
質問1： 現在、貴公社では、経営計画又は経営方針等がありますか。

①

〇 ： 中期経営計画 2021 ）

： ）

〇 ：
〇 今後の更新時期 ：

※ 

※ 

②

〇

質問2：

①

②

③

④

質問３：

① 承認を得ている。 ② 承認は得ていない。（公社独自に策定） ③ 報告のみしている。 ④ その他

ない。

令和3年度地域ブロック協議会共通テーマに係るアンケート

※ 該当箇所を〇で囲んで、次の質問にお答えください。また、回答は⻑⽂にならないよう簡略に記載してください。

ある。

名     称

〇 副題があればその名称 暮らしに笑顔を！ 提案し続ける企業

計 画 期 間 2021〜2030年度
2031年度（令和13年度）、おおむね５年ごとに見直し

複数の経営計画や経営方針がある場合は、「名称」「副題」「計画期間」「今後の更新時期」及び「複数ある場合のそれぞれの位置づ
け、目的」等を記載してください。

債務超過等の公社で、経営計画に代わり再建計画等がある場合は、その計画について記載してください。

その他

〇 理由

-

現在、何を根拠（目標）に経営（事業）を実施していますか。

-

当該経営計画等は、策定方法について

公社内部で策定している。

事業推進課が中心となり策定。有識者で構成する「検討会」と、全部課職員で構成する「プロジェクトチーム」を設置し施
策を検討。最終的には、公社内の経営会議及び理事会に諮り決定している。

設立団体が策定している。

第三者委員会が策定している。

「検討会」は学識経験者2名、⾏政関係者2名、公社理事⻑の5名で構成。4回開催。
「プロジェクトチーム」は24回ワーキングを開催、メンバーと全職員間で計5回の1on1ミーティングを実施。

当該経営計画等は、設立団体の承認を得ていますか。

● これ以降は、質問1で、「経営計画又は経営方針等がある。」と回答した公社のみご回答ください。

テーマ2：各公社における経営計画（経営方針）について

アンケート1 〇公社名： 群馬県住宅供給公社
〇作成者部署名： 経営戦略室
〇担当者氏名： 高柳秀樹
〇担当者電話番号： 027-224-1881
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質問４：

① 公開している。

②

③ 公開していない。

質問５：

※ 上表は、当該経営計画等の目次又は表題のみご記入ください。

① 評価制度ある。
※ 複数回答可

ア
イ
ウ

エ

※ 複数回答可
ア
イ
ウ
エ

※ 複数回答可
ア 次期経営計画書又は経営方針等
イ 次期の事業計画及び資金計画等
ウ 職員の給与、手当等

エ

② ない。
〇 理由

③ わからない。
〇 理由

（１） 貴公社の経営計画等の構成について、お答えください。

当該経営計画等は、ホームページ等で公開していますか。

〇 理 由

公社の役割等を明らかにするためにも当然に公開するべきものである。

一部公開している。
〇 理 由

〇 理 由

経営計画の具体的内容について

決めていない。

 当該計画の構成

第1章 中期経営計画とは
第2章 公社の現状と課題
第3章 公社を取り巻く社会情勢の変化
第4章 20年後を見据えた10年後の公社の目標
第5章 具体的な取り組み
第6章 経営健全化の方針
第7章 経営計画の実効性の評価

（２） 貴公社では、経営計画等について、その結果についての評価するシステム（制度）がありますか。なお、評価制度がある場
   合は、次の（１）評価先について、（２）評価時期についてお答えください。

（１） 評価先について
自  社
設立団体
第三者機関
その他（ ⽉１回役員部課⻑等による「連絡調整会議」、年２回の「理事会」、年2回の外部委員をを含めた「検証委員
会」で点検検証。）

（２） 評価時期について
毎年度評価している。
経営計画等の最終年度

その他（    概ね5年ごと                                            ）

（３） 評価結果の反映方法について

その他（   おおむね５年ごとに内容を見直す。                    ）
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質問6：

①
ア
イ

〇 理由

ウ 開始年度 ：

エ

② 現在検討中
〇 理由（今後の予定等）

③ 記載していない。
〇 理由

質問７： 貴公社では、今後、経営計画や経営方針等でSDGｓ（持続可能な開発目標）について、定めますか。

①
〇 理由

② 定めない。
〇 理由

③ わからない。
〇 理由

 令和3年４⽉から

貴公社では、経営計画や経営方針方針等において、SDGｓ（持続可能な開発目標）への取組みを記載し、これに関連して公社事業に位置付
け、続可能な社会の実現に向けて貢献することを定めていますか。

記載している。
記載している経営計画等の区分 （名称： 中期経営計画 2021     ）
記載した理由

中期経営計画2021では、ＳDGsの目標に適合する施策があり、中期経営計画策定検討委員会での意見も反映し記載している。
また、実際に取り組んでいる。

公社事業におけるSDGｓで定める17ゴール（目標）のうち適用している項目等について
※ この回答は、別シートの「公社事業におけるSDGｓ（持続可能な開発目標）地域社会への貢献状況」に記載してください。
※ 当該シートは、公社事業におけるSDGｓの項目により様式（A、B）が異なりますので、ご注意ください。

