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ロジックモデル例の整理イメージ

一般的に考えられる指標の目指
すべき方向性をアイコンで表現

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

：アクティビティ（評価項目）

：アウトプット

：アウトカム（アウトプットの直接効果によるもの）

：アウトカム（アウトプットの間接効果によるもの）

：インパクト（＝社会課題解決の実現）

：指標

オブジェクト

：利活用者

：地域社会・地域住民

アウトカムの受益者

*ロジックモデル上では目指すべき方
向性として増加・減少を示すが、実
際は状況に応じて維持や減少率/

増加率の縮小等を目標とすることも
考えられる

：増加

：減少

指標の目指すべき方向性*

アクティビティ
（評価項目）

インパクト
（＝社会課題解決の実現）アウトプット アウトカム

アウトカムは内容に応じて、
背景色を区別

受益者は３つのカテゴリに整理し
アイコンで表現

インパクトは
社会課題解決の
実現と一致

：不動産整備やその資材
調達に関わる労働者

：関連インパクト

関連するインパクトが
複数ある場合に記載

関連インパクト

：関連する他インパクト
（A~N）との紐づけを示す

関連インパクト

【インパクト詳細】

• ××××

ロジックモデル例の凡例

インパクトの具体的
なイメージを記載
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関連インパクト

ロジックモデル例は、アクティビティ（評価項目）を起点に、１つの主なインパクト（社会課題解決の実
現）に至るまでのロジック（因果関係の体系化）として作成しているが、アウトカムが複数のインパクトに寄
与する場合においては右下に「関連インパクト」を記載。

記載例 関連インパクト項番

# 関連インパクト

A 自然災害等への備え（レジリエンス）

B 防犯に配慮したまちづくりの実現

C こども・少子高齢化への対応

D 多様性・包摂性の実現

E 人権への対応

F
健康・安全な暮らし・働き方の実現（ヘルス＆セー
フティ）

G 快適で利便性の高い環境（ウェルネス）

H 人材活躍と生産性向上

I 地域経済･産業の活性化（イノベーション）

J
地域の魅力・文化の形成・活性化（アイデンティ
ティ）

K 緑･景観の形成（MIDORI）

L コミュニティの再生・形成

M 人材育成

N 移動しやすい環境（モビリティ）

「子育て支援施設・保育所・学童・児童館等
が利用されている」は、「こども・少子高齢化へ
の対応」のほか、「多様性と包摂性の実現」・
「人材活躍と生産性向上」にも寄与する
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自然災害への備え（1/4）

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

耐震性の確保 自然災害等への備え（レジリエンス）

アクティビティ
（評価項目）

インパクト
（＝社会課題解決の実現）アウトプット アウトカム

建築基準法で定められた耐震性を上回る
耐震性を有する建築物を整備している

現行の建築基準法に定められた耐震性を
有する建築物に改修している

高い耐震性を有する建築物の整備

耐震改修の実施

地震災害発生時に
建築物の損壊の程度が小さい

損壊床面積、経済的損害割合

耐震性に関する住宅性能評価書
（等級２以上）や長期優良住宅の認定を

取得している。

住宅性能評価書や
長期優良住宅の認定の取得

地震災害発生後に
建築物が継続的に利用されている

施設復旧時間

免震装置を導入している

免震装置の導入

非構造部材の落下防災対策を
講じている

非構造部材の落下防止対策の実施

【インパクト詳細】

• 自然災害等発生後、火災や停
電等の二次被害を発生させず、
安全性を確保した上で、建築物
やテナントの提供するサービスを利
用できている状態

• 避難者が、建築物を避難場所と
して利用し、必要な援助を受けら
れている状態

• 自然災害等発生後、人々が安
心して生活や事業を続けられてい
る状態

インパクトが同じものは、インパク
トの詳細の内容も全て同じ記載

としている
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自然災害への備え（2/4）

自然災害等への備え（レジリエンス）

水害への備え
（雨水貯留浸透施設、緑地の整備、避難路
等の確保、居室の嵩上げ、止水板、電気室の

中間階設置等）

浸水想定区域内において「水災害リスクを踏ま
えた防災まちづくりのガイドライン」等に基づき、
避難路・避難施設の確保、居室の床面高さの

嵩上げ・ピロティ化等の浸水対策が
実施されている

「建築物における電気設備の浸水対策ガイドラ
イン」に基づく浸水想定箇所における止水板の
設置や電気室の中間階設置等の浸水対策が

実施されている

雨水貯留浸透施設や緑地等の
流出抑制対策（法令・条例によって義務付け
られた対策により確保すべき貯留量を除く）が

実施されている

流出抑制対策の実施/ 
対策によって確保された貯留量

豪雨時においても建築物や設備への
浸水を防ぐ・軽減することができる

浸水床面積・経済的被害割合

敷地からの雨水の流出が抑制され、
浸水が防止・軽減されている

豪雨時の浸水被害の減少 【インパクト詳細】

• 自然災害等発生後、火災や停
電等の二次被害を発生させず、
安全性を確保した上で、建築物
やテナントの提供するサービスを利
用できている状態

• 避難者が、建築物を避難場所と
して利用し、必要な援助を受けら
れている状態

• 自然災害等発生後、人々が安
心して生活や事業を続けられてい
る状態

水害発生後に
施設がすぐに復旧できている

施設復旧時間

浸水対策が実施されている床面積/ 
浸水対策が実施されている設備

（上水道、EV等）

電気設備の浸水対策が実施されている
床面積/浸水対策が実施されている設

備

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

アクティビティ
（評価項目）

インパクト
（＝社会課題解決の実現）アウトプット アウトカム
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自然災害への備え（3/4）

備蓄（災害用組立トイレ・非常食等）を
準備している

備蓄（災害用組立トイレ・非常食等）
の備蓄量

利活用者や地域住民に
備蓄を提供されている

備蓄の提供可能人数

電線類地中化 電線類を地中化している

地中化された電線類の延長

災害時に周辺地域で停電が発生していない

災害時における地域の停電発生戸数

防災設備の設置
（自家発電設備の設置、備蓄等）

消防法に定められた性能を上回る性能を
有する非常用発電設備の設置している

非常用発電設備数・性能

停電時に電気が利用されている

停電時における電気供給可能時間・
供給可能床面積

自然災害等への備え（レジリエンス）

【インパクト詳細】

• 自然災害等発生後、火災や停
電等の二次被害を発生させず、
安全性を確保した上で、建築物
やテナントの提供するサービスを利
用できている状態

• 避難者が、建築物を避難場所と
して利用し、必要な援助を受けら
れている状態

• 自然災害等発生後、人々が安
心して生活や事業を続けられてい
る状態

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）
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帰宅困難者の一斉帰宅抑制がなされている

自然災害への備え（4/4）

一時滞在施設として都道府県・市区町村から
指定を受けるまたは協定締結を行っている、
「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策
のガイドライン」に則った対応を行っている

指定・協定締結 帰宅困難者の受入可能人数

帰宅困難者に提供できるwifiや
携帯電話等充電が可能な設備を

設置している

帰宅困難者に提供可能な
wifiや充電設備の設置

帰宅困難者によりwifiの利用や
携帯電話の充電が行われている

自然災害等への備え（レジリエンス）

施設内における災害時情報の
発信設備を設置している

施設内における災害時情報の
発信設備の設置

災害時情報の発信方法や体制を
整備している

利活用者が災害時の情報が
提供されている

災害時の情報を受信可能な利活用者
数

BCPを策定し、テナントのBCPとも
連携している

BCPを策定かつテナントのBCPと連携

テナント等が参加する防災訓練を
実施している

テナント等が参加する防災訓練の実施/
実施数

テナントのサービス提供・営業が
速やかに復旧されている

テナントの提供サービスの停止時間
（営業停止時間等）

テナント等の防災訓練参加頻度・
参加回数が増えている

防災訓練の参加企業数や
参加企業割合

災害時情報の発信方法や体制の整備

災害時対応の準備
（テナントや地域事業者等と連携したBCP策
定、帰宅困難者・避難者の受入体制、

災害時の情報発信・共有）

避難者により、避難所・避難場所として
施設や公園・広場等が利用されている

一人当たりの避難所・避難場所面積

避難所・避難場所提供に関する
行政との協定締結を行っている

協定締結

サービス利用可能時間・
同時に利用可能な利活用者数

【インパクト詳細】

• 自然災害等発生後、火災や停
電等の二次被害を発生させず、
安全性を確保した上で、建築物
やテナントの提供するサービスを利
用できている状態

• 避難者が、建築物を避難場所と
して利用し、必要な援助を受けら
れている状態

• 自然災害等発生後、人々が安
心して生活や事業を続けられてい
る状態

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）
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火災への備え

