検討の参考資料とする。 

宅建事業者アンケートは、町内の民間賃貸住宅の空き家の状況を把握するとともに、

今後、検討する住宅施策に関する民間事業者の意向を把握することを目的としています。 

・地域別の空き家率を把握する 

・町が今後、検討する施策等に対す
る民間事業者の意向を把握し、今
後の住宅施策検討の参考資料とす

・現在、町内で空き家となっている
物件の傾向（築年数、住戸タイプ、
家賃等）を把握し、今後の住宅施
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（２）管理や媒介契約をしている物件数 
町内8社の宅建業者が契約している民間賃貸住宅は、専属専任契約又は専任契約で297

棟 1,422 戸です。このうち空き家は 34 棟 65 戸で空き家率は 4.6％（戸数ベース）とな

ります。 

また、一般契約の物件が 381 棟 1,317 戸あり、このうち空き家は 97 棟、76 戸、空き

家率は 5.8％となっています。 

一般契約の物件は、複数の宅建業者が重複して管理している場合がありますが、8 社

の管理している物件には、少なくとも 65 戸以上、最大で 141 戸の空き家があり、空き

家率は 5～6％程度と考えられます。 

地区別にみると、物件数が多いのは中標津市街地ですが、空き家率は計根別市街地の

方が高くなっています。 

 

表 ４-3 管理物件数（棟数）、空き家率 

  
専属専任契約又は専任契約 一般契約 合計 
管理 

物件数 
うち 

空き家 
空き家

率 
管理 

物件数 
うち 

空き家 空き家率 管理 
物件数 

うち 
空き家 空き家率 

中標津市街地 297 棟 34 棟 11.4% 380 棟 96 棟 25.3% 677 棟 130 棟 19.2% 
計根別市街地 0 棟 0 棟 － 1 棟 1 棟 100.0% 1 棟 1 棟 100.0% 

計 297 棟 34 棟 11.4% 381 棟 97 棟 25.5% 678 棟 131 棟 19.3% 
 

表 ４-4 管理物件数（⼾数）、空き家率 

  
専属専任契約又は専任契約 一般契約 合計 
管理 

物件数 
うち 

空き家 
空き家

率 
管理 

物件数 
うち 

空き家 空き家率 管理 
物件数 

うち 
空き家 空き家率 

中標津市街地 1,422 ⼾ 65 ⼾ 4.6% 1,311 ⼾ 75 ⼾ 5.7% 2,733 ⼾ 140 ⼾ 5.1% 
計根別市街地 0 ⼾ 0 ⼾ － 6 ⼾ 1 ⼾ 16.7% 6 ⼾ 1 ⼾ 16.7% 

計 1,422 ⼾ 65 ⼾ 4.6% 1,317 ⼾ 76 ⼾ 5.8% 2,739 ⼾ 141 ⼾ 5.1% 
 

 

※専属専任契約：媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結す
ることができない旨の特約を付した契約 

※専任契約  ：依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁⽌するもので、依頼者は
他の業者への依頼が禁⽌されるが、自らが買主を探すことは制限されない。 

※一般契約  ：依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。自らが買
主を探すことも制限されない。 
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（３）町が供給している公共賃貸住宅（町営住宅）について 
町が供給している公共賃貸

住宅（町営住宅）についての考

えは、「低所得者向けなので民

間賃貸住宅と共存できる。現在

の戸数を維持すべき」が 6 社、

75.0％と取り分け高く、「民間

賃貸住宅市場を圧迫している

と思う。供給戸数を減らしてほ

しい」が 1 社、12.5％のみです。 

 

表 ４-5 町が供給している公共賃貸住宅（町営住宅）について 
  件数 構成比 
低所得者向けなので⺠間賃貸住宅と共存できる。現在の⼾数を維持すべき。 6  75.0% 
⺠間賃貸住宅市場を圧迫していると思う。供給⼾数を減らしてほしい。 1  12.5% 
わからない。 1  12.5% 
その他 0  0.0% 

計 8  100.0% 
 

（４）「あんしん賃貸支援事業」の周知について 
道が実施している「あんしん

賃貸支援事業」の周知について

は、「聞いたことはあるが、詳細

は知らない」が 5 社、62.5％、「知

らない。聞いたことがない」が 2

社、25.0％、「知っている」は 1

社、12.5％でした。 

 

 

 

表 ４-6 「あんしん賃貸支援事業」の周知について 
  件数 構成比 
知っている。 1  12.5% 
聞いたことはあるが、詳細は知らない。 5  62.5% 
知らない。聞いたことがない。 2  25.0% 

計 8  100.0% 
  

低所得者向けなの
で⺠間賃貸住宅と
共存できる。現在の
⼾数を維持すべき。

75.0%

⺠間賃貸住宅市場
を圧迫していると
思う。供給⼾数を
減らしてほしい。

12.5%

わからない。
12.5%

その他
0.0%

知っている。
12.5%

聞いたことはある
が、詳細は
知らない。
62.5%

知らない。
聞いたことが

ない。
25.0%
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（５）「あんしん賃貸支援事業」等の登録制度への物件の登録について 
「あんしん賃貸支援事業」等の

登録制度への物件の登録について

は、「登録するかわからないが興味

はある」が 3 社、37.5％、「登録し

たいが該当する物件がない」が 2

社、25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 
 
表 ４-7 「あんしん賃貸支援
事業」等の登録制度への物件の
登録について  
 

 

 

 

（６）⻑期間空き家になっている物件について 
空き家について、住戸タイプ別に平均家賃をみると、1DK で 41,375 円、1LDK で 41,250

円、2LDK で 43,250 円、3LDK で 60,000 円となっています。 

 

図 ４-19 住⼾タイプ別家賃と建築年の相関 
【全町】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  件数 構成比 
是非、登録を検討したい 0  0.0% 
登録するかわからないが興味はある 3  37.5% 
登録したいが該当する物件がない 2  25.0% 
登録しないと思う 1  12.5% 
現時点ではわからない 1  12.5% 
興味がない 0  0.0% 
その他 1  12.5% 

計 8  100.0% 

是非、登録を
検討したい

0.0%

登録するかわから
ないが興味はある

37.5%

登録したいが該当
する物件がない

25.0%

登録しないと思う
12.5%

現時点では
わからない
12.5%

興味がない
0.0% その他

12.5%
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５章 課題の整理 
これまでの本町における住宅事情の特性、町民意向など意向調査結果、関連計画の位置づけを踏まえ、今後の住宅

施策の展開へ向けた課題を整理します。 

 

住宅事情の特性 関連計画の位置づけ 住宅に関する町民意向 課題 

a．土地利用 

・北海道の東部、根室管内の中

部に位置し、町域は東西約

42km、南北約 27km。面積は、

684.87㎢。 

・北部は千島火山帯につながる

丘陵地で、南側に向かって緩

やかに傾斜し、平坦な根釧原

野が広がっている。 

都市計画マスタープラン 

【まちなか住宅の整備促進】 

・まちなかに一定の居住人口を

保持し、人の住まうコミュニ

ティとしての機能を果たして

いける中心市街地の形成を目

指し、まちなかへの公営住宅

整備を推進するとともに、職

住一体の店舗やまちなか居住

ニーズに対応した民間賃貸住

宅など民間活力によるまちな

か住宅の整備を誘導する。 

【まちなか居住の誘導】 

・中心市街地の利便性を享受し、

安全・快適に歩いて暮らせる

まちなかづくりに向けて、高

齢期でのまちなか居住を希望

する層、利便性の高い暮らし

を望む層、まちなかで新たな

ビジネスチャンスを求めてい

る層など、まちなか居住の潜

在的なニーズに対応した住宅

供給の促進とまちなか居住の

誘導を図る。 

景観計画 

・町は商業施設や公共施設、交

通機能が集積したコンパクト

で利便性の高い市街地が形成

されている。市街地周辺は、

格子状防風林など防風保安林

や農地といった良好な緑に囲

まれ、市街の外延化が抑制さ

れている。緑地を適切に維

持・保全することで、コンパ

クトな市街の維持につなが

る。コンパクトな市街地を維

持しながら、にぎわいの創出

や、快適性の向上につながる

環境整備などの景観まちづく

りを進めることで、暮らしの

質の向上につながる。 

・住宅周辺の環境に関する８項

目について、満足傾向の割合

が高い項目は、「ゴミ置き場の

整備など」が84.3％、「通勤・

通学などの利便性」が77.9％。

一方で満足傾向が低い項目

は、「除雪対策など」が44.3％、

「団地内道路の整備状況」。 

①まちなか住宅の整備促進と誘

導 

まちなかへの公営住宅整備を

推進するとともに、職住一体の

店舗やまちなか居住ニーズに対

応した民間賃貸住宅など民間活

力によるまちなか住宅の整備を

誘導する必要があります。 
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住宅事情の特性 関連計画の位置づけ 住宅に関する町民意向 課題 

b．気候 
・内陸性の気候で、夏の平均気

温は 20℃前後、冬の平均気温

はマイナス10℃前後。積雪は、

道内でも少ない方。 

 

第６次総合発展計画後期基本計

画 

<林業・林産業の活性化>  

・施業の近代化など、林業生産

体制の充実を図る。 

・人工林などの優良カラマツ材

や間伐材の住宅や公共施設な

ど（地材地消）への利用など、

他用途への利用拡大を促進す

る。 

<優良ｶﾗﾏﾂ材のブランド化を図

るための利用促進> 

・優良カラマツ材が価値ある材

として市場流通するためのブ

ランド化への取り組みを支援

する。 

・地元生産物を地元製材業者に

より加工し地元建築業者によ

り住宅を建てるなど、一般建

築材への利用促進に取り組

み、木材産業の活性化や需用

拡大を図る。 

・現在の住宅に関する11項目に

ついて、満足傾向が高い項目

は「部屋数」が85.2％、「住宅

の広さ」が85.1％、「日当たり」

が79.7％、「風呂の広さ・設備」

が 79.1％。一方で満足傾向が

低い項目は、「除雪のしやす

さ」が51.9％、「バリアフリー

化」が52.8％、「断熱性・気密

性（暖かさ）」が61.7％。 

・住宅周辺の環境に関する８項

目について、満足傾向の割合

が高い項目は、「ゴミ置き場の

整備など」が84.3％、「通勤・

通学などの利便性」が77.9％。

一方で満足傾向が低い項目

は、「除雪対策など」が44.3％、

「団地内道路の整備状況」。 

②自然環境に対応した良質な住

宅の普及 

豊かな自然環境、景観を活か

した住環境づくりとともに、厳

冬の気候風土に対応する住宅づ

くりが必要です。 

 

③優良カラマツ材等の利用促進 

人工林などの優良カラマツ材

や間伐材の住宅や公共施設など

（地材地消）への利用、地元生

産物を地元製材業者により加工

し地元建築業者により住宅を建

てるなど、一般建築材への利用

促進に取り組み、木材産業の活

性化や需用拡大を図る必要があ

ります。 
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住宅事情の特性 関連計画の位置づけ 住宅に関する町民意向 課題 

c．人口・世帯数 

・人口は23,774人、20年間の推

移をみると、6％の増加。これ

まで増加傾向にあったが、

2015（平成 27）年は減少に転

じている。 

・社人研の将来人口では、今後

は減少が続き、2020（平成32）

年で23,768人、2025（平成37）

年で23,367人と推計。 

・世帯数は10,437世帯。20年間

の推移をみると26％の増加。 

 

d．新築住宅の供給 
・新築住宅建設は年平均 160.9

戸（持ち家が89.1戸、貸家が

71.2戸）。推移をみると、2013

（平成25）年度に増加するも、

2014（平成26）年度には減少。 

人口ビジョン 

・本町の総人口は、社人研の将来

人口推計では 2060 年(平成 72)

年に17,625人となるが、合計特

殊出生率の向上による 1,565 人

の減少抑制（自然減少抑制）、転

出超過対策による 827 人の減少

抑制（社会減少抑制）を図るこ

とによって、年齢 3 区分の割合

を改善しながら、全体で社人研

将来人口推計から 2,392 人の人

口減少を抑制し、総人口20,017

人の確保を目指す。 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・移住体験や北海道移住促進協議

会などの実施する取り組みへの

参加や既存のふるさと会との連

携により、人の呼び込みに係る

活動を行う。 

都市計画マスタープラン 

【都市間交流、お試し暮らしの充

実】 

・田舎でありながら都市的な生活

を送ることのできる農村と都市

とが共生した中標津らしい環境

の魅力を発信し、中標津町への

移住や定住を促進するため、川

崎市をはじめとした都市間交流

の充実を図るとともに、移住体

験「お試し暮らし」における人

的交流の充実を図る。 

景観計画 

・中標津市街地、計根別市街地の

いずれの住宅地も、河川や保安

林等の樹林帯、身近な公園・緑

地など、恵まれた自然環境が近

くに存在し、うるおいや安らぎ

のある良好な環境となってい

る。良好な環境を活かしながら、

地域の風土と調和する住まいや

暮らし方を考えていくことで、

中標津町ならではの良好な景観

が形成され、“住んでみたい” 

