
計画の名称：     浜松市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上（地域住宅計画（防災・安全））

事業主体名：浜松市　　　　　　          
チェック欄

   ①計画の目標が基本方針と適合している。 ○

   ②地域の住宅ストックや住環境整備の状況等、現状分析が適切になされている。 ○

   ③地域の住宅政策上の課題を的確に踏まえた目標となっている。 ○

   ④関連する各種計画（住生活基本計画等）との整合性が確保されている。 ○

   ⑤緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。 ○

　　（該当するものに○）
　　　ア　老朽化した住宅ストックの更新　　　　イ　安全面、衛生面等の居住環境の改善
　　　ウ　子育て世帯、高齢者、障害者等の居住の安定の確保　　　　エ　既存住宅ストックの有効活用
　　　オ　まちなか居住の推進　　　　カ　地方定住の推進
　　　キ　その他（地域の実情に応じた緊急性の高い課題を記入）

　 ⑥数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。 ○

   ①事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 ○

   ②十分な事業効果が得られることが確認されている。 ○

　 ③事業効果は、数値、指標等を用いて客観的に示されている。 ○

　 ④事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等
　　　の工夫がなされている。

○

　 ⑤地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。 ○

   ①事業熟度が十分である。 ○

   ②計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。 ○

   ③計画を公表することとしている。 ○

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性

防災・安全交付金チェックシート

Ⅱ．計画の効果・効率性

（地域住宅計画に基づく事業等タイプ）



社会資本総合整備計画　事前評価シート

浜松市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上
（地域住宅計画（防災・安全））

平成２６年　２月

静岡県浜松市



16 浜松市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上（地域住宅計画（防災・安全））

平成24年度　～　平成27年度　（4年間） 浜松市

・浜松市における既存市営住宅ストックについて、安全性確保、長寿命化等のため、外壁改修が実施された市営住宅の戸数の割合を0.31％から25.71％に増加。（地域住宅計画）
・浜松市における既存市営住宅ストックについて、安全性確保、長寿命化等のため、屋上防水改修が実施された市営住宅の戸数の割合を2.48％から18.39％に増加。（地域住宅計画）

（H27末）
既存市営住宅ストックの老朽化対策として、安全性確保、長寿命化等となる外壁改修が実施された割合
（外壁改修実施の住戸割合）＝（外壁改修済の住戸数）/（今後も活用する市営住宅の住戸数：用途廃止、建替え対象を除く）（％）

既存市営住宅ストックの老朽化対策として、安全性確保、長寿命化等となる屋上防水改修が実施された割合
（屋上防水改修実施の住戸割合）＝（屋上改修済の住戸数）/（今後も活用する市営住宅の住戸数：用途廃止、建替え対象を除く）（％）

Ａ　基幹事業

事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

1-A1-2 住宅 一般 浜松市 直接 Ｈ24・25は補正予算

1-Ac-2 住宅 一般 浜松市 直接 Ｈ24・25は補正予算

1-Ac-3 住宅 一般 浜松市 直接

合計

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

浜松市における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上（地域住宅計画）

地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 対象 間接 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

1-A1-1 住宅 一般 浜松市 直接

1-A1-2 住宅 一般 浜松市 直接 本計画移行元

1-A1-3 住宅 一般 浜松市 直接

1-Ac-1 住宅 一般 浜松市 直接

1-Ac-2 住宅 一般 浜松市 直接 本計画移行元

1-Ac-3 住宅 一般 浜松市 直接 本計画移行元

1-Ac-4 住宅 一般 浜松市 直接

1-Ac-5 住宅 一般 浜松市 直接

1-C-1 住宅 一般 浜松市 直接

9.97%1,501百万円 Ｂ’ 0百万円 Ｃ’

平成26年2月6日

（地域住宅計画）

A1'+Ac' 1百万円
(Ac+C+Ac'+C')/

((A1+Ac+A1'+Ac')+(B+B')+(C+C')）

Ｃ　効果促進事業　　Ｃ'

浜松市 公営住宅移転事業 建替え団地の仮住居費補助(1団地) 浜松市

浜松市 公営住宅等耐震診断事業 既存団地の耐震診断業務委託(市内全域) 浜松市

浜松市 公営住宅等移転事業 建替え団地の移転費補助(1団地) 浜松市

浜松市 ストック総合改善事業に係る設計･工事監理業務委託事業 既存団地の改善工事の設計･工事監理業務委託(市内全域) 浜松市

浜松市 公営住宅等機能向上改善事業 既存団地の機能向上改善工事(市内全域) 浜松市

Ａ　基幹事業        Ac'　地域住宅計画に基づく事業（提案事業）

浜松市 公営住宅等駐車場整備事業 公営住宅駐車場整備(1団地) 浜松市

浜松市 公営住宅等ストック総合改善事業 浜松市の団地の改善事業(2,354戸) 浜松市

（事業箇所）

浜松市 住宅地区改良事業等 浜松市の改良団地の改善事業(113戸) 浜松市

浜松市

事業種別 事業者
要素となる事業名

Ａ　基幹事業        A1'　地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）

浜松市 公営住宅等整備事業 浜松市の団地の建替え(40戸、150戸計画)

