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平成２９年３月２１日

社会資本総合整備計画（第二期地域住宅計画（秋田県地域））
平成28年度　～　平成32年度　（5年間） 秋田県、仙北市、潟上市、五城目町、小坂町、井川町

・公営住宅等のインフラ設備（給水設備関係）長寿命化対策率を29.6%（H28）から74.8%（H32）とする
・秋田県における住宅の耐震化率を70.8％（H27年度末）から85％（H32年度末）とする

（H28当初） （H30末） （H32末）
公営住宅等のインフラ設備（給水設備関係）に関する長寿命化対策を行った割合
（長寿命化対策率）＝（対策済住宅戸数）／（全住宅戸数）（％） 　

住宅・土地統計調査等の統計データをもとに算出する

（住宅の耐震化率）＝（耐震性が確保された住宅数）／（全住宅数）（％）

Ａ　基幹事業（A1-K：地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）、A2：住宅・建築物安全ストック形成事業）

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

A1-K-1 住宅 一般 秋田県 直接 － 1,320 策定済

A1-K-2 住宅 一般 秋田県 直接 － 10 策定済

A1-K-3 住宅 一般 仙北市 直接 公的賃貸住宅家賃低廉化事業 仙北市 4

A2-1 住宅 一般 潟上市
直接
間接

住宅・建築物安全ストック形成事業 潟上市 13

A2-2 住宅 一般 五城目町 間接 住宅・建築物安全ストック形成事業 五城目町 19

A2-3 住宅 一般 小坂町
直接
間接

住宅・建築物安全ストック形成事業 小坂町 7

A2-4 住宅 一般 井川町 直接 住宅・建築物安全ストック形成事業 井川町 3

合計 1,376

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

合計

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 H32

C-1 住宅 一般 秋田県 直接 屋外・外構改善（設計等）事業 － 20

合計 20

番号 備考

C-1 基幹事業（A1-K-1）と一体となり、公営住宅の屋外・外構改善（配管の耐久性等向上とする設計等）により、誰でも居住の安定を確保できる、秋田の住まいづくりを推進する。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

番号 備考

費用便益費

費用便益費

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

秋田県
屋外・外構改善事業に伴う設計等
（基幹事業対象外）

一体的に実施することにより期待される効果

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

全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

番号 事業者 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）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

公営住宅1団地

潟上市／民間 耐震診断及び改修等・市内全域

民間 耐震診断及び改修等

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

秋田県
防水改修5団地(38棟)、外壁改修1団地(7
棟)、設備改修12団地(111棟)

秋田県 設備改修2団地(3棟)

1,396 百万円 Ａ 1,376 百万円

公営住宅等ストック総合改善事業（長寿
命化型）
改良住宅ストック総合改善事業（長寿命
化型）

Ｂ 0 百万円 Ｃ 20 百万円

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　高齢化が全国を上回るスピードで進展している状況にあって、住宅内の安全性や使いやすさなど高齢者に配慮した住宅が不足している。高齢者をはじめ誰もが安全で安心して生活できる住宅の整備を進める必要がある。また、全国的に比べ
て、持ち家率が高く、そのほとんどが木造住宅であり、更新時期を迎えた住宅が増加している。耐震化をはじめとする改修を図ったり、建物を長持ちさせるような適切な維持修繕を行うことにより、住宅ストックの「質」の確保を図っていく
必要がある。加えて、高齢者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の居住の安定を確保する必要がある。
　「秋田の元気を創造する住まいづくり」を目標として次による取り組みを行う。
①誰にもやさしく、安全で安心できる、秋田の住まいづくり　②誰でも居住の安定を確保できる、秋田の住まいづくり　③四季を通じて、健康で快適な、秋田の住まいづくり　④自然にやさしく、環境に配慮した、秋田の住まいづくり　⑤地
域の特性を活かした、個性のある、秋田の住まいづくり　⑥コミュニティ豊かで、活力あふれる、秋田の住まいづくり

　　計画の成果目標（定量的指標）

重点配分対象の該当

　　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

井川町 耐震診断及び改修等

小坂町／民間 耐震診断及び改修等

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

85%

29.6% 74.8%

70.8%

0 百万円Ｄ 1.4%
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

仙北市



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２８年度は、決算額が確定でき次第記載。

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)）

不用額
（h = c+d-e-f）

うち未契約繰越額
（g）

翌年度繰越額
（f）

支払済額
（e）

前年度からの繰越額
（d）

交付額
（c=a+b）

計画別流用
増△減額
（b）

H32

配分額
（a）

H28 H29 H30 H31



計画の名称 社会資本総合整備計画（第二期地域住宅計画（秋田県地域））

計画の期間 平成28年度　～　平成32年度　（5年間） 　 秋田県及び仙北市、潟上市、五城目町、小坂町、井川町

 

