
平成29年　3月31日

1 湯浅町における住宅環境の向上
平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 湯浅町

「改善可能な改良住宅については、良質なストックとして長期活用及び高齢者に対応するための改善を図る。」

・湯浅町内改良・公営住宅における住環境（景観に配慮した住宅）が整備された住宅の割合
・湯浅町内改良・公営住宅におけるバリアフリー化（トイレのみ）された住宅の割合

（H23当初） （H25末） （H27末）
① 湯浅町内改良・公営住宅の住環境整備状況をもとに算出する。

（改良・公営住宅住環境整備率）＝（住環境が整備された住宅数）／（全住宅数）（％）
② 湯浅町内改良・公営住宅のトイレバリアフリー化状況をもとに算出する。

（改良・公営住宅トイレバリアフリー化率）＝（トイレバリアフリー化された住宅数）／（全住宅数）（％）
③

④

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事業完了後

湯浅町において評価を実施

湯浅町ホームページで公表

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 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

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

1-A1-1 住宅 一般 湯浅町 直接 町 － 住宅 湯浅町 88.8

1-A1-2 住宅 一般 湯浅町 直接 町 － 住宅 湯浅町 61.1

1-A1-3 住宅 一般 湯浅町 直接 町 － 住宅 湯浅町 39.2

小計（基幹事業） 189.1

Ａ　　　事業
事業 地域 交付 直接 港湾 事業内容 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積・水深等） H23 H24 H25 H26 H27

小計（　　事業）

合計 189.1

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

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　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

3百万円
効果促進事業費の割合

1.80%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名

地域住宅計画に基づく事業（改良住宅ストック総合改善事業）

地域住宅計画に基づく事業（改良住宅建替事業）

番号

193百万円 Ａ 189百万円 Ｂ 0百万円

市町村名
港湾・地区名

港湾・地区名

（参考）　　社会資本総合整備計画（地域住宅支援）　事後評価書（中間評価書）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

70%

71%

工種 （延長・面積等）
事業者

省略
要素となる事業名

事業内容

全体事業費
（百万円）

改良住宅個別改善（町内全域）

公営住宅個別改善（町内全域）

改良住宅除却（48戸）

39%

40%

65%

66%

Ｃ

地域住宅計画に基づく事業（公営住宅等ストック総合改善事業）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法



番号 備考

1-B1-1

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-C1-1 住宅 一般 湯浅町 直接 町 湯浅町 3.5

合計 3.5

番号 備考

1-C1-1 入居者の居住安定、団地敷地の有効活用と良質な住宅ストックの形成に向け、総合的な計画を作成することにより安全な住まいづくりを実現する。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。  

２．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 湯浅町内改良・公営住宅の住環境の整備、トイレバリアフリー化共順調に事業を推進している。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 70 ％
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 　予算の確保ができず、改善実施戸数が減ったため目標値を達成することができなかった。
最終実績値 62 ％

最終目標値 71 ％
目標値と実績値
に差が出た要因 　予算の確保ができず、改善実施戸数が減ったため目標値を達成することができなかった。

最終実績値 69 ％

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 長寿命化計画作成事業により、公営住宅等のストック状況を把握し、効率的な事業（修繕・改善）計画を立てることができた。
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

引き続き「湯浅町公営住宅等長寿命化計画」に基づき事業を実施し、「改良・公営住宅住環境整備率」及び「改良・公営住宅トイレバリアフリー化率」の向上を図る。

指標④

指標③

指標①（改良・
公営住宅住環境
整備率）

指標②（改良・
公営住宅トイレ
バリアフリー化
率）

番号 事業者
省略

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）工種

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

住宅
公営賃貸住宅再生マスタープラン
・長寿命化計画作成事業

公営賃貸住宅再生マスター
プラン・長寿命化計画作成



（参考様式３）　　（参考図面）

1 湯浅町における住宅環境の向上

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 湯浅町交付対象

計画の名称

計画の期間

△A-1改良住宅ｽﾄｯｸ総合改善事業
東兀山２団地

東兀山３団地

山本団地

野下１団地

▽A-2改良住宅建替事業（除却）
改良住宅３・４号棟

▲A-3改良住宅ｽﾄｯｸ総合改善事業
港団地１・２号棟

栖原団地

▲港団地１・２号棟

▽改良住宅３・４号棟 △山本団地

▲栖原団地

△野下団地

△東兀山２団地
△東兀山３団地
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漉漉宙黻曚跖烝燵Ź烋耨ǘǚ烝燵

