
社会資本総合整備計画　事後評価書 平成２８年３月

平成 22 年度 ～ 26 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

 計画の名称 群馬県地域住宅等整備計画 地域住宅計画の名称 群馬地域(２期)

 都道府県名 群馬県  作成主体名
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、吉岡町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、
片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、群馬県地域住宅協議会

 計画期間

　群馬県（当該地域）は関東地方の北西部に位置し、人口約２００万人、世帯数約７５万世帯の地域である。
　全県的な住宅状況を見ると、平成２０年住宅・土地統計調査によれば、住宅の総数は約８６万戸で住宅戸数が世帯数を上回ってお
り、非成長・成熟社会においてストックの有効活用が住宅政策において重要な課題となっている一方、年間約１万５千戸の住宅新築の
供給があり、県民への適切な住情報の提供についても重要な政策課題となっている。
　地域的に見ると、中山間地域では高齢者の比率が上昇し、農林業の衰退と共に地域としての活力が衰えつつあることからより多くの
人々が定住するよう、魅力ある地域づくりと共に定住を促進するための住宅の確保が重要となっている。
　また、前橋市、高崎市等都市部においても、人口の郊外への転出や商業活動の郊外化に伴い、中心市街地の人口の減少及び少子・高
齢化が進んでおり、中心市街地の活性化を図るため街なか居住を促進することが求められている。
　以上のことから、県及び各市町村とも子育て世帯や高齢者等が安心して住み続けられる住宅ストックの充実を図ると共に、各地域の
特性を生かし、活性化を図るための住宅施策を行っている。
　

○昭和４０年～５０年代に建設された公営住宅のストックについて、居住環境の悪化が著しくなってきており、高齢者や障がい者、あ
るいは子育て世帯等のニ－ズに対応した公営住宅の供給が求められている。
○急速に高齢化が進展する中で、高齢者が住む住宅のバリアフリー化促進が求められている。
○地球温暖化など環境問題が深刻化する中で、環境に配慮した住まい・暮らしの実現が求められている。
○耐震性に不安のある住宅が多く存在することや、住宅に関する情報が不足していることから、住宅に対しての不安解消が求められて
いる。
○都市の拡散と中心市街地の衰退、中山間地域の衰退に歯止めをかけるため、地域の居住促進対策が求められている。



単　位 基準年度 目標年度

公営住宅の供給数
（住宅セーフティネットの確保）

戸
公営住宅の新規整備(建設、買取、借上)及
び建替の戸数と既存公営住宅の空き家募
集の戸数の合計値

0 22 10,000 26

耐震性が確保された住宅の割合 ％
全住宅数に対する耐震性が確保された住宅数の
割合 73.1% 20 81% 25

高齢者のいる住宅のバリアフリー化率 ％

高齢者（６５歳以上）が住む住宅のうち、一定の
バリアフリー対策（住戸内のトイレや浴室など2箇
所以上に手すりを設置または屋内の段差解消の
実施）を行った住宅ストックの比率

35.8% 20 65% 25

住宅市街地基盤整備事業に関連する住宅
宅地供給数

戸
関連する住宅宅地事業区域内における住宅宅
地供給数 3,116 21 4,475 26

狭あい道路の整備率 ％
狭あい道路整備事業（ハード事業）を実施する事
業主体における狭あい道路整備率

0% 22 1% 26

住宅及び住環境に対する満足率 ％
住生活総合調査による「満足＋まあ満足」の
割合

66.7% 20 70% 25

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期
全ての事業完了後、速やかに行う（平成２８年３月）

作成主体を代表し、群馬県で実施する 公表の方法

群馬県のホームページで公表する

事　後　評　価　

 ３．計画の目標

　高齢者、障がい者及び子育て世帯等や環境に配慮した豊かでゆとりある住まいづくりを目指すと共に、住宅及び住環境の安全性の確保
並びに住情報提供を行い安全で安心な住まい・まちづくりを目指す。また、各地域の特性を活かした住環境づくりや定住促進のための住
宅供給及び良好な景観の街なみ整備等により、地域社会の発展を目指す。