“住み続けたい”という魅力的

で住み心地のよい住環境が形成

される。 

・借家居住者が現在の住宅を

選ぶ際に最重視した点は、

「手頃な家賃」が 39.5％、

「部屋の広さ」が 37.2％、

「買い物、通勤などの利便

性」が29.1％、「設備等の新

しさ」が22.1％。 

・借家居住者が現在の住宅を

選んだ際に活用したもの

は、「仲介業者による紹介」

が30.2％、「知人の紹介」が

19.8％、「勤務先の紹介」が

17.4％、「インターネット」

が16.3％。 

・住宅の家賃については、「非

常に高い」又は「高い」が

47.2％、「ちょうど良い」が

36.1％、「安い」又は「非常

に安い」が16.7％。 

④移住・定住対策 

町民の定住を維持するととも

に、移住・定住を考えている世

帯が必要とする情報の提供や、

居住環境の整備など、定住・移

住対策が必要です。 

 

  



66 

住宅事情の特性 関連計画の位置づけ 住宅に関する町民意向 課題 

e．年齢別人口 

・年齢別人口をみると、年少人

口 15.0％、生産年齢人口

61.5％、高齢人口 23.1％。全

道、市部、郡部、根室管内と

比較して、年少人口、生産年

齢人口ともに割合が高く高齢

人口は低いが、推移をみると、

年少人口、生産年齢人口とも

に減少、高齢人口は増加傾向

にある。 

・高齢人口は15年間で1.6倍以

上と急速に増加。 

f．高齢者のいる世帯 

・65 歳以上の高齢者親族のいる

世帯は34.9％を占め、15年間

で約1.4倍に増加。 

g．高齢者等の住宅事情 

・高齢者等のための設備が全く

ない住宅が 52.1％（持ち家

36.3％、借家75.2％）。 

第６次総合発展計画後期基本計

画 

<安心して暮らせる環境づくり> 

・福祉サービスの充実、高齢者

に配慮した公営住宅や民間賃

貸住宅の推進など、高齢者の

自立支援を図る。 

・地域福祉ネットワーク、災害

時における高齢者支援、見守

り体制の推進など、安心して

暮らせる環境づくりを推進す

る。 

 

・現在の住宅に関する11項目につ

いて、満足傾向が高い項目は「部

屋数」が85.2％、「住宅の広さ」

が85.1％、「日当たり」が79.7％、

「風呂の広さ・設備」が79.1％。

一方で満足傾向が低い項目は、

「除雪のしやすさ」が 51.9％、

「バリアフリー化」が 52.8％、

「断熱性・気密性（暖かさ）」が

61.7％。 

・町として取り組むべき住宅関連

施策について１位～３位をポイ

ント換算すると、「一人暮らしの

高齢者も安心して生活できる住

環境づくり」が240ポイント、「除

排雪や融雪設備設置に対する支

援」173ポイント、「高齢者向け

の公共住宅の供給」が 165 ポイ

ント、「新婚、子育て世帯に対す

る家賃助成」が120ポイント、「子

育て世帯が安心して生活できる

住環境づくり」が102ポイント。 

⑤安心して子育てできる住

宅・住環境の整備 

少子化が進行しており、子

育てを担う世帯が安心して子

どもを育て、快適に暮らすこ

とができる住宅・住環境対策

が必要です。 

 

⑥高齢者向け住宅の整備 

高齢になっても既存住宅に

安心して暮らせるよう、住宅

のバリアフリー化や、生活支

援サービスなどハード・ソフ

トの両面での対策が必要で

す。 

 

h．世帯特性 
・平均世帯人員は2.28人／世帯、

縮小化が見られる。 

・家族類型別構成比みると、単

独世帯が 34.0％、夫婦＋子世

帯 24.8％、夫婦のみ世帯

24.7％、夫婦＋子世帯は減少。 

i．持ち家取得の状況 
・持ち家取得の状況は、「注文住

宅」（新築（建替を除く））が

67.6％、「中古住宅を購入」が

11.7％、「建替」が10.7％。 

j．住宅市場 

・借家の平均家賃は38,597円で

す。札幌市と比べると４畳ほ

ど広く、家賃は 9,000 円ほど

安い。 

・住宅地の公示地価は平均

12,700 円／㎡。周辺２町と比

較すると最も高い。 

 ・現在の住宅からの住み替え意向

は、「このまま現在の住宅に住み

続けたい」が51.3％、「他の住宅

に住み替えたい」が27.6％。 

・他の住宅に住み替えたいと回答

した人の希望の住宅の種類は、

「公営住宅等」が19.4％と最も

高く、次いで「中古住宅（戸建

て）」及び「民間の借家（アパー

ト・マンション）」が17.7％、「新

築住宅（戸建て）」が12.9％。 

⑦多様な住宅の供給 

小規模世帯の増加や世帯特

性の変化に対応し、ニーズの

変化に沿った住宅の住み替え

が容易に出来る環境の整備が

必要です。 

新築住宅促進のための住宅

地の分譲や中古住宅の市場流

通を促進するための環境整備

など多様な住宅を供給するこ

とが求められています。 
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住宅事情の特性 関連計画の位置づけ 住宅に関する町民意向 課題 

k．住宅数・空き家数 

・住宅数は11,450戸、空家率は

9.4％、全道と比較して低く、

経年的にみると増加傾向。空

き家の内訳は賃貸用が

37.0％、その他の住宅が約 6

割。 

・住宅所有関係別世帯数をみる

と、持ち家 56.1％、公営借家

7.4％、民営借家29.0％、公営

借家率が高く、民営借家率は

低い。15年間の推移をみると、

持ち家率、民営借家率が増加

傾向、公営借家率、給与住宅

率が減少傾向。 

 ・空家増加による問題点は、「防犯

上の問題」が 26.5％、「倒壊等

による危険性」21.6％、「景観の

悪化」及び「ごみ、雑草等の衛

生面」21.2％。 

・空き家対策の必要性は、「町（行

政）による空き家対策は必要」

が92.1％と、ほとんど人が対策

の必要性を感じている。 

・検討すべき空き家対策は、「空き

家撤去のための持ち主への支援

策」54.5％、「空き家情報をイン

ターネット等で発信する」

39.7％、「危険な空き家の撤去促

進施策の創設」38.5％、「高齢世

帯等で大きな規模の住宅と、子

育て世帯で規模の大きな住宅を

希望する世帯との住み替え等を

紹介斡旋する支援策」32.3％。 

⑧空き家対策 

空き家が適切に管理される

よう、市場への流通や活用、

老朽空き家の解体など適切な

空き家の対策が必要です。 

l．住宅性能 
・既存住宅の構造別割合をみる

と、木造住宅が 93.5％。建築

後 30 年以上を経過している

1980（昭和 55）年までの住宅

が全体の23.0％。 

 

m．居住水準 
・最低居住面積水準達成状況は

98.0％、全道の 93.6％を大き

く上回る。所有関係別にみる

と、民営借家が 94.2％と他に

比べ低い。 

・誘導居住水準達成状況は

68.5％、全道の 64.3％を上回

る。所有関係別にみると、持

ち家が84.4％、借家は45.6％

に留まる。 

第６期総合発展計画 後期基本

計画 

<住環境の形成>  

・各関係機関との連携を図り、

違反建築物の防止や建築技術

指導を行い、良好な住環境の

形成を図ります。 

<建築物の耐震化>  

・建築物の耐震化をさらに促進

させるために、国や道の動向

などに応じて、中標津町耐震

改修促進計画の必要な見直し

を行います。 

・既存住宅の耐震改修の促進を

図るための補助制度の周知に

努めるとともに、活用促進に

向けた補助制度の充実を図り

ます。 

・公共施設の計画的な耐震化を

推進します。特に防災拠点と

なる公共施設の耐震化につい

ては、計画的かつ効果的な実

施に努めます。 

 

・現在の住宅に関する11項目につ

いて、満足傾向が高い項目は「部

屋数」が85.2％、「住宅の広さ」

が85.1％、「日当たり」が79.7％、

「風呂の広さ・設備」が79.1％。

一方で満足傾向が低い項目は、

「除雪のしやすさ」が 51.9％、

「バリアフリー化」が 52.8％、

「断熱性・気密性（暖かさ）」が

61.7％。 

・持ち家居住者の今後の建替えや

増改築、リフォームの予定は、

増改築の予定がある」、「リフォ

ームの予定がある」及び「建替

えの予定がある」は合わせて

7.1％、「予定はないが、将来実

施する可能性がある」が37.9％、

「建替えや増改築、リフォーム

は実施しない」が55.1％。 

・増改築、リフォームまたは建替

えに向けて困っていること（困

りそうなこと）は、「特になし」

が21.7％、「工事の見積金額（工

事費用）の妥当性の判断」が

17.5％、「工事業者の選定」が

7.5％、「工事内容や工事方法の

妥当性の判断」が6.6％。 

⑨既存住宅の耐震性・性能向

上 

住宅の耐震性向上を促す方

策を継続するとともに、住宅

の不燃化など防災性、環境配

慮など住宅性能の向上を促す

対策が必要です。 
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住宅事情の特性 関連計画の位置づけ 住宅に関する町民意向 課題 

n．町営住宅 

・2017（平成 29）年度末現在、

公営住宅等は12団地、112棟、

863戸。事業主体別の内訳は、

道営住宅が３団地、9 棟、125

戸（14.5％）、町営住宅が 103

棟、738 戸（85.5％）。町営住

宅のうち10戸は特定公共賃貸

住宅、その他 728 戸は公営住

宅。 

・2017（平成 29）年度現在、町

営住宅 738 戸のうち耐用年数

を経過しているのは 228 戸

（30.9％）。10年後の2027（平

成39）年度は260戸（35.2％）

と増加。 

・浴槽（ユニットバス）整備率

は 64.8％、３箇所給湯設備整

備率は 55.0％、玄関・便所・

浴室・洗面所等の手すり設置

整備率は 39.8％、住戸内段差

解消整備率は21.1％。 

・３階建て以上の15棟のうち、

エレベーターが設置されてい

るのは、西町団地２棟のみ。 

・入居世帯は 657 世帯で入居率

は 85.1％、政策空家を除くと

入居率は94.1％。 

・入居世帯 618 世帯のうち、子

育て世帯は 18.9％、高齢世帯

は 41.6％、収入超過者・高額

所得者は9.9％。 

・世帯人員別世帯数は、単身世

帯38.1％、２人世帯28.5％、

３人世帯17.3％。 

 

第６期総合発展計画 後期基本

計画 

<公営住宅の整備・維持管理の推

進>  

・老朽化した公営住宅の整備・

改善・維持保全を推進します。 

・公営住宅の機能維持に必要な

修繕及び、法定更新を適切な

時期に行います。 

 

公共施設等総合管理計画 

＜公営住宅＞ 

・「中標津町公営住宅等長寿命化

計画」に基づき、老朽化が進

行しつつある公営住宅等の更

新や改善を効果的かつ効率的

に進め、ストックの有効活用

を図り、長寿命化によるライ

フサイクルコストの縮減を図

ります。 

・現在の住宅の総合的な満足度

は、満足傾向 69.1％不満傾向

30.9％、団地別にみると、満

足傾向は高い順に「泉」

93.9％、「旭ふれあい」83.3％、

「西町」81.3％、「計根別」

78.9％、満足傾向の割合が低

いのは「東中」52.3％、「宮下」

57.2％、「あずまグリーン」

57.6％。 

・周辺環境の総合的な満足度は、

満足傾向が 81.4％、不満傾向

は18.6％。 

・住戸内の改善要望は、「台所」

32.2％、「浴室」30.8％、「断

熱性」26.7％、「給湯設備」

19.9％。 

・周辺環境の改善要望は、「駐車

場」24.1％、「ごみ置き場」

14.8％。 

・現在の住宅からの住み替え意

向（東中団地以外）について

は、「今の住宅に住み続けた

い」が62.3％、「今の住宅から

住み替えたい」が18.3％、「わ

からない」が19.4％。 

・東中団地における建替え後の

新しい住宅への入居希望につ

いては、「現在の場所で建て替

えた新しい住宅への入居を希

望」49.3％、「建替えはせず、

できるだけ今と同じ家賃で現

在の住宅に住み続けたい」

22.4％、「他の町営住宅への引

っ越したい」20.9％。 

⑩適正な管理戸数、地域バラン

スの設定 

人口が減少していることか

ら、真に公営住宅等を必要とす

る世帯の需要を把握し、適切な

管理戸数を設定する必要があり

ます。 

 

⑪耐用年数を経過するストック

の解消 

10 年後には耐用年数を経過す

るストックが 260 戸となり、計

画的な更新プログラムを検討す

る必要があります。特に最も古

い東中団地について整備位置を

含め早急に検討する必要があり

ます。 

 

⑫長期的に活用するストック

（準耐火構造、耐火構造）の適

切な維持管理 

準耐火構造（耐用年数45年）

及び耐火構造住宅（耐用年数 70

年）の多くは平成 5 年度以降に

整備しており、耐用年数が十分

に残されています。これらの住

宅については、計画的に改善を

実施するなど長寿命化への対応

を進めていく必要があります。 

 

⑬高齢者対策、子育て支援対策 

町営住宅等入居世帯のうち４

割以上が65歳以上の高齢者のい

る世帯となっています。一方で

子育て世帯は２割程度となって

います。さらなる少子高齢化を

見据え、高齢者、子育て世帯等

が安心して暮らせる環境整備が

必要です。 

 

 



６章
 

住宅事情の特性と課題

目標を以下の

 

 

 １
 

いきいき住環境

 

 ２
 

基本目
高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮ら

せる住まいづくりを目指します。

 

