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Ⅰ．はじめに 

 

（１）公営住宅等の長寿命化の必要性 

（２）政府全体の取組の動向 

（３）公営住宅等整備事業に対する補助 

（４）公営住宅等長寿命化計画策定指針の改定 
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（用語の定義） 

本指針における用語については、特に定めのある場合を除き、公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）、

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成 17年法律第 79号）、

公営住宅等整備事業対象要綱（平成 17 年８月１日国住備第 37 号）、及び公営住宅等ストック総合改善

事業対象要綱（平成 17 年８月１日国住備第 38-3 号）に定める用語とする。 
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Ⅰ．はじめに 

（１）公営住宅等の長寿命化の必要性 

平成 18 年 6 月、本格的な少子高齢社会、人口・世帯減少社会の到来を目前に控え、現在及び将来

における国民の豊かな住生活を実現するため、住生活基本法が制定された。この住生活基本法の制

定により、住宅セーフティネットの確保を図りつつ、健全な住宅市場を整備するとともに、国民の

住生活の「質」の向上を図る政策への本格的な転換を図る道筋が示された。 

国民の居住ニーズの多様化・高度化、人口・世帯減少社会の到来、環境制約の一層の高まり等

様々な課題を抱える 21 世紀の我が国において、住生活基本法に掲げられた基本理念にのっとり、国

民が真に豊かさを実感できる社会を実現するためには、住宅単体のみならず居住環境を含む住生活

全般の「質」の向上を図るとともに、フローの住宅建設を重視した政策から良質なストックを将来世

代へ継承してくことを主眼とした政策へ大きく舵を切っていくことが不可欠である。 

このようなストック重視の社会的背景のもと、公営住宅等の分野については、厳しい財政状況下

において、更新期を迎えつつある老朽化した大量の公営住宅等の効率的かつ円滑な更新を行い、公

営住宅等の需要に的確に対応することが地方公共団体の課題となっている。公営住宅等の効率的か

つ円滑な更新を実現する上で、公営住宅等の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減につな

げていくことが重要である。 

これらを踏まえ、公営住宅等においては、点検の強化及び早期の管理・修繕により更新コストの

縮減をめざし、公営住宅等長寿命化計画の策定及びこれに基づく予防保全的管理、長寿命化に資す

る改善を推進していくため、平成 21 年 3 月、公営住宅等長寿命化計画策定指針（以下「旧指針」と

いう。）が策定された。 

 

■公営住宅建設年度別戸数の推移（平成 27 年 3 月末時点）  
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（２）政府全体の取組の動向 

平成 21 年 3 月の旧指針の策定以降、公営住宅を取り巻く住宅や公共施設等の全般的な取組として

以下の計画等が策定されている。公営住宅等長寿命化計画の策定にあたっては、これらとの整合を

意識する必要がある。 

 

１）住生活基本計画（全国計画）／国土交通省／平成18 年 9月、改訂平成 23年 3月、平成 28年 3月 

平成 28 年３月に改訂された「住生活基本計画（全国計画）」においては、以下の通り、都道府県が

定める住生活基本計画において公営住宅の供給の目標量を定め、計画的な供給を図ることが位置付

けられている。 

＊公営住宅の供給の目標量は、新規の建設及び買取りの戸数、建替えによる建替え後の戸数、民間

住宅等の借上げの戸数並びに既存公営住宅の空家募集の戸数を合計した戸数とし、居住の安定の

確保を図るべき世帯に対し必要な住宅供給を行う観点から設定すること。 

＊当該都道府県の区域内における多様な住宅困窮者の居住の状況、民間賃貸住宅の需給、家賃等の

市場の状況等の住宅事情を分析し、これを踏まえて、市場において自力では適正な水準の住宅を

適正な負担で確保することが困難と見込まれ、公的な支援により居住の安定の確保を図るべき世

帯の数を的確に把握すること。その上で、当該世帯の居住の安定の確保のため必要な公営住宅の

供給の目標量を設定すること。 

＊公営住宅の整備及び管理に当たっては、耐震性の確保はもとより、省エネルギー性能、バリアフ

リー対応、耐久性等の確保に努めるとともに、世帯人数や身体状況等に応じた規模及び設備を備

えたものとなるよう努めること。また、ストックの点検や修繕・維持補修を適切に行うとともに、

老朽化した公営住宅のストックについては、個々のストックの状況や中長期的な需要の見通しを

踏まえて、計画的な建替えや長寿命化に向けた改良等の措置を講ずること。さらに、公営住宅の

整備・管理に際しては、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

ウや技術の活用を推進すること。 

 

