
 
政策目標１ 居住水準の向上 
多様なライフスタイル、ライフステージに対応した、ゆとりある快適な住まいを様々な選択肢から選べること 

（１）良質な住宅取得と賃貸住宅の供給を促進する 

    低額所得者、高齢者、子どもを育成する家庭等を含む全ての世帯が、世帯人数及びその特性に

応じて、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住戸規模等を備えた住宅を確保で

きるよう、良質な住宅の取得と賃貸住宅の供給を促進する。 

 

業績指標：最低居住面積水準未満率 

 目標値：概ね 0％（平成 22 年度） 

   Ｃ－２              実績値：  4.6％（平成 15 年度） 

初期値：  4.6％（平成 15 年度） 

 

○業績指標１：最低居住面積水準未満率【重要政策】 

(指標の定義) 

健康で文化的な住生活を営む基礎として必要

不可欠な住戸規模（最低居住面積水準）未満の

住宅に居住する世帯の割合。 
注 最低居住面積水準・・・住生活基本計画（全国計

画）において設定 

 （１）単身者      25 ㎡ 

 （２）２人以上の世帯    10 ㎡×世帯人数＋10 ㎡ 

 

(目標値設定の考え方) 

健康で文化的な住生活の基礎として必要不可

欠な水準として、最低居住面積水準未満世帯の

早期解消を目指す。 

【住生活基本計画（全国計画）に記載あり】

 

(考えられる外部要因) 

世帯構成の変化等 

 

(他の関係主体) 

民間賃貸住宅事業者等 

 

過去の実績値           （年度）

H15 H16 H17 H18 

4.6％ － － － 

 

主な施策 

主な施策の概要 

○低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅

の供給の促進 

○地域住宅交付金の活用等による、特定優良賃

貸住宅や高齢者向け優良賃貸住宅等の良質

な賃貸住宅の供給等の促進 

予算額：住まいの安心確保 2,116 億円の内

数（平成 18 年度国費） 

○独立行政法人都市再生機構による、良質な賃

貸住宅の供給の促進 

予算額：都市再生機構 215 億円の内数（平

成 18 年度国費） 

○住宅ローン減税や住宅取得資金の贈与税の

特例措置、住宅金融公庫（現・独立行政法人

住宅金融支援機構）の証券化支援業務等によ

る、良質な持家の取得の促進 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 住宅・土地統計調査においては、５年に１

度の調査であるため、平成 18 年度の実績は

なし。 

 

（施策の実施状況） 

・ 低額所得者等に対する公平・的確な公営住

宅の供給を促進した。（平成 18 年度実績

値：18,091 戸） 

・ 地域住宅交付金の活用等による、特定優良

賃貸住宅や高齢者向け優良賃貸住宅等の良

質な賃貸住宅の供給等を促進した。 

・ 独立行政法人都市再生機構による、良質な

賃貸住宅の供給を促進した。（平成 18 年度

計画戸数：1,710 戸） 

・ 高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住

宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸するこ

とを円滑化する制度により、高齢者の高齢

期の生活に適した住宅への住替え等を促進。 

・ 住宅ローン減税の特例措置により良質な持

家の取得を促進した。 

・ 住宅金融公庫（現・独立行政法人住宅金融

支援機構）の証券化支援業務により、良質

な持家の取得を促進した（平成 18 年度実

績：43,540 戸）。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

業績指標は最低居住面積水準未満率であり、

平成 15 年度の住宅・土地統計調査において

4.6％となっているが、以前の数値は不明であ



 

 

り、傾向が判断できないため、Ｃ－２と評価し、 

引き続き住生活基本計画（全国計画）に基づき、

予算・税制・金融等の支援により、良質な住宅

の取得と賃貸住宅の供給を促進する。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度（特

定優良賃貸住宅制度・高齢者向け優良賃貸

住宅制度）を再編し、子育て世帯等に施策

対象を重点化し、良質な賃貸住宅の供給を

促進する地域優良賃貸住宅制度を創設す

る。 

・ 子育て世帯等の入居を受け入れることと

する民間賃貸住宅（あんしん賃貸住宅）に

関する登録制度を整備し、地方公共団体等

と連携して、子育て世帯等の入居の円滑化

と安心できる賃貸借関係の構築を支援す

るあんしん賃貸支援事業を拡充する。 

・ 高齢者世帯等に対する家賃債務保証制度

の対象者について、子育て世帯等を追加す

る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課 

（課長 依田 晶男） 

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室 

（室長 中原 淳） 

住宅局住宅総合整備課 

（課長 井上 俊之） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
政策目標２ バリアフリー社会の実現   

すべての人々、特に高齢者や障害者等にとって、生活空間が移動しやすく、暮らしやすい状態にあること 

 

（２） 住宅をバリアフリー化する 

高齢者のいる世帯数は、平成２７年に総世帯数の４割に達すると見込まれる一方、高

齢者等への配慮がなされたバリアフリー化された住宅ストックの充足がなされていな

いため、今後の住宅のバリアフリー化を促進することが必要である。 

 

業績指標： 

１日当たりの平均利用者数が 5,000 人以上の

旅客施設、その周辺等の主な道路、不特定多

数の者等が利用する一定の建築物及び住宅の

バリアフリー化の割合（住宅） 

Ｂ－１ 

 

 

目標値：約 1割(平成 19 年度) 

実績値：3.4％(平成 15 年度) 

初期値：2.7％(平成 10 年度) 

業績指標： 

高齢者（65 歳以上の者）の居住する住宅のバ

リアフリー化率 

① 一定のバリアフリー化     Ｃ－２ 
② 高度のバリアフリー化     Ｃ－２ 
 

 

目標値：①56％(平成 22 年度) ② 17％(平成 22 年度)

実績値：①29％(平成 15 年度) ②6.7％(平成 15 年度)

初期値：①29％(平成 15 年度) ②6.7％(平成 15 年度)

業績指標： 

共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車

椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストック

の比率 

                 Ｃ－２ 

 

 

目標値：19％(平成 22 年度) 

実績値：10％(平成 15 年度) 

初期値：10％(平成 15 年度) 

○業績指標2①：１日当たりの平均利用者数が5,000

人以上の旅客施設、その周辺等の主

な道路、不特定多数の者等が利用す

る一定の建築物及び住宅のバリア

フリー化の割合（住宅） 

(指標の定義) 

全住宅ストックのうち、「手すりの設置」、「広い

廊下幅の確保」、「段差の解消」がなされた住宅

ストックの割合 

(目標値設定の考え方) 

第八期住宅建設五箇年計画で、平成 27 年度にお

いて全住宅ストックの２割をバリアフリー化が

なされた住宅とすることを目指すこととしてお

り、それを平成 19 年度分まで年度割した。 

(考えられる外部要因) 

新規住宅着工数、リフォーム件数等 

(他の関係主体) 

該当なし 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

 

過去の実績値               （年度）

－ － － H10 H15 

－ － － 2.7％ 3.4％ 

※５年に一度の調査のため H18 の実績値はなし（次回調査は H20） 

 

 

○業績指標 4：高齢者（65 歳以上の者）の居住する

住宅のバリアフリー化率 

(指標の定義) 

①一定のバリアフリー化 

２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消

に該当 

②高度のバリアフリー化 

２箇所以上の手すり設置、屋内の段差解消及

び車椅子で通行可能な廊下幅のいずれにも該当

 (目標値設定の考え方) 

高齢者等が地域において安全・安心で快適な住

生活を営むことができるよう、住宅のバリアフ

リー化について、住生活基本計画（平成 18 年 9

月 19 日閣議決定）で設定している目標値をもと

に平成 22 年度の目標値を設定。 

 (考えられる外部要因) 

新規住宅着工数、リフォーム件数等 

(他の関係主体) 

該当なし 

 

過去の実績値               （年度）

H15 
①一定のバリアフリー化 

29％ 

H15 
②高度のバリアフリー化 

6.7％ 

※５年に一度の調査のため H18 の実績値はなし（次回調査は H20） 



 
○業績指標 5：共同住宅のうち、道路から各戸の玄

関まで車椅子・ベビーカーで通行可

能な住宅ストックの比率 

(指標の定義) 

道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで

通行可能な共同住宅戸数を共同住宅の総戸数で

除したもの 

 (目標値設定の考え方) 

高齢者、障害者、子どもをはじめとする全ての

居住者が安全・快適に住み続けられるよう、個

人の努力のみでは達成困難な共同住宅の共用部

分のユニバーサルデザイン化（バリアフリー化）

について、住生活基本計画(平成 18 年 9 月 19

日閣議決定)で設定している目標値をもとに平

成 22 年度の目標値を設定。 

 (考えられる外部要因) 

新規住宅着工数、リフォーム件数等 

(他の関係主体) 

該当なし 

 

過去の実績値               （年度）

－ － － － H15 

－ － － － 10％ 

※５年に一度の調査のため H18 の実績値はなし（次回調査は H20） 

 

 

主な施策 

主な施策の概要 

①補助によるバリアフリー化された住宅の供給

(◎) 

○公共賃貸住宅のバリアフリー化 

新規に整備する公営住宅、都市機構賃貸住宅の

バリアフリー仕様による整備及び既設公営住

宅、都市機構賃貸住宅のバリアフリー改善の促

進 

予算額： 

住まいの安心確保 2,116 億円の内数（平成 18 年

度）、 

都市再生機構 620 億円の内数（平成 18 年度） 

○高齢者向け優良賃貸住宅の供給 

「高齢者居住法」に基づく高齢者向け優良賃貸

住宅の供給 

予算額 2,116 億円の内数（平成 18 年度） 

○各種事業における助成対象住宅のバリアフリ

ー化 

各種補助事業等により助成対象となっている

民間共同住宅等の共用部分について、バリアフ

リー仕様による整備の促進 

・市街地再開発事業 

予算額 194 億円の内数（平成 18 年度） 

・優良建築物等整備事業、住宅市街地総合整備

事業 

予算額 1,342 億円の内数（平成 18 年度） 

・まちづくり交付金 

予算額 2,380 億円の内数（平成 18 年度） 

・21 世紀都市居住緊急促進事業 

予算額 2,920 億円の内数（平成 18 年度） 

・地域住宅交付金 

予算額 1,520 億円の内数（平成 18 年度） 

 

②バリアフリー化された住宅に対する優遇措置(◎) 

○ バリアフリー化された住宅の取得を支援する

ため、住宅金融公庫（現・独立行政法人住宅

金融支援機構）の証券化ローンの枠組みを活

用した金利引下げ及び住宅金融公庫融資にお

ける割増融資等を実施。 

○ バリアフリーリフォームを支援するため、住

宅金融公庫融資において基準金利の適用等、

死亡時一括償還制度を実施 

 

③高齢者に配慮した住宅に係る基準の普及・啓発等

(◎) 

○高齢者が居住する住宅の設計に係る指針の普

及、活用 

「高齢者居住法」の高齢者の居住の安定の確保

に関する基本的な方針に基づく指針 

○住宅性能表示制度の普及 

住宅の性能（高齢者等配慮対策等級）の評価 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計

画にその概要が定められた社会資本整備事

業に係る施策に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

業績指標 2①（１日当たりの平均利用者数が 5,000

人以上の旅客施設、その周辺等の主な道路、不特

定多数の者等が利用する一定の建築物及び住宅の

バリアフリー化の割合）については、５年に一度

の住宅需要実態調査を基に推計しており、直近の

データは平成 15 年のものであり、平成 18 年の実

績は把握できない。 

平成 15 年度の実績値は 3.4％と、平成 10 年度の

2.7％に比べて微増であり、住宅ストック全体では

伸び悩んでいる。特に持家・借家別にみると持家

が 4.3％であるのに対し、借家が 1.5％と低水準で

ある。 

但し、建築時期別にみると、平成２年以前は 0.9％

であるが、平成 11 年以降が 16.3％と新築住宅（建

替え含む）のバリアフリー化率は高まっている。 

 
 全体 持家 借家 

住宅ストックに対するバ

リアフリー化率 
3.4％ 4.3％ 1.5％ 

（資料：平成 15 年住宅需要実態調査［国土交通省］） 



 
建築時期別バリアフリー化率
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（資料：平成 15 年住宅需要実態調査［国土交通省］） 
 

業績指標 4（高齢者（65 歳以上の者）の居住する

住宅のバリアフリー化率）については、５年に一

度の住宅・土地統計調査を基に推計しているため、

平成 18 年の実績は把握できない。 

 

業績指標 5（共同住宅のうち、道路から各戸の玄関

まで車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストッ

クの比率）については、５年に一度の住宅・土地

統計調査を基に推計しているため、平成 18 年の実

績は把握できない 

 

(施策の実施状況) 

・新規に整備する公営住宅、都市機構賃貸住宅は、

すべてバリアフリー仕様を標準化しており、また、

既設公営住宅、都市機構賃貸住宅のバリアフリー

改善の促進により、バリアフリー化された公共賃

貸住宅の供給をしている。 

【公営住宅 平成 18 年度供給戸数 18,091 戸、都

市機構賃貸住宅 平成 18 年度供給戸数 7,371 戸】 

・バリアフリー化された高齢者向け優良賃貸住宅の

供給をしている。 

【平成 17 年度認定戸数 4,133 戸（平成 18 年度実

績集計中）】 

・バリアフリー化された住宅の取得に対し、証券化

ローンの枠組みを活用した金利引下げ及び住宅金

融公庫融資における割増融資等を実施。 

【平成 18 年度 証券化ローンの枠組みを活用した金

利引下げ戸数 19,506 件の内数】 

  

課題の特定と今後の取組の方向性 

業績指標は１日当たりの平均利用者数が5,000人

以上の旅客施設、その周辺等の主な道路、不特定多

数の者等が利用する一定の建築物及び住宅のバリ

アフリー化の割合（住宅）であり、平成 15 年度の

実績値は 3.4％と、平成 10 年度の 2.7％に比べ微増

に留まり、目標の達成に向けた成果を示していない

ため、Ｂ－１と評価した。 

住宅のバリアフリー化率については、近年新築住

宅（建替えも含む）のバリアフリー化率が堅調に上

昇していることから、住宅ストック全体のバリアフ

リー化率の向上に向け、今後は、特に既存住宅のバ

リアフリー改修について、取組みを強化していく必

要がある。 

業績指標 4及び業績指標 5については、実績値が平

成15年度の数値しかないため、Ｃ－２と評価した。 

 