基本目標２
既存住宅や

確保できる仕組みづくりを目指します。

 

基本目標３
自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和する

住まいづくりを目指します。

 

 

６章 住宅施策の目標

住宅事情の特性と課題

目標を以下の

 住宅施策の理念

いきいき住環境

 住宅施策の目標

基本目標１ 誰もが安全・安心に暮らせる住まいづくり
高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮ら

せる住まいづくりを目指します。

 

基本目標２ 誰もが良質な住宅を確保できる住まいづくり
既存住宅や空き家

確保できる仕組みづくりを目指します。

 

基本目標３ 豊かな自然環境・美しい景観と調和する住まいづくり
自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和する

住まいづくりを目指します。

 

住宅施策の目標

住宅事情の特性と課題を踏まえ、

目標を以下の 3 つに定めます。

住宅施策の理念 

いきいき住環境 なかしべつ

住宅施策の目標 

誰もが安全・安心に暮らせる住まいづくり
高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮ら

せる住まいづくりを目指します。

誰もが良質な住宅を確保できる住まいづくり
空き家を有効活用

確保できる仕組みづくりを目指します。

豊かな自然環境・美しい景観と調和する住まいづくり
自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和する

住まいづくりを目指します。

 

住宅施策の目標 

を踏まえ、住宅施策の理念は前回計画を引き継ぎ、

つに定めます。 

なかしべつ 

誰もが安全・安心に暮らせる住まいづくり
高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮ら

せる住まいづくりを目指します。 

誰もが良質な住宅を確保できる住まいづくり
有効活用し、公民の適切な役割分担により、誰もが良質な住宅を

確保できる仕組みづくりを目指します。

豊かな自然環境・美しい景観と調和する住まいづくり
自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和する

住まいづくりを目指します。 
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住宅施策の理念は前回計画を引き継ぎ、

なかしべつ 

誰もが安全・安心に暮らせる住まいづくり
高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮ら

誰もが良質な住宅を確保できる住まいづくり
、公民の適切な役割分担により、誰もが良質な住宅を

確保できる仕組みづくりを目指します。 

豊かな自然環境・美しい景観と調和する住まいづくり
自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和する

住宅施策の理念は前回計画を引き継ぎ、

誰もが安全・安心に暮らせる住まいづくり 
高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮ら

誰もが良質な住宅を確保できる住まいづくり 
、公民の適切な役割分担により、誰もが良質な住宅を

豊かな自然環境・美しい景観と調和する住まいづくり
自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和する

住宅施策の理念は前回計画を引き継ぎ、

高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮ら

、公民の適切な役割分担により、誰もが良質な住宅を

豊かな自然環境・美しい景観と調和する住まいづくり 
自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和する

住宅施策の理念は前回計画を引き継ぎ、住宅施策

高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮ら

、公民の適切な役割分担により、誰もが良質な住宅を

自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和する

施策の

高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮ら

、公民の適切な役割分担により、誰もが良質な住宅を

自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和する
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（１）基本目標１ 誰もが安全・安心に暮らせる住まいづくり 
高齢者、障がい者、子育て世帯などに対する施策を充実し、誰もが安全・安心に暮

らせる住まいづくりを目指します。 

 

a．住生活の将来像（こんな将来像を目指します） 
 

高齢者、障がい者、子育て世帯等、住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を目
指します。 

・高齢者、障がい者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の需要に対応するため、①新
たな住宅セーフティネット制度を活⽤し、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居
者負担の軽減等への支援を目指します。 

・②公営住宅は地域特性や需要に適切な管理⼾数を確保するとともに、老朽化した住宅

の計画的な更新を図ります。 

・新しく整備される公営住宅は、③ユニバーサルデザインの視点に⽴った整備を促進し、

どの住宅でも子どもから高齢者・障がい者まで誰もが安心して入居することができる

ような環境整備を目指します。 

・真に公営住宅を必要とする世帯への適切な供給を目指し、④収入超過者や家賃滞納者
への対応を強化を図ります。 

 

高齢者、障がい者が安心して暮らせるような住環境を目指します。 
・高齢者が安心して暮らすことができるよう、状況把握サービス、生活相談サービス等

を支援するサービスがある⑤サービス付き高齢者向け住宅の情報提供等を図ります。 

・高齢者、障がい者等が、⑥役場の窓口で相談したり、⑦インターネットで閲覧したり

することで情報を得ることができるような環境づくりを目指します。 

 

子育てに適した住環境づくりを目指します。 
・公営住宅の整備に当たっては、⑧入居者のバランスに配慮してミックスコミュニティ

を形成し、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを目指します。 

・公営住宅において、３ＬＤＫ等の広い住宅に単身世帯等が入居している場合等、広さ

と人員にミスマッチが発生している場合は、⑨住み替えを促進しミスマッチの解消を

図ります。 
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b．住宅施策の関わり 
①新たな住宅セーフティネッ

ト制度を活用し、住宅確保

要配慮者向けの住宅の改修

や入居者負担の軽減等への

支援 

新たな住宅セーフティネット制度を活用し、高齢者世帯、子育て世

帯などの住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助制

度など、支援方策を検討します。 

・詳細は推進方針２（１）新たな住宅セーフティネット制度の活用を

参照 

②公営住宅は地域特性や需要

に適切な管理戸数を確保 

2027(平成 39)年度の管理戸数を概ね810戸と設定し、計画的な建替、

改善、維持管理を実施していきます。 

・詳細は推進方針２（２）住宅セーフティネットとしての公営住宅の

整備を参照 

③ユニバーサルデザインの視

点に立った整備 

公営住宅の整備に当たっては、ユニバーサルデザインの視点に立っ

た住宅の整備を促進します。 

・詳細は推進方針１（２）公営住宅等における安全・安心な住環境づ

くりを参照 

④収入超過者や家賃滞納者へ

の対応を強化 

収入超過者に対して明け渡しの努力義務の周知や、滞納者に対して

家賃の納入を求めるなど滞納の早期解消を進めます。 

・詳細は推進方針２（２）住宅セーフティネットとしての公営住宅の

整備を参照 

⑤サービス付き高齢者向け住

宅 

サービス付き高齢者向け住宅等の供給が誘導されるよう国や道の制

度の周知及び情報提供等を進めます。 

・詳細は推進方針１（１）民間賃貸住宅における安全・安心な住環境

づくりを参照 

⑥役場の窓口で相談 住宅に関する様々な情報収集を行うとともに、住宅に関する町民の

様々な相談に応じる住宅相談窓口の充実を図ります。 

・詳細は推進方針４（２）住宅に関する情報提供、相談体制の充実を

参照 

⑦インターネットで閲覧 町のホームページで住情報誌を発行し、町民、町外居住者に住まい

に関する総合的な情報を提供していきます。 

・詳細は推進方針４（２）住宅に関する情報提供、相談体制の充実を

参照 

⑧入居者のバランスに配慮し

てミックスコミュニティを

形成 

今後の公営住宅等の整備に当たっては、多様な世帯が混在して生活

できるミックスコミュティを形成するよう、型別供給戸数のバランス

に配慮します。 

・詳細は推進方針１（２）公営住宅等における安全・安心な住環境づ

くりを参照 

⑨住み替えを促進しミスマッ

チの解消 

空き家が発生した場合に適切な規模の住宅に誘導できるよう、住み

替えが可能となる仕組みづくりに取り組みます。 

・詳細は推進方針１（２）公営住宅等における安全・安心な住環境づ

くりを参照 

 

c．各主体の役割 
・町民は、地域に暮らす高齢者及び障がい者並びに子育て世帯の負担や不安を理解し、地

域生活の支援に積極的に関わることが求められます。 

・住宅関連事業者等は、高齢者及び障がい者の入居を拒まない民間賃貸住宅や障がい者向

けグループホームなどに活用可能な空き家等に関する情報の集約、提供などが求められ

ます。 

・行政は、ユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅の整備を促進し、住み替え支援

の仕組みづくりや、住民のネットワークやコミュニティの形成を意識した住宅政策を展

開します。  
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（２）基本目標２ 誰もが良質な住宅を確保できる住まいづくり 
既存住宅や空き家を有効活用し、公民の適切な役割分担により、誰もが良質な住宅

を確保できる仕組みづくりを目指します。 

 

a．住生活の将来像（こんな将来像を目指します） 
 

地元事業者による良質な住宅の増加を目指します。 
・新築住宅においては、北海道と連携し①きた住まいるの理念や性能をスタンダード化

し、②地元事業者が建設するきた住まいる住宅の増加を目指します。 

・公営住宅、民間住宅ともに②地域材の活⽤を進め、地材地消の促進を目指します。 

・民間事業者が建設した住宅の③買取や借上制度の導入や効率的な老朽公営住宅の建替、

改善を目指します。 

 

 

様々な住情報提供の充実により、住宅の基本性能の向上を目指します。 
・役場のホームページに、④住宅に関する情報を掲載し、求める情報を容易に取得でき

るように環境づくりを目指します。 

・さらに詳しく知りたい人のために、⑤役場の相談窓口の充実を目指します。 

・インターネットの他にも、広報誌や講習会等で様々な情報を提供し、住民の住まいづ

くりに対する意識を高揚させ、⑥住宅の耐震化改修や高齢化対応、美しいまちなみづ

くりの推進を目指します。 

 

良質な空き家の有効活⽤と危険な空き家の解消を目指します。 
・⑦町内の空き家はデータベースに管理され、⑧適切に活⽤や危険空き家の解消が進む

環境づくりを目指します。 
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b．住宅施策の関わり 
①きた住まいる きた住まいるは、住宅の基本性能の確保や設計図書等の保管といった、

一定の要件を満たした良質な家づくりを行う住宅事業者を道が登録し、

その情報を消費者へわかりやすく表示する制度です。 

・詳細は推進方針３（２）住宅の基本性能の向上を参照 

②地域材の活用 

 

町営住宅等公共建築物の整備における木造化等を進めるともに、民間

住宅における地材地消を進めるため、地域材の活用に対する支援方策の

導入について検討します。 

・詳細は推進方針６（１）地域材の活用促進を参照 

③買取や借上制度の導入 町営住宅の建替に当たっては、効率的に進めるため、これまでの直接

建設方式のみならず、民活型手法の導入について検討します。 

・詳細は推進方針２（２）住宅セーフティネットとしての公営住宅の整

備を参照 

④住宅に関する情報 町のホームページで住情報誌を発行し、町民、町外居住者に住まいに

関する総合的な情報を提供していきます。 

・詳細は推進方針４（２）住宅に関する情報提供、相談体制の充実を参

照 

⑤役場の相談窓口の充実 住宅に関する様々な情報収集を行うとともに、住宅に関する町民の

様々な相談に応じる住宅相談窓口の充実を図ります。 

・詳細は推進方針４（２）住宅に関する情報提供、相談体制の充実を参

照 

⑥住宅の耐震化改修 耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震化を進めます。 

・詳細は推進方針３（１）住宅の耐震化の促進を参照 

⑦町内の空き家はデータベ

ースに管理 

空き家実態調査を実施し、町内の空き家数や所有者の意向把握等を行

うとともに、そうした情報のデータベース化を図ります。 

・詳細は推進方針４（１）空き家等の活用・適正管理の推進を参照 

⑧適切に活用や危険空き家

の解消 

空き家実態調査を実施し、その結果を基に、空き家に対する取り組み

を検討します。 

・詳細は推進方針４（１）空き家等の活用・適正管理の推進を参照 

 

c．各主体の役割 
・町民は、北国らしい住まいづくりの担い手であることを意識し、これからの住まいづく

りへ積極的に関わることが求められます。 

・住宅関連事業者等は、きた住まいる住宅の供給による良質な住宅ストックの形成や既存

住宅の改善における合理的・効率的な工法の導入のための技術力の向上などが求められ

ます。 

・行政は、公営住宅の老朽住宅の更新、住宅関連情報の提供と住宅相談に対応する体制づ

くりとともに、空き家に関する調査・データベース化を実施し、有効活用や撤去に関す

る取り組みを進めます。 
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（３）基本目標３ 豊かな自然環境・美しい景観と調和する住まいづくり 
自然と歴史を感じる緑園都市の創造により、豊かな自然環境、美しい景観に調和す

る住まいづくりを目指します。 

 

a．住生活の将来像（こんな将来像を目指します） 
 

自然と歴史が⼤切にされたコンパクトな市街地の形成を目指します。 
・中心市街地において、住宅のほか商店や事務所等が立地している、またはそのような

状況が今後予測される地域に配置し、都市の活性化及び地域の利便性を確保するとと

もに良好な住環境の保全が図られた①まちなか居住の促進を目指します。 

・専用住宅地は、主に低層住宅及び中高層の住宅が集積している、または集積すること

が予測される地域に配置し、良好な住環境の保全を図りながら②居住⽔準の高い住宅
地の形成を目指します。 

・今後の公営住宅の整備については、③まちなか居住推進ゾーン内における高度利⽤化、
まちなか居住推進ゾーン外における集約化等を進め、よりコンパクトで利便性の高い

住環境の形成を目指します。 

・公営住宅、民間住宅ともに④地域材の活⽤を進め、中標津町景観計画に基づく景観と

の調和、地材地消の促進を目指します。 

 

