
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年02月09日

計画の名称 北海道地域住宅計画（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０４年度 (3年間) 重点配分対象の該当

交付対象 北海道,札幌市,北斗市,松前町,知内町,七飯町,鹿部町,森町,江差町,上ノ国町,せたな町,小樽市,寿都町,黒松内町,ニセコ町,留寿都村,京極町,共和町,岩内町,泊村,神恵内村,積丹町,余市町,赤井川村,夕張市,岩見沢市,美唄市,芦別市,赤平市,三笠市,

滝川市,砂川市,歌志内市,奈井江町,上砂川町,長沼町,月形町,新十津川町,妹背牛町,秩父別町,雨竜町,北竜町,沼田町,名寄市,富良野市,比布町,東川町,中富良野町,和寒町,剣淵町,下川町,美深町,中川町,留萌市,苫前町,遠別町,天塩町,稚内市,猿払村

,中頓別町,浜頓別町,枝幸町,礼文町,利尻町,北見市,網走市,紋別市,斜里町,清里町,訓子府町,置戸町,佐呂間町,滝上町,西興部村,大空町,苫小牧市,登別市,伊達市,壮瞥町,白老町,洞爺湖町,安平町,日高町,新冠町,浦河町,様似町,えりも町,新ひだか

町,帯広市,音更町,上士幌町,鹿追町,新得町,更別村,大樹町,池田町,豊頃町,本別町,足寄町,陸別町,標茶町,鶴居村,白糠町,根室市,標津町,恵庭市

計画の目標 ・「安全で安心な暮らし」の創造

　　誰もが安心して暮らすことができる住まい・地域づくりを目指す「安全で安心な暮らし」の創造

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              17,010  Ａ              16,889  Ｂ                   0  Ｃ                 121  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.71 ％

番号

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

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R2当初） （R4末）

   1 公営住宅等の躯体の安全性を向上させる対策を進める。

公営住宅等の躯体の安全性を向上させる対策を進める。 0% % 100%

公営住宅等長寿命化計画の達成率（（計画期間内に公営住宅等長寿命化計画に位置づけられた改修実施戸数）/（計画期間内に公営住宅等長寿命化計画に位置づけられた

改修予定戸数）

   2 地域の防災等対策として必要な空き家等の活用・適正管理を進める。

地域の防災等対策として必要な空き家等の活用・適正管理を進める。 3棟 棟 0棟

活用を推進すべき区域における活用予定の空き家住宅及び空き建築物のうち、地域の防災等対策として必要な棟数

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-001 住宅 一般 北海道 直接 北海道 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

北海道  ■  ■  ■         454 策定済

A15-002 住宅 一般 北海道 直接 北海道 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

北海道  ■  ■  ■         120 策定済

A15-003 住宅 一般 札幌市 直接 札幌市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

札幌市  ■  ■  ■       5,374 策定済

A15-004 住宅 一般 北斗市 直接 北斗市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

北斗市  ■          56 策定済

A15-005 住宅 一般 松前町 直接 松前町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

松前町  ■  ■  ■          92 策定済

A15-006 住宅 一般 知内町 直接 知内町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

知内町  ■  ■         160 策定済

1 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-007 住宅 一般 七飯町 直接 七飯町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

七飯町  ■  ■          69 策定済

A15-008 住宅 一般 鹿部町 直接 鹿部町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

鹿部町  ■  ■          47 策定済

A15-009 住宅 一般 森町 直接 森町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

森町  ■  ■         197 策定済

A15-010 住宅 一般 江差町 直接 江差町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

江差町  ■  ■          54 策定済

A15-011 住宅 一般 上ノ国町 直接 上ノ国町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

上ノ国町  ■          38 策定済

A15-012 住宅 一般 せたな町 直接 せたな町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

せたな町  ■  ■  ■          18 策定済

2 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-013 住宅 一般 小樽市 直接 小樽市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

小樽市  ■  ■  ■         537 策定済

A15-014 住宅 一般 寿都町 直接 寿都町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

寿都町  ■  ■          52 策定済

A15-015 住宅 一般 黒松内町 直接 黒松内町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

黒松内町  ■  ■          20 策定済

A15-016 住宅 一般 ニセコ町 直接 ニセコ町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

ニセコ町  ■          60 策定済

A15-017 住宅 一般 留寿都村 直接 留寿都村 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

留寿都村  ■           4 策定済

A15-018 住宅 一般 京極町 直接 京極町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

京極町  ■  ■  ■          70 策定済

3 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-019 住宅 一般 共和町 直接 共和町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

