
公社一般賃貸住宅の再編整備計画の改定について（概要版）

○ 当公社では、平成15年5月に「公社一般賃貸住宅の再編整備計画」を策定・公表

　 し、公社住宅の建替え等の再編整備事業を推進

【再編整備計画】

○ これまでの建替事業等の実績を整理した上で、社会状況の変化や事業の課題も踏

　 まえながら、今後の取組方針、具体的な進め方など、再編整備計画を改定

○ 今後は、この新たな再編整備計画に基づき、お住まいの方の状況や都民の居住ニ

　 ーズに一層対応した、安全・安心で魅力ある公社住宅の供給を計画的に推進する

　 とともに、高度防災都市づくり、少子高齢社会・人口減少社会の到来への対応、

   環境負荷の低減など、東京における喫緊の課題の解決に向けて取組を推進

＜平成15年度から25年度までに建替え等に着手した住宅＞

 駒込  豊島 74  丸山町  文京 174

 東蒲田  大田 111  茗荷谷  文京 32

 仲六郷  大田 72  千住橋戸  足立 68

 千早町  豊島 56 18  小竹町  練馬 200

 二葉町  品川 80  烏山  世田谷 584

 広町  杉並・中野 504  向原  板橋 840

 千住旭町  足立 96  久我山  世田谷 264

 千住日之出町  足立 64  旭ビル  世田谷 56

 太子堂  世田谷 204  昌平橋  千代田 42

 大山  板橋 48 21  方南町  杉並 144

 東大久保  新宿 58 22  三宿  世田谷 96

 馬込西  大田 88 23  十条  板橋 46

 上池上  大田 56  田端  北 56

 鷺宮  中野 192  千歳船橋  世田谷 96

 芦花公園前  世田谷 224 計 29団地 4,625

団地
（住宅名）

所在地
（区）

従前
戸数(戸)

団地
（住宅名）

従前
戸数(戸)

所在地
（区）

事業年度
（平成）

事業年度
（平成）

17

25

20

17

15

16

19

 ・ 再編整備計画（平成15年５月）に基づき建替事業等を推進してきたが、計画の策

    定から10年が経過する中で、事業の進捗状況を踏まえた計画への見直しを行うこ

　　とが必要

 ・ 人々の価値観やライフスタイル、世帯構成や居住ニーズも一層多様化し、これら

　  にきめ細かく応えられる住宅の供給が必要

 ・ 東日本大震災を契機とした防災対策の必要性、少子高齢化の急速な進行、地球温

　　暖化をはじめとする環境問題の深刻化など、公社の事業を取り巻く環境も大きく

　　変化
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【改定の概要】

○ 対象住宅　　昭和３９年度以前に建設した住宅　３５団地　約１４，５００戸

○ 計画期間　　平成２６年度から４０年度までの１５年間

○ 取組方針
　

○ 建設年代別の整備の方向性

　・ 昭和３４年度以前に建設した住宅は、建替えを中心とした再編整備を推進

　・ 昭和３５年度以降に建設した住宅で、建替えが可能な団地は順次建替え

 昭和３４年度以前に建設した住宅 １９団地　約６，１００戸

 昭和３５～３９年度に建設した住宅 １６団地　約８，４００戸

○ スケジュール

　・ これまでの１０年間で、年間約４５０戸の再編整備を行ってきたが、これを加速し、

　　 平成２６年度から年間約６００戸、１０年間で約６，０００戸の再編整備に着手

・ 平成３６年度以降は、年間約８００戸と、さらに加速して、計画期間で約１万戸の

　 再編整備に着手し、その後も、引き続き再編整備を推進

・ 事業の進行管理を的確に行いながら、社会状況の変化も踏まえて、概ね５年ごとに

　 計画の見直しを実施

平成26年度～30年度 平成31年度～35年度 合計

２，８００戸 ３，２００戸 ６，０００戸再編整備戸数

＜平成２６年度から３５年度までの１０年間の再編整備＞

取組４　多様な居住ニーズに対応した魅力ある住宅づくり

取組３　本格的な少子高齢社会の到来に向けた事業の推進

取組２　まちづくり、防災機能向上、省エネ対策への対応

取組１　社会状況・住宅需要の動向を見すえた再編整備の推進
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 （建替え）

、

 （集約型建替え）

※  野沢ビルは、区分所有建物となっており、他の建物
　  所有者との協議により具体的な計画を作成

○ 再編整備の展開

　・ 再編整備対象住宅（昭和39年度以前建設）については、次の手法により再編整備

　   を展開

団地
（住宅名）

所在地
事業年度
（昭和）

管理戸数
（戸）

 中野  中野区  26,27 248

 石川町  大田区  27 128

 和田本町  杉並区  27 108

 経堂第一  世田谷区  27 96

 弦巻  世田谷区  28,29 160

 松の木  杉並区  30,31 216

 祖師谷  世田谷区  30,31 1,020

 赤堤  世田谷区  32 141

 江古田  中野区  32,33 344

 興野町  足立区  33 760

 上石神井  練馬区  33,34 168

 用賀  世田谷区  34 166

 烏山松葉通  世田谷区  34,39 256

 大蔵  世田谷区  34～38 1,264

 鷺宮西  中野区  34～36 686

 中台町  板橋区  35,36 400

 小金井本町  小金井市  35,36 830

 森野  町田市  36,37 432

 烏山北  世田谷区  39 134

 多摩川  調布市･狛江市  39 490

 計　20団地 8,047

団地
（住宅名）

所在地
事業年度
（昭和）

管理戸数
（戸）

 本村町  港区  27 80

 豪徳寺  世田谷区  28 112

 雑色  中野区  28 40

 本田川端町  葛飾区  31,32 94

 野沢ビル  世田谷区  37 32

 計　５団地 358
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・ 再編整備の推進により用地を創出し、高度防災都市づくり、少子高齢社会・

　 人口減少社会の到来への対応、環境負荷の低減など、東京における喫緊の課

　 題の解決に向けて有効に活用

 （ストック活用）

 （創出用地の活用）

団地
（住宅名）

所在地
事業年度
（昭和）

管理戸数
（戸）

 高ヶ坂  町田市  35,36 832

 江ノ島道東  立川市  36 392

 小金井貫井  小金井市  37 349

 田無西原  西東京市  37 522

 熊川  福生市  37,38 592

 木曽  町田市  37,38 904

 田無南芝  西東京市  38 318

 平山  日野市  38,39 780

 本町田  町田市  38,39 916

 久米川駅東  東村山市  39 482

 計　10団地 6,087
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