市町村名

計画等の名称

既存団地の外壁等改善事業(1,242戸)

市町村名

番号 事業者 要素となる事業名 市町村名
事業内容

効果促進事業費の割合
7.97%

Ａｃ＋Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

浜松市

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

A1　地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）

浜松市

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
1,277百万円

Ａ
(内Ac)

1,277百万円
(102百万円)

Ｂ 0百万円 Ｃ 0百万円

当初現況値 最終目標値

　　計画の成果目標（定量的指標）

25.71%

2.48% 18.39%

浜松市

浜松市

Ac　地域住宅計画に基づく事業（提案事業）

既存団地の外壁等改善事業(16戸)

ストック総合改善事業に係る設計･工事監理業務委託事業

公営住宅等機能向上改善事業

既存団地の改善工事の設計･工事監理業務委託(市内全域)

計画の名称

社会資本総合整備計画（浜松市・事前評価）（防災・安全）

計画の目標

公営住宅等ストック総合改善事業

計画の期間 交付対象

『市営住宅のストック改善工事等を行い、安全性確保、長寿命化、住宅セーフティネット機能の向上など、総合的な居住環境の向上を図る』

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

（H24当初）

浜松市

浜松市

0.31%

交付対象事業

事業実施期間（年度）

一体的に実施することにより期待される効果

事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

（延長・面積等）

番号

一体的に実施することにより期待される効果

その他関連する事業



・実施主体：都市整備部　住宅課

・評価に係る審議：都市整備部審査会にて審議を行う

部審査会　対応方針（案）

部審査会審議日：平成26年1月14日

　本計画は妥当であると認められるため、整備計画を国に提出し、事業を進めるものとする。

事前評価の実施時期

２　整備計画の効果及び効率性

①上位計画との整合性

公表の方法

１　計画の必要性及び目標の妥当性

②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)
市営住宅は、住宅の確保に特に配慮を要する者に対する住宅であり、安全性確保、住宅セーフティネット機能の向上が求められている。また、本市の市営住
宅は、昭和40～50年代に建設された既存ストックが過半数であり、限られた財源をより効率的・効果的に活用するため、長期間にわたり使い続けられる良質
な既存ストックの形成(長寿命化)が必要とされている。本計画の目標はこれに対応した目標となっている。

②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効
果発現の確実性)

①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等の合意形成等
を踏まえた事業実施の確実性)

・計画記載の要素事業についての概要を国(整備局)へ説明済。
・事業着手前に市営住宅入居者及び地域住民に対して書面等により工事内容等を周知して事業への理解を得てから事業に着手するようにしている。期間内に
おいても、事業の進捗状況や注意事項などの周知を徹底している。

■：上位計画の政策目的と整合している。
　上位計画名称と整合の概要：
　　本計画は、｢浜松市住生活基本計画｣の基本目標（１居住の安定の確保：公的賃貸住宅のセーフティネット機能の向上）及び｢浜松市営住宅ストック総合
　　活用計画｣の基本方針（１効率的・効果的な供給、２既存ストックの有効活用）、活用手法別・団地・住棟別判定結果に即した計画内容となっている。

①整備計画の目標と定量的指標の整合性

③目標と事業内容の整合性

②定量的指標の明瞭性

計画の成果目標(定量的指標）は、既存ストックの老朽化した外壁や屋上防水について、安全性確保や長寿命化等となる改修を行うことにより、今後も長期間
にわたり安心して使い続けていくことの出来る良質な既存ストックを形成し住宅セーフティネット機能の向上を図るものであり、計画の目標の達成度合いを
測るものとなっている。

特になし。

既存ストックの老朽化対策として、安全性確保や長寿命化等となる外壁改修、屋上防水改修が実施された市営住宅の戸数を、計画前後で比較することが容易
であり、定量的指標は明瞭である。

整合している。既存ストックの老朽化した住棟に対して、外壁剥落や屋根材飛散の防止などの安全性確保や、耐久性などの向上を図る長寿命化となる改修等
を実施する事業内容であり、市営住宅の住宅セーフティネット機能の向上を図るものである。

事　前　評　価

○事前評価の実施体制、実施時期

事前評価の実施体制

④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性

浜松市ホームページにて公表

本計画事業は、浜松市営住宅ストック総合活用計画に沿って計画的に改修等を行うものであり、各要素事業を計画的に実施していくことで、団地ごとの長寿
命化等を効果的に図るとともに、市営住宅既存ストック全体のライフサイクルコスト縮減、総合的な居住環境の向上につながるものである。

３　計画の実現可能性

平成26年1月14日