交付対象

横手市

大館市

鹿角市

小坂町

上小阿仁村

藤里町

五城目町

井川町

にかほ市

仙北市

羽後町

東成瀬村

美郷町

秋田市

大潟村

男鹿市

潟上市

大仙市

由利本荘市

湯沢市

北秋田市

三種町

能代市

八峰町

八郎潟町

A1-K-1

公営住宅等ストック総合改善事業

C-1
屋外・外構改善（設計等）事業

A1-K-3
公的賃貸住宅家賃低廉化事業

秋田県

A1-K-2

改良住宅ストック総合改善事業

A2-2
住宅・建築物安全ストック形成事業

A2-1
住宅・建築物安全ストック形成事業

A2-4 
住宅・建築物安全ストック形成事業

A2-3
住宅・建築物安全ストック形成事業



計画の名称：社会資本総合整備計画（第二期地域住宅計画（秋田県地域））

事業主体名：秋田県、仙北市、潟上市、五城目町、小坂町、井川町
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。 ○

　 ④事業の実施に当たり、福祉施策等との連携が図られている。

　 ⑤事業の実施に当たり、民間活力の活用が図られている。

　 ⑥事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等
　　　の工夫がなされている。

　 ⑦地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。

 　⑧地域再生計画に地域住宅交付金の活用についての記載をしており、内閣総理
　　　大臣の評価を受けている。

　　（評価結果として該当するものに○）
　　　ア　８０点以上　　　イ　６０～７９点　　　ウ　６０点未満

★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。

　 ⑤計画内容に関し、住民に対する事前説明が行われている。

　 ⑥計画期間中の計画管理（モニタリング）体制が適切である。

　（★は必須事項）

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）

Ⅰ．目標の妥当性

Ⅱ．計画の効果・効率性

Ⅲ．計画の実現可能性

○



平成２９年３月

第二期地域住宅計画（秋田県地域）

（第１回変更）

秋田県
あ き た け ん

及び仙北
せ ん ぼ く

市
し

、潟上市
か た が み し

、五城目町
ご じ ょ う め ま ち

、小坂町
こ さ か ま ち

、井川
い か わ

町
ま ち



地域住宅計画

平成 28 年度 ～ 32 年度 平成 28 年度 ～ 32 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

 都道府県名 秋田県  作成主体名 秋田県及び仙北市、潟上市、五城目町、小坂町、井川町

 交付期間

第二期地域住宅計画（秋田県地域）

計画期間

○高齢化が全国を上回るスピードで進展している状況にあって
※１

、住宅内の安全性や使いやすさなど高齢者に配慮した住宅が不足して

いる。高齢者をはじめ誰もが安全で安心して生活できる住宅の整備を進める必要がある。

○全国的に比べて、持ち家率が高く
※２

、そのほとんどが木造住宅であり、更新時期を迎えた住宅が増加している。耐震化をはじめとする

改修を図ったり、建物を長持ちさせるような適切な維持修繕を行うことにより、住宅ストックの「質」の確保を図っていく必要がある。

○高齢者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の居住の安定を確保する必要がある。
　　　※１　高齢化率（総人口に占める満６５歳以上の方の割合）　：　３３．６％　　（平成２７年７月１日現在：秋田県長寿社会課調べ）

　　　※２　持ち家率　：　７８．１％　（平成２５年：総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」）

　本県における住宅施策は、秋田県住宅建設五箇年計画をもとに、主に住宅の「量」に主眼を置いて進められ、その「量」を確保するた

め、持ち家建設への支援や秋田ならではの秋田型住宅の普及、公営住宅の建設といった事業を実施してきた。

　しかし、住宅の「量」の確保を図る政策から住宅ストックの「質」の向上を図る政策への転換期を迎え、本県でも住宅ストックの「質」や住

環境の改善といった課題への対応が迫られることとなった。また、人口減少や少子高齢化がより一層進むという社会的背景もあり、これら

の課題に対応するため、平成１９年３月「秋田県住生活基本計画」を策定し（平成２４年３月見直し）、安全で安心して暮らせる住まいづくり

の推進や、少子高齢化への対応の充実、既存住宅ストックの維持管理と活用、定住促進のための魅力ある居住環境整備の実現に向け

て、秋田ならではの住まいづくりを進めているところである。

　公営住宅においては、低額所得者、高齢者、子育て世帯、災害時の被災者等に対し、セーフティネットの中核としての役割を果たすべ

く、計画的に供給及び改善を行っていくこととしている。



単　位 基準年度 目標年度

公営住宅等のインフラ設備（給水設備関
係）長寿命化対策率を29.6%（H28）から
74.8%（H32）とする

％

公営住宅等のインフラ設備（給水設備関係）
に関する長寿命化対策を行った割合
（長寿命化対策率）＝（対策済住宅戸数）／
（全住宅戸数）（％）

29.6% H28 74.8% H32

秋田県における住宅の耐震化率を70.8％
（H27年度末）から85％（H32年度末）とす
る

％

住宅・土地統計調査等の統計データをもとに
算出する
（住宅の耐震化率）＝（耐震性が確保された
住宅数）／（全住宅数）（％）

70.8% H28 85.0% H32

 ※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３．計画の目標

定　　義

 ４．目標を定量化する指標等

●秋田の元気を創造する住まいづくり
　　・誰にもやさしく、安全で安心できる、秋田の住まいづくり
　　・誰でも居住の安定を確保できる、秋田の住まいづくり
　　・四季を通じて、健康で快適な、秋田の住まいづくり
　　・自然にやさしく、環境に配慮した、秋田の住まいづくり
　　・地域の特性を活かした、個性のある、秋田の住まいづくり
　　・コミュニティ豊かで、活力あふれる、秋田の住まいづくり