 ４．目標を定量化する指標等

指　　標 定　　義 従前値 目標値



(1) 基幹事業の概要

(2)提案事業の概要

(3)関連事業の概要

(4)その他（関連事業など）

５．目標を達成するために必要な事業等の概要

　○公営住宅等整備事業により公営住宅を整備し、真に住宅に困窮している住民の居住安定を図る。
　○公営住宅ストック総合改善事業により公営住宅を改善し、高齢者、障害者及び子育て世帯等に配慮した住環境の提供を図る。
　○公営住宅ストック総合改善事業により既存公営住宅の耐震化やバリアフリー化、防火対策を推進する。
　○公的賃貸住宅を低廉な家賃で供給するため、公的賃貸住宅家賃低廉化事業を実施し、入居者の居住の安定を図る。
　○住宅市街地基盤整備事業により住宅地に関連する公共施設の整備を行い、居住環境の向上を図る。
　○優良建築物等整備事業(既存ストック再生型)により地域の防災拠点施設の改修を行い、地域住環境の安全性向上を図る。
　○住宅地区改良事業等により改良住宅を改善し、良好な住環境の提供を図る。
　○街なみ環境整備事業により各種施設整備や修景を行い、景観向上を図る。
　○住宅市街地総合整備事業により老朽住宅等の建替えと公共施設の整備を促進し、住環境改善及び防災性の向上等を図る。
　○住宅市街地基盤整備事業により住宅宅地事業に関連する公共施設等の整備を行い、住環境の向上及び住宅宅地供給の促進を図る。
　○住宅・建築物安全ストック形成事業により住宅・建築物の耐震性の向上や、アスベスト対策等を実施することで最低限の安全性の確保を図る。
　○狭あい道路整備等促進事業により老朽ストックの建替え等の円滑化を図り、狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形成を図る。

効果促進事業
　○公営住宅の整備に関連する公共公益施設や駐車場等の整備を行う。
　○公営住宅団地の安全性や防犯性等の向上を図るため、老朽住宅の除却を行う。
　○公営住宅の建替え及び改善を促進し安定供給を図るため、公営住宅の用地購入や移転費等の補助を行う。
　○県民の住宅に対する不安を解消するため、住宅相談・住情報の提供を行う。
　○災害時の居住の安全確保を図るため、公営住宅、公共建築物及び民間建築物の耐震化を促進するとともに、地域防災、防犯及び安全対策を推進する。
　○高齢者や障害者、子育て世帯等が安心して生活できるよう公営住宅の改善等を行うとともに、定住促進化を図る。
　○民間住宅等を買取り供給し、居住の安定確保及び定住化促進を図る。
　○公営住宅と連携した公社賃貸住宅(コレクティブハウス)を建設し、地域の多様なニーズに合った住宅の普及促進を図る。
　○質の高い住宅づくりを促進するため、地場産材活用推進や地域住宅産業の支援を行う。
　○景観向上を図るため、良好な家なみ・まちなみの整備及び形成支援を行う。
　○地域の住宅政策を推進するため、各種調査を行う。

　○前橋市地域住宅等整備計画に基づく事業
　○高崎市地域住宅等整備計画に基づく事業
  ○群馬県地域住宅等整備計画(復興基本方針関連(全国防災))及び群馬県地域住宅等整備計画(地域住宅計画 群馬地域(2期))(防災・安全)に基づく事業
　○まちづくり交付金による公営住宅の供給
　○地域優良賃貸住宅の整備
　 （対象地域：前橋市及び高崎市を除く群馬県全域）
　　 ・少子高齢社会に対応するため、子育て世帯や高齢者世帯、障害者世帯などに対する賃貸住宅供給を促進する。
　　 ・整備を促進すべき地域は、前橋市及び高崎市を除く群馬県全域とする。
　　 ・特別な事情により入居が適当と認められる世帯（一般型）は、災害被災者、都市計画事業等に伴う住宅の除去により住宅を失った者
　　 　及び耐震補強のためのリフォーム等により一時的な仮住居を必要とする者とする。
　○民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む。



