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社会資本総合整備計画（第２回変更）

世界遺産のある街にふさわしいまちづくり

平 成 29 年 7 月 25 日

群 馬 県 富 岡 市



世界遺産のある街にふさわしいまちづくり
平成27年度　～　平成29年度　（3年間） 富岡市

富岡市中心市街地への来街者数を1,192,395人/年（H27年)を維持する。
地域住民への生活満足度の調査をし、目標値を1.05倍とする。

H27年度当初 H29年度末
富岡製糸場来場者数及び、上州富岡駅乗降者数を算定する（人／年）

富岡製糸場周辺住民への生活満足度の調査をおこなう（倍）

Ａ　基幹事業

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） H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

1-A-1 都市再生 一般 富岡市 直接 富岡中央地区　都市再生整備計画 富岡市 115.5

合計 115.5

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

大目標　：中心市街地の活性化と世界遺産・富岡製糸場のある街にふさわしいまちづくり
小目標①：歴史的文化遺産に集うにぎわいと歴史のある街並みづくり
小目標②：製糸場周辺住民の生活に配慮したまちづくり

　　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
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称 重点配分対象の該当
計画の期間 交付対象
計画の目標

平成29年7月25日

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ａ Ｂ ０百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円

効果促進事業費の割合
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

1,192,395 1,192,395

1.0 1.05

交付対象事業

115.5 百万円 115.5 百万円

富岡市

事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

全体事業費
（百万円）

費用便益比
（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
事業実施期間（年度）

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

合計 0.0

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 H27 H28 H29 H30 H31

合計 0.0

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計 0.0

番号 備考

（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）

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

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



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２７年度以降の各年度の決算額を記載。

※　平成２８年度は、決算額が確定でき次第記載。

H27 H28 H29 H30 H31

計画別流用
配分額 10 30

前年度からの繰越額 6 18
交付額 10 30

翌年度繰越額 6 18
支払済額 4 18

不用額 0 0
うち未契約繰越額

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)）

0.0% 0.0%



（参考図面）市街地整備

計画の名称 1 世界遺産のある街にふさわしいまちづくり

計画の期間 平成27年度　～　平成29年度　（3年間） 富岡市交付対象

A-1 ◎◎市街地再開発事業

A-5 ○○都市公園整備事業

A-6 ○○都市交通システム整備事業
（ＬＲＴ軌道敷設、電停整備等）

・・・電停

C-2 チャレンジショップ支援
C-5 オープンカフェ

A-2○○市街地再開発事業
A-3 ○○暮らし・にぎわい再生事業

(空き店舗活用等 ○ha)

A-7 ○○都市水環境整備
下水道事業

(処理水再利用施設)

A-4 ○○土地区画整理事業

C-1 まちづくりワークショップ

C-3 ○○郷土博物館整備

C-4 中心市街地循環バス



(参考）年次計画

（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業費

富岡市 115.5 54.0 58.5 3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

計 115.5 54.0 58.5 3.0 0.0 0.0

効果促進事業

交付対象 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業費

計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

115.5 54.0 58.5 3.0 0.0 0.0

46.8% 97.4% 100.0% 100.0% 100.0%

合計

累計進捗率　（％）

事業名 事業箇所名 事業主体

事業名 事業箇所名 事業主体

都市再生整備計画 富岡中央地区


