【政策評価の結果の概要】
■政策（1）
【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

【政策目標１
業績指標 1

指標： 1

誘導居住水準達成率

＜目標の達成状況に関する分析＞

概評】
は、平成 15 年度 52.3％であり、平成 17 年度目標値 53％に対して順調に推移しており、

目標の達成に向け順調である。なお、平成 17 年度から地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や

・ 業績指標については、５年に１度の調査で
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ある住宅・土地統計調査においては、誘導

50

居住水準達成率が平成15年度52.3％であ

40

り、目標の達成に向けて順調に推移してい

30

る。
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H15

H17(目標)

面的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的
に推進する、「地域住宅交付金」の活用を行うなど、税制・金融・予算等の支援により優良な持家の取
得や優良な賃貸住宅の供給を促進することとしている。
【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1）
指

標：

目

標：

主要施策：

良質な住宅取得と賃貸住宅の供給を促進する。
1

誘導居住水準達成率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期値：46.5%（H10 年度）→目標値： 53 %（H17 年度）

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 良質な住宅取得と賃貸住宅の供給を促進する。

「優良な持家の取得及び賃貸住宅の供給の促進」

・ 住宅ローン減税等により優良な持家の供給を促進するなど現在実施している施策は有効であると考

平成 15 年度実績：

52.3%（H15 年度）

①

えており、引き続き、税制・金融・予算等の支援により、優良な持家の取得や優良な賃貸住宅の供

このマークのある業績指標は主

給を促進する。さらに、地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地

この丸数字は以下の分類を表し

要な指標の実績としてグラフに

域における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進する地域住宅交付

ています。

掲載し、今後の取組を書いていま

金の活用により、優良な賃貸住宅の供給等を促進する。

成果があがっているもので

す。

① 施策の改善等の方向性を提示
② 現在の施策を維持
③ 施策の中止（指標の廃止を含む。）
成果があがっていないもので
④ 施策の改善等の方向性を提示
⑤ 現在の施策を維持
⑥ 施策の中止
判断できないもので
⑦ 施策の改善等の方向性を提示
⑧ 現在の施策を維持
⑨ 施策の中止
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【政策目標 2 バリアフリー社会の実現】（次々頁に続く）
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
【政策目標 2 概評】
政策目標の「バリアフリー社会の実現」に向けて、各政策の効果は着実に現れているものと考えられ
る。業績指標 2―４ は、指標の実績値は順調でないものの、平成 11 年以降に建築された住宅は 16.3％
と目標値を超えていることや、今年度から地方公共団体が自主性と創意工夫を活かしながらバリアフリ
ーを推進する地域住宅交付金が活用されることなどにより、今後の向上が見込まれる。業績指標 2―３
は、平成 15 年に改正ハートビル法が施行されたところであり、これによって新築・増改築の建築物が
新たに基準を満たすことになるため、今後とも指標の改善が見込まれる。業績指標 2―１ については、
平成 15 年度の実績値から判断すると不確定要素はあるものの概ね堅調に推移している。今後は、建築
物や公共交通機関のバリアフリー化、駅等を中心とした一定の地域内における一体的・連続的なバリア
フリー化を促進し、バリアフリー施策を総合的に展開するため、ハートビル法と交通バリアフリー法の
一体化に向けた法制度を構築し、バリアフリー化を推進することとしている。

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1）
指

標：

住宅をバリアフリー化する。
2−４

住宅のバリアフリー化の割合（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：

主要施策：

初期値：2.7％（H10 年度）→目標値：約 1 割（H19 年度）

指

標：

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。
2−３

不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化の割合

ル法に基づく利用円滑化基準を満たすものの割合）
標：

主要施策：

初期値：約 3 割（H14 年度）→目標値：約 4 割（H19 年度）
「ハートビル法に基づく義務付け及び支援措置」「官庁施設のバリアフリー化の整備」

平成 16 年度実績： 3 割（H15）
＜指

標：

住宅のバリアフリー化の割合（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）
＜目標の達成状況に関する分析＞
12
・ 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
10
伸び悩んでいる。特に持家・借家別にみると持家
8
が4.3％であるのに対し、借家が1.5％と低水準で
6
ある。
4
・ 但し、建築時期別にみると、平成2年以前は0.9％
2
であるが、平成11年以降が16.3％と新築住宅（建
0
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18 H19（目標）
(%)
替え含む）のバリアフリー化率は高まっている。
■政策（2） 指標： 2−３

不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化の割合（床面積
2,000 ㎡以上の特別特定建築物の総ストック数のうちハートビル法に基づく
利用円滑化基準を満たすものの割合）
＜目標の達成状況に関する分析＞
45
・ 2,000㎡以上の特別特定建築物の総ストック数の
40
うち、利用円滑化基準を満たす割合については、
35
平成14年度は3割に満たなかったが、ハートビル法
30
の改正で、特別特定建築物の2,000㎡以上の建築等
25
について利用円滑化基準への適合義務が課せられ
20
15
たこと等により、平成15年度には3割に達し（平成
10
15年度実績：約3,000棟）、施策の効果が出始めて
5
いる。
0
(%)
H14
H15
H16
H17
H18
H19（目標）
・ 平成 16 年度においても、2,000 ㎡以上の特別特
定建築物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。

④

（床面積 2,000ｍ2 以上の特別特定建築物の総ストック数のうちハートビ
目

■政策（2） 指標： 2−４

「補助によるバリアフリー化された住宅の供給」

平成 16 年度実績： 3.4%（H15）
■政策（2）

【政策評価の結果の概要】

⑧

【今後の取組の方向性等】
■ 政策（1） 住宅をバリアフリー化する。
・ 新規に整備する公営住宅・都市再生機構賃貸住宅は、すべてバリアフリー仕様を標準化したことなどに
より新築住宅のバリアフリー化率が高まっており、引き続き補助、融資等によりバリアフリー化された
住宅の供給をしていく。さらに、平成17年度から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や住宅金融公庫の証券化ローンの仕組みを活用した金利の優遇を実施すること
により一層のバリアフリー化を推進していく。
・ 既設住宅にかかるバリアフリー化は、公営住宅について、バリアフリー化への改善や建替えを促進する
ことにより、また、持家について、住宅金融公庫の融資により推進していく。
■ 政策（2） 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。
・ 改正ハートビル法や各種支援策等により、業績指標の改善傾向が見られることから、今後も、同法の適
切な運用や、各種支援策の活用等により、高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促
進を図るとともに、施策効果による今後の指標への影響を注視する必要がある。さらに、建築物や公共
交通機関のバリアフリー化、駅等を中心とした一定の地域内における一体的・連続的なバリアフリー化
を促進し、バリアフリー施策を総合的に展開するため、ハートビル法と交通バリアフリー法の一体化に
向けた法制度を構築し、建築物のバリアフリー化を推進する。

2−１ ２−２は、次々頁に続く＞
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【政策目標 2

バリアフリー社会の実現】（前頁から続く）

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
【政策の概要と指標・目標値】
■政策（3） 移動空間をバリアフリー化する。
指

標：

2―１

１日あたりの平均の利用者数が５千人以上の旅客施設、その周

２−２

辺等の主な道路のバリアフリー化の割合・・
目

標：

主要施策：

初期値：

→

旅客施設の段差解消 ７割強（H19）

視覚障害者誘導用ブロック72.0%（H14）

視覚障害者誘導用ブロック８割強（H19）

道路 17% （H14）

道路 約5 割（H19）

「歩行空間のバリアフリー化の整備」「旅客施設のバリアフリー化の推進」

平成 16 年度実績：旅客施設の段差解消：44.1%（H15）⑧
視覚障害者誘導用ブロック：74.4% (H15) ⑧
道路： 31% ②
指

標：

目

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

初期値：

■政策（3）指標： 2―２ １日あたりの平均の利用者数が５千人以上の旅客施設、その周辺等の主な道
路のバリアフリー化（道路)
60
＜目標の達成状況に関する分析＞
50
・ 平成 16 年度末における歩行空間のバリアフリー
化率が 31%となるとともに、国及び都道府県が管
40
理する道路のバリアフリー化率が約 4 割にまで進
30
捗した。
20
・ 前年度のバリアフリー化率の伸び（約 8%）に対
10
し、平成 16 年度では約 6%の伸びに留まっており、
0
進捗度が低下している傾向にある。
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19（目標）
(%)

目標値：

旅客施設の段差解消39.4%（H14）

3

【政策評価の結果の概要】

→

目標値：

低床バス4.9%（H12）

低床バス 30%（H17）

ノンステップバス2.2%（H12）

ノンステップバス10%（H17）

福祉タクシー 3276 台（H14）

福祉タクシー10000 台（H17）

■政策（3） 指標： 2―１ １日あたりの平均の利用者数が５千人以上の旅客施設のバリアフリー化（旅
客施設の段差解消・視覚障害者誘導用ブロック)
＜目標の達成状況に関する分析＞
段差解消
・ 平成 16 年度の実績値は現在集計中であり、進捗状況 80
についての正確な判断はできないが、段差解消につい
ては、各事業者ともに順調に進捗している。航空旅客

70
60
旅客施設
鉄軌道施設
バスターミナル
旅客船ターミナル
空港旅客ターミナル

50
40

ターミナルについては 5.0%であるが、エレベ−タ−

30

等は 100%設置済みである。視覚障害者誘導用ブロッ

10

20

0
(%)

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18 H19（
目標）

クの設置については、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。いずれも今後の指標の動向を注視し

誘致ブロック
90
80
70
60

ていく必要がある。

旅客施設
鉄軌道施設
バスターミナル
旅客船ターミナル
航空旅客ターミナル

50
40
30
20
10
0

主要施策：

「バス車両のバリアフリー化の推進」

(%)

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18 H19（
目標）

平成 16 年度実績： 低床バス：18.0%（H15）⑧
ノンステップバス：9.3%（H15）⑧
福祉タクシー：4574 台（H15）⑧
指

標：

目

標：

主要施策：

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

初期値：

→

目標値：

鉄軌道車両10%（H12）

鉄軌道車両 20%（H17）

旅客船０%（H12）

旅客船 25%（H17）

航空機0.7%（H12）

航空機 35%（H17）

「鉄軌道車両、旅客船、航空機のバリアフリー化の推進」

平成 16 年度実績：

鉄軌道車両： 23.7%（H15） ⑧
旅客船： 4.4%（H15）

⑧

航空機：32.1%（H15）

⑧
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【今後の取組の方向性等】
■ 政策（3） 移動空間をバリアフリー化する。
・ 各支援制度の有効活用及び交通バリアフリー法における基本構想の策定を図るなどの施策の推進に
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、低床バス等のバリアフリー化が進む
と見られる。引き続き、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。
・ 都道府県別のバリアフリー化率の提示や各地のバリアフリー化事例の積極的な紹介など、バリアフ
リー化への取組意欲を喚起していくことで一層の歩行空間のバリアフリー化の推進を図る。
・ 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、建築物や公共交通機関のバリアフリー化、駅等を中心とした一定の地域内における一体的・
連続的なバリアフリー化を促進し、バリアフリー施策を総合的に展開するため、ハートビル法と交
通バリアフリー法の一体化に向けた法制度を構築し、旅客施設、歩行空間のバリアフリー化を推進
する。
74

【政策評価の結果の概要】
【政策目標 3

■政策（1） 指標： 5

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

3 人以上世帯の誘導居住水準達成率

＜目標の達成状況に関する分析＞
・ ５年に１度の調査である住宅・土地統計調査

50
45

においては、誘導居住水準達成率が平成 15
【政策目標 3

概評】

40
35

年度 42.0％であり、目標の達成に向けて順調

政策目標の「子育てしやすい社会の実現」については、各業績指標が総体的に順調に推移していると

30
25

に推移している。

20

ころであるが、平成 16 年 12 月に新々エンゼルプランとして、「少子化社会対策大綱に基づく重点施策

15
10
5

の具体的実施計画について」が策定されるなど、子育てしやすい社会の実現が一層重要となってきてい

0

ることから、引き続き目標の達成に向けて施策を推進していく必要がある。
■政策（3） 指標： 7

＜目標の達成状況に関する分析＞

■政策（1） 良質なファミリー向け住宅の供給を促進する。

・ 各地方公共団体等からの報告を元に速報値

標：

目

標：

主要施策：

5

3 人以上世帯の誘導居住水準達成率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

65%となっており、順調に推移しているもの

「優良な持家の取得及び賃貸住宅の供給の促進」

と考えられる。

42.0%（H15 年度）

H15

H17(目標)

68
67

を算出したところ、平成 16 年度末現在で約

初期値 35.6 ％（H10 年度）ń目標値：43 %（H17 年度）

平成 16 年度実績：

H10

歩いていける範囲の都市公園の整備率

【政策の概要と指標・目標値】
指

H5

(%)

66
65
64
63
62

①

61
60
H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19（目標）

■政策（2） 水辺における児童の自然体験を支援する。
指

標：

目

標：

6

自然体験活動拠点数

初期値：218 箇所（H12 年度）→目標値：4２0 箇所（H18 年度）

主要施策： 「環境学習・自然体験活動の推進」「自然体験を支援する水辺の整備」
平成 16 年度実績： 387 箇所（H16） ①

■政策（3） 都市住民が身近に使える公園を確保する。
指

標：

目

標：

主要施策：

7

歩いていける範囲の都市公園の整備率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期値：63 ％（H14 年度）→目標値：66 ％（H19 年度）
「住区基幹公園の整備」

平成 16 年度実績： 約 65％（速報値） ②

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 良質なファミリー向け住宅の供給を促進する。
・ 住宅ローン減税等により優良な持家の供給を促進するなど現在実施している施策は有効であると考
えており、引き続き、税制・金融・予算等の支援により、優良な持家の取得や優良な賃貸住宅の供
給を促進する。さらに地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域
における住宅政策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進する地域住宅交付金
の活用により、優良な賃貸住宅の供給等を促進する。
■政策（3） 都市住民が身近に使える公園を確保する。
・ 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。
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【政策目標 4

住環境、都市生活の質の向上】

遊び、楽しみ、心の安らぎを感じることで、心身ともにリフレッシュできること

【政策評価の結果の概要】
■政策（3） 指標： 10

【政策目標 4

概評】

政策目標の「住環境、都市生活の質の向上」における各業績指標は、総体的に順調に推移しており、
特に、業績指標 8

は、平成 16 年度実績値が 93.3 万戸であり、平成 17 年度目標の 100 万戸（大都市

法に基づく供給基本方針上の 10 年度間の供給目標）の達成に向けて堅調に推移している。さらに平成
17 年度から創設した「街なか居住再生ファンド」の活用などにより、都心部における住宅供給を促進す
ることとしている。業績指標
うかがえる。業績指標

14

13

は、伸び率は小さいながら目標値の達成に向け進捗していることが

は、順調であるものの、欧米都市に比べると大きく立ち遅れているため、

「無電柱化推進計画」に基づき無電柱化を推進していく必要がある。
【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 職住近接の住宅市街地を形成する。
8 都心部における住宅供給戸数
指
標：
目
標： 初期値：47.7 万戸（H12 年度）→目標値：100 万戸（H17 年度）
主要施策： 「都市計画・建築規制」「居住環境整備事業」
「公的主体を活用した住宅供給等」
平成 16 年度実績： 93.3 万戸 ①
■政策（2） ゆとりある住環境に必要な都市公園等を確保する。
9 １人あたり都市公園等面積
指
標：
目
標： 初期値：8.5 ㎡／人（H14 年度）→目標値：9.3 ㎡／人（H19 年度）
主要施策： 「国営公園の整備」「都市公園等整備事業に対する補助」
平成 16 年度実績： 8.8 ㎡／人（速報値）②
■政策（3） 下水道等の汚水処理施設を普及させる。
10 汚水処理人口普及率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
指
標：
目
標： 初期値：76 %（H14 年度）→目標値：86 %（H19 年度）
11 下水道処理人口普及率
指
標：
目
標： 下水道処理人口普及率 初期値：65 %（H14 年度）→目標値：72 %（H19 年度）
主要施策： 「汚水処理施設の整備」「下水道の整備」
平成 16 年度実績：汚水処理人口普及率 78%（H15）
②
下水道処理人口普及率 67%（H15） ②
■政策（4） 都市部における良好な水辺空間を形成する。
12 都市空間形成河川整備率
指
標：
目
標： 初期値：32 %（H12 年度）→目標値：40 %（H18 年度）
主要施策： 「市街地における親水性のある河川整備」
平成 16 年度実績： 35 %（H15） ①
■政策（5） 良好な宅地供給を促進する。
13 良好な環境を備えた宅地整備率
指
標：
目
標： 初期値：35.3 %（H 12 年度）→目標値：46.0 ％（H 17 年度）
主要施策： 「都市再生機構による公的宅地供給」「住宅市街地基盤整備事業」
平成 16 年度実績： 39.2%（H15）
⑧
■政策（6） 電線類を地中化する。
14 市街地の幹線道路の無電柱化率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
指
標：
目
標： 初期値： 7 ％（H14 年度）→目標値： 15 ％（H19 年度）
主要施策： 「電線類の地中化」
平成 16 年度実績： 10％
②
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汚水処理人口普及率