お試し暮らし等による移住・定住促進を目指します。 
・⑤インターネットでの情報提供の充実、⑥⺠間が窓口となり主導するお試し暮らしを

推進し、中標津町の豊かな自然環境や美しい景観に惹かれ、移住する人の増加を目指

します。 
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b．住宅施策の関わり 
①まちなか居住の促進 本町の住宅市街地づくりについては、中標津町都市計画マ

スタープランに基づき、計画的な規制・誘導を進めていきま

す。 

・詳細は推進方針５（１）まちなか居住の推進及び（２）コ

ンパクトな住宅地の形成を参照 

②居住水準の高い住宅地の形成 ｢中標津町都市計画マスタープラン｣においては、市街地周

辺の豊かな自然環境や生産性の高い農地を守り、低炭素社会

の構築に貢献すべくコンパクトで機能的・効率的な市街地の

形成を目指すとしています。 

・詳細は推進方針５（１）まちなか居住の推進及び（２）コ

ンパクトな住宅地の形成を参照 

③まちなか居住推進ゾーン内における

高度利用化、まちなか居住推進ゾーン

外における集約化等 

 

2007（平成 19）年度策定の前回住生活基本計画では、本町

のまちなかのうち、概ね、商業地域及び第 2 種住居地域の範

囲を｢まちなか居住推進ゾーン｣と設定しており、今後も公営

住宅整備におけるまちなか居住推進ゾーンへの誘導を進め

ます。 

・詳細は推進方針５（１）まちなか居住の推進及び（２）コ

ンパクトな住宅地の形成を参照 

④地域材の活用 町営住宅等公共建築物の整備における木造化等を進める

ともに、民間住宅における地材地消を進めるため、地域材の

活用に対する支援方策の導入について検討します。 

・詳細は推進方針６（１）地域材の活用促進を参照 

⑤インターネットでの情報提供の充実 町のホームページで住情報誌を発行し、町民、町外居住者

に住まいに関する総合的な情報を提供していきます。 

・詳細は推進方針４（２）住宅に関する情報提供、相談体制

の充実を参照 

⑥民間が窓口となり主導するお試し暮

らし 

観光協会に「移住・長期滞在サポート業務」として事業委

託し、お試し暮らし用の住宅を用意しています。 

・詳細は推進方針６（２）移住・定住の促進を参照 

 

c．各主体の役割 
・町民は、中心市街地や郊外計画住宅が有する利便性や安全で安心な住環境を積極的に評

価することが求められます。 

・住宅関連事業者等は、市街地中心部においては、低未利用地の活用や老朽化した集合住

宅の建替の促進等が求められます。 

・行政は、保健福祉、商業、都市計画・まちづくり等の施策と連携した「まちなか居住」

の推進を目指し、周辺の自然環境や景観との調和を重視した、計画的な住宅地の開発を

誘導します。 
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７章 住宅施策の推進方針 

課題  理念  目標  展開方向  施策の方向性 具体的な施策 

          

⑤安心して子育てできる住

宅・住環境の整備 

 

⑥高齢者向け住宅の整備 

 

⑩適正な管理戸数、地域バラ

ンスの設定 

 

⑪耐用年数を経過するスト

ックの解消 

 

⑫長期的に活用するストッ

ク（準耐火構造、耐火構造）

の適切な維持管理 

 

⑬高齢者対策、子育て支援対

策 

 

 

い
き
い
き
住
環
境 

な
か
し
べ
つ 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 誰もが安全・安

心に暮らせる住まいづくり 

 

 

 

 

 

 

 

推進方針１ 

子どもから高齢者・障がい者

まで安全・安心に暮らせる住

まいづくり 

 

 

（１）民間賃貸住宅における安

全・安心な住環境づくり 

・サービス付き高齢者向け住宅の普及 

 

（２）公営住宅等における安全・

安心な住環境づくり 

・住宅におけるユニバーサルデザインの普及 

・障がい者の町営住宅への入居の対応 

・町営住宅における子育て世帯優先入居 

・入居世帯のミックスコミュニティの形成 

・入居者のミスマッチ解消のための住み替えの仕組みづくり 

     

 推進方針２ 

住宅の確保に特に配慮を要

する者の居住の安定の確保 

 

 

（１）新たな住宅セーフティネッ

ト制度の活用 
・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の入居促進 

・新たな住宅セーフティネット制度を活用した登録住宅の改修や入居者への経済

的支援の検討 

（２）住宅セーフティネットとし

ての公営住宅の整備 

・老朽住宅の計画的な更新 

・既存住宅の長期的な活用 

・公営住宅の買取・借上制度導入の検討 

・地域優良賃貸住宅制度導入の検討 

・特定公共賃貸住宅の用途変更の検討 

・真に住宅に困窮する世帯への住宅供給の推進 

         

 

⑦多様な住宅の供給 

 

⑧空き家対策 

 

⑨既存住宅の耐震性・性能向

上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 誰もが良質な

住宅を確保できる住まいづ

くり 

 

 

 

 

 

推進方針３ 

良質な民間住宅の形成 

 

 

（１）住宅の耐震化の促進 ・耐震改修の促進を図るための支援や環境整備 

・住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の普及 

・耐震診断・改修等に係わる相談窓口の設置 

・耐震診断・改修を担う人材の技術力向上 

（２）住宅の基本性能の向上 ・きた住まいる制度の普及 

・住宅リフォームの推進 

・長期優良住宅の制度の普及 

・低炭素建築物の制度の普及 

     

 推進方針４ 

空き家等、住宅に関する情報

提供、相談体制の仕組みづく

り 

 

 

（１）空き家等の活用・適正管理

の推進 

・空き家実態調査の実施、空き家データベースの作成 

・空き家施策の検討 

（２）住宅に関する情報提供、相

談体制の充実 

・総合的な住宅関連情報の提供 

・相談窓口、相談体制の充実 

         

 

①まちなか住宅の整備促進

と誘導 

 

②自然環境に対応した良質

な住宅の普及 

 

③優良カラマツ材等の利用

促進 

 

④移住・定住対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３ 豊かな自然環

境・美しい景観と調和する住

まいづくり 

 

 

推進方針５ 

コンパクトな住環境の形成 

 

 

（１）まちなか居住の推進 ・まちなか居住の誘導 

・公営住宅整備におけるまちなか居住推進ゾーンへの誘導 

（２）コンパクトな住宅地の形成 ・都市計画マスタープランに基づく土地利用の規制・誘導 

・立地適正化計画の策定 

     

 推進方針６ 

豊かな自然や美しい景観と

調和する住まいづくり 

 

 

（１）地域材の活用促進 ・優良カラマツ材の地材地消を図るための利用促進 

・町営住宅等公共建築物における木造化、内装等の木質化、木質家具の導入の推

進 

・民間住宅における地域材活用に対する支援方策導入の検討 

・技術者の育成、確保による担い手不足の解消 

（２）移住・定住の促進 ・移住体験「お試し暮らし」などの推進 

・地域おこし協力隊制度を活用した移住定住活動の促進 

・中標津町紹介ムービーなどによるＰＲ促進 

 



 １
 

（１）
 

少子高齢化が進行する中、高齢者・障がい者向け住宅の整備や安心して子育てできる

住宅・住環境の整備が求められています。

2017

として登録されて

 

施策の方向性
○今後もサービス付き高齢者向け住宅や

○

・サービス付き高

 

 

共管の「高齢者の居住の安定確保

に関する法律」（高齢者住まい法）

改正に伴い、高齢者住宅の新たな

枠組みとして「サービス付き高齢

者向け住宅」の登録制度を創設し

た。「サービス付き高齢者住宅」

は、現在同法により規定されてい

る高齢者円滑入居賃貸住宅（高円

賃）、高齢者専用賃貸住宅（高専

賃）、高齢者向け優良賃貸住宅（高

優賃）、そして老人福祉法で規定

する有料老人ホームを発展的に

統合した高齢者住宅の

組みで、種別を一本化すること

で、多種多様でわかりづらい高齢

者住宅の定義を簡素化している。

 

■（参考）サービス付き高齢者向け住宅の創設

 子どもから高齢者・障がい者まで安全・安心に暮らせる住まいづくり

（１）⺠間賃貸住宅における安全・安心な住環境づくり
 

少子高齢化が進行する中、高齢者・障がい者向け住宅の整備や安心して子育てできる

住宅・住環境の整備が求められています。

2017（平成

として登録されて

施策の方向性
○今後もサービス付き高齢者向け住宅や

国や道の制度の周知及び情報提供等を進めるとともに、ニーズに応じて適切に供給

される環境の確保に努めます。

○サービス付き高齢者向け住宅等

福祉法に基づき、道と連携を図りながら適切な指導監督に努めます。

サービス付き高

国土交通省は、厚生労働省と

共管の「高齢者の居住の安定確保

に関する法律」（高齢者住まい法）

改正に伴い、高齢者住宅の新たな

枠組みとして「サービス付き高齢

者向け住宅」の登録制度を創設し

た。「サービス付き高齢者住宅」

は、現在同法により規定されてい

る高齢者円滑入居賃貸住宅（高円

賃）、高齢者専用賃貸住宅（高専

賃）、高齢者向け優良賃貸住宅（高

優賃）、そして老人福祉法で規定

する有料老人ホームを発展的に

統合した高齢者住宅の

組みで、種別を一本化すること

で、多種多様でわかりづらい高齢

者住宅の定義を簡素化している。

 

（参考）サービス付き高齢者向け住宅の創設

子どもから高齢者・障がい者まで安全・安心に暮らせる住まいづくり

⺠間賃貸住宅における安全・安心な住環境づくり

少子高齢化が進行する中、高齢者・障がい者向け住宅の整備や安心して子育てできる

住宅・住環境の整備が求められています。

平成 29 年）現在、

として登録されており、今後も需要に応じた適切な供給が求められています

施策の方向性 
○今後もサービス付き高齢者向け住宅や

国や道の制度の周知及び情報提供等を進めるとともに、ニーズに応じて適切に供給

される環境の確保に努めます。

サービス付き高齢者向け住宅等

福祉法に基づき、道と連携を図りながら適切な指導監督に努めます。

サービス付き高齢者向け住宅の普及

国土交通省は、厚生労働省と

共管の「高齢者の居住の安定確保

に関する法律」（高齢者住まい法）

改正に伴い、高齢者住宅の新たな

枠組みとして「サービス付き高齢

者向け住宅」の登録制度を創設し

た。「サービス付き高齢者住宅」

は、現在同法により規定されてい

る高齢者円滑入居賃貸住宅（高円

賃）、高齢者専用賃貸住宅（高専

賃）、高齢者向け優良賃貸住宅（高

優賃）、そして老人福祉法で規定

する有料老人ホームを発展的に

統合した高齢者住宅の新しい枠

組みで、種別を一本化すること

で、多種多様でわかりづらい高齢

者住宅の定義を簡素化している。

 

（参考）サービス付き高齢者向け住宅の創設

子どもから高齢者・障がい者まで安全・安心に暮らせる住まいづくり

⺠間賃貸住宅における安全・安心な住環境づくり

少子高齢化が進行する中、高齢者・障がい者向け住宅の整備や安心して子育てできる

住宅・住環境の整備が求められています。

現在、本町においては、１棟

おり、今後も需要に応じた適切な供給が求められています

○今後もサービス付き高齢者向け住宅や

国や道の制度の周知及び情報提供等を進めるとともに、ニーズに応じて適切に供給

される環境の確保に努めます。 

サービス付き高齢者向け住宅等

福祉法に基づき、道と連携を図りながら適切な指導監督に努めます。

具体的な施策

齢者向け住宅の普及

国土交通省は、厚生労働省と

共管の「高齢者の居住の安定確保

に関する法律」（高齢者住まい法）

改正に伴い、高齢者住宅の新たな

枠組みとして「サービス付き高齢

者向け住宅」の登録制度を創設し

た。「サービス付き高齢者住宅」

は、現在同法により規定されてい

る高齢者円滑入居賃貸住宅（高円

賃）、高齢者専用賃貸住宅（高専

賃）、高齢者向け優良賃貸住宅（高

優賃）、そして老人福祉法で規定

する有料老人ホームを発展的に

新しい枠

組みで、種別を一本化すること

で、多種多様でわかりづらい高齢

者住宅の定義を簡素化している。 

  

（参考）サービス付き高齢者向け住宅の創設
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子どもから高齢者・障がい者まで安全・安心に暮らせる住まいづくり

⺠間賃貸住宅における安全・安心な住環境づくり

少子高齢化が進行する中、高齢者・障がい者向け住宅の整備や安心して子育てできる

住宅・住環境の整備が求められています。 

町においては、１棟

おり、今後も需要に応じた適切な供給が求められています

○今後もサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等の供給が誘導されるよう

国や道の制度の周知及び情報提供等を進めるとともに、ニーズに応じて適切に供給

 