・引き続き補助、融資等によりバリアフリー化され

た住宅の供給の支援をしていくとともに、地域にお

ける住宅政策を総合的かつ計画的に推進するため

の地域住宅交付金制度等により新設、既設を問わず

より一層の住宅のバリアフリー化を推進していく。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

○バリアフリー改修促進税制の創設 

住宅のバリアフリー改修工事を行った場合に住

宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する

等を内容とするバリアフリー改修促進税制を創設。 

 

○地域優良賃貸住宅制度の創設 

公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度（特定優良

賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅）を再編し、高

齢者世帯等各地域における居住の安定に特に配慮

が必要な世帯に施策対象を重点化し、整備費助成及

び家賃低廉化助成を通じて良質な賃貸住宅の供給

を促進する地域優良賃貸住宅制度を創設。 

 

○地域住宅交付金の交付対象の拡充 

地域住宅交付金の交付先に、地方公共団体に加え

て、地域住宅特別措置法に定められた地域住宅協議

会を追加することにより、地域の実情に応じた多様

な主体による住宅政策の展開を支援する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課   

（課長 依田 晶男） 

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室 

（室長 中原 淳） 

住宅局住宅総合整備課 

（課長 井上 俊之） 

住宅局住宅総合整備課住環境整備室 

（室長 小田 広昭）  

住宅局住宅生産課 

（課長 坂本 努） 

住宅局市街地建築課 

（課長 橋本 公博） 

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室 

（室長 伊藤 明子） 

 

 



 
 

政策目標２ バリアフリー社会の実現 

すべての人々、特に高齢者や障害者等にとって、生活空間が移動しやすく、暮らしやすい状態にあること

 

（３）不特定多数の者が利用する建築物をバリアフリー化する 

病院、劇場、集会場などの一定の公共的性格を有する建築物について、高齢者、障害

者等が円滑に利用できるよう、バリアフリー化の促進を図る必要がある。 

 

業績指標： 

１日当たりの平均利用者数が 5,000 人以上

の旅客施設、その周辺等の主な道路、不特

定多数の者等が利用する一定の建築物及び

住宅のバリアフリー化の割合（建築物） 

Ａ－１

 

 

目標値：約４割（平成 19 年度） 

実績値：  37％（平成 17 年度） 

初期値：約３割（平成 14 年度） 

業績指標： 

不特定多数の者等が利用する一定の建築物

（新築）のうち誘導的なバリアフリー化の

基準に適合する割合 

Ｂ－１

 

目標値：   30％（平成 20 年度） 

実績値：約 12％（速報値）（平成 17 年度）

初期値：約 12％（速報値）（平成 15 年度）

 

○業績指標 2 ②：1日当たりの平均利用者数が

5,000 人以上の旅客施設、その周辺等の主な道

路、不特定多数の者等が利用する一定の建築物

及び住宅のバリアフリー化の割合（建築物） 

(指標の定義) 

床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物（注１）

の総ストック数のうち、バリアフリー新法（注

２）に基づく建築物移動等円滑化基準（注３）に

適合するものの割合。 
（注１）病院、劇場、ホテル、老人ホーム等の不特定多

数の者または主として高齢者、障害者等が利用

する建築物 

（注２）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律 

（注３）出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等の

施設の構造及び配置に関する基準 

(目標値設定の考え方) 

これまでの取組と平成 14 年（旧バリアフリー

法改正）からの基準適合の義務化を踏まえ、平

成19年度までの2,000㎡以上の特別特定建築物

の総ストック数のうち建築物移動等円滑化基準

を満たす割合の伸びを想定。 

（考えられる外部要因） 

経済状況等による新規建築物着工数等 

（他の関係主体） 

建築事業者（事業主体） 

【社会資本整備重点計画第２章に記載あり】

 

過去の実績値           （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 

－ 約３割 ３割 34％ 37％ 

○業績指標 3：不特定多数の者等が利用する一定

の建築物（新築）のうち誘導的なバリアフリー

化の基準に適合する割合 

 

(指標の定義) 

床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物（注１）

のフローのうち、バリアフリー新法（注２）に基

づく建築物移動等円滑化誘導基準（注３）に適合

するものの割合。 
（注１）病院、劇場、ホテル、老人ホーム等の不特定

多数の者または主として高齢者、障害者等が

利用する建築物 

（注２）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律 

（注３）出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等

の施設の構造及び配置に関する誘導的基準 

(目標値設定の考え方) 

これまでの取組と平成 14 年（旧バリアフリ

ー法改正）からの認定特定建築物に対する支援

措置の拡充等を踏まえ、平成 20 年度までに

2,000 ㎡以上の特別特定建築物のフローのうち

建築物移動等円滑化誘導基準を満たす割合の

伸びを想定。 

(考えられる外部要因) 

 経済状況等による新規建築物着工数等 

(他の関係主体) 

 建築事業者（事業主体） 

 

過去の実績値           （年度）

H13 H14 H15 H16 H１７ 

－ － 
約 12％ 

(速報値) 

約 13％ 

(速報値) 

約 12％

(速報値)



 
主な施策 

主な施策の概要 

○バリアフリー新法に基づく義務付け及び支援措置 

高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物

の建築の促進を図る。（◎） 

特に、平成 14 年（旧ハートビル法改正）か

ら、次の施策を講じている。 

・ 特別特定建築物で 2,000 ㎡以上の建築等（新

築・増改築・用途変更）する際に建築物移動

等円滑化基準への適合を義務付け。 

・ 建築物移動等円滑化誘導基準を満たす認定特

定建築物に対して容積率の算定の特例、表示

制度の導入等の他、税制上の特例措置、低利

融資制度、補助等の各種支援を措置。 

○官庁施設のバリアフリー化の推進 

  窓口業務を行う官署が入居する官庁施設に

ついて、窓口業務を行う事務室の出入口の自動

ドア化、多機能トイレの設置等による高度なバ

リアフリー化を目指した整備を推進する。また、

既存施設について、手すり、スロープ、視覚障

害者誘導ブロック、車いす使用者用便所、自動

ドア、エレベーター等の改修を実施する。（◎） 

・ 予算額：10 億円（平成 18 年度） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点

計画にその概要が定められた社会資本整

備事業に係る施策に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 2,000 ㎡以上の特別特定建築物の総ストック

数のうち、建築物移動等円滑化基準を満たす

割合については、平成 14 年度は 3割に満たな

かったが、平成 14 年（旧ハートビル法改正）

に、特別特定建築物で 2,000 ㎡以上の建築等

する際に建築物移動等円滑化基準への適合義

務が課されたこと等により、平成 17 年度には

37％に達し、施策の効果が出始めており、平

成 18 年度においても、2,000 ㎡以上の建築等

特別特定建築物（平成 17 年度実績：約 3,000

棟）全てが新たに基準を満たすこととなるた

め、目標達成に着実に近づくものと見込まれ

る。 
・ 2,000 ㎡以上の特別特定建築物のフローのう

ち、建築物移動等円滑化誘導基準を満たす割

合については、業績指標である棟数ベースは

横ばいであるが、面積ベースでは 2 割～3 割

程度を占めており、規模の大きな建築物のバ

リアフリー化は着実に進んでいる。 
 
(施策の実施状況) 

・ 平成 14 年（旧ハートビル法改正）に特別特定

建築物で 2,000 ㎡以上の建築等する際に建築

物移動等円滑化基準への適合が義務付けされ

ており、バリアフリー新法でも適切な運用が

行われている。また、建築物移動等円滑化誘

導基準を満たす認定特定建築物に対する支援

措置は着実に活用されている。 

 

・ 既存窓口官署のバリアフリー化の状況（件数） 

 H14 H15 H16 H17 H18 

バリアフリー化

改修件数 
104 65 32 20 48 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標 2②については、基準適合義務や各種

支援策等により、業績指標の成果があがってい

ることから、Ａと評価した。 

・ 業績指標 3 については、2,000 ㎡以上の特別特

定建築物のフローは年間約 3,000 棟と非常に少

なく、業績指標である棟数ベースは毎年の経済

状況等に大きく影響され、現時点で実績値は横

ばいであることから、Ｂと評価した。 

・ 旧ハートビル法と旧交通バリアフリー法を統合し、

施策の拡充を図ったバリアフリー新法が、平成

18年12月に施行された。このバリアフリー新法で、

基準適合義務規制の強化ほか、市町村が作成

する基本構想に基づき、重点整備地区における

生活関連施設及びこれらを結ぶ生活関連経路

の一体的・連続的なバリアフリー化を図る事業の

一つとして新たに特定事業が制度化されるなど、

不特定多数の者等が利用する建築物のバリアフ

リー化はさらに推進される。以上を踏まえ、それ

ぞれの業績指標について「1」（施策の改善等の

方向性を提示）と位置付けることとした。 

・ 今後も、バリアフリー新法の適切な運用や各種支

援策の活用等により、高齢者・障害者等が円滑

に利用できる建築物の建築の促進を図る。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

バリアフリー新法の制定の伴い、パンフレット

や建築設計者向けのガイドラインを現在策定中

であり、これらにより積極的な普及啓発を行うと

ともに、認定特定建築物に対する必要な支援措置

等についても検討を行う。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局建築指導課（課長 水流 潤太郎） 

大臣官房官庁営繕部計画課 

（課長 澤木 英二） 

関係課：住宅局市街地建築課（課長 橋本 公博） 

大臣官房官庁営繕部整備課 

 （課長 田中 晃） 



 

政策目標２ バリアフリー社会の実現  
すべての人々、特に高齢者や障害者等にとって、生活空間が移動しやすく、暮らしやすい状態にあること 

 
 

（４）移動空間をバリアフリー化する 
高齢者や障害のある人が自立して社会生活を送っていく上で、快適で生活しやすい生活環境の基盤

整備は重要な課題であるため、障害者等すべての人が安全に安心して移動し、社会参加できるよう、

公共交通機関、歩行空間等移動空間のバリアフリー化を推進する。 
 
 

業績指標： 
１日当たりの平均の利用者数が
5,000人以上の旅客施設、その周辺
等の主な道路、不特定多数の者等
が利用する一定の建築物及び住宅
のバリアフリー化の割合（道路、
旅客施設の段差解消、視覚障害者
誘導用ブロック） 
道路         Ａ－１ 

旅客施設の段差解消  Ａ－１ 

視覚障害者 
誘導用ブロック Ａ－１ 

 
 

目標値：道路           約５割（平成 19年度）
旅客施設の段差解消    ７割強（平成 19年度）
視覚障害者誘導用ブロック ８割強（平成 19年度）

実績値：道路             44%（平成 18年度）
旅客施設の段差解消     56.5%（平成 17年度）
視覚障害者誘導用ブロック 82.8%（平成 17年度）

初期値：道路            17% （平成 14年度）
    旅客施設の段差解消    39.3%（平成 14年度）
    視覚障害者誘導用ブロック 72.0%（平成 14年度）

業績指標： 
低床バス車両・ノンステップバス
車両の導入割合及び福祉タクシー
の導入数 
 低床バス車両     Ｂ－１ 
 ノンステップバス車両 Ａ－１ 
 福祉タクシー     Ａ－１ 
 
 
 
 

目標値：低床バス車両        65%（平成 22年度）
ノンステップバス車両    30%（平成 22年度）
福祉タクシー       18,000台（平成 22年度）

実績値：低床バス車両       28.1%（平成 17年度）
ノンステップバス車両   15.0%（平成 17年度）
福祉タクシー        9,699台（平成 17年度）

初期値：低床バス車両       28.1%（平成 17年度）
ノンステップバス車両   15.0%（平成 17年度）
福祉タクシー        9,699台（平成 17年度）

業績指標： 
バリアフリー化された鉄軌道車
両、旅客船、航空機の割合 
 
  鉄軌道車両      Ａ－１ 
 旅客船        Ｂ－１ 
 航空機        Ａ－１ 

目標値：鉄軌道車両         50%（平成 22年度）
旅客船           50%（平成 22年度）
航空機           65%（平成 22年度）

実績値：鉄軌道車両        32.1%（平成 17年度）
    旅客船           8.0%（平成 17年度）

航空機          47.0%（平成 17年度）
初期値：鉄軌道車両        32.1%（平成 17年度）
    旅客船           8.0%（平成 17年度）

航空機          47.0%（平成 17年度）
 
 
 
 
 

 



 
○業績指標 2 ③：１日あたりの平均の利用者数が 5,000 人以

上の旅客施設、その周辺等の主な道路、不
特定多数の者等が利用する一定の建築物及
び住宅のバリアフリー化の割合（道路） 

（指標の定義） 
・道路のバリアフリー化 
1 日あたりの平均利用者数が 5,000 人以上の旅客施設周辺等
における主な道路（注 1）のうちバリアフリー化（注 2）された
道路の割合。 
（注 1）市町村が旧交通バリアフリー法に基づく重点整備地域内の特

定経路として定めている道路。 
（注 2）「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造

に関する基準」（旧交通バリアフリー法に基づいて、道路特定

事業を実施する際に適合すべき基準として、高齢者、身体障害

者等の円滑な利用に適する歩道などの構造及び案内標識や視

覚障害者誘導ブロックの設置等について規定したもの。）に定

められた構造基準を満たし、高齢者・身体障害者等にとって円

滑で安全に移動できる歩行空間が整備された状態。 
【社会資本重点計画第 2章に記載】 

（目標値設定の考え方） 
平成 22年まで 100％を目指す（旧移動円滑化の促進に関する
基本方針）こととして、平成 19年度の目標を設定。 
 
（考えられる外部要因） 
該当なし 
 
（他の関係主体） 
・地方公共団体（事業主体） 
 
過去の実績値の推移（道路）           （年度）

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18
－ 1割 － 17% 25% 31% 39% 44%

 
○業績指標 2 ④⑤：１日あたりの平均の利用者数が 5,000 人

以上の旅客施設、その周辺等の主な道路、
不特定多数の者等が利用する一定の建築
物及び住宅のバリアフリー化の割合（旅
客施設の段差解消、視覚障害者誘導用ブ
ロック） 

（指標の定義） 
・旅客施設の段差解消 
1 日あたりの平均的な利用者数が 5,000 人以上である旅客施
設（鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅

客ターミナル）のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律」（以下、「バリアフリー新法」という。）

