
平成２７年　３月 （当初）
平成２８年　３月 （第１回変更）
平成２９年　３月 （第２回変更）
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2 群馬県地域住宅等整備計画（地域住宅計画　群馬地域（３期））（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

①群馬県内の公営住宅等におけるエレベーターの耐震化を促進する。

②群馬県内の住宅の耐震化を促進する。

③群馬県内の宅地耐震化推進事業における変動予測調査結果の公表を促進する。

④空き家の増加を抑制する。

Ａ１　基幹事業（地域住宅計画に基づく事業）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

2-A1-0002(3)K 住宅 一般 群馬県 直接 群馬県 1,806 策定済

2-A1-0303K 住宅 一般 桐生市 直接 桐生市 261 策定済

2-A1-0302(3)K 住宅 一般 桐生市 直接 桐生市 58 策定済

2-A1-0402(1)K 住宅 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 261 策定済

2-A1-0402(3)K 住宅 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 443 策定済

2-A1-0403K 住宅 一般 伊勢崎市 間接 伊勢崎市 8 －

2-A1-0502(1)K 住宅 一般 太田市 直接 太田市 1,315 策定済 H28～防安

2-A1-0502(3)K 住宅 一般 太田市 直接 太田市 437 策定済

2-A1-0602(1)K 住宅 一般 沼田市 直接 沼田市 224 策定済

2-A1-0602(3)K 住宅 一般 沼田市 直接 沼田市 125 策定済

2-A1-0702(3)K 住宅 一般 館林市 直接 館林市 134 策定済

2-A1-0802(3)K 住宅 一般 渋川市 直接 渋川市 85 策定済

2-A1-1002(1)K 住宅 一般 富岡市 直接 富岡市 281 策定済 H30～防安

2-A1-1002(3)K 住宅 一般 富岡市 直接 富岡市 41 策定済

2-A1-1102(3)K 住宅 一般 安中市 直接 安中市 47 策定済

2-A1-1202(3)K 住宅 一般 みどり市 直接 みどり市 120 策定済

2-A1-2102(3)K 住宅 一般 長野原町 直接 長野原町 11 策定済

2-A1-2902(3)K 住宅 一般 みなかみ町 直接 みなかみ町 119 策定済

2-A1-3402(3)K 住宅 一般 大泉町 直接 大泉町 51 策定済

2-A1-3502(1)K 住宅 一般 邑楽町 直接 邑楽町 30 策定済

Ａ１小計 5,857 －

公営住宅等ストック総合改善事業(市内公営住宅団地)

公営住宅等ストック総合改善事業(市内公営住宅団地)

公営住宅等ストック総合改善事業(町内公営住宅団地)

公営住宅等ストック総合改善事業(町内公営住宅団地)

公営住宅等整備事業(町内公営住宅団地）

公営住宅等ストック総合改善事業(町内公営住宅団地)

安全性確保・長寿命化：東一丁目団地 1棟

安全性確保・長寿命化：渡良瀬団地他 9棟

建替　茂呂団地　16戸

安全性確保・長寿命化：昭和団地他 20棟

建替　鳥之郷団地、三島団地　129戸

長寿命化：強戸団地他 69棟

建替　谷地端団地　16戸

長寿命化：東下原団地他 6棟

安全性確保：松原第一団地他 ４棟

長寿命化：入沢団地他 12棟

長寿命化：田篠団地他 ５棟

長寿命化：秋間団地 ４棟

長寿命化：浅原田中団地他 8棟

長寿命化：応桑団地他 2棟

長寿命化：高日向団地他 13棟

公営住宅等整備事業(市内公営住宅団地）

公営住宅等ストック総合改善事業(市内公営住宅団地)

公営住宅等整備事業(市内公営住宅団地）

公営住宅等ストック総合改善事業(市内公営住宅団地)

公営住宅等整備事業(市内公営住宅団地）

公営住宅等ストック総合改善事業(市内公営住宅団地)

公営住宅等ストック総合改善事業(市内公営住宅団地)

公営住宅等ストック総合改善事業(市内公営住宅団地)

公営住宅等ストック総合改善事業(市内公営住宅団地)