80

＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 平成 15 年度の実績値は汚水処理人口普及率が
78%、下水道処理人口普及率が 67%であり、
総体的には着実な進捗が図られている。
・ 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、平成 15 年度末で汚水
処理人口普及率が全国平均を超えているのは 12
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 56%にと
どまっている。
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■政策（6） 指標： 14 市街地の幹線道路の無電柱化率
＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 平成 14 年度実績値 7％に対し、平成 16 年度の
16
14
市街地の幹線道路の無電柱化率の実績値は
12
10％であり、目標の達成に向けて指標は順調に
10
推移している。
8
・ しかし、ロンドン・パリ・ボン（100％）など、
6
欧米主要都市に比べると無電柱化率は大きく
4
立ち遅れている状況である。
2
0
・ 市街地の幹線道路において、直轄国道での無電
H14
H15
H16
H17
H18
H19（
目標）
(%)
柱化率（約 20%）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、地方公共団体の一層の積極的な取組が必要である。また、幹線道路の無電柱化率 10%に対し、
市区町村が管理する非幹線道路では約１％である。

【今後の取組の方向性等】
■政策（3） 下水道等の汚水処理施設を普及させる。
・ 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 17 年度から、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での事業量
の調整が可能な汚水処理施設整備交付金制度を創設した。
■政策（6） 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、歴史的街並みの保全等を図るため、平成
16 年度を初年度とする「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する。
・ さらに、交通バリアフリー法に基づく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。
・ 身近な道路のニーズに応える施策について先導的に取り組む地区に対して支援を実施する。当該地
区において、概ね３年以内に面的に無電柱化を推進する。
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【政策目標 5 アメニティ豊かな生活環境の形成】

【政策評価の結果の概要】

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

■政策（2） 指標： 16

都市域における水と緑の公的空間確保量

＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 各地方公共団体等からの報告を元に速報
【政策目標 5

概評】

政策目標の「アメニティ豊かな生活環境の形成」に向けて、各業績指標は順調に推移している。特に、
業績指標 16

については、緑地環境整備総合支援事業の対象都市を拡大する等の措置を講じており、

これらの活用を図りつつ、引き続き、公園の整備、緑地の保全・創出、道路、河川・急傾斜地崩壊対策・
港湾・空港周辺区域等の公共空間の緑化を行っていく必要がある。

13.2
13.0

値を算出したところ、公園の整備、緑地の

12.8

保全・創出、道路、河川、急傾斜地崩壊対

12.6
12.4

策、港湾、空港周辺区域等の公共空間の緑

12.2

化を行ったところにより、H16 年度末現在

12.0

で約 4％増加しており、順調に推移してい

11.8
（㎡／人）

H14

H15

H16

H17

H18

H19（目標）

るものと考えられる。

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 海岸における親水空間等を形成する。
指

標：

目

標：

主要施策：

15

人々が海辺に親しむことのできる海岸の延長

初期値：約 6,700 km（H14 年度）ń目標値：約 6,800 km（H19 年度）
「観光振興に資する海岸事業」

■政策（2）公共空間における緑化等を推進する。

平成 16 年度実績 6,780 km ②

・ 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。

■政策（2） 公共空間における緑化等を推進する。
指

標：

目

標：

16

【今後の取組の方向性等】

都市域における水と緑の公的空間確保量・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期値：12 ㎡／人（H14 年度）→目標値：13 ㎡／人（12 ㎡／人を約１割増）
（H19 年度）

主要施策： 「国営公園の整備」
「都市公園等整備事業に対する補助」
「古都及び緑地保全事業の推進」

・ 特に、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。
・ また、平成１７年度から良好な景観形成・向上の取組を支援するため、緑地環境整備総合支援事業
の対象都市について「景観計画が策定済み又は策定中の都市」を追加する等の拡充を行う。

「道路緑化の推進」「河川における水際の緑化」
「急傾斜地における緑を活かした斜面対策」
「港湾環境整備事業の推進」「空港周辺緑地整備事業の推進」
平成 16 年度実績 H19 までに約１割増の目標に対し約 4%増（速報値）
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②

80

【政策評価の結果の概要】

【政策目標 6 良質で安定した水の確保】
きれいな水、おいしい水を豊かに確保できること

■政策（1） 指標： 17

河川の流量不足解消指数

＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 平成 16 年度の実績値は 56％であり、着実な

【政策目標 6

概評】

62.0

整備を図っているものの指標は１％以内の伸

60.0

政策目標の「良質で安定した水の確保」については、業績指標 18 、 19 が順調に推移し、業績指標

び率に止まっている。河川の流量不足解消指数

58.0

17 は、着実に伸びているものの、伸び率が低くなっている。業績指標 19 に関しては、平成 17 年度

の向上にはダムの整備がなされることが必要

56.0

より総合水系環境整備事業を創設し、また、指定区間内の一級河川及び二級河川において、流域単位を

であるが、ダムの計画から完成までには長時間

原則として河川環境整備事業を統合するなど、河川における汚濁負荷を削減することとしている。

を要することが一般的であり、現在、指標が向

54.0
52.0
50.0
(%)

H13

H14

H15

H16

H17

H18（
目標）

上するのは、過去の投資に依る部分が大きい。
今後も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。
■政策（3）指標： 19

河川における汚濁負荷削減率

【政策の概要と指標・目標値】

＜目標の達成状況に関する分析＞

80

■政策（1） 河川の正常な流量を確保する。

・ 河川事業における汚濁負荷削減率は、河川浄化事業

75

の実施等により、平成 16 年度の実績値で 70％であ

70

初期値：54 %（H13 年度）ń目標値：61 %（H18 年度）

った。河川浄化施設の設置や下水道の整備により河

65

「河川流量の確保のためのダム建設等」

川水質の改善は着実に進んでいる。

指

標：

目

標：

主要施策：

17

河川の流量不足解消指数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成 16 年度実績： 56%

60

①

55
(%)

H14

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

■政策（2） 水道水源域の水質を改善する。
指

標：

目

標：

主要施策：

18

水道水源域における下水道処理人口普及率

初期値：48 ％（H12 年度）ń目標値：60 ％（H18 年度）
「水道水源域における下水道の整備」

平成 16 年度実績： 56%（H15）

②

■政策（3） 河川の水質を改善する。
指

標：

目

標：

主要施策：

19

河川における汚濁負荷削減率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期値： 65 %（H14 年度）ń目標値： 78 %（H19 年度）
「浄化事業等の実施」「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」

平成 16 年度実績： 70%

①

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 河川の正常な流量を確保する。
・ H16年度において、必要な手続きを経て２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
たが、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17年度より堰堤改良事業の拡充（ダム機能向上事業）を実施し、ダム運用の見直しによる治水機
能の向上や下流の無水区間の解消などの河川環境の改善のため、既設ダムに必要な事前放流用施設
（小規模放流管）の増設などによる総合的なダム機能の向上を図る。
■政策（3） 河川の水質を改善する。
・ H16年度には綾瀬川、霞ヶ浦等都市部の河川や湖沼において重点的に、浄化施設等の整備を実施し、
施策の実施効果は着実に発揮されているが、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
実施する必要があり、このため平成17年度より総合水系環境整備事業を創設し、上流ダムにおける環
境整備と河川における環境整備を連携することにより、効率的かつ効果的な河川の水質浄化を図って
いく。また、指定区間内の一級河川及び二級河川において、流域単位を原則として河川環境整備事業
を統合する。これにより、現地の状況に即応した対応が可能になるなど事業主体である都道府県等の
裁量性を高め、効率的かつ効果的な水質改善事業の実施が可能となる。
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【政策目標 7 水害等による被害の軽減】（次々頁に続く）
水害、土砂災害、津波、高潮、雪害、火山噴火等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適
切な対応が確保されることで、これらの災害による生命・財産・生活に係る被害の軽減が図られるこ
と

【政策目標 7

概評】

政策目標の「水害等による被害の軽減」は、各業績指標とも順調に推移している。しかしながら、昨
年は、梅雨期の集中豪雨や台風の上陸により、全国各地で激甚な水害、土砂災害が数多く発生した。こ
れは、業績指標 20 が平成 16 実績値で約 59％であるなど、未だ災害に対する整備水準が低いことも要
因の一つとしてあげられるが、近年の集中豪雨の増加などの自然的状況の変化や、少子高齢化などの社
会的状況の変化に起因した新たな災害の様相を呈するものであり、これらの課題への対応が必要であ
る。

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 水害による被害を軽減するため、施設整備を行う。
指

標：

目

標：

20

主要施策： 「洪水による氾濫被害から守るための河川整備・ダム等洪水調整施設、砂防施設の整備」

指

標：

目

標：

主要施策：

21

指

標：

目

標：

約 59%（59.1%）

床上浸水を緊急に解消すべき戸数・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「下水道による雨水対策施設の整備」

22

約 7.4 万戸（速報値）①
流下能力不足橋梁数

初期値：4,500 （H13 年度見込み）ń目標値：3,500 （H18 年度）

平成 16 年度実績： 3,700
指

標：

目

標：

主要施策：

①

初期値：約 9 万戸（H14 年度）ń目標値：約 6 万戸（H19 年度）

平成 16 年度実績：

23

■政策（1）指標： 21 床上浸水を緊急に解消すべき戸数
＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 指標については、速報値であるが、7.4 万戸と目標
の達成に向けて概ね順調に推移している。近年の浸
水被害の状況を見ると、都市化の進展による雨水の
流出率の増加や局所的な集中豪雨により依然として
内水被害が頻発している。また、被害内容の現況を
見ると、宅地等の浸水面積は減少しているものの、
都市化の進展や集中豪雨の多発により、被害額は減
少しておらず、関係者の連携を図った取り組みが必
要である。

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

H15

H16

H17

H18

H19（目標）

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
（万戸）

H14

洪水による氾濫から守られる区域の割合・・・・・・・・・・・・・・・

初期値：約 58% (57.8%)（H14 年度）ń目標値：約 62% (61.7%)（H19 年度）

平成 16 年度実績：

【政策評価の結果の概要】
■政策（1）指標： 20 洪水による氾濫から守られる区域の割合
＜目標の達成状況に関する分析＞
62
・ 指標については、目標の達成に向けて概ね順調に推
61
移している。
60
・ 洪水による氾濫から守られる区域の割合の指標値の
59
向上のためには、河川、ダム、砂防設備等の整備を
58
行うことが必要であるが、これらは計画から完成ま
57
でには長時間を要することが多いため災害が発生し
56
た場合でも被害を最小化するハード整備・ソフト対
55
策が一体となった減災体制の整備が必要である。
H14
(%)

②

下水道による都市浸水対策達成率

初期値：51%（H14 年度）ń目標値：54%（H19 年度）
「洪水による氾濫被害から守るための河川整備・ダム等洪水調節施設の整
備、砂防設備の整備」「下水道による雨水対策施設の整備の推進」

平成 16 年度実績： 51.2%(H15) ②
＜指標： 24 以降は次々頁に続く＞
83

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 水害による被害を軽減するため、施設整備を行う。
・ 今後の投資余力が限られる中で、できるだけ早期に安全度を高め、被害を最小化する「減災」を図るため、
多様な整備手法の導入や既存施設の有効活用、危機管理体制の強化などを強力に推進する必要がある。
・ さらに昨年をはじめ近年の災害から明らかになった新たな課題に的確に対応するため、昨年11月に「社会
資本整備審議会河川分科会」に学識経験者からなる「豪雨災害対策総合政策委員会」を設け緊急的に対応
すべき事項について「総合的な豪雨災害対策についての緊急提言」としてとりまとめ、この緊急提言を受
け「豪雨災害対策緊急アクションプラン」を策定し制度や体制の整備等の必要な事業実施を図っている。
また。同委員会からのH17年4月の「総合的な豪雨災害対策の推進について（提言）
」を受けて、長期的に対
応すべき体制整備や制度改革についても今後検討し、速やかに制度創設等必要な措置を講じていく。
・ 地域の水災及び土砂災害の防止力向上(水防法等の改正)：浸水想定区域を指定する河川の範囲の拡大（主
要中小河川に拡大）、中小河川における洪水情報等の提供の充実（主要な中小河川で避難等の目安になる水
位（特別警戒水位）に関する情報提供を開始(H17〜)）、水防協力団体制度の創設、非常勤の水防団員に係
る退職報償金の支給規定の創設、土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実等を実施する。
・ 総合流域防災協議会の設立：増加する水害、土砂災害に対して限られた資金の中で効率・効果的に対策を
行うためには水害と土砂災害の対策、直轄事業と補助事業、ハード整備とソフト対策を流域一体として行
う必要があることから国と地方が連携し、流域一体で包括的な防災対策を実施するとともに自助・共助・
公助のバランスのとれた防災対策の推進を図るため、総合流域防災協議会を設立する。
・ 総合流域防災事業の創設：豪雨災害等に対し流域一体となった総合的な防災対策を推進し、あわせて地方
の自主性・裁量性をより高めるため、流域単位を原則として、包括的に水害・土砂災害対策の施設整備等
及びハザードマップの作成など災害関連情報の提供等のソフト対策を行う事業に対し補助する。
（提言の主なもの）
・ 土地利用状況に応じた安全度確保方策の体系的確立：従来からの連続堤防方式にこだわらず、地域の土地の
利用状況に応じて、輪中堤、家屋等の嵩上げ、家屋移転も重要な治水対策として進める。
・ 防災施設等の維持管理の充実：最低限行うべき維持管理の基準の制定を行う。等
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【政策目標 7 水害等による被害の軽減】（前頁から続く、次々頁に続く）

【政策評価の結果の概要】

水害、土砂災害、津波、高潮、雪害、火山噴火等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適

■政策（2） 指標： 24

切な対応が確保されることで、これらの災害による生命・財産・生活に係る被害の軽減が図られるこ

＜目標の達成状況に関する分析＞

と

・ 洪水については、平成 16 年度の実績値は

（洪水）

ハザードマップ認知率
80
70
60

20％であり、前年度に比べ倍増している。
しかし、ハザードマップを作成・公表してい

■政策（2） 災害の危険性に関する情報を普及させる。
指
目

標：

24

ハザードマップ認知率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

標： 初期値：洪水 4%、火山 30%（H12 年度）ń目標値：洪水 70%、火山 76%（H18 年度）

主要施策： 「ハザードマップの作成支援（洪水）」
「ハザードマップの作成支援（火山噴火災害）〜
火山災害予想区域図の作成〜」「市町村への支援・協力の推進」
平成 16 年度実績: 洪水 20%
火山 73%

①
①

■政策（3） 台風時の被害を軽減するため、気象情報を充実する。
指

標：

目

標：

主要施策：

25

50
40

【政策の概要と指標・目標値】

台風中心位置予報の精度

30
20

る市町村が、浸水想定区域内の対象市町村の
3.3 割（H17.３現在）となっており、指標の

10
0
(%)

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18（目標）

向上については、市町村の更なる積極的な作
（火山）

成・公表に期待するところである。
・ 火山については、平成 16 年度の実績値が

80

73％となっており、目標の達成に向けて順

70

調に指標は伸びている。

50

60

・ 指標の伸びの原因としては、平成 12 年の有

40

珠山及び三宅島の噴火により、それまで火山

20

30

10

ハザードマップ未公表の地方自治体が、その

初期値：443km （H12 年）ń目標値：360km （H17 年）
「静止気象衛星（運輸多目的衛星）の整備」

重要性を認識し、作成・公表への機運が高ま

0
(%)