サービス付き高齢者向け住宅等に高齢者が安心して暮らすことができるよう老人

福祉法に基づき、道と連携を図りながら適切な指導監督に努めます。

具体的な施策 

齢者向け住宅の普及 

（参考）サービス付き高齢者向け住宅の創設 

子どもから高齢者・障がい者まで安全・安心に暮らせる住まいづくり

⺠間賃貸住宅における安全・安心な住環境づくり 

少子高齢化が進行する中、高齢者・障がい者向け住宅の整備や安心して子育てできる

町においては、１棟 54 戸がサービス付き高齢者向け住宅

おり、今後も需要に応じた適切な供給が求められています

有料老人ホーム等の供給が誘導されるよう

国や道の制度の周知及び情報提供等を進めるとともに、ニーズに応じて適切に供給

高齢者が安心して暮らすことができるよう老人

福祉法に基づき、道と連携を図りながら適切な指導監督に努めます。

子どもから高齢者・障がい者まで安全・安心に暮らせる住まいづくり

少子高齢化が進行する中、高齢者・障がい者向け住宅の整備や安心して子育てできる

戸がサービス付き高齢者向け住宅

おり、今後も需要に応じた適切な供給が求められています

有料老人ホーム等の供給が誘導されるよう

国や道の制度の周知及び情報提供等を進めるとともに、ニーズに応じて適切に供給

高齢者が安心して暮らすことができるよう老人

福祉法に基づき、道と連携を図りながら適切な指導監督に努めます。

介護保険課（介護保険係）

介護保険課（介護支援係）

福祉課（福祉支援係）

子どもから高齢者・障がい者まで安全・安心に暮らせる住まいづくり

少子高齢化が進行する中、高齢者・障がい者向け住宅の整備や安心して子育てできる

戸がサービス付き高齢者向け住宅

おり、今後も需要に応じた適切な供給が求められています。 

有料老人ホーム等の供給が誘導されるよう

国や道の制度の周知及び情報提供等を進めるとともに、ニーズに応じて適切に供給

高齢者が安心して暮らすことができるよう老人

福祉法に基づき、道と連携を図りながら適切な指導監督に努めます。 

担当課 

介護保険課（介護保険係）

介護保険課（介護支援係）

福祉課（福祉支援係）

子どもから高齢者・障がい者まで安全・安心に暮らせる住まいづくり 

少子高齢化が進行する中、高齢者・障がい者向け住宅の整備や安心して子育てできる

戸がサービス付き高齢者向け住宅

有料老人ホーム等の供給が誘導されるよう

国や道の制度の周知及び情報提供等を進めるとともに、ニーズに応じて適切に供給

高齢者が安心して暮らすことができるよう老人

 

介護保険課（介護保険係） 

介護保険課（介護支援係） 

福祉課（福祉支援係） 
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（２）公営住宅等における安全・安心な住環境づくり 
 

本町では、一般世帯とは別に高齢世帯、障がい者世帯、母子家庭世帯に限定して入居

募集を行う公営住宅（特定目的住宅）を供給しています。 

今後の公営住宅の整備に当たっては、誰もが安心して暮らせる環境整備のため、ユニ

バーサルデザインの視点に立った住宅づくりが必要であるとともに、地域事情に応じた

入居への配慮が求められます。 

 

施策の方向性 
○公営住宅の整備に当たっては、旭ふれあい団地、旭第２団地において、誰もが生活

しやすいユニバーサルデザインを採用した住宅を整備していますが、今後も引き続

き、ユニバーサルデザインの視点に立った住宅の整備を促進し、誰もが安心して暮

らせる住まいを提供します。 

〇今後の公営住宅等の整備に当たっては、特定階層を集めるのではなく、多様な世帯

が混在して生活できるミックスコミュティを形成するよう、１ＬＤＫ、２ＬＤＫ、

３ＬＤＫ等の型別供給戸数のバランスに配慮します。 

〇入居後の人員の変動により広さと世帯人員のミスマッチが発生している状況があ

り、空き家が発生した場合に適切な規模の住宅に誘導できるよう、住み替えが可能

となる仕組みづくりに取り組みます。 

具体的な施策 担当課 

・住宅におけるユニバーサルデザインの普及 都市住宅課（住宅係） 

都市住宅課（建築指導係） ・障がい者の町営住宅への入居の対応 

・町営住宅における子育て世帯優先入居 

・入居世帯のミックスコミュニティの形成 

・入居者のミスマッチ解消のための住み替えの仕組みづくり 
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高齢者が自立した生活を営めるよう、あずまグリーン団地、宮下団地を合わせて 34 戸の高齢者向け住宅

が確保され、また、建替えられた泉団地、西町団地においては、緊急時の通報設備やバリアフリー化によ

り高齢者にも対応したものとなっています。 

北海道では、2005（平成 17）年１月に｢ユニバーサルデザインの視点に立った公営住宅整備の手引き｣を

策定しており、ユニバーサルデザインの普及に取り組んでいます。本町においても、北海道の手引きを参

酌し、町営住宅旭ふれあい団地、旭第２団地はこれに基づく整備を行っています。 

また、現在、西町団地、あずまグリーン団地において、車いす対応住戸を供給、旭ふれあい団地、旭第

２団地においては、車いす使用者も生活しやすいユニバーサルデザインを採用した住宅を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：社会資本整備審議会住宅宅地分科会資料  

■ユニバーサルデザインに配慮した公営住宅の整備 

■（参考）公営住宅における親子同居・近居に係る優先入居の例 

写真は旭第２団地 



 ２
 

（１）
 

国は、

賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設したところです。

当制度は、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支

ともに、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動へ

の支援を行うものです。

本町においても、新たな制度を活用し、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

定の確保を図るための検討が必要です。

 

施策の方向性
○

・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の入居促進

・新たな住宅セーフティネット制度を活用した登録住宅の改修

や入居者への経済的支援

 

 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

（１）新たな住宅セーフティネット制度の活⽤
 

国は、高齢者世帯

賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設したところです。

当制度は、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支

ともに、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動へ

の支援を行うものです。

本町においても、新たな制度を活用し、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

定の確保を図るための検討が必要です。

施策の方向性
○今後、新たな住宅セーフティネット

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助制度など、支援方策を検

討します。

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の入居促進

・新たな住宅セーフティネット制度を活用した登録住宅の改修

や入居者への経済的支援

 

住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

新たな住宅セーフティネット制度の活⽤

高齢者世帯や子育て世帯などの住宅確保要配慮者の需要に対応するため、民間

賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設したところです。

当制度は、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支

ともに、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動へ

の支援を行うものです。 

本町においても、新たな制度を活用し、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

定の確保を図るための検討が必要です。

施策の方向性 
新たな住宅セーフティネット

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助制度など、支援方策を検

討します。 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の入居促進

・新たな住宅セーフティネット制度を活用した登録住宅の改修

や入居者への経済的支援

 

住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

新たな住宅セーフティネット制度の活⽤

子育て世帯などの住宅確保要配慮者の需要に対応するため、民間

賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設したところです。

当制度は、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支

ともに、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動へ

 

本町においても、新たな制度を活用し、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

定の確保を図るための検討が必要です。

新たな住宅セーフティネット

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助制度など、支援方策を検

具体的な施策

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の入居促進

・新たな住宅セーフティネット制度を活用した登録住宅の改修

や入居者への経済的支援の検討 
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住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

新たな住宅セーフティネット制度の活⽤ 

子育て世帯などの住宅確保要配慮者の需要に対応するため、民間

賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設したところです。

当制度は、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支

ともに、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動へ

本町においても、新たな制度を活用し、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

定の確保を図るための検討が必要です。 

新たな住宅セーフティネット制度を活用し、

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助制度など、支援方策を検

具体的な施策 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅の入居促進 

・新たな住宅セーフティネット制度を活用した登録住宅の改修

住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

子育て世帯などの住宅確保要配慮者の需要に対応するため、民間

賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設したところです。

当制度は、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支

ともに、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動へ

本町においても、新たな制度を活用し、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

制度を活用し、高齢者世帯や

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助制度など、支援方策を検

 

・新たな住宅セーフティネット制度を活用した登録住宅の改修

住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保         

子育て世帯などの住宅確保要配慮者の需要に対応するため、民間

賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設したところです。

当制度は、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支

ともに、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動へ

本町においても、新たな制度を活用し、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

高齢者世帯や子育て世帯などの

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助制度など、支援方策を検

子育て支援室（子育て支

援管理係）

介護保険課（介護支援係）

福祉課（福祉支援係）

都市住宅課（住宅係）

・新たな住宅セーフティネット制度を活用した登録住宅の改修

         

子育て世帯などの住宅確保要配慮者の需要に対応するため、民間

賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設したところです。

当制度は、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等への支援を行うと

ともに、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動へ

本町においても、新たな制度を活用し、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

子育て世帯などの

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助制度など、支援方策を検

担当課 

子育て支援室（子育て支

援管理係） 

護保険課（介護支援係）

福祉課（福祉支援係）

都市住宅課（住宅係）

          

子育て世帯などの住宅確保要配慮者の需要に対応するため、民間

賃貸住宅や空き家を活用した新たな住宅セーフティネット制度を創設したところです。

援を行うと

ともに、居住支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動へ

本町においても、新たな制度を活用し、住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安

子育て世帯などの

住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助制度など、支援方策を検

 

子育て支援室（子育て支

護保険課（介護支援係） 

福祉課（福祉支援係） 

都市住宅課（住宅係） 
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国では、「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」（いわゆる住宅セーフティ

ネット法）に基づき、高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯、被災者世帯、低所得世帯、外国人世帯な

どの住宅確保要配慮者の居住確保に向けて、民間賃貸や空き家を活用した賃貸住宅として都道府県に登録

する新たな住宅セーフティネット制度を 2017（平成 29）年２月に閣議決定、４月に法律を成立させました。 

この制度では、住宅確保要配慮者向けの住宅の改修や入居者負担の軽減等の支援を行うとともに、居住

支援協議会等による住宅確保要配慮者の円滑な入居等を図るための活動などを行うことが規定されていま

す。 

新たな住宅セーフティネット制度のイメージ 

 

 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円

滑な入居の促進等を図るために、地方公共団

体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携

して、居住支援協議会を設立することができ

ます。 

居住支援活動の充実のため、特に市町村が

居住支援協議会に参画することが重要とされ

ており、政令指定都市・中核都市は、できる

限り自ら居住支援協議会を設立し、自ら設立

することが難しい市町村は、都道府県居住支

援協議会の構成員となることが望ましいとさ

れています。2017（平成 29）年度現在、道内

の町村部では本別町が居住支援協議会を設立

しています。 

  

■（参考）新たな住宅セーフティネット制度の全体像 

■（参考）市町村の居住支援協議会への参画について 
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（２）住宅セーフティネットとしての公営住宅の整備 
 

本町では、2017（平成 29）年度現在、738 戸の町営住宅を管理しています（道営を合

わせると 863 戸）。2017（平成 29）年度の段階で 228 戸（31％）が既に耐用年数を経過

しており、老朽化した住宅の適切な建替えや修繕の実施が課題となっています。 

公営住宅は公費を投入して建設され、その特性である家賃の低廉さも公費により補填

されています。公営住宅法において入居者は収入基準以下であることが求められていま

すが、社会的公平の観点からや受益者負担の原則からみても、その家賃は適正に支払わ

なければなりません。また、空き家がほとんど無い状況を踏まえ、民間賃貸住宅に居住

することが可能な収入超過者、家賃滞納者等に対する適切な対応が必要となっています。 

 

施策の方向性 
○2027（平成 39）年度の管理戸数を概ね 810 戸（道営含む）と設定し、「公営住宅等

長寿命化計画」に基づき、計画的な建替、改善、維持管理を実施していきます。 

○公営住宅全体の質の向上を図るため、バリアフリー化はもちろん、ユニバーサルデ

ザイン化、地場産材の活用等に取り組んでいきます。 

○「ストック重視」の基本的視点のもと、既存住宅について計画的な個別改善、修繕

実施や適切な維持管理を行い、長期的な活用に取り組んでいきます。 

○町営住宅の建替に当たっては、効率的に進めるため、これまでの直接建設方式のみ

ならず、買取・借上方式、ＰＦＩ型借上方式等、民活型手法の導入について検討し

ます。 

○民間賃貸住宅の動向を勘案しながら長期的な視野に立ち、地域優良賃貸住宅制度の

活用を検討します。 

○西町団地は、特定公共賃貸住宅の入居率が低く、一部の特定公共賃貸住宅を用途廃

止し、新たに公営住宅（準特優賃（公営型））として活用することとします。 

○きめの細かい入居者対応を心掛けるとともに、収入超過者に対して明け渡しの努力

義務の周知や、滞納者に対して家賃の納入を求めるなど滞納の早期解消を進めま

す。 

具体的な施策 担当課 

・老朽住宅の計画的な更新 都市住宅課（住宅係） 

都市住宅課（建築指導係） ・既存住宅の長期的な活用 

・公営住宅の買取・借上制度導入の検討 

・地域優良賃貸住宅制度導入の検討 

・特定公共賃貸住宅の用途変更の検討 

・真に住宅に困窮する世帯への住宅供給の推進 
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図 ７-1 近年整備された公営住宅団地 
 

 

旭第二団地 旭ふれあい団地 

 

  



 ３
 

（１）
 

本町の住宅の耐震化

の促進が求められています。

 

施策の方向性
○

〇住宅の「耐震改修工事」費用の一部を助成

〇旧耐震基準（

・耐震改修の促進を図るための支援や環境整備

・住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の普及

・耐震診断・改修等に係わる相談窓口の設置

・耐震診断・改修を担う人材の技術力向上

 

 

 

 良質な⺠間住宅の形成

（１）住宅の耐震化の促進

本町の住宅の耐震化

の促進が求められています。

施策の方向性
○本町における住宅及び多数利用

（平成 32

震化率 81.6

〇住宅の「耐震改修工事」費用の一部を助成

費補助制度」を

〇旧耐震基準（

却を行う所有者等を対象とした支援制度について検討します。

耐震改修の促進を図るための支援や環境整備

・住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の普及

・耐震診断・改修等に係わる相談窓口の設置

・耐震診断・改修を担う人材の技術力向上

 

