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２）政策チェックアップ指標・目標値の考え方 
 
1 誘導居住水準達成率  目標値  ５３％（平成１７年度）→新たな指標・目標値を検討中 
居住水準とは、世帯の人数に応じて必要とされる住宅の規模等を定めた水準で、最低居住水準と誘導居住水準の２

つの指標がある。 

・最低居住水準・・・健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な水準。 

・誘導居住水準・・・住宅のストックの質の向上を誘導する上での指針。 

誘導居住水準については、一般型誘導居住水準（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

想定したもの）と都市居住型誘導居住水準（都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの）があ

る。 

・一般型誘導居住水準：世帯人員ごとに面積を設定し、１人世帯の住戸専用面積 37 ㎡～６人世帯（高齢夫婦を含む。）

の住戸面積 164 ㎡までを規定。 

・都市居住型誘導居住水準：世帯人員ごとに面積を設定し、１人世帯の住戸専用面積 37 ㎡～６人世帯（高齢夫婦含

む。）の住戸専用面積 164 ㎡までを規定。 

これらの達成率を指標としている。 

○目標設定の考え方  第八期住宅建設五箇年計画（注）において、平成 27 年度を目途に全国で３分の２の世帯の達

成を目指すこととなっており、それを平成 17 年度分まで年度割した（第八期住宅建設五箇年計画の最終年度が平成

17年度であるため）。 （注）国土交通省が法律に基づいて居住水準などの住宅建設の目標と公的資金による住宅建

設量を５年ごとに定める計画。 
○外部要因  世帯構成の変化等 

 
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 
 
旅客施設の段差解消  目標値  7割強（平成 19年度） 
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、交通バリアフリー法（注）に基づく移動円滑化基準第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。（注）高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に

関する法律【社会資本重点計画第 2章に記載】 

○目標設定の考え方  交通バリアフリー法に基づく移動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

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

ルについて原則として移動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。 
○ 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）、交通事業者（事業主体） 
 
視覚障害者誘導用ブロック  目標値  8割強（平成 19年度） 
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、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準第８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】 

○目標設定の考え方  交通バリアフリー法に基づく移動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

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

ルについて原則として移動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。 

○ 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）、交通事業者（事業主体） 
 
道路  目標値  約 5割(平成 19年度) 
１日あたりの平均利用者数が 5千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」（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。 
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【社会資本重点計画第 2章に記載】 
○目標設定の考え方  平成 22年まで 100％を目指す（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。 

○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
建築物  目標値  約 4割（平成 19年度） 
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、ハートビル法（注２）に基づく利用円滑化基準

（注３）を満たすものの割合。 

（注１） 学校、病院、劇場、ホテル、老人ホーム等不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、身体障

害者等が利用する建築物 

（注２） 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律 

（注３） 出入口、廊下、階段、車椅子使用者用のトイレ、エレベーター等の施設の構造及び配置に関する基準 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載】 
○目標設定の考え方  これまでの取組と平成 14 年の法改正による利用円滑化基準への適合義務化を踏まえ、平成

19年度までに 2,000㎡以上の特別特定建築物の総ストック数のうち利用円滑化基準を満たす割合の伸びを想定。 

○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） 
 
住宅  目標値  約１割（平成 19年度） 
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 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載】 
○目標設定の考え方  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。 

○ 外部要因  新規住宅着工数、リフォーム件数等 

 

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 
 目標値  30.0%（平成 20年度） 

床面積 2,000 ㎡以上の特別特定建築物（注１）のフローのうち、ハートビル法（注２）に基づく誘導的基準（注３）に適合

するものの割合 

（注 1）学校、病院、劇場、ホテル、老人ホーム等不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、 
身体障害者等が利用する建築物 

（注２）高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律。 

（注３）出入口、廊下、階段、車椅子使用者用のトイレ、エレベーター等の施設の構造及び配置に関する 
誘導的基準。 

○目標設定の考え方  ユニバーサルデザインの考え方を含めたより高いレベルのバリアフリー化が社会的に求めら

れている中で、すでにハートビル法によって義務付けがされている基礎的基準を満たす建築物の普及とともに、誘導

的基準を満たす建築物の建築についても誘導していく必要がある。認定建築物に対する税制上の特例措置や低利

融資制度等による効果を見込み、平成 20 年度における目標値を設定した。 

○外部要因  経済状況等による建設コストの変動等 
○他の関係主体  事業主体 
 
４ 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     目標値  30％（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
床面高さ 65センチメートル以下の車両。 
○目標設定の考え方 
低床バス及びノンステップバスについては、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化の促進に関する基本方針において、

バス車両に関し原則として 10年から 15年で低床化された車両に代替すること、平成 22年までにバス総車両の 20%か

ら 25%をノンステップバスとすることを目指しており、それを現況値との勘案で平成 17年度の目標値を設定している。 
○ 他の関係主体  ・地方公共団体（事業主体）・交通事業者（事業主体） 

 

ノンステップバス  目標値  10％（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
乗降口に階段のない車両。 

○目標設定の考え方 
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低床バス及びノンステップバスについては、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化の促進に関する基本方針において、

バス車両に関し原則として 10年から 15年で低床化された車両に代替すること、平成 22年までにバス総車両の 20%か

ら 25%をノンステップバスとすることを目指しており、それを現況値との勘案で平成 17年度の目標値を設定している。 

○ 他の関係主体  ・地方公共団体（事業主体）・交通事業者（事業主体） 
 
福祉タクシー  目標値  10,000両（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
寝台専用車、車椅子専用車、兼用車両であり、乗降設備としてリフトやスロープがある車両。 

○目標設定の考え方 
福祉タクシーについては、平成 15 年度政策チェックアップにおいて目標の見直しを行っており、移動手段として福祉タク

シーに頼らざるを得ない要介護者の移動手段の確保を最優先課題として、こうした人々が少なくとも週１回の外出が可

能となることを目指すとともに、現在の車両数の導入状況も踏まえ、当面（平成 17年度末までの）の目標を 10,000台と

している。 

○ 他の関係主体  ・地方公共団体（事業主体）・交通事業者（事業主体） 
 
５ 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  目標値  20％（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準第 29条から第 33条（乗降口、客室、連結部等の基準）に適合する車両。 

○目標設定の考え方 
交通バリアフリー法に基づく移動円滑化の促進に関する基本方針において、平成 22年までに鉄軌道車両については総

車両数の約 30%、旅客船については総隻数の約 50%、航空機については、総機材数の約 40%を移動円滑化することを目

指しており、それを現況値との勘案で平成 17年度の目標値を設定している。 

○ 他の関係主体  ・地方公共団体（事業主体）・交通事業者（事業主体） 
 
旅客船   目標値  25％（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 

移動円滑化基準第 41条から第 55条（出入口、客室、便所等についての基準）に適合する船舶。 

○目標設定の考え方 
交通バリアフリー法に基づく移動円滑化の促進に関する基本方針において、平成 22年までに鉄軌道車両については総

車両数の約 30%、旅客船については総隻数の約 50%、航空機については、総機材数の約 40%を移動円滑化することを目

指しており、それを現況値との勘案で平成 17年度の目標値を設定している。 
 
航空機   目標値  35％（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 

移動円滑化基準第 56条から第 61条（通路、客室、便所等の基準）に適合する航空機。 

○目標設定の考え方 
交通バリアフリー法に基づく移動円滑化の促進に関する基本方針において、平成 22年までに鉄軌道車両については総

車両数の約 30%、旅客船については総隻数の約 50%、航空機については、総機材数の約 40%を移動円滑化することを目

指しており、それを現況値との勘案で平成 17年度の目標値を設定している。 

○ 他の関係主体  ・地方公共団体（事業主体）・交通事業者（事業主体） 

 

６ ３人以上世帯の誘導居住水準達成率    目標値  43％（平成 17年度）→→新たな指標・目標値を検討中 
居住水準とは、世帯の人数に応じて必要とされる住宅の規模等を定めた水準で、最低居住水準と誘導居住水準

の２つの水準がある。 

・最低居住水準・・・健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な水準。 

・誘導居住水準・・・住宅のストック質の向上を誘導する上での指針。 

誘導居住水準については、一般型誘導居住水準（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

を想定したもの）と都市居住型誘導居住水準（都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの）

がある。 

・一般型誘導居住水準 ：世帯人員ごとに面積を設定し、１人世帯の住戸専用面積 50 ㎡～６人世帯（高齢夫婦

を含む。）の住戸専用面積 164 ㎡までを規定。 

※3人世帯の場合：98 ㎡ 

・都市居住型誘導居住水準：世帯人員ごとに面積を設定し、１人世帯の住戸専用面積 37 ㎡～６人世帯（高齢夫

婦を含む。）の住戸専用面積 129 ㎡までを規定。 

※3人世帯の場合：75 ㎡ 

ファミリー世帯が子育てしやすい居住水準になっているかを調べるため、３人以上の世帯に対する達成率を指標

としている。 

○目標設定の考え方 
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第八期住宅建設五箇年計画の策定において、３人以上世帯の誘導居住水準の達成率について平成 27 年度を目途

に５割強の世帯の達成を想定しており、それを平成 17 年度分まで年度割した（第八期住宅建設五箇年計画の最

終年度が平成 17 年度であるため）。 
○ 外部要因  ・世帯構成の変化等 
○ 他の関係主体   
 
７ 自然体験活動拠点数   目標値 420箇所（平成 18年度） 
「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。 
○外部要因  地域の気運の盛り上がり、環境教育の動向 
 
８ 歩いていける範囲の都市公園の整備率     目標値 66％（平成 19年度） 
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。 

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。 
○ 他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
9 都心部における住宅供給戸数    目標値 100万戸（平成 17年度） 指標を廃止 （平成 8年度からの累計） 
東京１４区（千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、渋谷区、中野区、

豊島区、荒川区）、名古屋７区（千種区、東区、西区、中村区、中区、熱田区、中川区）、大阪市の新築住宅着工戸数の

合計。 

○目標設定の考え方 
大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する基本方針（告示）により、平成８年度から平成 17 年度までに１００

万戸と設定。 
○ 外部要因  地価、住宅価格の下落や市場金利の動向等 
○ 他の関係主体  地方公共団体（都市計画の決定等） 
 
10 １人あたり都市公園等面積    目標値 9.3㎡/人（平成 19年度） 
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あ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。 
○ 他の関係主体  ・地方公共団体（事業主体） 
 
11 汚水処理人口普及率  目標値  86％（平成 19年度） 
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。 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方 
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。 
○ 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） 

 

12 下水道処理人口普及率  目標値  72％（平成 19年度） 



 162

総人口に対して下水道を利用できる人口の割合 

【社会資本整備重点計画第 3章に記載あり】 

○目標設定の考え方 
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。 
○ 他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 

13 都市空間形成河川整備率   目標値  40％（平成 18年度） 
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河畔を確保した河川

延長の割合。 

○目標設定の考え方 
過去 10 年の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 
○ 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） 
 
14 良好な環境を備えた宅地整備率   目標値  46％（平成 17年度）→来年度は指標の定義を見直し更新 
「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、H12 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公共用地率 30％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）＝（H12 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）／（H12 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および②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。 