要素となる事業名

公営住宅等ストック総合改善事業(県内公営住宅団地)

住宅地区改良事業等

公営住宅等ストック総合改善事業(市内公営住宅団地)

空き家再生等推進事業

公営住宅等整備事業(市内公営住宅団地）

社会資本総合整備計画 平成３０年２月

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
群馬県、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、下仁田町、甘楽町、中之条町、長野原町、草津町、高
山村、東吾妻町、片品村、川場村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、渋川地区広域市町村圏振興整備組合、館林地区消防組合

群馬県国土強靱化計画に基づき実施される要素事業：
2-A1-0002(3)K～2-C2-3501の全ての事業

（公営住宅等（※1）における耐震性を有するエレベーター（※2）の割合）
　　＝（地震対策が行われた公営住宅等のエレベーター台数）／（公営住宅等のエレベーター台数）（％）
  ※1　公営住宅等…群馬県内（前橋市、高崎市を除く）の公営住宅、改良住宅（小規模改良住宅含む）及び特定公共賃貸住宅をいう。
　※2　耐震性を有するエレベーター…次の３つの地震対策を施したエレベーターとする。
　　　　①P波感知型地震時管制運転装置の設置、②主要機器耐震補強措置、③戸開走行保護装置の設置

19% － 55%

②住宅の耐震化状況をもとに算出する。 （H23.3）

計画の目標

『地震発生時の被害の軽減を図るため住宅・建築物及び宅地の耐震化等を推進し、安全で安心な住まい・まちづくりを目指す。』

　　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

（H32.3)

（新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有する住宅ストックの比率）
　　＝(新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有する住宅戸数)／(住宅の総戸数)　（％）

74.8% － 88.5%

③宅地耐震化推進事業における変更予測調査結果の公表状況をもとに算出する。 （H27.4） （H32.3)

①公営住宅等管理状況及び事業実施状況をもとに算出する。 （H27.4） （H32.3)

（変動予測調査公表率）
　　＝（変動予測調査結果を公表した市町村）／31市町村（％）（※）
　※中核市、特例市を除く

0% － 100%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
９，２２０百万円 Ａ ９，０７５百万円 Ｂ

④空き家率を調査する（空き家再生等推進事業の除去を実施する伊勢崎市に限る。）。 (H25) (H30)

（空き家率）＝（住宅土地統計調査による「居住世帯なしのその他の住宅」）／（住宅総数）
　※直近の調査における空き家率を上げないことを目標に掲げる。

4.3% － 4.3%

備考

県内一円

桐生市

桐生市

2.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

番号 事業者 市町村名 費用便益比

－ Ｃ １８５百万円 Ｄ －
効果促進事業費の割合

全面的改善：広瀬第二団地,中居団地他 13棟
安全性確保・長寿命化：中尾団地他県内一円

事業内容

太田市

沼田市

沼田市

伊勢崎市

伊勢崎市

太田市

みどり市

長野原町

渋川市

富岡市

安中市

館林市

みなかみ町

大泉町

邑楽町

長寿命化：長沼団地他 5棟

建替　大黒第二団地　48戸

建替　北原団地他　94戸 富岡市

除却事業 伊勢崎市



2 群馬県地域住宅等整備計画（地域住宅計画　群馬地域（３期））（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

社会資本総合整備計画 平成３０年２月

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
群馬県、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、下仁田町、甘楽町、中之条町、長野原町、草津町、高
山村、東吾妻町、片品村、川場村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、渋川地区広域市町村圏振興整備組合、館林地区消防組合