良質な⺠間住宅の形成

住宅の耐震化の促進 

本町の住宅の耐震化率は、

の促進が求められています。

施策の方向性 
における住宅及び多数利用

32）年度までに少なくとも

81.6％、多数利用建築物

〇住宅の「耐震改修工事」費用の一部を助成

費補助制度」を 2008

〇旧耐震基準（1981（昭和

却を行う所有者等を対象とした支援制度について検討します。

耐震改修の促進を図るための支援や環境整備

・住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の普及

・耐震診断・改修等に係わる相談窓口の設置

・耐震診断・改修を担う人材の技術力向上

 

良質な⺠間住宅の形成                        

 

率は、2013（平成

の促進が求められています。 

における住宅及び多数利用建築物の耐震化の目標を、国・北海道に順じ

年度までに少なくとも

％、多数利用建築物

〇住宅の「耐震改修工事」費用の一部を助成

2008（平成 20）

昭和 56）年

却を行う所有者等を対象とした支援制度について検討します。

具体的な施策

耐震改修の促進を図るための支援や環境整備

・住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の普及

・耐震診断・改修等に係わる相談窓口の設置

・耐震診断・改修を担う人材の技術力向上
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平成 25）年度現在

建築物の耐震化の目標を、国・北海道に順じ

年度までに少なくとも 95％に設定することとします。（現況：住宅の耐

％、多数利用建築物 86.2％） 

〇住宅の「耐震改修工事」費用の一部を助成補助

）年 4 月より創設しており、今後も継続します。

年 5 月 31 日以前

却を行う所有者等を対象とした支援制度について検討します。

具体的な施策 

耐震改修の促進を図るための支援や環境整備 

・住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の普及

・耐震診断・改修等に係わる相談窓口の設置 

・耐震診断・改修を担う人材の技術力向上 

                        

年度現在 81.6

建築物の耐震化の目標を、国・北海道に順じ

％に設定することとします。（現況：住宅の耐

 

補助として「中標津町既存住宅耐震改修

月より創設しており、今後も継続します。

日以前）により建設された住宅・建物の除

却を行う所有者等を対象とした支援制度について検討します。

 

・住宅・建築物の地震防災対策に関する啓発・知識の普及 

                        

81.6％であり、さらなる耐震化

建築物の耐震化の目標を、国・北海道に順じ

％に設定することとします。（現況：住宅の耐

として「中標津町既存住宅耐震改修

月より創設しており、今後も継続します。

）により建設された住宅・建物の除

却を行う所有者等を対象とした支援制度について検討します。 

総務課（防災係）

都市住宅課（建築指導係） 

                        

％であり、さらなる耐震化

建築物の耐震化の目標を、国・北海道に順じ

％に設定することとします。（現況：住宅の耐

として「中標津町既存住宅耐震改修

月より創設しており、今後も継続します。

）により建設された住宅・建物の除

担当課 

総務課（防災係） 

都市住宅課（建築指導係）

                         

％であり、さらなる耐震化

建築物の耐震化の目標を、国・北海道に順じ 2020

％に設定することとします。（現況：住宅の耐

として「中標津町既存住宅耐震改修

月より創設しており、今後も継続します。 

）により建設された住宅・建物の除

 

 

都市住宅課（建築指導係） 
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（２）住宅の基本性能の向上 
 

本町では、良質な住宅が新設・建替えされることにより、町民が将来に渡り安全安心

に暮らせるよう、北方型住宅や住宅性能表示制度等住宅品質の確保に関する窓口でのパ

ンフレットの配布などで情報の提供に努めてきましたが、今後も引き続き、さらなる住

宅の基本性能の向上に向けた取り組みが求められています。 

 

施策の方向性 
○良質な住宅ストックの形成を目指すため、住宅性能表示制度のほか、北海道のきた

住まいる制度について、窓口でのパンフレット配布などで制度紹介等の情報発信を

進め、質の高い住宅の普及に取り組みます。 

○道では、既存住宅の性能や、居住者の状況に応じてどのような改修を行っていけば

よいかを考える手助けとして｢住宅の性能向上リフォームマニュアル｣を発行して

おり、住宅リフォーム推進のため、マニュアルの普及を図ります。 

○良質で長持ちする住宅の建設を促進するため長期優良住宅制度の普及を図ります。 

○環境にやさしい住宅の建設を促進するため低炭素建築物の制度の普及を図ります。 

具体的な施策 担当課 

・きた住まいるの制度の普及 都市住宅課（建築指導係） 

・住宅リフォームの推進 

・長期優良住宅の制度の普及 

・低炭素建築物の制度の普及 
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道民が良質な住宅を安心して取得し、維持管理できる環境づくりを目指し、住宅の基本性能の確保や設

計図書等の保管といった、一定の要件を満たした良質な家づくりを行う住宅事業者（きた住まいるメンバ

ー）を道が登録し、その情報を消費者へわかりやすく表示する制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心で良質な家づくりに向け、住宅取得のための事業者選びから、維持管理、将来のリフォームや住み

替えまでの一連の流れの中で、「きた住まいる」制度を活用することができます。 

 

 

■（参考）きた住まいる制度の仕組み 



 

にわたり良

います。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画

（長期優良住宅建築等計画）を作成し、所管行政庁（小規模な建物（４号建築物）は中標津町、それ以外

は北海道）へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けること

ができます。

 

促進に関する法律（平成

号）第

管行政庁（

は中標津町、それ以外は北海道）に認め

られた建築物をいいます。低炭素建築物

の新築等をしようとする方は、当該建築

物の新築等に関する計画（低炭素建築物

新築等計画）を作成し、所管行政庁（小

規模な建物（４号建築物）は中標津町、

それ以外は北海道）へ認定を申請するこ

とができます。なお、計画の認定を受け

た建築物には、国が定めた支援制度等を

受けることができます

■（参考）

■（参考）低炭素建築物の制度概要

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをい

います。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画

（長期優良住宅建築等計画）を作成し、所管行政庁（小規模な建物（４号建築物）は中標津町、それ以外

は北海道）へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けること

ができます。 

 

 

低炭素建築物とは、都市の低炭素化の

促進に関する法律（平成

号）第 54 条第

管行政庁（小規模な建物（４号建築物）

は中標津町、それ以外は北海道）に認め

られた建築物をいいます。低炭素建築物

の新築等をしようとする方は、当該建築

物の新築等に関する計画（低炭素建築物

新築等計画）を作成し、所管行政庁（小

規模な建物（４号建築物）は中標津町、

それ以外は北海道）へ認定を申請するこ

とができます。なお、計画の認定を受け

た建築物には、国が定めた支援制度等を

受けることができます

■（参考）長期優良住宅の制度概要

■（参考）低炭素建築物の制度概要

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをい

います。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画

（長期優良住宅建築等計画）を作成し、所管行政庁（小規模な建物（４号建築物）は中標津町、それ以外

は北海道）へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けること

 

低炭素建築物とは、都市の低炭素化の

促進に関する法律（平成 24

条第 1 項の基準に適合すると所

小規模な建物（４号建築物）

は中標津町、それ以外は北海道）に認め

られた建築物をいいます。低炭素建築物

の新築等をしようとする方は、当該建築

物の新築等に関する計画（低炭素建築物

新築等計画）を作成し、所管行政庁（小

規模な建物（４号建築物）は中標津町、

それ以外は北海道）へ認定を申請するこ

とができます。なお、計画の認定を受け

た建築物には、国が定めた支援制度等を

受けることができます。 

長期優良住宅の制度概要

■（参考）低炭素建築物の制度概要

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをい

います。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画

（長期優良住宅建築等計画）を作成し、所管行政庁（小規模な建物（４号建築物）は中標津町、それ以外

は北海道）へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けること

低炭素建築物とは、都市の低炭素化の

24 年法律第 84

項の基準に適合すると所

小規模な建物（４号建築物）

は中標津町、それ以外は北海道）に認め

られた建築物をいいます。低炭素建築物

の新築等をしようとする方は、当該建築

物の新築等に関する計画（低炭素建築物

新築等計画）を作成し、所管行政庁（小

規模な建物（４号建築物）は中標津町、

それ以外は北海道）へ認定を申請するこ

とができます。なお、計画の認定を受け

た建築物には、国が定めた支援制度等を

長期優良住宅の制度概要

■（参考）低炭素建築物の制度概要
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長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをい

います。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画

（長期優良住宅建築等計画）を作成し、所管行政庁（小規模な建物（４号建築物）は中標津町、それ以外

は北海道）へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けること

低炭素建築物とは、都市の低炭素化の

84

項の基準に適合すると所

小規模な建物（４号建築物）

は中標津町、それ以外は北海道）に認め

られた建築物をいいます。低炭素建築物

の新築等をしようとする方は、当該建築

物の新築等に関する計画（低炭素建築物

新築等計画）を作成し、所管行政庁（小

規模な建物（４号建築物）は中標津町、

それ以外は北海道）へ認定を申請するこ

とができます。なお、計画の認定を受け

た建築物には、国が定めた支援制度等を

長期優良住宅の制度概要 

■（参考）低炭素建築物の制度概要 

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをい

います。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画

（長期優良住宅建築等計画）を作成し、所管行政庁（小規模な建物（４号建築物）は中標津町、それ以外

は北海道）へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けること

長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第

好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをい

います。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画

（長期優良住宅建築等計画）を作成し、所管行政庁（小規模な建物（４号建築物）は中標津町、それ以外

は北海道）へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けること

年法律第 87 号）が定める、長期

好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをい

います。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画

（長期優良住宅建築等計画）を作成し、所管行政庁（小規模な建物（４号建築物）は中標津町、それ以外

は北海道）へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けること

号）が定める、長期

好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをい

います。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画

（長期優良住宅建築等計画）を作成し、所管行政庁（小規模な建物（４号建築物）は中標津町、それ以外

は北海道）へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けること



 ４
 

（１）
 

近年、人口減少や既存住宅

が増加しており、空き家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、

公衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

本

ものの、その内訳をみると市場に流通しておらず、別荘などの

されていないその他の住宅が６割強を占めており、

活用や適正管理に関する取り組みを進める必要があります。

 

施策の方向性
○空き家実態調査を実施し、町内の空き家数や所有者の意向把握

○

・空き家実態調査の実施

・空き家

 

 

 空き家等、住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

（１）空き家等の活⽤・適正管理の推進

近年、人口減少や既存住宅

が増加しており、空き家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、

公衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

本町においては

ものの、その内訳をみると市場に流通しておらず、別荘などの

されていないその他の住宅が６割強を占めており、

活用や適正管理に関する取り組みを進める必要があります。

施策の方向性
○空き家実態調査を実施し、町内の空き家数や所有者の意向把握

情報のデータベース化を図ります。

○実施調査を基に、空き家に対する取り組みを検討します

・空き家実態調査の実施

・空き家施策の

 

空き家等、住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

空き家等の活⽤・適正管理の推進

近年、人口減少や既存住宅

が増加しており、空き家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、

公衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

町においては 2013（平成

ものの、その内訳をみると市場に流通しておらず、別荘などの

されていないその他の住宅が６割強を占めており、

活用や適正管理に関する取り組みを進める必要があります。

施策の方向性 
○空き家実態調査を実施し、町内の空き家数や所有者の意向把握

情報のデータベース化を図ります。

実施調査を基に、空き家に対する取り組みを検討します

具体的な施策

・空き家実態調査の実施、空き家データベースの作成

施策の検討 

 

空き家等、住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

空き家等の活⽤・適正管理の推進

近年、人口減少や既存住宅の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化に伴い空き家

が増加しており、空き家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、

公衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

（平成 25 年）時点で

ものの、その内訳をみると市場に流通しておらず、別荘などの

されていないその他の住宅が６割強を占めており、

活用や適正管理に関する取り組みを進める必要があります。

○空き家実態調査を実施し、町内の空き家数や所有者の意向把握

情報のデータベース化を図ります。

実施調査を基に、空き家に対する取り組みを検討します

具体的な施策 

、空き家データベースの作成
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空き家等、住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

空き家等の活⽤・適正管理の推進 

の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化に伴い空き家

が増加しており、空き家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、

公衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

年）時点で空家率

ものの、その内訳をみると市場に流通しておらず、別荘などの

されていないその他の住宅が６割強を占めており、

活用や適正管理に関する取り組みを進める必要があります。

○空き家実態調査を実施し、町内の空き家数や所有者の意向把握

情報のデータベース化を図ります。 

実施調査を基に、空き家に対する取り組みを検討します

 

