
社会資本総合整備計画(地域住宅支援）

千葉県地域住宅等整備計画

（第８回変更）平成２６年７月
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社会資本総合整備計画（地域住宅支援） 平成 ２６年　７月　１日

千葉県地域住宅等整備計画

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 千葉県及び県内市町村等

『公的賃貸住宅の整備、住宅市街地の形成に関連する各種事業、既存住宅に対する耐震改修などを総合的に実施することにより、住宅ストックの質及び住環境を向上させ、県民の豊かな住生活を実現する。』

・住生活に関する満足度
・公営住宅の供給量
・耐震性が確保された住宅の割合
・住宅市街地基盤整備事業に関連する住宅宅地供給数
・狭あい道路の整備率
・浸水面積
・堤防の耐震化
・住宅市街地総合整備事業の整備率
・移動システム等の整備数

毎年実施する県政に関する世論調査をもとに算出する
（満足度）＝（「大変満足」＋「まあ満足」と回答した数）／（回答数）

公営住宅の供給量
（供給量）＝（新規供給）＋（建替え）＋（既存の空家募集）

全住宅数に対する耐震性が確保された住宅数の割合（耐震化率）
（耐震化率）＝（耐震性が確保された住宅数）／（全住宅数）

関連する住宅宅地事業区域内における住宅宅地供給数

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延長

概ね１０年に１回程度発生すると予想される規模の降雨で浸水する恐れのある浸水面積

堤防の耐震化延長

住宅市街地総合整備事業による居住環境等の整備率（進捗率）
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定量的指標の現況値及び目標値

45ha

89%―

備考

（H26末）
中間目標値 最終目標値

増加

計画の名称

計画の期間 交付対象

62,450戸

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値
　　定量的指標の定義及び算定式

（H22当初）

※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（平成17年法律第79号）
　第６条第１項に基づく「地域住宅計画」を含む場合は別様式○を参考とすること

0戸

81.6%

70ha

52,450戸

300m

住宅市街地総合整備事業による居住環境等の整備率（進捗率）

移動システム（エレベーター・エスカレーター）等の整備数

Ａ

(内Ａc)

Ａ１　地域住宅計画に基づく事業

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 H22 H23 H24 H25 H26

A1-1 住宅 一般 千葉県 直接 県/市 千葉県地域住宅計画（二期） 9,901.522

A1-2 住宅 一般 木更津市 直接 市 木更津市地域住宅計画(二期) 公営住宅等ストック総合改善事業 20.300

A1-3 住宅 一般 松戸市 直/間 市/個人 松戸市地域住宅計画（二期） 335.491

A1-4 住宅 一般 柏市 直接 市 柏市地域住宅計画（二期） 公営住宅等ストック総合改善事業 41.129

A1-5 住宅 一般 勝浦市 直接 市 勝浦市地域住宅計画（二期） 57.765

A1-6 住宅 一般 市原市 直/間 市/個人 市原市地域住宅計画（二期） 268.030

A1-7 住宅 一般 我孫子市 直接 市 我孫子市地域住宅計画（二期） 公営住宅等ストック総合改善事業 132.473

A1-8 住宅 一般 鎌ケ谷市 直接 市 鎌ケ谷市地域住宅計画（二期） 公営住宅等ストック総合改善事業 40.241

A1-9 住宅 一般 四街道市 直/間 市/個人 四街道市地域住宅計画（二期） 7.335

A1-10 住宅 一般 南房総市 直接 市 南房総市地域住宅計画 25.677

A1-11 住宅 一般 旭市 直/間 市/個人 旭市地域住宅計画（二期） 15.537

A1-12 住宅 一般 習志野市 直接 市 習志野市地域住宅計画（二期） 720.969

A1-13 住宅 一般 佐倉市 直接 市 佐倉市地域住宅計画（二期） 125.574

A1-14 住宅 一般 横芝光町 直接 町 横芝光町地域住宅計画 11.676

A1-15 住宅 一般 銚子市 直接 市 銚子市地域住宅計画（二期） 59.896

A1-16 住宅 一般 匝瑳市 直接 市 匝瑳市地域住宅計画 65.285

A1-17 住宅 一般 八千代市 直接 市 八千代市地域住宅計画（二期） 2.520

A1-18 住宅 一般 長柄町 直接 町 長柄町地域住宅計画（二期） 9.000

小計（基幹事業） 11,840.420

公営住宅等ストック総合改善事業、改良住宅ｽﾄｯｸ総合改善事業

公営住宅等ストック総合改善事業

公営住宅等ストック総合改善事業，家賃低廉化事業

公営住宅等ストック総合改善事業

公営住宅等ストック総合改善事業

公営住宅等ストック総合改善事業

―

公営住宅等ストック総合改善事業、改良住宅ｽﾄｯｸ総合改善事業

100%

要素となる事業名(事業箇所）

52,703百万円

(21百万円)

交付対象事業

Ｂ

事業者

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
60,350百万円 0百万円

効果促進事業費の割合

公営住宅等ストック総合改善事業

88.1%

事業内容・規模等

公営住宅等ストック総合改善事業，家賃低廉化事業

全体事業費
（百万円）

公営住宅等整備事業、優良建築物等整備事業など

公営住宅整備，公営住宅等ストック総合改善事業，家賃低廉化事業

公営住宅等ストック総合改善事業，家賃低廉化事業

4基

Ｃ 7,646百万円
（Ａｃ＋Ｃ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

―0基

12.7%

公営住宅等ストック総合改善事業、住宅地区改良事業

公営住宅整備事業，公営住宅等ストック総合改善事業



Ａc　提案事業

Ac-1 住宅 一般 松戸市 直/間 市/個人 松戸市地域住宅計画（二期） 15.968

Ac-2 住宅 一般 柏市 直接 市 柏市地域住宅計画（二期） 3.000

Ac-3 住宅 一般 勝浦市 直接 市 勝浦市地域住宅計画（二期） 移転費 0.400

Ac-6 住宅 一般 四街道市 直/間 市/個人 四街道市地域住宅計画（二期） 2.112

小計（提案事業） 21.480

小計（地域住宅計画に基づく事業） 11,861.900

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 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