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18（
目標）

ったことによると考えられる。

「スーパーコンピュータを中心とした気象資料総合処理システムの運用」
平成 16 年度実績: 356 km（H1６年）

①

＜指標： 26 以降は次々頁に続く＞
【今後の取組の方向性等】
■政策(2) 災害の危険性に関する情報を普及させる。
（洪水）
・ ハザードマップの推進に向けた方策として、地域住民のスムーズな避難誘導のために、積極的なハ
ザードマップ作成の推進を図る必要があり、各地域の事情に則した効果的な取組を国土交通省とし
て支援する。また、今後、浸水想定区域の普及を促進するため、洪水予報が現状では行えない河川
で氾濫した場合に大きな浸水被害が想定される河川についても、水防法を改正し、浸水想定区域の
指定・公表を新たに義務づけ、早急に区域の指定が図られるよう一定の期間に限って都道府県が作
成する浸水想定区域に係る調査費用を補助するとともに、洪水ハザードマップに関する調査費用を
補助する。
（火山）
・ 先駆的な火山ハザードマップについては、新たな火山災害要因を盛り込む等、新たな火山ハザード
マップの作成・公表を促進するよう、火山噴火警戒避難対策事業を推進していく。
・ 国、都道府県から提供する火山災害予想区域図提供率は目標に達したことから、今後はハザードマ
ップ認知率（火山）の向上を図るため、引き続き地方公共団体への働きかけを行っていく。
・ 火山ハザードマップの周知に関する方策を検討する。
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【政策目標 7 水害等による被害の軽減】（前頁から続く）
水害、土砂災害、津波、高潮、雪害、火山噴火等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適

【政策評価の結果の概要】
■政策（5）

指標： 28

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

切な対応が確保されることで、これらの災害による生命・財産・生活に係る被害の軽減が図られるこ

＜目標の達成状況に関する分析＞

と

160,000

・ 平成 16 年度の実績値は防護されていない
【政策の概要と指標・目標値】
■政策（4） 土砂災害による被害を軽減するため、施設整備を行う。
指

標：

目

標：

主要施策：

26

指

標：

目

標：

主要施策：

土砂災害から保全される戸数

初期値：約 120 万戸(H14 年度)ń目標値：約 140 万戸(H19 年度)
「砂防設備の整備」
「地すべり防止施設の整備」「急傾斜地崩壊防止施設の整備」

平成 16 年度実績:
27

約 127 万戸

①

土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設数

「砂防設備の整備」「地すべり防止施設の整備」「急傾斜地崩壊防止施設の整備」
約 3,500 施設

120,000
100,000

て順調に指標値は低下している。一方、平成

80,000
60,000

16 年 3 月には東南海・南海地震防災対策推

40,000

進基本計画が策定され、同年 12 月にはイン

20,000
0
（ha）

ドネシア・スマトラ島沖大規模地震が発生す

H14

H15

H16

H17

H18

H19（目標）

るなど、大規模地震に対して津波や地震被害

初期値：約 3,100 施設（H14 年度）ń目標値：約 4,100 施設（H19 年度）

平成 16 年度実績:

140,000

面積約 12.9 万 ha であり、目標の達成に向け

①

の可能性がある地域の安全確保が緊急な課題
となっており、津波・高潮対策について一層の効率的実施が求められる。また、今後の対策として
はハード整備のみでは限界もあり、ハード・ソフト一体となった総合的な防災対策を進めていく必
要がある。

■政策（5） 津波・高潮等の災害による被害を軽減するため、施設整備を行う。
指

標：

目

標：

主要施策：

28

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・・・

初期値：約 15 万 ha （H14 年度）ń目標値：約 10 万 ha （H19 年度）
「海岸保全施設の新設整備等」

平成 16 年度実績:

約 12.9 万 ha

①

【今後の取組の方向性等】
■政策（5） 津波・高潮等の災害による被害を軽減するため、施設整備を行う。
・海岸保全施設の効果的な整備とともに、情報伝達施設等の整備とあわせ、住民の自衛（避難）行動に
よるソフト対策を含めた総合的な防災対策を進める。
・津波発生時における人命の優先的な防護を推進するため、既存の海岸保全施設の防災機能を的確に発
揮できるようにするとともに、水門等の自動化・遠隔操作化や耐震調査等の津波ハザードマップ作成
支援などの避難対策を総合的に実施する「津波危機管理対策緊急事業」を統合補助金として創設し、
平成１７年度から実施する。
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【政策目標 8 地震・火災による被害の軽減】（次々頁に続く）
地震や火災に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの災害
による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること
【政策目標 8

概評】

【政策評価の結果の概要】
■政策（2）

指標： 30

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

＜目標の達成状況に関する分析＞

政策目標の「地震・火災による被害の軽減」に向けて、各指標値は概ね順調に伸びている。一方、平

14,000

・ 平成 16 年度末の実績値は約 11,700ha であり、

12,000

成 16 年 3 月には東南海・南海地震防災対策推進基本計画が策定され、同年 12 月にはインドネシア・ス

目標の達成に向けて順調に指標値は伸びてい

マトラ沖大規模地震が発生するなど、大規模地震に対して津波や地震被害の可能性がある地域の安全確

る。一方、平成 16 年 3 月には東南海・南海地

保が緊急な課題となっており、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

震防災対策推進基本計画が策定され、同年 12

6,000

る必要がある。また、業績指標

31−１ は、指標の伸びが横ばいであり、耐震改修促進法の見直しなど

月にはインドネシア・スマトラ島沖大規模地震

4,000

を進める必要がある。業績指標

34

は、平成 19 年度まで実績値が出ないが、平成 15.12.25 の調査によ

が発生するなど、大規模地震に対して津波や地

2,000

れば、約 8,000ha のうち 113 地区 3,773ha（全体面積の約 47％）については、改善施策を行うことによ

震被害の可能性がある地域の安全確保が緊急

0
（
ha）

って今後概ね 10 年以内に最低限の安全性が確保される見込みであり、残る合計 287 地区 4,200ha（全

な課題となっており、計画的な投資と事業展開

体面積の約 53％）については、安全性を確保するための更なる検討が必要との結果が出ている。

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。

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 災害時の緊急支援ルートを確保する。
29

指

標：

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： 初期値：66%（H14 年度）ń目標値：76%（H19 年度）

■ 政策（3）

指標： 31−1

10,000
8,000

25

・ 指標はほぼ横ばいである。平成 15 年宮城県北

20

部地震、平成 15 年十勝沖地震、平成 16 年新

15

潟県・中越地震等が発生し、東南海・南海地震

10

平成 16 年度実績： 69% ①

の危険性が指摘されていることから、今後更な

5

30

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

多数の者が利用する一定の建築物の耐震化率

＜目標の達成状況に関する分析＞

主要施策： 「道路の防災・震災対策の推進」

■政策（2） 震災時の水害による被害を軽減するための施設整備を行う。

H14

0

る施策を進めて行く必要がある。

(%)

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19（目標 ）

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・・・

指

標：

目

標： 初期値：約 13,000ha （H14 年度）ń目標値：約 10,000ha （H19 年度）

主要施策： 「堤防等河川管理施設の耐震化」
「海岸保全施設の耐震化」
平成 16 年度実績： 約 11,700(ha)（速報値） ①
■政策（3） 多数の者が利用する建築物を耐震化する。
31−１

多数の者が利用する一定の建築物の耐震化率 ・・・・・・・・・・・・

指

標：

目

標： 初期値：16 ％（H 14 年度）ń目標値：約 2 割（H 19 年度）

主要施策： 「特定建築物の耐震改修工事等に対する支援措置」「耐震改修促進法の的確な運用」「耐震改
修工法の開発・普及」「防災拠点官庁施設の耐震化」
平成 16 年度実績： 16%（H15）

④

【今後の取組の方向性等】
■政策（2） 震災時の水害による被害を軽減するための施設整備を行う。
・ 堤防の耐震化対策等、大規模な地震に対する強度が不十分な施設を耐震化する事業を東海、東南海・
南海地震等による被害が予想される地域において、推進していく。
・ 津波発生時における人命の優先的な防護を推進するため、既存の海岸保全施設の防災機能を的確に発
揮できるようにするとともに、水門等の自動化・遠隔操作化や、耐震調査等の津波ハザードマップ作
成支援などの避難対策等を総合的に実施する「津波危機管理対策緊急事業」を統合補助金として創設
し、平成１７年度から実施する。

■政策（4） 住宅を耐震化する。
31−２

住宅の耐震化率

指

標：

目

標： 初期値： 51 ％（H 10 年度）ń目標値：約 65 ％（H 19 年度）

主要施策： 「補助、融資及び税制による住宅の耐震化の促進」
「公共住宅等供給効率化事業による住宅の
耐震診断」「耐震改修工法の開発・普及」
平成 16 年度実績： 61%（H15）

①

■ 政策（3） 多数の者が利用する建築物を耐震化する。
・ 今後更なる施策を進めて行く必要があるため、平成 17 年度は、耐震性が不十分な多数の者が利用す
る建築物については、指導・助言だけでなく、指示・報告徴収・立入検査や、指示に従わない建築物
の公表等を行えるようにすることなどを検討し耐震改修促進法の見直しを行う。また、指標の進捗を
より進めるべく平成 17 年度より、住宅と非住宅、耐震診断と耐震改修等に分かれている４つの補助
制度を一元化し、地方公共団体が住宅と非住宅、診断と改修等の間で柔軟に使える制度に改め実施す
る。

＜指標： 32 以降は次々頁に続く＞
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【政策目標 8 地震・火災による被害の軽減】（前頁から続く）
地震や火災に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの災害
による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること

【政策評価の結果の概要】
■政策（5） 指標： 32

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

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（5） 震災時の避難地を確保する。
32

＜目標の達成状況に関する分析＞

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

指

標：

目

標： 初期値：約９％（H14 年度）ń 目標値：約 25 ％（H19 年度）

主要施策： 「防災公園の整備」
平成 16 年度実績： 約 12%（速報値）

30

・ 平成 16 年度の速報値は約 12％であり、着実
な進捗がみられるが、指標のベースとなるオ

20
15

ープンスペースの規模がある程度まとまった
規模であることや防災関係部局との調整を要

②

25

することから、政策の効果が数年遅れて発現

10
5
0
(%)

H14

H15

H16

H17

H18

H19（目標）

する傾向がある。
■政策（6）

震災時の緊急物資の供給を確保する。
33

・ 災害応急対策施設のうち耐震性貯水槽の整備状況については進捗がみられるものの、備蓄倉庫、

港湾による緊急物資供給可能人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指

標：

目

標： 初期値：約 1,900 万人（H14 年度）ń

目標値：約 2,600 万人（H19 年度）

放送施設については未だ低い水準にとどまっており、設置種数の増に向けて今後の対策が必要
である。

主要施策： 「耐震強化岸壁を備えた港湾を整備することにより、海上からの緊急物資輸送の確保を図る。
」
平成 16 年度実績： 2,020 万人 ②

■政策（6） 指標： 33

港湾による緊急物資供給可能人口

＜目標の達成状況に関する分析＞
■政策（7）
指

目

標：

密集市街地を改善する。
34

・ 平成 16 年度の実績値については、耐震強化

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

岸壁の整備により緊急物資供給可能人口約

8,000ha ） のうち最低限の安全性が確保される市街地の割合

2,020 万人となり着実に増加している。平成

標： 初期値：0％ （Ｈ14 年度）ń

目標値：約 3 割（Ｈ19 年度）

主要施策： 「密集市街地の整備改善のための事業等の推進」
平成 16 年度実績： ―

⑦ ＊ 5 年に一度の調査

16 年度の観測強化地域における耐震強化岸

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500

壁の供用率は、７３％であり、全国平均の４

0
（
万人）

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

４％と比べて重点的に整備しており、今後さ
らに耐震強化岸壁の整備を推進することによ
り、目標値の達成を目指すことが必要である。

【今後の取組の方向性等】
■政策（5） 震災時の避難地を確保する。
・ 都市における防災機能を強化し、安全でゆとりある生活を確保するため、引き続き、市街地において災
害時に広域的な避難の用に供する広域避難地等の整備を重点的に推進するとともに、災害応急対策施設
の整備が不十分な箇所への重点化により効率的・効果的に目標の達成を図っていく。

■ 政策（6） 震災時の緊急物資の供給を確保する。
・ 引き続き観測強化地域など大規模地震の切迫性の高い地域における耐震強化岸壁の整備を推進する。
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【政策目標 9

交通安全の確保】（次々頁に続く）

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること

【政策目標 9

概評‐海・空の交通に関する安全‐】

政策目標の「交通安全の確保（海・空の交通）」に向けて、政策の効果は着実に現れている。しかし
ながら、業績指標 35 は、前年に比べ低調に推移しており、その要因についての分析が必要である。業
績指標 37 は順調であるものの、場周フェンスの強化、センサーの設置等により空港における保安対策
を強化することとしている。業績指標 36 、 38 など他の指標については順調に推移している。

【政策の概要と指標・目標値 ‐海・空の交通に関する政策‐】
■政策（1）海上における死亡・行方不明者を減少させる。
35 海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数・・・・・・
指
標：
目
標： 初期値：331 人（H12 年）ń目標値：200 人以下（H17 年）
主要施策： 「ライフジャケットの着用等自己救命確保の推進」
「事故発生の認知及び遭難者等の捜索に係る時間の短縮」
平成 16 年度実績： 317 人 ⑤
■政策（2）船舶交通の安全を確保する。
36 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
指
標：
目
標： 初期値：０件（H14 年度）ń目標値：０件（H15 年度以降毎年）
主要施策： 「海上ハイウェイネットワークに係る検討」「次世代型航行支援システム等航路標識の整備」
平成 16 年度実績： 0 件 ②
■政策（3）ハイジャック・航空機テロの発生を防止する。
37 航空機に対するハイジャック・テロの発生件数
指
標：
目
標： 初期値：0 件（H14 年度）ń目標値：0 件（H16 年度以降毎年度）
主要施策： 「ハイジャック・テロ対策の推進」「ハイジャック検査体制の維持・強化」
平成 16 年度実績： 0 件 ①
■政策（4）航空事故を減らす。
38 国内航空における事故発生件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
指
標：
目
標： 初期値：18.4 件/年（H10〜14 年）ń目標値：16.6 件/年（H15〜19 年）
主要施策： 「航空保安施設の整備」「航空機の安全な運航や安全性の確保」
平成 16 年実績： 17.2 件/年（Ｈ12〜16 年） ②
＜指標： 39 〜 46 は次々頁以降参照＞
■政策（9）船舶の安全航行を確保するため放置艇を減らす。
47 港湾におけるプレジャーボートの適正な係留・保管率
指
標：
目
標： 初期値：45%（H8 年度）ń目標値：55%（H18 年度）
主要施策： 「ボートパーク整備」「放置等禁止区域等の指定」
平成 16 年度実績： 44%（Ｈ１４） ⑧
■政策（10）港湾において不正侵入を防止する。
4８ 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
指
標：
目
標： 初期値：０%（H15 年度）ń目標値：100%（H17 年度）
主要施策： 「改正 SOLAS 条約を担保する国内法の制定」「施設整備に対する支援措置」
平成 16 年度実績： 100%
②
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【政策評価の結果の概要】
■政策（1） 指標： 35 海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者数
＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 平成 16 年の実績値は 317 人であり、
前年に比
350
べ 19 人増加し指標の動向としては低調だが、
300
特徴的な事案として、台風に伴う海難による死
250
亡行方不明者数が 36 人（例年では 10 人前後）、
200
施策が及びにくい外国船の海難による死亡・行
150
方不明者数が 21 人（台風によるものを除く）、
100
乗船者の病死等の海難による死亡・行方不明者
50
数が 19 人であり、これらを除けば 241 人の死
0
亡・行方不明者が発生したこととなる。目標の
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17（目標）
(人） H10
達成には、台風及び外国船等外部要因への対策
を含めた更なる施策の推進が必要である。
・ 漁船での死亡・行方不明者が、全体の５割以上を占めるとともに、ライフジャケットの着用率も極
めて低い水準にある。
■政策（4） 指標： 38 国内航空における事故発生件数
＜目標の達成状況に関する分析＞
25
・ 当該指標は、各年毎に変動はあるものの、5 年間
の平均で見た場合には、減少傾向にあるといえ 20
る。
15
10