に基づく「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等

の構造及び設備に関する基準を定める省令」（以下、「公共交

通移動等円滑化基準」という。）第 4条（エレベーター、スロ
ープ等の設置による段差の解消）を満たしたものの割合。 
【社会資本重点計画第 2章に記載】 
 
・視覚障害者誘導用ブロック 
1 日あたりの平均的な利用者数が 5,000 人以上である旅客施
設（鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅

客ターミナル）のうち、バリアフリー新法に基づく公共交通

移動等円滑化基準第 9条（視覚障害者誘導用ブロックの設置）
を満たしたものの割合。 
【社会資本重点計画第 2章に記載】 
 
 

（目標値設定の考え方） 
バリアフリー新法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基

本方針」（以下、「基本方針」という。）において、平成 22 年
までに 1 日あたりの平均的な利用者数が 5,000 人以上の鉄軌
道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミ

ナルにおいて原則として全て移動等円滑化を達成することを

目指しており、それを現況値との勘案で平成 19年度の目標値
を設定している。 
 
（考えられる外部要因） 
旅客施設の構造等 
 
（他の関係主体） 
地方公共団体（事業主体）、公共交通事業者（事業主体） 
 
過去の実績値の推移（旅客施設の段差解消）      （年度）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 
旅客施設 28.9% 33.2% 39.3% 44.1% 48.9% 56.5% 
鉄軌道駅 28.6% 32.9% 39.0% 43.9% 48.7% 56.3% 
バスターミナル 59.5% 68.2% 71.1% 71.4% 73.2% 75.0% 
旅客船ターミナル 33.3% 37.5% 55.6% 75.0% 77.8% 71.4% 
航空旅客ターミナル

(エレベ－タ－等の設置率)
0% 
(100%)

0% 
(100%) 

0% 
(100%) 

5.0% 
(100%)

31.8% 
(100%)

43.5% 
(100%)

 
過去の実績値の推移（視覚障害者誘導用ブロック）  （年度）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 
旅客施設 57.2% 64.3% 72.0% 74.2% 80.1% 82.8% 
鉄軌道駅 57.7% 64.8% 72.6% 74.9% 80.6% 83.3% 
バスターミナル 47.6% 54.5% 57.8% 47.6% 53.7% 54.5% 
旅客船ターミナル 33.3% 37.5% 44.4% 50.0% 55.6% 57.1% 
航空旅客ターミナル 22.7% 33.3% 33.3% 45.0% 81.8% 87.0% 

 
○業績指標 6：低床バス車両・ノンステップバス車両の導入割
合及び福祉タクシーの導入数 

（指標の定義） 
・低床バス 

床面高さ 65センチメートル以下の車両。 
・ノンステップバス 

乗降口に階段のない車両。 
・福祉タクシー 

公共交通移動等円滑化基準第45条に掲げる基準に適合
する車両。 

 
（目標値設定の考え方） 
低床バス及びノンステップバスについては、バリアフリー新

法に基づく基本方針において、平成 27年までに原則として総
車両数約 60,000台のすべてについて低床化された車両に代替
すること、また、平成 22年までに総車両数の約 30%に当たる
約 18,000台についてノンステップバスとすること、福祉タク
シーについては平成 22 年までに約 18,000 台を導入すること
を目標としていることから、これを踏まえて目標値を設定し

ている。 
 
（考えられる外部要因） 
該当なし 
 
（他の関係主体） 
地方公共団体（事業主体）、公共交通事業者（事業主体） 
 

 



 

過去の実績値の推移                （年度）

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17
低床バス 1.4% 2.3% 3.6% 4.9% 8.8% 13.8% 18.0% 22.6% 28.1%
ノンステップバス 0.2% 0.7% 1.4% 2.2% 3.9% 6.5% 9.3% 12.0% 15.0%
福祉タクシー 1 , 3 1 5台 1 , 4 3 1台 1 , 8 1 2台 2 , 0 5 0台 2 , 3 3 9台 3 , 2 7 6 台 4 , 5 7 4 台 7 , 2 5 5 台 9,699台
（低床バス、ノンステップバスについては、H12以降は旧交通
バリアフリー法に基づく移動円滑化基準適合車両の割合） 

 
 
○業績指標 7：バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航

空機の割合 
（指標の定義） 
・鉄軌道車両 

公共交通移動等円滑化基準第 31条から第 33条（乗降
口、客室、連結部等の基準）に掲げる基準に適合する車

両。 
・旅客船 

公共交通移動等円滑化基準第 47条から第 61条（出入
口、客室、便所等についての基準）に掲げる基準に適合

する船舶。 
・航空機 

公共交通移動等円滑化基準第 63条から第 67条（通路、
客室、便所等の基準）に掲げる基準に適合する航空機。

 
（目標値設定の考え方） 
バリアフリー新法に基づく基本方針において、鉄軌道車両に

ついては総車両数の約 50%、旅客船について平成 22年までに
総隻数の約 50%、航空機については、総機材数の約 65%を、
それぞれ平成22年までに移動等円滑化することを目標として
いることから、同様の目標値を設定している。 
 
（考えられる外部要因） 
該当なし 
 
（他の関係主体） 
地方公共団体（事業主体）、公共交通事業者（事業主体） 
 
過去の実績値の推移               （年度）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 
鉄軌道車両 10.1% 14.8% 19.4% 23.7% 27.9% 32.1% 
旅客船 0% 0.2% 2.1% 4.4% 7.0% 8.0% 
航空機 0.7% 12.5% 24.5% 32.1% 40.7% 47.0% 

 
主な施策の概要 
①歩行空間のバリアフリー化の整備（◎） 
市街地の駅、商店街、病院などの主要ルートにおいて、誰も

が安心して通行できるよう、幅の広い歩道などの整備、歩道

の段差解消等を実施。特に旅客施設周辺における主な道路に

おいて歩行空間のバリアフリー化を推進。 
予算額：バリアフリー社会の実現 

事業費 2,477億円の内数（平成 18年度） 
 
②旅客施設のバリアフリー化の推進（◎） 
補助・税制・融資制度などの支援措置により、鉄軌道駅、バ

スターミナル、旅客船ターミナル、空港等の旅客施設のバリ

アフリー化を推進。 
予算額：鉄軌道駅におけるバリアフリー化の推進 

 84.4億円（平成 18年度） 
バスターミナルにおけるバリアフリー化 

16.0億円の内数（平成 18年度） 
旅客船ターミナル等におけるバリアフリー化 

2420.8億円の内数（平成 18年度） 
空港のバリアフリー化 

169.0億円の内数（平成 18年度） 
 
③車両等のバリアフリー化の推進 
 補助・税制・融資制度などの支援措置により、ノンステップ

バスの導入、旅客船のバリアフリー化等、車両等のバリアフ

リー化を推進。 
予算額：ノンステップバス等の導入の促進等 

28.4億円の内数＋16.0億円の内数（平成 18年度） 
 
④交通バリアフリー基本構想策定促進のための環境整備の推

進 
 交通バリアフリーに対する住民の意識を高め、市町村による

交通バリアフリー基本構想の策定を促進するため、様々なソ

ースのバリアフリー化情報等を一元的・総合的に提供するた

めのモデルシステムを構築。また、地方運輸局職員等の専門

家により、施設毎の具体的な改善方策を提示するとともに、

地域に交通バリアフリープロモーターを派遣。 
   
予算額：交通バリアフリー基本構想策定促進のための環境整

備の推進 
0.1億円（平成 18年度） 

 
⑤標準仕様ノンステップバス認定制度の活用 
 高齢者、障害者を含むバス利用者の高い利便性及び製造コス

トの低減を図るため、平成 15 年度に創設した標準仕様ノン
ステップバス認定制度による認定を受けたバスに対し、重点

的な補助を実施。 
 
⑥離島航路補助金（バリアフリー化建造費補助）の活用 
 離島航路に就航する船舶のバリアフリー化を図るため、補助

航路に就航する船舶の代替建造または改造工事にあたって、

バリアフリー化に係る工事費に対する一部補助を実施。 
 予算額：離島航路整備費補助 
      0.2億円（平成 18年度） 
⑦LRTシステムの整備 
高齢者、身体障害者等の移動制約者の円滑な移動に寄与する

 ＬＲＴシステムの整備等に対し補助する。 

 予算額：LRTシステムの整備 
      5.5億円（平成 18年度） 
 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にそ

の概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関する

ものである。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
（指標の動向） 
１．１日あたりの平均の利用者数が 5,000 人以上の旅客施設、
その周辺等の主な道路、不特定多数の者等が利用する一定の
建築物及び住宅のバリアフリー化 

・平成 18 年度末における歩行空間のバリアフリー化率が約
44%となり、平成 14年度から 4年間で約 27ポイント増加し
ているところ、目標達成に向けて順調に推移している。なお、

国及び都道府県が管理する道路のバリアフリー化率につい

ては、約 53％にまで進捗している。 

 



 
２．１日あたりの平均の利用者数が５，０００人以上の旅客施
設、その周辺等の主な道路、不特定多数の者等が利用する一
定の建築物及び住宅のバリアフリー化 

・鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客タ

ーミナル 
平成 18 年度の実績値は現在集計中であり、進捗状況につい
ての正確な判断はできないが、段差解消について、平成 15
年度から平成 17 年度までの鉄軌道駅の実績値は 43.9%、
48.7%、56.3%となっている。これを事業者別に実績値をみ
ると、ＪＲ旅客会社については平成 15 年度から 40.3%、
47.1%、57.2%に、大手民鉄については平成 15 年度から
45.8％、51.2%、57.8%に、東京地下鉄・公営地下鉄につい
ては、平成 15 年度から 42.7％、45.8%、50.4%にそれぞれ
増加している。このうち、東京地下鉄・公営地下鉄について

は、地下に駅があるために、新たにエレベーター等を設置す

る場合、大規模な改良工事を行う必要があること等の理由か

ら、段差の解消が進みにくい駅もあるが、比較的新しく開通

した地下鉄については、整備の段階からバリアフリーを考慮

していること等から、ほぼ段差が解消されている。視覚障害

者誘導用ブロックの設置については、平成 15 年度から平成
17年度までの鉄軌道駅の実績値が 74.9%、80.6%、83.3%と
なっている。事業者によっては輸送人員の伸び悩み等の経営

的な不安要素はあるものの、順調に進捗してきている。

 さらにバスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミ

ナルの段差解消について、平成 15年度から平成 17年度まで
の実績値は、バスターミナルについて 71.4%、73.2%、75.0%、
となっており、旅客船ターミナルについては 75.0%、77.8%、
71.4%（平成 17 年度における実績値の減少は、公共交通移
動等円滑化基準に適合している 1 日当たりの平均の利用者
数が 5,000人以上の旅客施設の一部が 5,000人未満となった
ことによるもの。）、航空旅客ターミナルについては 5.0%、
31.8%、43.5%となっている。なお、航空旅客ターミナルに
ついては、エレベ－タ－等は、100%設置済みである。また、
視覚障害者誘導用ブロックの設置について、平成 15 年度か
ら平成 17 年度までの実績値はバスターミナルについて
47.6%、53.7%、54.5%となっており、旅客船ターミナルに
ついては 50.0%、55.6%、57.1%、航空旅客ターミナルにつ
いては 45.0%、81.8%、87.0%となっている。事業者によっ
ては、輸送人員の減少等の経営的な不安要素はあるものの、

旅客施設のバリアフリー化設備整備は進捗してきている。な

お、平成 17 年度において、事業者からの修正報告により、
平成 16 年度以前の実績値（旅客施設の段差解消等）が一部
修正されている。 

 
３．低床バス車両・ノンステップバス車両の導入割合及び福祉

タクシーの導入数 
（低床バス車両・ノンステップバス車両） 
・平成 18 年度の実績値は現在集計中であり、進捗状況につい
ての正確な判断はできないが、平成 15年度から平成 17年度
までの実績値は低床バス車両の導入割合について 18.0%、
22.6%、28.1%、ノンステップバスの導入割合について 9.3%、
12.0%、15.0%となっている。輸送人員の減少に伴い、公共
交通事業者においては長期的には減収減益が懸念される中、

バリアフリーに対する投資については堅実に推移している。 
 
（福祉タクシー） 
・平成 18 年度末の実績値は集計中であり、進捗状況について
正確な判断は出来ないが、平成 15年度から平成 17年度まで
の実績値は 4,574 台、7,255 台、9,699 台であり、輸送人員
の減少に伴い、公共交通事業者においては長期的には減収減

益が懸念される中、バリアフリーに対する投資については堅

実に推移している。 
 
４．バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航空機の割合 
・平成 18 年度の実績値は現在集計中であり、進捗状況につい
て正確な判断はできないが、平成 15年度から平成 17年度ま
での実績値は鉄軌道車両の割合について 23.7%、27.9%、
32.1%となっており、旅客船の割合については 4.4%、7.0%、
8.0%、航空機の割合については 32.1%、40.7%、47.0%とな
っている。  

・鉄軌道車両のバリアフリー化に対する投資については、堅実

に推移しており、着実に実績値が伸びるものと考えられる。 
・航空機についても、実績値を着実に伸ばしてきており、今後

も航空機の代替が進むなかで、引き続き航空事業者に対して

働きかけを行うほか、支援制度を併せて活用することで着実

に実績値が伸びるものと考えられる。 
・旅客船については、近年の景気の低迷等による旅客船事業の

不振、原油価格高騰等の影響による費用負担増等で使用船舶

の新造・代替建造が低迷していることが、実績値の伸び悩み

の要因と考えられる。今後は、船齢 15 年以上の船舶を中心
に代替建造が進むなかで、引き続き、旅客船事業者にバリア

フリー化の働きかけを行うほか、支援制度を併せて活用する

ことで、バリアフリー船への代替が進むものと考えられ、目

標に向けて実績値は伸びるものと考えられる。 
 
（施策の実施状況） 
１．１日あたりの平均の利用者数が 5,000 人以上の旅客施設、
その周辺等の主な道路、不特定多数の者等が利用する一定の
建築物及び住宅のバリアフリー化 