A2-1 住宅 一般
県他50
市町村
等

直/間
県/市町村
等/個人

11,405.000

小計（住宅・建築物安全ストック形成事業） 11,405.000

Ａ３　住宅市街地基盤整備事業

A3-1 住宅 一般 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（緑ヶ丘地区） 県道の整備、河川改修 347.000

A3-2 住宅 一般 野田市 直接 市 住宅市街地基盤整備事業（座生他２地区） 市道の整備 55.000

A3-3 住宅 一般 千葉県/船橋市 直接 県/市 住宅市街地基盤整備事業（飯山満・飯山満駅前地区） 県道・市道の整備、調節池の整備 6,000.000

A3-4 住宅 一般 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（茂原市大芝他３地区） 県道の整備、河川改修 75.000

A3-5 住宅 一般 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（本納駅東・本納・川戸地区） 県道の整備、河川改修 1,855.000

A3-6 住宅 一般 千葉県/松戸市 直接 県/市 住宅市街地基盤整備事業（北総鉄道沿線区画整理地区） 県道・市道の整備 1,332.000

A3-8 住宅 一般 野田市 直接 市 住宅市街地基盤整備事業（野田山崎地区） 市道の整備 202.000

A3-9 住宅 一般 四街道市 直接 市 住宅市街地基盤整備事業（物井地区） 市道の整備 51.400

A3-10 住宅 一般 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（佐倉寺崎土地区画整理地区） 県道の整備、河川改修 7,337.000

A3-11 住宅 一般 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（千葉東南部地区） 調節池の整備 210.000

A3-12 住宅 一般 千葉県/印西市 直接 県/市 住宅市街地基盤整備事業（千葉ニュータウン地区） 県道・市道の整備 3,588.000

A3-13 住宅 一般 市原市 直接 市 住宅市街地基盤整備事業（潤井戸地区） 市道の整備 368.452

A3-14 住宅 一般 千葉県 間接 都市再生機構 住宅市街地基盤整備事業（坪井・西八千代北部地区） 区画整理、調節池の整備 2,122.000

A3-16 住宅 一般 千葉県/柏市 直接 県/市 住宅市街地基盤整備事業（柏北部中央・東地区） 区画整理、市道の整備 4,491.000

A3-17 住宅 一般 千葉県/流山市 直接 県/市 住宅市街地基盤整備事業（流山新市街地他３地区） 区画整理、県道・市道の整備 6,273.000

給排水管改修、屋上防水改修等

ドアホン改修、階段部手すり設置等

事業内容・規模等

住宅等の耐震改修及びアスベスト改修等・市
町村内全域

千葉県住宅・建築物安全ストック形成事業

全体事業費
（百万円）

木造住宅耐震改修

事業者 要素となる事業名(事業箇所）

A3-17 住宅 一般 直接 県/市 住宅市街地基盤整備事業（流山新市街地他３地区） 区画整理、県道・市道の整備 6,273.000

A3-18 住宅 一般 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（金田東地区他１地区） 763.000

A3-20 住宅 一般 四街道市 直接 市 住宅市街地基盤整備事業（成台中地区） 1,700.000

A3-21 住宅 一般 市原市 直接 市 住宅市街地基盤整備事業（千原台地区） 市道の整備 35.000

A3-22 住宅 一般 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（袖ケ浦海側地区） 1,087.000

A3-23 住宅 一般 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（梅郷駅西地区） 1,993.000

小計（住宅市街地基盤整備事業） 39,884.852

Ａ４　狭あい道路整備等促進事業

A4-1 住宅 一般 千葉県及び全市町村 直接 県/全市町村 千葉県狭あい道路整備等促進事業 156.664

小計（狭あい道路整備等促進事業） 156.664

Ａ５　住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業

A5-1 河川 一般 千葉県 直接 県 住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業（旧江戸川都市総合） 護岸、地盤改良（L=0.20km) 704.000

A5-2 河川 一般 千葉県 直接 県 250.000

小計（住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業） 954.000

Ａ６　住宅市街地総合整備事業

A6-1 住宅 一般 浦安市 直接 市 浦安市猫実五丁目東地区住宅市街地総合整備事業 密集市街地の整備　約１．９８ｈａ 116.576

小計（住宅市街地総合整備事業） 116.576

Ａ７　バリアフリー環境整備促進事業

A7-1 住宅 一般 我孫子市 直接 市 我孫子市バリアフリー環境整備促進事業 800.000

小計（バリアフリー環境整備促進事業） 800.000

合計 52,703.416

県道の整備

県道の整備

自由通路設置・ＥＶ２基・ＥＳＣ２基、音声誘導装置２基設置

区画整理、県道・市道の整備

狭あい道路情報整備、拡幅等

築堤、護岸、橋梁１基（L=1.07km)住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業（大津川広域系１）

市道の整備



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 H22 H23 H24 H25 H26

C-1 住宅 一般 千葉県 直接 県 公営住宅整備等推進事業 公営住宅向上事業等 千葉県 2,157.000

C-2 住宅 一般 千葉県 直接 県 千葉県住宅政策推進事業 住宅政策関連調査等 千葉県 2,366.000

C-3 住宅 一般 銚子市 間接 個人 公営住宅家賃減額事業 家賃激変緩和措置 銚子市 1.932 　

C-4 住宅 一般 船橋市 間接 個人 船橋市 102.500

C-5 住宅 一般 船橋市 直接 市 住宅・建築物安全ストック形成事業 船橋市 101.343

C-6 住宅 一般 館山市 間接 個人 館山市 1.560

C-7 住宅 一般 木更津市 間接 個人 木更津市 12.600

C-8 住宅 一般 成田市 間接 個人 成田市 28.600

C-9 住宅 一般 佐倉市 間接 個人 民間住宅改修事業 耐震改修補助 佐倉市 30.250

C-10 住宅 一般 勝浦市 間接 個人 民間住宅耐震診断事業 勝浦市 0.480

C-11 住宅 一般 勝浦市 間接 個人 民間住宅耐震改修事業 勝浦市 4.500

C-12 住宅 一般 勝浦市 間接 個人 高齢者等住宅改造費助成事業 勝浦市 1.900

C-13 住宅 一般 勝浦市 間接 個人 民間住宅等耐震事業 勝浦市 1.645

C-14 住宅 一般 松戸市 間接 個人 木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 松戸市 49.500