２）インフラ長寿命化基本計画／インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議／平成 25 年

11 月 

国や地方公共団体、その他民間企業等が管理するあらゆるインフラを対象に、個別施設毎の長寿

命化計画を核としてメンテナンスサイクルを構築すること、メンテナンスサイクルの実行や体制の構

築等によりトータルコストを縮減・平準化すること、産学官の連携により新技術を開発・メンテナン

ス産業を育成することを目的として、国や地方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管

理・更新等を推進するため、「インフラ長寿命化基本計画」（以下「基本計画」という。）が策定され

た。基本計画には、将来のめざすべき姿、基本的な考え方、インフラ長寿命化計画等の策定、必要施

策の方向性、国と地方公共団体の役割、産学界の役割等についての内容が記載されている。 

基本計画に記載されている内容のうち、国および地方公共団体の役割は以下の通りである。 
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【国の役割】 

・インフラの安全や求められる機能を確保する上で必要な事項を、各インフラの法令等において明

確化する 

・管理の実態等を踏まえつつ、必要な体制や制度等を構築する 

・自らが管理・所有するインフラについて、他の各インフラの管理者と連携し、効率性にも配慮し

ながら適切に管理する 

・各インフラを管理・所管する者に対し、基本計画の考え方等に基づき、過去に整備したインフラ

の状態、配置、利用状況、さらには人口動態、市町村合併の進展状況、財政状況等を総合的に勘

案し、各々の団体が置かれた実情に応じた行動計画及び個別施設計画を策定するよう要請する 

・各インフラの管理者に対し、維持管理・更新等に係る体制の整備や予算の確保について必要な支

援を実施する 

・維持管理・更新等を進める中で蓄積したデータやノウハウを、各インフラを管理・所管する者や

産学界等と共有し、新技術の開発等のメンテナンスの高度化に向けた取組を進める 

・上記の成果を積極的に活用し、メンテナンス産業の発展を全面的に支援していく 

 

【地方公共団体の役割】 

・自らが管理・所有するインフラについて、国が構築した体制や制度等も活用し、国やその他の

各インフラの管理者と連携し、効率性にも配慮しながら適切に管理する 

・出資等を行っている各インフラの管理者に対し、必要に応じて行動計画及び個別施設計画の策

定等を要請し、インフラの安全や必要な機能を確保する 

・過去に整備したインフラの状態、配置、利用状況、さらには人口動態、市町村合併の進展状況、

財政状況等を総合的に勘案し、各々の団体が置かれた実情に応じて、インフラの維持管理・更

新等を総合的かつ計画的に行う 

・データやノウハウの蓄積等、メンテナンスの高度化に向けた国の取組に協力し、国全体として

の技術力の向上や、メンテナンス産業の発展に協力する 

 

また、基本計画では、各インフラの管理者・所管する者である国や地方公共団体の各機関が、イ

ンフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らかにする計画とし

て、基本計画に基づく「インフラ長寿命化計画」（以下「行動計画」という。）を策定することを位置

付けている。なお、地方公共団体が策定する行動計画は、総務省が地方公共団体に対して策定を要

請した「公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）と同一である。 

さらに、各インフラの管理者は、行動計画に基づき、個別施設毎の具体の対応方針を定める計画

として、個別施設毎の長寿命化計画を策定することが位置付けられている。 
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出典：国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）／平成２６年１０月 