計画の目標

『地震発生時の被害の軽減を図るため住宅・建築物及び宅地の耐震化等を推進し、安全で安心な住まい・まちづくりを目指す。』

Ａ２　基幹事業（地域住宅計画に基づく事業以外の事業）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

2-A2-0012 住宅 一般 群馬県 直接 群馬県 275 －

2-A2-0099 都市防災 一般 群馬県 直接 群馬県 53 －

2-A2-0312 住宅 一般 桐生市 直接 桐生市 35 －

2-A2-0408 住宅 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 1,167 －

2-A2-0412 住宅 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 972 －

2-A2-0512 住宅 一般 太田市 直接 太田市 170 －

2-A2-0599 都市防災 一般 太田市 直接 太田市 2 －

2-A2-0612 住宅 一般 沼田市 直接 沼田市 18 －

2-A2-0712 住宅 一般 館林市 直接 館林市 98 －

2-A2-0812 住宅 一般 渋川市 直接 渋川市 221 －

2-A2-0912 住宅 一般 藤岡市 直接 藤岡市 3 －

2-A2-1012 住宅 一般 富岡市 直接 富岡市 7 －

2-A2-1112 住宅 一般 安中市 直接 安中市 19 －

2-A2-1212 住宅 一般 みどり市 直接 みどり市 49 －

2-A2-1312 住宅 一般 榛東村 直接 榛東村 5 －

2-A2-1712 住宅 一般 下仁田町 直接 下仁田町 2 －

2-A2-1912 住宅 一般 甘楽町 直接 甘楽町 3 －

2-A2-2012 住宅 一般 中之条町 直接 中之条町 2 －

2-A2-2112 住宅 一般 長野原町 直接 長野原町 3 －

2-A2-2312 住宅 一般 草津町 直接 草津町 14 －

2-A2-2412 住宅 一般 高山村 直接 高山村 1 －

2-A2-2512 住宅 一般 東吾妻町 直接 東吾妻町 3 －

2-A2-2612 住宅 一般 片品村 直接 片品村 5 －

2-A2-2712 住宅 一般 川場村 直接 川場村 4 －

2-A2-2912 住宅 一般 みなかみ町 直接 みなかみ町 4 －

2-A2-3012 住宅 一般 玉村町 直接 玉村町 1 －

2-A2-3112 住宅 一般 板倉町 直接 板倉町 64 －

2-A2-3212 住宅 一般 明和町 直接 明和町 3 －

2-A2-3312 住宅 一般 千代田町 直接 千代田町 5 －

2-A2-3412 住宅 一般 大泉町 直接 大泉町 2 －

2-A2-3512 住宅 一般 邑楽町 直接 邑楽町 3 －

2-A2-3612 住宅 一般
渋川地区広域
市町村圏振興

整備組合
直接

渋川地区広域
市町村圏振興

整備組合
5 －

2-A2-3712 住宅 一般
館林地区消防

組合
直接

館林地区消防
組合

8 －

Ａ２小計 3,218 －

Ａ　基幹事業（合計） Ａ合計 9,075

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

Ｃ１　効果促進事業　（地域住宅計画に基づく事業）
事業 地域 交付 直接 全体事業費 費用便益比 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

2-C1-0401 住宅 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 13 策定済

2-C1-0601 住宅 一般 沼田市 直接 沼田市 7 策定済

2-C1-1001 住宅 一般 富岡市 直接 富岡市 14 策定済
Ｃ１小計 34 －

公営住宅等関連事業

事業内容

移転費補助

公営住宅等関連事業 除却事業

公営住宅等関連事業 駐車場整備

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

宅地耐震化推進事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅市街地総合整備事業

宅地耐震化推進事業

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容

桐生市

伊勢崎市

伊勢崎市

市町村名 費用便益比 備考

県内一円

県内一円
住宅・建築物耐震改修事業

大規模盛土造成地変動予測調査(県内一円)

住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物ｱｽﾍﾞｽﾄ改修事業

伊勢崎駅周辺第一地区

住宅・建築物耐震改修事業

館林市

渋川市

藤岡市

太田市

太田市

沼田市

住宅・建築物耐震改修事業

大規模盛土造成地変動予測調査(市内一円)

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物ｱｽﾍﾞｽﾄ改修事業

住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物ｱｽﾍﾞｽﾄ改修事業

榛東村

下仁田町

中之条町

富岡市

安中市

みどり市

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物ｱｽﾍﾞｽﾄ改修事業

住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物ｱｽﾍﾞｽﾄ改修事業

草津町

高山村

東吾妻町

長野原町

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

玉村町

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

番号 事業者 市町村名

千代田町

大泉町

邑楽町

住宅・建築物安全ストック形成事業

住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物ｱｽﾍﾞｽﾄ改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業、住宅・建築物ｱｽﾍﾞｽﾄ改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