C-15 住宅 一般 市原市 間接 個人 耐震設計・耐震改修補助 市原市 57.400

C-16 住宅 一般 八千代市 間接 個人 八千代市 12.973

C-17 住宅 一般 我孫子市 間接 個人 我孫子市 30.250

C-18 住宅 一般 我孫子市 間接 個人 我孫子市住宅リフォーム補助交付事業 我孫子市 45.550

C-19 住宅 一般 鴨川市 間接 個人 定住促進住宅取得奨励事業 定住促進 鴨川市 63.000

C-20 住宅 一般 鴨川市 間接 個人 住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 鴨川市 137.000

C-21 住宅 一般 鎌ケ谷市 間接 個人 鎌ケ谷市 7.500

C-22 住宅 一般 鎌ケ谷市 直接 市 鎌ケ谷市 3.195

C-23 住宅 一般 鎌ケ谷市 直接 市 鎌ケ谷市 0.000

C-24 住宅 一般 君津市 間接 個人 君津市 178.000

C-25 住宅 一般 浦安市 間接 個人 住宅改修費助成事業 バリアフリー改修補助 浦安市 91.100

C-26 住宅 一般 浦安市 間接 個人 浦安市 42.900

C-27 住宅 一般 印西市 直接 組合 マンション管理士派遣 印西市 0.910

-

-

-

借上げ公的賃貸住宅家賃低廉化事業

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

住生活基本計画策定事業

耐震改修補助

市町村名番号 事業者 種別等 要素となる事業名

-

-

-

高齢者等住宅改造補助

耐震補助

リフォーム補助

木造住宅耐震改修助成事業

木造住宅耐震診断費用助成事業

木造住宅耐震改修事業

マンション管理士派遣事業

市有建築物の耐震改修・建替え事業

市営住宅管理システム構築

耐震改修補助

耐震診断補助

事業内容
全体事業費
（百万円）

-

-

-

-

-

既存木造住宅の耐震設計・耐震改修費補助事業

木造住宅耐震改修補助事業

耐震改修補助

耐震改修補助

民間木造住宅耐震改修事業

市営住宅管理システム導入事業

住宅耐震改修促進事業

耐震診断補助

-

耐震改修補助

家賃低廉化事業

耐震改修補助

-

住生活基本計画策定

定住促進

木造住宅耐震改修費助成事業 耐震改修補助

定住促進に係る持ち家奨励事業

C-27 住宅 一般 印西市 直接 組合 マンション管理士派遣 印西市 0.910

C-28 住宅 一般 白井市 直接 組合 マンション管理士派遣 白井市 0.540

C-29 住宅 一般 白井市 間接 個人 白井市 14.500

C-30 住宅 一般 南房総市 間接 個人 定住促進に係る持ち家奨励事業 南房総市 148.600

C-31 住宅 一般 いすみ市 間接 個人 いすみ市住宅リフォーム補助事業 いすみ市 78.270

C-32 住宅 一般 いすみ市 間接 個人 いすみ市定住促進住宅奨励事業 いすみ市 44.500

C-33 住宅 一般 大多喜町 間接 個人 木造住宅耐震改修費助成事業 耐震改修補助 大多喜町 3.900

C-34 住宅 一般 一宮町 直接 個人 住宅リフォーム補助事業 一宮町 7.644

C-35 住宅 一般 白子町 直接 個人 若者マイホーム取得奨励事業 白子町 26.000

C-36 住宅 一般 酒々井町 直接 個人 住宅リフォーム補助事業 酒々井町 15.200

C-37 住宅 一般 多古町 間接 個人 多古町住宅リフォーム補助事業 多古町 10.000

C-38 住宅 一般 長生村 直接 個人 長生村住宅リフォーム補助事業 長生村 10.000

C-39 住宅 一般 市原市 直/間 市 空き店舗有効活用事業 定住促進 市原市 0.000

C-40 住宅 一般 鎌ケ谷市 直接 市 公営住宅等ストック総合改善事業 公営住宅向上事業等 鎌ケ谷市 14.190

C-41 住宅 一般 銚子市 間接 個人 銚子市住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 銚子市 25.000

C-42 住宅 一般 銚子市 間接 個人 銚子市木造住宅耐震改修事業 耐震改修補助 銚子市 6.500

C-43 住宅 一般 銚子市 間接 個人 銚子市被災者住宅建設資金利子補給事業 利子補給 銚子市 2.793

C-44 住宅 一般 館山市 間接 個人 住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 館山市 60.000

C-45 住宅 一般 木更津市 間接 個人 木造住宅リフォーム事業 リフォーム補助 木更津市 9.000

C-46 住宅 一般 佐倉市 間接 個人 住宅・建築物安全ストック形成事業 佐倉市 2.200

C-47 住宅 一般 旭市 間接 個人 被災者住宅再建資金利子補給事業 利子補給 旭市 25.600

C-48 住宅 一般 旭市 間接 個人 木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 旭市 14.000