・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、H17年度の目標値として 46%を設定。 
○ 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） 
 
15 市街地の幹線道路無電柱化率  目標値  15％（平成 19年度） 
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 

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【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 
○目標設定の考え方 
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 
○ 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） 

 
16 中心市街地人口比率の減少率   目標値  ▲0.5％（平成 21年度） 
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。 

○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 
 
17 人々が海辺に親しむことのできる海岸の延長    目標値  約 6,800km（平成 19年度） 
安全、快適に水際まで近づくことができる海岸延長【社会資本整備重点計画第３章に記載】 
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○目標設定の考え方  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。 
○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） 
 
18 都市域における水と緑の公的空間確保量       目標値  13 ㎡/人（12 を約 1割増）(平成 19 年度)  
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。 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  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。 
○ 他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
19 河川の流量不足解消指数     目標値 61％（平成 18年度） 
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。 
○目標設定の考え方  Ｈ18 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。 
○外部要因  地元調整の状況等  
 
20 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） 
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。 
○ 他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
21 河川における汚濁負荷削減率    目標値  78％(65％を 13％削減)(平成 19年度) 
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 

【社会資本整備重点計画第２章に記載】 

○目標設定の考え方  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 
○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 

 

22 洪水による氾濫から守られる区域の割合     目標値  62％（平成 19年度） 
当面の計画として、大河川においては３０年～４０年に１度程度、中小河川においては５年～１０年に一度程度発生 

する規模の降雨において、洪水の氾濫の防御が必要な区域に対し、防御されている区域の割合 
【社会資本整備重点計画第２章に記載】 

○目標設定の考え方  長期的には 100%を目指す。平成 19 年度までに実施予定の事業及び過去の事業の完了状況から設定。 
○外部要因  地元調整の状況等 
 
23 床上浸水を緊急に解消すべき戸数     目標値  6万戸（平成 19年度） 
過去１０年間（平成４年から平成１３年までの間）に床上浸水を受けた家屋のうち、被災時と同程度の出水で、依然と

して床上浸水被害を受ける可能性のある家屋数【社会資本整備重点計画第２章に記載】 
○目標設定の考え方  長期的には０を目指す。平成１９年度までに実施予定の事業により見込まれる成果から設定。 
○外部要因  地元調整の状況等 
 
24 流下能力不足橋梁数       目標値  3,500橋（平成 18年度） 
河川を横断している鉄道橋、道路橋等のうち、洪水時の疎通能力が著しく不足している（河積不足、余裕高不足等）橋

梁数をいう。ただし、橋梁架替をせずに河床掘削等によりネック部解消が図られる橋梁は該当しないものとする。 
○目標設定の考え方  近年橋梁架替をした実績から、年平均着工橋梁数と平均工期より、今後５年間での目標橋梁

数を設定。 
○外部要因  地元調整の状況等 
○他の関係主体  地方公共団体（河川管理者）等 
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25 下水道による都市浸水対策達成率      目標値  54％（平成 19年度） 
公共下水道又は都市下水路における都市浸水対策の整備対象区域の面積のうち、概ね５年に１回程度の大雨に対して安全

であるよう、すでに整備が完了している区域の面積の割合。 

○目標設定の考え方  将来は、少なくとも１０年に１回程度の大雨に対する雨水安全度が確保され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。 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 

26 ハザードマップ認知率 
洪水  目標値  70％（平成 18年度） 

「ハザードマップ認知率（洪水）」とは、直轄管理区間の河川に係るハザードマップ作成対象市町村において、マップが作

成され、認知されている世帯数の割合。 
○目標設定の考え方  直轄管理区間の河川に係る浸水想定区域図を提供する市町村全てに対し、市町村のハザードマップ
作成、周知等を支援することと併せて、公表後に洪水が発生した地域におけるマップ認知の調査事例を参考に目標を算出。 

○他の関係主体  地方公共団体（ハザードマップ作成主体） 

火山  目標値  76％（平成 18年度） 
「ハザードマップ認知率（火山）」とは、火山ハザードマップの作成が必要な主要火山周辺市町村における人口のうちハザー

ドマップの配布･周知がなされ、内容を認識している人口の割合を示すもの。 

○目標設定の考え方  ハザードマップを公表、または各戸配布していない火山について、各戸配布予定年度を各地方自治
体に確認して、年度ごとに積上げ。 

○他の関係主体  地方公共団体（ハザードマップ作成主体） 
 
27 台風中心位置予報の精度      目標値  360ｋｍ（平成 17年）→260Km（平成 22年）に更新 
72 時間先の台風中心位置の予報誤差(km)（台風の進路予報円の中心位置と対応する時刻における実際の台風

中心位置との距離の差）を当該年を含む過去 3年間で平均した値 

○目標設定の考え方 平成 12 年までの過去 3年間における予報誤差の平均は 443 ㎞である。新たな数値予報技術の開発等
により、5年間（平成 17 年）で約 20％の改善目標（同平均 360 ㎞）が適切と判断。 

 
28 土砂災害から保全される戸数     目標値  140万戸（平成 19年度） 
全国の土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所において、砂防事業、地すべり対策事業、

急傾斜地崩壊対策事業を実施することにより、土石流、地すべり及び急傾斜地の崩壊による土砂災害から保全（安

全が確保）される家屋等の総戸数。【社会資本整備重点計画第２章及び第３章に記載】  

○目標設定の考え方 長期的には事業の実施の対象となっている全ての家屋等の保全を図る。平成１９年までに実施予定
の事業により見込まれる成果から設定。 

○外部要因  地元調整の状況等。開発行為による新規の住宅地等の増大。 

 
29 土砂災害から保全される災害要援護者関連施設数        目標値  4,100数（平成 19年度） 
土砂災害から保全される戸数のうち災害時要援護者関連施設（病院、老人ホーム、幼稚園等）の総数。 

【社会資本整備重点計画第２章及び第３章に記載】※ 社会資本整備重点計画においては、災害時要援護者は災害弱者として記載 

○目標設定の考え方  長期的には事業の実施の対象となっている全ての災害時要援護者関連施設の保全を図る。平成１９
年までに実施予定の事業により見込まれる成果から設定。 

○外部要因  地元調整の状況等・開発行為による新規の災害弱者関連施設の増大 
 
30 津波・高潮による災害から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面積 
                                               目標値 約 10万 ha（平成 19年度） 

各地区の海岸で発生すると想定される津波・高潮に対し、防護が不十分な海岸における背後地域の浸水想定面積 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  長期的にゼロを目指すことを目標に、平成 19 年度までに達成可能な値として設定 
○外部要因  宅地開発等による防護対象面積の増加 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 

 
31 災害時に広域的な救援ルートが確保されている都市の割合      目標値  76％（平成 19年度） 
地域の生活の中心都市(注１)のうち、隣接する地域の生活の中心都市への道路の防災･震災対策が完了している

(注２)ルートを少なくとも一つは確保している都市の割合。 
（注１）陸路で連絡する隣接二次生活圏の存在しない圏域を除く二次生活圏（北海道については地方生活圏）の中心都市をさす。ただし、二次生活圏が設定されていない

首都圏・近畿圏・中部圏については、都府県庁所在地を用い、同一の二次生活圏に複数の中心都市が存在する場合は人口の多い都市を対象にしている。【合計約 300都

市】 
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 二次生活圏とは、高度な買い物ができる商店街や専門医を持つ病院、高等学校等の広域利用施設に準じた施設に、概ねバスで 1 時間程度で行ける範囲の圏域（半径
6～10km程度） 

 地方生活圏とは、総合病院、各種学校、中央市場等の広域利用施設に、概ね 1～1.5時間程度で行ける範囲の圏域（半径 20～30km程度） 

（注２）橋脚の耐震補強及び 5年確率で通行規制が発生する可能性のある事前通行規制区間の防災対策が完了していること。 

【社会資本整備重点計画第２章に記載】 

○目標設定の考え方  長期的に概成を目指すこととして、平成 19年度の目標を設定 
○外部要因  事前通行規制区間が新たに追加される場合、もしくは通行規制基準が見直された場合・地元調整の状

況等 
○他の関係主体  地方公共団体等 
 

32 地震時に防護施設の崩壊による水害が発生する恐れのある地域の解消 
                                                 目標値  約 10,000Ｈａ（平成 19年度） 
ゼロメートル地帯等（注）において河川管理施設や海岸保全施設が大規模な地震に対する強度が不十分なため、浸水被害か

らの防護が不十分な地域の面積（注）地盤面が海水面より低い地域 

ここでは海水面の高さを朔望平均満潮位（大潮時の平均的な満潮位）と定義しており、一般的な標高を表す海抜０ｍ以

上の土地も“ゼロメートル地帯等”に含む。【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  長期的にゼロを目指すことを目標に、平成 19 年度までに達成可能な値として設定 
○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） 
 

33 多数の者が利用する一定の建築物及び住宅の耐震化率 
建築物  目標値  約２割（平成 19年度） 
新耐震基準以前に建築された特定建築物のうち、耐震診断の結果、改修が不要と判定されたもの、耐震改修を実施

したもの及び建替・除去を行ったものの割合。 

・「新耐震基準」とは、「昭和 56年 6月 1日施行の建築基準法施行令改正に係る建築物の耐震基準」をいう。 

・「特定建築物」とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7年法律第 123号）第２条に規定されている、現行

の耐震基準を満たしていない多数の者が利用する一定の用途・規模の建築物」をいう。  
 【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】        
○目標設定の考え方  直近数年間の新耐震基準以前の特定建築物の耐震化の状況を踏まえ、平成１9 年度目標を

設定した。 
○外部要因  目標達成には、建築物の耐震改修・古い建築物の除去のペースが維持される必要があるが、それらは

経済状況等に影響される。 
住宅  目標値  約 65％（平成 19年度） 
住宅総数のうち、耐震性を有するもの（新耐震以降に建築されたもの、耐震診断の結果、改修が不要と判定されたも

の、耐震改修を実施したもの及び建替・除去を行ったもの）の割合。 

・「新耐震基準」とは、「昭和 56年 6月 1日施行の建築基準法施行令改正に係る建築物の耐震基準」をいう。            

 【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】※ 社会資本整備重点計画での住宅の耐震化率とは、住宅総数に対す

る耐震性を有する住宅数の実数の割合としているものである。一方、平成 17年 3月 30日に開催された中央防災会議

では、住宅の耐震化率を現状の 75％（H15）から 90％（H27）としたが、これは住宅総数に対する耐震性を有すると推計さ

れる住宅数の割合であり、社会資本整備重点計画での耐震化率とは算定方法が異なるものである。 

○目標設定の考え方  住宅・土地統計調査のデータベースに、耐震診断・改修に対する補助制度の活用状況を踏ま

え、目標を設定した。 

○外部要因  目標達成には、住宅の耐震改修・古い住宅の除却のペースが維持される必要があるが、それらは経済

状況等に影響される。  
 
34 一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一箇所以上確保された大都市の割合 
                                               目標値  約 25％（平成 19年度） 
人口 20 万人以上の大都市（東京特別区、政令指定都市、中核市、特例市）における、災害応急対策施設のうち「備

