
社会資本総合整備計画　事後評価シート

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）

計画期間：平成23～27年

平成２８年　１月

静岡県浜松市



計画の名称 6 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）

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 浜松市

『市営住宅の建替えやストック改善工事等を行いつつ、安全性の確保、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』

・浜松市における老朽化し、居住性能、耐震性能の劣る市営住宅について、既存入居者への負担に配慮し、居住者の安全性確保、居住環境の向上を図るため、計画内建替え率を100％とする。（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、居住環境の向上を図り、高齢者等が使いやすい住戸に個別改善が実施された市営住宅の戸数の割合を9.40％から9.98％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、計画内で安全性確保となるガス管改修が実施された割合を100％とする。（地域住宅計画）

老朽化し、居住性能、耐震性能の劣る市営住宅の建替えが実施された割合
（市営住宅の建替え住戸率)=(建替え戸数）/(老朽化し、今後5年間で建替えが必要とされている戸数：計画40戸）（％）

既存市営住宅ストックの居住環境の向上を図り、高齢者等が使いやすい住戸に個別改善が実施された割合
（高齢者等が使いやすい住戸率）＝（高齢者等が使いやすい住戸※）/（全市営住宅戸数-用途廃止予定戸数）（％）
　　　※接地階またはEV停止階にあり、長寿社会対応住宅設計マニュアルを基本とした改善工事を実施した住戸
既存市営住宅ストックの安全性確保となるガス管の改修が実施された割合
（ガス管改修実施の住戸割合）＝（ガス管改修住戸数）/（老朽化し、今後5年間でガス管改修が必要とされている戸数：計画714戸）（％）

計画 実績 進捗率

1,046百万円 1,046百万円 100.0%

１．交付対象事業の進捗状況

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 計画 実績

1-A1-1 住宅 一般 浜松市 直接 413 413 100.0%

1-A1-2 住宅 一般 浜松市 直接 495 495 100.0%

1-A1-3 住宅 一般 浜松市 直接 13 13 100.0%

1-Ac-1 住宅 一般 浜松市 直接 6 6 100.0%

1-Ac-2 住宅 一般 浜松市 直接 33 33 100.0%

1-Ac-3 住宅 一般 浜松市 直接 63 63 100.0%

1-Ac-4 住宅 一般 浜松市 直接 22 22 100.0%

合計 1,045 1,045 100.0%

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 計画 実績

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 計画 実績
1-C-1 住宅 一般 浜松市 直接 1 1 100.0%

合計 1 1 100.0%

番号 備考

1-C-1

社会資本総合整備計画（浜松市・事後評価） 平成28年1月15日

交付対象
計画の目標

　　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

（地域住宅計画）

0.00% 100.00%

9.40%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
1,046百万円

Ａ
(内Ac)

1,045百万円
(124百万円)

最終目標値
（H23当初） （H27末）

Ｃ 1百万円
効果促進事業費の割合

11.95%

9.98%

0.00% 100.00%

事業費進捗率

Ａｃ＋Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） （H27末見込）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費（百万円）

Ｂ 0百万円

進捗率
（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(2,014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） 全体事業費（百万円）

進捗率
（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
全体事業費（百万円）

進捗率

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。



事　後　評　価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

目標値と実績値
に差が出た要因

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 外壁・屋上防水改修工事や給水管改修工事を実施することで、市営住宅の長寿命化、安全性の確保が図られた。
（必要に応じて記述）

２．改善措置等の検討

改善措置の必要性【無】
Ⅰ今後の事業評価の必要性

改善措置の必要性【無】
Ⅱ改善措置の必要性

３．同種事業へのフィードバック

特になし

４．特記事項（今後の方針等）

部審査会審議日：平成28年1月15日

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

・実施主体：都市整備部住宅課
・評価に係る審議：浜松市都市整備部公共事業評価審査会

平成28年1月

公表の方法

浜松市ホームページに掲載

　市営住宅の建替え、高齢者に配慮した住戸改善、ガス管設備改修工事等により良質な住宅が適切に供給され、居住の安定を図る住宅セーフティネット、安全性の確保等機能が向上したことにより、市営住宅
の総合的な居住環境の向上が図られた。

指標①
居住、耐震性能
の劣る市営住宅
の建替え

最終目標値 100.00% 予定通りの事業進捗が図られた。
　※老朽化し、居住性能、耐震性能の劣る市営住宅の建替えが実施された割合
【参考】建替えが実施された団地：40戸（井伊谷団地14戸、大苗代団地26戸）最終実績値 100.00%

指標②
高齢者等が使い
やすい住戸への
改善割合

最終目標値 9.98% 予定通りの事業進捗が図られた。
　※接地階またはエレベータ停止階にあり、長寿社会対応住宅設計マニュアルを基本とした改善工事を実施した住戸
【参考】高齢者等対応住戸：553戸　⇒　589戸（当初553戸+大苗代23戸+井伊谷7戸+湖東C1の6戸）最終実績値 9.98%

Ⅰ同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の
見直しの必要性

　次期計画においても入居者が安心・安全に住み続けられることができるよう、浜松市公営住宅等長寿命化計画に基づいた管理を行ないながら、公営住宅等整備事業（集約建替・団地再生）や公営住宅ストック総合改善事業（外壁・屋上防水・給水・ｶﾞｽ管改
修）などにより、市営住宅の居住環境の向上を図っていく。

部審査会　評価結果・対応方針
事業の効果、指標の達成状況及び今後の方針について確認し、審議を行った結果、整備計画はおおむね適正に執行されたと認める。

指標③
安全性確保とな
るガス管改修割
合

最終目標値 100.00% 予定通りの事業進捗が図られた。
　※既存市営住宅ストックの安全性確保となるガス管の改修が実施された割合
【参考】今後5年間でガス管改修が必要とされている戸数：714戸（うち、交付金対象分：497戸、市単分：217戸）最終実績値 100.00%