C-49 住宅 一般 習志野市 直接 市 住生活基本計画策定事業 住生活基本計画策定 習志野市 8.086

C-50 住宅 一般 習志野市 間接 個人 被災者住宅再建資金利子補給事業 利子補給 習志野市 7.784

C-51 住宅 一般 勝浦市 直接 市 移転費 勝浦市 0.400

C-52 住宅 一般 勝浦市 間接 個人 住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 勝浦市 20.000

C-53 住宅 一般 市原市 直接 市 住宅・建築物安全ストック形成事業 市原市 226.278

C-54 住宅 一般 市原市 直接 市 住まいの優良ストック化推進事業 リフォーム相談員派遣 市原市 0.000

C-55 住宅 一般 市原市 直接 個人 被災者住宅再建資金利子補給事業 利子補給 市原市 1.023

C-56 住宅 一般 八千代市 間接 個人 木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 八千代市 30.000

C-57 住宅 一般 直接 市 住宅・建築物安全ストック形成事業 1.788

リフォーム補助

-

定住促進

-

-

マンション管理アドバイザー派遣事業

住宅耐震改修促進事業

-

-

-

-

マンション管理士派遣事業

リフォーム補助

リフォーム補助

-

-

定住促進

耐震改修補助

-

-

リフォーム補助

-

リフォーム補助

-

-

-

-

-

-

-

-

定住促進

-

-

-

-

-

-

-

-

補強コンクリートブロック塀除去補助

-

-

-

市営住宅建替えに伴う移転費

市有建築物の耐震改修

C-57 住宅 一般 八千代市 直接 市 住宅・建築物安全ストック形成事業 八千代市 1.788- 木造住宅耐震診断・建築相談会



C-58 住宅 一般 我孫子市 間接 個人 我孫子市 44.460

C-59 住宅 一般 我孫子市 間接 個人 我孫子市被災者住宅再建資金利子補給事業 利子補給 我孫子市 2.040

C-60 住宅 一般 富津市 間接 個人 木造住宅耐震改修事業 耐震改修補助 富津市 6.650

C-61 住宅 一般 浦安市 間接 個人 被災者住宅再建資金利子補給事業 利子補給 浦安市 58.620

C-62 住宅 一般 四街道市 間接 個人 民間木造住宅耐震改修 耐震改修補助 四街道市 35.000

C-63 住宅 一般 四街道市 間接 個人 住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 四街道市 12.000

C-64 住宅 一般 袖ケ浦市 間接 個人 木造住宅耐震改修事業 耐震改修補助 袖ケ浦市 48.300

C-65 住宅 一般 白井市 間接 個人 住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 白井市 26.000

C-66 住宅 一般 富里市 間接 個人 木造住宅耐震改修費補助事業 耐震改修補助 富里市 10.500

C-67 住宅 一般 富里市 間接 個人 住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 富里市 10.000

C-68 住宅 一般 匝瑳市 間接 個人 利子補給費補助 匝瑳市 0.600

C-69 住宅 一般 匝瑳市 間接 個人 転入者マイホーム取得奨励金交付事業 定住促進 匝瑳市 48.000

C-70 住宅 一般 山武市 間接 個人 山武市木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 山武市 10.000

C-71 住宅 一般 いすみ市 間接 個人 いすみ市木造住宅耐震改修補助事業 いすみ市 7.800

C-72 住宅 一般 酒々井町 間接 個人 木造住宅耐震改修補助事業 酒々井町 27.000

C-73 住宅 一般 栄町 間接 個人 栄町木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 栄町 6.000

C-74 住宅 一般 栄町 間接 個人 栄町住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 栄町 13.000

C-75 住宅 一般 栄町 直接 町 栄町町内循環バス補助事業 バス車両購入補助 栄町 44.000

C-76 住宅 一般 多古町 間接 個人 多古町木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 多古町 12.500

C-77 住宅 一般 東庄町 間接 個人 東庄町木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 東庄町 8.000

C-78 住宅 一般 大網白里市 間接 個人 大網白里市住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 大網白里町 50.000

C-79 住宅 一般 九十九里町 直接 町 公営住宅長寿命化計画策定事業 公営住宅向上事業 九十九里町 2.152

C-80 住宅 一般 白子町 間接 個人 住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 白子町 6.000

