
平成 ２８年 ４ 月 ２８日

1 八幡市における地域住宅等整備計画（防災・安全）

平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 八幡市

・木造住宅の集約により新たに新築した住宅戸数
・市営住宅の用途廃止済住宅の除却戸数

（H23当初） （H25末） （H27末） ※中間目標は任意

新築した住宅戸数の計画戸数（32戸）に対する割合

（公営住宅の新築実績率）＝（新築された住宅戸数数）／３２（計画新築戸数） （％）

用途廃止し除却した木造市営住宅の全木造市営住宅（７4戸）に対する割合
（木造市営住宅の除却率）＝（除却済市営木造住宅戸数）／７４（当初建設木造市営住宅戸数）　％

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

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 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-A1-1 住宅 一般 八幡市 直接 市 4.9

1-A1-2 住宅 一般 八幡市 直接 市 526.5

合計 531.4

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 0

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 八幡市 直接 市 85.5

1-C-2 住宅 一般 八幡市 直接 市 11.6

合計 97.1

番号 備考

1-C-1

1-C-2

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0.0% 100.0%

23.0% 100.0%

629 百万円 531 百万円 0 百万円 97 百万円 15.4%Ｃ
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

社会資本総合整備計画　事後評価書（中間評価書）
計画の名称

計画の期間

交付対象事業

事業者
全体事業費
（百万円）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ

交付対象
計画の目標

地域におけるインフラの再構築を目指して老朽化の進む団地の建替えを進める他、躯体の安全対策に資する共用部分の長寿命化改善及び建物の耐震化に取組むことで、『幅広い年齢・世帯に対応する安全・快適な居住環境の実現』をめざす。

　　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

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法八幡市にて実施

事業終了後（平成28年4月）

引越し費用と移転住宅と従前住宅の家賃差額を補填することにより、除却事業の推進が期待される。

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

老朽木造住宅を除却及び関連施設を造成することにより、周辺地域の環境改善とともに、火災等の不安を解消できるとともに、建替え事業の推進が期待される。

番号 事業者

要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等

公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業） 耐震診断(5棟)
公営住宅整備事業等（公営住宅等整備事業） 市営住宅の建替え（32戸）、除却（19戸）

市ホームページにて公表

番号 事業者 種別等 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）

地域住宅計
画に基づく

事業

種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

木造住宅等除却及び関連施設造成事業（38戸）

補償 公営住宅整備事業 仮移転・家賃差額補償(35戸） 八幡市

工事 公営住宅整備事業等 八幡市



交付 要素となる事業名 備考

対象

1-A1'-2 住宅 八幡市 8.5

1-A1'-3 住宅 八幡市 25.6

1-A1'-5 住宅 八幡市 16.8

1-A1'-6 住宅 八幡市 3.1

1-C'-1 住宅 八幡市 公営住宅整備事業 3.8

1-C'-2 住宅 八幡市 公営住宅整備事業 2.3

1-C'-5 住宅 八幡市 3.8

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

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

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100%
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
最終実績値 100%

最終目標値 100%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 94.6%

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

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標①（木造住
宅の集約により
新たに新築した
住宅戸数）

指標②（市営住
宅の用途廃止済
住宅の除却戸
数）

その他関連する事業

公営住宅整備事業等（公営住宅等整備事業） 八幡市

八幡市

八幡市

八幡市

八幡市

事業種別 事業者

計画等の名称 八幡市における地域住宅等整備計画

事業種別 市町村名 全体事業費
（百万円）（事業箇所）

地域住
宅計画
に基づ
く事業

住宅地区改良事業等（改良住宅ストック総合改善事業） 八幡市

住宅地区改良事業等（空き家再生等推進事業） 八幡市
公営住宅整備事業等(公営住宅等ストック総合改善事業)

市営住宅ストック総合活用計画策定事業

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

要素となる事業名
市町村名

除却できていない木造市営住宅は市街化調整区域に建設されており、当該住宅が建設されている土地の今後
の利用方法を検討中であるため。

喫緊の課題であった、木造市営住宅の集約建て替え事業が完了し、既存の市営住宅等の躯体の安全対策に資する共用部分の長寿命化改善を行い、住宅を長期にわたり活用していく。

耐用年数を経過した昭和30年前後に建設された木造市営住宅は住宅自体の老朽化に加え、敷地内道路も十分な広さがないため、建て替え・除却することにより防災上の安全性を高めることができた。

54 百万円 0 百万円 10 百万円 (C+C`)/((A+A`)+(B+B`)+(C+C`)) 15.5%A1` B` C`


