
令和３年　７月３０日

串本町地域住宅整備計画（第2期）

平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 串本町

『住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。』

　　　町営住宅の耐震化率
　　　町営住宅の長寿命化対象戸数
　　　除去するに至った不良空き家数（民間）

（H28当初） （H30末） （R2末）
① 町営住宅の耐震化の割合（対象戸数340戸。用途廃止予定の住戸38戸を除く）

90.5 ％ ％ 100 ％
② 長寿命化型改善完了戸数の割合（対象戸数165戸）

10.3 ％ ％ 53.9 ％
③ 町民の安全・安心と住環境の向上を図るため除去に至った不良空き家数

0 戸 戸 10 戸

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 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） H28 H29 H30 H31 R2

1-A-1 住宅 一般 串本町 直接 町 － 住宅
24戸（計画34戸7カ年計画）

串本町 245.0

1-A-2 住宅 一般 串本町 直接 町 － 住宅
6戸（計画20戸7カ年計画）

串本町 95.0

1-A-3 住宅 一般 串本町 直接 町 － 住宅 串本町 17.0

1-A-5 住宅 一般 串本町 直接 町 － 住宅
28戸（計画14戸）

串本町 35.0

1-A-6 住宅 一般 串本町 直接 町 － 住宅
10戸（計画10戸）

串本町 5.0

小計（基幹事業） 397.0

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） H28 H29 H30 H31 R2

小計（　　事業）

合計 397.0

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 H28 H29 H30 H31 R2

1-B1-1

合計

串本町総務課により事後評価を実施

令和3年７月

串本町ホームページに掲載

10戸（計画56戸）長寿命化更新業務

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

港湾・地区名 全体事業費
（百万円）

地域住宅計画に基づく事業
「空き家再生等推進事業」

省略
工種

要素となる事業名

16百万円
効果促進事業費の割合

3.87%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」

地域住宅計画に基づく事業
「住宅地区改良事業等（更新住宅建設事業）」

地域住宅計画に基づく事業
「公営住宅等整備事業」

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

413百万円 Ａ 397百万円 Ｂ
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

番号 事業者

地域住宅計画に基づく事業
「公的賃貸住宅家賃低廉化事業」

（参考）　　社会資本総合整備計画（串本町地域住宅整備計画）　事後評価書
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）

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



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 H28 H29 H30 H31 R2

1-C-1 住宅 一般 串本町 直接 町 公営住宅用地取得及び敷地整備事業 串本町 15.0

1-C-2 住宅 一般 串本町 直接 町 移転補償等 串本町 1.0

合計 16.0

番号 備考

1-C-1 老朽化した公営住宅の建替えを行い、安全・安心な住環境を提供する。新規用地取得、新規及び現地用地の造成等を行う。

1-C-2

※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

　　　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 90.6 ％

最終目標値 53.9 ％
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 19.7 ％

最終目標値 10 戸
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 10 戸

　
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）

・H29大島田代、耐震補強工事済。残りの右東谷団地は長寿命化計画で用途廃止予定のため。西向ABCは、
　PC構造のため補強が困難なため。

・有田住宅管理戸数27戸、西向ABC28戸、植松団地20戸（半分実施）が実施できた。残りについては、屋上
　防水・外壁改善工事を行い、住宅の長寿命化と入居者が安心して生活できるよう長寿命化型改善を図る。

・町営住宅の耐震化について、耐震化の可能な住宅を対象に耐震化を図ることができた。

・有田団地、西向ABC、植松団地で屋上防水・外壁改善を行い長寿命化工事を実施した。

・町民の安全・安心と住環境の向上を図るため、計画どおり不良空き家の除去ができた。

・老朽化した公営住宅の建替えを行い、入居者の移転促進事業や歩道・植栽工事を行い安全・安心な住環境が提供できた。

・引き続き長寿命化工事の実施や不良空き家の除却を行い、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。

指標③（　除去
するに至った不
良空き家数（民
間））

指標①（町営住
宅の耐震化率）

指標②（長寿命
化型改善完了戸
数の割合）

上田ノ岡団地歩道・植栽
工事・前地団地広場

市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

前地公営住宅移転促進事業

一体的に実施することにより期待される効果

老朽化した公営住宅の建替えを行い、安全・安心な住環境を提供する。非現地建替えが完了した住宅について、旧住宅から新住宅への入居者の移転補償を行う。

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
工種

一体的に実施することにより期待される効果



(参考様式３)　　　　　（参考図面）串本町地域住宅整備計画
計画の名称
計画の計画 交付対象

串本町地域住宅整備計画（第2期）
平成28年～令和2年　（5年間） 串本町

公営住宅等整備事業

48前地団地

取り壊し工事

住宅地区改良事業

45前地改良団地

取り壊し工事

住宅地区改良事業等

47前地改良団地

建替工事

公的賃貸住宅家賃低廉化事業

上田ノ岡第２団地・前地中団地・前地南

住宅地区改良事業等

前地３．４号

道路拡幅測量設計等

住宅地区改良事業等

45 ・47前地改良団地

取り壊し工事

公営住宅等ストック総合改善事業

単独槽を合併浄化槽に更新



(参考様式３)　　　　　（参考図面）串本町地域住宅整備計画
計画の名称 串本町地域住宅整備計画（第2期）
計画の計画 平成28年～令和2年　（5年間） 交付対象 串本町

公営住宅等ストック総合改善事業

有田団地

外壁塗装改修



(参考様式３)　　　　　（参考図面）串本町地域住宅整備計画
計画の名称 串本町地域住宅整備計画（第2期）
計画の計画 平成28年～令和2年　（5年間） 交付対象 串本町

空き家再生等推進事業（除却）

町内全域

公営住宅等ストック総合改善事業

長寿命化計画の見直し


	（事後評価様式）02　別添様式（H250505 評価事務連絡）
	第2期事後評価　図面

