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８ 住宅施策の基本理念・基本目標と展開方向 

 

８－１．基本理念 

 

「網走市総合計画（2008～2017）」では、将来像として「豊かなオホーツク

に活気みなぎるまち 網走」とし、めざすまちの姿として「心身とも健やかに

笑顔で暮らせる人々の和」、「自然と共生し五感に響く魅力を誇れるまち」、

「「海」と「大地」に根ざした活力ある産業」を設定しています。 

住宅関連分野としては「快適で調和のとれたまち」とし、多様で恵まれた自

然環境と市街地や農地等とのバランスを図りながら暮らしを支える基盤を整え

る、利便性だけでなく循環型社会の必要性も踏まえ、市民生活の多様な活動に

対応した居住環境づくりを目指すこととしています。 

また、「網走市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、「小さな拠点づくり

を結ぶコンパクトシティの推進」が示されています。 

網走市では、人口減少が進む中で、子供から高齢者、障がい者等市民の誰も

が安心して快適に暮らせ、恵まれた自然環境や住宅ストック*1 をはじめ、今あ

る資源を最大限活用して網走市の魅力向上を図る住環境の形成を目指し、以下

の理念を設定します。 

 

 

－ 基本理念 － 

  あばしりの魅力向上を図る住まいづくり 
 

 

 

*1 住宅ストック：現在建築されている住宅建物のこと 
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８－２．基本目標 

 

 網走市には、「住宅ストック」、「豊かな自然環境」という良好な資源があり、

今後はこれらの資源を最大限活用し、網走市の魅力の向上を図り、快適な市民

生活の実現により、移住や定住に寄与する住環境の整備を図るため、以下の４

つの基本目標を設定します。 

 基本目標１は、市民生活の視点から「市民が快適に暮らせる住環境の整備」 

 基本目標２は、住宅ストックの視点から「住宅ストックの有効活用」 

 基本目標３は、豊かな自然環境の視点から「環境に配慮した住環境づくり」 

基本目標４は、住環境整備の環境づくりの視点から「住環境整備のための基

盤づくり」 

 

 

 

 

  〈基本理念〉            〈基本目標〉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 

市民が快適に暮らせる住環境の整備 

 
あ
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基本目標２ 

住宅ストックの有効活用 

 

基本目標３ 

環境に配慮した住環境づくり 

 

基本目標４ 

住環境整備のための基盤づくり 
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 基本目標１：市民が快適に暮らせる住環境の整備 

網走市では、子供から高齢者、障がい者等市民の誰もが安心して快適に

暮らせる住環境の整備を図り、住みやすい網走市の実現を目指します。 

さらに、生活利便性を高めるコンパクトシティの推進のために、住み替

えの促進と子育て世帯への居住支援を進めます。 

 

 

 基本目標２：住宅ストックの有効活用 

網走市では、人口減少が進む中で空き家の増加が見込まれ、その対策が

求められるとともに、移住・定住の促進が求められています。 

そのためには住み慣れた地域で住み続け、地域での定住を図るとともに、

利用可能な空き家を貴重な資源として活用することが重要です。 

これを受けて、誰もが住み慣れた地域で住み慣れた住宅に住み続けられ

るように、現在住んでいる住宅建物について、バリアフリー*2 改修や耐震

改修等の必要なリフォームを進めるとともに、市営住宅ストックの有効活

用を図ります。 

 

*2 バリアフリー：建物の段差等の障壁を取り除くこと 

 

 

基本目標３：環境に配慮した住環境づくり 

  網走市の恵まれた自然環境は貴重な資源であり、次世代に引き継ぐこと

が求められている一方、地球温暖化が進み、流氷の量や時期等の状況が変

化する等、地球環境の影響への対応も求められています。 

良好な自然環境を保全し次世代に引き継ぎができるように、住宅分野で

の再生可能エネルギーの利用促進や、二酸化炭素の削減に寄与する住宅の

整備、道産材の活用、さらには地域特性を活かした景観の形成等自然環境

と調和した地域の環境づくりを推進します。 

 

 

基本目標４：住環境整備のための基盤づくり 

網走市の魅力ある住環境を整備するための基盤として、住情報の充実を

図り、適切な情報を提供するとともに、住宅建築技術者の育成や確保によ

る住宅産業の振興を図ります。 
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８－３．住宅施策の展開方向 

 