 ６．交付対象事業の進捗状況

Ａ　基幹事業 （金額の単位は百万円）

Ａ１　地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）

交付期間内
事業費

群馬県、伊勢崎市、太田市、
富岡市、長野原町、明和町、
邑楽町

245戸 3,286

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、安中市、みど
り市、吉岡町、下仁田町、中
之条町、草津町、みなかみ
町、玉村町、板倉町、千代田
町、大泉町、邑楽町

5568戸 2,083

群馬県 － 6

桐生市、伊勢崎市、太田市 244戸 60

伊勢崎市 7箇所 1,075

住宅市街地基盤整備事業（Ａ） 伊勢崎市 3地区 297

太田市、富岡市、下仁田町、
中之条町、板倉町、明和町、
大泉町、邑楽町

1768件 421

7,228

Ａｃ　地域住宅計画に基づく事業（提案事業）

交付期間内
事業費

0

7,228

Ａ２　基幹事業（地域住宅計画に基づく事業以外の事業）

交付期間内
事業費

草津町 1地区 667

みなかみ町 1地区 67

みなかみ町 1地区 11

住宅市街地総合整備事業 伊勢崎駅周辺第一地区 伊勢崎市 1地区 426

ローズタウン住宅団地 群馬県 1路線 941

茂呂第一土地区画整理他2地区 群馬県、伊勢崎市 3路線 4,606

街なみ環境整備事業

クラッシック草津地区

水上地区

湯原温泉地区

住宅市街地基盤整備事業

Ａｃ　小計

　　小計（Ａ１＋Ａｃ）

事業 事業主体 規模等
細項目

公的賃貸住宅家賃低廉化事業（Ｋ）

Ａ１　小計

事業 事業主体 規模等
細項目

公営住宅等ストック総合改善事業（Ｋ）
住戸改善、外壁改修、屋根改修、
設備改修、下水接続　等

住宅地区改良事業等（Ｋ）
住宅新築資金等貸付助成事業

住戸改善、耐震診断　等

優良建築物等整備事業（Ａ）

事業 事業主体 規模等
細項目

公営住宅等整備事業（Ｋ）



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、安中市、みど
り市、榛東村、吉岡町、下仁
田町、南牧村、甘楽町、中之
条町、嬬恋村、草津町、高山
村、東吾妻町、片品村、川場
村、昭和村、みなかみ町、玉
村町、板倉町、明和町、千代
田町、大泉町、邑楽町