評価項目
（アクティビティ）

インパクト
（＝社会課題解決の実現）アウトプット アウトカム

避難施設の整備や消防用設備等の設置
火災の炎による建築物の
損害の程度が小さい

建築物の焼き損害額

自然災害等への備え（レジリエンス）

【インパクト詳細】

• 自然災害等発生後、安全性を
確保した上で、建築物やテナント
の提供するサービスを利用できて
いる状態

• 避難者が、建築物を避難場所と
して利用し、必要な援助を受けら
れている状態

• 自然災害等発生後、人々が安
心して生活や事業を続けられてい
る状態

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

周辺地域への延焼被害が小さい

周辺地域における類焼建物件数

建築基準法で定められた数以上の
避難施設を整備している

避難階段等の設置

火災発生時に死傷者が発生していない

火災発生時の死傷者数

現行の建築基準法に定められた避難施設を
有する建築物に改修している

避難階段等の設置

消防法で定められた基準を上回る
警報設備、避難設備、消火活動上
必要な施設等が設置されている

警報設備、避難設備、消火活動上
必要な施設等の設置

建築基準法や消防法で定められた
基準を上回る消火設備、警報設備、

消火活動上必要な施設等が設置されている

消火設備、警報設備、消火活動上
必要な施設等の設置
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防犯性の向上

防犯性向上のための設備の設置
（セキュリティ設備の設置等）

セキュリティ設備（監視カメラ等）を
設置している

防犯に配慮したまちづくりの実現

セキュリティ設備の設置/種類数

敷地内広場等における防犯性に配慮した
設備を設置している

敷地内広場等における防犯性に
配慮した設備の設置

ビル管理システムのサイバーセキュリティ
を整備している

ビル管理システムへの
サイバーセキュリティの導入

敷地内で利活用者の安全を脅かす事案が
発生していない

ビル管理システムのセキュリティや
安全性に対する入居者の満足度が高い

ビル管理システムにおけるセキュリティ
インシデントが起きていない

利活用者の安全を脅かす事案の発生
件数（不審者の出没情報等）

入居者のビル管理システムに対する
セキュリティや安全性に対する満足度

ビル管理システムにおけるセキュリティ
インシデント発生回数

【インパクト詳細】

• 利活用者が防犯面において安心
して施設を利用できている状態

• 深夜や早朝等、道の往来が少な
い時間帯でも、人々が防犯上の
不安を感じず、必要な活動ができ
る状態

• 親が防犯上の不安を感じずに、
子どもを外で遊ばせることができる
状態

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）
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子育て支援

子育て支援施設や子育てに配慮した住宅の
整備及び支援の提供

子育て支援施設・保育所・学童・
子どもの一時預かり施設・児童館・子ども食堂

を設置している
こども・少子高齢化への対応

子育て支援施設・保育所・学童・子ども
の一時預かり施設・児童館・子ども食堂

の設置

子育てしやすい間取り・デザイン、設備、
子育てに配慮した遮音性や安全性等を

有する住宅を整備している
（共用部のキッズスペースの整備等含む）

子育てしやすい間取り・デザイン、設備、
子育てに配慮した遮音性や安全性等を

有する住宅の整備/戸数

子育て支援施設・保育所・学童・児童館等が
利用されている

子育て支援施設の利活用者数

子育て支援サービスを提供している
（育児相談や交流イベントの実施、
育児に関する情報提供等）

子育て支援サービスの提供

子育て支援サービスが利用されている

子育て支援サービスの利活用者数

子育てしやすい間取り・デザイン、設備、子育て
に配慮した遮音性や安全性等を備えた住宅に

居住している子育て世帯が増えている

子育てしやすい間取り・デザイン、設備を
備えた住宅の居住者数

子育て支援施設・保育所・学童・児童館等に
対する利活用者の満足度が高い

子育て支援施設の満足度

住宅の子育てに関連する性能に対する
利活用者の満足度が高い

住宅の子育てに関連する性能の満足度

子育て支援サービスに対する
利活用者の満足度が高い

子育て支援サービスの満足度

音環境に関する住宅性能評価書
（等級２以上）や長期優良住宅の認定を

取得している。

住宅性能評価書や長期優良住宅の
認定の取得

【インパクト詳細】

• 子育ての負担感やストレスが低減
されたことを通じて、子育てへの不
安・不満が解消・低減されている
状態

• 子どもが健やかに成長している状
態

• 高齢者が必要な介助や支援を受
け、健やかに日常生活できている
状態

• 介護負担が軽減されることを通じ
て、高齢者の家族の不安・不満
が解消・低減されている状態

人材活躍と生産性向上

H

D H

D H

D H

D H

D H

D H

多様性・包摂性の実現

D

関連インパクト

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）
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高齢者支援