蓄倉庫」「耐震性貯水槽」「放送施設」が整備され、地域の避難・防災の拠点となる面積 10ha 以上のオープンスペース

（注）が確保された都市の割合（なお、東京特別区及び政令指定都市においては、区を１都市と扱う。） 
（注）誰もが簡単にアクセスできて、永続性が担保される公的空間。【社会資本整備重点計画第２章及び第３章に記載あり】 

○目標設定の考え方  都市の防災機能の飛躍的向上を図るため、長期的には 100％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 25％を設定している。 
○外部要因  地方公共団体（事業主体） 
 
35 港湾による緊急物資供給可能人口       目標値  約 2,600万人 （平成 19年度） 
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大規模地震の切迫性の高い観測強化地域（注１）、特定観測地域内（注２）の港湾において、耐震強化岸壁等の整備により

緊急物資等の供給が可能な人口。 

（注１）地震予知連絡会が選定。異常が発見された場合に、さらに観測を強化して異常を確かめる必要のある地域を指す。

具体的には南関東、東海の２地域。 

（注２）地震予知連絡会が選定。要件は、①過去に大地震があって、最近大地震が起きていない、②活構造地域、③最近地

殻活動が活発、④社会的に重要な地域であること。具体的には宮城県東部・福島県東部、名古屋・京都・大阪・神戸地区

等。【社会資本整備重点計画第２章及び第３章に記載】 

○目標設定の考え方  長期的に供給可能総人口、約３，６００万人を目指すことを目標に、平成１９年度までに実施可能
な整備により見込まれる緊急物資供給可能人口を設定。 

○ 他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 

36 地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地(約 8,000ha)のうち最低限

の安全性が確保される市街地の割合       目標値  約 3割（平成 19年度） 
密集市街地のうち、延焼危険性が特に高く地震時等において大規模な火災の可能性があり、そのままでは今後 10
年以内に最低限の安全性を確保すること（※）が見込めないことから重点的な改善が必要な密集市街地（全国約
8,000ha）の中で、最低限の安全性が確保される市街地の割合。（※）地震時等において同時多発火災が発生したとし
ても、際限なく延焼することがなく、大規模な火災による物的被害を大幅に低減させ、避難困難者がほとんど生じないこ
とをいい、市街地の燃えにくさを表わす指標である不燃領域率で 40%以上を確保すること等をいう。不燃領域率とは、市
街地面積に占める耐火建築物の敷地及び幅員６ｍ以上の道路等の公共施設面積の割合。当該指標は５年に一度の
調査である都市計画基礎調査等を用いて把握している。【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  都市計画基礎調査等をベースに地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改

善すべき密集市街地を抽出し、各種事業の事業進捗率等のデータを踏まえ、目標を設定した。 
 
37 海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数     目標値  200人以下（平成 17年度） 

220人以下（平成 22年度）に更新 
衝突・転覆等の海難に伴う死亡・行方不明者及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者の総数 

○目標設定の考え方  海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数を限りなくゼロに近づけることが目標であ
ることは言うまでもないが、昭和４６年から平成１１年までのデータを用いて回帰分析を行うと、従来からの施策が継続さ

れた場合、平成１７年は、死亡・行方不明者数が２６０人と試算される。さらに、救命胴衣の着用率の向上、海難救助体制

の強化によるリスポンスタイムの短縮により約６０人低減させることとし、２００人を目標とした。 
○外部要因  小型船舶隻数の増減、台風に伴う海難及び外国船の海難による死亡・行方不明者数の増減 
 
38 ふくそう海域における航路を閉塞するような大規模海難の発生数   目標値  0件(平成 17年度以降毎年度) 
ふくそう海域において、一般船舶（全長 50m 以上）が通常航行する航路を閉塞、または閉塞するおそれがある

海難の発生数＊ふくそう海域：東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港（海上交通安全法または港則法適用海域に

限る。）【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 
○目標設定の考え方  過去の実績として、平成 9 年に東京湾でダイヤモンドグレース号の事故が発生して以来

ふくそう海域における大規模海難は発生しておらず、次年度以降も発生数０を目標とする。 
○外部要因  マリンレジャーの進展等による海域利用の複雑化、沿岸部の埋立等大規模プロジェクトの進展による可

航水域の減少、航行形態の変化 
 
39 航空機に対するハイジャック・テロの発生件数     目標値  0件（平成 16年度以降毎年度） 
国内空港出発の航空機に係るハイジャック及びテロの発生件数。 

○目標設定の考え方  国内空港出発の航空機に係るハイジャック及びテロ（爆破等）の発生件数ゼロを目標とする。また、長期
的にも常時ハイジャック及びテロの未然防止ができる状態を維持する。 

○外部要因  治安情勢の変動 

○他の関係主体  警察庁（警備業法に基づく空港保安警備１級及び２級の指定講習を空港保安検査員に実施している（財）空港
保安事業センター（公益法人）を共管。） 

 
40 国内航空における事故発生件数 

         目標値 18.4 を約 1割削減(16.6)(平成 15 年～平成 19 年の平均) 

国内航空における大型飛行機、小型飛行機及びヘリコプターの航空事故（航空法第 76条に定める事故（航空機の墜落、衝突、人

の死傷等））の年間発生件数(5年間の平均)。【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 
○目標設定の考え方 航空安全性向上に関する諸施策を講じることにより、航空事故の発生件数（平成 15 年～19 年の 5 ヵ年平

均値）を現況値 (平成 10年～14年の 5 ヵ年平均値)の約 1割減とすることを目標とする。また、長期的にもできる限り着実に縮

減していく。 
○外部要因  気象条件 
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41 道路交通における死傷事故率     目標値  108件/億台キロ(118を約 1割削減)(平成 19年)  
自動車走行台キロ当たりの死傷事故件数（1件／億台キロとは、例えば 1万台の自動車が 1万キロ走行した場合、

平均 1件の死傷事故が発生することを意味する。）【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  何も対策をしない場合、交通量に比例して死傷事故が増加すると仮定する。その場合の平成

19年の死傷事故件数の推計値から、過去の実績を基に算出した各種の交通安全対策の事故抑止効果分を差し引き、

対策を実施した場合の平成 19 年の死傷事故件数を算出する。この件数を平成 19 年の推計交通量で除し、平成 19

年の死傷事故率として設定。 
○外部要因  交通安全思想の普及状況 
○他の関係主体  警察（指導取締り）、公安委員会（交通規制） 
 
42 あんしん歩行エリア内の全死傷事故及び歩行者・自転車死傷事故の抑止率 
歩行者・自転車死傷事故の抑止率  目標値 約２割,約 3割（平成 19年度） 
対策を実施するあんしん歩行エリア内において抑止される死傷事故件数及び歩行者又は自転車利用者が死傷者と

なる死傷事故件数の割合 
○目標設定の考え方  過去の類似の交通安全対策の実績を基に、あんしん歩行エリアの整備による事故抑止効果を

算出。 
○外部要因  交通量の変動、交通安全思想の普及状況 
○ 他の関係主体  警察（指導取締り）、公安委員会（交通規制） 
 
43 事故危険箇所対策実施箇所の死傷事故の抑止率   目標値  約 3割（平成 19年度） 
対策を実施する事故危険箇所において抑止される死傷事故件数の割合 

○目標設定の考え方  過去の類似の交通安全対策の実績を基に、事故危険箇所の整備による事故抑止効果を算

出。 
○外部要因  交通量の変動、交通安全思想の普及状況 

○他の関係主体  警察（指導取締り）、公安委員会（交通規制） 

 
44 車両対車両衝突事故における死亡事故（正面衝突）    目標値  3.2％（平成 17年度） 

→3.0%（平成 22年度）に更新 
正面衝突時における死亡事故率。 

○目標設定の考え方  前面衝突時の車両の被害軽減対策により、車両対車両の衝突事故における死亡事故件数（正面衝突）
が３％程度に減少すると見込まれるものとして設定したもの。 
○外部要因  救助・救急体制の整備 
 
45 事業用自動車の運行管理に起因する事故割合     目標値  50％（平成 17年度） 

→50%（平成 22年度）に更新 
事業用自動車の事故について、自動車事故報告規則に基づき報告された事故のうち、事業者及び運行管理者に

よる運行管理に主な原因があるものとして分類したものの割合。これにより、事故発生件数の増減があった場合

に、運行管理の充実等による防止効果を的確に把握することが可能である。 

○目標設定の考え方  運輸技術審議会答申（平成 11 年 6 月）で事業用自動車による第 1当事者事故件数を 2010

年までに 20％削減させる目標が示されていることから中間的な目標を示したもの。 
○外部要因  交通量、事業者数、車両台数 

○他の関係主体  警察庁（事故・違反通報）、厚生労働省（労基通報） 
 
46 遮断機のない踏切道数    目標値  4,800箇所（平成 17年度）→4,000箇所（平成 22年度）に更新 
「遮断機のない踏切道数」とは、第 3種（遮断機はないが踏切警報機が設置されているもの）及び第 4種（遮断機及び踏

切警報機が設置されていないもの）踏切道数のことをいう。 

○目標設定の考え方  平成 13 年度～平成 17 年度における遮断機の整備目標数＊と立体交差化等による踏切除却見込数を
もとに設定。長期的に見ても、できる限り着実に削減していく。 
＊目標数：600 箇所（「第 7次踏切事故防止総合対策について」（交通対策本部決定）に明記） 
○外部要因  既存路線の廃止 

○他の関係主体  鉄道事業者、地方公共団体 
 
47 急曲線における速度超過防止用ＡＴＳ等の設置率（緊急整備計画に基づくもの） 

                                               目標値 100％（平成 21年度） 
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「急曲線における速度超過防止用ＡＴＳ等の設置率（緊急整備計画に基づくもの）」とは、平成 17 年４月に発生した JR
福知山線脱線事故後、全国の鉄道事業者が急曲線部に設置することとした速度超過防止用 ATS 等の計画に対し、整備された

箇所の割合。 

○目標設定の考え方  福知山線事故後、平成 17 年 5月に「急曲線に進入する際の速度制限に関する対策について」にお
いて、曲線の手前の運転速度で曲線部に進入した場合に転覆脱線に至るおそれのある箇所については、平成 21 年度末まで

に整備することとされており、これにより目標を設定している。 
○ 他の関係主体  鉄道事業者 
 
48 地方中小鉄道におけるＡＴＳ設置率（誤出発防止機能を有するもの）   目標値 100％（平成１８年度） 
「地方中小鉄道における ATS 設置率（誤出発防止機能を有するもの）」とは地方中小鉄道の営業キロ（km）に対する ATS 設

置キロ（km）の割合。（ただし、タブレット等により誤出発防止等の安全の確保を行っている路線を除く。） 

○目標設定の考え方  列車衝突事故の防止に効果的な ATS を全地方中小鉄道（ただし、タブレット等により誤出発防止等
の保安の確保を行っている路線を除く。）に設置することを目標とする。 