5

0
(件） H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18 H19（目標）

【今後の取組の方向性等】
■政策（1）海上における死亡・行方不明者を減少させる。
・ 自己救命策確保の指導・啓発等の推進により、海難発生から２時間以内に情報を入手する割合の向
上を目指すとともに、ヘリコプターの高速性等を活用した救助体制の充実強化を図ることでリスポ
ンスタイムの短縮を図る。
・ 自己救命策確保の指導・啓発等の推進により、漁船及びプレジャーボート等に係るライフジャケッ
ト着用率の向上を目指す。
■政策（4）航空事故を減らす。
・ 平成 16 年度において、管制情報処理システム障害の再発防止対策として、システムリカバリー機
能の改善等の整備及びシステム訓練体制の強化を図り、ニアミス事故再発防止対策として、ＲＡ（回
避指示）情報を管制卓レーダー画面に自動表示する機能追加を実施し、日本航空 907 便のニアミス
事故等を踏まえ、航空機衝突防止システムの性能向上に係る装備品等の基準の改正を行ったところ
であり、これらの施策は事故の発生を未然に防ぐという観点から指標の進捗に有効であると考えてお
り、引き続き着実に実施していく他、ICAO 等の国際動向や、国内の動向を踏まえつつ、所要の措置
を講じていく。
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【政策目標 9

【政策評価の結果の概要】

交通安全の確保】（前頁から続く、次々頁に続く）

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること。
【政策目標 9

概評‐陸の交通に関する安全‐】

業績指標 39 は、平成 14 年の死傷事故率の初期値 118 件/億台キロに対し、平成 16 年の暫定値は 120
件/億台キロと指標は後退しているが、24 の都道府県では死傷事故率が減少していることを踏まえ、「優先
度明示方式」により、死傷事故率の高い区間を抽出し、重点的に交通事故対策を実施する。業績指標 42 は、
車両の衝突安全性能が向上したこと等により目標値を達成している。業績指標 43 については、運行管理
に起因する事故が確実に報告されるようになったこと等により、実績値は初期値を上回っている。業績指
44

標

、 45 、 46 は、全て順調である。

【政策の概要と指標・目標値
標：

目

標：

39

道路交通における死傷事故率

140

＜目標の達成状況に関する分析＞
130
・ 平成 16 年の日本の死傷事故率は、欧米に比べると 2〜6 倍
120
（ドイツ:52.0、フランス:19.1、イギリス:43.7、アメリカ:45.6
（単位は件/億台キロ。フランスは平成 14 年、アメリカは平
110
成 13 年））。
・ 平成 14 年実績値 118 件/億台キロに対し、平成 16 年の死傷
100
事故率の実績値は 120 件/億台キロと指標は後退した。
90
・ 死傷事故率が前年より減少した都道府県は 24 であり、過半
H12
H13
H14
H15
H16
H17
(件）
数を超えている。高知（対前年比 6.6%減）、青森（同
5.5%減）、島根（同 5.2%減）の 3 県は大きく減少した。また、死傷事故率ワースト 1,2
の神奈川（対前年比 3.4%減）、東京（同 1.9%減）でも死傷事故率が減少した。

H18

H19（目標）

‐陸の交通に関する政策‐】
■政策（6） 指標： 42

■政策（5）道路交通事故を抑止する。
指

■政策（5） 指標： 39

道路交通における死傷事故率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期値：118 件/億台キロ（H14 年度）ń目標値：108 件/億円台キロ（H19 年度）

車両対車両衝突事故における死亡事故率（正面衝突）

＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 平成 16 年の実績値は 3.2%であり、目標値を達成した。
・ 前面衝突基準に適合している自動車が増加したことが要

主要施策： 「あんしん歩行エリアの整備」「交通安全の確保」
平成 16 年度実績： 120 件/億台キロ（暫定値）
④

4
3.5
3

因の 1 つであると考えられる。

2.5

・ 平成１７年３月に、シートベルトの着用を促進するため、

2
1.5

指

標：

40

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

ń目標値：約２割、約３割（Ｈ19 年度）
目
標：
平成 16 年度実績：※対策に着手したが事業完了していないため、実績値なし

現在のシートベルト非着用時に警報する警告灯に加え、警

1

報音により警告する装置を義務付ける基準を公布したとこ

0.5

ろであり、今後、シートベルトの着用率が向上すれば、

(%)

0

⑧

H10

H12

H14

H16

さらに指標の伸びが期待できる。

指

標：

41

事故危険箇所対策実施箇所の死傷者事故の抑止率

ń目標値：約３割
目
標：
平成 16 年度実績：※対策に着手したが事業完了していないため、実績値なし

⑧

【今後の取組の方向性等】
■政策（5）道路交通事故を抑止する。
・ 効果的、効率的な交通事故対策を進めるため、幹線道路における対策を重点的に実施するとともに、

■政策（6）自動車の安全性を高める。
指

標：

目

標：

42

市街地内の事故発生割合の高い地区において、
「あんしん歩行エリア」の整備を引き続き進める。

車両対車両衝突事故における死亡事故率（正面衝突）・・・・・・・・・・・

初期値：3.6%（H12）ń目標値：3.2%（H17）

主要施策： 「車両の安全基準の拡充・強化」
平成 16 年実績： 3.2%

②

・ 個別の対策実施にあたっては､｢交通事故対策・評価マニュアル」等を用い、科学的な分析に基づく対
策を立案するとともに、現場の状況に応じた工夫のある取組を共有する。
・ 幹線道路において、より効果的・効率的に交通事故を削減するため、
「事故危険箇所」に加えて、優先
的に対策すべき箇所を明示する「優先度明示方式」により､死傷事故率の高い区間を抽出し、重点的に
交通事故対策を実施する。

■政策（7）事業用自動車の安全運行を確保する。
指

標：

目

標：

43

事業用自動車の運行管理に起因する事故割合

初期値：56％ （H11 年）ń目標値：50％ （H17 年）

主要施策： 「自動車運送事業に対する監査体制の強化」
平成 16 年度実績： 61%（H15）
⑤
※〈指標 ４４以降は次々頁に続く〉

95

・ 平成 17 年度より交通安全事業の予算費目を見直し、成果と予算配分を直結させた交通事故重点対策事
業費を創設する｡
■政策（6）自動車の安全性を高める。
・ 死亡事故の低減のために対策を推進していくとともに、事故件数や負傷者数の低減にも考慮した基準
の強化・拡充を講じていくため、特に後遺障害事故の低減を目的として事故統計データと保険データ
とのマッチングによる後遺障害発生に係る事故分析を進めていく。
・ 対策の効果が十分発揮されるよう、車両安全対策の前提となるシートベルトの着用を推進するととも
に、より精度の高い車両安全対策の効果分析手法の検討を行う。
・ チャイルドシートを容易に確実に固定できる「固定機能付きチャイルドシート」に関する基準を導入
する。
・ 前面衝突時に乗用車が大型車の下へ潜り込むことを防止する、大型車の「フロントアンダーランプロ
テクター」に関する基準を導入する。
96

【政策目標 9

交通安全の確保】（前頁から続く）

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られる

【政策の概要と指標・目標値

‐陸の交通に関する政策‐】

■政策（8）鉄道の安全を確保する。
指

目

標：

標：

44

遮断機のない踏切道数

45

地方中小鉄道における ATS 設置率・・・・・・・・・・・・・・・・

46

地下鉄道の火災対策基準を満たす地下駅の割合・・・・・・・・・・

踏切

初期値：5,928 箇所（H12 年度）ń目標値：4,800 箇所（H17 年度）

ATS

初期値：92.6%（H12 年度）ń目標値：100%（H18 年度）

地下

初期値：61%（H15 年度）ń目標値：100%（Ｈ20 年度）

【政策評価の結果の概要】
■ 政策（8） 指標： 45 地方中小鉄道における ATS 設置率
指標： 46 地下鉄道の火災対策基準を満たす地下駅の割合
＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 指標 45 は、平成 16 年度の実績値は
100
99.2％（速報値）であり、順調に推移して
95
90
いる。日本政策投資銀行融資の拡充、固定
85
資産税の特例措置により、経営状況の厳し
80
い地方中小鉄道事業者において促進され
75
た。
70
65
・ 指標 46 は、平成16年度末に66 %の駅
において整備が完了しており、順調に整備 (%)60
H15
H16
H17
が進んでいる。
地下鉄中小鉄道におけるＡＴＳ設置率

H18（
目標）

H19

Ｈ20（
目標）

地下鉄道の火災対策基準を満たす地下駅の割合

主要施策： 「第 3 種及び第 4 種踏切道への踏切遮断機の設置又は踏切道の除却」
「地方中小鉄道における ATS 設置」「地下鉄道の火災対策設備の整備」
平成 16 年度実績： 5,164 箇所（踏切）②
99.2%（速報値）（ATS）②
66％（地下）②
＜指標

47

、 48

については４ページ前を参照＞

■政策（11）道路構造物を適切に維持管理する。
指

標：

49

目

標：

橋梁

初期値：86%（H14 年度）ń目標値：93%（H19 年度）

【今後の取組の方向性等】

舗装

初期値：91%（H14 年度）ń目標値：91%（平成 14 年度の水準を維持）
（H19

■政策（8）鉄道の安全を確保する。
・ 地方中小鉄道における ATS 設置については、引き続き、鉄道軌道近代化設備整備費補助制度等を活
用し、誤出発防止機能を有する ATS 装置の設置を推進する。
・ 地下鉄道の火災対策基準に不適合な地下駅については、省令改正により地下駅等の火災対策設備の
整備を義務付け、また、避難通路及び排煙設備の新設について助成制度の創設及び固定資産税の特
例措置により鉄道事業者の負担軽減を図っている。今後も大規模な駅改良を要する避難設備や排煙
設備の新設に対して地下駅火災対策施設整備事業費補助を活用し、火災対策基準に不適合な駅の整
備の促進を図る。

道路構造物保全率

年度）
主要施策：

「道路の管理方法にアセットマネジメントの考え方を導入」

「点検から補修に至る管理の高度化」
86%（橋梁）①
平成 16 年度実績：
94%（舗装）①
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【政策目標 10 海上における治安の確保】

海上における犯罪の危害から、生命、財産の安全の確保が図られること

【政策評価の結果の概要】
■政策（2） 指標： 51

薬物・銃器密輸事犯の摘発件数

＜目標の達成状況に関する分析＞
・平成 16 年の薬物・銃器事犯の摘発件数は
19 件で昨年実績より 2 件増加した。しか

【政策目標 10 概評】
「重要施設の警備強化」
、
「港湾危機管理体
業績指標 50 については、指標は順調であり、引き続き、
制の強化」、
「不審船対応能力の整備・拡充」、
「ＳＯＬＡＳ対応体制の強化」、
「国際的なテロ対策への積
極的な参画」の海上テロ対策を総合的かつ強力に推進していくこととしている。一方、業績指標 51 は
低調であるが、薬物・銃器が流出するおそれの高い国及び密航事犯のぐ犯国等から来航する船舶に対し
て、重点的な立入検査を実施する等により監視取締体制の強化などを図ることとしている。

し、平成 12 年から平成 16 年の平均では
前年平均に比べ 2.2 件の減少であり、目

25

20

15

10

標の達成に向けた指標にかかる実績値は
ほぼ横ばいで、指標の動向は低調である。
・目標の達成に向けた推移が必ずしも順調

5

0
(件）

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18（目標）

でない要因としては、国内外の犯罪組織
が関与している薬物・銃器の密輸事犯が、情報入手の困難性、積荷への悪質な隠蔽、巧妙な受け渡し
方法の利用、密売組織の国際化等により、いっそう悪質・巧妙・広域化しており、その摘発はますま
す困難になっていることがあげられる。

【政策の概要と指標・目標値】

・一方、平成 16 年の摘発事案には、当庁、警察、税関の三機関の連携により平成 16 年６月、大阪港に

■政策（1） 海上からのテロによる被害を防止する。
指

標：

目

標：

主要施策：

50

海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数

初期値：0 （H14 年度）ń目標値：0 （H16 年度以降毎年度）
「不審船・テロ対応体制の強化」
「テロへの警備警戒」

平成 16 年度実績 0 件

標：

目

標：

主要施策：

51

には、平成 12 年以降の実績では最大の摘発件数ともなっており、国内関係機関との連携強化等の施
策の効果は着実に顕れている。

②

■政策（2） 海上ルートによる薬物・銃器の流入を阻止する。
指

入港したキプロス籍コンテナ船（17,933 トン）乗組員等による覚せい剤密輸事件等があげられ、さら

薬物・銃器密輸事犯の摘発件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期値：20.6 （H8 年〜H12 年の平均）ń目標値：22.0（H14 年〜H18 年の平均）

【今後の取組の方向性等】
■政策(2)

海上ルートによる薬物・銃器の流入を阻止する。

・ 平成 16 年度は、第二、四、六管区海上保安本部に国際刑事課を設置する等の対策を講じており、さ

「情報収集・分析体制の強化」「内外の関係機関との連携強化」「監視取締体制の強化」

らに、薬物・銃器等が流出するおそれの高い国及び密航事犯のぐ犯国等から来航する船舶に対して、

「容疑船舶の監視・追尾能力の向上」

重点的な立入検査を実施する等により監視取締体制の強化を図るほか、情報収集活動、国内外関係

平成 16 年度実績： 17.0（H12 年〜H16 年の平均）

99

⑤

機関との連携等を推進し、密輸・密航事犯の摘発を図る。
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【政策目標 11 船員の災害防止】

船員に安全な労働環境を確保するため、労働災害の未然防止と被害軽減が図られること

【政策評価の結果の概要】
■政策（1） 指標： 52

【政策目標 11
業績指標 52

概評】
は順調に推移しているが、船員災害の発生率は陸上災害の発生率に比べ依然として高

水準であることや、船員の高齢化、少数化又は外国人船員との混乗化等による労働環境の急速な変化等
を踏まえ、引き続き中小船舶所有者を対象とした死傷災害防止対策等を一層推進し、船員の災害を防止
することとしている。

■政策（1） 船員災害を防止する。
指

標：
標：

主要施策：

52

船員災害発生率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期値：13.2 ‰ （H14 年度）ń目標値：11.2 ‰ （H18 年度）
「安全管理体制の整備とその活動の推進」「死傷災害の防止」

平成 16 年度実績： 12.5 人（H15）

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

【政策の概要と指標・目標値】

目

船員災害発生率

＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 平成 15 年度については、重大災害も
なく、業績指標は、目標に向かって順
調に低下した。なお、第７次船員災害
防止基本計画に基づき平成１０年度か
ら平成１４年度までの５年間に災害発
生率を１７％減少させる目標も達成さ
れた。平成 15 年度 12.5％（対平成
９年度比 32％減）
・ 指標の内訳を見ると、漁船の災害発生
率は依然として高いものの、平成１５
年度は平成１４年度に比べ大きく減少
しており、これが全体の発生率の減少
に効果をもたらしている。また、船員
の高齢化が依然として進んでいるため、
５０歳以上の災害発生件数は全体の
半数以上となっている。

0
(%)

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

Ｈ18（目標）

①

【今後の取組の方向性等】
■政策(1) 船員災害を防止する。
・ 船員災害の発生率は陸上災害の発生率に比べ依然として高水準であることや、船員の高齢化、少数
化又は外国人船員との混乗化等による労働環境の急速な変化等を踏まえ、引き続き中小船舶所有者
を中心とした死傷災害防止対策等を一層推進するものとする。
・ 平成 17 年度船員災害防止実施計画
第８次船員災害防止基本計画をもとに作成された平成 17 年度船員災害防止実施計画の重点対策（死
亡災害の減少等）及び主要対策（海中転落による死亡災害防止対策等）を推進し、死傷災害の発生
率（年間千人率）を、対前年度比４％減少させることを目標とする。
（H18 年度の目標値を達成する
ためには、死傷災害の発生率を H15 年度から毎年度、前年度に比べ 4％減少させる必要があるため
目標値を 4％減少と設定した。）
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【政策評価の結果の概要】

【政策目標 12 地球環境の保全】

■政策（1） 指標： 53

地球環境保全への取組がなされること

ディーゼル自動車の平均燃費向上率

＜目標の達成状況に関する分析＞
25

・ 平成15年度の実績値は19.6％であり、平成14
【政策目標 12

概評】

年度同様、目標値（13％（17年度）
）を上回る

政策目標の「地球環境の保全」に向けて、政策の効果は、着実に現れているものの業績指標 54 は、

15

結果となり、順調に推移している。

実績が低調であり、ＣＯ２削減に向けた物流分野における施策の拡充・強化に取り組んでいく必要があ

・ これは、省エネ法に基づく燃費基準の目標年度

る。また、モーダルシフト化率の算定方法については、モーダルシフトへの取組状況を示す指標として

（平成17年度）達成に向けて、燃費性能の高

は十分ではないとの指摘もあることから、取組状況を反映し得るような指標に見直す必要がある。業績

い自動車の普及が進んでいることによるもの

指標 53

と考えられる。

については、実績値が目標値を超えていることから、目標年度における達成度の結果を踏ま

20

10

5

0
H11

(%)