C-81 住宅 一般 御宿町 間接 個人 木造住宅耐震改修費補助事業 耐震改修補助 御宿町 2.400

C-82 住宅 一般 御宿町 間接 個人 住宅リフォーム補助事業 リフォーム補助 御宿町 8.000

C-83 住宅 一般 鋸南町 間接 個人 定住促進に係る持ち家奨励事業 定住促進 鋸南町 53.200

C-84 住宅 一般 浦安市 間接 個人 液状化等被害住宅再建支援補助事業 住宅補修等補助 浦安市 1,090.500

C-85 住宅 一般 茂原市 直接 市 公営住宅向上事業等 茂原市 5.638

C-86 住宅 一般 佐倉市 間接 個人 リフォーム補助 佐倉市 10.500

C-87 住宅 一般 東金市 間接 個人 リフォーム補助 東金市 18.000

C-88 住宅 一般 習志野市 間接 市 公営住宅向上事業等 習志野市 62.300

- 我孫子市被災者民間賃貸住宅家賃補助事業 被災者民間賃貸住宅家賃補助

-

耐震改修補助

- 耐震改修補助

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

匝瑳市災害に係る住宅再建資金利子補給費補助事業

佐倉市住まいの安全・安心リフォーム等支援事業

住宅リフォーム補助事業

-

市営住宅長寿命化計画策定事業

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

駐車場設置事業C-88 住宅 一般 習志野市 間接 市 公営住宅向上事業等 習志野市 62.300

C-89 住宅 一般 習志野市 間接 組合 マンション管理士派遣 習志野市 0.240

C-90 住宅 一般 袖ケ浦市 間接 個人 リフォーム補助 袖ケ浦市 12.000

C-91 住宅 一般 八街市 間接 個人 リフォーム補助 八街市 8.000

C-92 住宅 一般 南房総市 間接 個人 南房総市 1.140

C-93 住宅 一般 山武市 間接 個人 リフォーム補助 山武市 5.000

C-94 住宅 一般 栄町 直/間 町/個人 定住促進 栄町 24.400

C-95 住宅 一般 睦沢町 間接 個人 定住促進 睦沢町 33.200

C-96 住宅 一般 睦沢町 間接 個人 定住促進 睦沢町 23.590

C-97 住宅 一般 睦沢町 間接 個人 定住促進 睦沢町 9.250

C-98 住宅 一般 睦沢町 間接 個人 リフォーム補助 睦沢町 5.000

C-99 住宅 一般 長柄町 直接 町 公営住宅向上事業等 長柄町 2.100

C-100 住宅 一般 御宿町 直接 町 公営住宅向上事業等 御宿町 3.000

C-101 住宅 一般 我孫子市 間接 個人 定住促進 我孫子市 40.000

C-102 住宅 一般 君津市 間接 個人 リフォーム補助 君津市 1.200

C-103 住宅 一般 浦安市 直接 市 住宅政策関連調査等 浦安市 3.519

C-104 住宅 一般 印西市 間接 個人 リフォーム補助 印西市 2.000

C-105 住宅 一般 多古町 間接 個人 定住促進 多古町 20.000

C-106 住宅 一般 長南町 間接 個人 定住促進 長南町 15.000

C-107 住宅 一般 千葉県 直接 県 千葉県 30.000
合計 7,646.400

番号 備考

番号 備考

C-1 (A1-1)と一体的に実施し、公営住宅の機能強化を図ることにより、住宅セーフティネットの機能向上を図る。 千葉県

C-2 (A1-1)と一体的に実施し、調査、情報提供、民間事業主体への補助等を実施することにより、住宅政策の総合的な推進を図る。 千葉県

C-3 (A1-15)と一体的に法改正による家賃の激変を緩和することで、居住の安定確保を図る。 銚子市

C-4 船橋市

C-5 (A2-1) と一体的に基幹事業の要件を満たさない市有建築物の耐震改修等を実施することにより、災害に強い住環境の整備を図る。 船橋市

C-6 館山市

C-7 (A1-2)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 木更津市

-

山武市住宅リフォーム補助事業

-

睦沢町住宅家賃補助事業
-

マンション管理士派遣事業
-

-

睦沢町住宅取得奨励事業
栄町定住促進奨励事業

八街市住宅リフォーム工事補助事業
市営住宅建替えに伴う移転費移転費等助成事業

木造住宅リフォーム事業

駐車場設置事業

-

中央・長者住宅団地土地取得補助事業

公営住宅長寿命化計画策定事業-

公営住宅等ストック総合改善事業

-

- 住宅リフォーム補助金事業
-

- 住宅リフォーム補助事業

住宅供給促進事業

- 定住促進住宅取得支援事業
- 木造住宅リフォーム補助事業
- 集合住宅実態調査事業

-

-

-

- 多古町住宅取得奨励事業
- 長南町住宅取得奨励事業
- 地域活性化ＩＣ利用促進事業

(A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。

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

(A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造住宅に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。

C-7 (A1-2)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 木更津市

C-8 成田市(A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。



C-9 佐倉市

C-10 勝浦市

C-11 勝浦市

C-12 勝浦市

C-13 勝浦市

C-14 松戸市

C-15 市原市

C-16 (A1-17) と一体的に都市再生機構住宅を市が借上げ，市立住宅として住宅に困窮する市民等に供給し，居住の安定の確保を図る。 八千代市

C-17 (A1-7)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 我孫子市

C-18 (A1-7) と一体的に既存住宅の改修を推進し、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 我孫子市

C-19 (A1-1) と一体的に市内において定住のための新築住宅を建築、取得した者に対し助成し定住促進を図る。 鴨川市

C-20 (A1-1) と一体的に既存住宅の改修を推進し、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 鴨川市

C-21 (A1-8)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物の耐震改修費用の一部を助成し、市民が安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 鎌ケ谷市

C-22 (A1-8) と一体的に市営住宅入居者の利便性向上を目的とする、市営住宅一連の管理事務の構築を図る 鎌ケ谷市

C-23 (A1-8) と一体的に住生活の安定向上を目的とする計画策定。 鎌ケ谷市

C-24 君津市

C-25 浦安市

C-26 浦安市

C-27 (A1-1) と一体的に市内の分譲マンション管理組合に対しマンション管理士を定期的に派遣し、管理運営状況を診断、アドバイスを行うことにより、良好な街並み・住環境の形成・維持を図る。 印西市

C-28 (A1-1) と一体的に市内の分譲マンション管理組合に対しマンション管理士を定期的に派遣し、管理運営状況を診断、アドバイスを行うことにより、良好な街並み・住環境の形成・維持を図る。 白井市

C-29 (A1-1)（A2-1)  と一体的に現行耐震基準に満たない戸建て住宅に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 白井市

C-30 (A1-10) と一体的に市内において定住のための新築住宅を建築、取得した者に対し助成し定住促進を図る。 南房総市

C-31 いすみ市

C-32 (A1-1) と一体的に市内において定住のための新築住宅を建築、取得した者に対し助成し定住促進を図る。 いすみ市

C-33 (A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 大多喜町

C-34 (A1-1) と一体的に民間住宅リフォームを補助することにより、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図る。 一宮町

C-35 (A1-1) と一体的に町内において定住のための新築住宅を建築、取得した若者に対し奨励金を交付し定住促進を図る。 白子町

C-36 (A1-1) と一体的に民間住宅リフォームを補助することにより、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図る。 酒々井町

(A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。

(A1-5) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。

(A1-1) と一体的に高齢者世帯の住宅のバリアフリー化により、安全で安心な住まいづくりを推進する。

(A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造住宅の耐震化を促進し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。