○外部要因  新線の開業・既設路線の廃止 

○他の関係主体  鉄道事業者（事業主体）、地方公共団体（財政支援） 
 
49 地下鉄道の火災対策基準を満たす地下駅の割合       目標値  100％（平成 20年度） 
 全地下駅のうち、「地下鉄道の火災対策基準（昭和 50 年制定）（注）」を満たす火災対策設備の整備がなされている駅の割
合。（注：地下駅等において地上への異なる 2以上の避難経路の設置、ホーム・コンコース等における排煙設備の設置等を定

めている基準） 

○目標設定の考え方 平成 15 年度に「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令
の整備等に関する省令」を改正し、「地下鉄道の火災対策基準」を満たしていない地下駅等の火災対策設備については、平

成 20 年度末までに同基準を満たすよう整備を義務付けており、これにより目標を設定している。 

○ 他の関係主体  鉄道事業者（事業主体） 

 

50 港湾におけるプレジャーボートの適正な係留・保管率    目標値  55％（平成 18年度） 
港湾内におけるプレジャーボートの確認艇隻数のうち、適正に係留・保管されている隻数の割合。 

○目標設定の考え方  現在整備中で平成 18 年度までに完了予定の施設に加え、近年における当施策への投資量を基に設
定。また中長期的には、港湾における放置艇の解消を目指す。 
○外部要因  プレジャーボートの需要の変動、施設整備に係る地元調整の状況等 

○ 他の関係主体  地元公共団体(事業主体) 
 
51 重要港湾において不正侵入を防止する設備を完備している外航船用の公共港湾施設の割合 
                                         目標値 100％（平成 17年度）→指標を廃止 

重要港湾における外航船が係留する公共港湾施設のうち、不正な侵入を防止するために法令で定めたフェンス、ゲート、

照明、監視カメラ等の設備を完備している外航船が係留する公共港湾施設の割合を表したもの。 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 
○目標設定の考え方  2002 年 12 月に改正された SOLAS 条約により、外航船の用に供せられる港湾施設について 2004 年 7
月から不正な侵入を防止するなどの保安対策を実施する義務が課せられる見込みである。このため、公共港湾施設におい

ては、今後、早急に、取扱形態ごとに定められる基準に沿って、テロリスト等の不正な侵入を防止するためフェンス、ゲ

ート、照明、監視カメラ等の設備を備える必要がある。この措置については、条約を受けた国内法において措置を講ずる

ことが義務付けられるため、重要港湾における外航船が係留する公共港湾施設について目標値を 100％としたもの。 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
52 道路構造物保全率 
橋梁  目標値  93％（平成 19年度） 
直轄国道における橋梁のうち、今後 5年間程度は通行規制や重量制限の必要がない段階で、予防的修繕が行われ
ている延長の割合【社会資本整備重点計画第 3章に記載あり】 

○目標設定の考え方  今後、高度成長期に数多く建設された橋梁などの道路ストックが急速に高齢化する更新時代

を迎えるにあたり、平成 19年度までに保全率を 100%とすることを目標として設定。 
○外部要因  地震、豪雨等の大規模自然災害の発生 
舗装  目標値  現在の水準(91%)を維持（平成 19年度） 

直轄国道のうち、路面の轍やひび割れによる振動や騒音が少なく、道路利用者が快適に感じる延長の割合【社会資本整
備重点計画第 3章に記載あり】 

○目標設定の考え方  現在の水準を維持することを目標として設定 
○外部要因  地震、豪雨等の大規模自然災害の発生 
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53 海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数    目標値  0件（平成 17年度以降毎年度） 
海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数。 

○目標設定の考え方  海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数０を長期的に維持することを目的とする。 
 
54 薬物・銃器密輸事犯の摘発件数      目標値  22.0件（平成 14年～18年の平均） 
当該年を含む過去 5年間における薬物・銃器密輸事犯の摘発件数（海上保安庁関与分）の平均値をいう。 
○目標設定の考え方  過去 5 年間の最高値が 22.2 件であり、また初期値が 20.6 件であることを勘案し、22.0 件以上を
当面の目標とする。 
○他の関係主体  財務省、警察庁等（関係取締機関） 
 
55 船員災害発生率     目標値  11.2‰（平成 18年度） 
毎年４月１日より翌年３月 31 日までの間に発生した災害（転倒、船舶の機器によりはさまれる等の事故、海

難、海中転落等）により死亡・行方不明又は３日以上休業した船員の船員千人あたりの率 

○目標設定の考え方  平成 15 年度から平成 19 年度までの５年間に死傷災害の発生率（年間千人率）を平成 14

年度に比べ 20％減少させる。 

① 全国平均の災害発生率を上回っている地域（地方運輸局単位）においては、全国平均まで減少させるととも
に、さらに発生率を５％減少させることを努力目標とした。 

② 全国平均の災害発生率を上回っている地域においては、発生率を 10％減少させることを努力目標とした。 
①及び②の考え方に基づき平成 10～12 年度の３年平均の発生件数を基礎として目標を算出した。 
○外部要因  海運業、漁業の置かれている経済状況、船員の労働条件（労働時間等）、船舶及び陸上作業機器・

設備の構造に係る問題・海上及び港における救急・救護体制 
 
56 ディーゼル自動車の平均燃費       目標値  13％向上（平成 7年度比）（平成 17年度）→指標を廃止 
ディーゼル自動車が１リットルの燃料で走行することができる距離の平均のことである。 

○目標設定の考え方  地球温暖化対策推進大綱（平成 10 年６月）に掲げられている目標（自動車の燃費につい

て 2010 年度までに 1995 年度比 15％乃至 20％超の向上を目指す）を踏まえ、2005 年度に設定されているディ

ーゼル自動車（乗用車・貨物車(車両総重量 2.5t 以下)）の燃費目標基準の効果を考慮して設定。 
○外部要因  乗用車・貨物車別の出荷台数比率・ディーゼル自動車の車両重量別の出荷台数比率 

○他の関係主体  経済産業省（省エネ法のうち自動車については経済産業省と国土交通省の共管） 
 

57 国内長距離貨物輸送におけるモーダルシフト化率     目標値  47％（平成 18年度） 
「モーダルシフト化率」とは、輸送距離 500km 以上であって、内航海運で運ばれることの多い産業基礎物資以

外の雑貨輸送量のうち、鉄道又は海運（フェリーを含む。）により運ばれている輸送量の割合をいう。 

○目標設定の考え方  京都議定書に規定された日本の温室効果ガスの削減目標は、2008～2012 年において二酸

化炭素換算で 1990 年比▲6%であり、目標達成のための今後の運輸部門削減目標は 2450 万トンである。物流分

野においても、この削減目標の実現に貢献していくため、モーダルシフト化率を平成 22 年度までに 50%に向

上させることとしており、したがって、平成 18 年度には約 47%の水準とする必要がある。 
 
58 住宅、建築物の省エネルギー化率 
住宅  目標値  35％（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
当該年度の新築着工住宅のうち、省エネルギー法に基づく省エネ基準（次世代省エネ基準）に適合しているものの割

合。 

・省エネ基準：住宅におけるエネルギーの使用の合理化のために建築主の努力義務として定める「住宅の建築主の判

断の基準」等。昭和５５年に制定した後、平成４年及び平成１１年に基準の改正・強化を行っており、平成１１年のものを

「次世代省エネ基準」と呼んでいる。 

「省エネルギー法」：エネルギーの使用の合理化に関する法律 

○目標設定の考え方  地球温暖化対策推進大綱で設定された目標値（新築着工に占める次世代省エネルギー基準

の達成割合住宅について 2008年度：現行基準を５割が達成）と整合をとりながら平成 17年度の目標値を設定。 
○ 他の関係主体  住宅供給事業者（事業主体） 

建築物  目標値  75％（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
当該年度に着工された新築建築物（非住宅・2000㎡以上）のうち、省エネルギー法に基づく「判断の基準」に適合して

いる建築物の床面積の割合。 

・判断の基準：省エネルギー法に建築物の断熱化、設備の効率的利用に関して努力義務として定める建築主の判断の

基準 
○目標設定の考え方  地球温暖化対策推進大綱で設定された目標値（新築着工に占める省エネルギー法に基づく建
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築主の判断基準の達成割合：2006年度８割相当）と整合をとりながら平成 17年度の目標値を設定。 
○ 他の関係主体  建設事業者等（事業主体） 
 
59  NO2・SPMの環境目標達成率 
NO2  目標値 約 8割（平成 19年度） 
自動車 NOX・PM法

※1対策地域内で、NO2について環境基準
※2を達成している観測局（自動車排出ガス測定局（自排局）

と国土交通省設置の常時観測局）の割合（データは前年度） 

※1 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 

※2 NO2濃度 1時間値の 1日平均値の年間 98%値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であるこ
と【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 
○目標設定の考え方  平成 22 年度までに 100%を目指す（自動車 NOX・PM 法施行令）こととして、平成 19 年度の目標を

設定 
○外部要因  自動車以外の発生源（固定発生源）、交通量の変動、大型車混入率の変動  
SPM  目標値 約 6割（平成 19年度） 
自動車 NOX・PM法対策地域内の対象測定局

※3のうち、SPMの当初の測定値（平成 13年）における道路寄与分※4が半

減している測定局の割合（データは前年度） 

※3 SPM 濃度の測定値（1 年間の測定を通じて得られた 1 時間値の 1 日平均値のうち、高い方から数えて 2%の範囲に

ある測定値を除外した後の最高値）が、0.10mg/m3 を超えており、かつ、当該測定局に最も近い一般環境大気測定局

（一般局）の測定値を上回る自動車排出ガス測定局（データは平成 10～13年度の平均） 

※4 対象となる自動車排出ガス測定局の測定値と、当該測定局に最も近い一般環境大気測定局の測定値の差 
○目標設定の考え方  平成 22 年度までに 100%を目指す（自動車 NOX・PM 法施行令）こととして、平成 19 年度の目標を

設定 

○外部要因  自動車以外の発生源（固定発生源、自然由来）、交通量の変動、大型車混入率の変動 
 
60 最新排出ガス規制適合車の割合     目標値  乗用車：40％貨物車：30％（平成 17年度）→指標を廃止 
ガソリン自動車を対象として、乗用車は平成１２年規制適合車、貨物車は平成１２年、平成１３年規制適合車が販売

台数全体の占める割合 

○目標設定の考え方  販売実績に、優遇税制措置等の対策効果を勘案し設定したもの 

○外部要因  車両販売台数の変化 
○他の関係主体  経済産業省（税制）、環境省（税制） 

 
61 夜間騒音要請限度達成率    目標値 72％（平成 19年度） 
環境基準類型指定地域※1または騒音規制区域※2いずれかを通過する直轄国道のうち、夜間騒音要請限度※3を達成

している道路延長の割合 

※1 環境基本法第 16条第 2項の規定に基づく、騒音に係る環境基準に掲げる地域の類型が指定されている地域 

※2 騒音規制法第 3条第 1項の規定に基づく指定地域 

※3 「騒音規制法第 17条第 1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」により定められ

る「幹線交通を担う道路に近接する区域」についての夜間の基準値  【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  長期的に 100%を目指すこととして、平成 19年度の目標を設定 
○外部要因  交通量の変動、大型車混入率の変動 
 