指　　標 従前値 目標値



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

(1) 地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）の概要

なし

(3)住宅・建築物安全ストック形成事業

●誰にもやさしく、安全で安心できる、秋田の住まいづくり

　①住宅・建築物安全ストック形成事業

　　・耐震診断及び改修等

●誰でも居住の安定を確保できる、秋田の住まいづくり

　①公営住宅等ストック総合改善事業

　②改良住宅ストック総合改善事業

　  ・公営住宅等のストックを有効活用するため、安全性、居住性、長寿命化等を図る改善を進める。

　

　③公的賃貸住宅家賃低廉化事業

(2) 地域住宅計画に基づく事業（提案事業）の概要



(4)関連社会資本整備事業の概要

(5)効果促進事業の概要

●誰でも居住の安定を確保できる、秋田の住まいづくり
　①屋外・外構改善（設計等）事業
　　・公営住宅の屋外・外構改善（配管の耐久性等向上とする設計等）により、誰でも居住の安定を確保できる、秋田の住まいづくりを
　　　推進する。

(6)その他（社会資本整備円滑化地籍整備事業）

なし

なし



６．目標を達成するために必要な事業等に関する経費等

Ａ　基幹事業（A1-K：地域住宅計画に基づく事業（基幹事業）、A2：住宅・建築物安全ストック形成事業）

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

A1-K-1 住宅 一般 秋田県 直接 － 1,320 策定済

A1-K-2 住宅 一般 秋田県 直接 － 10 策定済

A1-K-3 住宅 一般 仙北市 直接 公的賃貸住宅家賃低廉化事業 仙北市 4

A2-1 住宅 一般 潟上市
直接

間接
住宅・建築物安全ストック形成事業 潟上市 13

A2-2 住宅 一般 五城目町 間接 住宅・建築物安全ストック形成事業 五城目町 19

A2-3 住宅 一般 小坂町
直接

間接
住宅・建築物安全ストック形成事業 小坂町 7

A2-4 住宅 一般 井川町 直接 住宅・建築物安全ストック形成事業 井川町 3

合計 1,376

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32 策定状況

合計

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 H32

C-1 住宅 一般 秋田県 直接 屋外・外構改善（設計等）事業 － 20

合計 20

番号 備考

C-1 基幹事業（A1-K-1）と一体となり、公営住宅の屋外・外構改善（配管の耐久性等向上とする設計等）により、誰でも居住の安定を確保できる、秋田の住まいづくりを推進する。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

番号 備考

費用便益費

費用便益費

事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

秋田県
屋外・外構改善事業に伴う設計等（基

幹事業対象外）

一体的に実施することにより期待される効果

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

全体事業費

（百万円）（延長・面積等）

番号 事業者 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）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

公営住宅1団地

潟上市／民間 耐震診断及び改修等・市内全域

民間 耐震診断及び改修等

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

秋田県
防水改修5団地(38棟)、外壁改修1団地

(7棟)、設備改修12団地(111棟)

秋田県 設備改修2団地(3棟)

1,396 百万円 Ａ 1,376 百万円

公営住宅等ストック総合改善事業（長寿命化

型）

改良住宅ストック総合改善事業（長寿命化

型）

Ｂ 0 百万円 Ｃ 20 百万円

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

井川町 耐震診断及び改修等

小坂町／民間 耐震診断及び改修等

市町村名
全体事業費

（百万円）（事業箇所）

0 百万円Ｄ 1.4%
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

仙北市



 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

 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。

特になし

特になし

※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。）

※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。

特になし



計画の名称 第二期地域住宅計画（秋田県地域）

計画の期間 平成28年度　～　平成32年度　（5年間） 　 秋田県及び仙北市、潟上市、五城目町、小坂町、井川町

 

交付対象

 

横手市

大館市

鹿角市

小坂町

上小阿仁村

藤里町

五城目町

井川町

にかほ市

仙北市

羽後町

東成瀬村

美郷町

秋田市

大潟村

男鹿市

潟上市

大仙市

由利本荘市

湯沢市

北秋田市

三種町

能代市

八峰町

八郎潟町

A1-K-1

公営住宅等ストック総合改善事業

C-1
屋外・外構改善（設計等）事業

A1-K-3
公的賃貸住宅家賃低廉化事業

秋田県

A1-K-2

改良住宅ストック総合改善事業

A2-2
住宅・建築物安全ストック形成事業

A2-1
住宅・建築物安全ストック形成事業

A2-4 
住宅・建築物安全ストック形成事業

A2-3
住宅・建築物安全ストック形成事業


