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26. 
平成 25 年北九州市住生活総合調査      北九州市建築都市局住宅計画課

はじめに～調査の概要～ 

「北九州市住生活総合調査」は、市民の住宅

に対する満足度、最近の改善状況、今後の改

善計画や住まい方の意向など、住生活の実態

を把握するために、昭和３５年から国土交通省

が実施している全国調査に合わせて、北九州

市では、昭和４８年から５年ごとに票数を拡大し

実施しています。 

今回の調査は平成２０年以来の調査となり、

全国では約８万５千世帯（有効回答は約７万４

千世帯）、北九州市では6,173世帯（有効回答

は5,090世帯、回収率は82.5％）を対象に、平成 

２５年１２月１日現在で実施されました。 

この調査は、住宅に関する居住者の評価や

今後の計画など、主観的データを明らかにする

ことを主眼としているのが特徴です。 

１ 住宅及び居住環境の評価 

住宅及び居住環境に対する総合評価

北九州市全体の不満率は21.1％で、平成20
年調査の26.4％から5.3ポイント減少し、満足
度が上昇。

 住宅及び住環境に対する総合評価は、「非常

に不満」が3.6％、「多少不満」が17.5％であり、

不満率（「非常に不満」と「多少不満」を合わせ

た率）は21.1％となっています。平成20年調査

では、「非常に不満」が3.5％、「多少不満」が

22.9％、不満率は26.4％であり、「非常に不満」

が0.1ポイント増加、「多少不満」が5.4ポイント減

少、不満率は5.3ポイントの減少となっていま

す。 

〔図－1〕 

 持・借別では、不満率は持家で19.7％、借家

で23.4％となっており、借家の方が3.7ポイント

上回っています。 

 平成20年調査では、不満率は持家22.7％、借

家31.2％であり、持家で3.0ポイントの減少、借

家で7.8ポイントの減少となっています。 

〔図－2〕 

住宅に対する評価

不満率は25.2％であり、平成20年調査の
32.5％から7.3ポイント減少し、満足度が上昇。
住宅の各要素に対する不満率が低い項目は、

「外部からのプライバシーの確保」(25.2%)、「住
宅の広さ・間取り」(25.9%)、「居間など、主な居
住室の採光」(26.4%)。
不満率の高い項目は、「高齢者などへの配慮」

(51.7％)、「地震時の住宅の安全性」（50.8％）、
「住宅のいたみの少なさ」（48.2％）。

図－1 住宅・居住環境に対する総合評価 

図－2 持・借別住宅・居住環境に対する不満率 
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 住宅に対する評価は、「非常に不満」が3.6％、

「多少不満」が21.6％であり、不満率は25.2％となっ

ています。平成20年調査では、「非常に不満」が

4.2％、「多少不満」が28.3％、不満率は32.5％であ

り、「非常に不満」が0.6ポイント減少、「多少不満」が

6.7ポイント減少、不満率は7.3ポイントの減少となっ

ています。〔図－3〕 

 住宅の個別要素ごとの不満率は｢高齢者などへの

配慮｣が51.7％で最も高く、次いで、｢地震時の住宅

の安全性｣が50.8％、「住宅のいたみの少なさ」が

48.2％となっています。 

 比較的不満率の低い項目は、｢外部からのプライ

バシーの確保」（25.2％）、｢住宅の広さ・間取り｣

（ 25.9％ ） 、 ｢居間など、主な居住室の採光」

（26.4％）などです。〔図－4〕 

居住環境に対する評価

不満率は 25.6％で、平成 20年調査の
32.2％から6.6ポイント減少し、満足度が上
昇。

居住環境の各要素に対する不満率の低い

項目は、「水害・津波の受けにくさ」(18.7%)、
「通勤・通学の利便」(22.9%)、｢近隣の人た
ちやコミュニティとの関わり」（25.8％）。
不満率が高い項目は、｢敷地やまわりのバ