 
３）国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）／国土交通省／平成 26 年 5 月 

国土交通省では、基本計画に基づき、国土交通省が管理・所管するあらゆるインフラの維持管

理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにする計画として行動計画を

策定した。 

行動計画において、国土交通省は、各インフラの的確な維持管理・更新等が行なわれるよう体制

や制度等を構築するという「所管者」の役割と、各事業等に係る法令等に基づき自らがインフラの「管

理者」として的確な維持管理・更新等を実施する役割を担っている。 

当計画における公営住宅等の分野に係る内容として以下が挙げられている。 

＊点検・診断／修繕更新等 

・地方公共団体が有効な点検・診断の基準、維持管理のためのマニュアル等を策定できるように

必要な技術的支援を行う。 

＊基準類の整備 

・定期点検については、建築基準法令に基づき構造、建築設備等の調査項目、方法等が定められ

ており、引き続き、法令に基づく適切な運用を推進する。 

＊情報基盤の整備と活用 

・平成 26 年度中に、地方公共団体が管理する個別の公営住宅毎の点検・維持管理や修繕計画に

係る共通のデータベースのあり方について調査検討を進める。 

 

４）公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針／総務省／平成 26 年 4 月 

過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える一方で地方公共団体の財政は依

然として厳しい状況にあること、人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していくこ
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と、市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性があることを背景として、総務省は地方公共団

体に対し、総合管理計画の策定を要請した（平成 26 年 1 月 24 日）。これは、地方公共団体が公共施

設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に行うことによ

り、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが求められる

からである。 

また、同省では、平成26年 4月 22日に「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての策定指針」を

発行した。策定指針に示されている総合管理計画に記載すべき内容として以下が挙げられている。 

＊公共施設等の現行及び将来の見通し 

・老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況 

・総人口や年代別人口についての今後の見通し（30 年程度が望ましい） 

・公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みやこれらの経費に充当可

能な財源の見込み等 

総合管理計画には、以下のような公共施設等の管理に関する基本的な考え方を記載することが位

置付けられている。 

＊点検・診断等の実施方針 

＊維持管理・修繕・更新等の実施方針 

＊安全確保の実施方針 

＊耐震化の実施方針 

＊長寿命化の実施方針 

＊統合や廃止の推進方針 

＊総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

 

５）社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会における提言／平成 27 年 2 月 

平成 24 年 7 月に国土交通大臣から社会資本整備審議会及び交通政策審議会に、「今後の社会資本

の維持管理・更新のあり方について」の諮問がなされた。それを受け、国土交通省や地方公共団体等

が重点的に講ずべき具体的な施策が提言されている。 

平成 27 年 2 月には、「現場のための正確な情報の把握・蓄積」「情報の見える化」「情報の共有化」

の３つの視点から今後の施策の方向性と実施すべき施策が示されている。これらのうち、「現場のた

めの正確な情報の把握・蓄積」に向け、以下の施策を行うことが提言されている。 

＊施設台帳等の確実な整備 

＊点検結果等の記録の徹底 

＊データ入力様式の標準化 

＊社会資本情報の集約化・電子化 

＊社会資本情報プラットフォームの構築 

出典：社会資本のメンテナンス情報に関わる３つのミッションとその推進方策／平成 27 年 2 月 

また、同年同月には、「市町村は、施設の管理者として、責任をもって自ら持続的に維持管理を実

施できる組織体制を計画的に構築していくことが必要である」との観点から、市町村の体制強化が具

体的施策の１つとして挙げられている。 

出典：市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して／平成 27 年 2 月 
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（３）公営住宅整備事業に対する補助 

公営住宅整備事業等補助要領（平成８年８月 30 日建設省住備発第 83 号）において、「公営住宅整

備事業及び準公営住宅整備事業は、公営住宅等長寿命化計画に基づいて行われるものであること」と

規定されている。したがって、交付金、補助金の種別によらず、公営住宅等長寿命化計画は当該事

業に対する補助の前提となる計画である。 

 

■公営住宅整備事業等に対する補助（平成 27 年度末時点） 

交付金 ・社会資本整備総合交付金 

・防災・安全交付金 
補助金 ・地域居住機能再生推進事業 

・公的賃貸住宅長寿命化モデル事業 

 