・歩行空間のバリアフリー化については市街地の駅、商店街、

病院などの主要ルートにおいて、誰もが安心して通行できる

よう、幅の広い歩道などの整備、歩道の段差解消等を実施す

るとともに、特に旅客施設周辺における主な道路において歩

行空間のバリアフリー化を推進している。今後、各市町村の

基本構想の策定が進むに従い、整備も進捗するものと考えら

れる。 
 
２．１日あたりの平均の利用者数が 5,000 人以上の旅客施設、
その周辺等の主な道路、不特定多数の者等が利用する一定の
建築物及び住宅のバリアフリー化 

・旅客施設のバリアフリー化については、基本的には公共交通

事業者がバリアフリー化のための投資を行っており、補助・

税制・融資等の支援制度の活用を通じてバリアフリー化を進

めている。輸送人員の減少に伴い、今後公共交通事業者の投

資意欲が減退する恐れがあるが、各支援制度の有効活用及び

バリアフリー新法における基本構想の策定促進などの施策

を推進することを通じて旅客施設のバリアフリー化が進む

と考えられる。 
 
３．低床バス車両・ノンステップバス車両の導入割合及び福祉

タクシーの導入数 
・低床バス、ノンステップバス車両のバリアフリー化及び福祉

タクシーの導入については、基本的には公共交通事業者がバ

リアフリー化のための投資を行っており、補助・税制・融資

等の支援制度の活用を通じてバリアフリー化を進めている。 
輸送人員の減少に伴い、今後公共交通事業者の投資意欲が減

退する恐れがあるが、各支援制度の有効活用及びバリアフリ

ー新法における基本構想の策定促進などの施策の推進に加

え、既存の車両の買い替えが進むことにより、バス車両等の

バリアフリー化等が進むと考えられる。 
 

 



 
４．バリアフリー化された鉄軌道車両、旅客船、航空機の割合 
・鉄軌道車両、旅客船及び航空機のバリアフリー化については、

基本的には公共交通事業者がバリアフリー化のための投資

を行っており、補助、税制、融資等の支援制度の活用を通じ

てバリアフリー化を進めている。輸送人員の減少に伴い、今

後公共交通事業者の投資意欲が減退する恐れがあるが、各支

援制度の有効活用等に加え、既存の車両等の買い替えが進む

ことにより、鉄軌道車両、旅客船、航空機のバリアフリー化

が進むと考えられる。 
 
５．基本構想の策定促進 
・バリアフリー新法においては、市町村は、地域の実情に応じ

て、主要な旅客施設とその周辺の重点的かつ一体的なバリア

フリー化を進めるための基本構想を作成できることとして

いる。平成 19 年 3 月末現在、5,000 人以上の旅客施設の所
在する 524市町村のうち、207の市町村の作成した基本構想
を受理するほか、策定中が 5、今後作成予定としているとこ
ろが 170となっており、これらで全体の 70％を占めている。
今後、これらの市町村の策定する基本構想に即したバリアフ

リー化が進捗すると考えられるほか、引き続き、事業者や市

町村に対する補助・税制・融資等の支援措置及び情報提供等

を通じて、基本構想の策定の一層の促進を図ることにより、

目標に掲げた旅客施設のバリアフリー化が進むと考えられ

る。 
 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・目標達成に向けて平成 17 年度までの指標が順調に推移して
いる旅客施設（ブロック）、ノンステップバス、福祉タクシ

ー、鉄軌道車両及び航空機については、「A」と評価した。平
成 17 年までの指標が順調に推移している旅客施設（段差）
については、平成 17 年度に実績値としては初めて前年度比
約 8ポイントの伸び率を示したところであり、新たなトレン
ド等を併せて勘案すると目標達成が可能であると考えられ

ることから、「A」と評価した。また、同様に平成 18年度ま
での指標が順調に推移している道路についても「A」と評価
した。 
一方で、低床バスは、輸送人員の減少に伴い、公共交通事

業者においては長期的には減収減益が懸念される中、バリア

フリーに対する投資については堅実に推移しているものの、

現在のトレンドにおいては目標を達成できないと判断され

ることから、「B」と評価した。また、旅客船については、近
年の景気の低迷等による旅客船事業の不振及び原油価格高

騰等の影響による費用負担増等により、使用船舶の新造・代

替建造が低迷しており、バリアフリー化が進んでいないこと

から、「B」と評価した。 
・従来は、建築物や旅客施設等個々の施設等を対象としてバリ

アフリー化を進めてきたが、このような施設等を含んだ一定

の地域内における一体的・連続的なバリアフリー化が課題で

あった。こうした課題に対応するため、ハートビル法、交通

バリアフリー法を統合し、施策の拡充を図ったバリアフリー

新法の制定（平成 18年 12月施行）を踏まえ、一体的・連続
的なバリアフリー化を促進し、公共交通機関、歩道空間等移

動空間のバリアフリー化を推進する。以上を踏まえ、それぞ

れの業績指標について「1」（施策の改善等の方向性を提示）
と位置付けることとした。 
・補助・税制・融資等各種支援制度を有効に活用することで、

さらに移動空間のバリアフリー化に努めていく。 
・また、個別の旅客施設について、きめ細かく実態把握し、個々

の旅客施設のバリアフリー化への対処に努める。 
・さらに、車両等については、バリアフリー化がなされたもの

への代替をより一層促進するため、さらなる支援措置を講ず

ることとする。 

平成 19年度以降における新規の取組 

・バリアフリー新法に基づく一体的・総合的なバリアフリー化

の推進 
バリアフリー施策を総合的に展開することを目的とした「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリア

フリー新法）が平成 18年 12月から施行された。本法の施行を
踏まえ、高齢者・障害者をはじめとする誰もが自立できるユニ

バーサルデザインの考え方に基づいたバリアフリー社会を着

実に実現するための施策（「心のバリアフリー」社会の実現の

ための施策の拡充、新たな制度に基づく基本構想の策定促進、

段階的・継続的な発展（スパイラルアップ）を図るための体制

確立）を実施することにより、より一層のバリアフリー化の推

進を図る。 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局安心生活政策課  （課長 武川 恵子） 
関係部局：道路局地方道・環境課    （課長 徳山 日出男） 

道路局地方道・環境課 道路交通安全対策室 
（室長 後藤 敏行） 

鉄道局技術企画課     （課長 河合 篤） 
鉄道局鉄道業務政策課   （課長 東井 芳隆） 
自動車交通局総務課企画室 （室長 後藤 浩平） 
自動車交通局旅客課    （課長 藤田 耕三） 
海事局内航課       （課長 田中 照久） 
港湾局技術企画課技術監理室（室長 石井 一郎） 
航空局監理部航空事業課    （課長 篠原 康弘） 
航空局飛行場部管理課空港管理室 

（室長 坪井 史憲） 
 

 



 
政策目標２ バリアフリー社会の実現 
すべての人々、特に高齢者や障害者等にとって、生活空間が移動しやすく、暮らしやすい状態にあること 

 

（５）都市公園をバリアフリー化する 

都市公園において高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために、園路及び広場、

駐車場、便所等の公園施設のバリアフリー化を推進する必要がある。 

業績指標：バリアフリー化された都市公園の園路及び広場、駐車場、便所の割合 
園路及び広場         目標値：約 45％ （平成 22 年度） 

Ｃ－１            実績値：約 42％ （平成 18 年度※） 

           初期値：約 42％ （平成 18 年度※） 

 

駐車場            目標値：約 35％ （平成 22 年度） 

Ｃ－１            実績値：約 32％ （平成 18 年度※） 

              初期値：約 32％ （平成 18 年度※） 

 

便 所            目標値：約 30％ （平成 22 年度） 

Ｃ－１            実績値：約 25％ （平成 18 年度※） 

              初期値：約 25％ （平成 18 年度※） ※速報値 

 

○ 業績指標 8：バリアフリー化された都市公園の園路

及び広場、駐車場、便所の割合  

(指標の定義) 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（以下、「バリアフリー新法」という）に基づ

き、特定公園施設（注１）である園路及び広場、駐車

場、便所が設置された都市公園のうち、各施設が都

市公園移動等円滑化基準（注２）に適合した都市公園

の割合。 

（注１）バリアフリー新法に基づき、同法政令で定める移動等

円滑化が必要な公園施設 

（注２）「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に

関する基準を定める省令」で定める特定公園施設の新

設、増設、改築を行うときに適合させる移動等円滑化

のために必要な一定の基準 
 

(目標値設定の考え方) 

バリアフリー新法に基づく移動等円滑化の促進に

関する基本方針において、平成２２年までに園路及

び広場約４５％、駐車場約３５％、便所約３０％を

移動等円滑化することとしている。 
 
(考えられる外部要因) 

該当なし 

 

(他の関係主体) 

地方公共団体（事業主体） 

 

過去の実績値             （年度）

 H18 速報値 

園路及び広場 約 42％ 

駐車場 約 32％ 

便所 約 25％ 

 

 

 

主な施策 

主な施策の概要 

○ 都市公園のバリアフリー化の推進 

都市公園のバリアフリー化を推進することにより、

高齢者、障害者等を含むすべての人の円滑な利用

の確保を図る。 

予算額：都市公園事業費補助 734 億円の内数 

（平成 18 年度、国費） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・平成 18 年 12 月に施行されたバリアフリー新法に基

づく新指標であり、各地方公共団体からの報告に基

づく速報値は、平成 18 年度末現在で園路及び広場約

42％、駐車場約 32％、便所約 25％となっている。今

後、実績値を把握し進捗状況の分析を行う。 

 

(施策の実施状況) 

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律の施行に伴い、都市公園移動等円滑化基準等の

考え方等について地方公共団体等に周知を実施した。 

 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・都市公園移動等円滑化基準等の運用にかかる具体的

な指針を策定し、地方公共団体等に周知することで、

都市公園のバリアフリー化をより一層推進する。 
 

平成 19 年度以降における新規の取組 

○都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの策定、

公表を行い、都市公園のバリアフリー化を推進する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市・地域整備局公園緑地課 

（課長 小林 昭） 



 
政策目標２ バリアフリー社会の実現 

すべての人々、特に高齢者や障害者等にとって、生活空間が移動しやすく、暮らしやすい状態にあること 

 

（６） 路外駐車場をバリアフリー化する 

高齢者、身体障害者等を含むすべての人々が安全で快適な社会生活を送ることができるよう、路外

駐車場のバリアフリー化を推進する。 

 

 

業績指標：バリアフリー化された路外駐車場の割合 目標値：約４０％（平成 22 年度） 

Ｃ－２       実績値： ２８％（平成 18 年度） 

初期値： ２８％（平成 18 年度） 

 

○業績指標 9：バリアフリー化された路外駐車場の割合 

(指標の定義) 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（以下、「バリアフリー新法」という）

に基づき、特定路外駐車場（注１）のうち、路外

駐車場移動等円滑化基準（注２）に適合した路外

駐車場の割合。 

 
（注１）駐車の用に供する部分が 500 ㎡以上、かつその

利用に対して料金を徴収している路外駐車場

のうち、道路付属物であるもの、公園施設であ

るもの、建築物であるもの、建築物に付随して

いるものを除いた駐車場。 

（注２）「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場

の設置に関する基準を定める省令」で定める特

定路外駐車場の設置を行うときに適合させる

移動等円滑化のために必要な一定の基準 

 

(目標値設定の考え方) 

バリアフリー新法に基づく移動等円滑化の促

進に関する基本方針において、平成２２年まで

に特定路外駐車場の約４０％を移動等円滑化す

ることとしている。 

 

(考えられる外部要因) 

該当なし 

 

(他の関係主体) 

路外駐車場管理者 

 

 

過去の実績値            （年度）

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 

 － 28％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な施策 

主な施策の概要 

 ①路外駐車場のバリアフリー化の推進 

自宅から交通機関、まちなかまで連続した

バリアフリー環境の実現を目指し、高齢者、

身体障害者等を含むすべての人々が安全で

快適な社会生活を送ることができるよう、路

外駐車場のバリアフリー化を推進する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析

(指標の動向) 

・ 平成 18 年 12 月に施行されたバリアフリー新

法に基づく新指標であり、平成 18 年度の実績

値は 28％となっている。今後の推移から、進

捗状況の分析を行う。 

(施策の実施状況) 

・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の施行に伴い、路外駐車場円滑化

基準等の考え方等について、地方公共団体、

関係団体に周知を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

引き続き、地方公共団体及び関係団体に対して

知・徹底し、路外駐車場のバリアフリー化を推

進する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市・地域整備局街路課 

（課長 松谷 春敏） 



 
政策目標３ 子育てしやすい社会の実現 

（７）良質なファミリー向け住宅の供給を促進する 

大都市部の賃貸住宅を中心に、ファミリー向けに適した規模の住宅が不足しており、子育てし

やすい社会の実現のため、優良なファミリー向け住宅の供給を促進する必要がある。 

業績指標 10：子育て世帯における誘導居住面積水準達成率（順に、全国、大都市圏） 

               目標値：50％、45％（平成 22 年度） 

全  国：Ｃ－２            実績値：42％、37％（平成 15 年度） 

大都市圏：Ｃ－２            初期値：42％、37％（平成 15 年度） 

○業績指標 10：子育て世帯における誘導居住面積

水準達成率（順に、全国、大都市圏） 

 

（指標の定義） 

子育て世帯（注１）のうち、豊かな住生活の実

現の前提として多様なライフスタイルに対応す

るために必要と考えられる住戸規模（誘導居住

面積水準（注２））を満たす住宅に居住する世帯

の割合 
注１ 子育て世帯：構成員に 18 歳未満の者が含まれる

世帯 

注２ 誘導居住面積水準・・・住生活基本計画（全国

計画）において設定 

（１）一般型誘導居住面積水準・・・都市の郊外及び都

市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定

    ①単身者 55 ㎡ 

   ②２人以上の世帯 25 ㎡×世帯人数＋25 ㎡ 

（２）都市居住型誘導居住面積水準・・・都市の中心及

びその周辺における戸建住宅居住を想定 

   ①単身者 40 ㎡ 

   ②２人以上の世帯 20 ㎡×世帯人数＋15 ㎡ 

 

（目標値設定の考え方） 

平成 15 年度時点において、全世帯数の約半数

が誘導居住面積水準を達成している一方、子育

て世帯については、未だ達成率が低く、政策上

も重要なことから、引き続き半数の子育て世帯

が誘導居住面積水準を達成することを目標と

し、住生活基本計画で設定している目標値（全

国：50％(平成 22 年度)、大都市圏：50％（平成

27年度））をもとに平成22年度の目標値を設定。

【住生活基本計画（全国計画）に記載あり】

 

（考えられる外部要因） 

世帯構成の変化等 

 

（他の関係主体） 

民間賃貸住宅事業者等 

 