リアフリー化の状況｣（52.0％）、｢火災の延焼
の防止｣（44.2％）、「まわりの道路の歩行時
の安全」（42.2％）。

居住環境に対する評価は ｢非常に不満｣が

3.8％、｢多少不満｣が21.8％であり、不満率は

25.6％となっています。平成20 年調査では｢非

常に不満｣が3.7％、｢多少不満｣が28.5％、不満

率は32.2%であり、「非常に不満」が0.1ポイント増

加、「多少不満」が6.7ポイント減少、不満率は6.6

ポイントの減少となっています。〔図－5〕 

 居住環境の個別要素ごとの不満率は｢敷地や

まわりのバリアフリー化の状況｣が52.0％で最も高

く、次いで、｢火災の延焼の防止｣が44.2％、まわ

りの道路の歩行時の安全」が42.2％となっていま

す。 

 比較的不満率の低い項目は、｢水害・津波の受

けにくさ」（18.7％）、｢通勤･通学などの利便｣

（22.9％）、｢近隣の人たちやコミュニティとの関わ

り」（25.8％）などです。〔図－6〕 

図－3 住宅に対する評価 

図－4 住宅の個別要素に対する不満率 

図－5 居住環境に対する評価 
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２ 最近5年間の居住状況の変化 

 住宅及び居住環境に関して重要と思う点は、

「治安、犯罪発生の防止」（39.3%）が最も多く、次

いで、「日常の買い物、医療・福祉・文化施設な

どの利便」（36.0%）、「災害時の避難のしやすさ」

（23.8%）となっています。 

 住まいについて重要と思わない点としてあげる

世帯が多い項目は、「親や親戚の住宅との距離」

（22.1%）、「まちなみ、景観」（19.6%）、「子育て支

援サービスの状況」（17.8%）となっています。 

住居費負担に対する評価

住宅ローン・家賃など住居費の負担に対する

評価は、「家計への影響が大きい」とする世帯

の割合が61.2％と相変わらず高い。

 住宅ローンのある持家の住居費負担に対する

評価は、「家計への影響が大きい」が61.2％(｢生

活必需品を切りつめるほど苦しい｣6.4％＋｢ぜい

たくはできないが何とかやっていける｣54.8％)、

「家計への影響が少ない」が38.8％(｢ぜいたくを

多少がまんしている｣26.4％＋｢家計に余り影響

がない｣12.4％)となっており、平成20年調査で

は、それぞれ69.3％、30.7％であったことから、

「家計への影響が大きい」とする世帯が減少し、

｢家計への影響が少ない｣とする世帯は増加して

います。 

 借家における家賃負担に対する評価は、「家計

への影響が大きい」が61.2％、「家計への影響が

少ない」が38.8％となっています。〔図－7〕 

最近5年間で、住み替え・建て替え・リフォー

ムのいずれかを行った世帯は全世帯の

40.2%、に増加し、特にリフォームが急増。「何
もしなかった」世帯は全世帯の49.2%。 

最近5年間に「住み替えた」世帯が20.7%「リフ

ォームした」世帯が19.0%、「建て替えた」世帯が

0.5%となっています。また、最近5年間で住み替

え・建て替え、リフォームのいずれも行わなかった

世帯は49.2%となっています。 

平成20年調査では、「住み替えた」19.9%、「リ

フォームした」5.3%、「建て替えた」0.6%であり、そ

れぞれ、0.8ポイント増加、13.7ポイント増加、0.1

ポイント増加となっています。〔図－8〕 

図－6 居住環境の個別要素に対する不満率 図－7 住居費負担に対する評価 

図－8 最近5年間の住み替え・改善の状況 
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３ 今後の住まい方の意向 