高齢者向け住宅を整備している こども・少子高齢化への対応

高齢者向け住宅の整備/戸数

高齢者向けサービスを提供している
（見守り等）

高齢者向けサービスの提供

訪問介護・看護事業所・デイサービス・
ショートステイ施設を設置している

訪問介護・看護事業所/デイサービス/
ショートステイ施設の設置

高齢者向け住宅に入居している高齢者が
増えている

高齢者向け住宅入居者数・入居率

高齢者向けサービスが利用されている

高齢者向けサービスの利活用者数

高齢者支援施設が利用されている

高齢者支援施設の利活用者数

バリアフリー設備の設置
バリアフリー設備が設置されている建築物が

高齢者に利用されている

高齢者の利活用者数

バリアフリー設備が設置されている建築物
に対する利活用者の満足度が高い

高齢者に配慮した設備の
設置建築物の満足度

バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準を
満たす建築物を整備している

バリアフリー法の建築物移動等円滑化
基準を満たす建築物の整備

再掲

高齢者向けの住宅や支援施設の整備
及び支援の提供

多様性・包摂性の実現

D

D

D

D

D

D

【インパクト詳細】

• 子育ての負担感やストレスが低減
されたことを通じて、子育てへの不
安・不満が解消・低減されている
状態

• 子どもが健やかに成長している状
態

• 高齢者が必要な介助や支援を受
け、健やかに日常生活できている
状態

• 介護負担が軽減されることを通じ
て、高齢者の家族の不安・不満
が解消・低減されている状態

関連インパクト

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

多様性と包摂性（1/2）

多様性と包摂性に配慮した建築物の整備や
設備の設置（バリアフリー、乳幼児連れ、

LGBT、宗教・文化、障がい者等）
（その１）

多様性と包摂性の実現
バリアフリーに配慮されている建物や駐車区画

が障がい者等＊に利用されている

障がい者等＊の利活用者数

バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準を
満たす建築物を整備している

バリアフリー法の建築物移動等円滑化
基準を満たす建築物の整備

＊障がい者・高齢者・乳幼児利活用者・妊婦等

【駐車場】バリアフリー法の基準を上回る
車椅子用駐車区画の設置や優先駐車区画

の設置等を実施している

高齢者等配慮（バリアフリー）に関する
住宅性能評価書を取得している。

住宅性能評価書の認定の取得

車椅子用駐車区画や優先駐車区画
の設置

障がい者等＊の利活用者に配慮した建築物や
駐車区画に対する利活用者の満足度が高い

障がい者等＊の利活用者に配慮した
建築物や駐車区画に対する満足度

LGBTに配慮した設備トイレを設置している

LGBTに配慮した設備トイレの設置

LGBTに配慮した設備の設置物件が
利用されている

LGBTに配慮した設備の設置施設の
利活用者数

LGBTに配慮した設備の設置建築物
に対する利活用者の満足度が高い

LGBTに配慮した設備の設置建築物
に対する満足度

授乳室や乳幼児連れに配慮した設備を
設置したトイレ（例：ベビーキープや
おむつ替えコーナー）等を整備している

授乳室や乳幼児連れに配慮した設備を
設置したトイレの整備/設備の種類数

乳幼児連れ利活用者に利用されている

乳幼児連れ利活用者に配慮した設備の
設置建物に対する利活用者の満足度が高い

乳幼児連れ利活用者数

乳幼児連れ利活用者に配慮した設備の
設置建築物に対する満足度

【インパクト詳細】

• 年齢、身体の状況、宗教・文化
的背景、言語、性的指向等に関
わらず、すべての人が施設・サービ
スを円滑に利用することができてい
る状態

• 年齢、身体の状況、宗教・文化
的背景、言語、性的指向等によ
る制限を受けずに不便なく生活で
きている状態

こども・少子高齢化への対応

C

C

C

C

関連インパクト

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

多様性と包摂性（2/2）

日本語を解さない利活用者向けの案内板を
設置している

多様性と包摂性の実現

外国人利活用者向けの案内板の設置

礼拝室を設置している

礼拝室の設置

案内版や礼拝室が利用されている

案内版や礼拝室の利活用者数・利用
率

（全利活用者に対する割合）

案内板や礼拝室に対する
利活用者の満足度が高い

案内板や礼拝室の利活用者満足度

障がい者向けの就労支援施設を
設置している

障がい者向けの就労支援施設の設置

障がい者向けの支援施設が利用されている

障がい者向けの支援施設の利活用者数

地域の障がい者雇用人数が増えている

障がい者雇用人数の増加

手頃で一定の質が確保された住宅の整備
手頃な価格で一定の質が確保された

賃貸住宅を整備している

手頃な価格で一定の質が確保された
賃貸住宅の整備

手頃な価格の賃貸住宅に
入居する人が増えている

手頃な価格の賃貸住宅の入居者数・
入居率

家賃平均額よりも低い価格で
住居を提供されている

家賃の低減率（家賃平均額ー実際の
家賃）/家賃平均額）

＊家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しない、最低居住面積以上等

多様性と包摂性に配慮した建築物の整備や
設備の設置（バリアフリー、乳幼児連れ、

LGBT、宗教・文化、障がい者等）
（その２）

【インパクト詳細】

• 年齢、身体の状況、宗教・文化
的背景、言語、性的指向等に関
わらず、すべての人が施設・サービ
スを円滑に利用することができてい
る状態

• 年齢、身体の状況、宗教・文化
的背景、言語、性的指向等によ
る制限を受けずに不便なく生活で
きている状態

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

人権への配慮

不動産の整備における人権尊重の取組
（認証を取得した資材の利用や

外国人労働者の労働環境の管理等）

人権に配慮したデュー・デリジェンスが行われた
木材を利用している

人権への対応

人権に配慮したデュー・デリジェンスが行
われた木材*の利用/利用率

強制労働や児童労働に対する
デュー・デリジェンスを実施している

強制労働や児童労働に対する
デュー・デリジェンスの実施

人権配慮に係る認証を取得している/評価を
獲得されている（CHRB等）

人権侵害の疑いのある事象が発生していない

人権侵害に関連する社内外通報件数

人権侵害に該当する事象が発生していない

人権侵害に該当する事象の発生状況

テナントの人権意識が向上している

人権配慮に係る認証取得・評価獲得
（CHRB等）

人権デューデリジェンスのSAQ*
送付件数

*人権デューデリジェンスのSAQ：セルフチェックリスト（Self-Assessment Questionnaire）。事業活動における人権リスクの評価を行うためのチェックリストを指す。