１］基本目標１ 市民が快適に暮らせる住環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①－１．誰もが快適に暮らせる住環境の整備 

子供から高齢者、障がい者等市民の誰もが安心して快適に暮らせるよ

うユニバーサルデザイン*3の普及・啓発を進めます。 

また、多様な世代が支え合い、つながりがもてる住環境の形成を図り

ます。 

 

*3 ユニバーサルデザイン：すべての人にとって使いやすいように最初から配慮して計画すること 

*4 ミックスコミュニティ：若者や高齢者等いろいろな階層が混在する形態 

  

－主な施策、取り組み－ 

○ユニバーサルデザインの普及啓発 

ユニバーサルデザインについての周知、子供向けの催しや住宅リフォ

ーム資金融資事業等を通してユニバーサルデザインの普及啓発を図りま

す。 

○ユニバーサルデザインを取り入れた市営住宅の整備 

新しく整備する公営住宅については、「北海道ユニバーサルデザイン

公営住宅整備指針」に準拠して、共用部及び住戸内についてユニバーサ

ルデザインを取り入れた整備を図ります。 

○ミックスコミュニティ*4 の形成に配慮した市営住宅の整備 

新しく整備する公営住宅については、ミックスコミュニティの形成に

向けて、子育て世帯や高齢世帯等の多世代が行き来できるような、様々

な間取りの種類をもつ住宅を適宜整備します。 

展開方向 

①－１．誰もが快適に暮らせる住環境の整備 

①－２．誰もが安心して暮らせる住環境の整備 

①－３．住み替えの促進と子育て世帯への居住支援 

基本目標１ 

 

市民が快適に暮ら 

せる住環境の整備 
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 ①－２．誰もが安心して暮らせる住環境の整備 

低所得者や子育て世帯、高齢世帯、障がい者世帯等で民間賃貸住宅に

入居することが難しい世帯に対し、公営住宅への入居を配慮するととも

に、高齢者向け優良賃貸住宅*5 やサービス付き高齢者向け住宅*6、グルー

プホーム*7 等による住宅セーフティネット*8 の確保により、誰もが安心

して暮らせる住環境の整備・普及啓発を図ります。 

 

*5 高齢者向け優良賃貸住宅：バリアフリー化や住居内に緊急通報装置が設置されている等高齢

者が安全に安心して暮らせるように、民間事業者や UＲ都市機構

等によって設置・運営され、都道府県単位で認定された賃貸住宅。

現在はサービス付き高齢者向け住宅に一本化された 

*6 サービス付き高齢者向け住宅：バリアフリーや安否確認や生活相談等のサービス等が受けら

れる、民間事業者等によって運営され、都道府県単位で認

可・登録された高齢者向けの賃貸住宅 

*7 グループホーム：障がい者や認知症高齢者が専門スタッフ等の援助を受けながら、小人数で

一般の住宅等で生活する介護施設 

*8 住宅セーフティネット：公営住宅等の住宅を確保するのが困難な世帯に対してその居住を支

援する仕組み 

 

  

－主な施策、取り組み－ 

○公営住宅への入居の配慮 

民間賃貸住宅に入居することが難しい世帯に対しては、緊急性等個別

の事情を勘案しながら、公営住宅への入居について配慮します。 

○サービス付き高齢者向け住宅の普及啓発 

高齢者のための優良な賃貸住宅の整備を促進するために、民間による

サービス付き高齢者向け住宅制度について普及啓発を図ります。 

○グループホームの普及啓発 

地域で障がい者や認知症高齢者が自立して暮らせるよう、グループホ

ームの整備に対する市民の理解を促進し、グループホームの普及啓発を

図り、良好なコミュニティ形成に寄与します。 
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①－３．住み替えの促進と子育て世帯への居住支援 

人口減少・高齢化社会を見据え、生活利便性を高めるコンパクトシテ

ィの推進をするために、高齢世帯が持つ大きな住宅を子育て世帯向けに

活用できるような住み替え促進の仕組みづくりを検討します。 

住み替えをする高齢者向けに受け皿となる公営住宅の整備を図るとと

もに、住み替えをする子育て世帯向けに、中古住宅のリフォーム等の支

援について検討します。 

また、三世代で助け合う住環境の形成による子育て世帯の居住支援に

ついて検討します。 

 

 

 

  