－ 671

渋川市、みなかみ町、板倉
町、明和町、千代田町、邑楽
町

－ 58

群馬県、桐生市、沼田市、館
林市、渋川市、藤岡市、安中
市

－ 834

桐生市、太田市、沼田市、渋
川市、榛東村、みなかみ町

－ 3,197

　　　小計（Ａ２） 11,478

　　　小計（Ａ１＋Ａｃ＋Ａ２） 18,706

Ｂ　関連事業（関連社会資本整備事業） （金額の単位は百万円）
Ｂ　関連社会資本整備

交付期間内
事業費

　　　小計（Ｂ） 0

Ｃ　関連事業（効果促進事業） （金額の単位は百万円）
Ｃ　効果促進事業

交付期間内
事業費

群馬県、伊勢崎市、太田市、
邑楽町

－ 100

桐生市、太田市、沼田市、渋
川市、長野原町、明和町、邑
楽町

480台 54

群馬県、太田市、渋川市、安
中市、長野原町、邑楽町

427件 82

事業 事業主体 規模等
細項目

関連施設等整備

駐車場整備

移転費補助

狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路情報整備等事業

狭あい道路拡幅整備事業

事業 事業主体 規模等

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・建築物アスベスト改修事業



群馬県、桐生市、伊勢崎市、
太田市、館林市、藤岡市、安
中市、みなかみ町

－ 169

群馬県、長野原町、邑楽町 5箇所 433

伊勢崎市 － 29

太田市、中之条町 120戸 14

群馬県、太田市 － 99

群馬県、草津町 － 40

群馬県、みどり市 － 7

渋川市、板倉町 173戸 39

群馬県 － 5

群馬県 － 63

群馬県、伊勢崎市、玉村町 － 66

安中市 1団地 1

群馬県地域住宅協議会 1団地 121

渋川市、中之条町 320戸 159

群馬県、伊勢崎市 － 16

桐生市、伊勢崎市、太田市、
沼田市、渋川市、藤岡市、安
中市、板倉町、明和町、千代
田町、大泉町、邑楽町

39件 17

太田市、邑楽町 1件 1

群馬県 － 41

沼田市 78箇所 2

伊勢崎市、長野原町 － 90地域防災推進事業 防災無線整備

安全・安心対策事業

公共施設耐震化事業

民間住宅耐震改修事業

民間住宅耐震診断事業

高齢者の住まいスプリンクラー設置費助
成事業

防犯灯設置

公営住宅等関連事業

除却工事

用地取得

福祉施設導入企画調査・基本構想策定

公営住宅高齢者等見守り事業

公営住宅入居管理システム整備

地デジ対応整備

公社賃貸住宅（コレクティブハウス）建設

雇用促進住宅買取

共用灯ＬＥＤ化改修

下水接続

風呂釜等設置

住戸内手すり設置

共用部手すり設置

公営住宅耐震診断・耐震設計



渋川市 814件 10

渋川市、昭和村 226戸 36

下仁田町、南牧村、甘楽町 181件 26

群馬県 1015件 618

群馬県 － 1

安中市 60件 2

渋川市 260件 16

群馬県 － 78

伊勢崎市、太田市 － 13

草津町 1地区 357

　　　小計（Ｃ） 2,805

　　　合計（Ａ１＋Ａｃ＋Ａ２＋Ｂ＋Ｃ） 21,511
Ａ１＋Ａｃ＋Ａ２＋Ｂ＋Ｃ

その他関連する事業（防災・安全交付金事業（社会資本整備総合交付金事業からの移行分含）） （金額の単位は百万円）

Ａ１’　地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）

交付期間内
事業費

群馬県、伊勢崎市、太田市、
富岡市、長野原町、邑楽町

209戸 1,743

群馬県、伊勢崎市、太田市、
安中市、みどり市、吉岡町、
長野原町、みなかみ町、玉村
町、板倉町、大泉町、邑楽町

1647戸 3,464

桐生市、富岡市、榛東村、東
吾妻町、片品村、明和町、嬬
恋村

－ 552

伊勢崎市、渋川市、藤岡市 － 65

5,824

Ａｃ’　地域住宅計画に基づく事業（提案事業）

交付期間内
事業費

0

5,824

耐震改修・耐震診断

Ａｃ’　小計

　　小計（Ａ１’＋Ａｃ’）

外壁改修・屋上防水改修等

Ａ１’　小計

事業 事業主体 規模等
細項目

公営住宅ストック総合改善事業（Ｋ）

エレベーター地震対策改修

事業 事業主体 規模等
細項目

公営住宅等整備事業（Ｋ）

住宅相談・住情報提供 ぐんま住まいの相談センタ－　他

住宅政策推進調査 住生活基本計画基礎調査

良好な街なみ環境整備促進事業 湯畑広場再開発事業

ぐんまの木で家づくり支援事業

地域住環境改善対策支援

生垣奨励事業

省エネ化等住宅リフォーム

街なか居住・定住促進事業

勤労者住宅建設等資金利子補給事業

借上賃貸住宅事業

民間住宅建設等助成事業

良好な住環境推進事業



Ａ２’　基幹事業（地域住宅計画に基づく事業以外の事業）

交付期間内
事業費

住宅市街地総合整備事業 伊勢崎駅周辺第一地区 伊勢崎市 1地区 340

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、安中市、みど
り市、榛東村、吉岡町、下仁
田町、南牧村、甘楽町、中之
条町、嬬恋村、草津町、高山
村、東吾妻町、片品村、川場
村、昭和村、みなかみ町、玉
村町、板倉町、明和町、千代
田町、大泉町、邑楽町