共和町  ■  ■  ■          78 策定済

A15-020 住宅 一般 岩内町 直接 岩内町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

岩内町  ■  ■  ■         192 策定済

A15-021 住宅 一般 泊村 直接 泊村 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

泊村  ■          13 策定済

A15-022 住宅 一般 神恵内村 直接 神恵内村 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

神恵内村  ■  ■  ■          41 策定済

A15-023 住宅 一般 積丹町 直接 積丹町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

積丹町  ■  ■          90 策定済

A15-024 住宅 一般 余市町 直接 余市町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

余市町  ■           5 策定済

4 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-025 住宅 一般 赤井川村 直接 赤井川村 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

赤井川村  ■          54 策定済

A15-026 住宅 一般 夕張市 直接 夕張市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

夕張市  ■  ■          65 策定済

A15-027 住宅 一般 岩見沢市 直接 岩見沢市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

岩見沢市  ■         173 策定済

A15-028 住宅 一般 美唄市 直接 美唄市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

美唄市  ■  ■         150 策定済

A15-029 住宅 一般 芦別市 直接 芦別市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

芦別市  ■          40 策定済

A15-030 住宅 一般 赤平市 直接 赤平市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

赤平市  ■          39 策定済

5 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-031 住宅 一般 三笠市 直接 三笠市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

三笠市  ■  ■  ■          71 策定済

A15-032 住宅 一般 滝川市 直接 滝川市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

滝川市  ■  ■          70 策定済

A15-033 住宅 一般 砂川市 直接 砂川市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

砂川市  ■  ■  ■         179 策定済

A15-034 住宅 一般 歌志内市 直接 歌志内市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

歌志内市  ■          74 策定済

A15-035 住宅 一般 奈井江町 直接 奈井江町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

奈井江町  ■          40 策定済

A15-036 住宅 一般 上砂川町 直接 上砂川町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

上砂川町  ■  ■         120 策定済

6 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-037 住宅 一般 長沼町 直接 長沼町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

長沼町  ■  ■  ■          80 策定済

A15-038 住宅 一般 月形町 直接 月形町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

月形町  ■  ■  ■          67 策定済

A15-039 住宅 一般 新十津川

町

直接 新十津川町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

新十津川町  ■  ■  ■         131 策定済

A15-040 住宅 一般 妹背牛町 直接 妹背牛町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

妹背牛町  ■          41 策定済

A15-041 住宅 一般 秩父別町 直接 秩父別町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

秩父別町  ■  ■  ■         120 策定済

A15-042 住宅 一般 雨竜町 直接 雨竜町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

雨竜町  ■  ■  ■          57 策定済

7 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-043 住宅 一般 北竜町 直接 北竜町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

北竜町  ■  ■  ■          15 策定済

A15-044 住宅 一般 沼田町 直接 沼田町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

沼田町  ■  ■  ■          94 策定済

A15-045 住宅 一般 名寄市 直接 名寄市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

名寄市  ■  ■          90 策定済

A15-046 住宅 一般 富良野市 直接 富良野市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

富良野市  ■           6 策定済

A15-047 住宅 一般 比布町 直接 比布町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

比布町  ■  ■          46 策定済

A15-048 住宅 一般 東川町 直接 東川町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

東川町  ■  ■          92 策定済

8 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-049 住宅 一般 中富良野

町

直接 中富良野町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

中富良野町  ■           8 策定済

A15-050 住宅 一般 和寒町 直接 和寒町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

和寒町  ■  ■         121 策定済

A15-051 住宅 一般 剣淵町 直接 剣淵町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

剣淵町  ■  ■          63 策定済

A15-052 住宅 一般 下川町 直接 下川町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

下川町  ■  ■          97 策定済

A15-053 住宅 一般 美深町 直接 美深町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

美深町  ■  ■         156 策定済

A15-054 住宅 一般 中川町 直接 中川町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

中川町  ■  ■          42 策定済

9 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-055 住宅 一般 留萌市 直接 留萌市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