要素となる事業名 事業内容
事業実施期間（年度）

費用便益比 備考

渋川市、吉岡町、榛
東村

番号 事業者 市町村名要素となる事業名

伊勢崎市

沼田市

事業実施期間（年度）
備考

－

富岡市

住宅・建築物安全ストック形成事業 住宅・建築物耐震改修事業 甘楽町

住宅・建築物安全ストック形成事業 住宅・建築物耐震改修事業
館林市、板倉町、明
和町、千代田町、邑

板倉町

明和町

片品村

川場村

みなかみ町



2 群馬県地域住宅等整備計画（地域住宅計画　群馬地域（３期））（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

社会資本総合整備計画 平成３０年２月

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
群馬県、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、下仁田町、甘楽町、中之条町、長野原町、草津町、高
山村、東吾妻町、片品村、川場村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、渋川地区広域市町村圏振興整備組合、館林地区消防組合

計画の目標

『地震発生時の被害の軽減を図るため住宅・建築物及び宅地の耐震化等を推進し、安全で安心な住まい・まちづくりを目指す。』

Ｃ２　効果促進事業　（地域住宅計画に基づく事業以外の事業）
事業 地域 交付 直接 全体事業費 費用便益比 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 策定状況

2-C2-0001 住宅 一般 群馬県 直接 群馬県 8 －

2-C2-0301 住宅 一般 桐生市 直接 桐生市 11 －

2-C2-0401 住宅 一般 伊勢崎市 直接 伊勢崎市 20 －

2-C2-0501 住宅 一般 太田市 直接 太田市 22 －

2-C2-0601 住宅 一般 沼田市 直接 沼田市 9 －

2-C2-0801 住宅 一般 渋川市 直接 渋川市 5 －

2-C2-0901 住宅 一般 藤岡市 直接 藤岡市 2 －

2-C2-1001 住宅 一般 富岡市 直接 富岡市 22 －

2-C2-1101 住宅 一般 安中市 直接 安中市 7 －

2-C2-1201 住宅 一般 みどり市 直接 みどり市 4 －

2-C2-1701 住宅 一般 下仁田町 直接 下仁田町 2 －

2-C2-1901 住宅 一般 甘楽町 直接 甘楽町 1 －

2-C2-2001 住宅 一般 中之条町 直接 中之条町 3 －

2-C2-2901 住宅 一般 みなかみ町 直接 みなかみ町 4 －

2-C2-3001 住宅 一般 玉村町 直接 玉村町 7 －

2-C2-3101 住宅 一般 板倉町 直接 板倉町 5 －

2-C2-3201 住宅 一般 明和町 直接 明和町 2 －

2-C2-3301 住宅 一般 千代田町 直接 千代田町 4 －

2-C2-3401 住宅 一般 大泉町 直接 大泉町 9 －

2-C2-3501 住宅 一般 邑楽町 直接 邑楽町 4 －

Ｃ２小計 151 －

Ｃ　効果促進事業（合計） Ｃ合計 185 －
Ｃ　効果促進事業

小計 ・・・

番号 一体的に実施することにより期待される効果

2-C1-0401 公営住宅等整備事業（2-A1-0402(1)K）と一体的に実施することにより、団地の利便性・安全性を高くし、安全で安心な住まいづくりの推進に寄与する。

2-C1-0601 公営住宅等整備事業（2-A1-0602(1)K）と一体的に実施することにより、団地の利便性・安全性を高くし、安全で安心な住まいづくりの推進に寄与する。

2-C1-1001 公営住宅等整備事業（2-A1-1002(1)K）と一体的に実施することにより、団地の利便性・安全性を高くし、安全で安心な住まいづくりの推進に寄与する。

2-C2-0001

2-C2-0301

2-C2-0401

2-C2-0501

2-C2-0601

2-C2-0801

2-C2-0901

2-C2-1001

2-C2-1101

2-C2-1201

2-C2-1701

2-C2-2001

2-C2-2901

2-C2-3001

2-C2-3101

2-C2-3201

2-C2-3301

2-C2-3401

2-C2-3501

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計 ・・・

番号

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

要素となる事業名

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

番号 事業者 市町村名事業内容
事業実施期間（年度）

備考

－

群馬県

桐生市

伊勢崎市

藤岡市

下仁田町

中之条町

富岡市

安中市

太田市

沼田市

渋川市

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-0012）と一体となって公共施設の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