－主な施策、取り組み－ 

○住み替え促進の仕組みづくり 

賃貸を希望する高齢者の住宅と賃借を希望する子育て世帯のマッチン

グ制度の検討等、住み替え促進の仕組みづくりを検討します。 

○住み替え用高齢者向け公営住宅の整備 

   歩いて暮らせるような利便性の高い地区等に、住み替えを希望する高

齢者の受け皿となる公営住宅の整備を図ります。 

○子育て世帯への居住支援 

住み替えを希望する子育て世帯向けの中古住宅のリフォーム支援や三

世代で助け合う住環境の形成等子育て世帯への居住支援を検討します。 
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２］基本目標２ 住宅ストックの有効活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②－１．安全な住環境の形成 

「網走市耐震改修促進計画」を踏まえ、地震等の災害時に市民の被害

を低減できるように住宅の耐震性の向上を図ります。 

また、今後人口減少に伴って増加が見込まれる空き家のうち、倒壊の

危険性や景観阻害が著しい廃屋についての対策を検討する等、安全な住

環境の形成を図ります。 

 

  

－主な施策、取り組み－ 

○住宅の耐震化の促進 

無料耐震診断の普及や住宅リフォーム資金融資事業の活用、さらには

広報等による住宅の耐震化に関する普及啓発等により住宅の耐震化を促

進します。 

○廃屋対策の検討 

   所有者支援等の廃屋対策について検討します。 

展開方向 

②－１．安全な住環境の形成 

②－２．住宅ストックの長寿命化 

②－３．市営住宅の整備と長寿命化 

 

基本目標２ 

 

住宅ストックの 

有効活用 
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②－２．住宅ストックの長寿命化 

高齢者や障がい者を含め、誰もが住み慣れた地域で住み慣れた住宅に

住み続けられるように、バリアフリーや設備・性能向上等のリフォーム

を促進します。    

また、中古住宅の活用が促進されるように、中古住宅向けリフォーム

の推進について検討します。 

 

*9 北海道 R住宅システム：北海道による、消費者の方に安心して住宅リフォームをしていただ

く、または、良質な既存住宅を取り引きしていただくための、検査

制度やエコリフォーム、履歴保存等のしくみづくり 

 

  

－主な施策、取り組み－ 

○住宅リフォーム事業の継続 

既存住宅ストックについて有効活用が図られるよう、現在広く市民に

利用されている住宅リフォーム資金融資事業について、継続とより利用

しやすいように制度の改良について検討します。 

○中古住宅向けリフォーム推進策の検討 

   利用可能な空き家や中古住宅について、より有効活用が図られるよう

に、北海道で進めている「北海道 R 住宅システム*9」との連携等これら

の住宅向けのリフォーム推進策について検討します。 
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②－３．市営住宅の整備と長寿命化 

「網走市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、老朽化した市営住宅の

建替えや用途廃止、改善事業、適正な維持管理を進め、良好な市営住宅

ストックの形成を推進します。また、建替えや用途廃止により余剰とな

った市営住宅用地については、定住促進のための住宅用地とすることを

検討します。  

 

  

－主な施策、取り組み－ 

○市営住宅の建替えや用途廃止の推進 

老朽化した市営住宅について、公営住宅需要に配慮しながら、建替え

や用途廃止を推進するとともに、集約化や高度化等により余剰となった

市営住宅用地については、生活利便性を高めるコンパクトシティの推進

のための良好な住宅用地として、その供給に関する検討をします。 

○市営住宅の改善事業の推進と適切な維持管理 

   既存の市営住宅ストックに関しては、長期的に良好に活用できるよう

に外壁や屋上防水の改修等計画的に改善事業を実施します。また、必要

に応じて修繕を実施するとともに、「公営住宅等長寿命化計画」の見直

しに合わせて適正な管理戸数を検討し、適切な維持管理を図ります。 



８．住宅施策の基本理念・基本目標と展開方向 

70  

３］基本目標３ 環境に配慮した住環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③－１．環境に配慮した住環境づくり 

環境に配慮した住環境づくりを進めるために、省エネルギー住宅の建

設を促進するための市の支援事業の活用や各種認定事業の普及と、北国

にふさわしい住宅の普及を図ります。 

 

*10 きた住まいる：新しい北方型住宅制度として、北海道が平成 25 年度から運用を開始して

いる制度。住宅事業者の登録制度とその事業者による工事及び住宅履歴

の保管により、北海道で住宅の新築やリフォームの際に安心して北国の

良質な住宅を手に入れることのできる環境づくり 

  