過去の実績値           （年度）

 H15 H16 H17 H18 

全 国 42.0％ - - - 

大都市圏 37.0％ - - - 

 

 

主な施策 

○住宅ローン減税や住宅取得資金の贈与税の

特例措置、住宅金融公庫（現・独立行政法人

住宅金融支援機構）の証券化支援業務等によ

る、優良な持家の取得の促進 

○地域住宅交付金の活用等による、特定優良賃

貸住宅や高齢者向け優良賃貸住宅の優良な

賃貸住宅の供給等の促進 

予算額：住まいの安心確保 2,116 億円の内数 

（平成 18 年度国費） 

○独立行政法人都市再生機構による民間供給

支援型賃貸住宅制度等による、優良な賃貸住

宅の供給の促進。 

予算額：都市再生機構 215 億円の内数 

（平成 18 年度国費） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 住宅・土地統計調査においては、５年に１

度の調査であるため、平成 18 年度の実績は

ない。 

（施策の実施状況） 

・ 住宅ローン減税の特例措置により優良な持

家の取得を促進した。 

・ 住宅金融公庫（現・独立行政法人住宅金融

支援機構）の証券化支援業務により、優良

な持家の取得を促進した（平成 18 年度実

績：43,540 戸）。 

・ 独立行政法人都市再生機構による民間供給

支援型賃貸住宅制度により、優良な賃貸住

宅の供給を促進した。（平成 18 年度計画戸

数：1,710 戸） 

・ 高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住

宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸するこ

とを円滑化する制度により、高齢者の高齢

期の生活に適した住宅への住替え等を促進。 

・ 地域住宅交付金の活用により、優良な賃貸

住宅の供給を促進した。 



 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

業績指標は子育て世帯における誘導居住面

積水準達成率であり、平成 15 年度の住宅・土

地統計調査において、全国値は 42％となってい

るが、以前の数値は不明であり、傾向が判断で

きないため、Ｃ－２と評価した。 

また、大都市圏においては、平成 27 年度ま

でに半数の世帯が誘導居住面積水準を満たす

ことを目標に、平成 22 年度の目標値を設定し

ているところ、平成 15 年度においては、37％

となっているが、以前の数値は不明であり、傾

向が判断できないため、Ｃ－２と評価した。 

引き続き住生活基本計画（全国計画）に基づ

き、予算・税制・金融等の支援により、良質な

住宅と賃貸住宅の供給を促進する。 

 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度（特

定優良賃貸住宅制度・高齢者向け優良賃貸

住宅制度）を再編し、子育て世帯等に施策

対象を重点化し、良質な賃貸住宅の供給を

促進する地域優良賃貸住宅制度を創設する。 

・ 子育て世帯等の入居を受け入れることとす

る民間賃貸住宅（あんしん賃貸住宅）に関

する登録制度を整備し、地方公共団体等と

連携して、子育て世帯等の入居の円滑化と

安心できる賃貸借関係の構築を支援するあ

んしん賃貸支援事業を拡充する。 

・ 高齢者世帯等に対する家賃債務保証制度の

対象者について、子育て世帯等を追加する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課 （課長 依田 晶男） 

関係課：住宅局総務課民間支援事業調整室 

 （室長 中原 淳） 

住宅局住宅総合整備課 

（課長 井上 俊之） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

政策目標３ 子育てしやすい社会の実現 

生活空間が、子供が健やかに成長できる状態にあること 

 

（８）水辺における児童の自然体験を支援する 

身近な自然である水辺での自然体験は、豊かな人間性を育むものであり、活動を支援していく

必要がある。 

業績指標：自然体験活動拠点数 

Ａ－２ 

目標値：420 箇所（平成 18 年度） 

実績値：416 箇所（平成 18 年度） 

初期値：218 箇所（平成 12 年度） 

 

○業績指標 11：自然体験活動拠点数 

（指標の定義） 

「自然体験活動拠点数」は、水辺の楽校プロジェクト、子

どもの水辺再発見プロジェクト、いきいき海の子浜づくり事

業の登録箇所数の合計値。 

 

（目標値設定の考え方） 

１級水系及び２級水系の流域における指導者が活動する

拠点数を指標とする。  

 

（考えられる外部要因） 

・地域の気運の盛り上がり 

・環境教育の動向 

 

過去の実績値の推移              （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

263 

箇所 

304 

箇所 

338 

箇所 

387 

箇所 

406 

箇所 

416 

箇所 

主な施策等 

主な施策の概要 

①環境学習・自然体験活動の推進 

・子どもの水辺再発見プロジェクトの推進 

身近な水辺において子どもたちの環境学習や自然体験活動

を推進するため、文部科学省、国土交通省、環境省の連携プ

ロジェクトとして、平成 11 年度に開始している。 

教育委員会、河川管理者に加え地域の市民団体等が連携し

て、「子どもの水辺協議会」を設置し、体験活動の場としてふ

さわしい水辺（「子どもの水辺」）における活動の充実を図る。                            

また、「子どもの水辺サポートセンター」（平成 14 年 7月に

（財）河川環境管理財団内に設置）において、「子どもの水辺」

の登録受付、活動に必要な資機材（ライフジャケット等）の

貸出、水辺での活動をコーディネートできる市民団体等の人

材の紹介等の支援体制を整備している。 

 

②自然体験を支援する水辺の整備 

・水辺の楽校プロジェクト 

子どもの水辺再発見プロジェクトにおいて、水辺整備が必

要な場合においては子どもたちが安全に自然とふれあえるよ

う河岸や遊歩道の整備等を行う。 

予算額：14,380 億円（平成 18 年度事業費）の内数 

 

 

 

・いきいき海の子浜づくり事業 

海岸保全施設の整備にあわせて、良好な海辺の自然環境を

利用し、青少年等が、豊かな情緒を形成する場としての利用

しやすい海岸づくりを行う。 

予算額： 1,176 億円（平成 18 年度事業費）の内数 

 

他の関係主体 

・文部科学省（「子どもの水辺」再発見プロジェクトを所管） 

・環境省（「子どもの水辺」再発見プロジェクトを所管） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・ 平成18年度までの自然体験拠点数実績値は416箇所に達し、

ほぼ目標値に到達している。 

・ 平成 14 年度に「子どもの水辺」の登録に際して制度を拡充 

したことにより、登録箇所数が着実に伸び、「子どもの水辺サ

ポートセンター」の設置及び体験活動への支援体制の整備の

効果が十分あったと考えられるが、子どもの水辺登録数に地

域別（ブロック別）に偏りが見られることから、より一層の

制度の浸透が必要であると考えられる。 
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（施策の実施状況） 

・「子どもの水辺」再発見プロジェクトについては、平成 14 

年度に制度を拡充したことにより、着実に登録数が伸びてお

り、制度の効果が十分あったものと考えられる。 

・一方、総体的には効果がでているものの、地域別（ブロッ 

ク別）では登録数に偏りがあることから、地域でのばらつき

を是正するために、全国を各ブロックに分けた中で、情報発

信等各種支援方策の検討をするとともに、関係機関等と連携

しつつ、水辺の活動をサポートする指導者の育成し、その指

導者を核としたより一層の環境学習、自然体験活動の推進を

図る必要がある。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・業績指標は自然体験拠点数が毎年確実に伸びてきており、概

ね目標値に到達したため、Ａ－２と評価した。 
・上記で分析したように、地域でのばらつきを是正するために

全国を各ブロックに分けた中で、情報発信等各種支援方策の

検討を行うとともに、今後もより一層の環境学習、自然体験

活動の推進・普及のため、ブロック単位、都道府県単位の連

絡会議を実施し、地域のニーズにあったハード・ソフト対策

を支援することにより、自然体験活動拠点登録箇所数を増や

していく。 

・以上を踏まえ、新たに平成１９年度の自然体験活動拠点数の

目標を４４０箇所と設定する。 

 

担当部局等 

担当部局：河川局河川環境課（課長 久保田 勝） 

 

 

【ブロック別登録数グラフ】
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政策目標３ 子育てしやすい社会の実現 

生活空間が、子供が健やかに成長できる状態にあること 

 

（９）都市住民が身近に使える公園を確保する 

都市公園は、都市における身近で安全な遊び場として子供の健やかな成長に寄与するもの

であり、子どもから高齢者までの健康運動の場及び遊び場となる公園を身近な場所に整備し

ていく必要がある。 

業績指標：歩いていける範囲の都市公園の整備率 

Ａ－２              目標値：66 ％（平成 19 年度） 

                 実績値：66.2％（平成 18 年度※） 

                      初期値：63 ％（平成 14 年度） 

※速報値 

 

○業績指標 12：歩いていける範囲の都市公園の整備率 

(指標の定義) 

都市住民の徒歩生活圏内に近隣住区（概ね小学校区

に相当）（注１）を単位として計画的に配置される住

区基幹公園（注２）（１近隣住区当たり、街区公園は

４箇所､標準面積 0.25ha、近隣公園は１箇所、標準面

積２ha、地区公園は 0.25 箇所、標準面積４ha）が整

備されている割合。 
（注１） 住宅地において、日常生活上最低限必要とされる学

校、店舗、公園等のコミュニティ施設を備えた居住

区域の単位。 

（注２） 住区基幹公園とは、主として住区内の住民の安全で

快適かつ健康的なレクリエーション、休養のための

スペースを確保し、住民の日常的で身近な利用に供

するために必要な基幹的な公園で、街区公園・近隣

公園及び地区公園などがある。 

 

(目標値設定の考え方) 

少子高齢化社会に対応するため、長期的に 100％とな

ることをめざしており、現況値との勘案により平成

19 年度の目標値 66％を設定している。 

 

(考えられる外部要因) 

該当なし 

 

(他の関係主体) 

地方公共団体（事業主体） 

 

過去の実績値              （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 
H18 

速報値

62％ 63％ 64％ 65％ 65.5％ 66.2％

 

主な施策 

主な施策の概要 

○ 住区基幹公園の整備 

住区基幹公園の整備を推進することにより、都市

の緑を保全・創出し、良好な住環境の形成を図る。 

予算額：都市公園事業費補助 734 億円の内数 

（平成 18 年度国費） 

 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 各地方公共団体からの報告に基づく速報値は、平

成 18 年度末現在で 66.2％となっており、順調に推

移し、目標値を達成したものと考えられる。 

 

(施策の実施状況) 

・ 一次避難地となる住区基幹公園について個別補助

金の対象として整備を促進するとともに、緑化重

点地区整備事業等により、市街地における都市公

園整備を推進した。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標は平成 18 年度末現在で 66.2％と順調に

推移し、目標値を達成したことから、Ａ－２と評

価した。 

・ 既成市街地が多く、重点的な整備を必要としてい

るにもかかわらず用地確保が困難なために整備が

進んでいない地域において、地区公園等の住区基

幹公園の整備を効率的かつ積極的に推進するため、

立体都市公園制度や借地方式による都市公園整備

の推進も図っていく必要がある。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市地域整備局公園緑地課 

（課長 小林 昭） 



 
 

政策目標４ 住環境、都市生活の質の向上 

住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い

生活を送ることができること 

 

（１０）ゆとりある住環境に必要な都市公園等を確保する 

 都市公園及びカントリーパークは、住民のレクリエーションの場、スポーツの場、防災機

能の向上の場、自然環境の確保の場等として必要な基盤施設であり、緑豊かでゆとりある住

環境を形成するために積極的な整備が必要である。 

業績指標：１人当たり都市公園等面積       目標値：9.3 ㎡ ／人（平成 19 年度） 

     Ａ－１                実績値：9.3 ㎡／人（平成 18 年度※） 

                        初期値：8.5 ㎡ ／人（平成 14 年度） 

                            ※速報値 

○業績指標 13：１人当たり都市公園等面積 

(指標の定義) 

都市計画区域内とカントリーパーク（都市計画区域

外の一定の農山漁村に整備する公園）の存する市町

村の一人当たりの都市公園等（都市公園及びカント

リーパーク）の面積。 

 

(目標値設定の考え方) 

緑豊かな生活環境の形成を図るため、各都市におけ

る住民一人当たりの都市公園面積を10㎡以上とし整

備を推進しており、全国平均の値については、現況

値との勘案により平成19年度の目標値9.3㎡を設定

している。 

 

(考えられる外部要因) 

該当なし 

 

(他の関係主体) 

地方公共団体（事業主体） 

 

過去の実績値              （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

速報値 

8.4 

㎡/人 

8.5 

㎡/人 

8.7 

㎡/人 

8.9 

㎡/人 

9.1 

㎡/人 

9.3 

㎡/人 

 

主な施策 

主な施策の概要 

① 国営公園の整備 

わが国固有の優れた文化的資産の保存及び活用や

広域的レクリエーション需要への対応を図るため、

国営昭和記念公園等の着実な整備を推進している。

また、東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点

である国営東京臨海広域防災公園の整備を促進し

ている。 

予算額：国営公園整備  

約 261 億円(平成 18 年度国費)  

 

② 都市公園等整備事業に対する補助 

地方公共団体が行う都市公園等の整備に対して補

助を行い、都市公園等の整備を支援する。 

予算額：都市公園事業費補助 

約 734 億円（平成 18 年度国費） 

 

③ 緑地環境整備総合支援事業 

都市公園の整備、特別緑地保全地区の指定及び市

民緑地制度による民有緑地の公開等の多様な手法

の活用による緑とオープンスペースの確保を支援。 

予算額：緑地環境整備総合支援事業費補助  

約 53 億円(平成 18 年度国費)の内数 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 各地方公共団体からの報告に基づく速報値は、平

成 18 年度末現在で 9.3 ㎡/人であり、順調に推移

し、目標値を達したものと考えられる。 

(施策の実施状況) 

・ 直轄事業においては、国営アルプスあづみの公園

等 17 公園の整備を推進した。 

・ 補助事業においては、都市公園事業費補助、緑地

環境整備総合支援事業により地方公共団体による

公園整備への支援を行った。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標は平成 18 年度末現在で 9.3 ㎡/人と順調

に推移し、目標値を達成。平成 19 年度から新たに

事業の拡充を行うことから、Ａ－１と評価した。 

・ 都市の緑を確保していく上で、都市公園の整備は

必要不可欠であり、今後も整備を推進していく。 

・ 既成市街地等用地確保が困難な地域において、効

率的かつ積極的な都市公園整備を推進するため、

立体都市公園制度や借地方式による都市公園整備

の推進も図っていく必要がある。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

○緑地環境整備総合支援事業の拡充 

効率的な都市公園の整備を推進するため、市民緑

地等整備事業に借地公園の整備を追加。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市地域整備局公園緑地課 