62 航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率    目標値  95％（平成 18年度） 
空港周辺地域の全対象家屋のうち、住宅防音工事を施工した家屋数の割合。 

○目標設定の考え方  航空機騒音に係る環境基準を達成していない空港について、周辺住民の生活環境改善のた

め、民家防音工事を促進することにより環境基準の屋内達成率の向上を図る。目標値については現状及び近年の推

移を踏まえ、設定。将来的には１００％を目指す。 
 
63 ホルムアルデヒドの室内濃度（住宅に起因するもの）が厚生労働省の指針値を超える住宅の割合 

                                      目標値 10％（平成 17年度）→指標を廃止 
全国の新築住宅及び既存住宅に占めるホルムアルデヒド（注）の室内濃度（住宅に起因するもの）が厚生労働省の指

針値を超える住宅の割合 （注）シックハウス症候群の主な原因物質。主に防腐剤や接着剤に用いられており、安価で

あるので古くから建材等に使われてきた。 

○目標設定の考え方  早急に解消する必要があることから、新規住宅については解消、中古住宅については、10 年

以内に解消することを想定し、目標値を設定。 
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○他の関係主体  住宅供給事業者、住宅リフォーム事業者（事業主体） 
 
64 失われた自然の水辺のうち、回復可能な自然の水辺の中で再生した水辺の割合 目標値 約２割（平成 19年度） 
過去の開発等により人工的な構造物で覆われた水辺（河岸延長：1,270km）や海岸侵食によって失われた砂浜（砂浜延長：

460km）のうち復元・再生する割合【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  長期的には回復可能な延長の 100％を再生・回復することを目標に、積極的に対策を進め、平成 19
年度において約２割を目標とした 

○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） 
 
65 失われた湿地や干潟のうち、回復可能な湿地や干潟の中で再生したものの割合 目標値  約 3割（平成 19年度） 
過去の開発等により失われた良好な自然環境である湿地、干潟の中で、回復可能な面積約 7,000ha（湿地 3,000ha、干潟 

4,000ha）のうち復元・再生する割合。【社会資本整備重点計画第 2章及び第 3章に記載】 

○目標設定の考え方  長期的には回復可能な面積の 100％を再生・回復することを目標に、平成 19 年度末までに 900ha
（湿地 600ha、干潟 300ha）を再生することで目標値を設定。（約 3割＝(1,200ha＋900ha)／(3,000ha＋4,000ha)） 

○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） 
 

66 生物多様性の確保に資する良好な樹林地等の自然環境を保全・創出する公園・緑地  
目標値 2,400ｈa（平成 19年度） 

都市域において、樹林地・草地・水辺地等により構成される良好な自然環境を ・都市公園の整備により保全・創出、・

緑地保全地区等の指定により保全、・港湾緑地により創出 することにより平成 14 年度以降新たに制度的に担保する

面積【社会資本整備重点計画第２章に記載あり】 

○目標設定の考え方  都市域において、良好な自然環境を、公園・緑地の整備等、適正に保全・創出を図ることとして

おり、平成 19年度目標においては、当面制度の適用が見込まれる地域を設定。 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
67 環境基準達成のための高度処理人口普及率      目標値  17％（平成 19年度） 
流域別下水道整備総合計画（注１）等により、三大湾（注２）、指定湖沼（注３）等の水質環境基準（注４）

の達成と、そのために必要な高度処理の実施が明確に関連付けられており、その放流水質が水質汚濁防止法によ

る規制の対象となっている高度処理（注５）が実施されている区域内人口の総人口に対する割合をいう。 

（注１）下水道法に基づく計画で、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質環境基準を達成維持するために必要

な下水道の整備をもっとも効率的に実施するものを目的とするもの。 

（注２）伊勢湾、東京湾、大阪湾。 

（注３）琵琶湖、霞ヶ浦等の１０湖沼が指定湖沼として指定され、湖沼水質保全計画に基づく各種施策が実施さ

れている。 

（注４）環境基本法に基づくもので、水質保全行政の目標として公共用水域の水質等について、達成し、維持す

ることが望ましい基準を定めたもの。 

（注５）高度処理は、有機物や窒素・リン等を標準的な下水処理よりさらに高度に除去するものである。 

高度処理人口＝（全処理水量）のうち、（高度処理が施された処理水量）の割合を（処理区域内人口）にかけて

算出した人口である。高度処理人口普及率＝（高度処理人口）の（総人口）に対する割合（％）である。 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  将来は、高度処理を原則化することとしており、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。 
○ 他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
68 湾内青潮等発生期間の短縮      目標値  平成 14年度比約 5％減（平成 19年度） 
東京湾、大阪湾等の閉鎖性湾奥部における青潮（注）等（青潮、貧酸素水塊（注））の発生期間の短縮。 

（注）海域の富栄養化の結果異常発生したプランクトンの死骸等が、海底近くに沈降し分解されることで生じる、

溶存酸素量が極めて少ない水塊を貧酸素水塊という。これが強風等により湧昇すると、青潮となって海面に現れ

る。【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】  

○目標設定の考え方  高度経済成長期前頃からの水質悪化の経緯を考慮し、できる限り着実に推進していくた

めに、平成１９年度までに実施可能な事業から算出。 

○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
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69 合流式下水道改善率       目標値  40％（平成 19年度） 
合流式下水道（注）により整備されている区域のうち、雨天時において公共用水域に放流される汚濁負荷量が

分流式下水道並以下までに改善されている区域の面積の割合。 

（注）家庭などからの排水と雨水をいっしょに一本の管で集める方式の下水道のこと。雨天時に管きょや処理場

の能力を超える量の水は，未処理の状態で河川に放流されるという問題がある。 

○目標設定の考え方  将来は、合流式下水道改善率を１００％と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１９年度の目標値を設定している。 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
70 直轄工事におけるリサイクル率   目標値  100％（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
国が発注した工事の建設工事現場から排出された建設廃棄物(対象品目)のうち、再資源化等されたものの割合。 

・ 対象品目：（上から順に）アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材 
○目標設定の考え方  「建設リサイクル基本方針」において、国の直轄事業については、コンクリート塊、建設発生木

材及びアスファルト・コンクリート塊について、平成１７年度までに最終処分量をゼロとすることとしている。 
○外部要因  再資源化施設の処理能力 
○他の関係主体  他府省（直轄事業関係） 
 

71 リサイクル部品を使用する自動車整備工場の割合       目標値  80％（平成 17年度）→指標を廃止 
全自動車分解整備工場のうち、中古部品、リビルト部品を使用している工場の割合。 
○目標設定の考え方  リサイクル部品の使用についての自動車整備工場の意向を踏まえ、安全性基準の整備等

によりリサイクル部品を使用する事業者が増加すると見込まれることから、達成されると考えられる割合を算

出したもの。 
○外部要因  要求される部品の流通及び確保 
 

72 可能な限り減量化したうえで海面処分場でも受入が必要な廃棄物の受入 
目標値  100％（平成 18年度以降毎年度） 

可能な限り減量化した廃棄物のうち、海面処分場に受け入れる比率を表したもの。 

○目標設定の考え方  廃棄物処分場の残余年数は、一般廃棄物について 12.2 年（首都圏 11.2 年、近畿圏 9.5 年）、産業
廃棄物について 3.9 年（首都圏 1.2 年、近畿圏 1.9 年）であり、残余年数が非常に逼迫しているため、港湾においても、現

在、廃棄物海面処分場の整備を引き続き推進している。しかし、海面での受け入れは、内陸と無関係に一方的に進めるもの

ではなく、内陸だけでは対応できない廃棄物を事前に可能な限り減量化した上で、有限かつ貴重な港湾空間においてできる

だけ確保する必要があることから、目標値を 100％としたもの。なお、現在は既に 100％であるが、廃棄物海面処分場の残余

年数が逼迫しているため、この値が今後とも小さくならないように、廃棄物海面処分場の整備や廃棄物海面処分場の延命化

対策を引き続き実施するものである。 
○他の関係主体  環境省（廃棄物行政を所管）、地方公共団体（事業主体） 
 
73 循環資源国内輸送コスト低減率      目標値  平成 14年度比約 1割減（平成 19年度） 
港湾における静脈物流拠点とネットワークの形成に向けた諸施策を実施して、海上輸送を活用したリユース・リサイクル

を促進することにより、H14 年度と比較して循環資源の海上輸送比率が高まることに伴い低減される単位当たりの輸送コス

トの低減率。H19 年度時点での循環資源の発着地間の総輸送コスト（陸上コスト及び海上コスト）を単位重量当たりで算出

し、H14 年度値に対する低減率を算出。【社会資本整備重点計画第 3章に記載】 

○目標設定の考え方  本施策に基づく港湾管理者と民間企業の連携促進により、H19 年度時点で、現況よりもさらに 300
万トンの海上循環資源輸送が実現されることが見込まれる。これにより現状（H14 年度）23%程度である臨海県間の海上輸

送比率が 29%程度まで上昇することが見込まれ、この場合の単位重量当たりの輸送コストは H14 年度と比べて 1 割減とな

る。長期的にもできる限り着実に縮減していく。 
○他の関係主体  境省（廃棄物行政を所管）、経済産業省（リサイクル産業を所管）、地方公共団体(事業主体) 
 
74 下水汚泥のリサイクル率        目標値  68％（平成 19年度） 
緑農地利用や建設資材利用など、下水汚泥（注）をリサイクル（資源化）する割合 

下水汚泥リサイクル率＝下水汚泥有効利用量/下水汚泥総発生量×100％ 

（注）下水処理の各工程から発生する泥状物質のこと。  【社会資本整備重点計画第３章に記載あり】 

○目標設定の考え方  長期的には下水の処理に伴い発生する汚泥の全量について、リサイクル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１９年度の目標値を設定している。 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
75 規格の高い道路を使う割合       目標値  15％（平成 19年度） 
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全道路の走行台キロ(注)に占める自動車専用道路等の走行台キロの割合 
(注)区間ごとの交通量と道路延長を掛け合わせた値であり、道路交通の量を表す 

○目標設定の考え方  欧米の状況等を勘案し、地域の実情によって 20～30％を達成することを長期目標とした場合

の H19年度の値として設定。 
 
76 ５大都市からの鉄道利用所要時間が３時間以内である鉄道路線延長     目標値 15,200ｋｍ（平成 20年度） 
５大都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）の各中心駅から JR 等の幹線鉄道により 3時間以内に到達できる営業キロ延

長 

○目標設定の考え方  広域的な幹線鉄道ネットワークにおける時間短縮の質的向上により全国一日交通圏の形成に一層
寄与する観点から、5大都市から 3時間以内で到達する鉄道路線延長を目標値として設定。 
○外部要因  鉄道事業者のダイヤ編成等 
 

77 国内航空サービス提供レベル      目標値  1,500億座席キロ（平成 19年度） 
国内航空路線の年間提供座席キロ（国内旅客に提供される座席×飛行距離） 