留萌市  ■  ■         112 策定済

A15-056 住宅 一般 苫前町 直接 苫前町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

苫前町  ■          28 策定済

A15-057 住宅 一般 遠別町 直接 遠別町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

遠別町  ■  ■          20 策定済

A15-058 住宅 一般 天塩町 直接 天塩町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

天塩町  ■  ■          44 策定済

A15-059 住宅 一般 稚内市 直接 稚内市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

稚内市  ■  ■  ■          32 策定済

A15-060 住宅 一般 猿払村 直接 猿払村 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

猿払村  ■  ■  ■         240 策定済

10 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-061 住宅 一般 中頓別町 直接 中頓別町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

中頓別町  ■  ■  ■          46 策定済

A15-062 住宅 一般 浜頓別町 直接 浜頓別町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

浜頓別町  ■          26 策定済

A15-063 住宅 一般 枝幸町 直接 枝幸町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

枝幸町  ■  ■  ■         120 策定済

A15-064 住宅 一般 礼文町 直接 礼文町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

礼文町  ■          50 策定済

A15-065 住宅 一般 利尻町 直接 利尻町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

利尻町  ■  ■  ■          30 策定済

A15-066 住宅 一般 北見市 直接 北見市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

北見市  ■  ■  ■         281 策定済

11 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-067 住宅 一般 網走市 直接 網走市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

網走市  ■          22 策定済

A15-068 住宅 一般 紋別市 直接 紋別市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

紋別市  ■  ■         105 策定済

A15-069 住宅 一般 斜里町 直接 斜里町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

斜里町  ■  ■          65 策定済

A15-070 住宅 一般 清里町 直接 清里町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

清里町  ■           7 策定済

A15-071 住宅 一般 訓子府町 直接 訓子府町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

訓子府町  ■  ■  ■          24 策定済

A15-072 住宅 一般 置戸町 直接 置戸町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

置戸町  ■  ■  ■          90 策定済

12 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-073 住宅 一般 佐呂間町 直接 佐呂間町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

佐呂間町  ■  ■  ■          60 策定済

A15-074 住宅 一般 滝上町 直接 滝上町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

滝上町  ■  ■  ■          39 策定済

A15-075 住宅 一般 西興部村 直接 西興部村 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

西興部村  ■  ■  ■          24 策定済

A15-076 住宅 一般 大空町 直接 大空町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

大空町  ■  ■  ■          31 策定済

A15-077 住宅 一般 苫小牧市 直接 苫小牧市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

苫小牧市  ■         686 策定済

A15-078 住宅 一般 登別市 直接 登別市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

登別市  ■  ■          86 策定済

13 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-079 住宅 一般 伊達市 直接 伊達市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

伊達市  ■  ■         101 策定済

A15-080 住宅 一般 壮瞥町 直接 壮瞥町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

壮瞥町  ■  ■          67 策定済

A15-081 住宅 一般 白老町 直接 白老町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

白老町  ■  ■         168 策定済

A15-082 住宅 一般 洞爺湖町 直接 洞爺湖町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

洞爺湖町  ■          57 策定済

A15-083 住宅 一般 安平町 直接 安平町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

安平町  ■          51 策定済

A15-084 住宅 一般 日高町 直接 日高町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

日高町  ■  ■  ■          84 策定済

14 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-085 住宅 一般 新冠町 直接 新冠町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

新冠町  ■  ■  ■          46 策定済

A15-086 住宅 一般 浦河町 直接 浦河町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

浦河町  ■  ■  ■         625 策定済

A15-087 住宅 一般 様似町 直接 様似町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

様似町  ■  ■  ■         180 策定済

A15-088 住宅 一般 えりも町 直接 えりも町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

えりも町  ■  ■  ■          73 策定済

A15-089 住宅 一般 新ひだか

町

直接 新ひだか町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

新ひだか町  ■  ■  ■         340 策定済

A15-090 住宅 一般 帯広市 直接 帯広市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

帯広市  ■  ■  ■          61 策定済

15 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-091 住宅 一般 音更町 直接 音更町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

音更町  ■  ■          60 策定済

A15-092 住宅 一般 上士幌町 直接 上士幌町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

上士幌町  ■           2 策定済

A15-093 住宅 一般 鹿追町 直接 鹿追町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

鹿追町  ■  ■  ■          43 策定済

A15-094 住宅 一般 新得町 直接 新得町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

新得町  ■          48 策定済

A15-095 住宅 一般 更別村 直接 更別村 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

更別村  ■          56 策定済

A15-096 住宅 一般 大樹町 直接 大樹町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

大樹町  ■          12 策定済

16 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-097 住宅 一般 池田町 直接 池田町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