（課長 小林 昭） 



 
政策目標４ 住環境、都市生活の質の向上 
 住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりあ

る、質の高い生活を送ることができること。 
 

（１１）下水道等の汚水処理施設を普及させる 
汚水の処理は、国民が健康で文化的な生活を過ごす上で必要最低限のものであり、これら

について普及促進を図る。特に中小市町村においては、下水道等の汚水処理施設の普及が約

５割と低いため、その早急な普及を図る必要がある 
業績指標：汚水処理人口普及率  Ａ－１    目標値：８６％（平成１９年度）  
                      実績値：８１％（平成１７年度） 
                      初期値：７６％（平成１４年度） 
 
業績指標：下水道処理人口普及率 Ａ－１    目標値：７２％（平成１９年度）  

                        実績値：６９％（平成１７年度） 
                        初期値：６５％（平成１４年度） 

○業績指標 14：汚水処理人口普及率 
(指標の定義) 
総人口に対して、下水道、農業集落排水施設、

浄化槽等の汚水処理施設を利用できる人口の割

合。 
(目標値設定の考え方) 
将来は、汚水処理人口普及率が１００％となる

ことを目標としており、それを現況値との勘案

で平成１９年度の目標値を設定している。 
(考えられる外部要因) 
該当なし 
(他の関係主体) 
・農林水産省（農業集落排水事業を所管） 
・環境省（浄化槽事業を所管） 
・地方公共団体（事業主体） 
【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

 
過去の実績値           （年度）

H１３ H１４ H１５ H１６ Ｈ１７

７４% ７６% ７８% ７９% ８１% 

 

○業績指標 15：下水道処理人口普及率 
(指標の定義) 
総人口に対して下水道を利用できる人口の割合

(目標値設定の考え方) 
将来は、汚水処理人口普及率が１００％となる

ことを目標とし、農業集落排水施設や浄化槽等

との適切な役割分担のもと、下水道により整備

すべき区域について整備を図ることとしてお

り、それを現況値との勘案で平成１９年度の目

標値を設定している。 
(考えられる外部要因) 
該当なし 
(他の関係主体) 
・地方公共団体（事業主体） 
【社会資本整備重点計画第 3章に記載あり】 

 
 
過去の実績値           （年度）

H１3 H１4 H１5 H１6 Ｈ１７

６4% ６5% ６7% ６8% ６９%
 
主な施策 

主な施策の概要 
① 汚水処理施設の整備（◎） 
効率的な汚水処理施設整備を進めるため、地域

の特性を踏まえた適切な役割分担の下、下水道、

集落排水施設、浄化槽等の整備を連携して実施

する。このうち下水道の整備については、現状

の都道府県構想を前提として、平成 14年度末
の下水道処理人口普及率 65％を 72％に引き上
げる。 

   予算額 7,905億円の内数（平成 18年度） 
② 下水道の整備 
下水道の整備を促進するため、事業を実施する

地方公共団体に対して補助を行う。 
特に、普及の遅れている中小市町村や三大湾、

指定湖沼及び水道水源等における普及を促進

するため、これらの地域で下水道事業を実施す

る地方公共団体に対して重点的に補助する。 
   予算額 7,905億円の内数（平成 18年度） 
 
(注)◎を示した施策項目は、社会資本整備重点計
画にその概要が定められた社会資本整備事業に

係る施策に関するものである。 
 



 
測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 
・ 平成 17年度の実績値は汚水処理人口普及率
が 81%、下水道処理人口普及率が 69%であり、
これらは最終目標までのトレンドと同程度で

あることから、着実な進捗が図られていると

言える。 
・ しかしながら、普及状況は地域間、人口規模

によって大きな差があり、汚水処理人口普及

率が全国平均を超えているのは 14都道府県
だけである。また、5万人未満の中小市町村
における汚水処理人口普及率は 63%にとどま
っている。 

 
(施策の実施状況) 
・ 普及の遅れている中小市町村等における普及

を促進するため、これらの地域において下水

道管渠の整備や処理場の整備など、下水道の

整備を推進した。 
・ 社会状況の変化に応じて都道府県構想を見直

すなど、費用比較等においてより効率的かつ

適正に下水道の整備を推進した。 
・ また、地方の自主性・裁量性を高めるため、

複数の汚水処理施設（公共下水道、集落排水

施設、浄化槽）を一体的に整備する市町村に

対し、汚水処理施設間での融通や年度間の事

業量の調整が可能な汚水処理施設整備交付金

により、汚水処理の普及拡大を推進した。 
 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・ 業績指標は、汚水処理人口普及率、下水道処

理人口普及率とも順調に推移しているが、目

標達成に向け、さらなる進捗が必要。人口減

少、高齢化の進展や厳しい財政事情の中で施

設の整備が遅れている未普及地域の解消を図

るため、平成 19年度において新たな取組を行
っていくことからＡ－１と評価した。 

・ 下水道等の汚水処理施設は、使えない住民に

とってはいつまでも使えない、まさに「有」

か「無」かの施設であり、特に人口 5万人未
満の市町村において整備が遅れている状態で

あるが、これらの地域を中心に未普及地域の

解消を図るため、汚水処理に係る都道府県構

想を踏まえた適切な役割分担に基づき、他の

汚水処理施設との連携を図りながら下水道整

備を重点的に促進する。 
 
平成 19年度以降における新規の取組 

・人口減少、高齢化の進展や厳しい財政事情の中

で未普及地域の解消を図るため、下水道におい

て、地域の実状に応じた低コスト、早期かつ機

動的整備が可能な新たな整備手法を導入する

ため、「下水道未普及解消クイックプロジェク

ト社会実験」を実施。 
 
担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市・地域整備局下水道部下水道事業課

（課長 松井 正樹） 



 
 

政策目標４ 住環境、都市生活の質の向上 

住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送

ることができること 

 

（１２）都市部における良好な水辺空間を形成する 

都市部における良好な水辺空間は、居住する住民にとって身近に自然にふれあう貴重な空間

であり、四季折々の風景の変化の中で、人々にうるおいと安らぎを与えている。しかし、流

域の開発により頻繁に発生する水害から地域住民を守るため、緊急の要請に応えた洪水処理

機能の向上を中心とした整備は、河川と人々の日常生活との関係を希薄なものとしていた。

このため、治水機能を踏まえた良好な水辺空間を形成し、安全でうるおいと安らぎのある河

川を整備する必要がある。 

業績指標：都市空間形成河川整備率 
Ｂ－２              目標値：40%（平成 18 年度） 

                      実績値：38%（平成 18 年度） 

                      初期値：32%（平成 12 年度） 

○業績指標 16：都市空間形成河川整備率 

（指標の定義） 

人口が５万人以上の都市の内、市街化区域内を流れる河

川延長のうち、沿川のまちと一体となり良好な水辺を確

保した河川延長の割合。 

（目標値設定の考え方） 

過去 10 年の良好な水辺空間（周辺の街並みや景観と調和

した整備を行った区間、水辺で憩えるよう配慮した区間、

緩傾斜堤防等）の整備延長のトレンドから 5 年後の目標

値を設定 

（考えられる外部要因） 

沿川の開発動向 

(他の関係主体) 

地方公共団体（河川管理者） 

 

過去の実績値               （年度）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

32％ － 34％ 35% 35% 37% 38% 

 

主な施策 

主な施策の概要 

①市街地における親水性のある河川整備（◎） 

良好な水辺の整備を進め、うるおいと安らぎのある

都市空間の創出を実現する。 

予算額：河川事業費 7,087 億円（平成 18 年度）の内数 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 平成 18 年度の実績値は 38%と前年より向上したが、

平成 18 年度目標値（40%）を達成できなかった。 

・ しかし、全国 50 地区以上で「川まちづくりの推進」

（河川空間を活用した舟運、オープンカフェ、イベン

ト等を展開し都市の賑わいを創出するために河川管

理者が地域の自治体や住民等と積極的に協力する取

り組み）を図っているところであり、着実に進んでい

る。 

  

(施策の実施状況) 

・ ふるさとの川整備事業、桜づつみモデル事業、水辺プ

ラザ等水辺で憩えるよう配慮した事業を推進してい

る。 

・ 河川改修事業の実施にあたっては、多自然川づくり、

周辺の街並みや景観と調和した整備を行うよう配慮

している。 

・ 良好な河川整備に合わせ、河川敷地占用許可準則の特

例措置(社会実験)として「民間によるオープンカフェ

等」による、河川敷地の活用を推進している。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標は目標値を達成できていないが、さらなる進

捗のため、引き続き、川まちづくり、ふるさとの川整

備事業、桜づつみモデル事業、水辺プラザ等、水辺で

憩えるよう配慮した事業を推進することからＢ－２

と評価した。 

・ 河川改修事業の実施にあたっては、多自然川づくり、

周辺の街並みや景観と調和した整備を行う。 

・ 平成 19 年度の目標設定に当たっては、平成 18 年度時

点で目標値に達していないこともあり、過去 10 年間

（平成 7 年と平成 17 年）の良好な水辺空間の整備延

長の実績値のトレンドから改めて設定し、40%とする。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：河川局治水課（課長 関 克己） 

関係課：河川局河川環境課（課長 久保田 勝） 



 

 

政策目標 4 住環境、都市生活の向上 
住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、

質の高い生活を送ることができること 

 

（１３）良好な宅地供給を促進する 

地価下落等を背景に、職住近接エリア内における宅地需要が相対的に高まっているが、主に職

住近接エリアにおいては、公共施設等の基盤整備が伴わず、画地規模も狭小な開発行為が多い

ため、住環境の質に対する高いニーズに対しては十分に対応できない状況にある。このため、

特に職住近接エリア内において、住宅宅地関連公共施設の整備に対する財政支援等を重点的に

実施することにより、公共施設が十分に確保されたゆとりある良好な宅地の供給を促進するこ

とが必要である。 

業績指標：良好な環境を備えた宅地整備率     目標値：３２．０％（平成２２年度） 
 Ａ－２       実績値：２７．６％（平成１８年度速報値） 

初期値：２７．４％（平成１７年度） 

○業績指標 17：良好な環境を備えた宅地整備率 
 (指標の定義) 
「良好な環境を備えた宅地整備率」とは、住宅市街地基

盤整備事業（旧住宅宅地関連公共施設等総合整備事業）

を導入している団地により供給される宅地について、平

成 17年度からの総供給画地数（ストック）のうち、次

の条件を全て満たした団地の供給画地数の割合のこと

をいう。 

①平均画地面積 170㎡以上 

②緑被率 25%以上 

③職住近接エリア内 

④地区計画の策定 

（良好な環境を備えた宅地整備率） 

＝（平成 17年度以降に供給された①～④の条件を全て

満たした団地の供給画地数）／（平成 17年度以降に供

給された住宅基盤整備事業（旧住宅宅地関連公共施設等

総合整備事業）を導入している団地の総供給画地数） 

 

・①については大都市地域における優良宅地開発の促進

に関する特別措置法の認定基準等を参考として設定。

・②については、都市緑地法の緑化地域の緑化率等を参

考として設定 

・③については、例えば首都圏では、東京都心まで鉄道

で 40分以内の区域または 30km圏等、地方圏では、当

該都市圏の中心都市の都心までの通勤時間が概ね 30

分以内の区域等をいう。 

 

 (目標値設定の考え方) 
長期的には、年度毎のフロー値が高止まりの状態となる

ことを目指すが、当面の目標として、各条件のトレンド

の試算等を行い、施策の実施による追加分を加味した結

果、平成 22年度の目標値として 32%を設定。 

 

 (考えられる外部要因) 
・都心、近郊および郊外の居住コストの変化（地価動向

等） 

 

 (他の関係主体) 
地方公共団体（間接補助の実施、公的開発の事業主体）、

民間事業者（事業主体） 

 

 

 

過去の実績値           （年度） 

H14 H15 H16 H17 H18 

－ － － 27.4％ 27.6% 

 

 

主な施策 

主な施策の概要 

①都市再生機構による公的宅地供給により、地域

のまちづくりと連携しつつ、居住環境のゆとり

が確保された良質な住宅地を供給する。 

予算額〔事業費〕：1,813億円(平成 18年度) 

 

②住宅市街地基盤整備事業による関連公共施設

の整備推進 

住宅市街地基盤整備事業により、都市居住の再

生、職住近接の実現等に資する良好な居住環境

を備えた住宅及び宅地の供給を促進する。 

予算額〔国費〕：609億円(平成 18年度) 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・平成 17 年度の初期値を精査した結果、初期値

27.4%が、26.6%となった。これを踏まえて目標

値の見直しを行い、平成 22年の目標値を 30.0%

と設定することとした。平成 18 年度の実績値

は速報値で 27.6%となった。 

 

・内訳を見ると、緑被率 25%以上の条件を満たす

宅地の割合が、他の条件に比べて顕著に低く、

指標値を下げる要因となっている。 
 



 

 

 

 

 

(施策の実施状況) 
・ 平成 16年度より、職住近接に資する良好な住
宅及び宅地の供給の促進を目的として住宅市

街地基盤整備事業における主要なメニューに

ついて、対象地域を三大都市圏等の職住近接

エリアに限定。平成 17,18年度も引き続き、
住宅市街地基盤整備事業において地区計画等

を策定した地区を重点的に採択することによ

り、良質な宅地の供給を推進。 
 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 平成 18年度の実績値 27.6%（速報値）は精査
後の初期値 26.6%に対して 1.0%の伸びを示
しており、目標の達成に向け順調に推移して

いることからＡ－２と評価した。 
・ 引き続き、継続団地において①～④の条件を

全て満たした団地への重点化を実施し、良好

な環境を備えた宅地供給を着実に推進してい

くことが必要である。 
 
担当課等（担当課長名等） 

担当課：土地・水資源局土地政策課 

（課長 佐々木 晶二） 

関係課：住宅局住宅総合整備課住環境整備室 

（室長 小田 広昭） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
各条件を満足する宅地の割合（平成 18年度速報値）  
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政策目標４ 住環境、都市生活の質の向上 

住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりある、質の高い生活を送ることが

できること 

 