、空き家データベースの作成

空き家等、住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化に伴い空き家

が増加しており、空き家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、

公衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

空家率 9.4％と全道平均の

ものの、その内訳をみると市場に流通しておらず、別荘などの

されていないその他の住宅が６割強を占めており、今後、空き家等対策について、有効

活用や適正管理に関する取り組みを進める必要があります。

○空き家実態調査を実施し、町内の空き家数や所有者の意向把握

実施調査を基に、空き家に対する取り組みを検討します

、空き家データベースの作成 

空き家等、住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり

の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化に伴い空き家

が増加しており、空き家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、

公衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

％と全道平均の

ものの、その内訳をみると市場に流通しておらず、別荘などの 2 次的住宅としても活用

今後、空き家等対策について、有効

活用や適正管理に関する取り組みを進める必要があります。 

○空き家実態調査を実施し、町内の空き家数や所有者の意向把握等を行うとともに、

実施調査を基に、空き家に対する取り組みを検討します。 

総務課（防災係）

生活課（交通町民相談係）

生活課（環境衛生係）

都市住宅課（街づくり推進係）

空き家等、住宅に関する情報提供、相談体制の仕組みづくり       

の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化に伴い空き家

が増加しており、空き家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、

公衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。

％と全道平均の 14.1％より低い

次的住宅としても活用

今後、空き家等対策について、有効

等を行うとともに、

担当課 

総務課（防災係） 

生活課（交通町民相談係）

生活課（環境衛生係） 

都市住宅課（街づくり推進係）

        

の老朽化、住宅に対する社会的ニーズの変化に伴い空き家

が増加しており、空き家の中には、適切に管理されていないことにより、安全性の低下、

公衆衛生の悪化など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものがあります。 

％より低い

次的住宅としても活用

今後、空き家等対策について、有効

等を行うとともに、

生活課（交通町民相談係） 

 

都市住宅課（街づくり推進係） 
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（２）住宅に関する情報提供、相談体制の充実 
 

本町は、住まいに関する様々な分野での消費者の関心の高まり、住宅関連制度の多様
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施策の方向性 
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具体的な施策 担当課 

・総合的な住宅関連情報の提供 都市住宅課（建築指導係） 

・相談窓口、相談体制の充実 

 

図 ７-2 中標津町住宅情報誌（2015（平成 27）年度版） 
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図 ７-3 まちなか居住推進ゾーンの設定 
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（２）コンパクトな住宅地の形成 
 

｢中標津町都市計画マスタープラン｣では、中標津の将来都市像を｢環境首都 なかし

べつ｣と呼び、３つの基本目標と３段階からなる都市づくり構想（ミレニアムプラン、

夢実現化構想、総合計画連動構想）を定めています。当マスタープランにおいては、市

街地周辺の豊かな自然環境や生産性の高い農地を守り、低炭素社会の構築に貢献すべく

コンパクトで機能的・効率的な市街地の形成を目指すとしています。 

 

施策の方向性 

○本町の住宅市街地づくりについては、中標津町都市計画マスタープランに基づき、

計画的な規制・誘導を進めていきます。 

○中心市街地において、住宅のほか商店や事務所等が立地している、またはそのよう

な状況が今後予測される地域に配置し、都市の活性化及び地域の利便性を確保する

とともに良好な住環境の保全が図られたまちなか居住を促進します。低未利用地の

活用や老朽化した集合住宅の建替の促進等による都市型中層住宅の供給や業務施

設の整備を誘導します。 

○専用住宅地は、主に低層住宅及び中高層の住宅が集積している、または集積するこ

とが予測される地域に配置し、良好な住環境の保全を図りながら居住水準の高い住

宅地の形成を進めます。低未利用地の利用促進にあたっては、必要に応じて、道路、

下水道等の公共施設の整備や冠水対策など、良好な住環境の形成に向けた都市基盤

施設整備を進め、周辺環境や景観との調和を重視した宅地開発を誘導します。 

○公的住宅は、計画的な都市づくりへの寄与を図るよう、中心市街地をはじめとする

既成市街地での移転等建替や新規建設を進めます。 

○将来的に、立地適正化計画を策定し、居住誘導区域、都市機能誘導区域を定め、住

宅や都市機能施設の立地の誘導を図ります。 

具体的な施策 担当課 

・都市計画マスタープランに基づく土地利用の規制・誘導 都市住宅課（街づくり

推進係） ・立地適正化計画の策定 
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図 ７-4 都市計画マスタープランにおける位置づけ 
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町営住宅の整備に当たっては、これまで耐火構造を中心に整備を進めてきましたが、

2018

ます。

今後も、

備における木造化等を検討する必要

また、民間住宅における地材地消を進めるため、

入について検討します。

 

施策の方向性
○「中標津町地域材利用推進方針」に基づき、町が整備する公営住宅等について、低

・優良カラマツ材の地材地消を図るための利用促進

・町営住宅等公共建築物の整備における木造化、内装

化、木質家具の導入の推進

・民間住宅における地域材活用に対する支援方策導入の検討

・技術者の

 

 

 豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

（１）地域材の活⽤促進

町営住宅の整備に当たっては、これまで耐火構造を中心に整備を進めてきましたが、

2018（平成 30

ます。 

今後も、地域材の利用を拡大することが求められて

備における木造化等を検討する必要

また、民間住宅における地材地消を進めるため、

入について検討します。

 

施策の方向性
○「中標津町地域材利用推進方針」に基づき、町が整備する公営住宅等について、低

層住宅の木造化、中高層・低層にかかわらず内装等の木質化

分は木質化

・優良カラマツ材の地材地消を図るための利用促進

・町営住宅等公共建築物の整備における木造化、内装

化、木質家具の導入の推進

民間住宅における地域材活用に対する支援方策導入の検討

・技術者の育成、確保による担い手不足の解消

 

豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

地域材の活⽤促進 

町営住宅の整備に当たっては、これまで耐火構造を中心に整備を進めてきましたが、

30）年度着工の泉団地の

地域材の利用を拡大することが求められて

備における木造化等を検討する必要

また、民間住宅における地材地消を進めるため、

入について検討します。 

施策の方向性 
○「中標津町地域材利用推進方針」に基づき、町が整備する公営住宅等について、低

層住宅の木造化、中高層・低層にかかわらず内装等の木質化

分は木質化、又は使用する家具の地域材製品の導入を推進します。

・優良カラマツ材の地材地消を図るための利用促進

・町営住宅等公共建築物の整備における木造化、内装

化、木質家具の導入の推進

民間住宅における地域材活用に対する支援方策導入の検討

育成、確保による担い手不足の解消

 

豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

町営住宅の整備に当たっては、これまで耐火構造を中心に整備を進めてきましたが、

年度着工の泉団地の建替事業

地域材の利用を拡大することが求められて

備における木造化等を検討する必要があります

また、民間住宅における地材地消を進めるため、

 

○「中標津町地域材利用推進方針」に基づき、町が整備する公営住宅等について、低

層住宅の木造化、中高層・低層にかかわらず内装等の木質化

使用する家具の地域材製品の導入を推進します。

具体的な施策

・優良カラマツ材の地材地消を図るための利用促進

・町営住宅等公共建築物の整備における木造化、内装

化、木質家具の導入の推進 

民間住宅における地域材活用に対する支援方策導入の検討

育成、確保による担い手不足の解消
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豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

町営住宅の整備に当たっては、これまで耐火構造を中心に整備を進めてきましたが、

建替事業においては、

地域材の利用を拡大することが求められて

があります。

また、民間住宅における地材地消を進めるため、

○「中標津町地域材利用推進方針」に基づき、町が整備する公営住宅等について、低

層住宅の木造化、中高層・低層にかかわらず内装等の木質化

使用する家具の地域材製品の導入を推進します。

具体的な施策 

・優良カラマツ材の地材地消を図るための利用促進

・町営住宅等公共建築物の整備における木造化、内装

民間住宅における地域材活用に対する支援方策導入の検討

育成、確保による担い手不足の解消 

豊かな自然や美しい景観と調和する住まいづくり

町営住宅の整備に当たっては、これまで耐火構造を中心に整備を進めてきましたが、

においては、木造での整備が予定されてい

地域材の利用を拡大することが求められており、町営住宅

。 

また、民間住宅における地材地消を進めるため、地域材の活用に対する支援方策の導

○「中標津町地域材利用推進方針」に基づき、町が整備する公営住宅等について、低

層住宅の木造化、中高層・低層にかかわらず内装等の木質化

使用する家具の地域材製品の導入を推進します。

・優良カラマツ材の地材地消を図るための利用促進 

・町営住宅等公共建築物の整備における木造化、内装等の木質

民間住宅における地域材活用に対する支援方策導入の検討

 

            

町営住宅の整備に当たっては、これまで耐火構造を中心に整備を進めてきましたが、

木造での整備が予定されてい

おり、町営住宅等公共建築物

地域材の活用に対する支援方策の導

○「中標津町地域材利用推進方針」に基づき、町が整備する公営住宅等について、低

層住宅の木造化、中高層・低層にかかわらず内装等の木質化が適切と判断される部

使用する家具の地域材製品の導入を推進します。

農林課（林務係）

都市住宅課（建築指導係）等の木質

民間住宅における地域材活用に対する支援方策導入の検討 

            

町営住宅の整備に当たっては、これまで耐火構造を中心に整備を進めてきましたが、

木造での整備が予定されてい

等公共建築物

地域材の活用に対する支援方策の導

○「中標津町地域材利用推進方針」に基づき、町が整備する公営住宅等について、低

が適切と判断される部

使用する家具の地域材製品の導入を推進します。 

担当課 

農林課（林務係） 

都市住宅課（建築指導係）

             

町営住宅の整備に当たっては、これまで耐火構造を中心に整備を進めてきましたが、

木造での整備が予定されてい

等公共建築物の整

地域材の活用に対する支援方策の導

○「中標津町地域材利用推進方針」に基づき、町が整備する公営住宅等について、低

が適切と判断される部

 

 

都市住宅課（建築指導係） 
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（２）移住・定住の促進 
 

本町では、2006（平成 18）年度より｢お試し暮らし｣の受け入れを開始し、2015（平成

27）年度からは観光協会に「移住・長期滞在サポート業務」として事業委託し、お試し

暮らし用の住宅を用意しています。2016（平成 28）年度の実績は 30 組 84 名で、全国で

取り組んでいる自治体の中では上位にランクインしています。 

今後もこうした取り組みを継続し、さらなる移住・定住の促進が求められます。 

 

施策の方向性 

○今後も引き続き、観光協会と連携して、移住・長期滞在に対するサポートを推進し

ます。 

〇移住体験や北海道移住促進協議会などの実施する取り組みへの参加や、既存のふる

さと会との連携により、本町への人の呼び込みに係る活動を行います。 

具体的な施策 担当課 

・移住体験「お試し暮らし」などの推進 経済振興課（地域振興係） 

・地域おこし協力隊制度を活用した移住定住活動の促進 

・中標津町紹介ムービーなどによるＰＲ促進 

 



96 

表 ７-1 中標津町のお試し暮らし住宅一覧 
物件名 住所 アクセス 料金 住宅の形態 設備（特記事項） 

市街地 A（花原野赤い

ログキャビン） 
旭ヶ丘５番

地  

市街地中心か

ら車で約３分 

１週間30,000円   

２週間50,000円   

３週間70,000円   

４週間80,000円   

※光熱水費含む 

１ＬＤＫ 

+ロフト 

4人利用可能 

H10年建築 

冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子レ

ンジ、テーブル、掃除機、食器、

トースター、ソファー、電磁調理

器、水洗トイレ、バス・シャワー 

市街地 C（サンタハウ

ス） 中標津町旭

ヶ丘５番地

11 

市街地中心か

ら車で約３分 

１週間40,000円 

２週間70,000円  

３週間100,000円  

４週間120,000円 ※光

熱水費含む 

2ＬDＫ＋ロフト 

4人利用可能 

H21年建築 

冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子レ

ンジ、テーブル、掃除機、食器、

トースター、ソファー、電磁調理

器、水洗トイレ（ウォシュレッ

ト）、ステレオ、カラオケ 

市街地Ｅ（スマイルハ

ウス） 
中標津町南

10-59 
 

１週間60,000円 

２週間70,000円  

３週間90,000円  

４週間105,000円  

※光熱水費含む 

4ＬＤＫ 

 （使用できな

い部屋、洋室2

部屋） 

H19年建築 

テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、炊

飯器、電気ポット、トースト、扇

風機、ソファー、食器棚、台所用

調理器具1式 

開陽 C（星の里エコハ

ウス） 
中標津町字

開陽25線103

番地６ 

市街地から車

で約１5分 

１週間 50,000円    

２週間 70,000円    

３週間 80,000円  

４週間 90,000円   

電気使用料実費負担 

二階建て2LK  

5人利用可能 

H22年新築 

冷蔵庫、洗濯機、テレビ3台、Ｄ

ＶＤデッキ、電子レンジ、テーブ

ル、掃除機、トースター、食器、

マッサージチェア、電磁調理器、

公衆電話、水洗トイレ（ウォシュ

レット）、布団乾燥機、扇風機 

ほしのふる里（開陽の

丘 コテージＡ） 

中標津町開

陽1110-19  

市街地から車

で約25分 

１週間 35,000円   

２週間 55,000円  

３週間 75,000円   

１ヶ月85,000円  日

帰り 5,250円    

１泊２日10,500円 

１Ｋ +ロフト 

平屋住宅  

定員２名  

 