*人権に配慮したデュー・デリジェンスが行われた木材：FSC・PEFC/SGECによる認証材、木材調達に関する認証コード等

【インパクト詳細】

• 不動産整備やその資材調達に関
わる労働者が守られている状態

• 利活用者やテナントが、人権侵
害に関与するリスクを感じずにいら
れる状態

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

安全・尊厳

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

関連インパクト

健康及び安全衛生の確保（1/4）

医療施設・薬局の整備及び
医療・保健相談の提供

医療施設・薬局を設置している
健康・安全な暮らし・働き方の実現

（ヘルス＆セーフティ）

医療・保健相談を実施している

医療・保健相談の実施/実施数

医療機関・薬局への
アクセスが改善されている

医療機関までの距離が1000m未満の
世帯数（市町村単位）

日頃の健康管理意識が向上している

健康管理にプラスの影響を受けた人数

医療施設・薬局の設置

自治体や「AEDの適正配置に関するガイド
ライン」に沿った十分な数と必要に応じた

救急用設備を設置している
十分な数と必要に応じた
救急用設備の設置/設置数

救急用設備の使用に関する訓練が
実施されている

救急用設備の使用に関する訓練の
実施とその参加者数

救急用設備の設置場所を周知している

周知活動の実施

救急用設備の設置場所が認識されている

救急用設備の設置場所を
認識している人数/認識率

救急用設備（AED等）の設置及び
設置場所の周知活動の実施

救急用設備を活用した訓練を実施している

訓練の実施

救急用設備の使用方法が認識されている

救急用設備の使用方法を
認識している人数/認識率

【インパクト詳細】

• 利活用者や地域住民の心身の
健康が維持・増進されている状態

• 救命活動が行いやすい環境整備
や病気にかかりにくくなる環境整
備が行われている状態

• 周辺環境の影響を受けた健康被
害の発生が回避されている状態

• 利活用者や不動産整備やその資
材調達に関わる労働者の心身の
健康が脅かされる状況が回避さ
れている状態

快適で利便性の高い環境
（ウェルネス）

G

G

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

健康・安全な暮らし・働き方の実現
（ヘルス＆セーフティ）

高性能な換気設備の整備
高性能な換気設備（建築物衛生法の基準を

上回る換気量）を導入している

高性能な換気設備の導入（建築物衛
生法の基準を上回る換気量）

分煙の取組
改正健康増進法に基づく取組に加え非喫煙
者に煙にさらさない対策を実施している

/敷地内完全禁煙を実施している

分煙の実施

リフレッシュスペースが利用されている

リフレッシュスペースの利活用者数

アクセスしやすい快適なリフレッシュスペースを
設置している

アクセスしやすい快適なリフレッシュスペー
スの設置/設置箇所数/種類数

リフレッシュスペースに対する
利活用者の満足度が高い
リフレッシュスペースに対する
利活用者の満足度

スポーツジムを整備している
/運動促進設備を設置している
（フィットネスエリア等）
スポーツジムの整備/

運動促進設備の設置/設置数

健康増進プログラムを実施している

健康増進プログラムの実施/開催数

スポーツジムや運動促進設備が
利用されている

運動促進設備の利活用者数

健康増進プログラムが利用されている

健康増進プログラムの利活用者数

日頃の健康管理意識が向上している

健康管理にプラスの影響を受けた人数

健康の維持・増進のための施設整備や
スペース・設備の設置及びプログラムの提供
（リフレッシュスペースや運動促進設備の

設置等）

空気質に対する不快感を
感じている人が少ない

空気質の快適性に関する満足度

受動喫煙を防がれている

副流煙に係るクレーム件数

快適で利便性の高い環境
（ウェルネス）

【インパクト詳細】

• 利活用者や地域住民の心身の
健康が維持・増進されている状態

• 救命活動が行いやすい環境整備
や病気にかかりにくくなる環境整
備が行われている状態

• 周辺環境の影響を受けた健康被
害の発生が回避されている状態

• 利活用者や不動産整備やその資
材調達に関わる労働者の心身の
健康が脅かされる状況が回避さ
れている状態

G

H

H

G

G

G

G

関連インパクト

G

G

人材活躍と生産性向上

H

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

健康及び安全衛生の確保（2/4）

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

周辺環境への健康被害対策実施
（テナント等と連携した騒音、日照阻害、

光害対策等）

【騒音】騒音規制法等の規制基準未満に
抑えている

健康・安全な暮らし・働き方の実現
（ヘルス＆セーフティ）

【騒音】騒音規制法等の
規制基準未満に抑えている

【日照阻害】日影規制に対して
１ランク上の基準を満たしている

【日照阻害】日影規制に対して
１ランク上の基準を満たしている

周辺環境に健康被害が及んでいない

周辺環境からの
健康被害に係るクレーム件数

【光害】「光害ガイドライン」に基づき
光害対策を行っている

【光害】「光害ガイドライン」に基づく
光害対策の実施

化学物質・有害物質による健康被害が
発生していない

化学物質・有害物質による
健康被害に係るクレーム件数

建材における化学汚染物質・有害物質への
対策実施

化学物質排出把握管理促進制度の
対象物質含有しない資材を利用している

化学物質排出把握管理促進制度の
対象物質含有しない資材の利用資材

の種類数
【インパクト詳細】

• 利活用者や地域住民の心身の
健康が維持・増進されている状態

• 救命活動が行いやすい環境整備
や病気にかかりにくくなる環境整
備が行われている状態

• 周辺環境の影響を受けた健康被
害の発生が回避されている状態

• 利活用者や不動産整備やその資
材調達に関わる労働者の心身の
健康が脅かされる状況が回避さ
れている状態

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

健康及び安全衛生の確保（3/4）

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

不動産の工事現場における労働環境の管理
（熱中症対策、適切な休日の確保、社会保

険の加入確認等）

工事現場における労働者の良好な労働環境
確保に係る取組を実施している

健康・安全な暮らし・働き方の実現
（ヘルス＆セーフティ）

工事現場における労働者の良好な労働
環境確保に係る取組の実施

工事現場にて労働災害が発生していない

工事現場における労働災害発生件数

労働環境に対する工事現場における
労働者の満足度が高い

工事現場における労働者の労働環境の
満足度

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

【インパクト詳細】

• 利活用者や地域住民の心身の
健康が維持・増進されている状態

• 救命活動が行いやすい環境整備
や病気にかかりにくくなる環境整
備が行われている状態

• 周辺環境の影響を受けた健康被
害の発生が回避されている状態

• 利活用者や不動産整備やその資
材調達に関わる労働者の心身の
健康が脅かされる状況が回避さ
れている状態

健康及び安全衛生の確保（4/4）

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

水質の安全性の確保
給水設備等の水質劣化を防止する措置を

講じている
健康・安全な暮らし・働き方の実現

（ヘルス＆セーフティ）

水質劣化を防止する措置の実施

水質が確保されている

水質の確保の状況

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

【インパクト詳細】

• 利活用者や地域住民の心身の
健康が維持・増進されている状態

• 救命活動が行いやすい環境整備
や病気にかかりにくくなる環境整
備が行われている状態

• 周辺環境の影響を受けた健康被
害の発生が回避されている状態

• 利活用者や不動産整備やその資
材調達に関わる労働者の心身の
健康が脅かされる状況が回避さ
れている状態

安全な水の確保

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

感染症対策の実施
（換気、非接触・密集を回避できる設備の

設置等）

感染症クラスターが発生していない

健康・安全な暮らし・働き方の実現
（ヘルス＆セーフティ）

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

高性能な換気設備を導入している
（建築物衛生法の基準を上回る換気量）

適正なエアフィルタを備えた空調機械を
導入している

常時換気できる休憩スペースを整備している

EV等の非接触対応ボタンや非接触型の水栓
を導入している

入口付近に手洗い、手指消毒が
できる設備を設置している

再掲

高性能な換気設備の導入

適正なエアフィルタを備えた
空調機の導入

常時換気できる
休憩スペースの導入

EV等の非接触対応ボタンや
非接触型の水栓の導入

手洗い、手指消毒が
できる設備の設置

感染症クラスター発生件数

十分な感染症対策が実施されていることが
感じられている

感染症対策に対する満足度

【インパクト詳細】

• 利活用者や地域住民の心身の
健康が維持・増進されている状態

• 救命活動が行いやすい環境整備
や病気にかかりにくくなる環境整
備が行われている状態

• 周辺環境の影響を受けた健康被
害の発生が回避されている状態

• 利活用者や不動産整備やその資
材調達に関わる労働者の心身の
健康が脅かされる状況が回避さ
れている状態

感染症対策

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

心身ともに良好な状態の実現 (1/3)

快適な室内環境の提供
（テナント等と連携した温度・湿度・音環境・

光環境等の提供）

【室温】快適な室温が実現できる
建築物の整備や設備の設置を実施している

快適で利便性の高い環境
（ウェルネス）

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

【湿度】建築物衛生基準の水準を上回る
湿度に制御できる設備を設置している

加湿・除湿機能を有する設備の設置

快適な室温が実現できる建築物の整備
や設備の設置

施設の室内環境の快適性に対する
利活用者の満足度が高い

施設の快適性に対する利活用者の満足
度

【音】サウンドマスキング装置の設置や適切な音
環境となる仕様を用いている

装置の整備や適切な仕様の内容

【自然光の導入】自然光が導入しやすくなる
仕様を用いている

自然光の導入のための仕様の内容

【天井髙】室内の天井高が確保されている

室内の天井高の状況

【音】音環境に関する住宅性能評価書
（等級２以上）を取得している。

住宅性能評価書の取得

【天井髙】長期優良住宅の認定を
取得している。

長期優良住宅の認定の取得

【個別制御】パーソナル制御が可能となる設備
が設置されている

パーソナル制御が可能となる設備の設置

【インパクト詳細】

• 室内環境の居心地の良さを感じ
ることにより、肉体的・精神的に満
たされた状態

• 生活や労働に必要なモノや情報
にアクセスできている状態

H

関連インパクト

F

健康な暮らし・働き方の実現
（ヘルス＆セーフティ）

F

人材活躍と生産性向上

H

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

快適で利便性の高い環境
（ウェルネス）

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

バイオフィリックデザインに配慮した
建物/空間の整備や緑化を実施している

バイオフィリックデザインに配慮した建物/
空間の整備/整備フロア数/緑化面積

バイオフィリックデザインの導入
（室内の植栽、内装木質化、

壁面緑化、屋上緑化、芝生化等）

自然環境に調和した空間や緑化に
対する利活用者の満足度が高い
室内空間や緑化に対する
利活用者の満足度

バイオフィリックデザインが導入された建物/空間
が利用されている

【インパクト詳細】

• 室内環境の居心地の良さを感じ
ることにより、肉体的・精神的に満
たされた状態

• 生活や労働に必要なモノや情報
にアクセスできている状態

H

H

関連インパクト

利活用者の幸福度が向上されている・
ストレス軽減している

利活用者の幸福度向上・ストレス軽減し
たと回答した利活用者数

H

バイオフィリックデザインが導入された
建物/空間の利活用者数

F

F

F

健康・安全な暮らし・働き方の実現
（ヘルス＆セーフティ）

F

人材活躍と生産性向上

H

緑･景観の形成（MIDORI）

K

K

K

K

心身ともに良好な状態の実現 (2/3)

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

快適なエレベーター利用のためのバンク分けや
輸送能力を有するエレベーターを

設置している

利活用者が設備を利用したいときに
設備が使われている

快適で利便性の高い環境
（ウェルネス）

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

快適なトイレや施設利活用者に対して余裕
をもった数のトイレを設置している

屋外日よけ（屋根、庇、緑陰、樹木等）を
設置している

日よけを設置した空間に対する
利活用者（来街者）の満足度が高い

バンク分けや輸送能力を有する
エレベーターの設置

快適なトイレや施設利活用者に対して
余裕をもったトイレの設置

屋外における日よけの設置
日よけに対する利活用者（来街者）の

満足度

各設備を利用するまでの待ち時間

快適な設備に対する
利活用者の満足度が高い

快適な設備に対する利活用者の満足度

アクセスしやすい快適なリフレッシュ
スペースを設置している

リフレッシュスペースが利用されている

リフレッシュスペースに対する
利活用者の満足度が高い

アクセスしやすい快適なリフレッシュ
スペースの設置/設置個所数

再掲 再掲

再掲

リフレッシュスペースの利活用者数

リフレッシュスペースに対する利活用者
（従業員等含む）の満足度

快適な共用のスペースや設備の設置
（リフレッシュスペース、エレベーター、トイレ

屋外の日よけ等）

健康・安全な暮らし・働き方の実現
（ヘルス＆セーフティ）

【インパクト詳細】

• 室内環境の居心地の良さを感じ
ることにより、肉体的・精神的に満
たされた状態

• 生活や労働に必要なモノや情報
にアクセスできている状態

F

H

H

F

関連インパクト

F

F

F

人材活躍と生産性向上

H

緑･景観の形成（MIDORI）

K

K

心身ともに良好な状態の実現 (3/3)