（１４）電線類を地中化する 

都市景観や防災性の向上、安全で快適な通行空間の確保等を図るため、まちなかの幹線道路に

おける電線類の地中化を引き続き重点的に進めることが必要である。 

業績指標：市街地の幹線道路の無電柱化率 

     Ａ－２ 

目標値：15％（平成 19 年度） 

実績値：約 12％(暫定値)（平成 18 年度）

初期値：7％（平成 14 年度） 

 

○業績指標 18：市街地の幹線道路の無電柱化率 

（指標の定義） 

市街地（注１）の幹線道路(注２)のうち、電柱、電線のない延長

の割合 
（注１）都市計画法における市街化区域及び市街化区域が定められて

いない人口 10 万人以上の都市における用途地域。 

（注２）道路種別で規定されるものではないが、ここでは一般国道お

よび都道府県道 

（目標値設定の考え方） 

長期的に約 3 割(人口 10 万人以上の都市内の対象幹線道路

を中心に整備必要箇所の概成)を目指すこととして、平成 19

年度の目標を設定 

 

（考えられる外部要因） 

該当なし 

 

（他の関係主体） 

・地方公共団体（事業主体） 

・電線管理者（電気、通信、CATV 等） 

 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

 

過去の実績値の推移              （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

－ 7％ 9％ 10％ 11％ 
約 12％

(暫定値)

主な施策等 

主な施策の概要 

○電線類の地中化（◎） 

 ・幹線道路における電線類の地中化 

予算額：住環境、都市生活の質の向上 

事業費 23,079 億円の内数（平成 18 年度） 

 

(注)◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概

要が定められた社会資本重点事業に係る施策に関するもので

ある。 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・ 平成 14 年度実績値 7％に対し、平成 18 年度の実績値は約

12％(暫定値)となり、目標達成に向け進捗しているところ。 

・ 市街地の幹線道路のうち、直轄国道での無電柱化率（約

22%）に対し、補助国道（約 6%）及び都道府県道(約 8%)に

おける無電柱化率が低く、地方公共団体のより積極的な取

組みが必要。また、市区町村が管理する非幹線道路では約

1%と格差が大きい。［いずれも暫定値］ 

 

（施策の実施状況） 

・ 平成 18 年度末までに「無電柱化推進計画」（平成 16～20

年）等に基づき、全道路において 7,000km 弱（事業中を含

む）の延長を整備。 

・ 歴史的街並みを保存すべき地区、バリアフリー重点整備地

区、くらしのみちゾーン等の面的に無電柱化を推進すべき

地区において、平成 18 年度に新たに 10 地区において無電

柱化に着手。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 市街地の幹線道路については、平成 18 年度は約 1%の伸び

にとどまっているが、平成 19 年度は「無電柱化推進計画」

の後半に当たり、道路管理者・電線管理者の一層の連携に

より、指標の見込み値が目標達成の予定であることから、

A-2 と評価した。ただし、市街地の幹線道路以外は含まれ

ていないため、総合的な判断は困難であると思慮される。 

・ 「無電柱化推進計画」に基づき、新技術導入等によるコス

ト縮減を図りつつ、幹線道路における無電柱化を引き続き

推進。 

・ さらにバリアフリー重点整備地区や良好な都市環境・住環

境形成の必要な地区、歴史的街並みを保存すべき地区など

の主要な非幹線道路についても無電柱化を面的に進める。 

※評価の詳細は「平成 18 年度道路行政の達成度報告書・平成

19 年度道路行政の業績計画書」も参照されたい（URL:http:// 

www.mlit.go.jp/road/ir/ir-perform/ir-perform.html）。 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 面的な無電柱化整備に必要となる施策支援や技術支援を

行う仕組みを企画。 

担当部局等 

担当部局：道路局 地方道・環境課 道路交通安全対策室   

（室長 後藤 敏行） 

関係部局：道路局 国道・防災課    （課長 下保 修） 

都市・地方整備局 街路課  （課長 松谷 春敏） 

 



 
政策目標４ 住環境、都市生活の質の向上 

住みやすい環境、便利で利用しやすい機能を備えた快適で魅力あるまちの中で、安全でゆとりあ

る、質の高い生活を送ることができること 

 

（１５）中心市街地を再生する 

 中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推

進し、持続可能でコンパクトな都市構造への転換を図る 

 

業績指標 19：中心市街地人口比率の減少率  目標値：前年度比 0.5％減（平成 21 年度） 

     Ｂ－２         実績値：前年度比 1.1％減（平成 17 年度） 

                      初期値：前年度比 1.1％減（平成 16 年度） 

 

○業績指標 19:中心市街地人口比率の減少率 

(指標の定義) 

市全域の人口に対する中心市街地（商店街と主

要駅、市役所等への徒歩アクセスを考慮した街

なか居住を推進すべき地域※）人口の比率の減

少率。中心市街地の衰退、人口の郊外流出によ

る現在のトレンドを踏まえ、歩いて暮らせるま

ちづくり（コンパクトシティ）の実現に向けて

のメルクマールである、市全域人口に対する中

心市街地人口の比率の減少率を測定する。 

※中心市街地活性化法に基づく基本計画区域に近似し

た区域。 

 

(目標値設定の考え方) 

街なか居住推進施策等に取り組むことを前提と

して、 ５年後を目途に減少率を概ね半分とする

ことを目標とする。 

 

(考えられる外部要因) 

市町村合併による市全域の人口増 

民間による投資動向（郊外の住宅地、大型商業

施設への投資等） 

 

(他の関係主体) 

地方公共団体 

民間事業者  等 

 

過去の実績値           （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 

－ － － ▲1.1％ ▲1.1％

 

主な施策 

主な施策の概要 

○街なか居住再生ファンド 

  地方都市等の中心市街地活性化を図るため、

小規模な遊休地等を核として行われる民間の

多様な住宅等の整備事業に対して出資による

支援を行う街なか居住再生ファンドを平成 17

年度に創設し、都市の中心部への居住を推進し

ている。 

  予算額（平成 18 年度）：25 億円 

 

○地方都市等の中心市街地等における居住機能

の回復に対する支援 

  中心市街地において一定の要件を満たす住

宅整備に対し、街なか居住再生型住宅市街地総

合整備事業による支援を行い、街なか居住の推

進を図っている。 

予算額（平成 18 年度）：住宅市街地総合整備

事業 1,342 億円の内数 

 

○中心市街地活性化法の改正 

中心市街地における都市機能の増進及び経

済活力の向上を総合的かつ一体的に推進する

ため、中心市街地の活性化に関する基本理念の

創設、市町村が作成する基本計画の内閣総理大

臣による認定制度の創設、支援措置の拡充、中

心市街地活性化本部の設置等の所要の措置を

講じている。 

 

○都市計画法・建築基準法の改正 

都市の秩序ある整備を図るため、準都市計画

区域制度の見直し、大規模集客施設の立地に係

る規制の見直し、開発許可制度の見直しその他

都市計画に関する制度の整備を行っている。 

 

○暮らし・にぎわい再生事業の創設 

  中心市街地の再生を図るため、「選択と集中」

の考え方に基づき、意欲のある地区を選定し、

都市機能のまちなか立地及び空きビルの再生

並びにこれらに関連する賑わい空間施設整備

や計画作成・コーディネートに要する費用につ

いて総合的に支援する事業を平成 18 年度に創

設している。 

  予算額（平成 18 年度）：90 億円 

 

○中心市街地共同住宅供給事業の創設（優良建築

物等整備事業の拡充） 



 
中心市街地における優良な共同住宅の供給

を支援し、街なか居住の推進を図るため、平成

18 年度に優良建築物等整備事業に中心市街地

共同住宅供給タイプを追加している。 

予算額（平成 18 年度）：住宅市街地総合整備

事業 1,342 億円の内数 

 

○税制上の特例措置 

中心市街地共同住宅供給事業により賃貸住

宅を建設する者に対する所得税、法人税の割増

償却や、中心市街地共同住宅供給事業を実施す

る者に土地等を譲渡する者に対する所得税の

課税繰延といった税制上の特例措置を講じて

いる。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・平成 18 年度の実績値は集計中である。平成 17

年度の実績値は▲1.1％と、目標達成に向けた

成果を示していない。 

 

(施策の実施状況) 

・中心市街地の活性化を図るため、街なか居住再

生ファンドを平成 17 年度に創設したほか、街

なか居住再生型住宅市街地総合整備事業等の

施策により街なか居住の推進を図っている。 

・第 164回国会において中心市街地活性化法及び

都市計画法・建築基準法の改正が行われた。ま

た、平成 18 年度に暮らし・にぎわい再生事業

や中心市街地共同住宅供給事業を創設し、中心

市街地活性化の取り組みに対する支援を行っ

ている。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

  平成 17 年度の業績指標は目標達成に向けた

成果を示していないが、目標達成のための取り

組みは平成 18 年度から本格化していることか

ら、現在の施策を維持することが妥当と考えら

れ、Ｂ－２と評価した。 

  引き続き、中心市街地の活性化を総合的かつ

一体的に推進するため、補助制度の拡充、税制特

例措置といった各種施策を講じる。 

 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

○街なか居住再生ファンドの拡充 

民間の多様な住宅等の整備事業に対し十分

な支援を行い、街なか居住を推進するため、街

なか居住再生ファンドを増額する。 

 

 

課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局市街地建築課 

（課長 井上 俊之） 

関係課：都市・地域整備局 

まちづくり推進課（課長 菱田 一） 

都市計画課   （課長 由木 文彦） 

市街地整備課  （課長 松田 秀夫） 

住宅局市街地住宅整備室 

        （室長 伊藤 明子） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

政策目標５ アメニティ豊かな生活環境の形成 

 水と緑豊かで、美しい景観を有する生活環境の中で暮らせること 

 

（１６）海岸における親水空間等を形成する 

「癒し」や「憩い」といった保養型等の観光ニーズの多様化など、海岸利用に関する関心

は近年非常に高いものがある。また、平成１１年に海岸法が改正され、海岸整備の目的に

従来の防護に加え、環境や利用も新たに目的に加えられるなど、今後、環境や利用に配慮

した海岸整備を進めていく必要がある。海辺は、日常生活において潤いを感じることので

きる空間であることから、海辺を日常的に訪れることのできる利用環境に配慮し、親水性

を確保するよう海岸へのアクセスを改善していく必要がある。 

 

業績指標：人々が海辺に親しむことのできる  目標値：約 6,800km（平成 19 年度） 

     海岸の延長            実績値：約 6,800km（平成 18 年度） 

     Ａ－２               初期値：約 6,700km（平成 14 年度）

○業績指標 20：人々が海辺に親しむことができる海岸の

延長 

(指標の定義) 

安全、快適に水際まで近づくことができる海岸延長 

 

(目標値設定の考え方) 

できる限り着実に推進していくために、平成 19 年度ま

でに達成可能な値として設定。 

 

(考えられる外部要因) 

地元調整の状況等 

 

(他の関係主体) 

地方公共団体（事業主体） 

 

過去の実績値               （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

約 

6,700km 

約 

6,760km 

約 

6,780km 

約 

6,790km 

約 

6,800km

 

主な施策 

主な施策の概要 

① 観光振興に資する海岸事業（◎） 

 海岸における美しい景観の保全・再生及び海岸利

用の促進を図るため、景観や利用に配慮した構造物

の新設や既設施設の改良（離岸堤の潜堤・人工リー

フ化等）を推進する。 

予算額 1,176 億円（平成 18 年度）の内数 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にそ

の概要が定められた社会資本整備事業に係る施策

に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

 

(指標の動向) 

・平成 18 年度の実績値は約 6,800km であり、目標の達成

に向けて順調に指標値は伸びており、日常的に海岸を

訪れ、海水浴やビーチスポーツ等の海岸の利用に資す

る海岸整備が促進された。 

 

6,680

6,700

6,720

6,740

6,760

6,780

6,800

6,820

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

年度

（km）
実績値（H18年度）

約6,800km

目標値（H19年度）

約6,800km

 
(施策の実施状況) 

・ ふるさと海岸整備事業 

白鳥港海岸（香川県）を含む２５箇所で整備中 

 

・ C.C.Z.(コースタル・コミュニティ・ゾーン)  

那智勝浦海岸(和歌山県)を含む５箇所で整備中 

 

・ いきいき・海の子・浜づくり事業 

田ノ代海岸（兵庫県）、三崎港海岸（高知県）を含む

11 箇所で整備中 

 

・ 平成 17 年度に策定した「海岸景観形成ガイドライン」

を参考に、良好な海岸景観を形成するための取組みを

推進している。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標の着実な進捗が見られることからＡ－２と

評価した。 

・ 今後も、面的防護方式を取り入れ、かつ、親水性及び

景観に配慮した海岸整備の充実に努める。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局海岸・防災課（課長 栗田 悟） 

関係課：河川局海岸室（室長 岸田 弘之） 



 

 

 
政策目標５ アメニティ豊かな生活環境の形成 

水と緑豊かで、美しい景観を有する生活環境の中で暮らせること 

 

（１７）公共空間における緑化等を推進する 

都市等における緑地は、美しい景観を形成し、市民にうるおいと安らぎを提供する機能を

有すると共に、都市域におけるヒートアイランド減少の抑制に資する。緑地の保全・創出を

行い、アメニティ豊かな生活環境を形成するため、公園の整備、緑地の保全・創出、道路・

港湾等の公共空間の緑化を行う必要がある。 

業績指標：都市域における水と緑の公的空間確保量 

Ａ－１                  目標値：12 ㎡／人を約１割増 

                        （13 ㎡／人（平成 19 年度）） 

                      実績値：約８％増（平成 18 年度※） 

                      初期値：12 ㎡／人（平成 14 年度） 

                          ※速報値 

○業績指標 21：都市域における水と緑の公的空間確保量 

(指標の定義) 

都市域における（港湾の区域を含む）自然的環境（樹

林地、草地、水面等）を主たる構成要素とする空間

であり、制度的に永続性が担保されている空間の確

保量（面積）を都市域人口で除したもの。 

 

(目標値設定の考え方) 

水と緑豊かで良好な都市環境の形成を図るため、長

期的には２０㎡以上確保されたような都市を目指し

ており、現況値との勘案により、平成１９年度の目

標値約１３㎡を設定している。 

 

(考えられる外部要因) 

該当なし 

 

(他の関係主体) 

地方公共団体（事業主体） 

 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

 

過去の実績値             （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

速報値

12m2／人 約 2％増 約 4％増 約 7％増 約 8％増

 