－ 4,096

渋川市、みなかみ町、板倉
町、明和町、千代田町、邑楽
町

－ 23

　　　小計（Ａ２’） 4,459

　　　小計（Ａ１’＋Ａｃ’＋Ａ２’） 10,283

Ｂ’　関連社会資本整備
交付期間内

事業費

　　　小計（Ｂ’）

Ｃ’　効果促進事業

交付期間内
事業費

富岡市 20 8

群馬県 － 341

桐生市、伊勢崎市、太田市、
沼田市、渋川市、藤岡市、安
中市、板倉町、明和町、千代
田町、大泉町、邑楽町

－

太田市、邑楽町 －

　　　小計（Ｃ’） 432

　　　合計（Ａ１’＋Ａｃ’＋Ａ２’＋Ｂ’＋Ｃ’） 10,715

10.04% （（Ａｃ＋Ａｃ’）＋（Ｃ＋Ｃ’））／（（Ａ１＋Ａ１’）＋（Ａｃ＋Ａｃ’）＋（Ａ２＋Ａ２’）＋（Ｂ＋Ｂ’）＋（Ｃ＋Ｃ’））

83
安全・安心対策事業

公共施設耐震化事業

民間住宅耐震改修事業

民間住宅耐震診断事業

効果促進事業等の割合

事業 事業主体 規模等
細項目

公営住宅等関連事業

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・建築物アスベスト改修事業

事業 事業主体 規模等

事業 事業主体 規模等
細項目



（金額の単位は百万円）

Ａ１’’’　地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）

交付期間内
事業費

群馬県、桐生市、富岡市、榛
東村、東吾妻町、片品村

160戸 473

群馬県 26台 59

桐生市、榛東村 － 10

542

Ａ２’’’　基幹事業（地域住宅計画に基づく事業以外の事業）
交付期間内

事業費

群馬県、沼田市、渋川市、榛
東村、吉岡町、中之条町、長
野原町、東吾妻町、板倉町、
大泉町、邑楽町

－ 781

　　　小計（Ａ２’’’） 781
1,323

Ｃ’’’　効果促進事業

交付期間内
事業費

伊勢崎市 1施設 250

　　　小計（Ｃ’’’） 250
　※交付期間内事業費は概算事業費

（参考）その他関連事業
（参考）関連事業 　

前橋市 －
高崎市 －

まちづくり交付金 公営住宅整備 下仁田町 8戸
ローズタウン住宅団地 前橋市 1路線

高崎市地域住宅等整備計画に基づく事業 公営住宅建設及び改善、優良建築物等整備事業等

住宅市街地基盤整備事業

事業 事業主体 規模
細項目

前橋市地域住宅等整備計画に基づく事業 公営住宅建設及び改善、住宅関連助成事業等

事業 事業主体 規模等
細項目

災害対策拠点施設耐震化事業 消防庁舎再整備

事業主体 規模等
細項目

住宅・建築物安全ストック形成事業 耐震改修事業等、緊急輸送道路沿道調査

　　合計（Ａ’’’）

公営住宅等ストック総合改善事業（Ｋ） エレベーター地震対策改修等

住宅地区改良事業等（Ｋ） 改良住宅耐震改修等

Ａ１’’’　小計

事業

事業 事業主体 規模等
細項目

公営住宅等ストック総合改善事業（Ｋ） 耐震改修等

その他関連する事業（旧計画：群馬県地域住宅等整備計画（復興基本方針関連（全国防災）））
　　※整備計画間の効果促進事業に係る事業費の割合の調整は無い。



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の
特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）

真の生活困窮者に入居機会を与え、また、入居資格の再チェックのため、公営住宅の入居年数を１０年以内の期限付きとする「定期入
居制度」を導入する。（伊勢崎市）



１０．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・公営住宅の整備、建替、改修を行った結果、高齢者や障がい者、あるいは子育て世帯等のニーズに対応した公営住宅を供給できた。
Ⅰ定量的指標に関連する ・住宅・建築物耐震改修事業を行った結果、建築物の安全性が向上した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・ローズタウン住宅団地や茂呂第一土地区画整理等の整備を行い、住宅宅地供給の促進を図ると共に、住環境が向上した。

