
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28年度　（5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26.26%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16.09％に増加。（地域住宅計画）

（H28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）（％） （地域住宅計画）

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） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28 策定状況

1-A1-2 住宅 一般 浜松市 直接 策定済 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（該当なし）
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

Ｃ　効果促進事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度）
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号

社会資本総合整備計画（防災・安全）（第2回変更計画） 平成29年9月29日

計画の名称 重点計画の該当
計画の期間 交付対象
計画の目標

『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』

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　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

当初現況値 中間目標値 最終目標値
（H24当初）

0.31% － 26.26%

2.48% － 16.09%

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ+Ｄ）

1,175百万円 Ａ
1,175百万円

(内Ac70百万円) Ｂ 0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

5.96%
Ａｃ＋Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

番号 事業者
要素となる事業名

市町村名
（事業箇所）

A1　地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）

浜松市 公営住宅等ストック総合改善事業 既存団地の外壁等改善事業(1,211戸) 浜松市

Ac　地域住宅計画に基づく事業（提案事業）

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 既存団地の外壁等改善事業(16戸) 浜松市

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

備考
（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
備考

一体的に実施することにより期待される効果 備考

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
備考

一体的に実施することにより期待される効果 備考



Ａ　基幹事業

番号 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-A1-1 住宅 一般 浜松市 直接

1-A1-2 住宅 一般 浜松市 直接 Ｈ24：一部を地自交で

実施

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 Ｈ24：一部を地自交で

実施

1-Ac-3 住宅 一般 浜松市 直接 Ｈ24：地自交で実施

1-Ac-4 住宅 一般 浜松市 直接

合計

Ｂ´　関連社会資本整備事業（該当なし）
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

1-C-1 住宅 一般 浜松市 直接
合計

番号 備考

1-C-1

その他関連する事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
（事業箇所）

A1´　地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）

浜松市 公営住宅等整備事業 浜松市の団地の建替え(40戸) 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(2,008戸) 浜松市

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

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 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事業(市内全域) 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

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

1百万円

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

一体的に実施することにより期待される効果
当該移転事業は、市営住宅の建替えに伴い、民間賃貸住宅を仮住居とする既存居住者に民間家賃との差額を補助する事業であり、(1-A1-1)の公営住宅等整備事業と一体的に実施する必要がある。既存入居
の低額所得者への負担を軽減することにより、建替え事業を円滑に進め、住宅セーフティネット機能向上の効果を促進するものである。

(Ac+C+Ac')/
((A1+Ac+A1'+Ac')+(B+B')+(C+C')）

4.63%A1'+Ac' 1,033百万円 Ｂ’ - Ｃ’



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。
※　平成２８年度は、決算額が確定でき次第記載。

H26 H27 H28

配分額
（a）

102 70 46

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0

交付額
（c=a+b）

102 70 46

前年度からの繰越額
（d）

51 0 0

支払済額
（e）

154 70 46

翌年度繰越額
（f）

0 0 0

うち未契約繰越額
（g）

0 0 0

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0.0% 0.0% 0.0%

未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由



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28年度　（5年間） 浜松市

 １．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ２．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ３．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「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」をいう。

計画の名称
計画の期間 交付対象

該当なし

該当なし

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たす
ことが必要です。）

・市営住宅の適正な管理を行うため、入居者への生活（共同生活として）指導をはじめ、住宅使用料の収納率向上対策や入居収入基準を超えた世帯に対する厳格な対応を実施し、真に住宅に困窮する市民に住宅を供給する。

・公営住宅等長寿命化計画などにより、適切な市営住宅の建替え・維持管理等を実施する。



（参考図面）地域住宅支援
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28年度　（5年間） 浜松市

Ａ　基幹事業

A１　地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）

Aｃ　地域住宅計画に基づく事業（提案事業）

計画の名称

計画の期間 交付対象

浜松市

１－Ａ１－２ ★
公営住宅等ストック総合改善事業

１－Ａｃ－２ （市内全域）
ストック総合改善事業に係る

静岡県

浜松市

１－Aｃ－３ ●
公営住宅機能向上改善事業

●
★

★

★

★

★

★

★

★

★
★

★

★
★

★

★

★

水窪団地、田組西団地、新堀団地、高畑団地、下小林団地、鷺の宮団地、萩丘団地、

高丘団地、葵西二丁目団地、葵西四丁目団地、瞳ヶ丘団地、山崎団地、田端団地、

第３吹上団地、第２浜表団地、小沢渡団地

高丘団地