最近5年間に実施した住み替えの主な目的

は、「親、配偶者などの世帯からの独立」が21.8%

と最も多く、次いで「住宅を広くする、部屋を増や

す」が21.7%となっています。〔図－9〕 

又、最近5年間に実施した改善（「建て替え」＋

「リフォーム」）の主な目的は「住宅のいたみを直

す、きれいにする」が66.7%と最も多く、次いで「高

齢期の生活の安全・安心や住みやすさの向上」

が28.7%となっています。〔図－10〕 

変化に要した費用の平均を見ると、新築住宅

（注文・分譲）が約28百万円、中古住宅が約14百

万円、建て替えが約28百万円、リフォームが約3百

万円となっています。 

5年先以降も含む今後または将来の
                   住み替え・改善意向

「今後または将来の住み替え意向」については、

「住み替えたい」とする世帯は19.6%。

 今後または将来の住み替え意向については、

「住み替えたい」とする世帯は19.6%となっていま

す。平成20年調査では、22.8%であり、3.2ポイント

の減少となっています。〔図－11〕 

今後5年以内における住み替え・改善意向 
住み替え・改善意向のある世帯は16.8%で、
平成20年調査より2.0ポイント増加。
住み替え・改善意向の内容としては「住み替え

たい」が11.2%、「建て替えたい」が0.4%、「リフ
ォームしたい」が5.2%。

 住み替え・改善の意向についてみると、「意向

がある」世帯は16.8％で、平成20年調査よりも2.0

ポイント増加しています。〔図－12〕 

 今後5年以内に住み替え・改善の意向がある世

帯おいて、その目的をみると、住み替えの主な目

的は、「就職、転職、転勤などに対応」が22.3%、

改善の主な目的は「住宅のいたみを直す、きれ

いにする」が58.6%と最も多くなっています。 

〔図－13〕〔図－14〕 

 持・借別では、「意向がある」世帯の割合は、持

家が12.3％、借家が24.3％となっており、借家の

方が12.0ポイント高くなっています。 

図－9 最近5年間に実施した住み替えの主な目的 

図－10 最近5年間に実施した改善の主な目的 

図－12 今後5年以内の住み替え・改善意向 

図－11 5年先以降も含む今後又は将来の 

住み替え意向 
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今後5年以内のリフォーム意向を持つ世帯の

考えている工事内容は、「台所・トイレ・浴室・洗

面所の改修」が54.6%、「天井、壁、床などの内装

の改修」が35.0%、「屋根、外壁などの改修」が

27.5%となっています。 

今後5年以内に住み替え・改善意向を持つ世

帯の課題については「預貯金や返済能力の不

足、またはその可能性がある。」が23.0%、「予算

の範囲で気に入った住宅がない」が20.3%と多く

なっています。 

今後の住み替え意向のない理由としては、「現

在の住まいに満足しているから」が33.1%と最も多

く、次いで、「住み慣れていて離れたくないから」

が21.5%、「資金が不足しているから」が10.6%とな

っています。〔図－15〕 

４ 家族構成別に見た住宅及び 

居住環境の評価と住み替え・改善意向 

子育て世代の住まい方

住宅及び居住環境に関して子育てのために最

も重要と思う項目は、「住宅と住宅まわりの防犯

性」（13.7%）、「住宅の広さ」（13.5%）、「家族の
集いや交流を促す間取り」（12.6%）。

 住宅及び居住環境に関して子育てのために最

も重要と思う項目を見ると、平成25年は「住宅と

住宅のまわりの防犯性」（13.7％）、「住宅の広さ」

（13.5％）、「家族の集いや交流を促す間取り」

（12.6％）の順になっています。〔図－16〕 

 長子の年齢別に今後5年以内の住み替え・改

善意向を見ると、長子の年齢が低い世帯ほど住

み替え意向を持つ割合が大きくなっており、長子

が5歳以下の世帯は38.0%、6～11歳の世帯は

19.3%、12～17歳の世帯は15.8%、18歳以上の世

帯は5.2％となっています。 

図－13 今後5年以内の住み替えの主な目的 

図－14 今後5年以内の改善の主な目的 

図－15 今後の住み替え意向のない理由 

図－16 子育てのために最も重要と思う項目 
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５ 現住居以外に所有・賃借している住宅 