池田町  ■  ■          21 策定済

A15-098 住宅 一般 豊頃町 直接 豊頃町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

豊頃町  ■  ■  ■          32 策定済

A15-099 住宅 一般 本別町 直接 本別町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

本別町  ■  ■  ■          44 策定済

A15-100 住宅 一般 足寄町 直接 足寄町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

足寄町  ■  ■          19 策定済

A15-101 住宅 一般 陸別町 直接 陸別町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

陸別町  ■  ■  ■          60 策定済

A15-102 住宅 一般 標茶町 直接 標茶町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

標茶町  ■         180 策定済

17 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-103 住宅 一般 鶴居村 直接 鶴居村 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

鶴居村  ■  ■  ■          69 策定済

A15-104 住宅 一般 白糠町 直接 白糠町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

白糠町  ■  ■          38 策定済

A15-105 住宅 一般 根室市 直接 根室市 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

根室市  ■  ■          28 策定済

A15-106 住宅 一般 標津町 直接 標津町 － － 公営住宅等ストック総合

改善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

標津町  ■  ■          36 策定済

A15-107 住宅 一般 札幌市 直接 札幌市 － － 改良住宅ストック総合改

善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

札幌市  ■  ■         128 策定済

A15-108 住宅 一般 恵庭市 直接 恵庭市 － － 改良住宅ストック総合改

善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

恵庭市  ■  ■  ■          48 策定済

18 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-109 住宅 一般 夕張市 直接 夕張市 － － 改良住宅ストック総合改

善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

夕張市  ■  ■  ■          99 策定済

A15-110 住宅 一般 赤平市 直接 赤平市 － － 改良住宅ストック総合改

善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

赤平市  ■  ■         250 策定済

A15-111 住宅 一般 歌志内市 直接 歌志内市 － － 改良住宅ストック総合改

善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

歌志内市  ■          58 策定済

A15-112 住宅 一般 歌志内市 直接 歌志内市 － － 改良住宅ストック総合改

善事業

個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

歌志内市  ■          63 策定済

A15-113 住宅 一般 寿都町 直接 寿都町 － － 住宅地区改良事業等（空

き家再生等推進事業）

活用事業タイプ 寿都町  ■  ■  ■         390 策定済

A15-114 住宅 一般 紋別市 直接 紋別市 － － 住宅地区改良事業等（空

き家再生等推進事業）

活用事業タイプ 紋別市  ■         742 策定済

 小計      16,889

19 案件番号： 0000369266



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      16,889

20 案件番号： 0000369266



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

C15-001 住宅 一般 札幌市 直接 札幌市 － － 既設公営住宅等の改善等 個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

札幌市  ■  ■  ■          11 －

既設公営住宅等の改善工事を実施することにより、住宅セーフティネットの充実等を実現する。

C15-002 住宅 一般 礼文町 直接 礼文町 － － 既設公営住宅等の改善等 個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

礼文町  ■           5 －

既設公営住宅等の改善工事を実施することにより、住宅セーフティネットの充実等を実現する。

C15-003 住宅 一般 苫小牧市 直接 苫小牧市 － － 既設公営住宅等の改善等 個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

苫小牧市  ■  ■           7 －

既設公営住宅等の改善工事を実施することにより、住宅セーフティネットの充実等を実現する。

C15-004 住宅 一般 新冠町 直接 新冠町 － － 既設公営住宅等の改善等 個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

新冠町  ■  ■  ■          61 －

既設公営住宅等の改善工事を実施することにより、住宅セーフティネットの充実等を実現する。

C15-005 住宅 一般 浦河町 直接 浦河町 － － 既設公営住宅等の改善等 個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

浦河町  ■  ■  ■           9 －

既設公営住宅等の改善工事を実施することにより、住宅セーフティネットの充実等を実現する。

C15-006 住宅 一般 陸別町 直接 陸別町 － － 既設公営住宅等の改善等 個別改善（長寿命化、安全性

確保等）

陸別町  ■          28 －

既設公営住宅等の改善工事を実施することにより、住宅セーフティネットの充実等を実現する。

 小計         121

1 案件番号： 0000369266



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計         121

2 案件番号： 0000369266