冷蔵庫、テレビ、電子レンジ、テ

ーブル、食器、ストーブ、簡易水

洗トイレ、風呂、ガスコンロ、外

にはバーベキュー施設 

ほしのふる里 開陽

の丘（コテージB） 
中標津町開

陽110-28  

中標津空港よ

り15分位 

１週間 60,000円  

２週間 70,000円  

３週間 90,000円   

４週間 105,000円 

2LDK 

暖房 灯油ストーブ、薪ストー

ブ、テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、

炊飯器、電気ポット、トースト、

扇風機、ソファ、食器棚、台所調

理器具１式 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭー施設（外） 

南共栄 A（ロングウェ

イファーム） 

中標津町字

西竹39線北

65番地  

市街地から車

で約25分 

１週間 30,000円  

２週間 50,000円  

３週間 70,000円  

４週間 90,000円  

５週間目以降  

20,000円／週    

※光熱水費含む 

４ＬＤＫ 

5人利用可能 

S42年建築 

リフォーム済み 

冷蔵庫、洗濯機、掃除機、テレビ、

電子レンジ、トースター、テーブ

ル、ソファー、食器、水洗トイレ

（ウォシュレット） 

 資料：中標津町移住計画ホームページ平成29年9月現在 
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中標津町住生活基本計画策定委員会設置要綱

 

し、住宅政策の目標、推進方針を定め、具体的な住宅施策

を推進するため、中標津町住生活基本計画(以下「基本計画」という。

営住宅等長寿命化計画（以下「長寿命化計画」という。）の策定にあたり、町民等の意

見及び意向を反映した施策の検討・調査を行うため、中標津町住生活基本計画策定委員

を設置する。 

委員会は、基本計画及び長寿命化計画策定に係る基礎データの収集及び把握を行

うとともに、住宅施策の基本的な方向及び基本計画推進体制の検討を行い、基本計画及

化計画について協議し策定するものとする。

委員会は、委員２０人以内で組織する。 

委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

委嘱又は任命の日から平成３０年３月３１日

委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。

委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

会を代表し、会務を総理する。

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

中標津町住生活基本計画策定委員会設置要綱

し、住宅政策の目標、推進方針を定め、具体的な住宅施策

以下「基本計画」という。

営住宅等長寿命化計画（以下「長寿命化計画」という。）の策定にあたり、町民等の意

見及び意向を反映した施策の検討・調査を行うため、中標津町住生活基本計画策定委員

委員会は、基本計画及び長寿命化計画策定に係る基礎データの収集及び把握を行

うとともに、住宅施策の基本的な方向及び基本計画推進体制の検討を行い、基本計画及

化計画について協議し策定するものとする。 

 

委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

委嘱又は任命の日から平成３０年３月３１日

委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

会を代表し、会務を総理する。 

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

中標津町住生活基本計画策定委員会設置要綱 

し、住宅政策の目標、推進方針を定め、具体的な住宅施策

以下「基本計画」という。

営住宅等長寿命化計画（以下「長寿命化計画」という。）の策定にあたり、町民等の意

見及び意向を反映した施策の検討・調査を行うため、中標津町住生活基本計画策定委員

委員会は、基本計画及び長寿命化計画策定に係る基礎データの収集及び把握を行

うとともに、住宅施策の基本的な方向及び基本計画推進体制の検討を行い、基本計画及

委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。 

委嘱又は任命の日から平成３０年３月３１日までとする。

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

し、住宅政策の目標、推進方針を定め、具体的な住宅施策

以下「基本計画」という。)及び中標津町公

営住宅等長寿命化計画（以下「長寿命化計画」という。）の策定にあたり、町民等の意

見及び意向を反映した施策の検討・調査を行うため、中標津町住生活基本計画策定委員

委員会は、基本計画及び長寿命化計画策定に係る基礎データの収集及び把握を行

うとともに、住宅施策の基本的な方向及び基本計画推進体制の検討を行い、基本計画及

までとする。 

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

し、住宅政策の目標、推進方針を定め、具体的な住宅施策

及び中標津町公

営住宅等長寿命化計画（以下「長寿命化計画」という。）の策定にあたり、町民等の意

見及び意向を反映した施策の検討・調査を行うため、中標津町住生活基本計画策定委員

委員会は、基本計画及び長寿命化計画策定に係る基礎データの収集及び把握を行

うとともに、住宅施策の基本的な方向及び基本計画推進体制の検討を行い、基本計画及

 

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職
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(会議) 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

４ 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

 

(作業部会） 

第７条 委員会の設置にあわせて、行政内部の調整を図りつつ横断的かつ戦略的な構想を

検討するため、庁内関係部局担当者から構成される作業部会を置く。 

 

(庶務) 

第８条 委員会の庶務は、建設水道部都市住宅課において処理する。 

 

(補則) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

２ この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

  

 

 

 



 ２

 

1 佐 々 木

2 伊 勢

3 守

4 大 川

5 中 林

6 田 村

7 松 崎

8 小

9 廣 木

10 森 田

11 宮 川

12 遠 藤

13 
山 田

山 口

14 菅 野

15 南

16 坂 下

17 山 本

 

策定委員会事務局

 

1 渡 部

2 福 田

3 佐 瀬

4 村 山

5 沖

６ 森 谷

 

 委員名簿 

氏   

佐 々 木  

伊 勢

守  田  

大 川

中 林

田 村

松 崎

小  柳  ひ ろ み

廣 木

森 田

宮 川

遠 藤

山 田

山 口

菅 野

南  

坂 下

山 本

策定委員会事務局

氏   

渡 部

福 田

佐 瀬

村 山

沖 田

森 谷

 
中標津町住生活基本計画策定委員会名簿

   名 

  優 中標津町全町内会連合会

伊 勢 真 和 中標津町商工会

 と め 子 中標津町商工会女性部

大 川 泰 洋 連合北海道中標津地区連合会

中 林 誠 司 中標津青年会議所

田 村 正 弘 北海道建築士会中標津支部

松 崎 正 幸 中標津町町営住宅運営委員会

ひ ろ み 中標津町民生委員児童委員協議会

廣 木  智 中標津町都市計画審議会

森 田 正 治 中標津町景観審議会

宮 川  睦 副町長

遠 藤 俊 勝 総務部長

山 田 和 広 
町民生活部長

山 口  修 

菅 野 三 夫 経済部長

 一 人 教育部長

坂 下  毅 建設水道部長

山 本 一 巳 根室振興局建設指導課長

 

   名 

渡 部 英 樹 都市住宅課長

福 田 英 範 住宅係長

佐 瀬 光 史 街

村 山 賢 司 建築指導係長

田  英 住宅係

森 谷  俊  

中標津町住生活基本計画策定委員会名簿
所

中標津町全町内会連合会

中標津町商工会

中標津町商工会女性部

連合北海道中標津地区連合会

中標津青年会議所

北海道建築士会中標津支部

中標津町町営住宅運営委員会

中標津町民生委員児童委員協議会

中標津町都市計画審議会

中標津町景観審議会

副町長 

総務部長 

町民生活部長

経済部長 

教育部長 

建設水道部長

根室振興局建設指導課長

所

都市住宅課長

住宅係長 

街づくり推進係長

建築指導係長

住宅係 

 〃 
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中標津町住生活基本計画策定委員会名簿
所     

中標津町全町内会連合会

中標津町商工会 

中標津町商工会女性部 

連合北海道中標津地区連合会

中標津青年会議所 

北海道建築士会中標津支部

中標津町町営住宅運営委員会

中標津町民生委員児童委員協議会

中標津町都市計画審議会

中標津町景観審議会 

町民生活部長 

建設水道部長 

根室振興局建設指導課長

所     

都市住宅課長 

づくり推進係長 

建築指導係長 

中標津町住生活基本計画策定委員会名簿
     属 

中標津町全町内会連合会 

 

連合北海道中標津地区連合会 

北海道建築士会中標津支部 

中標津町町営住宅運営委員会 

中標津町民生委員児童委員協議会 

中標津町都市計画審議会 

根室振興局建設指導課長 

     属 

中標津町住生活基本計画策定委員会名簿 
備

 

 

 

 

 

 

 

  

 

副委員長

委員長

 

～平成

平成 30

 

 

 

アドバイザー

備

事務局長

 

 

 

 

 

備    考

副委員長 

委員長 

～平成 29 年 12 月

30 年 1 月～

アドバイザー 

備    考

事務局長 

考 

月 

月～ 

考 
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中標津町住生活基本計画作業部会名簿 
 氏    名 所      属 備    考 

1 渡 部 英 樹 都市住宅課長 部会長 

2 望 月 正 人 建設管理課長  

3 山 崎 信 明 上下水道課長  

4 二 瓶 隆 司 総務課長  

5 徳 永 博 之 防災主幹  

6 中 野 康 志 財政課長  

7 木 村  実 企画課長  

8 佐 々 木  哲  夫 生活課長  

9 舟 橋 利 明 福祉課長  

10 菅 原 則 幸 介護保険課長  

11 高  松  絵 里 子 子育て支援室長  

12 
石 毛 敏 博 農林課長 ～平成 29 年 9 月 

板 橋  豊 経済部参事 平成 29 年 10 月～ 

13 天 野 英 典 経済振興課長  

14 石 垣  敏 学校教育課長  

15 赤 塚 研 司 管理課長  

16 平 岡 圭 介 根室振興局建設指導課建築住宅係長 アドバイザー 

 

作業部会事務局 

 氏    名 所      属 備    考 

1 福 田 英 範 住宅係長  

2 佐 瀬 光 史 街づくり推進係長  

3 村 山 賢 司 建築指導係長  

4 沖 田  英 住宅係  

5 森 谷  俊  〃  

 

 



 ３
（公営住宅等長寿命化計画と同時開催）

策定委員会

作業部会

事務局会議

北総研協議

パブリックコメン

ト 

 

 

 

 策定経過 
（公営住宅等長寿命化計画と同時開催）

 

策定委員会 

作業部会 

事務局会議 

北総研協議 

パブリックコメン

 

 
（公営住宅等長寿命化計画と同時開催）

回数 

第１回 

第２回 

第３回 

第４回 

第１回 

第２回 

第３回 

第４回 

第１回 

第２回 

第３回 

第４回 

－ 

パブリックコメン － 

（公営住宅等長寿命化計画と同時開催）

2017（平成 29

2017（平成 29

2017（平成 29

（書面会議）

2018（平成 30

2017（平成 29

 

2017（平成 29

2017（平成 29

24 日（火） 

2018（平成 30

2017（平成 29

2017（平成 29

2017（平成 29

2017（平成 29

2017（平成 29

2018（平成 30
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（公営住宅等長寿命化計画と同時開催） 

開催日 

29）年８月 31

29）年 11 月 27

29）年 12 月 22

（書面会議） 

30）年１月 29

29）年７月４日（火）

29）年８月 17

29）年 10 月 23 日（

 

30）年１月 16

29）年５月 24

29）年７月 28

29）年 10 月５

29）年 11 月 16

29）年 11 月９日（木）

30）年２月５日（

～３月６日（火）

31 日（木） ・目的、策定体制、作業内容、スケ

ジュール等

・アンケート調査結果報告

・住宅事情の特性と課題

7 日（月） ・住宅施策の目標、推進方針

・公営住宅等長寿命化に関する基本

方針、事業手法の選定

22 日（金） ・住宅施策の推進方針

て

9 日（月） ・住生活基本計画（素案）検討

・公営住宅等長寿命化計画（素案）

検討

日（火） ・目的、策定体制、作業内容、スケ

ジュール等

・現行計画の進捗状況調査について

17 日（木） ・アンケート調査結果報告

・住宅事情の特性と課題

日（月）、 ・関連各課

16 日（火） ・住生活基本計画（素案）検討

・公営住宅等長寿命化計画（素案）

検討

24 日（水）  

8 日（金）  

５日（木）  

16 日（木）  

月９日（木） ・住宅施策の目標、推進方針

・公営住宅等長寿命化に関する基本

方針、事業手法の選定

日（月） 

～３月６日（火） 

内容

・目的、策定体制、作業内容、スケ

ジュール等 

アンケート調査結果報告

・住宅事情の特性と課題

・住宅施策の目標、推進方針

・公営住宅等長寿命化に関する基本

方針、事業手法の選定

住宅施策の推進方針

て 

・住生活基本計画（素案）検討

・公営住宅等長寿命化計画（素案）

検討 

・目的、策定体制、作業内容、スケ

ジュール等 

現行計画の進捗状況調査について

アンケート調査結果報告

住宅事情の特性と課題

・関連各課・室個別協議

・住生活基本計画（素案）検討

・公営住宅等長寿命化計画（素案）

検討 

・住宅施策の目標、推進方針

・公営住宅等長寿命化に関する基本

方針、事業手法の選定

内容 

・目的、策定体制、作業内容、スケ

アンケート調査結果報告 

・住宅事情の特性と課題 

・住宅施策の目標、推進方針 

・公営住宅等長寿命化に関する基本

方針、事業手法の選定 

住宅施策の推進方針の修正につい

・住生活基本計画（素案）検討

・公営住宅等長寿命化計画（素案）

・目的、策定体制、作業内容、スケ

現行計画の進捗状況調査について

アンケート調査結果報告 

住宅事情の特性と課題 

個別協議 

・住生活基本計画（素案）検討

・公営住宅等長寿命化計画（素案）

・住宅施策の目標、推進方針 

・公営住宅等長寿命化に関する基本

方針、事業手法の選定 

 

・目的、策定体制、作業内容、スケ

 

・公営住宅等長寿命化に関する基本

の修正につい

・住生活基本計画（素案）検討 

・公営住宅等長寿命化計画（素案）

・目的、策定体制、作業内容、スケ

現行計画の進捗状況調査について 

・住生活基本計画（素案）検討 

・公営住宅等長寿命化計画（素案）

 

・公営住宅等長寿命化に関する基本