・狭あい道路を整備を進めることにより、住宅市街地の安全性が向上した。

最終目標値 10,000 戸
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 5,722 戸

最終目標値 81 ％
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 78.9 %

最終目標値 65 %
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 39.9 %

最終目標値 4,475 戸
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 3,600 戸

最終目標値 1 ％
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 1 %

最終目標値 70 %
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 73.9 %

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）

公営住宅の供給
数（住宅セーフ
ティーネットの
確保）

予算的な制約や、改修工事における条件的制約などがあったため。

耐震性が確保さ
れた住宅の割合

住宅の建替え又は除却等による耐震化は進んだが、耐震改修による耐震化が進んでいないため。

高齢者のいる住
宅のバリアフ
リー化率

高齢者の健康寿命が延び、バリアフリーを必要とする年齢が上昇しているため。

住宅及び住環境
に対する満足率

目標値を達成した

住宅市街地基盤
整備事業に関連
する住宅宅地供
給数

分譲状況、地価の動向及び住宅需要等の社会経済情勢の推移を見定めるために、宅地造成事業を一時中断
したことなどによるため。

狭あい道路の整
備率

目標値を達成した。

「公共土木施設における地震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果への
対応について（交付金関係）（平成２５年５月１５日付け事務連絡）」より



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(２期)）

交付対象

中部地区

利根・沼田地区

吾妻地区

西部地区

東部地区

群馬県全体図

（中部地区）

地域住宅計画に基づく事業 位置図

※主な事業を記載

（仮称）元総社第二

県営住宅建設

朝倉県営住宅改善

茂呂市営住宅建替

羽黒市営住宅建替

羽黒県営住宅改善
公営住宅等整備事業

公営住宅等ストック総合改善事業

【凡例】

前橋市

渋川市

榛東村
吉岡町

玉村町

伊勢崎市

広瀬第一県営住宅改善

広瀬第二県営住宅改善

（仮称）四ッ角県営住宅建設



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(２期)）

交付対象

中部地区

利根・沼田地区

吾妻地区

西部地区

東部地区

群馬県全体図

（西部地区）

地域住宅計画に基づく事業 位置図

※主な事業を記載

公営住宅等整備事業

公営住宅等ストック総合改善事業

【凡例】

久保市営住宅建替

中尾県営住宅改善

高崎市

安中市

藤岡市

神流町

甘楽町

南牧村

上野村

富岡市

下仁田町



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(２期)）

交付対象

中部地区

利根・沼田地区

吾妻地区

西部地区

東部地区

群馬県全体図

（吾妻地区）

地域住宅計画に基づく事業 位置図

※主な事業を記載

公営住宅等整備事業

公営住宅等ストック総合改善事業

【凡例】

中之条町

高山村

嬬恋村

草津町

長野原町
東吾妻町

一本松町営住宅建設

川原畑町営住宅建設

上湯原町営住宅建設



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(２期)）

交付対象

中部地区

利根・沼田地区

吾妻地区

西部地区

東部地区

群馬県全体図

（利根・沼田地区）

地域住宅計画に基づく事業 位置図

※主な事業を記載

公営住宅等整備事業

公営住宅等ストック総合改善事業

【凡例】

みなかみ町
片品村

川場村

沼田市

昭和村
東下原市営住宅給水管改



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(２期)）

交付対象

中部地区

利根・沼田地区

吾妻地区

西部地区

東部地区

群馬県全体図

（東部地区）

地域住宅計画に基づく事業 位置図

※主な事業を記載

公営住宅等整備事業

公営住宅等ストック総合改善事業

【凡例】

鳥之郷市営住宅建替

足仲県営住宅建替

軽浜市営住宅建替

石打町営住宅建替

新田町営住宅建替

桐生市

桐生市

みどり市

太田市

板倉町

明和町

館林市

千代田町

大泉町
邑楽町



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村　（草津町）

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(２期)）

交付対象

1
2

3

4

3

2

4

1



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村　（みなかみ町）
整備地区計画図

　