(A1-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。

(A1-5) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。

(A1-5) と一体的に高齢者及び身体障害者の居住する住宅の改造に要する費用の一部を助成し，安心して暮らせる居住環境の確保を図る。

(A1-5) と一体的に高齢者のみ居住する住宅に係る家具転倒防止金具取り付け費用の一部に対し補助し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。

(A1-3)(A2-1) と一体的に既存住宅の耐震化を促進することで、災害に強いまちづくりを推進する。

(A1-6)(A2-1) と一体的に既存住宅の耐震化を促進することで、災害に強いまちづくりを推進する。

(A1-1) と一体的に市内に新築住宅を取得する者に対して奨励金を交付することにより、本市における住宅の取得を奨励し、もって本市への定住促進と地域の活性化を図る。

C-36 (A1-1) と一体的に民間住宅リフォームを補助することにより、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図る。 酒々井町

C-37 (A1-1) と一体的に既存住宅の改修を推進することにより、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図るとともに、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 多古町

C-38 (A1-1) と一体的に村内の住宅にリフォームを補助することにより、住宅の機能向上を高め、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図る。 長生村

C-39 (A1-1) と一体的に市内の空き店舗の新規出店及びコミュニティ機能の向上につながる空き店舗活用事業に助成し、日常生活圏における買物などの利便性を向上させ定住の促進を図る 市原市

C-40 (A1-8) と一体的に実施し、公営住宅の機能強化を図ることにより、住宅セーフティネットの機能向上を図る。 鎌ケ谷市

C-41 (A1-15) と一体的に既存住宅の改修を推進し、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 銚子市

C-42 (A1-15)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造住宅に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 銚子市

C-43 (A1-15) と一体的に被災者住宅の再建を促進し、震災からの復興の推進を図る。 銚子市

C-44 (A1-1) と一体的に既存住宅の改修を推進し、耐震改修の促進と住宅ストックの質の向上を図る。 館山市

C-45 (A1-1)(A1-2) と一体的に市内の木造住宅リフォームを補助することにより、耐震改修への促進と住宅ストックの質の向上を図る。 木更津市

C-46 (A1-1) と一体的に震災により倒壊のおそれがある危険ブロックを除去し通学路及び生活道路における安全の確保を図る。 佐倉市

C-47 (A1-11) と一体的に東日本大震災により被害を受けた者に対し、住宅再建のための資金の利子を補給することにより、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 旭市

C-48 (A1-11) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 旭市

C-49 (A1-12) と一体的に市独自の住生活基本計画を策定することで住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進を図る。 習志野市

C-50 (A1-12) と一体的に東日本大震災により住宅に被害を被った者に対し再建資金の利子を補助することで、被災した住宅の再建促進を図る。 習志野市

C-51 (A1-5) と一体的に実施することにより、市営住宅整備の促進を図る。 勝浦市

C-52 (A1-5) と一体的に既存住宅の改修を推進し、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 勝浦市

C-53 (A2-1)と一体的に実施することにより、市有建築物の地震に対する安全性の向上を図る。 市原市

C-54 (A1-6)と一体的にリフォーム相談を行うことで、良好な居住環境の確保を図る。 市原市

C-55 (A1-6) と一体的に東北地方太平洋沖地震により住宅に損害を被った者に対し、利子の一部を補助することにより、住宅復興の促進を図る。 市原市

C-56 (A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 八千代市

C-57 (A2-1)と一体的に現行耐震基準に満たない木造住宅に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 八千代市

C-58 (A1-1)と一体的に被災住宅の再建を行うため、民間賃貸住宅の家賃補助金を交付し、定住化の促進を図る。 我孫子市

C-59 (A1-1)と一体的に被災住宅の再建ための再建資金の利子補給を行うことで、定住化の促進を図る。 我孫子市

C-60 (A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 富津市

C-61 (A1-1) と一体的に被災者の住宅再建資金に係る借入金の支払い利息について、利子補給を行うことにより、被災者の住宅再建を支援し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 浦安市

C-62 (A1-9)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 四街道市

C-63 (A1-9) と一体的に既存住宅の改修を推進し、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 四街道市

C-64 (A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 袖ケ浦市C-64 (A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 袖ケ浦市



C-65 (A1-1) と一体的に既存住宅の改修を推進し、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 白井市

C-66 (A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない既存木造住宅の耐震化を促進し、都市空間、居住空間における被害の軽減を図り、災害に強いまちづくりを進めます。 富里市

C-67 (A1-1) と一体的に市内の住宅にリフォームを補助することにより、住宅の機能向上を高め、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図る。 富里市

C-68 (A1-16) と一体的に被災した住宅の改修を推進し、安定して暮らせる居住環境の確保を図る。 匝瑳市

C-69 (A1-16) と一体的に市内において定住のために新築及び中古住宅を取得した転入者に対し助成し、定住促進を図る。 匝瑳市

C-70 (A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造住宅に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 山武市

C-71 (A1-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 いすみ市

C-72 (A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 酒々井町

C-73 (A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 栄町

C-74 (A1-1) と一体的に既存住宅の改修を推進し、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 栄町

C-75 (A1-1) と一体的に実施し、買物、通院、公共施設利用などへの移動手段を確保することにより、居住環境を向上させ定住の促進を図る。 栄町

C-76 (A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 多古町

C-77 (A1-1)(A2-1）と一体的に現行耐震基準に満たない木造住宅の耐震化を促進し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 東庄町

C-78 (A1-1) と一体的に既存住宅の改修を推進し、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 大網白里市

C-79 (A1-1) と一体的に予防保全的な維持管理、長寿命化に資する計画を策定し、町営住宅ストックの長寿命化を図る。 九十九里町

C-80 (A1-1) と一体的に民間住宅リフォームを補助することにより、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図る。 白子町

C-81 (A1-1)(A2-1) と一体的に現行耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 御宿町