ǚ漉苗刮撤晁っ旨詞紫屍f淋謦冏宙黻
漉漉ヴき胥豬ŹǜĽ胥
漉漉宙黻不杞Ź033/8檮睛θ詞使鴫謦冏χ腰摩梹和尤θ弸巍屎〉っχ
漉漉宙黻曚跖烝燵Ź烋耨ǘǚ烝燵が烋耨ǘǜ烝燵

。2)蛬騁宙黻昨齪ギ

。3)罪昨直θ輸’宙黻作鷺χ

質▏☎か不昨鑵〝撤晁削檮裁崎u𪘚せ贖宙黻里索u𪘚謦毒宙黻燦⊕妻甑



ァ𦥯臖¥④砅署耨瘃矞瘓𥇍癉盻ギ𤺋宙黻っ癉ギ瘃矞10ホっァ𦥯臖¥④砅署耨瘃矞瘓𥇍癉盻ギ𤺋宙黻っ癉ギ瘃矞10ホっァ𦥯臖¥④砅署耨瘃矞瘓𥇍癉盻ギ𤺋宙黻っ癉ギ瘃矞10ホっァ𦥯臖¥④砅署耨瘃矞瘓𥇍癉盻ギ𤺋宙黻っ癉ギ瘃矞10ホっ

ヂ璈嫻焙宙黻ヂ璈嫻焙宙黻ヂ璈嫻焙宙黻ヂ璈嫻焙宙黻 膅襯巸癮邑哲皕ə拓付䐢

ヂ臤坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻膅嫻焙宙黻䐢ヂ臤坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻膅嫻焙宙黻䐢ヂ臤坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻膅嫻焙宙黻䐢ヂ臤坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻膅嫻焙宙黻䐢

凋沈鑢戻不

宙黻ホ

謦フ撤晁䅈穪穖祲f淋謦冏宙黻 ▏☎か サシ胥 ゲゴケ

謦フ撤晁獵鏥宙黻 ▏☎か 瞩様サス胥 スジ

苗刮撤晁っ䅈穪穖祲f淋謦冏宙黻 ▏☎か サシ胥 シサ

コスゲ ヂ臤

ヂ莔坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻膅蛬騁宙黻䐢ヂ莔坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻膅蛬騁宙黻䐢ヂ莔坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻膅蛬騁宙黻䐢ヂ莔坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻膅蛬騁宙黻䐢

凋沈鑢戻不

宙黻ホ

ケ ヂ莔

椌ヴォヂ臤ガヂ莔䐢 コスゲ ヂ臤ガヂ莔

ヂ𦣪嫻焙宙黻膅坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻通弸癮宙黻䐢ヂ𦣪嫻焙宙黻膅坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻通弸癮宙黻䐢ヂ𦣪嫻焙宙黻膅坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻通弸癮宙黻䐢ヂ𦣪嫻焙宙黻膅坿娵撤晁ヴき癉嫻瘼痀宙黻通弸癮宙黻䐢

凋沈鑢戻不

宙黻ホ

ケ ヂコ

椌ヴォヂ臤ガヂ莔ガヂ𦣪䐢 コスゲ 椌ヴォヂ臤ガヂ莔ガヂ𦣪䐢

サ⑪っ

出奡¥

ヂゲ淋ヴ

宙黻 宙黻端典

宙黻 宙黻端典 サ⑪っ

ヂ莔淋ヴ

宙黻 宙黻端典 サ⑪っ

淋ヴ



ッ璈輸’宙黻膅輸’1/6抵ユ鑚豺賠宙黻䐢ッ璈輸’宙黻膅輸’1/6抵ユ鑚豺賠宙黻䐢ッ璈輸’宙黻膅輸’1/6抵ユ鑚豺賠宙黻䐢ッ璈輸’宙黻膅輸’1/6抵ユ鑚豺賠宙黻䐢 膅襯巸癮邑哲皕ə拓付䐢