－主な施策、取り組み－ 

○省エネ住宅の普及促進 

省エネルギー住宅の建設が促進されるよう、現在実施している省エネ

住宅新築促進事業を継続し、より一層の周知について努力します。 

また、市による住宅リフォーム資金融資事業や北海道による「北海道

R 住宅システム」との連携等、中古住宅における省エネリフォームを促

進します。 

○各種認定事業の普及 

   長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられた住

宅に対する長期優良住宅建築等計画認定事業、及び二酸化炭素の排出抑

制に資する建築物に対する低炭素建築物等計画認定事業の普及を図りま

す。 

○北国にふさわしい住宅の普及 

   パンフレットや講習会の周知、北海道による「きた住まいる*10」との

連携等を通して、網走市を含め積雪寒冷地の気候に適した北方型住宅の

普及を図ります。 

展開方向 

③－１．環境に配慮した住環境づくり 

③－２．環境と共生する公営住宅づくり 

 

 

基本目標３ 

 

環境に配慮した 

住環境づくり 
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③－２．環境と共生する公営住宅づくり 

環境に配慮した住環境づくりを進めるために、市営住宅においても、環

境共生型の住宅づくりを推進します。 

 
  

－主な施策、取り組み－ 

○環境と共生する市営住宅の整備 

新しく整備する市営住宅に関しては、北海道環境共生型公共賃貸住宅

整備指針に準拠するとともに、地域材・認証材の活用の検討や地域環境

に応じた木質化の検討等、環境と共生する公営住宅づくりを推進しま

す。 
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４］基本目標４ 住環境整備のための基盤整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

④－１．住情報の充実 

    利用可能な空き家の活用を進めるとともに、市内外の住宅需要に適切に

対応し、移住や定住促進に寄与できるように、空き家バンク*11 の整備を図

るとともに、市内外の不動産事業者と協力し住情報の充実を図ります。 

    また、網走市の住宅施策について、もっと市民に活用してもらえるよう

に、多様な手法により市民への住宅施策の周知を図ります。 

 

*11 空き家バンク：主に自治体が移住者や定住者ために空き家を紹介する制度 

 

  

－主な施策、取り組み－ 

○空き家バンクの整備 

活用可能な空き家について、市内の賃貸希望者と市内外の賃借希望者

についてマッチングが図られるように、北海道と連携して空き家バンク

制度を推進します。 

○市内外の不動産事業者との連携 

   また、市の空き家バンクのみならず、市内外の住宅需要に適切に対応

できるように、市内外の不動産事業者の情報共有等連携について検討し

ます。 

○住宅施策の周知 

   市の住宅施策について、広報や市ホームページによる周知の他、市民

への窓口となる住宅関連事業者への説明会の実施等、多様な手法により

市民への住宅施策の周知を図ります。 

展開方向 

④－１．住情報の充実 

④－２．住宅関連事業者との連携 

 

 

基本目標４ 

 

住環境整備のため

の基盤づくり 
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④－２．住宅関連事業者との連携 

    近年の住宅関連産業における従事者不足の解消や、住宅関連産業の振

興を図るため、住宅建築技術者の育成、住宅関連産業の担い手の確保等、

住宅関連事業者と連携し良好な住環境の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－主な施策、取り組み－ 

○技術力向上のための講習会の開催・周知 

設計・計画や各種施工等に関する講習会や勉強会の開催や周知を通し

て、市内の住宅建築技術者の総合的な技術力向上を支援します。 

○住宅関連産業の担い手の確保 

   市内の工務店による住宅の適切な維持・修繕が可能となるよう、技術

講習会等により、市内工務店の技術力向上、経営基盤強化に努め、住宅

関連産業の担い手の確保を図ります。 
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（３）施策の体系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－基本理念－ 

あ

ば

し

り

の

魅

力

向

上

を

図

る

住

ま

い

づ

く

り 

①環境に配慮した住環境づくり 
○省エネ住宅の普及促進 
○各種認定事業の普及 
○北国にふさわしい住宅の普及 

②環境と共生する公営住宅づくり 
○環境と共生する市営住宅の整備 

 

－基本方針と主な施策、取り組み－ 

 

 

―基本目標２― 

住宅ストックの有効活用 

 

 

 

 