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

利活用者が利便な設備の設置/施設の整備
により利便性が向上している

利便な設備の設置や施設の整備
（来訪者が利用できるWifi、

デジタルサイネージ、設置要望のある店舗等）

来訪者が利用できるWifi/デジタルサイネージ
を設置している

利便な設備/施設が利用されている
快適で利便性の高い環境

（ウェルネス）

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

来訪者が利用できるWifi/
デジタルサイネージの設置

利便性が向上したと回答した人数

利便な設備/施設の利活用者数

設置要望のある店舗等を設置している

設置要望のある店舗等の設置

利便性の向上

【インパクト詳細】

• 室内環境の居心地の良さを感じ
ることにより、肉体的・精神的に満
たされた状態

• 生活や労働に必要なモノや情報
にアクセスできている状態

地域の魅力・文化の形成・活性化
（アイデンティティ）

J

関連インパクト

J

J

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

多様な働き方を実現する職場・住環境の整備（1/2）

利活用者の働き方が変容している

サテライトオフィス・シェアオフィスの整備
サテライトオフィス・シェアオフィスを

設置している
サテライトオフィス・シェアオフィスが

利用されている
人材活躍と生産性向上

屋外で仕事ができる施設を
整備している

フロア内にWifiを設置しているデジタルインフラの整備

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

Wifiが利用されている

サテライトオフィス・シェアオフィスに対する
利活用者の満足度が高い

サテライトオフィス・シェアオフィスの設置

屋外で仕事ができる施設の整備

サテライトオフィス・シェアオフィスの
利活用者数

生活の仕方や働き方が変容した人の数

サテライトオフィス・シェアオフィスに対する
利活用者の満足度

Wifiの利活用者数フロア内のWifiの設置

【インパクト詳細】

• 仕事に集中しやすい環境が整え
られることで、従業員のモチベー
ションや生産性が高まっている状
態

• 働く時間や場所を自由に選択で
きることで、従業員のモチベーショ
ンや生産性が高まっている状態

快適で利便性の高い環境
（ウェルネス）

G

G

G

G

関連インパクト

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

利活用者の働き方が変容している

子育て支援施設の整備
（保育所、学童等）

保育所/学童/子どもの一時預かり施設
を設置している

子どもが保育所・学童・子どもの一時預かり
施設に登録されている

人材活躍と生産性向上

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

集合住宅におけるコワーキングスペース
を設置している

在宅勤務に適した住環境の整備
（共用部におけるコワーキングスペースの

整備等）

コワーキングスペースが利用されている

再掲

保育所/学童/子どもの一時預かり施設
の設置

集合住宅におけるコワーキングスペース
の整備

生活の仕方や働き方が変容した人の数

保育所・学童・子どもの一時預かり施設
の子どもの登録者数

コワーキングスペースを利用可能な
住戸数・利活用者数

多様な働き方を実現する職場・住環境の整備（2/2）

【インパクト詳細】

• 仕事に集中しやすい環境が整え
られることで、従業員のモチベー
ションや生産性が高まっている状
態

• 働く時間や場所を自由に選択で
きることで、従業員のモチベーショ
ンや生産性が高まっている状態

こども・少子高齢化への対応

C

C

コワーキングスペースに対する
利活用者の満足度が高い

コワーキングスペースに対する利活用者の
満足度

快適で利便性の高い環境
(ウェルネス)

G

G

G
関連インパクト

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

アクセスしやすい快適なリフレッシュスペースを
設置している

リフレッシュスペースが利用されている

フレッシュスペースに
対する利活用者の満足度が高い

レイアウト変更に対応した区画に分け
て運用できるように設置している

（空調設備等）

建築基準法に定められた基準を上回る荷重の
ゆとりを有する建築物を整備している

フロア内でWifi環境を整備している

高度情報通信インフラ
及び通信・情報設備を整備している

人材活躍と生産性向上

フロア内でWifi環境の整備

レイアウト変更に対応可能な通信用の
スペースの確保かつ十分な容量のOA機

器用コンセントの整備

再掲

荷重のゆとりを有する建築物の整備

アクセスしやすい快適なリフレッシュスペー
スの設置/設置個所数

同一空間内で細かい区画（グループ単
位）に分ける運用が可能な仕様

リフレッシュスペースの利活用者数

リフレッシュスペースに対する利活用者の
満足度

生産性向上を図る環境が整備された
建築物に対する利活用者の満足度が高い

生産性向上を図る環境が整備された
建築物に対する利活用者の満足度

打合せ・コミュニケーションスペース
に対する利活用者の満足度が高い

生産性向上を図るためのオフィス環境整備
（打合せスペース、リフレッシュスペース、
柔軟な建物の仕様、デジタルインフラ、室内
環境、バイオフリックデザイン等）その１

共用部におけるアクセス性が高い打合せ
スペースやコミュニケーションスペース

を整備している

打合せ・コミュニケーションスペースに
対する利活用者の満足度

共用部におけるアクセス性が高い打合せ
スペース・コミュニケーションスペースの整

備/合計面積/種類の数

打合せ・コミュニケーションスペースが
利用されている

打合せ・コミュニケーションスペースの
利活用者数

再掲

再掲

生産性向上を図るための職場環境の整備（1/3）

利活用者が希望するレイアウトに
変更されている

レイアウトの柔軟性に対する
利活用者の満足度

再掲

【インパクト詳細】

• 仕事に集中しやすい環境が整え
られることで、従業員のモチベー
ションや生産性が高まっている状
態

• 働く時間や場所を自由に選択で
きることで、従業員のモチベーショ
ンや生産性が高まっている状態

健康・安全な暮らし・働き方の実現
（ヘルス＆セーフティ）

F

G

G

G

G

G

G

関連インパクト

快適で利便性の高い環境
（ウェルネス）

G

F

F

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

【換気】高性能な換気設備が導入されている
（建築物衛生法の基準を上回る換気量）

利活用者のモチベーションが上がり、
生産性が向上している

人材活躍と生産性向上

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

再掲

生産性が向上したと回答した従業員数・
従業員一人当たりの収益額

高性能な換気設備の設置

オフィスの入居企業が増えている

オフィスの入居率

【室温】快適な室温が実現できる
建築物の整備や設備の設置を実施している

再掲

快適な室温が実現できる建築物の
整備や設備の設置

【湿度】建築物衛生基準の水準を上回る湿度
に制御できる設備を設置している

再掲

加湿・除湿機能を有する設備の設置

【音】サウンドマスキング装置の設置や適切な
音環境となる仕様を用いている

装置の整備や適切な仕様の内容

【自然光の導入】自然光が導入しやすくなる
仕様を用いている

自然光の導入のための仕様の内容

再掲

再掲

生産性向上を図るためのオフィス環境整備
（打合せスペース、リフレッシュスペース、
柔軟な建物の仕様、デジタルインフラ、室内
環境、バイオフリックデザイン等）その２

【インパクト詳細】

• 仕事に集中しやすい環境が整え
られることで、従業員のモチベー
ションや生産性が高まっている状
態

• 働く時間や場所を自由に選択で
きることで、従業員のモチベーショ
ンや生産性が高まっている状態

快適で利便性の高い環境
（ウェルネス）

G

G

関連インパクト

生産性向上を図るための職場環境の整備（2/3）

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

人材活躍と生産性向上

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

【個別制御】パーソナル制御が可能となる設備
が設置されている

室内の天井高が確保されている

パーソナル制御が可能となる設備の設置

室内の天井高の状況

再掲

再掲

バイオフィリックデザインに配慮した
空間の整備や緑化を実施している

バイオフィリックデザインに配慮した空間の
整備/整備フロア数/緑化面積

再掲

利活用者のモチベーションが上がり、
生産性が向上している

オフィスの入居企業が増えている

オフィスの利用率

生産性が向上したと回答した従業員数・
従業員一人当たりの収益額

生産性向上を図るためのオフィス環境整備
（打合せスペース、リフレッシュスペース、
柔軟な建物の仕様、デジタルインフラ、室内
環境、バイオフリックデザイン等）その３

【インパクト詳細】

• 仕事に集中しやすい環境が整え
られることで、従業員のモチベー
ションや生産性が高まっている状
態

• 働く時間や場所を自由に選択で
きることで、従業員のモチベーショ
ンや生産性が高まっている状態

G

関連インパクト

快適で利便性の高い環境
（ウェルネス）

G

生産性向上を図るための職場環境の整備（3/3）

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

雇用機会の創出と地域産業の活性化 (1/2)