今後、定める。

● この質問は、上記質問６で「記載していない。」と回答した公社のみ記載してください。
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NO SDGｓで掲げる持続可能な開発目標 対  象  事  業  名 取  組  み  の  詳  細
貧困をなくそう

飢餓をゼロ

すべての人に健康と福祉を

質の高い教育をみんなに

ジェンダー平等を実現しよう

安全な水とトイレを世界中に

エネルギーをみんなに そしてクリーンに

働きがいも経済成長も

産業と技術革新の基盤をつくろう

人や国の不平等をなくそう

住み続けられるまちづくりを

住み続けられるまちづくりを

住み続けられるまちづくりを

住み続けられるまちづくりを

住み続けられるまちづくりを

つくる責任 つかう責任

気候変動に具体的な対策を

11
都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

「福祉ムーバー」を使用した入居者への移
動支援

⺠間事業者と連携し、スマホを利用した相
乗りマッチングシステムにより、主に高齢
者の受診や買物などの外出移動手段へのア
クセスを容易にしようとする取組。

11 買い物弱者支援事業

乗用車等の移動手段を持たない高齢者等の
買い物支援のため、地元スーパーと連携し
移動販売車での物品・食料品等の販売を公
社賃貸住宅敷地内で実施している。

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

11 県営住宅住環境ワーキンググループの実施

モデル団地を選定し、主に植栽の計画的管
理を行うことにより、入居率の改善・維持
管理費の縮減と併せ、誰もが安全で使いや
すい居住環境を提供しようとする取組の検
討。メンバーは県、造園建設業協会、公社

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

11 「大学生の入居による」団地再生の取組
大学、⺠間事業者、⾦融機関等と連携して
「大学生の入居による公社賃貸住宅団地再
生」に取組中都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

1

2

3

4

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネ ルギー
へのアクセスを確保する

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成すると
ともに、持続可能な農業を推進する

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進す
る

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の
機会を促進する

6

7

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

8

9

10

公営住宅等約26,000⼾を管理している。公
社が一元管理することにより、高齢者・障
がい者・⺟⼦⽗⼦・外国籍世帯等の住宅確
保要配慮者に対し、公営住宅サービスへの
アクセスを確保している。

⺠間業者による移動販売を公社賃貸住宅及
び県営住宅の一部で実施している。移動販
売車を駐車場に設置し主に食料品を団地住
⺠に販売している。高齢者・障がい者等買
物弱者を助け、栄養ニーズへの対処を実施
している。

公営住宅管理事業（県営・市営・町営住宅
等）

11

12

13

5

保健師（看護師）及び社会福祉士による見
守り事業

公社賃貸住宅・県営住宅における移動販売
サービスの提供

公社賃貸住宅団地再生事業

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメント
を図る

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

すべての人のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成⻑、生産的
な完全雇用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい
仕事）を推進する

強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとと
もに、技術革新の拡大を図る

国内および国家間の格差を是正する

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする

県営住宅では、75歳以上の単身高齢者及び
単身障害者に対し、保健師（看護師）が年2
回程度見守り訪問。また、全世帯で必要に
応じ社会福祉士が相談に応じており、入居
者の保険及び福祉サービスへのアクセスを
促進している。

住宅関連情報提供事業
県⺠に広く住宅関連の情報提供、住教育普
及に取り組む。

風呂機器レンタル事業
風呂機器の設置が無い公営住宅（前橋市営
住宅）に公社が風呂機器をレンタルし、入
居者にかかる一時⾦の負担を軽減する。

能を追加し、⾃治体、⺠間事業者、NPO、
⾦融機関などの関係機関と連携し、地域の
課題解決に取り組む。

公社事業における「SDGｓ（持続可能な開発目標）」の地域社会への貢献状況

河川氾濫時等の入居者の避難用法の周知

⾃治体と協議のうえ、団地入居者に対し、
チラシ等による河川氾濫時の浸水深や浸水
継続時間などを示したうえで、上階への垂
直避難を含めた避難方法を周知する。

様式Ａ ： １つの事業で１つの開発目標（ＳＤＧｓ）の場合

アンケート２−１
〇 公社名： 群馬県住宅供給公
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気候変動に具体的な対策を

海の豊かさを守ろう

陸の豊かさも守ろう

平和と公正をすべての人に

パートナーシップで目標を達成しよう

13 災害時ベンダー用⾃動販売機設置事業
災害時には⾃販機内の飲料を無償提供でき
るようになっている⾃動販売機の設置運
営。

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る

17

14

15

16

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可
能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生
物多様性損失の阻止を図る

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人に
司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果
的で責任ある包摂的な制度を構築する

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利
用する

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナー
シップを活性化する
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