C-82 (A1-1) と一体的に民間住宅リフォームを補助することにより、住宅の機能向上を高め、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図る。 御宿町

C-83 (A1-1) と一体的に町内において定住のための新築住宅を建築、取得した者に対し奨励金を交付し定住促進を図る。 鋸南町

C-84 (A1-1) と一体的に東日本大震災により、住宅が液状化等の被害を受けた世帯等に対し、被災者の住宅の再建を支援するため補助金を交付し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 浦安市

C-85 (A1-1) と一体的に予防保全的な維持管理、長寿命化に資する計画を策定し、市営住宅ストックの長寿命化を図る。 茂原市

C-86 (A1-13) と一体的に民間住宅リフォームを補助することにより、大地震における住宅の倒壊などによる被害を軽減し、市民の生命と財産の保護を図る。 佐倉市

C-87 (A1-1) と一体的に市内の住宅にリフォームを補助することにより、住宅の機能向上を高め、安心して暮らせる居住環境の確保と定住の促進を図る。 東金市

C-88 (A1-12) と一体的に実施し、駐車場を整備することにより、公営住宅の機能強化を図る。 習志野市

C-89 (A1-12) と一体的に市内の分譲マンション管理組合に対しマンション管理士を定期的に派遣し、管理運営状況を診断、アドバイスを行うことにより、良好な街並み・住環境の形成・維持を図る。 習志野市

C-90 (A1-1) と一体的に民間住宅リフォームを補助することにより、現行法耐震基準に満たない木造建築物に対し、安心して暮らせる居住環境の確保を図る。 袖ケ浦市

C-91 (A1-1) と一体的に民間住宅のリフォームを補助することにより、住宅の機能向上を高め、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図る。 八街市

C-92 (A1-10) と一体的に実施することにより、市営住宅整備の促進を図る。 南房総市C-92 (A1-10) と一体的に実施することにより、市営住宅整備の促進を図る。 南房総市

C-93 (A1-1) と一体的に民間住宅リフォームを補助することにより、住宅の機能向上を高め、耐震改修事業への啓蒙や事業自体の促進を図る。 山武市

C-94 (A1-1) と一体的に町内において定住のための新築住宅を建築、取得又は中古住宅を取得した者に対し、奨励金を交付するとともに、転入者に対しては記念品を併せて贈呈することで、定住の促進を図る。 栄町

C-95 (A1-1) と一体的に町内において定住のための新築住宅を建築、取得した若者に対し奨励金を交付し定住促進を図る。 睦沢町

C-96 (A1-1) と一体的に土地取得に対し補助を交付し、若者定住化の促進を図る。 睦沢町

C-97 (A1-1) と一体的に民間賃貸住宅の家賃補助金を交付し、若者定住化の促進を図る。 睦沢町

C-98 (A1-1) と一体的に既存住宅の改修を推進し、良好な居住環境を確保と耐震改修事業への啓蒙を図る。 睦沢町

C-99 (A1-18) と一体的に長寿命化に資する修繕・改善をし、施設の機能向上を図る。 長柄町

C-100 (A1-1) と一体的に予防保全的な維持管理、長寿命化に資する計画を策定し、町営住宅ストックの長寿命化を図る。 御宿町

C-101 (A1-7) と一体的に、住宅取得に対し補助を交付することにより定住促進を図る。 我孫子市

C-102 (A1-1) と一体的に木造住宅リフォームを補助することにより、耐震改修の促進と住環境の質の向上を図る。 君津市

C-103 (A1-1) と一体的に実施し、調査・現況分析・検証することにより、住宅政策の総合的な推進を図る。 浦安市

C-104 (A1-1) と一体的に民間住宅リフォームを補助することにより、住宅の質を高めることで、住宅ストックの改善を促進させ、所有者が住み続けられるよう居住環境の改善を図る。 印西市

C-105 (A1-1) と一体的に町内において定住のための新築住宅を建築、取得した者に対し奨励金を交付し定住促進を図る。 多古町

C-106 (A1-1) と一体的に町内において定住のための新築住宅を建築、取得した若者に対し奨励金を交付し定住促進を図る。 長南町

C-107 (A3-3) と一体的に地域活性化ＩＣの整備効果を広くＰＲすることにより利用促進につとめ、ＩＣにアクセスする団地の活性化、住宅供給促進を図る。 千葉県



その他関連する事業

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 H22 H23 H24 H25 H26

A'1-1 住宅 千葉県 直接 県 千葉県地域住宅計画（二期） 1,497.563

A'1-2 住宅 松戸市 直/間 市/個人 松戸市地域住宅計画（二期） 76.909 防災・安全移行先

A'1-3 住宅 習志野市 直接 市 習志野市地域住宅計画（二期） 38.031 防災・安全移行先

A'1-4 住宅 柏市 直接 市 柏市地域住宅計画（二期） 公営住宅等ストック総合改善事業 107.352 防災・安全移行先

A'1-5 住宅 我孫子市 直接 市 我孫子市地域住宅計画（二期） 公営住宅等ストック総合改善事業 44.300 防災・安全移行先

A'1-6 住宅 四街道市 直/間 市/個人 四街道市地域住宅計画（二期） 56.228 防災・安全移行先

A'1-7 住宅 銚子市 直接 市 銚子市地域住宅計画（二期） 29.000 防災・安全移行先

A'1-8 住宅 八千代市 直接 市 八千代市地域住宅計画（二期） 2.743 防災・安全移行先

A2' 住宅 県他50市町村等 直/間 県/市町村等/個人 13,448.069 防災・安全移行先

A5' 河川 千葉県 直接 県 住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業（旧江戸川都市総合） 護岸、地盤改良（L=0.20km) 704.000 防災・安全移行先