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

地域経済･産業の活性化（イノベーション）
地域産業活性化に資する
施設の整備及び取組の実施

地域産業活性化を促す施設を
整備している

地域産業活性化を促す施設の整備

地域活性化を促す施設が
利用されている

施設の利活用者数

地域産業を担う施設・企業の
売上が増えている

地域活性化を促す施設や
地元企業の売上額

地域産業活性化に貢献する
事業が増えている

地域内の新規事業・既存事業数

地域産業活性化を促す事業や
取組を実施している

地域産業活性化を促す
事業や取組の実施・実施数

地域産業活性化を促す事業や
取組に多くの企業に参加されている

地域産業活性化を促す事業や
取組の参加者数

地域における生産・消費活動が
活発化している

地域の税収

誘致等を行い、事業展開する地元・
地域企業等が施設に入居している

地元・地域企業等の入居数

雇用機会が創出されている

施設における雇用創出数

地域で働く人が増えている

地域の就業者人口

【インパクト詳細】

• 地域内における雇用増加や、地
域密着型事業の起業や事業拡
大が行われている状態

• 地域における所得や需要の増加
が、更なる経済活性化の機会獲
得を目的に活用されている状態
（例：収益の再投資）

コミュニティの再生・形成

L

L

L

関連インパクト

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

デジタルインフラが利用されている

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

移住を推進する取組
（デジタルインフラ等の整備及び
移住者を支援する取組）

デジタルインフラを設置している

サテライトオフィスが利用されている

地域経済･産業の活性化（イノベーション）

サテライトオフィスを設置している

移住者のコミュニティ形成イベントが
開催されている

移住者を支援する取組を実施している

相談窓口が移住希望者により
利用されている

地域外の人の移住が進んでいる

移住を志向する人が増えている

情報通信インフラの設置/設置数
（利用可能建物数）

サテライトオフィスの設置

移住者を支援する取組の実施/実施数

情報通信インフラの利活用者数

サテライトオフィスの利活用者数

移住を志向する人数

移住希望者からの相談対応件数

移住者のコミュニティ形成イベントの
開催数

新規移住者数

雇用機会の創出と地域産業の活性化 (2/2)

【インパクト詳細】

• 地域内における雇用増加や、地
域密着型事業の起業や事業拡
大が行われている状態

• 地域における所得や需要の増加
が、更なる経済活性化の機会獲
得を目的に活用されている状態
（例：収益の再投資）

人材活躍と生産性向上

コミュニティの再生・形成

H

L

L

L

L

H

H

関連インパクト

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

イノベーションや地域産業の創出

地域産業の育成・創出や
イノベーション創出のための

施設の整備及びプログラムの実施
地域経済･産業の活性化（イノベーション）施設が利用され、入居企業が増えている

施設利用・入居企業の延べ数
/利用・入居率

施設周辺エリアの事業活動・プロジェクトが
活発化している

施設周辺エリアの事業活動
・プロジェクト件数

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

スタートアップ企業支援プログラムを
実施している

スタートアップ企業支援プログラム実施
/実施数

コワーキングスペース、ファブスペース、
インキュベーション施設等を設置している

コワーキングスペース、ファブスペース、
インキュベーション施設等の設置

コワーキングスペース、ファブスペース、
インキュベーション施設等が利用される

コワーキングスペース、ファブスペース、
インキュベーション施設等の利活用者数

スタートアップ企業支援プログラムに
参加した企業が増えている

スタートアップ企業支援プログラム
参加企業数

人材育成プログラムや起業家の交流イベントに
参加した人が増えている

人材育成プログラムや起業家の
交流イベントの参加者数

施設を利用している企業が関わる
企業間の協業が増えている

企業との協業数

人材育成プログラムや起業家の交流イベントを
実施している

人材育成プログラムや起業家の交流
イベントの実施/実施数

手頃で良質な業務用施設や
トライアル施設を設置している

手頃で良質な業務用施設や
トライアル施設の設置

【インパクト詳細】

• 地域内における雇用増加や、地
域密着型事業の起業や事業拡
大が行われている状態

• 地域における所得や需要の増加
が、更なる経済活性化の機会獲
得を目的に活用されている状態

コミュニティの再生・形成

起業に取り組む人材が増えている

起業の件数、地域の創業比率

L

L

L

関連インパクト

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

地域資源の活用

地域産材の利用
（木材、石材等の再利用含む）

地域経済･産業の活性化（イノベーション）地域産材の売上が増えている

地域産材の売上額※

地域産材が再利用されている

地域産材が利用されている

地域産材の利用の有無/利用量/
利用率

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

テナントや地域事業者等と連携した
地域産品等を販売する店舗等
（アンテナショップ等）の整備及び

地域資源活用を促進する取組の実施

地域産材の再利用量/再利用率

地域産品等を販売する店舗が設置されている

地域産品等を販売する店舗の設置

テナントや地域事業者等と連携した地域産品
等のマルシェイベントが実施されている

テナントや地域事業者等と連携した地域
産品等のマルシェイベント実施/実施数

地域産品の品揃えが増えている

地域産品の取扱い品目数

地域産品の消費が活発化している

地域産品の売上額

地域での消費活動が活発化している

地域での消費活動の
一人当たりの平均額（月平均食費/
地域産品消費額等のアンケート調査、

家計調査（統計情報）等）

地域産材を利用した建築物の存続により
地域産材の認知が進んでいる

地域産材の認知度

合法性・持続可能性に配慮した地域の木材が
利用されている

合法性・持続可能性に配慮した木材の
利用の有無/利用量/利用率

合法性・持続可能性に配慮した地域の木材の
利用により地域の林業が維持・活性化

されている

地域の林業産出額

※地域産材のうち木材については、地域の林業産出額となる。

【インパクト詳細】

• 地域内における雇用増加や、地
域密着型事業の起業や事業拡
大が行われている状態

• 地域における所得や需要の増加
が、更なる経済活性化の機会獲
得を目的に活用されている状態

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

地域のまちづくりへの貢献（1/2）

地域のまちづくり方針に沿った取組の実施
（ウォーカビリティや地域文化を活かしたまちづく
り 、密集市街地の整備、駐車場ガイドライン、
観光まちづくり計画、福祉のまちづくり計画、賑

わい用途の導入等）

地域のまちづくり方針に沿って
ストリートファーニチャーの設置等
歩行者空間が整備されている

地域の魅力・文化の形成・活性化
（アイデンティティ）

地域のまちづくり方針に沿った
歩行者空間の整備

歩行者が増えている

歩行者数

歩行者空間に対する歩行者の満足度が高い

歩行者空間に対する歩行者の満足度

地域のまちづくり方針に沿って
導入された施設等と連携した

地域の魅力を高める取組を実施している

導入された施設等と連携した地域の
魅力を高める取組の実施

ガイドラインに沿って歩行者の通行に配慮した
駐車場の配置や出入口の設置等により、誰も
が円滑に移動できる空間が整備されている
ガイドラインに沿って歩行者の通行に配
慮した駐車場の配置や出入口の設置

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

地域内で多様なサービスが提供されている

一定区域の中にある
店舗・サービスの種類

地域の魅力が向上している

来街者・地域住民の満足度

街の来街者層が変化している

特定の来街者層（例：子育て世帯）
の割合

来街者が街に滞在している

来街者の滞在時間

地域のまちづくり方針に沿った
施設を導入している

地域のまちづくり方針に沿った
施設の導入

【インパクト詳細】

• 地域のまちづくり方針や景観・歴
史や文化等の独自性に基づくまち
づくりが、地域住民や利活用者、
来街者に魅力として伝わり、住民
が住み続け、地域の関係人口や
来訪者が継続的にいる状態

地域のまちづくり方針に沿った施設が
利用されている

地域のまちづくり方針に沿った施設の
利活用者数

地域経済･産業の活性化（イノベーション）

I

移動しやすい環境（モビリティ）

N

N

I N

来街者が増えている

来街者数

I N

I N

関連インパクト

アクティビティ
（評価項目）

インパクト
（＝社会課題解決の実現）アウトプット アウトカム



資料５-２

地域のまちづくりへの貢献（2/2）

活用に向けて空き家・空き店舗や既存住宅等
の改修や整備を実施している

空き家・空き店舗や既存住宅等の
改修や整備

空き家・空き店舗が利用されている/
既存住宅がより望ましい状態で利用されている

空き家・空き店舗や既存住宅を
活用した物件の利活用者数・

入居企業数・サービス（事業）数

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

来街者や住民が増えている

来街者数や人口

地域の魅力・文化の形成・活性化
（アイデンティティ）

I

I

地域経済･産業の活性化（イノベーション）

I

関連インパクト

【インパクト詳細】

• 地域のまちづくり方針や景観・歴
史や文化等の独自性に基づくまち
づくりが、地域住民や利活用者、
来街者に魅力として伝わり、住民
が住み続け、地域の関係人口や
来訪者が継続的にいる状態