―基本目標１― 

市民が快適に暮らせる住環境の整備 

 

―基本目標３― 

環境に配慮した住環境づくり 

①誰もが快適に暮らせる住環境の整備 
○ユニバーサルデザインの普及啓発 
○ユニバーサルデザインを取り入れた市営住宅の整備 
○ミックスコミュニティ形成に配慮した市営住宅の整備 

②誰もが安心して暮らせる住環境の整備 
○公営住宅への入居の配慮 
○サービス付き高齢者向け住宅の普及啓発 
○グループホームの普及啓発 

③住み替えの促進と子育て世帯への居住支援 
○住み替え促進の仕組みづくり 
○住み替え用高齢者向け公営住宅の整備 
○子育て世帯への居住支援 
 

①安全な住環境の形成 
○住宅の耐震化の促進 
○廃屋対策の検討 

②住宅ストックの長寿命化 
○住宅リフォーム資金融資事業の継続 
○中古住宅向けリフォーム推進策の検討 

③市営住宅の整備と長寿命化 
○市営住宅の建替えや用途廃止の推進 
○市営住宅の改善事業の推進と適切な維持管理 

 

―基本目標４― 

住環境整備のための基盤づくり 

①住情報の充実 
○空き家バンクの整備 
○市内外の不動産事業者との連携 
○住宅施策の周知 

②住宅関連事業者との連携 
○技術力向上のための講習会の開催・周知 
○住宅関連産業の担い手の確保 
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８－４．公営住宅等の目標管理戸数 

 

① 将来人口、世帯数の設定 

 

○人  口 

本計画における網走市の将来人口は、「網走市人口ビジョン」（平成 27 年 7

月）の網走市目標値の人口をもとに検討します。 

「網走市人口ビジョン」では平成 52 年に 32,900 人の人口の確保を設定して

います。 

本計画の目標年次である平成 37 年の推計人口は 37,183 人と設定します。 

 

○平均世帯人員 

将来の平均世帯人員は、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の

将来推計（都道府県別推計）」（2014 年 4 月推計）における北海道の平均世帯人

員の推計値をもとに設定します。 

北海道の平均世帯人員の推計値について、平成 22 年を１としてその減少割

合で網走市の平均世帯人員も減少するとして設定します。 

結果、網走市の平成 37 年の平均一般世帯人員を 2.12 人／世帯と設定します。 

 

表 8-1 北海道の平均一般世帯人員の推計値と割合 

 

 

 

 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」（2014 年 4 月推計） 

 

○総世帯数 

 総世帯数は総人口を平均一般世帯人員で除することによって、算出します。 

その結果、平成 37 年の総世帯数を 17,539 世帯と推計します。 

 

  

  

北海道 2.21 2.14 2.10 2.07 2.05 2.04

割   合 1.00 0.968 0.950 0.937 0.928 0.923

都道府県

平均世帯人員

2010年

(平成22年)

2015年

(平成27年)

2020年

(平成32年)

2025年

(平成37年)

2030年

(平成42年)

2035年

(平成47年)
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② 住宅所有関係別世帯数の推計 

 