H12

H13

H14

H15

H16

H17（目標）

え、必要に応じ新たなトップランナー基準の設定等について検討する必要がある。業績指標 55−１ 、
55−２ のうち建築物は順調に推移しているが、住宅は伸びが緩やかになっており、より一層の努力が

■政策（3） 指標： 55−１

必要である。特に民生部門のエネルギー消費量は、一貫して大きく伸張しているため、一定規模以上の

＜目標の達成状況に関する分析＞

住宅の建築・大規模改修時等の省エネルギー措置の届出義務付け等を行うこととする省エネルギー法の

・ 住宅性能表示制度（建設性能評価）を利用した

改正を実施することにより、省エネルギー化を推進することとしている。

40

住宅の省エネ基準適合率は、平成12年度13.4%
から平成15年度22.8%と向上しているが、目標

【政策の概要と指標・目標値】

値に比べて、伸びが緩やかになっており、より

■政策（1） 自動車の燃費を向上させる。
53

住宅の省エネルギー化率

ディーゼル自動車の平均燃費向上率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指

標：

目

標： 初期値：8 ％ （H11 年度）ń目標値：13 ％ （H17 年度）

35
30
25
20
15
10
5

一層の努力が必要である。
(%)

0
H11

H12

H13

H14

H15

H 1 6H 1 7 （目 標 ）

主要施策： 「省エネ法に基づくトップランナー燃費基準の導入」
平成 16 年度実績： 19.6%（H15） ②

■政策（2） モーダルシフトを推進する。
54

国内長距離貨物輸送におけるモーダルシフト化率

指

標：

目

標： 初期値：40.4 ％（H11 年度）ń目標値：47 ％（H18 年度）

主要施策： 「貨物鉄道の利便性の向上」「内航海運の競争力の強化」
「荷主・物流事業者の自主的なモーダルシフトへ向けた取組みの推進」

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 自動車の燃費を向上させる。
・ 引き続き、ディーゼル自動車の燃費目標達成状況を把握することとする。また、目標年度における
達成度の結果を踏まえ、必要に応じ新たなトップランナー基準の設定等について検討を行う。

平成 16 年度実績： 32.1%（H14） ④

■政策（3） 住宅・建築物の省エネルギー化を推進する。
55−１

住宅の省エネルギー化率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

55−２

建築物の省エネルギー化率

指

標：

目

標： 住宅関係

初期値：13.4 ％（H 12 年度）ń目標値：35 ％ （H 17 年度）

建築物関係 初期値：34.0 ％（H 11 年度）ń目標値：75 ％ （H 17 年度）
主要施策： 住宅関係 ：「省エネルギー法による住宅の省エネ措置の努力義務」「省エネ措置等を講じた
住宅に対する優遇措置」
建築物関係 ：
「省エネルギー法による建築物の省エネ措置の努力義務等」
「省エネ措置を講
じた建築物に対する優遇措置」「官庁施設のグリーン化の推進」
平成 16 年度実績： 住宅関係 22.8%（H15） ①

■ 政策（3） 住宅・建築物の省エネルギー化を推進する。
・ 民生部門のエネルギー消費量は、豊かさを求めるライフスタイル等を背景に一貫して大きく伸張し
ているため、引き続き住宅・建築物の省エネルギー化を図っていく必要がある。特に、既存ストッ
クの省エネルギー性能の向上を促進するとともに、一定規模以上の住宅についても非住宅建築物と
同様に着実に省エネルギー性能の向上を促進する必要がある。このため、平成 17 年度から地方公共
団体が主体となり、公営住宅の建設や面的な居住環境整備など地域における住宅政策を自主性と創
意工夫を活かしながら総合的かつ計画的に推進する地域住宅交付金の活用による、住宅の省エネル
ギー化等を促進する。
・ さらに、一定規模以上の住宅の建築・大規模改修時等の省エネルギー措置の届出義務付け等を行う
こととし、一定規模以上の建築物の新築・増改築時の届出に加えて、大規模改修時についても省エ
ネルギー措置の届出義務付け等を行うこととする省エネルギー法の改正を実施する。

建築物関係 約 70%（H15） ①
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【政策目標 13 大気、騒音等に係る生活環境の改善】

【政策評価の結果の概要】

大気汚染や騒音等による生活環境への影響の改善や都市のヒートアイランド現象の緩和が図られるこ

■政策（1） 指標： 56

と

＜目標の達成状況に関する分析＞
・ H15 大気汚染状況報告書より、NO2・SPM ともに
測定濃度の年平均値は近年緩やかな減少傾向にあ
り、NO2 の環境目標達成率については平成 14 年度
実績値 64％に対し、平成 16 年度の実績値が 73％と
なり、目標の達成に向けて指標は順調に伸びている。
SPM の環境目標達成率については、前年データで道
路寄与分のあった自動車排出ガス測定局のうち、
21％について道路寄与分が半減しており、目標の達
成に向けて指標は順調に伸びている。

【政策目標 13

概評】

政策目標の「大気、騒音等に係る生活環境の改善」に向けて、業績指標は順調である。業績指標 59
は、順調に進捗しており、引き続き、対象となる住宅に居住する住民に対し、補助制度の周知等を図り、
工事の実施による環境基準の屋内達成率の向上を図ることとしている。業績指標

60

は、既に目標

を大幅に上回る実績を上げている。
【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 自動車から排出される NO2・SPM を減少させる。
56 NO2 ・SPM の環境目標達成率・・・・・・・・・・・・・・・・・
指
標：
目
標： 初期値：NO2 64 ％（H14 年度） SPM −（H14 年度）
ń目標値：NO2 約 8 割（H19 年度） SPM 約 6 割（H19 年度）
NO2 73％
平成 16 年度実績：
SPM 21％ ②
57 最新排出ガス規制適合車の割合
指
標：
目
標： 初期値：乗用車 6.2%（H12 年度） 貨物車 4.1%（H12 年度）
ń目標値：乗用車 40 ％（H17 年度） 貨物車 30 ％（H17 年度）
主要施策： 「自動車から排出される窒素酸化物（NOX）や浮遊粒子状物質（SPM ）の削減を目指
し、低公害車の開発・普及、ディーゼル微粒子除去装置（DPF ・酸化触媒）導入等自
動車の低公害化等の施策（ソフト）と道路等の基盤整備（ハード）を一体的に実施する
ことにより、道路渋滞対策等の推進を図る」
平成 16 年度実績： 乗用車 27.8％（H15） ②
貨物車 8.3% （H15） ②
■政策（2） 幹線道路の沿道住民の騒音被害を軽減する。
58 夜間騒音要請限度達成率
指
標：
目
標： 初期値：61%（H14 年度）ń目標値：72%（H19 年度）
主要施策： 「道路構造対策」「交通流対策」
平成 16 年度実績： 67%
②
■政策（3） 空港周辺の騒音による生活環境への障害を軽減する。
59 航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率
指
標：
目
標： 初期値：93%（H12 年度）ń目標値：95%（H18 年度）
主要施策： 「民家防音工事の推進」「航空機騒音対策の実施」
平成 16 年度実績： 94% ②

■政策（4） 指標： 60

NO2 ・SPM の環境目標達成率
90
80
70
60
50

ＮＯ２
ＳＰＭ

40
30
20
10
0
(%)

H14

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

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

＜目標の達成状況に関する分析＞

30

・ 平成 12 年度実態調査の結果（27％）を踏まえ、 25
10 年以内の解消を想定し、平成 17 年度の目標値 20
を 10％に設定したが、住宅性能表示制度において 15
ホルムアルデヒド対策等級や化学物質の濃度につ 10
いて評価することで消費者への情報提供を行って 5
きたことや、H15 年 7 月に施行した建築基準法に 0
H13
H14
H15
H16
基づきホルムアルデヒド等に関する建材、換気設 (%) H12
備の規制を行ったことにより、平成 16 年度の実態
調査（速報）は 2％と目標値を大幅に下回っており、解消に向けて順調に推移している。

H17（
目標）

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 自動車から排出されるNO2・SPM を減少させる。
・ 依然として自動車に起因する NOX・PM 排出量を削減することが求められていることから、自動車
からの排出ガス量を削減するため、自動車の走行速度向上のための交差点の立体化等の沿道環境改
善事業を継続的に実施する。
・ 自動車ＮＯＸ・ＰＭ法では、平成 22 年度までに対策地域内でのＮＯ２の環境基準の概ねの達成が課
せられていることから、現況の大気質の環境基準等が他の地域に比べ大幅に上回っている地域（環
境ワースト地域）を選定し、平成 22 年度の環境基準達成に向けた対策を立案・実施する。

■政策（4） シックハウスによる被害を防止する。
60 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
指
標：
の指針値を超える住宅の割合
目
標： 初期値：27 ％（H 12 年度）ń目標値：10 ％（H 17 年度）
主要施策： 「シックハウス対策のための技術開発・調査等の推進」
「シックハウス対策のための規制」
「シックハウス対策のための消費者への情報提供」
平成 16 年度実績： 2%（速報値） ②
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■政策（4） シックハウスによる被害を防止する。
・ これまでの政策が効果を発揮していることから住宅・非住宅に係るホルムアルデヒド、トルエン等
の化学物質の実態調査や実証実験等を踏まえ、シックハウス対策を継続する。
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【政策目標 14 良好な自然環境の保全、再生及び創出】
豊かで美しい自然環境の保全、再生及び創出が図られること

【政策評価の結果の概要】

■政策（2） 指標： 62 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
＜目標の達成状況に関する分析＞
4

・ 自然再生事業等により着実に干潟等の保全
再生等を進めているところであるが、事業は

【政策目標 14

概評】

政策目標の「良好な自然環境の保全、再生及び創出」に向けて、政策の効果は着実に現れてきている。

て事業を推進し、事業が完了した時点で「回

業績指標 61 は、順調に推移しており、引き続き、土砂管理対策により砂浜の創出に努めるとともに、

復・創造」として供用開始し、初めて完了と

災害に対する安全性を向上しつつ、自然河岸への再生をより一層推進する。業績指標 62 、 63 は、

なるものであり、目標年次（H19）に向けて

実績は伸びないものの、事業は進捗していることから、数年遅れて指標の数値が向上する見込みである。

事業の進捗が図られている。

特に 62

3

単年度で完了するものではなく複数年をかけ
2

1

0
（割）

H14

H15

H16

H17

H18

H19（目標）

は、目標値と比べて伸びは低いが、事業は単年度で完了するものではなく複数年をかけて事

業を推進し、事業が完了した時点で「回復・創造」として供用開始し、初めて完了となるものであり、

■政策（3） 指標： 63 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

今後の推移を見守る必要がある。

＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 各地方公共団体等からの報告を元に速報値を

3000

【政策の概要と指標・目標値】

算出したところ、H16年度末現在で約700ha

2500

■政策（1） 失われた水辺を再生する。

であり、指標のベースとなる公園・緑地の規

2000

61

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

指

標：

目

標： 初期値：0（H14 年度）ń目標値：約 2 割（H19 年度）

模がある程度まとまった規模であることや

1500
1000

NPO等関係部局との調整を要することから、

主要施策： 「渚の創生事業」「自然再生、多自然型川づくり等」

政策の効果が数年遅れて発現するものと考え

平成 16 年度実績： 8% ①

られる。

500
0
H14

H15

H16

H17

H18

H19（目標）

■政策（2） 失われた湿地・干潟を再生する。
62

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

指

標：

目

標： 初期値：約 2 割 （H14 年度）ń目標値： 約 3 割（H19 年度）

主要施策： 「河川における湿地・干潟の再生」「港湾、海域における海浜・干潟等の保全・再生・創出」
平成 16 年度実績： 約 2 割

①

■政策（3） 都市域における自然環境を再生する。
63

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

指

標：

目

標： 初期値：0 ha（H14 年度）ń目標値：2,400ha（H19 年度）

主要施策： 「自然再生緑地整備事業の推進」
「緑地保全事業の推進」「港湾環境整備事業の推進」
平成 16 年度実績： 約 700ha（速報値）

②
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【今後の取組の方向性等】
■政策（2） 失われた湿地・干潟を再生する。
・ 平成 14 年度から自然再生事業を創設し、松浦川、釧路川等において湿地の再生を、境泉北港、尾道
糸崎港等において干潟の再生を行っているところであり、引き続き自然再生事業を着実に推進して
いく。今後、現地底質土及び港湾浚渫土の有効活用による海域環境改善の効果を把握するため、ま
た、泥質干潟の環境改善に有効かつ効果的な干潟再生手法を確立するため、現地干潟造成実験を実
施する。
■政策（3） 都市域における自然環境を再生する。
・ 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的環境を確保するため、公
園・緑地を整備する。
・ H16 年度までに港湾緑地の整備を全国約 120 港で実施しており、さらに、港湾空間における良好な
環境実現のため、港湾緑地の計画的な整備を進める。
・ また、平成１７年度からは良好な景観形成・向上の取組を支援するため、緑地環境整備総合支援事
業の対象都市について「景観計画が策定済み又は策定中の都市」を追加する等の拡充を行う。
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【政策目標 15 良好な水環境への改善】

【政策評価の結果の概要】

良好な水質、健全な水量等を有する水環境への改善が図られること

■政策（1） 指標： 64

環境基準達成のための高度処理人口普及率

＜目標の達成状況に関する分析＞
18

・ 高度処理人口普及率は着実に上昇してきて

【政策目標 15

概評】

業績指標 64 については、順調に推移している一方、業績指標 65 については、平成 15 年度を見
る限り、増加している。高度処理については、三大湾や指定湖沼等の水質改善が悪いため、高度処理を
効率的に行うことができる下水道管理者が、他の下水道管理者の実施する高度処理の負荷削減機能を併
せて高度処理を行うことを可能とする、高度処理共同負担事業制度を創設したところであり、今後、よ
り効率的に高度処理の推進が図られると見込まれる。なお、業績指標 65 については、気象・海象等の
影響も受けるため、目標年次までの中期的な実績値の推移により評価する必要がある。業績指標 66 は、
十分な進捗を見ていない状況であり、概ね、10 年後の 100％達成（合流式下水道の区域の面積が大きな
都市については、概ね 20 年後）に向けて一層の制度の充実が必要である。

14

として低い状態である。三大湾や指定湖沼等

10

■政策（1）

8

（三大湾 6 割、河川 9 割）ことから、引き続

4

指

標：

目

標：

主要施策：

64

環境基準達成のための高度処理人口普及率・・・・・・・・・・・・・・・

6

2

き高度処理の普及促進を図る必要がある。

0
(%)

■政策（2） 指標： 66

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18 H19（
目標）

合流式下水道改善率

＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 平成15年度の実績値は15.3%であり、十分
な進捗をみていない状況である。これは、合
流式下水道の改善にあたって所要の調査や
・ 平成16年度末までにほとんどの市町村で合

水質保全上重要な地域における水質を改善する。

12

の水質改善は河川に比較して進んでいない

モニタリングを実施してきたためである。
【政策の概要と指標・目標値】

16

いるが、平成 15 年度の実績値は 12%と依然

45
40
35
30
25
20
15
10

流式下水道緊急改善計画を策定したため、今

5

後整備率が上昇する見込みである。

(%)

0
H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19（目標）

初期値：11 ％（H14 年度）ń目標値：17 ％（H19 年度）
「高度処理の普及促進」

平成 16 年度実績： 12 ％（H15） ②
指

標：

目

標：

主要施策：

65

港内青潮等発生期間の短縮

初期値：0 ％（H14 年度）ń目標値：H14 比約 5 ％減（H19 年度）
「閉鎖性海域における水環境の改善」

平成 16 年度実績： 5 ％増（H15）
■政策（2）
指

標：

目

標：

主要施策：

⑧

都市の親水空間の確保のため、合流式下水道を改善する。
66

合流式下水道改善率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期値：15 ％（H14 年度）ń目標値：40 ％（H19 年度）

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 水質保全上重要な地域における水質を改善する。
・ 高度処理の普及率は依然として低い状態であり、また、三大湾や指定湖沼等の閉鎖性水域の水質改
善状況が悪く、これを改善するため下水道事業計画のマスタープランである流域別下水道整備総合
計画（流総計画）制度を抜本的に見直し、都道府県が策定する流総計画に基づき、高度処理を効率
的に行うことができる下水道管理者が、他の下水道管理者の実施する高度処理の負荷削減機能を併
せて高度処理を行うことを可能とする、
「高度処理共同負担事業制度」を創設し、より効率的に高度
処理の推進を図る。（下水道法の一部を改正）