【社会資本整備重点計画第 2章及び第 3章に記載あり】 

○目標設定の考え方  国内航空路線における航空輸送サービス提供量を表し、国内航空旅客に関する需要予測を前

提に５年後の目標値を設定した。また、長期的にも常時需要に過不足なく対応できる状態を維持する。 

○外部要因  景気及び自由時間や家計収支等の社会・経済動向 

○他の関係主体  航空運送事業者（事業主体） 
 
78 国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率       目標値  平成 14年度比 5％減（平成 19年度） 
国際海上貨物の輸送コスト（海上輸送コスト＋港湾コスト＋陸上輸送コスト）の低減の割合 

・ 海上輸送コスト：船舶の大型化への対応等による低減 

・ 陸上輸送コスト：効率的な施設配置等による低減 

・ 港湾コスト：ターミナル稼働率向上等による低減      【社会資本整備重点計画第 2章及び第 3章に記載】 

○目標設定の考え方  平成 20 年代中頃を目途に１割程度削減することを目標に、平成 19 年度までに達成可能な値として
設定 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
79 国際航空サービス提供レベル  目標値 国際航空旅客：4,800億座席キロ 貨物：300億トンキロ（平成 19年度） 
国際航空路線の年間提供座席キロ（国際旅客に提供される座席×飛行距離）／国際航空路線の年間提供トンキロ（国際貨物に

提供される貨物量×飛行距離）  【社会資本整備重点計画第 2章及び第 3章に記載あり】 

○目標設定の考え方  国際航空路線における航空輸送サービス提供量を表し、国際航空旅客に関する需要予測を前

提に５年後の目標値を設定した。また、長期的にも常時需要に過不足なく対応できる状態を維持する。 
○外部要因  景気及び自由時間や家計収支等の社会・経済動向、国際情勢の動向（治安情勢の変化等） 

○他の関係主体  航空運送事業者（事業主体） 
 

80 国際航空路線において最適航路を航行できる航空機の割合        目標値  100％（平成 19年度） 
国際航空路線（北米路線）において、航空事業者の飛行計画（最適経路）どおりに航行できる航空便の割合。 
○目標設定の考え方  航空衛星（MTSAT）をはじめとする航空保安システムの導入に伴い、航空機の位置情報を航空管制官がよ
り正確に把握可能となり、現在の洋上の管制間隔（10分(約 80NM)又は 15分(約 120NM)）を 50NM、更には 30NMに短縮することに

より国際航空交通容量を拡大し、最適経路を航行できる航空機の割合を平成 19年には 100%まで引き上げることを目指す。また、

長期的にも常時需要に過不足なく対応できる状態を維持する。 
○外部要因  新システムへのユーザー側の対応（機上搭載機器の導入）状況   
 
81 ふくそう海域における管制船舶の入港までの航行時間の短縮 
                            目標値150分（平成14年度に比べ約15%短縮）（東京湾）（平成19年度） 
ふくそう海域において、海上交通安全法及び港則法に基づく航行管制を受ける船舶の湾口等から入港までの航

行時間の短縮の割合。 (注)ふくそう海域：東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港（海上交通安全法又は港則法

適用海域に限る。）【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 
○目標設定の考え方  ふくそう海域において、航行管制の円滑化等による湾内ノンストップ航行により、短縮

可能な航行時間の割合を目標値とする（東京湾において約 15％（30 分）の短縮を当面の目標とする。）。 
○外部要因  沿岸部の埋め立て等大規模プロジェクトの進展による可航水域の減少、航行形態の変化 
 
82 船舶航行のボトルネックの解消率         目標値 90％（平成 18年度） 
国際幹線航路の航路幅員、航路水深、航路延長の計画値の積に対する実績値の積の割合 
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○目標設定の考え方  平成 22 年度末に主要幹線航路整備を概成し、ボトルネックを 95％解消するとの政策目標

に対する平成 18 年度末での値 
○他の関係主体  地方自治体（港湾管理者） 
 
83 国際拠点空港と都市部との間の円滑な鉄道アクセスの実現（都心部との間の鉄道アクセス所要時間が３０分台以
内である三大都市圏の国際空港の数）         目標値  ２空港（平成 18年度） 
新たな空港アクセス鉄道の整備等により、成田国際空港を含めて三大都市圏の国際空港から都心部までの所要時間が３０

分台以内となることを目標とした指標である。・三大都市圏の国際空港：成田国際空港、関西国際空港及び中部国際空港 【社

会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  平成１８年度までに整備が予定されている鉄道路線が開業した場合の値。平成２２年度には三

大都市圏とも所要時間３０分台の実現を目指す。 
○他の関係主体  地方公共団体（協調補助等）・鉄道事業者（事業主体） 
 
84 拠点的な空港・港湾への道路アクセス率         目標値  68％（平成 19年度） 
高規格幹線道路、地域高規格道路又はこれらに接続する自動車専用道路のインターチェンジ等から 10 分以内に到

達が可能な拠点的な空港・港湾（注）の割合 注：拠点的な空港…第一種空港及び国際定期便が就航している第二種空港、拠点的な港湾
…総貨物取扱量が 1,000万トン／年以上又は国際貨物取扱量が 500万トン／年以上の重要港湾及び特定重要港湾（国際コンテナ航路、国際フェリ

ー航路又は内貿ユニット航路のいずれも設定されていないものを除く。）       【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

○目標設定の考え方  長期的に国際競争力の確保に必要な水準（約 90％）を目指すこととして、平成 19 年度の目標

を設定。 
○外部要因  地元調整の状況等 空港及び港湾の新規供用、格上げ、格下げ等の状況 

○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 

85 都市再生緊急整備地域等における民間投資誘発量         目標値  2,500ha（平成 19年度） 
国際競争力の向上が必要な地域において、民間による建築活動を最大限に引き出すため、市街地再開発事業及び

土地区画整理事業等による都市基盤の整備により都市再生の誘発量を確保することを目標とする。 

○目標設定の考え方  平成１５年度末に設定されている都市再生緊急整備地域等内で実施された各面整備事業につ

いて、それぞれ過去の実施状況を調査し、その進捗から試算したトレンドをもとに、平成１９年度の目標値を設定。 
○外部要因  不動産の需要動向 地元調整（権利者との権利調整等） 

○他の関係主体  地方公共団体（事業主体等） 民間等（事業主体） 
 
86 三大都市圏の環状道路整備率          目標値  60％（平成 19年度） 
三大都市圏で計画している環状道路の供用延長を計画延長で割ったもの。【社会資本整備重点計画第 3章に記載あ

り】 

○目標設定の考え方  都市再生本部決定などで定められた目標や現在までの進捗状況等から H19 年度目標値を算

出 
○外部要因  地元調整の状況等 
 
87 都市機能更新率（建築物更新関係）       目標値  36％（平成 20年度） 
特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき地区（都市再開発方針に位置付けられたいわゆる２号地区及び２

項地区等の区域）における宅地面積のうち４階建て以上の建築物の宅地面積の割合。従前の市街地が一般に木造

２階建て又は空閑地であることを踏まえ、再開発の目的である土地の高度利用と建築物の耐震化等による市街地

の防災性向上の状況を表す指標として、４階建て以上の建築物への更新割合を測定する。 

○目標設定の考え方  特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき地区の再開発が、今後も着実に推進される

ものとして、これまでの実施状況を踏まえ５年後の目標値を設定 
○外部要因  当該地区に対する任意の民間建築投資量の動向等 

○他の関係主体  地方公共団体（都市計画決定、事業主体、民間事業者への補助金交付等） 
 
88複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルから陸上輸送半日往復圏の人口カバー率  目標値 80％（平成 18年度） 
複合一貫輸送内貿ターミナルから陸上輸送半日往復圏内の人口の割合。複合一貫輸送とは、海上輸送と鉄道、トラック輸

送を組み合わせてドア・ツー・ドアの輸送を完結する輸送方式をいう。 

○目標設定の考え方  21 世紀初頭に複合一貫輸送のメリットを享受できる圏域を人口ベースで概ねカバーし、約 9 割と
するとの政策目標に対する平成 18 年での値。 

○外部要因  生産・消費地の立地状況 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
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89 フェリー等国内貨物輸送コスト低減率        目標値 平成 14年度比 4%減（平成 19年度） 
国内海上貨物の輸送コスト（海上輸送コスト＋陸上輸送コスト）の低減の割合、海上輸送コスト：船舶の大型化への対応等

による低減、陸上輸送コスト：効率的な施設配置等による低減   【社会資本整備重点計画第 2章に記載】 

○目標設定の考え方  できるだけ着実に推進していくために、平成 19 年までに供用予定事業の輸送コスト削減に伴う年
間便益を求め、陸上輸送コスト、海上輸送コスト別に低減量を算出 

○ 他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
90 都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長                              

目標値 東京圏 2,387km(221)大阪圏 1,565km(135)名古屋圏 973km(2) (平成 18年度)  
※（カッコ内は複々線化区間延長） 

・平成１８年度までに完成が予定されている地下鉄等の新線の延長を加えた都市鉄道（三大都市圏）の路線の営業キロの延

長。（このうち、複々線化されている区間の営業キロの延長を括弧内に示した。） 

・「都市鉄道」とは、大都市圏における旅客輸送を行う鉄道及び軌道のことをいう。 

・「三大都市圏」とは、東京駅、大阪駅、名古屋駅を中心とした、概ね半径５０ｋｍ（名古屋は４０ｋｍ）の範囲をいう。 

○目標設定の考え方  現況値に、平成１８年度までに完成が予定されている路線の延長を加え設定。今後は速達性の向
上・相互直通運転化・乗り継ぎ円滑化により、鉄道ネットワーク全体としての利便性向上を目指す。 

○他の関係主体  地方公共団体（協調補助等） 鉄道事業者（事業主体） 
 
91 都市鉄道（東京圏）の混雑率       目標値  165％（平成 18年度） 
東京圏のＪＲ、民鉄及び地下鉄の主要区間の平均混雑率。東京圏とは、東京駅を中心とした概ね５０km 範囲をいう。 

○目標設定の考え方  当面の目標である主要区間の平均混雑率が 150％を超える東京圏について、平成 18 年度までに整
備が予定されている鉄道路線の開業及び今後の輸送需要動向等に基づく値。 
○外部要因  少子高齢化等の人口動態 
○他の関係主体  地方公共団体（協調補助等）・鉄道事業者（事業主体） 

 

92 バスの利便性向上に資する事業者の取組状況 
バスロケーションシステムが導入された系統数  目標値 4,000系統（平成 18年度） 

＊ バスロケーションシステム：ＧＰＳ等を用いてバスの位置情報を収集・提供するシステム 

○目標設定の考え方  近年における実績のトレンドを推計し、それに対応した目標値を設定。 
○ 他の関係主体  地方公共団体（協調補助）・バス事業者（自発的取組） 

コミュニティバスの運行に取り組む事業者数  目標値 330事業者（平成 18年度） 
＊ コミュニティバス：地域の住民の利便向上等のため一定地域内を運行するバスで、車両仕様、運賃、ダイヤ、バス停位置等を