主な施策 

主な施策の概要 

① 国営公園の整備（◎） 

わが国固有の優れた文化的資産の保存及び活用や

広域的レクリエーション需要への対応を図るため、

国営昭和記念公園等の着実な整備を推進している。

また、東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点

である国営東京臨海広域防災公園の整備を促進し

ている。 

予算額：国営公園整備  

約 261 億円(平成 18 年度国費) 

 

② 都市公園等整備事業に対する補助（◎） 

地方公共団体が行う都市公園等の整備に対して補

助を行い、都市公園等の整備を支援する。 

予算額：都市公園事業費補助 

約 734 億円（平成 18 年度国費） 

 

③ 古都及び緑地保全事業の推進（◎） 

古都及び緑地保全事業を推進することにより、身

近な緑地の保全を図る。 

予算額：古都及び緑地保全等事業補助 

約 53 億円（平成 18 年度国費） 

 

④ 緑地環境整備総合支援事業の推進（◎） 

都市公園の整備、特別緑地保全地区の指定及び市

民緑地制度による民有緑地の公開などの多様な手

法の活用による緑とオープンスペースの確保を支

援する。 
予算額：緑地環境整備総合支援事業費補助  
約 54 億円(平成 18 年度国費)  

 

⑤ 道路緑化の推進（◎） 

良好な景観を形成し、ＣＯ２の吸収など環境への

負荷を軽減するため、良質な緑の道路空間を構築

するため、植樹帯、中央分離帯の植樹等、道路緑

化を積極的に進める。 

予算額：59,249 億円(平成 18 年度事業費)の内数 

 

⑥ 河川における水際の緑化（◎） 

河川において、良好な自然環境の再生のための自

然再生や多自然川づくりにより、水と緑の豊かな

空間を確保。 

予算額：12,105 億円（平成 18 年度事業費）の内

数 

 

⑦ 急傾斜地における緑を活かした斜面対策（◎） 

山麓斜面に市街地が接している都市において、土

砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と

して、一連の樹林帯（グリーンベルト）の形成を

推進する。 

予算額：約 326 億円(平成 18 年度国費)の内数 



 

 

 

 

⑧ 港湾環境整備事業の推進（◎） 

港湾内の生活・労働環境改善などを図り、港湾空

間における良好な環境実現のため、港湾緑地を計

画的に整備する。 

予算額：約 118 億円(平成 18 年度事業費) 

 

⑨ 空港周辺緑地整備事業の推進（◎） 

特定飛行場の周辺区域（第３種区域）内の移転補

償跡地において緩衝緑地帯等を整備する。 

予算額：緩衝緑地帯等整備事業 

約 14 億円（平成 18 年度） 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画

にその概要が定められた社会資本整備事業に係

る施策に関するものである。 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 各地方公共団体からの報告等に基づく速報値は、
平成 18 年度末現在で約８％増加しており、順調に

推移しているものと考えられる。 

 (施策の実施状況) 

・ 直轄事業においては、国営アルプスあづみの公園

等 17 公園の整備を推進した。 

・ 補助事業においては、都市公園事業費補助、古都

及び緑地保全事業、緑地環境整備総合支援事業に

より、地方公共団体による緑とオープンスペース

の確保への支援を行った。 

・ 良質な緑の道路空間を構築するため、植樹帯、中

央分離帯の植樹等、道路緑化を推進した。 

・ 自然再生、多自然川づくり等を多摩川、木曽川等

で実施。 

・ 山麓斜面に市街地が接している都市において、土

砂災害に対する安全性を高め緑豊かな都市環境と

して、一連の樹林帯（グリーンベルト）の形成を

推進。 

・ 平成 18 年度に港湾緑地の整備を全国約 90 港で実

施した。 

・ 特定飛行場の周辺区域（第３種区域）内の移転補

償跡地において緩衝緑地帯等を整備した。 

・  

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標は平成18年度末現在で約８％増と順調に

推移しており、平成 19 年度から新たに事業の拡充

を行うことから、Ａ－１と評価した。 

・ アメニティ豊かな生活環境を形成するため、引き

続き、公園の整備、緑地の保全・創出、道路・河

川・港湾等の公共空間の緑化を行う必要がある。 

・ 都市公園事業においては、既成市街地等用地確保

が困難な地域において、効率的かつ積極的な都市

公園整備を推進するため、立体都市公園制度や借

地方式による都市公園整備の推進も図っていく必

要がある。 

 

 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

○緑地環境整備総合支援事業の拡充 

効率的な都市公園の整備を推進するため、市民緑

地等整備事業に借地公園の整備を追加するとともに、

官民協働による緑地の確保を推進するため、市民緑

地等の事業主体に緑地管理機構を追加。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市地域整備局公園緑地課（課長 小林 昭） 

関係課：道路局地方道・環境課道路環境調査室 

（室長 川瀧 弘之） 

河川局河川環境課   （課長 久保田 勝） 

河川局砂防部砂防計画課（課長 中野 泰雄） 

港湾局国際・環境課  （課長 小山 彰） 

航空局環境整備課   （課長 荒川 敦） 



 
 

政策目標６ 良質で安全な水の安定した利用の確保 

きれいな水、おいしい水を豊かに確保できること 

 

（１８）河川の正常な流量を確保する 

本来、河川の流水は、舟運、漁業、観光、塩害の防止、河口閉塞の防止、河川管理施設

の保護、地下水の維持、動植物の保護、流水の清潔な保持、既得用水等の安定取水等の

機能を持っており、これら河川が本来持っている機能の維持を積極的に図る必要がある。

 

業績指標：河川の流量不足解消指数 
Ａ－２           

目標値：61%（平成 18 年度） 

実績値：61%（平成 18 年度） 

                       初期値：54%（平成 13 年度） 

○業績指標 22：河川の流量不足解消指数 

（指標の定義） 

河川の代表地点において、良好な河川環境の維持等の

ために必要な目標流量に対して、不足している流量のう

ちダム等の貯留施設の完成により補給可能になった流

量の割合を示す指数。流水の正常な機能の維持を目的と

しているダム等の建設がどの程度の割合で進んでいる

かを示すことにより、ダム等による効果が適切に現れて

いるかを分かり易く評価したもの。 

（目標値設定の考え方） 

平成 18 年度までに完成するダム等により、下流河川

への渇水時に補給可能な流量の積み上げ、将来目標値に

対する充足率で評価。 

（考えられる外部要因） 

地元の調整状況等 

(他の関係主体) 

特になし 

 

過去の実績値               （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

54% 55% 56% 56% 59% 61% 

 

主な施策等 

主な施策の概要 

○河川流量の確保のためのダム建設等（◎）

河川が本来持っている流水の機能を維持するために必

要な流量を確保するためのダム等の整備を進め、河川

の利水安全度の向上を図る。 

予算額：河川総合開発事業 3,681 億円（平成 18 年度）

の内数 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 平成 18 年度の実績値は 61％であり、約 2%の順調な伸

び率のもと、平成 18 年度目標値（61%）を達成した。 

 

 

 

・ 河川の流量不足解消指数の向上にはダムの整備がな

されることが必要であるが、ダムの計画から完成まで

には長時間を要することが一般的であり、現在、指標

が向上するのは、過去の投資に依る部分が大きい。 

・ 今後も、継続的に指標の向上を図るために、計画的な

投資と事業展開が必要であるとともに、効率的な事業

執行を図っていく必要がある。 

 

 

(施策の実施状況) 

・ 平成 18 年度には、河川総合開発事業関係予算 3,681

億円をもって、ダム等の整備及び管理を行った。 

・ 平成 18 年度は、灰塚ダムをはじめとする 10 ダムを完

成させた。 

・ 厳しい予算の中、事業中のダムについては、水需要の

必要性等を勘案し、事業を峻別。必要な手続きを経て

4事業を中止する一方、本体工事中のダムに重点投資

を行った。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標は着実な進捗がみられ、平成 19 年度は徳山

ダム等が完成する予定であり、さらなる伸びが見込め

ることからＡ－２と評価した。 

・ 引き続き、事業中のダムについて、既存ダムの有効活

用も含め水需要の必要性等を厳正に吟味して事業を

峻別する。 

・ また、既存ダムの有効活用として、貯水池容量の効率

的な再配分による既存ダムの徹底活用等に取り組む。 

・ 事業を進めるに当たっては、コスト縮減を図りながら、

重点化・効率化に取り組みつつ、計画的な投資と事業

展開を行う。 

・ 平成 19 年度の目標設定に当たっては、同年度までに

完成するダム等により、下流河川への渇水時に補給可

能な流量の積み上げ、将来目標値に対する充足率から

63%とする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：河川局治水課（課長 関 克己） 



 
政策目標６ 良質で安全な水の安定した利用の確保 
 きれいな水、おいしい水を豊かに確保できること 

 
（１９）水道水源域の水質を改善する 
近年、トリハロメタン等の有害物質や異臭味の影響の問題などにより国民の水道水に対す

る信頼が低下している。また、水道事業者の対応のみでは、その供給する水道水が水道法に

掲げる水質の要件を満たさなくなる場合が生じるおそれがある。こうした状態を踏まえ、安

全で良質な水道水の供給を確保するため、下水道事業による水質の改善が求められている 
業績指標：水道水源域における下水道処理人口普及率  目標値：６０％（平成１８年度）  
                       Ａ－３   実績値：６０％（平成１７年度） 
                          初期値：４８％（平成１２年度） 

○業績指標 23：水道水源域における下水道処理 
人口普及率 

(指標の定義) 
水道水源や水道取水口の上流域に処理水を放

流する下水処理場に係る事業を実施している市

町村における下水道処理人口普及率。 
 
(目標値設定の考え方) 
将来は、水道水源域のうち下水道の計画区域

については、すべて処理することを目標として

おり、それを現況値との勘案で平成１８年度の

目標値を設定している。 
 
（考えられる外部要因） 
該当なし 
 

(他の関係主体) 
地方公共団体（事業主体） 

 
過去の実績値           （年度）

H１３ H１４ H１５ H１６ Ｈ１７

５０% ５３% ５６% ５６% ６０%
 
主な施策 

主な施策の概要 
① 水道水源域における下水道の整備 
水道水源域における下水道の整備をすすめ、普

及促進を図ることにより水道水源域への汚水

の流入を防止するため、これらの地域で下水道

事業を実施する地方公共団体に対して重点的

に補助する。 
   予算額 7,353億円の内数（平成 18年度） 
 
（注）◎を示した施策項目は、社会資本整備重点

計画にその概要が定められた社会資本整

備事業に係る施策に関するものである。 

 
 
測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 
・ 平成 17年度の実績値は 60 %であり、最終目
標を達成した。今後も普及を促進することに

より、公共用水域の水質保全を促進する。 
 
(施策の実施状況) 
・ 水道水源域における普及促進を図るため、こ

れらの地域において下水道管きょの整備や処

理場の整備など、下水道の整備を推進した。 
 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・ 水道水源域における下水道処理人口普及率は

順調に推移しており、目標を達成したことか

ら、Ａ－３と評価した。しかし、人口減少、

高齢化の進展や厳しい財政事業の中で施設の

整備が遅れる下水道未普及地域の解消し、安

全でおいしい水の確保を図るため、引き続き

これらの地域の普及を促進する。 
 
担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市・地域整備局下水道部下水道事業課

（課長 松井 正樹） 



 

政策目標６ 良質で安全な水の安定した利用の確保 

きれいな水、おいしい水を豊かに確保できること 

 

 

（２０）河川の水質を改善する  

河川水質の改善は動植物の生息・生育環境の保全等とともに、人間生活における自然とのふれ

あいや河川水利用の安全性の確保などの面からもその改善が望まれており、豊かで美しい自然

環境の保全と形成のために河川における汚濁負荷量を削減し、河川水質の改善を進めていく必

要がある。 

 

業績指標：河川における汚濁負荷削減率 

Ａ－２ 

目標値： 78%（平成 19 年度） 

実績値： 75%（平成 18 年度） 

初期値： 65%（平成 14 年度） 

○業績指標 24：河川における汚濁負荷削減率 

（指標の定義） 

河川の環境基準達成のために、河川において削減すること

が必要な汚濁負荷量のうち削減する量の割合 

（目標値設定の考え方） 

平成 15 年度から平成 19 年度までの 5 年間の河川浄化事業

における汚濁負荷削減率 

（考えられる外部要因） 

・ 地元調整の状況等 

・ 社会情勢の変化等による流入負荷の動向 

 

（他の関係主体） 

・ 地方公共団体等 

 

【社会資本整備重点計画第２章に記載】 

 

過去の実績値の推移               （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

－ 65% 68% 70% 73% 75% 

主な施策等 

主な施策の概要 

①浄化事業等の実施 

河川において浄化施設等の設置を進め、水質改善を実現する。 

予算額：12,105 億円（平成 18 年度事業費）の内数 

 

②関係機関及び流域自治体と連携による水質改善施策設置等の

整備 

劣悪な河川、都市下水路、湖沼、ダム貯水池等において水環

境改善に積極的に取り組んでいる河川管理者と関係機関及び

流域自治体が一体となって、水質改善施設等の整備を総合的

かつ重点的に実施し、水質改善を図る清流ルネッサンスⅡを

推進。 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・ 河川事業における汚濁負荷削減率は、河川浄化事業の実施

等により、平成 18 年度の実績値で 75％であり順調な指標

の進捗を見せている。 

・ 河川浄化施設の設置や下水道の整備により河川水質の改善

は着実に進んでいる。 
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石狩川 (石狩大橋)

北上川 (狐禅寺)

信濃川 (平成大橋)

木曽川 (濃尾大橋)

太田川 (玖村)

吉野川 (高瀬橋)
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綾瀬川 (手代橋)

多摩川 (田園調布堰(上))

鶴見川 (大綱橋)

大和川 (浅香（新）)

施策の実施状況） 

 平成 18 年度には大和川、霞ヶ浦等都市部の河川や湖沼を重

点的に、浄化浚渫や植生浄化等の整備を実施。 

題の特定と今後の取組の方向性 

 業績指標は着実な進捗を見せていることからＡ－２と評価

した。 

 事業の実施効果は着実に発揮されているが、河川における

汚濁負荷量削減として、都市部の河川と湖沼について、今

後も関係機関と一体となって重点的に水質改善事業を実施

する必要がある。 

当部局等 

当部局：河川局河川環境課（課長 久保田 勝） 