「合流式下水道の改善」
■政策（2） 都市の親水空間の確保のため、合流式下水道を改善する。
・ 合流式下水道の改善は依然として図られていない状況が残っており、今後概ね 10 年（合流式下水
道の区域の面積が大きな都市については概ね 20 年以内）で改善率 100%を達成するため、より一層
制度を充実するなど積極的に事業を推進する。

平成 16 年度実績： 15.3%（H15） ⑤
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【政策評価の結果の概要】
■政策（1） 指標： 67

【政策目標 16 循環型社会の形成】

100

資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること

【政策目標 16

概評】

政策目標の「循環型社会の形成」に向けて、政策の効果は着実に現れている。業績指標 68

は、平

成 16 年度速報値で目標値を超えており、加えて平成 17 年 1 月に自動車リサイクル法が施行され、リサ
イクル部品をとりまく環境が大きく変化したので、今後の法施行後の動向を踏まえ可能な限り早急に目
標値の見直し等、検討を行う必要がある。業績指標 70

は、順調に推移しているが、平成１５年３月

に循環型社会形成推進基本計画が策定されるなど、循環型社会の形成に向けた更なる取組が求められて
いる。
【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 建設工事のリサイクルを推進する。
67

直轄工事におけるリサイクル率

＜目標の達成状況に関する分析＞

直轄工事におけるリサイクル率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指

標：

目

標： 初期値：As 99.7%（H12 年度）Co 97%（H12 年度）

木材 75%（H12 年度）

ń目標値： 100%（H17 年度）
主要施策： 「直轄工事に係る各種建設副産物の排出抑制、再生利用等の推進」
平成 16 年度実績： As 99.4% （H14 年度）Co 97%（H14 年度） 木材 71%（H14 年度） ②

・ アスファルト・コンクリート塊、コンクリート
90
塊については平成 14 年度までに概ね 100%を
達成している。
80
As
・ アスファルト・コンクリート塊については、
Co
木材
70
その高い再資源化率を維持するために、現状で
はリサイクルが困難な排水性舗装、改質アス
60
ファルトのリサイクルをどのように進めていく
50
かが課題となっている。
H12
H13
H14
H15
H16
H17（目標）
(%)
・ 排出されたコンクリート塊は、当面は路盤材と
して主に利用が見込まれる。一方。Ｈ１７年３月
にコンクリート用再生骨材がＪＩＳ化され、新たな利用が見込まれている。
・ また、建設発生木材については、平成 14 年度までに概ね 70%台を維持している。建設発生木材を再資
源化（破砕）したチップを、パーティクルボード原料、製紙原料、堆肥原料等のマテリアル・リサイク
ル又は燃料としてサーマル・リサイクルしているが、これらチップの需要量及び利用用途が限定的であ
ることから、建設発生木材の再資源化率が低迷していると考えられる。
■政策（2） 指標： 68 リサイクル部品を使用する自動車整備工場の割合
＜目標の達成状況に関する分析＞
90.0
・ 平成16年度の実績（速報）値は87.6％であり目
85.0
標値を大幅に上回った。
80.0
75.0
・ 達成要因としては、リサイクル部品の活用が廉価
70.0
なサービスを望むユーザーに応えるものとして整
65.0
備業界には定着してきていることや環境に対する
60.0
55.0
自動車ユーザーの意識の変化などが考えられる。

■政策（2） 自動車のリサイクルを推進する。

50.0
(%)

68

標：

目

標： 初期値：64.8 ％（H12 年度）ń目標値： 80%（H17 年度）

主要施策： 「リサイクル部品の利用促進のためのガイドラインの周知」
平成 16 年度実績： 87.6 ％

②

■政策（3） 海面処分場の容量を確保する。
69

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

指

標：

目

標： 初期値：100%（H14 年度）ń目標値： 100%（H16 年度以降毎年）

主要施策： 「廃棄物海面処分場の整備」
平成 16 年度実績： 100 ％（暫定値）

②

■政策（４） 循環資源の輸送コストを低減する。
70

循環資源国内輸送コスト低減率

指

標：

目

標： 初期値：０（H14 年度）ń目標値： H14 比１割減（H19 年度）

主要施策： 「循環資源の円滑な取扱いの促進」「官民の連携促進」「静脈物流基盤の整備等」
平成 16 年度実績： ７％減

②

■政策（５） 下水汚泥のリサイクルを推進する。
71

H12

H13

H14

H15

H16

H17（目標）

リサイクル部品を使用する自動車整備工場の割合・・・・・・・・・・・・・

指

下水汚泥のリサイクル率

指

標：

目

標： 初期値：60％（H14 年度）ń目標値： 68%（H19 年度）

主要施策： 「下水汚泥の再資源化と広域処理の推進」
平成 16 年度実績： 64％（Ｈ１５） ②
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【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 建設工事のリサイクルを推進する。
・ 平成14年度より建設リサイクル法が完全施行され、それと同時に建設リサイクル推進計画2002を策
定し、建設工事から排出される廃棄物に対する施策を、排出抑制、分別解体、再資源化・縮減、適
正処理、再使用・再生資材の利用、技術開発等、理解と参画の推進の7つに整理し、順次実施してい
るところである。アスファルト・コンクリート塊については、現状ではリサイクルが困難な排水性
舗装、改質アスファルトのリサイクル技術の開発等を進める。コンクリート塊については、今後と
も、路盤材としての利用を推進すると共に、新たな利用用途先として、コンクリート用再生骨材へ
のリサイクルを推進する。
・ また、建設発生木材に関しては、千葉県をモデルとして建設発生木材リサイクル促進行動計画の策
定に向けて検討を進め、リサイクルの推進を図るほか、建設リサイクル推進計画2002（Ｈ14.5/30
に策定）のフォローアップにより計画の実施を図る。
■政策（2） 自動車のリサイクルを推進する。
・ 自動車整備関係業界の自動車リサイクル部品の積積極的な活用やカーエアコンからのフロン回収な
ど環境問題への取り組みを促進するとともに、環境対策に積極的に取り組んでいる整備関係事業者
を顕彰、公表し、リサイクル部品の使用等を更に促進し、環境指向型事業活動を支援していく。ま
た、平成17年1月に自動車リサイクル法が施行され、リサイクル部品をとりまく環境が大きく変化し
たとともに、既に平成13年度において目標値に達していることから、今後の法施行後の動向を踏ま
え、将来的には、100％を目指して、可能な限り早急に目標値の見直し等、検討を行うこととする。
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【政策目標 17

広域的モビリティの確保】

全国的な基幹的ネットワークの整備等により、人や物の広域的な移動・交流の拡大、効率化が図られ
ること
【政策目標 17

概評】

業績指標 73 は、平成 16 年 3 月に九州新幹線（新八代〜鹿児島中央間）の開業や、ＪＲ東海の品川
新駅の開業等を含む平成 15 年 10 月のダイヤ改正による新幹線と在来線の接続の改善等の効果により、
目標を達成した状況にある。業績指標 74 は、平成 16 年度の速報値ベースでは昨年度より 2.5％減であ
り、今後の指標の動向を注視していく必要がある。なお、羽田空港の再拡張事業を 2000 年代後半まで
の供用開始を目処に推進している。業績指標 72 については、前年度から横ばいであるが、渋滞解消の
ため社会実験の効果が確認されていることから、今後の動向を見守る必要がある。

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 地域の競争条件確保のための幹線道路網を構築する。
72

規格の高い道路を使う割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指

標：

目

標： 初期値：13％（H14 年度）ń目標値：15％（H19 年度）

主要施策： 「規格の高い道路のネットワーク構築」
「多様で弾力的な料金施策への取組」
「スマート IC の活用等による追加 IC の整備促進」
平成 16 年度実績： 13 ％

②

【政策評価の結果の概要】
■政策（1） 指標： 72 規格の高い道路を使う割合
＜目標の達成状況に関する分析＞
16
・ 幹線道路の渋滞、生活道路の事故、沿道の騒音等を
改善するため、自動車専用道路などの規格の高い道
15
路(以下「高速道路等」)に長い距離を走行する交通を
分担させて、生活道路と使い分けることが重要である。 14
・ 規格の高い道路を使う割合の実績値は13％であり、
13
前年度からは横ばいであるが、規格の高い道路の走
行台キロは若干増加している。
12
H15
H16
H17
H18
H19（
目標）
・ 高速道路等に並行する道路が渋滞している箇所など、 (%) H14
全国41箇所で料金社会実験を実施し、規格の高い道
路を使う割合が増加し、周辺道路の交通量が減少することを確認した。
・ とぎれた高速道路等を結び、ネットワークを形成することで、路線全体の利用促進につながる事例もあ
る。
■政策（3） 指標： 74 国内航空サービス提供レベル 1,600
1,400
＜目標の達成状況に関する分析＞
1,200
・ 国内航空サービス提供レベルの平成16年度の実績
1,000
値は集計中であるが、平成16年の速報値は1,293
800
億座席キロであり、平成15年度の実績値と比較す
600
ると2.5%減少している。
400
・ 国内航空ネットワークの拠点となる東京国際空港
200
（羽田）は、沖合展開事業により処理容量の拡充
0
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17 H18（
目標）
(億座席㌔) H10
が図られてきたが、処理容量は限界に至っており、
路線開設等におけるボトルネックとなっている。
・ また、度重なる台風の接近による欠航等の外部要因や、国内線における大型航空機の主流がボーイング
747からボーイング777にシフトしてきており、1機当たりの座席数が減少していることも影響している
と考えられる。

■政策（2） 整備新幹線の整備、在来幹線鉄道の高速化を推進する。
73

5 大都市圏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

指

標：

目

標： 初期値：14,800km（H12 年度）ń目標値：15,200km（H20 年度）

主要施策： 「新幹線鉄道の整備」「幹線鉄道の高速化の推進」
平成 16 年度実績： 15,200 km

②

■政策（3） 国内航空需要の増大に応じた輸送サービス提供量を確保する。
74

国内航空サービス提供レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指

標：

目

標： 1,294 億座席キロ（H14 年度）ń目標値：1,500 億座席キロ（H19 年度）

主要施策： 「航空サービスの充実」
平成 16 年度実績： 1,293 億座席キロ（暦年速報値）
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⑧

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 地域の競争条件確保のための幹線道路網を構築する。
・ 高規格幹線道路及び地域高規格道路等の規格の高い道路のネットワークの整備にあたり、投資効果
を最大限発揮できるよう重点的かつ効率的に整備を推進する。
・ 弾力的な料金設定の本格実施に向け、引き続き有料道路における料金の社会実験を実施する。
・ ＥＴＣを活用したインターチェンジの導入に向けた検討を引き続き実施する。
・ 「マイレージ割引」、「大口・多頻度割引」を実施する。
・ 平成 16 年度に実施した「SA・PA に接続するスマート IC の社会実験に引き続き、スマート IC の
社会実験の拡充を図る。
■ 政策（3） 国内航空需要の増大に応じた輸送サービス提供量を確保する。
・ 東京国際空港(羽田)の再拡張事業を 2000 年代後半までの供用開始を目途に推進する。当該事業の実
施により発着容量を現在の 28.5 万回／年（391 便／日に相当）から 40.7 万回／年（557 便／日に
相当）まで増加させることが可能となり、路線開設等におけるボトルネック解消に資することとな
る。
・ 事業実施中の滑走路新設・延長事業について、引き続き着実に事業を推進する。
・ 航空サービス高度化推進事業として、航空輸送サービスの高度化に関する重点戦略の拡充・展開、
空港を核とした観光交流の促進、空港アクセス改善や空港運用の高度化等既存空港の機能の高度化
及び空域・航空路の抜本的な再編をはじめとする運航効率の向上を推進する。
・ 航空交通の増大に対応するため、次期管制システムの整備等を推進する。
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【政策目標 18

国際的な水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化】（次々頁に続く）

国際的な水準の交通サービスの確保、国際的な人の移動の促進、国際物流の円滑化等が図られ、国際
競争力等の確保・強化が図られること
【政策目標 18

概評】

政策目標の「国際的な水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化」に向けて、政策の効果は着
実に現れている。業績指標 75 は、国際海上コンテナターミナル等の供用により着実に低減している。
業績指標 76 は、平成 15 年度はイラク戦争やＳＡＲＳ（新型肺炎）などの影響により落ち込んだが、
平成 16 年の速報値ベースでは昨年度より増加した。業績指標 77 は、平成 16 年度ベースで横這いで
あるが、平成 17 年 2 月 26 日に打ち上げられた運輸多目的衛星（ＭＴＳＡＴ）新１号機関連は総合調整
作業を実施中であり、運用開始後に指標の進捗が見込まれる。業績指標 83 は、平成 16 年度に東海環
状自動車道（豊田ＪＣＴ〜美濃関ＪＣＴ）をはじめ 86ｋｍ供用したことにより順調に推移している。

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 国際海上貨物の輸送コストを低減する。
75

【政策評価の結果の概要】
■政策（2） 指標： 76 国際航空サービス提供レベル
＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 国際航空サービス提供レベルの平成16年度実績値
は集計中であるが、平成16年の速報値は、旅客
3,510億座席キロ（対15年比9.5%増加）、貨物
226億トンキロ（同3.7%増加）となっている。
・ 平成15年度は、平成15年3月に開戦したイラク戦
争や同年4月以降のSARS（新型肺炎）
、鳥インフ
ルエンザ等の影響の拡大、深刻化により需要が減
少し、航空輸送サービス提供量が減少又は微増と
なったと考えられるが、需要の回復により航空輸
送サービス提供量も増加に向かっているものと考
えられる。

標：

目

標： 初期値：−（H14 年度）ń目標値：H14 年度比 5%減（H19 年度）

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
（
億座席） H13
（
億トンキロ）

■政策（4） 指標： 79 船舶航行のボトルネック解消率
＜目標の達成状況に関する分析＞
・ 平成16年度は、4航路において整備・保全を実施
し、ボトルネック解消率は、81%となり、目標
達成に向け着実に実績値は向上している。

国際海上コンテナ貨物等輸送コスト低減率

指

6,000

H14

H15

H16

H17

国際航空旅客

H18

H19（
目標）

貨物

95
90
85
80
75

主要施策： 「スーパー中枢港湾プロジェクトの推進等による物流機能の強化」
平成 16 年度実績:

H14 年度比 2.1%減

70

②

65
(%)

■政策（2） 国際航空需要の増大に応じた輸送サービス提供量を確保する。
76

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

国際航空サービス提供レベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指

標：

目

標： 初期値：国際航空旅客 3,435 億座席キロ（H14 年度）貨物 215 億トンキロ（H14 年度）
ń目標値：国際航空旅客 4,800 億座席キロ（H19 年度）貨物 300 億トンキロ（H19 年度）

主要施策： 「国際拠点空港等の整備の推進」
平成 16 年度実績： 国際航空旅客 3,510 億座席キロ（暦年速報値）①
貨物 226 億トンキロ（暦年速報値） ①
■政策（3） 国際航空需要の増大に対応するため、航空交通容量を拡大する。
77

国際航空路線において最適経路を航行できる航空機の割合

指

標：

目

標： 初期値：51％（H14 年）ń目標値：100%（H19 年）

主要施策： 「航空保安施設の整備」
平成 16 年実績： 51％ ⑧
■政策（4） ふくそう海域における円滑な船舶航行を確保する。
78

ふくそう海域における管制船舶の入港までの航行時間短縮

指

標：

目

標： 初期値： 180 分（東京湾）（H14 年度）
ń目標値：150 分（H14 年度に比べ約 15％短縮）
（東京湾）（H19 年度）

平成 16 年度実績： 171 分（東京湾）
79

【今後の取組の方向性等】
■政策（2）国際航空需要の増大に応じた輸送サービス提供量を確保する。
・ 目標年度までの整備計画に基づき整備を実施する。
・ 国際拠点空港については、それぞれの空港が創意工夫を活かせるような自立的な経営環境を整える
とともに、経営の一層の効率化、経営の透明性の向上、利用者サービスの向上等を推進する。
・ 東京国際空港（羽田）において、再拡張事業の現地着工及びＰＦＩ手法による国際線地区を整備す
る。
・ 関西国際空港二期事業について、2007年限定供用に向けて整備を推進する。