ッ璈輸’1/6抵ユ鑚豺賠宙黻ッ璈輸’1/6抵ユ鑚豺賠宙黻ッ璈輸’1/6抵ユ鑚豺賠宙黻ッ璈輸’1/6抵ユ鑚豺賠宙黻

凋沈鑢戻不

宙黻ホ

ケ 艗

𦪌𦪌𦪌𦪌 輸’宙黻ォ亦霙透禍宙黻䐢輸’宙黻ォ亦霙透禍宙黻䐢輸’宙黻ォ亦霙透禍宙黻䐢輸’宙黻ォ亦霙透禍宙黻䐢 膅襯巸癮邑哲皕ə拓付䐢

𦪌璈亦霙透禍宙黻𦪌璈亦霙透禍宙黻𦪌璈亦霙透禍宙黻𦪌璈亦霙透禍宙黻

凋沈鑢戻不

宙黻ホ

苗蒜モヘ撤晁冨ブ䇳䅈稛籞𥫣箐篖籗摩梹和尤ヴき転耨宙黻 か娵 シ

シ 𦪌

椌ヴォヂ臤ガヂ莔ガヂ𦣪膲艗膲𦪌䐢 コスジ 椌ヴォヂ臤ガヂ莔ガヂ𦣪䐢

亦霙透禍宙黻っ癮某淋亦霙透禍宙黻っ癮某淋亦霙透禍宙黻っ癮某淋亦霙透禍宙黻っ癮某淋 コクゲコウ ォヂヤガツオグォヂゲガヂヤガヂコガッガツオ

膅理i䐢㾮癮直輸’宙黻膅理i䐢㾮癮直輸’宙黻膅理i䐢㾮癮直輸’宙黻膅理i䐢㾮癮直輸’宙黻 璈璈殭凋沈鑢戻不宙黻ホ皕齪二宙黻ホ

鑵〝撤晁u𪘚せ贖宙黻 ▏☎か ゲケケ胥

鑵〝撤晁u𪘚謦毒宙黻 ▏☎か コケ胥

殭宙黻砅⊕矬𤺋畱嫻焙宙黻癉瘨畱瘳皕鎮暸←㽷瞢泡瞩痮瘳痀瘛痠畱璒

宙黻 宙黻端典 サ⑪っ

淋ヴ

宙黻 宙黻端典 サ⑪っ

▏☎か

淋ヴ

宙黻膅刀䐢 宙黻端典 サ⑪っ



ィ⏬䛾ྡ⛠䠖㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⏫ὸ䠖ྡయᴗ䚷䚷䚷䚷䚷ୖྥ䛾ቃ⎔Ꮿఫ䜛䛡䛚䛻⏫ὸ

䝏䜵䝑䜽ḍ䝏䜵䝑䜽ḍ䝏䜵䝑䜽ḍ䝏䜵䝑䜽ḍ

䖩䐟ィ⏬䛾┠ᶆ䛜ᇶᮏ᪉㔪䛸㐺ྜ䛧䛶䛔䜛䚹 䕿

䖩䐠ᆅᇦ䛾ఫᏯ䝇䝖䝑䜽䜔ఫ⎔ቃᩚഛ䛾≧ἣ➼䚸⌧≧ศᯒ䛜㐺ษ䛻䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹 䕿

䖩䐡ᆅᇦ䛾ఫᏯᨻ⟇ୖ䛾ㄢ㢟䜢ⓗ☜䛻㋃䜎䛘䛯┠ᶆ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䕿

䖩䐢㛵㐃䛩䜛ྛ✀ィ⏬䠄ఫ⏕άᇶᮏィ⏬➼䠅䛸䛾ᩚྜᛶ䛜☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䚹 䕿

㻌㻌㻌䐣⥭ᛴᛶ䛾㧗䛔ㄢ㢟䛻ྲྀ䜚⤌䜐ෆᐜ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䕿

䚷䚷䠄ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻䕿䠅
䚷䚷䚷䜰䚷⪁ᮙ䛧䛯ఫᏯ䝇䝖䝑䜽䛾᭦᪂䚷䚷䚷䚷䜲䚷Ᏻ㠃䚸⾨⏕㠃➼䛾ᒃఫ⎔ቃ䛾ᨵၿ
䚷䚷䚷䜴䚷Ꮚ⫱䛶ୡᖏ䚸㧗㱋⪅䚸㞀ᐖ⪅➼䛾ᒃఫ䛾Ᏻᐃ䛾☜ಖ䚷䚷䚷䚷䜶䚷᪤ᏑఫᏯ䝇䝖䝑䜽䛾᭷ຠά⏝
䚷䚷䚷䜸䚷䜎䛱䛺䛛ᒃఫ䛾᥎㐍䚷䚷䚷䚷䜹䚷ᆅ᪉ᐃఫ䛾᥎㐍
䚷䚷䚷䜻䚷䛭䛾䠄ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯⥭ᛴᛶ䛾㧗䛔ㄢ㢟䜢グධ䠅