工夫したバスサービス 

○目標設定の考え方  近年における実績のトレンドを推計し、それに対応した目標値を設定。 
○ 他の関係主体  地方公共団体（協調補助）・バス事業者（自発的取組） 

バスカードを導入したバス車両の割合  目標値 75％（平成 18年度） 
○目標設定の考え方  近年における実績のトレンドを推計し、それに対応した目標値を設定。 
○他の関係主体  地方公共団体（協調補助）・バス事業者（自発的取組） 

 
93 道路渋滞による損失時間  目標値 38.1億人時間／年を約 1割削減（H19年度） 
渋滞がない場合の所要時間と実際の所要時間の差（年間１億人時間の損失とは、１年間に１億人が各々１時間損失

することを意味する。）【社会資本整備重点計画第２章に記載あり】 
○目標設定の考え方  長期的に受忍限度を超えない程度まで渋滞が解消・緩和された状態を目指すこととして、平成

19年度の目標を設定 
○外部要因   交通量の変動 
 
94 ETC利用率        目標値  75％（平成 19年春） 
ＥＴＣの導入済み料金所においてＥＴＣを利用した車両の割合 

○目標設定の考え方  長期的に 100％を目指すこととして、平成 19年春の目標を設定 
○外部要因  交通量の変動 

 

95 路上工事時間の縮減率     目標値  201時間／km・年を約２割削減（平成 19年度） 
直轄国道 1kmあたりの路上工事に伴う年間の交通規制時間【社会資本整備重点計画第２章に記載】 
○目標設定の考え方  モデル事務所において実施した、各種路上工事縮減施策実施による路上工事縮減に関するシ

ミュレーション結果を基に算出 
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○外部要因  地震、豪雨等の大規模自然災害の発生 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体）・占用企業者（路上工事実施主体） 
 
96 地方バス路線の維持率      目標値  100％（平成 20年度） 
「地方バス路線」とは、生活交通確保のため、地域協議会における協議結果に基づき都道府県が策定した計画において維持

が必要とされた広域的・幹線的路線であって都道府県知事が指定し、国土交通大臣が承認したものをいう。「維持率」とは、

地方バス路線（毎年度ごとに確定）に対する引き続き運行されている当該路線（翌年度末）の割合。 

○目標設定の考え方  都道府県策定の計画において維持が必要とされ、国として支援することとした地方バス路線が維持
されることを目指す。 
○ 他の関係主体   総務省（地方財政措置）、都道府県（協調補助） 
 
97 有人離島のうち航路が維持されている離島の割合  目標値  72％（平成 17年度）→71%（平成 22年度）に更新 
○目標設定の考え方  我が国における有人離島のうち海上運送法に規定する一般旅客定期航路が就航している

離島を抽出し、その割合を算出。従って分母は有人離島数、分子はそのうち一般旅客定期航路が就航している

離島数。架橋等により交通手段が確保されている場合を除き、有人離島において航路を維持する必要があるも

のについて、一般旅客定期航路事業を支援する。 
○ 他の関係主体  地方公共団体（事業主体）、民間事業者（事業主体） 
 
98 生活交通手段として航空輸送が必要である離島のうち航空輸送が維持されている離島の割合 
                                  目標値  100％（平成 17年度）→96%（平成 22年度）に更新 
飛行場を有しかつ近隣都市へ代替交通手段で移動すると概ね２時間以上かかる有人離島（現況 28）のうち、航空輸

送が確保されている離島の割合。 
○目標設定の考え方  生活交通手段として航空輸送が必要な離島について、その維持を図ることにより、住民の生活

の足を確保することを目標とする。また、長期的にも現況値 100％を維持することを目標とする。 
○外部要因  船舶等代替交通機関へのシフト、就航に適した機材の欠如 

○他の関係主体  都道府県（国と協調又は独自で離島航空路線維持策を実施）、航空運送事業者（事業主体） 

 
99 訪日外国人旅行者数    目標値 743万人（平成 18年度） 
国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者（当該国の旅券を所持した入国者）から日本に居住する外国人を

除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者の数 
○目標設定の考え方  訪日外国人旅行者数はわが国の国勢規模等から見て極めて少ない現状にあることから、今後

は、2010年（平成22年）に訪日外国人旅行者を1000万人に倍増するとの政府の目標の達成を図り、訪日外国人旅
行者数と日本人海外旅行者数の格差の是正を図っていく。なお、施策の推進目標としては上記のとおりだが、現時点

の実績をベースに、2007年（平成 19年）に 800万人となるよう年平均伸び率を一定として単純計算すると、平成 18
年時点では 743万人となる。 
○外部要因  海外の社会・経済動向、国内の社会・経済動向、為替レートの動向   等 
○他の関係主体  関係府省庁（「観光立国行動計画」に基づき連携）、地方公共団体（地方独自の外国人旅行者誘致

の推進） 
 
100 国民１人あたりの平均宿泊旅行回数         目標値  2回（平成 18年度） 
観光と兼観光を合わせた国内宿泊観光・レクレーション旅行の国民一人あたり回数（年間） 

○目標設定の考え方  国民の旅行ニーズを満たすため、宿泊旅行回数については、現在、国民の多数が年間２回以

上の希望を有していると考えられること（「観光の実態と志向（第 20回）」平成 14年３月（（社）日本観光協会））を踏ま
え、概ね２回とすることを目標とする。 
○外部要因  自由時間や家計収支、物価の動向等今後の社会・経済動向  等 

○他の関係主体  地方公共団体、民間等（事業主体）・厚生労働省（従業員の雇用制度を所管）・文部科学省（学校の

休暇制度を所管）・経済産業省（経済団体を所管） 
101 全国民に対する国営公園の利用割合   目標値 4人（平成 19年度）  ※全国民の○人に一人が利用 
国民の国営公園の利用頻度（○人に１人が利用）【社会資本整備重点計画第３章に記載】 
○目標設定の考え方  国営公園の整備の進捗と相関するように入場者数の増加が図られてきており、計画的な整備

及び効率的な管理を推進することにより、長期的にはより多くの国民に利用されることを目指しており、今後の整備計

画から平成 19年度の目標値「４人に１人」を設定している。 
○ 他の関係主体  地方公共団体（連携事業者） 
 
102 地域に開かれたダム、ダム湖活用者数      目標値  621万人/年間（平成 18年度） 
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・全国のダムのうち、ダムを活かした水源地域の活性化を促進させるため、H13 に水源地域ビジョンの策定に着手した

22ダムにおける、ダム及びダム湖周辺の施設の年間利用者数。 

・「水源地域ビジョン」とは、ダムを活かした水源地域の自立的、持続的な活性化のために、水源地域の自治体、住民等

がダム事業者・管理者と共同で策定する水源地域活性化のための行動計画。（平成 13年度より新規に策定） 

○目標設定の考え方  平成 13年度に水源地域ビジョンの策定に着手した 22ダムにおける過去のダム湖利用実態調

査データやダム及びダム湖の市町村の観光客入込み客数のデータトレンドを分析し、利用者数を推定。 
○外部要因  地元との調整等・国民の余暇の過ごし方等の状況 

○他の関係主体  地方公共団体 

 

103 隣接する地域の中心の都市間が改良済みの国道で連絡されている割合     目標値  77％（平成 19年度） 
隣接する地域の中心の都市（注）間を結ぶルートが、車道幅員 5.5m以上の国道で改良又は整備されているルート数の

割合。(注)陸路で連絡する隣接二次生活圏の存在しない圏域を除く二次生活圏（北海道については地方生活圏）の中心都市を指
す。ただし、二次生活圏が設定されていない首都圏・近畿圏・中部圏については都府県庁所在地を用い、同一の二次生活圏に複数

の中心都市が存在する場合は人口の多い都市を対象としている。【合計約 300都市】、二次生活圏とは、高度な買い物ができる商店

街や専門医を持つ病院、高等学校等の広域利用施設に準じた施設が、概ねバスで 1 時間程度で行ける範囲の圏域（半径 6～10km

程度）。地方生活圏とは、総合病院、各種学校、中央市場等の広域利用施設が、概ねバスで 1～1.5 時間程度で行ける範囲の圏域

（半径 20～30km程度）。                                     【社会資本整備重点計画第２章に記載】 

○目標設定の考え方 長期的には 100%を目指すこととして、平成 19年度の目標を設定。 

○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） 
 
104 日常生活の中心の都市まで、30分以内で安全かつ快適に走行できる人の割合  目標値：68%（H19年度） 
本指標は、日常生活の中心となる都市まで、改良された道路を利用して３０分以内に安全かつ快適に移動できる人の割合（安

定到達率）を表す。 

○目標値設定の考え方 平成 14 年度末現在、日常生活の中心となる都市まで、30 分以内で到着できるものの、安定・快適

な走行が確保されない人口（約 1,200 万人）を解消することにより得られるアウトカム量（約 80％）を長期目標（H32 を

目処）として設定した場合の H19 年度の値として設定。 

○他の関係主体 地方公共団体等 

 

105 不動産証券化市場規模      目標値  26兆円（平成 18年度） 
主たる投資対象を不動産とするＪリート（注１）、不動産特定共同事業（注２）、ＳＰＣ（注３）等の資産規模 

（注１）不動産投資信託（Ｊリート）とは、多くの投資家から資金を集めオフィスビル、賃貸マンション等の「不動産」を

購入し、そこから生じる賃料や売却益を投資家に分配する商品。Ｊリートは比較的購入しやすい金額（上場時公募価格で２

０万円台～８０万円台）から投資できるため、これまで個人では困難だった数十億円単位の大型不動産への投資が可能とな

った。（注２）複数の投資家が出資して、不動産会社などが事業を行い、その運用収益を投資家に分配する事業。（注３）不

動産証券化（商業ビルや賃貸マンションなどの不動産を担保に証券を発行して資金を調達する手法のこと。投資家は賃料収

入などの収益に基づいて、利払いや配当などを受ける。）のために活用される一種のペーパーカンパニー。 
○目標設定の考え方  平成１７年度は平成１６年度比３兆数千億円拡大見込み。平成１８年度も平成１７年度比同程

度の規模拡大を見込む。 
○外部要因  金融機関の不良債権処理、企業の資産リストラの動向・金融市場の動向 

○他の関係主体  金融庁（投信法・ＳＰＣ法を所管） 
 

106 指定流通機構（レインズ）における不動産仲介物件等の登録データ量  目標値 200千件（平成 17年度） 
→230千件（平成 22年度）に更新 

年度末における指定流通機構（レインズ）（注）の売り物件（新築・中古・土地）登録件数（在庫数） 
（注）指定流通機構（レインズ ＲＥＩＮＳ）とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構（全国で４つある公益

法人）が運営しているコンピュータネットワークシステムのことであり、「Real  Estate Information NetworkSystem」の

頭文字をとっている。不動産物件情報をオンラインネットワーク上で多くの取引関係者が共有することにより、迅速に情報

交換を行い、不動産取引の拡大を図るもの。 

○目標設定の考え方  今後の不動産市場が堅調な伸びを示すものとして設定 

○外部要因  地価の下落 
 
107 中古住宅の流通量    目標値  22万戸（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
住宅・土地統計調査による中古住宅を持家として取得した世帯の数。 
○目標設定の考え方  現在の中古住宅流通量 16 万戸に加え、中古住宅流通に関する政策努力により追加的に流通