②

船舶航行のボトルネック解消率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

指

標：

目

標： 初期値：75％（H12 年度）ń目標値：90％（H18 年度）

平成 16 年度実績： 81％

②

主要施策： 「次世代型航行支援システム等航路標識の整備」「海上交通センター等の拡充」

■政策（4） ふくそう海域における円滑な船舶航行を確保する。
・ 当面の目標として、東京湾において、AIS（船舶自動識別装置）等を活用して的確な航行官制・情報
提供を実施すると共に、海上交通安全法の官制と港則法の官制の連携（平成18年度予定）を図るこ
と等により、平成19年度を目途に、東京湾口から東京港までの航行時間を平成14年度に比べ約15%
（約30分）短縮することとする。
・ 国際幹線航路におけるボトルネックの解消は、日本の経済活動を支える船舶航行の安全性向上と物
流コストの削減並びに安定的な海上輸送サービスを確保するものであるため、引き続き主要国際幹
線航路の整備を進める。

「主要国際幹線航路の整備及び保全」
＜指標： 80 以降は次々頁参照＞

115
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【政策目標 18

（前頁から続く）
国際的な水準の交通サービスや国際競争力等の確保・強化】

国際的な水準の交通サービスの確保、国際的な人の移動の促進、国際物流の円滑化等が図られ、
国際競争力等の確保・強化が図られること

■政策（5） 国際空港への鉄道アクセスを向上させる。
標：

80

国際拠点空港と都心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： 初期値：1 空港（H12 年度）→目標値：２ 空港（H18 年度）

主要施策： 「空港アクセス鉄道の整備」
平成 16 年度実績： 2 空港

拠点的な空港・港湾への道路アクセス率・・・・・・・・・・・・・・・・・

標：

目

標： 初期値：59 ％（H14 年度）→目標値：68 ％（H19 年度）

主要施策： 「拠点的な空港・港湾へのアクセス道路の整備」
②

68
66
64

向けて指標は順調に推移している。特に、平成９年

62

度からの７年間で 30%から 61%と倍増している。

60
58

・指標の進捗は順調であるものの、その水準自体は
アメリカの 91％（H13 年度末）
、欧州（英・仏・
独・伊）の 84％（H13 年度末）に比べ依然として

56
54
(%)

H14

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

重さ指定と高さ指定のいずれかが未指定であり、フル積載の国際標準コンテナ車両が走行可能なネットワ
ークを明示できていなかった。
3,000

■ 政策（7） 指標： 82

2,500

都市再生緊急整備地域等
における民間投資誘発量

＜目標の達成状況に関する分析＞

■政策（7） 都市再生を促進する。
82

70

・アクセス率については、平成 14 年度末の 59％が

・なお、外貿コンテナを取り扱う拠点的な港湾（35 箇所）のうち 3 割以上は、そのアクセス道路について

指

平成 16 年度実績： 61 ％

拠点的な空港・港湾への道路アクセス率

＜目標の達成状況に関する分析＞

低水準であり、その向上が不可欠である。

②

■政策（6） 空港・港湾・道路等の連携を強化する。
81

■政策（6） 指標： 81

平成 16 年度末に 61％まで向上し、目標の達成に

【政策の概要と指標・目標値】
指

【政策評価の結果の概要】

都市再生緊急整備地域等における民間投資誘発量・・・・・・・・・・・・・・

指

標：

目

標： 初期値： 1250 ha（H15 年度）→目標値：2,500 ha（H19 年度）

2,000
1,500
1,000

・ 平成16年度の実績値は1,510haであり、目標

500

の達成に向けた着実な推移を示している。

0
(ha)

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

主要施策： 「良好な市街地環境の整備」
平成 16 年度実績： 1,510 ha

【今後の取組の方向性等】

②

■政策（6） 空港・港湾・道路等の連携を強化する。
■政策（8） 三大都市圏の環状道路ネットワークを形成する。
指
目

標：

83

三大都市圏の環状道路整備率

標： 初期値：35 ％（H14 年度）→目標値：60 ％（H19 年度）

・ 今後とも国際競争力の向上や観光・地域間交流の促進を図るため、空港・港湾等へのアクセス道路
を重点的に整備することとしている。
・ 拠点的な港湾とICとのアクセス道路の大型化対応を推進する等、国際標準コンテナ車両（総重量44t、

主要施策： 「三大都市圏環状道路の整備」

車高4.1m）が、国際物流戦略の観点から重要な港湾等と大規模物流拠点とを積み替えなくドア・ト

平成 16 年度実績： 42 ％

ゥ・ドアで走行できる道路ネットワークの構築を図り、未達成のアクセス道路についても、ハード・

②

ソフト施策を組み合わせてアクセスの迅速化に努める。
■政策（9） 土地の高度利用と市街地の防災性の向上を図る。
84

■政策（7） 都市再生を促進する。

都市機能更新率

指

標：

目

標： 初期値：31.8 ％（H15 年度）→目標値：36 ％（H20 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

主要施策： 「市街地再開発の推進」

開発事業及び土地区画整理事業を進めており、都市再生の一層の推進を図るため、引き続き市街地

平成 16 年度実績： 32.8％

再開発事業、土地区画整理事業等面的な整備を進めていく。

②

117

118

【政策目標 19

【政策評価の結果の概要】

物流の効率化】

利便性が高く、効率的で魅力的な物流サービスが提供されること

■政策（1） 指標： 85

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

＜目標の達成状況に関する分析＞
81

・ 国内が内貿貨物輸送のメリットを享受できる人

80
79

口カバー率の平成16年度の実績値は昨年同様
【政策目標 19

78

79%ではあるが、目標達成に向けて、複合一

概評】

政策目標の「物流の効率化」に向けて、政策の効果は着実に現れている。業績指標 85 については、

77
76

貫輸送に対応した内貿ターミナル及び各港への

75

平成 16 年度に横ばいではあるが、目標達成に向けて、複合一貫輸送に対応した内貿ターミナル及び各

アクセス道路の整備が進められている。平成16

港へのアクセス道路の整備が進められている。業績指標 86 は、順調にコスト縮減が図られている。

年度には、広島港出島地区でバース整備が行わ

72

れた他、中津港において新たに複合一貫ターミ

71
(%)

74
73

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18（
目標）

ナルを供用した。

■政策（2） 指標： 86

フェリー等国内貨物輸送コスト低減率

＜目標の達成状況に関する分析＞

【政策の概要と指標・目標値】

・ 平成15年度は平成14年度比0.7％減、平成16年度
■政策（1） 複合一貫輸送を促進する。
指

標：

目

標：

85

は平成14年度比1.5％減となっており、年々コスト

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

-1
- 1.5

削減が図られている。

-2

初期値：75%（H12 年度）ń目標値：80%（H18 年度）

・ 平成16年度においては、４カ所の複合一貫輸送の
拠点となる内貿ターミナル等が供用され、陸上輸

主要施策：

0
- 0.5

-3
- 3.5

「複合一貫輸送に対応した内貿ユニットロードターミナルの整備」

平成 16 年度実績： 79 ％

- 2.5

送距離の短縮などにより輸送コストが低減した。

-4
- 4.5

⑧

(%)

H14

H15

H16

H17

H18

H19(目標）

■政策（2） 国内海上輸送コストを低減させる。
指

標：

目

標：

86

フェリー等国内貨物輸送コスト低減率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期値：０％（H14 年度）ń目標値：H14 年度比 4%減（H19 年度）

【今後の取組】
■政策（1） 複合一貫輸送を促進する。

主要施策：

「複合一貫輸送等に対応した内貿ターミナルの整備」

平成 16 年度実績：H14 年度比 1.5%減

・ 今後ともマルチモーダルな交通体系を目指すべく、複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルを整備
すると共に、静穏度確保及びうねり等長周期波対策による荷役効率の向上、陸上輸送とのアクセス

②

の更なる向上等を図ることにより、円滑な物流活動の促進を図る。

■政策（2） 国内海上輸送コストを低減させる。
・

今後とも国内貨物輸送コストの低減に資するとともに、環境負荷が少なく、エネルギー効率の高い
国内海上輸送の利用促進を図るため、複合一貫輸送に資する内貿ターミナルの整備を適切に進めて
いく。

119

120

【政策評価の結果の概要】
【政策目標 20

■政策（1） 指標： 88

都市交通の快適性、利便性の向上】

都市鉄道（東京圏）の混雑率

都市における交通渋滞・混雑が緩和され、円滑な交通が確保されるほか、利用しやすい交通機能を備

＜目標の達成状況に関する分析＞

えた快適で魅力である都市生活空間が形成されること
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【政策目標 20

概評】
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155
(%)

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18（
目標）
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【政策の概要と指標・目標値】
ع政策（1） 都市鉄道網を充実させる。
 ᜰ  ᮡ㧦 87 都市鉄道（三大都市圏）の整備路線延長
⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦᧲੩ 2,273㧔ౝ✢ޘⶄޔ㑆 198㧕ᄢ㒋 1,513㧔ౝ✢ޘⶄޔ㑆 135㧕ฬฎደ
 940㧔ౝ✢ޘⶄޔ㑆 2㧕㧔H12 ᐕᐲ㧕
ń⋡ᮡ୯㧦᧲੩ 2,387㧔ౝ✢ޘⶄޔ㑆 221㧕 ᄢ㒋 1,565㧔ౝ✢ޘⶄޔ㑆 135㧕ฬฎ
ደ 973㧔ౝ✢ޘⶄޔ㑆 2㧕㧔H18 ᐕᐲ㧕
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 ᧲੩ 2,292 ᄢ㒋 1,523 ฬฎደ 957 ԙ
ᜰ  ᮡ㧦 88 都市鉄道（東京圏）の混雑率
⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦176㧑㧔H12 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦165㧑㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ޟㇺᏒ㋕ߩᢛޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 171㧑 Ԝ
ع政策（2） バスの利便性を向上させるޕ
 ᜰ  ᮡ㧦 89 バスの利便性向上に資する事業者の取組
Ԙࡃࠬࡠࠤ࡚ࠪࡦࠪࠬ࠹ࡓ߇ዉߐࠇߚ♽⛔ᢙ
ԙࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡃࠬߩㆇⴕߦขࠅ⚵ᬺ⠪ᢙ
Ԛࡃࠬࠞ࠼ࠍዉߒߚࡃࠬゞਔߩഀว
⋡  ᮡ㧦 Ԙೋᦼ୯㧦3,534 ♽⛔㧔H13 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦4,000 ♽⛔㧔H18 ᐕᐲ㧕
ԙೋᦼ୯㧦 131 ᬺ⠪㧔H13 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦 330 ᬺ⠪ 㧔H18 ᐕᐲ㧕
Ԛೋᦼ୯㧦 63.4 㧑 㧔H13 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦  75 㧑 㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ╬ࠬࡃޟㅢᯏ㑐ߩ↪ଦㅴ╬ޔㇺᏒㅢߩోṖൻߦ⾗ߔࠆᬺߦኻߔࠆഥޠ
ࠬࡃޟ↪ଦㅴ╬✚วኻ╷ᬺޠ
ᦨޟㆡ⚻〝ㆬᛯᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 3,942 ♽⛔㧔H15㧕ޔ310 ᬺ⠪㧔H16㧕
ޔ66.5 㧑㧔H15㧕 ԙ
ع政策（3） 都市内の交通渋滞を緩和する。
 ᜰ  ᮡ㧦 90 道路渋滞による損失時間
 ⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦38.1 ంੱᤨ㑆㧛ᐕ㧔H14 ᐕᐲ㧕ń38.1 ంੱᤨ㑆㧛ᐕࠍ⚂㧝ഀᷫ㧔H19 ᐕᐲ㧕
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 36.9 ంੱᤨ㑆㧛ᐕ Ԙ
ᜰ  ᮡ㧦 91 ETC 利用率
⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦5 㧑㧔H14 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦70 㧑㧔H18 ᐕᤐ㧕
ᐔᚑ 17 ᐕᤐታ❣㧦 47㧑㧔ᣣ࠺࠲:ᐔᚑ 17 ᐕ 6  16 ᣣ㧕 Ԙ
ᜰ  ᮡ㧦 92 路上工事時間の縮減率
⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦201 ᤨ㑆㧛kmᐕ㧔H14 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦201 ᤨ㑆㧛kmᐕࠍ⚂㧞ഀᷫ㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐ╷㧦 ޟᷦṛኻ╷ߩផㅴޠ
ޟETC ߩ↪ଦㅴᵴ↪ផㅴ〝ޟޠᎿᤨ㑆ߩ❗ᷫޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 143 ᤨ㑆㧛kmᐕ Ԙ
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■政策（3） 指標： 92

路上工事時間の縮減率

220

＜目標の達成状況に関する分析＞

200

 ᐔᚑ14ᐕᐲታ❣୯201ᤨ㑆㧛km㨯ᐕߦኻߒߡᐔ

180

ᚑ16ᐕᐲߩታ❣ߪ143ᤨ㑆㧛km㨯ᐕ㧔29㧑ᷫ㧕
ߣߥࠅޔᜰᮡߣߒߡߪ⋡ޔᮡએߩ❗ᷫࠍ㆐ᚑ

160
140
120

ߒߚޕ

100

 ᣇㇱߦ߅ߡߪ〝ޔᎿߩ⚂㧣ഀࠍ〝

(時間/ ㎞・年）H14

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

ୃᎿ߇භߡ߅ࠅ৻ࠅࠃޔጀߩ〝Ꮏ❗ᷫ
ࠍㅴࠆߚߦߪޔ〝ୃᎿߩᦝߥࠆࡑࡀ
ࠫࡔࡦ࠻߇ᔅⷐߢࠆޕ

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 都市鉄道網を充実させる。
 ᷙ㔀ߪ⋧ᒰ⒟ᐲ⸃ᶖߐࠇߡ߈ߚ߇ޔଐὼߣߒߡ᧲੩ࠍਛᔃߦߒߡ㜞ᷙ㔀₸ࠍ␜ߒߡ߅ࠅࠇߎޔ
ࠍߐࠄߦ✭ߒߡߊ᧲ޕ੩ߦߟߡߪޔᒰ㕙ޔਥⷐ㑆ߩᐔဋᷙ㔀₸ࠍోߣߒߡ㧝㧡㧜㧑એ
ౝߣߔࠆߣߣ߽ߦߩߡߴߔޔ㑆ߩߘࠇߙࠇߩᷙ㔀₸ࠍ180㧑એౝߣߔࠆߎߣࠍ⋡ᮡߣߔࠆޕ
 ട߃ߡ⋧ޔ⋥ㅢㆇォ߿ࠬࡇ࠼ࠕ࠶ࡊ╬ߦࠃࠅ㆐ᤨ㑆ߩ⍴❗ࠍ࿑ࠆߣߣ߽ߦޔਸ਼ࠅ⛮߉ଢࠍ
ะߔࠆߎߣ╬ߦࠃࠅޔ㋕ࡀ࠶࠻ࡢࠢోߩଢᕈะࠍ⋡ᜰߔޕ
■ 政策（3） 都市内の交通渋滞を緩和する。

ߐࠄߥࠆ〝Ꮏ❗ᷫߣ〝Ꮏߦኻߔࠆḩ⿷ᐲߩะࠍ࿑ࠆߚޔฦၞߩታᖱࠍ〯߹߃ߚࠃޔ
ࠅ߈⚦߆ߥ〝Ꮏ❗ᷫߦขࠅ⚵ߺޔၞߩਥ⊛ߥ〝Ꮏࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠍផㅴߔࠆޔߚ߹ޕ
ᄖㇱ⹏ଔߩᒝൻߦࠃࠆ〝Ꮏ❗ᷫߦߟߡߪޔታᣉ⚿ᨐࠍ〯߹߃ߚᡷༀࠍⴕߞߚߢޔᒁ߈⛯߈
ขࠅ⚵ߺࠍផㅴߔࠆ〝ޔ߅ߥޕᎿ❗ᷫࠍផㅴߔࠆߚߦߪޔᒁ߈⛯߈ޔ㑐ଥᯏ㑐߇⺞ᢛߒߡᎿ
ታᣉᣇᴺ╬ߩᡷༀࠍ࿑ࠆߥߤޔਇᢿߩദജ߇ᔅⷐߢࠆޕ
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【政策目標 21 地域交通確保】
地域の基礎的な生活基盤となる交通手段が確保され、安心感が醸成されること