（４）公営住宅等長寿命化計画策定指針の改定 

１）公営住宅等長寿命化計画の記載事項 
（２）に示す政府全体の取組の動向を踏まえ、公営住宅等長寿命化計画策定指針を改定する。公営

住宅等長寿命化計画に記載する事項は以下の通りである。 

１．公営住宅等長寿命化計画の背景・目的 

２．計画期間 

３．公営住宅等の状況 

４．長寿命化に関する基本方針 

５．公営住宅等長寿命化計画の対象と事業手法の選定 

６．点検の実施方針 

７．計画修繕の実施方針 

８．改善事業の実施方針 

９．建替事業の実施方針 

10．長寿命化のための事業実施予定一覧 

11．ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

 

「１．」～「４．」では、背景・目的の整理、公営住宅等の状況の把握・整理、計画期間の設定、基

本方針の設定など、公営住宅等ストック全体に係る内容を記述する。 

「５．」では、計画の対象となる住宅を記載すると共に、事業手法の判定フローに基づき、個々の

住棟・団地の状況を踏まえた計画期間内における事業手法の選定を行う。 

「６．」～「９．」では、「５．」の事業手法の選定結果を踏まえ、点検、計画修繕、改善事業、及び

建替事業の実施方針を設定する。 

「10.」では、計画期間内における公営住宅等の整備・改善等に係る実施方針として事業実施予定

一覧（様式１～３）を作成する。 

「11.」では、①新規整備、建替事業を実施する公営住宅等におけるライフサイクルコスト（ＬＣＣ）

の算出、②長寿命化型個別改善事業、全面的改善事業を実施する公営住宅等におけるライフサイクルコ

スト（ＬＣＣ）の縮減効果の算出を行う。 
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２）公営住宅等長寿命化計画策定指針の改定内容 
公営住宅等長寿命化計画策定指針の改定内容は次の通りである。 

 

■改定の内容 

改定事項 概要 

点検、デー

タ管理、計

画修繕 

政府全体の取組の動向を踏まえ、以下の内容を位置付けた。 

・点検について 

＊建築基準法第 12 条に規定される「法定点検」の対象外の住棟においても、技

術者による法定点検と同様の点検（法定点検と合わせて「定期点検」とする。）

を実施すること。 

＊定期点検のほかに、日常的な保守点検が望ましい部位等については、管理主

体が日常的に点検を行うことを奨励すること。 

・維持管理の内容の記録について 

＊点検結果や修繕結果等の維持管理の内容をデータベース等に蓄積すること。 

・計画修繕の実施について 

＊点検結果等を踏まえて、予防保全的な観点から適切な計画修繕を実施するこ

と。 

事業手法の

選定 

・事業手法の選定にあたり、将来推計人口、世帯総数等を踏まえた公営住宅等の

需要の見通しに基づく将来のストック量を推計する。 

・将来のストック量や当面の建替事業量を踏まえ、「継続管理する団地」と「当面

管理する団地（建替を前提としない）」に分類し、事業手法を選定する。 

・改善事業と建替事業のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）比較や、計画期間内の

建替事業量の試算を行う。 

・中長期（概ね 30 年程度）の「長期的な管理の見通し」を作成する。 

・「長期的な管理の見通し」に基づき、事業実施計画（計画期間 10 年以上）とし

て公営住宅等長寿命化計画を作成する。 

ＬＣＣ算定

手法 

・建設費については、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費に、公営住宅法施行

規則第23条の率を乗じて算定する推定再建築費を用いる。（ただし、当該住棟の建

設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当時の標準建設費で代用

する。） 

・長寿命化型個別改善、全面的改善事業を実施することによるライフサイクルコ

スト（ＬＣＣ）の縮減効果をより正確に算定するため、ＬＣＣ（計画後）にお

ける改善費から修繕費相当分を控除することとした。 

・住棟の建設時期や構造の違いを考慮したライフサイクルコスト（ＬＣＣ）を算

定することができるよう、修繕項目別の修繕費乗率を設定した。 

・修繕項目については、共用排水管、電力幹線、ＥＶ等の更新を含めるよう見直

しをした。 
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