䚷㻌䐤ᩘ್┠ᶆ䜔ᣦᶆ䜢⏝䛔䜛䛺䛹䚸ᐈほⓗ䛛䛴ලయⓗ䛺┠ᶆ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䕿

䖩䐟ᴗෆᐜ䛿䚸ィ⏬䛾┠ᶆ䜢㐩ᡂ䛩䜛ୖ䛷㐺ษ䛺䜒䛾䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹 䕿

䖩䐠༑ศ䛺ᴗຠᯝ䛜ᚓ䜙䜜䜛䛣䛸䛜☜ㄆ䛥䜜䛶䛔䜛䚹 䕿

䚷㻌䐡ᴗຠᯝ䛿䚸ᩘ್䚸ᣦᶆ➼䜢⏝䛔䛶ᐈほⓗ䛻♧䛥䜜䛶䛔䜛䚹

䚷㻌䐢ᴗ䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䜚䚸⚟♴⟇➼䛸䛾㐃ᦠ䛜ᅗ䜙䜜䛶䛔䜛䚹

䚷㻌䐣ᴗ䛾ᐇ䛻ᙜ䛯䜚䚸Ẹ㛫άຊ䛾ά⏝䛜ᅗ䜙䜜䛶䛔䜛䚹

䚷㻌䐤ᴗຠᯝ䜢䜘䜚㧗䜑䜛䛯䜑䚸䝝䞊䝗ᴗ䛸䝋䝣䝖ᴗ䜢ຠᯝⓗ䛻⤌䜏ྜ䜟䛫䜛➼
䚷䚷䚷䛾ᕤኵ䛜䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹

䚷㻌䐥ᆅᇦ䛾ᐇ䛻ᛂ䛨䛯ពᕤኵ䛻ᇶ䛵䛟ᴗ䛜┒䜚㎸䜎䜜䛶䛔䜛䚹

㻌䚷䐦ᆅᇦ⏕ィ⏬䛻ᆅᇦఫᏯ㔠䛾ά⏝䛻䛴䛔䛶䛾グ㍕䜢䛧䛶䛚䜚䚸ෆ㛶⥲⌮
䚷䚷䚷⮧䛾ホ౯䜢ཷ䛡䛶䛔䜛䚹

䚷䚷䠄ホ౯⤖ᯝ䛸䛧䛶ヱᙜ䛩䜛䜒䛾䛻䕿䠅
䚷䚷䚷䜰䚷䠔䠌Ⅼ௨ୖ䚷䚷䚷䜲䚷䠒䠌䡚䠓䠕Ⅼ䚷䚷䚷䜴䚷䠒䠌Ⅼᮍ‶

䖩䐟ᴗ⇍ᗘ䛜༑ศ䛷䛒䜛䚹 䕿

䖩䐠ィ⏬䛻グ㍕䛥䜜䛯ᴗ䛻㛵㐃䛩䜛ᆅ᪉බඹᅋయ➼䛾⌮ゎ䛜ᚓ䜙䜜䛶䛔䜛䚹 䕿

䖩䐡ᆅᇦఫᏯィ⏬䜢බ⾲䛩䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜛䚹 䕿

䚷㻌䐢ᆅᇦఫᏯ༠㆟➼䚸㛵ಀᆅ᪉බඹᅋయ➼䛾ពぢㄪᩚ䛾ሙ䛜タ䛡䜙䜜䛶䛔䜛䚹

䚷㻌䐣ィ⏬ෆᐜ䛻㛵䛧䚸ఫẸ䛻ᑐ䛩䜛๓ㄝ䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹

䚷㻌䐤ィ⏬ᮇ㛫୰䛾ィ⏬⟶⌮䠄䝰䝙䝍䝸䞁䜾䠅యไ䛜㐺ษ䛷䛒䜛䚹

䚷䠄䖩䛿ᚲ㡲㡯䠅

䚷ᆅᇦఫᏯ㔠䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖䚷ᆅᇦఫᏯ㔠䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖䚷ᆅᇦఫᏯ㔠䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖䚷ᆅᇦఫᏯ㔠䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖

䊠䠊┠ᶆ䛾ጇᙜᛶ

䊡䠊ィ⏬䛾ຠᯝ䞉ຠ⋡ᛶ

䊢䠊ィ⏬䛾ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ

䠄ᆅᇦఫᏯィ⏬䛻ᇶ䛵䛟ᴗ➼䝍䜲䝥䠅