明和町

千代田町

大泉町

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-0812）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

邑楽町

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

備考

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

安全・安心対策事業

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-0312）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-0412）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-0512）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-0612）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-0912）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-2912）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-1012）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-1112）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-1212）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-1712）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-2012）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-3412）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-3512）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-3012）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-3112）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-3212）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

住宅・建築物安全ストック形成事業（2-A2-3312）と一体となって木造住宅の耐震化を促進し、安全で安心なまちづくりを推進する。

全体事業費
（百万円） 備考

（面積等）
番号 事業者

要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

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 備考

安全・安心対策事業

みなかみ町

玉村町

板倉町

みどり市

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

住宅・建築物耐震改修事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業 住宅・建築物耐震改修事業 甘楽町

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業

安全・安心対策事業



2 群馬県地域住宅等整備計画（地域住宅計画　群馬地域（３期））（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度　（5年間）

社会資本総合整備計画 平成３０年２月

計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
群馬県、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、下仁田町、甘楽町、中之条町、長野原町、草津町、高
山村、東吾妻町、片品村、川場村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、渋川地区広域市町村圏振興整備組合、館林地区消防組合

計画の目標

『地震発生時の被害の軽減を図るため住宅・建築物及び宅地の耐震化等を推進し、安全で安心な住まい・まちづくりを目指す。』

交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２７年度以降の各年度の決算額を記載。

H27 H28 H29 H30

計画別流用
増△減額
（b）

0 0

H31

配分額
（a）

425.782 736.772

前年度からの繰越額
（d）

312.243 17.916

交付額
（c=a+b）

425.782 736.772

翌年度繰越額
（f）

26.886 87.090

支払済額
（e）

711.139 667.598

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0

うち未契約繰越額
（g）

15.579 17.293

未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その
理由

- -

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

2.1% 2.3%



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 2

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村

地域住宅計画に基づく事業　位置図

事業対象区域：群馬県全域

【凡例】

公営住宅等整備事業実施対象市町村

公営住宅等ストック総合改善事業実施対象市町村

住宅地区改良事業等実施対象市町村

空き家再生等推進事業実施対象市町村

（県事業は県内全域）

群馬県地域住宅等整備計画
(地域住宅計画　群馬地域(３期))(防災・安全)

交付対象



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 2

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村　（伊勢崎市）

住宅市街地総合整備事業（伊勢崎駅周辺第一地区）　位置図

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(３期)）（防災・安全）

交付対象

④乱雑な駅前広場

⑤密集する老朽住宅

⑥狭い道路と市街地市営住宅

②

③

⑤
④

⑦

①

⑥

①老朽化した空き家

②狭い道路に面する住宅

③歩道のない道路に面する住宅

⑦車両のすれ違いのできない道路

































事業名
地区名

案内図 位置図

住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）
伊勢崎駅周辺第一地区

位置図・案内図







（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 2

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村

【凡例】

（県事業は県内全域）

群馬県地域住宅等整備計画
(地域住宅計画　群馬地域(３期))(防災・安全)

交付対象

住宅・建築物安全ストック形成事業実施対象市町村

住宅・建築物安全ストック形成事業における位置図

事業対象区域：群馬県全域



別紙２

計画の名称：   群馬県地域住宅等整備計画（地域住宅計画　群馬地域（３期））（防災・安全）

地域住宅計画の名称：群馬地域（３期）

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。 ○

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地域住宅計画を公表することとしている。 ○

④地域住宅協議会等、関係地方公共団体等の意見調整の場が設けられている。 ○

Ⅲ．計画の実現可能性

社会資本整備総合交付金チェックシート
（地域住宅計画に基づく事業等タイプ）

地方公共団体名：群馬県、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、下仁田町、甘
楽町、中之条町、長野原町、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽
町、渋川地区広域市町村圏振興整備組合、館林地区消防組合

Ⅰ．目標の妥当性

○

Ⅱ．計画の効果・効率性