量が増加し、2015年（平成 27年）に 30万戸に達するという試算をもとに、平成 17年における目標値を設定。 
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○外部要因  現在の中古住宅流通量 16万戸に加え、中古住宅流通に関する政策努力により追加的に流通量が増加
し、2015年（平成 27年）に 30万戸に達するという試算をもとに、平成 17年における目標値を設定。 

 
108 リフォームの市場規模        目標値  430万件（平成 13～17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
第八期住宅建設五箇年計画から既存ストックの活用という点を従来より重視し、増改築件数を明示した。増改

築は、増築及び 10 ㎡以上の改築並びにバリアフリーのための改修工事を指す。 

○目標設定の考え方  第八期住宅建設五箇年計画から既存ストックの活用という点を従来より重視し、増改築

件数を明示した。増改築は、増築及び 10 ㎡以上の改築並びにバリアフリーのための改修工事を指す。 
○外部要因  資金調達可能額の動向  
 
109 「発注者支援データベース・システム」の導入状況     目標値  100％（平成 18年度） 
国土交通省及び所管特殊法人等のうち「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の対象となる法

人における「発注者支援データベース・システム」の導入状況の割合。発注者支援データベース・システムとは、発注者

が監理技術者等の専任制及び経営事項審査に係る技術職員数の虚偽申請に対するチェックを行うものである。導入が

促進されることにより、効率的、効果的に不良・不適格業者の排除が促進され、ひいては公共工事の質の確保、透明性

の高い入札契約の実現、公正な競争に基づく健全な建設市場の育成が図られる。 

○目標設定の考え方  導入状況の伸び率及び施策の重要性を勘案して設定。平成 18年度 100%導入を目指し、その

後も将来にわたって 100%を維持する。 
○他の関係主体  所管特殊法人等（事業主体） 
 
110 公共工事入札契約適正化指針に基づく主な措置状況 
入札監視委員会等第三者機関の設置状況  目標値  100％（平成 18年度） 
国及び国土交通省所管のうち入札契約適正化法（注）の対象となる特殊法人等における第三者機関の設置の状況

（設置済み発注機関数の対象発注機関数に対する比率）。（注）国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、

入札・契約の適正化の促進により、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発展を目的として、「透明性

の確保」「公正な競争の促進」「適正な施工の確保」「不正行為の排除の徹底」について、発注者の義務等を定めた法

律。 
○目標設定の考え方  入札契約の透明性確保に当たっては外部の第三者機関による監視が最も有効であることから、

５年以内に国・国土交通省所管法人等においては全ての発注者において設置することを目標として設定。平成１８年

度１００％導入を目指し、その後も将来にわたって１００％を維持する。 
○他の関係主体  他府省・特殊法人等（設置主体） 

入札時における工事費内訳書の提出義務付け状況  目標値 80％（平成 18年度） 
国及び国土交通省所管のうち入札契約適正化法の対象となる特殊法人等における入札時の工事費内訳書の提出

義務付けの状況（提出義務付け発注機関数の対象発注機関数に対する比率） 

○目標設定の考え方  入札時における工事費内訳書の提出義務付けは、入札参加者に適切な見積もりを行うことを

促すとともに、提出された工事費内訳書のチェックにより不正行為の防止等に資することとなることから、現在入札時

における工事費内訳書の提出を義務付けていない国の５機関及び国土交通省所管法人等の９法人あるが、これを

含め全体として８割の発注機関において５年以内に提出を義務付けすることを目標として設定。平成２３年度までに

は、対象とする全発注機関で提出を義務付けることを目標とする。 
○他の関係主体  他府省庁・特殊法人等（設置主体） 

 

111 トラック輸送における営業用トラック輸送の割合     目標値  54％（平成 18年度） 
営業用トラック輸送トン数の全トラック輸送トン数に占める割合 

○目標設定の考え方  過去の実績を踏まえ、順調な増加が見込まれるものとして目標値を設定したもの。 
 
112 地籍が明確化された土地の面積      目標値 158千 k㎡（平成 21年度） 
地籍調査を実施した面積（地籍調査に準ずる指定を受けた面積を含む） 

○目標設定の考え方  第５次国土調査事業十箇年計画（平成12年5月23日閣議決定）において設定された目標値 
○他の関係主体  地方公共団体（事業主体） 
 
113 建設業者に係る経営革新計画の承認件数      目標値  13件（平成 18年度） 
複数の都道府県又は全国で事業活動を行っている建設業者が構成する事業協同組合等による経営革新計画に

ついて、国土交通大臣が承認した件数（累計値）。経営革新計画とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関す

る法律（平成１７年４月：中小企業経営革新支援法の一部改正）に基づき、中小企業者等が、新製品の開発や生

産、新サービスの開発や提供等自社にとって新たな取り組みを行い、経営の向上を図るために策定する計画であ
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り、行政庁の承認を受けたものについては、当該計画に従って行われる事業に関し、税制上の特例措置等の支援

措置が講じられるもの。 

○目標設定の考え方  建設業者が構成する事業協同組合等における大臣承認件数は、改正前の中小企業経営革

新支援法施行後２年間で３件。その後の承認件数を毎年２件と見込んで目標値を設定した。 
○外部要因  建設投資の増減等 
○他の関係主体  専門工事業者（事業主体） 
 
114 指定整備工場数    目標値  30,000工場（平成 17年度）→30,000工場（平成 22年度） 
指定整備工場とは、自動車分解整備事業を行う工場のうち設備・技術及び管理組織等について一定の基準を満

たしている工場で、運輸局長が指定した工場をいい、この指定整備工場で点検・整備をし、完成検査を行った自

動車は、当該工場が発行する保安基準適合証をもって、国の検査場への現車提示が省略できることとなっている。 

○目標設定の考え方  過去の指定整備工場数の増加率から予想される今後５年間の指定整備工場（1,700 工場）

に対し、近代化資金の造成等の行政努力により増加工場数を約 1.8 倍の 3,000 工場増やすことを目標としたも

の。 
○外部要因  継続検査件数の増減 
 
115 住宅性能評価・表示がなされた住宅の割合    目標値  50％（平成 17年度）→新たな指標・目標値を検討中 
 
年間の新設住宅着工戸数（フロー）に対する、住宅品確法に基づく住宅性能表示制度（注）を活用した新築住

宅の戸数の割合。（注）「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、耐震、省エネルギー、バリアフリーなどの住
宅の基本的な性能について、公正・中立な第三者機関が評価を行い、評価書を交付する制度。 

○目標設定の考え方  平成 13 年度の値を 10％と想定、年間 10％ずつ増加と見込み、5年で 50％という目標値

を設定し、平成 18 年度以降は 50％以上を目指す。 
○他の関係主体  住宅供給事業者（事業主体） 
 
116 衝突安全性能及び歩行者頭部保護性能の高い自動車の市場普及指標（順に、衝突安全性能、歩行者頭部保護性能） 
                                                        目標値 ７７（平成 18年度） 
                                                             ４２（平成 18年度） 
①衝突安全性能の高い自動車の市場普及指標＝自動車アセスメント＊において衝突安全性能評価を実施した対象自動車の☆

獲得率（運転席）の加重平均×衝突安全性能評価を実施した自動車販売台数の全新車販売台数における割合（カバー率） 

 ＊ 自動車アセスメント：信頼できる安全性能評価を公表して、ユーザーが安全性の高い自動車を選択しやすい環境を整

えるとともに、メーカー等によるより安全な自動車の開発を促すことによって、安全な自動車の普及を促進しようとする

制度 

②歩行者頭部保護性能の高い自動車の市場普及指標＝自動車アセスメントにおいて歩行者頭部保護性能評価を実施

した対象自動車の獲得レベル率の加重平均×歩行者頭部保護性能評価を実施した自動車販売台数の全新車販売台

数における割合（カバー率） 
○目標設定の考え方 
①衝突安全性能：目標カバー率は 90%（従来目標の 10%向上）とし、☆獲得数の加重平均は、自動車の技術開発及びユーザー

のより安全な車選びにより☆6個満点中 5.0 個以上とする（現況平均の 5%向上）ことを目標値と設定する。 

②歩行者頭部保護性能：目標カバー率は 80%とする。獲得レベルは、自動車の技術開発及びユーザーのより安全な車
選びにより 10%向上する（目標年次までに全体レベルが１ずつ向上するものとする）ことを目標値と設定する。 
○外部要因  当該乗用車の価格 
○他の関係主体  自動車製造者 

 

117 港湾ＥＤＩシステムの普及率       目標値  100％（平成 17年度）→指標を廃止 
対象機関である重要港湾以上の港湾管理者及び特定港の港長に対する港湾 EDI の整備率。 

EDI：Electronic Data Interchange（電子情報交換） 

○目標設定の考え方  現在、対象機関に港湾 EDI システムの整備を行っており、その普及率を平成 17 年度までに概ね 100%
とする。（重要港湾以上の港湾（128 港）と港則法の特定港（86 港）の全ての港で利用可能な港湾を目指す） 

○他の関係主体  地方自治体（港湾管理者） 等 
 
118 ＩＴ革命の推進     目標値 33,000km（平成 17年度）→指標を廃止 
＜河川＞公共施設管理用光ファイバ収容空間の整備延長、＜道路＞共同溝、電線共同溝及び情報 BOXの整備延長 

＜港湾＞公共施設管理用光ファイバ収容空間ネットワークの整備延長  ３つの〈 〉延長の合算値 

○目標設定の考え方  ＜河川＞公共施設管理上必要な区間において光ファイバの収容空間を整備。（平成 17年度末

約 7,760km）、＜道路＞新道路整備五箇年計画期間内に全国の５割の市町村の主要な幹線道路において光ファイバ
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の収容空間（共同溝、電線共同溝及び情報ＢＯＸ）を整備。（平成 17 年度末約 25,300km）、＜港湾＞ＩＴを活用した港

湾管理業務の高度化・効率化の要請の高い、中枢・中核港湾を中心とした地域において整備。（平成 17 年度末約

52km） 

 

119 電子国土Webシステムを利用する団体の数       目標値 2,000団体（平成 20年度） 
地理情報の利用環境の整備・充実を図る上での指針。電子国土 Webシステムを利用して、ウェブにより地理情報を含

んだ情報発信等を独自に行った(すなわち電子国土に参加した)、国の機関、地方公共団体、教育機関、NPO 法人、民

間企業、個人等の参加団体の数を集計する。 

なお、省庁の部局・地方出先機関など同一の組織の複数の部署が参加する場合であっても、それぞれが独立したウ

ェブサイトを運用するなど独立した参加形態を取っている場合はそれぞれを 1団体と数える。 

○目標設定の考え方  第 6次基本測量長期計画（計画期間平成 16年～平成 25年）において「特に早期の対応が求

められている事項」に対する「5年後の目標及び規模」として定められた業績指標値。 

○外部要因  地理情報の利用に関連する情報通信技術動向 
○他の関係主体  任意の地理情報利用団体（参加主体） 