高齢期の住まい方

高齢者が考える住宅及び居住環境に関して

重要と思う項目は、「日常の買い物、医療・福

祉・文化施設などの利便」（37.1%）、「治安・
犯罪発生の防止」（30.2%）、「福祉、介護等の
生活支援サービスの状況」（25.1%）。

要介護者等のいる世帯の住まい方

 高齢者のいる世帯における要介護者等の有

無別の、住宅及び居住環境に対する総合的な

評価に関する不満率は、要介護者がいる世帯

が22.3%、いない世帯が19.5%。

 高齢者世帯が住宅及び居住環境に関して重

要と思う項目は、「日常の買い物、医療・福祉・文

化施設などの利便」（37.1%）、「治安・犯罪発生の

防止」（30.2％）、「福祉・介護等の生活支援サー

ビスの状況」（25.1%）の順になっています。 

 高齢期における子との住まい方（距離）の希望

は、「特にこだわりはない」（38.9%）、「片道15分未

満の場所に住む」（11.1％）、「子と同居する（二

世帯住宅を含む）」（9.1％）」の順になっていま

す。〔図－17〕 

 高齢者のいる世帯における要介護者等の有無

別の、住宅及び居住環境に対する総合的な評

価に関する不満率を見ると、要介護者がいる世

帯が22.3%、いない世帯が19.5％で、要介護者の

いる世帯の方が高くなっています。 

 現住居以外に所有・賃借している住宅がある

世帯の割合は、7.2%. 

 現住居以外に住宅を「所有している」、または

「借りている」世帯の合計の割合は、7.2%（「所有

している」6.9%、「借りている」0.3%）となっていま

す。 

 利用状況では、「子・親族などが住んでいる」が

33.9%と最も多く、次いで「空き家（物置などを含

む）になっている」、「借家として賃貸している」が

22.5%となっています。 〔図－18〕 

 家計主が75歳以上（後期高齢者）の世帯の住

み替え先では、「サービス付きの高齢者向け住

宅」が18.6％、「有料老人ホームなどの居住施

設」が9.2％など高齢者向け施設を希望する世帯

が多くなっています。 

図－17 高齢期における子との住まい方 

図－18 現住居以外の住宅の利用状況 

近距離希望は増加 
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６ 地域別集計 

 空き家になっている住宅は、「昭和 45 年以
前」に建築された住宅が 40.5%、「昭和 46 年
～55年」に建築された住宅が 22.1%。

空き家になっている住宅の建築時期は、「昭

和45年以前」に建築された住宅が40.5%、「昭和

46年～55年」に建築された住宅が22.1%と、昭和

55年以前で全体の2/3を占めており、「現住居」

や「空き家でない現住居以外の住宅」に比べて、

古い住宅の割合が大きくなっています。〔図－

19〕 

 空き家の今後の活用意向は、「空き家のままに

しておく」が31.4%と最も多く、次いで「住宅を親族

以外に売却する」が20.6%、「自分や親族などが

住む」が11.4%となっています。 

 借家に居住している世帯において、将来の住

宅相続の予定がある世帯は、6.6%。 

 借家に居住している世帯における、将来の住

宅相続の予定の有無は、予定がある世帯は6.6%

で平成20年調査よりも1.9％増加しています。一

方、予定がない世帯は、平成20年調査の57.4%

から、平成25年調査の43.9％に減少しています。

〔図－20〕 

 今後または将来の住み替え意向における住み

替え先の立地環境として「街なか」を志向する世

帯は26.0%。

 今後または将来の住み替え意向における住み

替え先の立地環境として、「街なか」を志向する

世帯は、平成20年調査の23.6％から、26.0％に

増加しています。一方「田舎、田園、リゾート他」

を志向する世帯は平成20年調査の7.4％から

5.1%に減少しています。〔図－21〕 

 空き家の管理状況は、「自分や親族が定期的

に管理」が32.5%、「自分や親族が不定期に管

理」が26.1％、「ほとんど何もしていない」が

17.4％、「専門業者に管理を委託」が4.4％となっ

ています。 

 将来相続する住宅の活用について、「住む、ま

たは建て替えて住む」が、78.5%と最も多く、次い

で「住宅を賃貸・売却する」が14.6%となっていま

す。 

図－19 空き家等の建築時期 

図－20 借家世帯の相続可能性のある住宅の有無 

図－21 今後または将来の住み替え先の立地環境 