A6' 住宅 浦安市 直接 市 浦安市猫実五丁目東地区住宅市街地総合整備事業 密集市街地の整備　約１．９８ｈａ 128.276 防災・安全移行先

小計（その他関連する事業） 16,132.471

C'-4 住宅 船橋市 木造住宅耐震改修助成事業 船橋市 102.500 防災・安全移行先

C'-5 住宅 船橋市 住宅・建築物安全ストック形成事業 船橋市 101.343 防災・安全移行先

C'-6 住宅 館山市 木造住宅耐震診断費用助成事業 館山市 1.560 防災・安全移行先

C'-7 住宅 木更津市 木造住宅耐震改修事業 木更津市 12.600 防災・安全移行先

C'-8 住宅 成田市 木造住宅耐震改修補助事業 成田市 28.600 防災・安全移行先

C'-9 住宅 佐倉市 民間住宅改修事業 耐震改修補助 佐倉市 30.250 防災・安全移行先

C'-14 住宅 松戸市 木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 松戸市 49.500 防災・安全移行先

C'-15 住宅 市原市 既存木造住宅の耐震設計・耐震改修費補助事業 耐震設計・耐震改修補助 市原市 57.400 防災・安全移行先

C'-17 住宅 我孫子市 民間木造住宅耐震改修事業 我孫子市 20.000 防災・安全移行先

C'-21 住宅 鎌ケ谷市 住宅耐震改修促進事業 鎌ケ谷市 7.500 防災・安全移行先

C'-26 住宅 浦安市 木造住宅耐震改修費助成事業 浦安市 31.900 防災・安全移行先

C'-29 住宅 白井市 住宅耐震改修促進事業 白井市 14.500 防災・安全移行先

C'-33 住宅 大多喜町 木造住宅耐震改修費助成事業 耐震改修補助 大多喜町 3.900 防災・安全移行先

C'-42 住宅 銚子市 銚子市木造住宅耐震改修事業 耐震改修補助 銚子市 6.500 防災・安全移行先

C'-46 住宅 佐倉市 住宅・建築物安全ストック形成事業 佐倉市 2.200補強コンクリートブロック塀除去補助

耐震改修補助

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等
全体事業費
（百万円）

耐震改修補助

耐震診断補助

耐震改修補助

耐震改修補助

耐震改修補助

耐震改修補助

耐震改修補助

市有建築物の耐震改修・建替え事業

公営住宅等ストック総合改善事業，家賃低廉化事業

公営住宅等ストック総合改善事業、改良住宅ｽﾄｯｸ総合改善事業

公営住宅等ストック総合改善事業、改良住宅ｽﾄｯｸ総合改善事業

公営住宅等ストック総合改善事業、住宅地区改良事業

公営住宅等整備事業、優良建築物等整備事業など

千葉県住宅・建築物安全ストック形成事業 住宅等の耐震改修及びアスベスト改修等・市町村内全域

公営住宅等ストック総合改善事業

C'-46 住宅 佐倉市 住宅・建築物安全ストック形成事業 佐倉市 2.200 防災・安全移行先

C'-53 住宅 市原市 住宅・建築物安全ストック形成事業 市原市 226.278 防災・安全移行先

C'-56 住宅 八千代市 木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 八千代市 30.000 防災・安全移行先

C'-57 住宅 八千代市 住宅・建築物安全ストック形成事業 八千代市 1.788 防災・安全移行先

C'-60 住宅 富津市 木造住宅耐震改修事業 耐震改修補助 富津市 6.650 防災・安全移行先

C'-62 住宅 四街道市 民間木造住宅耐震改修 耐震改修補助 四街道市 35.000 防災・安全移行先

C'-64 住宅 袖ケ浦市 木造住宅耐震改修事業 耐震改修補助 袖ケ浦市 48.300 防災・安全移行先

C'-66 住宅 富里市 木造住宅耐震改修費補助事業 耐震改修補助 富里市 10.500 防災・安全移行先

C'-70 住宅 山武市 山武市木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 山武市 10.000 防災・安全移行先

C'-72 住宅 酒々井町 木造住宅耐震改修補助事業 酒々井町 27.000 防災・安全移行先

C'-73 住宅 栄町 栄町木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 栄町 6.000 防災・安全移行先

C'-76 住宅 多古町 多古町木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 多古町 12.500 防災・安全移行先

C'-77 住宅 東庄町 東庄町木造住宅耐震改修補助事業 耐震改修補助 東庄町 8.000 防災・安全移行先

C'-81 住宅 御宿町 木造住宅耐震改修費補助事業 耐震改修補助 御宿町 2.400 防災・安全移行先

C'-1 住宅 我孫子市 千葉県住宅政策推進事業 住宅政策関連調査等 我孫子市 2.000 防災・安全移行先

小計（その他関連する事業） 896.669 防災・安全移行先

A3' 住宅 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（緑ヶ丘地区） 県道の整備 332.000

A3' 住宅 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（千葉ニュータウン地区） 県道の整備 281.000

A3' 住宅 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（茂原市大芝他３地区） 県道の整備 234.000

A3' 住宅 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（北総鉄道沿線区画整理地区） 県道の整備 408.000

A3' 住宅 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（坪井・西八千代北部地区） 調節池の整備、河川改修 635.400

A3' 住宅 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（新鎌ヶ谷地区） 105.000

A3' 住宅 千葉県 直接 県 住宅市街地基盤整備事業（千葉東南部地区） 調節池の整備 250.000

A5' 河川 千葉県 直接 県 866.000

小計（その他関連する事業） 3,111.400

耐震改修補助

補強コンクリートブロック塀除去補助

市有建築物の耐震改修

10.6%
（Ac＋C＋C'）／（（A＋A')＋（B+B'）＋（C+C')）

県道の整備

木造住宅耐震診断・建築相談会

19,244百万円 Ｂ’ 0百万円 Ｃ’

住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業（大津川広域系１） 築堤、護岸、橋梁１基（L=1.07km)

Ａ’ 897百万円
効果促進事業費の割合