住宅所有関係別世帯数の将来推計については、まず、住宅に住む一般世帯数

の割合を推計し、総世帯数に乗じて住宅に住む一般世帯数を算出します。 

次に、持ち家世帯、公的借家世帯、民間借家世帯、給与住宅、間借り等の割

合について設定します。 

最後に、これら割合をもとに、住宅に住む一般世帯数に乗じて、目標年次に

おける各住宅に住む世帯数を配分します。給与住宅世帯の割合を推計し、先に

求めた住宅に住む一般世帯数に乗じて世帯数を算出します。 

以下に推計方法、推計結果を示します。 
 

・一般世帯に対する住宅に住む一般世帯数割合 

一般世帯に対する住宅に住む一般世帯数割合は、平成 22 年の実績値で

ある 97.6％で推移するものと想定します。 

・持ち家世帯数割合 

持ち家世帯数割合は、定住促進施策の効果により若年世帯の定住がある

一方、高齢化の進行により高齢者の施設居住や家族同居が増加等による空

き家化と相殺されるものと考え、平成 22 年程度の 50.6％で維持されると

想定します。 

・公的借家世帯数割合 

公的借家世帯は、人口が減少するものの、高齢化の進展や経済状況の厳

しさからみる低所得者の需要については堅調なものと考え、今後 10 年に

ついては平成 22 年の実績 11.7％について維持するものと設定します。 

・民間借家世帯数割合 

民間借家世帯数割合は、全体の借家割合から他の借家世帯割合を引いた

数値を設定し、平成 37 年で 30.0％と想定します。 

・給与住宅世帯数割合 

給与住宅世帯数割合は、平成２年～平成 22 年の割合をもとに、指数式

による曲線近似で推計し、平成 37 年で 6.1％と想定します。 

・間借り等世帯数割合 

間借り等世帯数割合は、今後は大きく増加しないものと考え、平成 22

年の実績 1.6％が維持されるものと設定します。 

 

結果を次ページ表に示します。 

 

 



８．住宅施策の理念・基本目標と展開方向 

77  

平成12年
（国勢調査）

平成17年
（国勢調査）

平成22年
（国勢調査）

平成37年
（推計）

備考

43,395 42,045 40,998 37,183 ※1

18,012 17,982 18,112 17,539 ①／③

2.41 2.34 2.26 2.12 ※2

17,250 17,340 17,684 17,118 ②*⑤

95.8% 96.4% 97.6% 97.6% ※3

⑥持ち家 ⑥　実数 8,749 8,881 8,941 8,662 ④*⑥’

⑥’割合 50.7% 51.2% 50.6% 50.6% ※4

⑪借家 ⑦公的借家 ⑦　実数 1,976 2,027 2,066 2,003 ④*⑦’

⑦’割合 11.5% 11.7% 11.7% 11.7% ※5

⑧民間借家 ⑧　実数 4,559 4,562 4,939 5,135 ④*⑧’

⑧’割合 26.4% 26.3% 27.9% 30.0% ※6

⑨給与住宅 ⑨　実数 1,823 1,649 1,460 1,044 ④*⑨’

⑨’割合 10.6% 9.5% 8.3% 6.1% ※7

⑩間借り等 ⑩　実数 143 221 278 274 ④*⑩’

⑩’割合 0.8% 1.3% 1.6% 1.6% ※8

⑪借家計 ⑪　実数 8,501 8,459 8,743 8,456

⑪’割合 49.3% 48.8% 49.4% 49.4%

※1　「網走市人口ビジョン」（平成２７年７月）による

※2　②平均世帯人員：国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）』（2014年4月推計）

　　　　　　　　　　　　　　の北海道の平均世帯人員の推計値の平成22年に対する割合で減少。H37:0.937

※3  ⑤総世帯に占める割合：推計の相関係数が低いことから、平成22年の割合で推移するものと仮定。

※4　⑥’持ち家割合：推計の相関係数が低いことから、平成22年割合で推移するものと設定。

※5　⑦’公的借家割合：平成22年割合を維持すると設定。

※6　⑧’民間借家割合：借家世帯割合からその他借家割合を引いて設定。

※7　⑨’給与住宅割合：給与住宅割合（平成２～22年）を基に算出、指数式、相関係数0.9750

※8　⑩’間借り等割合：間借り等割合は平成22年割合で推移するものと設定。

⑤総世帯に占める割合

①総人口

②総世帯数

③平均世帯人員

④住宅に住む一般世帯

表 8-2 住宅所有関係別世帯数の推移と推計     （単位：人、世帯、人／世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 公営住宅等の目標管理戸数 

網走市の公的借家世帯の需要は推計から約 2,003 世帯とします。 

網走市の公的住宅は、市営住宅と道営住宅があります。 

道営住宅は現在 488 戸が管理されており、入居率 100％と想定します。 

また、建替事業による政策空き家や一般空き家等の発生を考慮し、若干の空

き家を想定します。 

その結果、平成 37 年における公営住宅等の目標管理戸数は、現況より 199

戸減少した 1,545 戸とします。 
 

表 8-3 公営住宅等の目標管理戸数 

 平成 27 年度 平成 37 年度 

1.市営住宅等管理戸数（3+5） 1,744 戸 1,545 戸 

2.公的借家入居確保世帯 2,054 世帯 2,003 世帯 

 3.市営住宅分(2-4) 1,579 戸 1,515 戸 

 4.道営住宅分 475 戸 488 戸 

5.市営住宅空き家戸数 165 戸(内政策空き家 147 戸） 30 戸 

6.道営住宅空き家戸数 13 戸 0 戸 