耐震性のない老朽化した空き家・空き店舗等
を除却し、敷地に新たな施設整備や敷地活用

を実施している

耐震性のない老朽化した空き家・空き
店舗等の除却及び新規施設整備や

敷地の活用

整備された施設や敷地が利用されている

整備した施設や敷地の利活用者数・
入居企業数・サービス（事業）数

I

空き家・空き店舗、既存住宅等の活用や
除却(宿泊施設、飲食、物販、事務所、
観光案内所、子育て支援施設、移住者

向け住宅等への活用、耐震性のない老朽化し
た建物の除却）

来街者や住民が増えている

来街者数や人口

I

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

歴史・文化の保護・継承・発展

歴史・文化の保護・継承・発展に資する
建物や樹木等の整備・活用・保全や設備の

設置、場の提供

歴史的・文化的価値のある建物や樹木等が
利用されている

歴史的・文化的価値のある建物や
樹木等の利活用者数・入居企業数

歴史的・文化的価値のある建物や樹木等の
活用・保全を通じて土地固有の風土や歴史等

の文化的価値が提供されている

歴史的・文化的価値のある建物や
樹木等の活用・保全による満足度

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

歴史的・文化的な価値のある建物や樹木等を
活用・保全している

歴史的・文化的な価値のある建物や
樹木等の活用・保全

文化交流施設が利用されている

文化交流施設の利活用者数

文化交流施設を整備している

文化交流施設整備

文化交流施設を通じて土地固有の風土や歴
史等の文化的価値が提供されている

文化交流施設の満足度

地域文化紹介やアート展示の展示物に対する
理解度・認知度、満足度が高い

地域文化紹介やアート展示の展示物に
対する理解度・認知度、満足度

地域文化紹介のための掲示板を
設置している

地域文化紹介のための掲示板の設置

来街者が増えている

周辺区域の来街者数

アート展示のための場を提供している

アート展示のための場の提供

アート展示のための場が利用されている

アート展示のための場の利活用者数

地域経済･産業の活性化（イノベーション）

I

I

関連インパクト

【インパクト詳細】

• 地域のまちづくり方針や景観・歴
史や文化等の独自性に基づくまち
づくりが、地域住民や利活用者、
来街者に魅力として伝わり、住民
が住み続け、地域の関係人口や
来訪者が継続的にいる状態

コミュニティの再生・形成

L

L

地域の魅力・文化の形成・活性化
（アイデンティティ）

緑･景観の形成（MIDORI）

K

K

K

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

魅力ある景観の形成

景観ガイドライン等に沿った景観形成や
保全の取組を実施している

緑･景観の形成（MIDORI）

景観ガイドラインに沿った景観形成や
保全の取組の実施

景観に対する来街者・地域住民の
満足度が高い

景観に対する
来街者・地域住民の満足度

景観ガイドライン等に沿った屋外広告物を
設置している

景観ガイドライン等に沿った
屋外広告物の設置

景観に配慮した外観・敷地デザインの導入
（景観ガイドラインに沿った取組等）

人々が憩える緑地を整備している

人々が憩える緑地の整備

緑地・在来の森林・親水空間が
利用されている

緑地・在来の森林・
親水空間の利活用者数

在来の森林等の保全や周辺の
自然植生に配慮した環境づくりを

実施している
在来の森林等の保全や周辺の
自然植生に配慮した環境づくり

緑化や緑地・親水空間の整備・保全

親水空間の整備及び
自然のままの水辺の保全を実施している

親水空間の整備及び
自然のままの水辺の保全

緑地・在来の森林・親水空間を通じて
自然の価値が提供されている

緑地・在来の森林・親水空間の満足度

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

景観に魅力を感じた人が
周辺地域に訪れている

来街者数

緑地・在来の森林・親水空間を通じて
自然の価値を体験したい人が
周辺地域に訪れている

来街者数

I

I

I

I

地域経済･産業の活性化（イノベーション）

I

関連インパクト

【インパクト詳細】

• 地域のまちづくり方針や景観・歴
史や文化等の独自性に基づくまち
づくりが、地域住民や利活用者、
来街者に魅力として伝わり、住民
が住み続け、地域の関係人口や
来訪者が継続的にいる状態

地域の魅力・文化の形成・活性化
（アイデンティティ）

J

J

J

J

J

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

地域交流の形成・促進（１/2）

公園、広場・コミュニティスペースの整備・提供
及び地域コミュニティ活性化を促す取組や
社会的な繋がりが希薄な人の居場所づくりの

取組の実施
（まちづくり組織による管理含む）

コミュニティの再生・形成
公園、広場・コミュニティスペースが

利用されている

広場・コミュニティスペースの利活用者数
や利用団体数

公園、広場・コミュニティスペースに
利活用者が滞在している

利活用者の滞留時間

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

地域コミュニティ活性化を促す取組が
活発化している

地域コミュニティ活性化を促す取組の
参加者数

地域交流によって孤独感が
解消・減少したと感じる人が増えている

地域交流により孤独感が解消したと
感じる人の割合

社会的な繋がりが希薄な人の
居場所づくりの取組が活発化している

社会的な繋がりが希薄な人の
居場所づくりの取組の参加者数

公園、広場・コミュニティスペースにおいて、社会
的な繋がりが希薄な人の居場所づくりの取組を

実施している

社会的な繋がりが希薄な人の外出の機会が増
えている／地域との交流が増えている

外出の機会が増えている／地域との交
流が増えていると回答した人の割合

社会的な繋がりが希薄な人の
居場所づくりの取組の実施・実施数

誰でも利用可能な公園、広場・コミュニティス
ペースを整備している

誰でも利用可能な広場・
コミュニティスペースの整備

＊子育て世帯同士の交流や、高齢者を含む地域住民同士の交流等を含む

公園、広場・コミュニティスペースにおいて、地域
コミュニティ活性化を促す取組を実施している

地域コミュニティ活性化を促す取組の
実施・実施数

公園、広場・コミュニティスペースにおいて、
電源や水道の整備等の活用を促す設えを

整備している

電源や水道の整備等の活用を促す
設えの整備

公園、広場・コミュニティスペースの
利活用者層が変化している

特定の利活用者層（例：子育て世
帯）の割合

地域住民同士が
個人的な交流*を行っている

地域住民同士での交流がある人の割合

地域経済･産業の活性化（イノベーション）

【インパクト詳細】

• 地域住民同士の交流や、多様な
属性の人々同士の交流を通じて、
地域住民等の孤独感が解消され、
安心して過ごせる活力あるコミュニ
ティが再生している状態

I

I

I

I

I

I

多様性・包摂性の実現

D

D

D

関連インパクト

地域の魅力・文化の形成・活性化
（アイデンティティ）

J

J

J

J

公園、広場・コミュニティスペース等の質を
持続し、価値を高めるための組織や体制が

構築されている

公園等の質を持続し、価値を高めるため
の持続的な管理を行う組織や体制の構

築と管理や取組の実施

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

地域交流の形成・促進（2/2）

多様な属性の人々が活動・交流する
ミクストコミュニティの形成に資する
複合施設の整備や取組の実施

コミュニティの再生・形成
ミクストコミュニティの形成に向けた

複合機能を有する施設が利用されている
ミクストコミュニティの形成に向けた

複合機能を有する施設の利活用者数
や

利用団体数

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

多様な属性の人々の間で
交流が行われている

多様な属性の人々の間で
交流がある人の割合

コミュニティ形成の取組が活発化している

コミュニティ形成の取組の参加者数

コミュニティ形成の取組を実施している

コミュニティ形成の取組の
実施・実施数

ミクストコミュニティの形成に向けた
複合機能を有する施設を整備している

ミクストコミュニティの形成に向けた
複合機能を有する施設の整備

【インパクト詳細】

• 地域住民同士の交流や、多様な
属性の人々同士の交流を通じて、
地域住民等の孤独感が解消され、
安心して過ごせる活力あるコミュニ
ティが再生している状態

多様性・包摂性の実現

D

D

D

関連インパクト

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

質の高い教育の提供 (1/2)

教育施設の整備と教育の提供（高等教育、
子ども向け教育、社会人向け教育）

（その１）
人材育成

高等教育の機会を提供する施設が
利用されている

高等教育の機会を享受した利活用者数

学童・児童館を設置している

学童・児童館の設置

高等教育の機会を提供する施設（サテライト
キャンパス）を設置している

高等教育の機会を提供する施設の設置

子ども向け教育プログラムを実施している

子ども向け教育プログラムの実施

子ども向け教育プログラムが受講されている

子ども向け教育プログラムの受講者数

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

学童・児童館が利用されている

学童・児童館の利活用者数

学習時間が増えている

利活用者の学習時間

学習イベント等の
学習機会が増えている

利活用者の学習時間

子ども向け教育プログラムに対する受講者の
満足度が高い

子ども向け教育の受講者の満足度

【インパクト詳細】

• 誰もが質の良い教育にアクセスで
きる状態

• 質の良い教育の享受により、人々
の知識やスキルが向上している状
態

多様性・包摂性の実現

D

関連インパクト

D

D

D

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

質の高い教育の提供 (2/2)