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(２期)）

交付対象

凡例

H24年度までの完了事業

H25年度までの完了予定事業

H26年度までの完了予定事業

H27年度までの完了予定事業

街なみ環境整備促進区域

街なみ環境整備事業地区（地区別）

その他公共的施設

ふれあい交流館

除却及びおもてなしの庭整備（H26 設計）

除却及びおもてなしの庭整備（H27 以降 用地）

除却及びおもてなしの庭整備（H27 以降 整備）

除却及び広場整備（H27 以降）

街路灯整備（H25）

道路美装化（H27 以降） 除却及び広場整備（H27 以降）

住宅等修景助成（H22～31）

（湯原まちなみ協定）

（水上駅周辺地区まちなみ協定）
①外構の修景（店先等の舗装整備等）

②敷地境界部の修景（生垣等の整備）

③建築設備等の修景

（広告物・サイン・看板等の撤去、改善等）

④住宅・店舗等の外観の修景、色彩の修景

（外壁等）

⑤屋根の修景 など

協議会活動助成（H22～26）

（湯原まちなみ協議会：H22～24）

（水上駅周辺地区まちなみ協議会：H24 ～26）

湯原温泉地区

（湯原まちなみ協定エリア）

水上駅周辺地区

（水上駅周辺地区まちなみ協定エリア）

案内看板設置（H23）

水上駅舎改修（ＪＲ：H25）

駅前広場整備（県：H23）

街なみ環境整備促進区域

（水上地区：約５２．６ｈａ）

１

１

２

２

３

３

４

４

小公園等整備（H25）

湯原温泉公園

道路美装化（H26）

道路美装化（H27 以降）



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村　（みなかみ町）
整備地区計画図

　

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(２期)）

交付対象

③現況写真

○整備イメージ

①現況写真 ②現況写真

街なみ環境整備促進区域

（湯宿温泉地区：約１８．６ha）

整備方針及び事業計画（H26委託）

景観まちなみ協定締結（H26承認）

住宅等修景助成（Ｈ27～36）

（景観まちなみ協定に基づく助成）
①外構の修景

②敷地境界部の修景

③建築設備等の修景

④住宅・店舗等の外観の修景、色彩の修景 など

協議会活動助成（Ｈ26～28）
（（仮称）湯宿温泉まちなみ協議会）

道路美装化（H27 以降設計）

道路美装化（H27 以降整備）
散歩道（H27以降設計）

散歩道（H27以降整備）

共同浴場（H27 以降設計）

共同浴場（H27 以降整備）

凡例
H24年度までの完了事業

H25年度までの完了予定事業

H26年度までの完了予定事業

H27年度以降完了予定事業

街なみ環境整備促進区域

街なみ環境整備事業地区

その他公共的施設

広場整備（H27 以降設計）

広場整備（H27 以降整備）



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村　（群馬県）

住宅市街地基盤整備事業（ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ住宅団地）　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(２期)）

交付対象

整備施設：

ローズタウン

住宅団地

（西地区）

ローズタウン

住宅団地

（東地区）

国道50号
国道17号

【本計画外の住宅市街地基盤整備事業】

市道ローズタウン中通線

W=15～18m L=1,850m

前橋市

主要地方道藤岡大胡線

W=15～23.5m L=3,270m

群馬県

市道 ローズタウン中通線

①

②

②

①

(主)藤岡大胡線

ローズタウン 住宅団地

ローズタウン

住宅団地



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村　（群馬県、伊勢崎市）

住宅市街地基盤整備事業（茂呂第一土地区画整理他2地区）　位置図 整備施設：

群馬県地域住宅等整備計画
（地域住宅計画 群馬地域(２期)）

交付対象

茂呂第一

土地区画整理地区

茂呂第二

土地区画整理地区

羽黒団地

茂呂第一

土地区画整理

他2地区

茂呂第一地区 茂呂第二地区

①

橋梁施工状況

用地取得の状況

②

羽黒団地

②

①



（参考様式３）地域住宅支援

計画の名称 1

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 群馬県及び関係市町村（前橋市、高崎市を除く）

群馬県地域住宅等整備計画
（住宅・建築物安全ストック形成事業、及び狭あい道路整備等促進事業）

交付対象

住宅・建築物安全ストック形成事業、及び

狭あい道路整備等促進事業における位置図

事業対象区域：群馬県全域（前橋市及び高崎市を除く）

狭あい道路整備等促進事業における

狭あい道路整備事業（ハード事業）実施市町村

【凡例】

住宅・建築物安全ストック形成事業、及び狭あい道

路整備等促進事業実施対象市町村