人材育成生涯学習施設を設置している

生涯学習施設の設置

社会人向け教育が受講されている

社会人向け教育の受講者数

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

教育施設の整備と教育の提供（高等教育、
子ども向け教育、社会人向け教育）

（その２）

社会人向け教育を実施している

社会人向け教育の実施

生涯学習施設が利用されている

生涯学習施設の利活用者数

社会人向け教育に対する
受講者の満足度が高い

社会人向け教育の受講者の満足度

技能・経歴が向上したと感じる人が
増えている

技能や経歴が向上したと感じられたと
回答した受講者の人数

【インパクト詳細】

• 誰もが質の良い教育にアクセスで
きる状態

• 質の良い教育の享受により、人々
の知識やスキルが向上している状
態

地域経済･産業の活性化（イノベーション）

I

I

関連インパクト

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

交通利便性の向上 (1/3)

公共交通機関や周辺施設へのアクセス向上
（歩行者用通路拡幅やコミュニティバス等）

移動しやすい環境（モビリティ）
公共交通機関や周辺施設へのアクセスに対す

る利活用者の満足度が高い

歩行者用通路や歩行者ルート利活用
者の満足度

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

公共交通機関へのアクセス向上を目的とした
歩行者ルートを整備している

公共交通機関へのアクセス向上を
目的とした歩行者ルート

（ペデストリアンデッキ）の整備

コミュニティバスやオンデマンド交通の
乗降スペースを整備・提供している

コミュニティバスやオンデマンド交通の
乗降スペースの整備・提供

歩行者用通路を整備している

歩行者用通路の拡幅整備

乗降スペースが利用されている

乗降スペースの利活用者
（当該場所の乗降客数）

乗降スペースの利活用者の移動時間が
短縮されている

乗降スペースの利活用者（当該場所の
乗降客）における移動時間

公共交通機関を利用して
街に人が訪れている

公共交通機関を利用している
来街者数や施設利活用者数

コミュニティバスやオンデマンド交通の
乗降スペースに対する利活用者の満足度が高

い
コミュニティバスやオンデマンド交通の
乗降スペース利活用者の満足度

【インパクト詳細】

• 多様な移動手段が選択すること
が可能であり、かつ公共交通機
関や周辺施設に円滑に移動でき
る状態

• 自転車や徒歩により、円滑かつ快
適にまちなかを移動できる状態

• 円滑かつ快適な移動により人々
の回遊性が向上し、地域の魅力
に触れる機会が増加している状
態

多様性・包摂性の実現

D

J

D

D

D 地域経済･産業の活性化（イノベーション）

I

地域の魅力・文化の形成・活性化
（アイデンティティ）

J

I

D

J

J

J

関連インパクト

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

移動しやすい環境（モビリティ）
利活用者が利用したいときに

カーシェアリング（自動車）を利用されている

カーシェアリングの利活用者数

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

カーシェアリングステーションを設置している

カーシェアリングステーションの設置、利用
可能台数（ステーションの面積）

クリーンエネルギーな次世代自動車の
燃料供給設備設置スペースを整備している

（電気自動車の充電スタンド等）
クリーンエネルギーな次世代自動車の
燃料供給設備の設置スペースの整備

クリーンエネルギーな次世代自動車の
燃料供給設備設置スペースが利用されている

（電気自動車の充電スタンド等）

クリーンエネルギーな次世代自動車の
燃料供給設備の利用台数

クリーンエネルギーな次世代自動車の燃料
供給設備（電気自動車の充電スタンド等）
設置スペースへのアクセスが改善されている

クリーンエネルギーな次世代自動車の
燃料供給設備への移動時間

次世代自動車が普及している*

次世代自動車の普及率

*次世代自動車の燃料供給設備へのアクセスが向上すると、燃料供給設備までの移動時間を要さないため、
次世代自動車が普及すること自体が移動時間の短縮（交通利便性の向上）に繋がる

交通利便性の向上 (2/3)

カーシェアリングステーションや
燃料供給設備の設置スペースの提供
（電気自動車の充電スタンド等）

【インパクト詳細】

• 多様な移動手段が選択すること
が可能であり、かつ公共交通機
関や周辺施設に円滑に移動でき
る状態

• 自転車や徒歩により、円滑かつ快
適にまちなかを移動できる状態

• 円滑かつ快適な移動により人々
の回遊性が向上し、地域の魅力
に触れる機会が増加している状
態

地域の魅力・文化の形成・活性化
（アイデンティティ）

J

J

J

J

関連インパクト

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

交通利便性の向上（3/3）

シェアサイクル等設置スペースの提供や
駐輪場の整備

移動しやすい環境（モビリティ）シェアサイクル等が利用されている

シェアサイクル等の利用回数

安全・尊厳

心身の健康

豊かな経済

魅力のある地域

地域のまちづくり方針に沿った
駐輪場を整備している

地域のまちづくり方針に沿った
駐輪場の整備

歩道周辺のアメニティの
利便性に対する満足度が高い

歩道周辺のアメニティの利便性に
対する満足度

誰でも利用可能な駐輪場を整備している

誰でも利用可能な駐輪場の整備
（有料・無料両方含む）

歩道周辺のアメニティ設置及び管理（案内
板、トイレ、木陰、ベンチ等）、道路整備

歩道周辺にアメニティを設置・管理している

歩道周辺のアメニティの設置・管理

街中の歩行者が増えている

街中の歩行者数

駐輪場が利用されている

駐輪場の利活用者数

シェアサイクル等のスペースを提供している

シェアサイクル等のスペースの提供、利用
可能台数（スペースの面積）

街中で自転車が利用されている

街中の自転車利活用者数

街中の放置自転車が減少している

街中の放置自転車台数

【インパクト詳細】

• 環境に配慮した移動手段を選択
することに対する障壁が無く、渋
滞や無駄な移動等の不自由なく
街中を移動できる状態

J

J

J

J

J

地域経済･産業の活性化（イノベーション）

I

地域の魅力・文化の形成・活性化
（アイデンティティ）

J

I

関連インパクト

緑･景観の形成（MIDORI）

K

K

道路整備や拡幅を行っている

道路の整備・拡幅

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）



資料５-２

適切な維持管理、テナント・施設管理者・利活用者・地域等との協働

適切な維持管理の推進
長期保全計画を策定している・

実施体制を構築している（昇降機含む）

長期保全計画の策定及び
実施体制の構築

建物や設備等の機能を維持するための
継続的な取組の実施

長期保全計画や維持管理計画に基づく
取組に対する利活用者の満足度が高い

利活用者の満足度

維持保全計画の策定及び建物の定期的な
点検やメンテナンス（予防保全）を
実施している（昇降機含む）

維持保全計画の策定及び施設の定期
的な点検やメンテナンス（予防保全）

の実施

テナント・建物管理者(PM・BM・FM等)・利活
用者・地域の事業者や団体、住民等との協働

利活用者や地域事業者等向けの定期的な
アンケート実施や対話及び活動の改善を

実施している

テナント・施設管理者（PM・BM・FM等）・利
活用者・地域の事業者や団体、住民等との協
働による個別不動産そのものの機能やそれらに

関連する活動の改善

協働の参加団体/参加者数が増えている

アンケート実施や対話の参加団体/
参加者数

利活用者や地域事業者等向けの定期
的なアンケート実施や対話・活動の改善

適切な管理や計画的な修繕により
建物が必要な性能を維持しながら

継続的に利用されている

利用年数

不具合が発生しないように予防保全や計画的
な修繕により利活用者に不便が生じていない

不具合による利用停止期間

マンション管理適正化法に基づくマンション管理
計画の認定や予備認定を取得している

マンション管理適正化法に基づくマンショ
ン管理計画の認定や予備認定の取得

維持管理BIMデータを整備し、建物内の
センサー等とのリアルタイムな連携による

施設管理を実施している

維持管理BIMデータの整備及び建物内
センサー等とのリアルタイムな連携による

維持管理の実施

【インパクト詳細】

• 長く、安心・安全に建物を利用で
きている状態

【インパクト詳細】

• ステークホルダーとの強い信頼関
係が築き上げられており、ステーク
ホルダーが協力して取組を実施で
きている状態

利活用者数やテナントの売上が増えている

利活用者数・テナントの売上高

アンケート実施や対話及び活動の改善に対す
る利活用者、地域住民等の満足度が高い

アンケート実施や対話及び活動の改善に
対する利活用者の満足度

アクティビティ
（評価項目） アウトプット アウトカム

インパクト
（＝社会課題解決の実現）