【政策目標 21
ᬺ❣ᜰᮡ 93

概評】
 ޔ94 ߪޔ㗅⺞ߦೋᦼ୯ࠍ⛽ᜬߒߡ߅ࠅޔᓟߣ߽ၞߩㅢߦᡰ㓚߇↢ߓߥࠃ߁ᡰេ

ࠍⴕ߁ޕᬺ❣ᜰᮡ 95 ߪޔ㗅⺞ߢߪߥ߇ᧄޔߪࠇߎޔ̆㔌ፉ㑆ャㅍߩᄢㇱಽ߇⦁⥾↪╬ߩⷐ࿃ߦ
ࠃߞߡਸ਼₸߇㧟ഀࠍਅ࿁ࠆ᳓Ḱ߹ߢਅ⪭ߒߚߎߣߦട߃ޔᬺ⛮⛯ߦㆡߒߚᯏ᧚ߩᰳᅤߦࠃࠅ⥶ⓨャ
ㅍ߇⛽ᜬߢ߈ߥ㔌ፉ߇ሽߔࠆߎߣߦࠃࠆ߽ߩߢࠆޕᒁ߈⛯߈ޔㆇ⥶⾌ഥޔᯏ⾼ഥ╬✚ว
⊛ߥᡰេភ⟎ࠍ⻠ߓޔ㔌ፉ⥶ⓨ〝✢ߩ⛽ᜬࠍ࿑ࠆߎߣߣߒߡࠆޕ

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 地方バス路線を維持する。
 ᜰ  ᮡ㧦

93

地方バス路線の維持率・

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦96 㧑㧔H14 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦100 㧑㧔H20 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ↢ޟᵴㅢ〝✢⛽ᜬኻ╷ߩታᣉޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 98 㧑 ԙ

【政策評価の結果の概要】
■政策（1） 指標： 93
地方バス路線維持率
＜目標の達成状況に関する分析＞
 ᐔᚑ13ᐕᐲ߆ࠄ࿖ߣᣇߩᓎഀಽᜂߩ߽ߣޔ
࿖ߪᐢၞ⊛ᐙ✢⊛〝✢ߦ㊀ὐൻߒߡᡰេ
ߒߡ߈ߡ߅ࠅޔᐔᚑ16ᐕᐲߩታ❣୯ߪ98㧑
ߢࠆޔߪࠇߎޕ࿖߇ᛚߒߚᐔᚑ15ᐕ9
ᧃߩ〝✢ᢙ2,150〝✢ߩ߁ߜޔᐔᚑ17ᐕ3
ᧃ߹ߢߦ50〝✢߇ᑄᱛߣߥߞߚߚߢࠆ߇ޔ
ߘߩౝ⸶ߪ㘃ૃ♽⛔ߩౣ✬㧔26〝✢㧕ޔㆇⴕ
⚻〝ߩᄌᦝ㧔2〝✢㧕ޔ↪⠪ߩᷫዋ㧔22〝✢㧕
ߦࠃࠆ߽ߩߢޔታ⾰⊛ߦߪ↪⠪ߩଢᕈߪ
⏕ߐࠇߡ߅ࠅޔᲤᐕᐲ߶߷หߓഀวߢផ⒖
ߒߡࠆޕ

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
(%)

H14

H15

H16

H20（
目標）

■政策（3） 指標： 95 生活手段として航空輸送が必要である離島のうち輸送が維持されている離島の割合
＜目標の達成状況に関する分析＞
 ᐔᚑ16ᐕᐲᤨὐߢߪޔ28ߩ㔌ፉߩ߁ߜ27ߩ㔌ፉ
ߢ⥶ⓨャㅍࠍ⛽ᜬߒߡࠆߣߎࠈޕ
100
 㔌ፉ⥶ⓨ〝✢ㆇ⥶⾌ഥߩኻ⽎ߣߒߡ⥶ⓨᬺ⠪
99
߆ࠄ↳⺧ߩࠆ〝✢ߦߟߡߪߡߟߦ✢〝ోޔ
ഥࠍታᣉߒߡࠆޕ
98
 ৻ㇱߩ㔌ፉ〝✢ߢߪᧄޔ㧙㔌ፉ㑆ャㅍߩᄢㇱಽ
97
߇⦁⥾↪╬ߩⷐ࿃ߦࠃߞߡޔਸ਼₸߇3ഀࠍਅ࿁
ࠆ᳓Ḱ߹ߢਅ⪭ߒߚߎߣߦട߃ޔᬺ⛮⛯ߦㆡߒߚ 96
ᯏ᧚ߩᰳᅤߦࠃࠅ⥶ⓨャㅍ߇⛽ᜬߢ߈ߥ㔌ፉ߇ሽ
95
ߔࠆޕ
94
 㔌ፉ〝✢ࠍㆇ⥶ߔࠆ⥶ⓨળ␠10␠ਛ5␠ߪ⚻Ᏹ⿒ሼ
H12
H13
H14
H15
H16
H17（
目標）
(%)
ࠍ⸘ߔࠆ㧔ᐔᚑ15ᐕᐲ㧕ߥߤ⚻ߒ⧰ޔ༡⁁ᴫߦ
ࠆޕ

■政策（2） 離島航路を維持する。
 ᜰ  ᮡ㧦

94 有人離島のうち航路が就航している離島の割合

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦72 㧑㧔H14 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦72 㧑㧔H17 ᐕᐲ㧕

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 地方バス路線を維持する。
 ਸ਼วࡃࠬᬺߦ߅ߌࠆ⚻༡⁁ᴫߪᄢᄌ෩ߒߊޔၞ᳃ߩ↢ᵴߦᔅⷐߥࡃࠬ〝✢ߩ⛽ᜬ߇࿎㔍ߥ⁁
ᴫߦࠆ߇ޔၞߩ↢ᵴㅢߦᡰ㓚߇↢ߓߥࠃ߁ޔ࿖ㅢ⋭ߣߒߡ߽ၞද⼏ળߦෳ↹ߒߡ
ߊߣߣ߽ߦޔᒁ߈⛯߈ㇺᐭ⋵ߣද⺞ߒߡᡰេࠍⴕ߁ޕ

ਥⷐᣉ╷㧦 ޟ㔌ፉ⥶〝⛽ᜬኻ╷ߩታᣉޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 72 㧑 ԙ

■政策（3） 離島航空路を維持する。
 ᜰ  ᮡ㧦

95 生活手段として航空輸送が必要である離島のうち輸送が維持されている離島の割合

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦100 㧑㧔H12 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦100 㧑㧔H17 ᐕᐲ㧕

■政策（3） 離島航空路を維持する。
 ᐔᚑ15ᐕᐲ߆ࠄޔᯏ⾼⾌ഥߦࠃࠅ⾼ߒߚഥᯏ᧚ߩലᵴ↪ࠍ࿑ࠆߚ㨮৻ቯߩ▸࿐ౝߢ⋡
⊛ᄖ↪ࠍࠆߎߣߣߒޔ㔌ፉ〝✢ߩ⛽ᜬᵴᕈൻࠍଦㅴߔࠆߎߣߣߒߡࠆޕᓟߣ߽ޔ㔌ፉ
〝✢⛽ᜬኻ╷ߩኻ⽎ߣߥߞߡࠆ〝✢ߦ߅ߡޔ㔛ⷐ߇⦁⥾╬ઍᦧㅢᯏ㑐߳ࠪࡈ࠻ߔࠆ╬ߩᄖㇱ
ⷐ࿃ߦࠃࠅޔታ❣୯߇ᄌേߔࠆน⢻ᕈߪࠆ߽ߩߩޔᒁ߈⛯߈ޔ㔌ፉ〝✢ഥኻ╷ࠍ⌕ታߦታᣉߔ
ࠆޕ

ਥⷐᣉ╷㧦 ޟ㔌ፉ⥶ⓨ〝✢⛽ᜬኻ╷ߩታᣉޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 96 㧑 Ԝ
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【政策目標 22 地域間交流、観光交流等内外交流の推進】
地域間交流、観光交流等の国内外交流の推進が促進され、地域や経済の活性化が図られること
【政策目標 22
ᬺ❣ᜰᮡ 96

【政策評価の結果の概要】

概評】
ߪޔᐔᚑ㧝㧡ᐕ೨ඨᦼޔ㧿㧭㧾㧿╬ߩᓇ㗀ࠍฃߌᄢߦᷫዋߒߚ߇ޔ16 ᐕᐲߪ㗅⺞ߦផ⒖

ߒߡ߅ࠅޔᣉ╷ߪലᨐࠍߍߡࠆޕᒁ߈⛯߈ޔ߿ࡦࡍࡦࡖࠠࡦࡄࡖࠫ࠻࠶ࠫࡆޔㅢ⸶᩺ౝᬺᴺ߮
ᄖቴ⺃⥌ᴺߩᡷᱜߦࠃࠅޔԘ᳃㑆⚵❱߇ഃᗧᎿᄦࠍᵴ߆ߒߡⴕ߁㝯ജࠆⷰశߩᢛߩଦㅴޔԙㅢ
ᯏ㑐ߦ߅ߌࠆᄖ࿖⺆ߦࠃࠆ᩺ౝ␜╬ߩଦㅴߥߤޔᄖ࿖ੱⷰశᣏⴕቴߩ᧪⸰ଦㅴߩߚߩភ⟎ࠍ⻠ߕࠆޕᬺ
❣ᜰᮡ 97 ߪ⋡ޔᮡ⸳ቯᤨ߆ࠄᷫዋߒߡ߅ࠅ⋡ޔᮡࠍ㆐ᚑߔࠆߚߦߪޔᜰᮡߩᄢ߈ߥિ߮߇ᔅⷐߢࠆޕ
ᬺ❣ᜰᮡ 99

ߪ࠳ࡓߩᐕ㑆↪⠪ߩ⺞ᩏࠍᐔᚑ㧝㧡ᐕᐲߦታᣉߒߚߣߎࠈޔ↪⠪ᢙߩჇടߦߪ߹ߛ

⥋ߞߡߥޔߚߩߎޕ᳓Ḯၞࡆ࡚ࠫࡦߦ߅ߌࠆࡂ࠼ᢛࠍቢੌߒߡߊߎߣ߿࠻ࡈ࠰ޔᣉ╷ߩ⛮⛯
⊛ߥขࠅ⚵ߺ߇ᔅⷐߢࠆޕ

■政策（1） 指標： 96

訪日外国人旅行者数

＜目標の達成状況に関する分析＞
800

 ⸰ᣣᄖ࿖ੱᣏⴕ⠪ᢙߪޔᐔᚑ15ᐕ೨ඨᦼޔ

700

㧿㧭㧾㧿╬ߩᓇ㗀ࠍฃߌᄢߦᷫዋߒߚޕ

600

ߒ߆ߒޔᐕᐲߪㆊᦨ㜞ߣߥࠆ614ਁੱ

500
400

ߩᄖ࿖ੱ߇ᣣᧄࠍ⸰ࠇޔ㗅⺞ߦផ⒖ߒߡ

300

ࠆߎߣ߆ࠄޔᣉ╷ߪലᨐࠍߍߡࠆߣ

200

⠨߃ࠄࠇࠆޕ

100
0
(万人)

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18（目標）

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 外国人旅行者の訪日を促進する。
ᜰ  ᮡ㧦

96

訪日外国人旅行者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■政策（5） 指標：100 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

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦476 ਁੱ㧔H12 ᐕᐲ㧕ψ⋡ᮡ୯㧦743 ਁੱ㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ߩࡦࡍࡦࡖࠠࡦࡄࡖࠫ࠻࠶ࠫࡆޟታᣉޠ
ޟ㝯ജࠆⷰశᵹⓨ㑆ߠߊࠅߩផㅴޠ

 ᐔᚑ16ᐕᐲߪޔ2ᰴ↢ᵴߩਛᔃㇺᏒ7Ꮢ

ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 614 ਁੱ  Ԙ
■政策（2） 国民の観光を促進する。
ᜰ  ᮡ㧦

＜目標の達成状況に関する分析＞

97 ࿖᳃৻ੱߚࠅߩᐔဋኋᴱᣏⴕ࿁ᢙ

76

࠻ߩᢛࠍᣂߚߦቢੌߒߚߎߣߦࠃࠅޔ

75

ၞࠍ⚿߱࡞࠻ߩⴕᕈޔቯᕈࠍ㜞ޔ

ਥⷐᣉ╷㧦 ޟㅪ⛯ભᥜขᓧߦࠃࠆᣏⴕ㔛ⷐㅍߩߚߩⅣႺᢛޟޠ࿖᳃ߩ㐳ᦼኅᣖᣏⴕߩផㅴࠍ࿑ࠆߚ

᳃↢ᵴ߿ⷰశㅢ╬ߩଢᕈߩะ߇࿑
ࠄࠇߚ⚿ߩߎޕᨐޔᐔᚑ14ᐕᐲߩ72%߆ࠄ

ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦  ࿁  Ԝ

ᐔᚑ16ᐕᐲታ❣୯ߪ74%ߣߥࠅ⋡ᮡߩ㆐ᚑ

■政策（3） 国営公園の利用を促進する。
 ᜰ  ᮡ㧦

98

ߦะߌߡᜰᮡߪ㗅⺞ߦផ⒖ߒߡࠆޕ

全国民に対する国営公園の利用者数の割合

77

ߦ㑐ㅪߔࠆၞ㑆ᵹ࡞࠻ߢࠆ4࡞

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦1.52 ࿁㧔H12 ᐕᐲ㧕ψ⋡ᮡ୯㧦2 ࿁㧔H18 ᐕᐲ㧕
ߩࡕ࠾࠲࠷ࠕታᣉ╬ભᥜขᓧផㅴߦะߌߚࠠࡖࡦࡍࡦޠ

78

74
73
72
71
70
69
(%)

H14

H15

H16

H17

H18

H19（
目標）

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦ో࿖᳃ߩ 5 ੱߦ 1 ੱ߇↪ 㧔H14 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦ో࿖᳃ߩ 4 ੱߦ 1 ੱ߇↪
㧔H19 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ޟ࿖༡ߩᢛޠ
ޟ࿖༡ߩ▤ℂޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 ో࿖᳃ߩ 4.5 ੱߦ৻ੱ߇↪㧔ㅦႎ୯㧕 ԙ
■政策（4） ダム周辺施設等の利用を促進する。
 ᜰ  ᮡ㧦

99

地域に開かれたダム、ダム湖利用者数

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦499 ਁੱ㧔H12 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦621 ਁੱ㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ࡓ࠳ޟḓㄝᢛߩଦㅴޠ
ࡓ࠳ޟㄝᣉ⸳ߩᵴ↪ޔਅᵹᵹߩផㅴޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 442 ਁੱ㧔H15㧕 ԛ
■政策（5） 地域の交流を促進する。
 ᜰ  ᮡ㧦

100

隣接する地域の中心の都市間が改良済みの国道を連絡する割合・・・

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦72 㧑㧔H14 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦77 㧑㧔H19 ᐕᐲ㧕
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 74 㧑 ԙ
ᜰ  ᮡ㧦

101

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

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦63 㧑㧔H14 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦68 㧑㧔H19 ᐕᐲ㧕
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 65 㧑 ԙ
ਥⷐᣉ╷㧦 ޟ᳃↢ᵴߩଢᕈߩะޔၞ⚻ᷣߩᵴᕈൻ╬ࠍ࿑ࠆߚޡޔၞ㑆ᵹ࡞࠻ࠍޢ㊀ὐ⊛
ߦᢛଦㅴߔࠆޟޠၞౝߩᵹṖൻߦ⾗ߔࠆ〝ᢛߣߒߡᏒ↸ว૬ᡰេᬺ╬ଦㅴޠ
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【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 外国人旅行者の訪日を促進する。
ᐔᚑᐕ㧝ᣣߩዊᴰ✚ℂᄢ⤿ߩ╙࿁࿖ળᣉᣇ㊎Ṷ⺑ߦ߅ߡ⸰ޔᣣᄖ࿖ੱᣏⴕ⠪ࠍᐕ߹
ߢߦਁੱߦჇߔࠆߎߣ߇⋡ᮡߦឝߍࠄࠇߚߎߣࠍฃߌޔᒰᐭ⋡ᮡߩ㆐ᚑߦะߌߡޔᣣᧄⷰశߩ㝯
ജࠍᶏᄖߦ⊒ାߔࠆࡆࠫ࠶࠻ࠫࡖࡄࡦࠠࡖࡦࡍࡦࠍࠃࠅᒝജߦផㅴߒߡߊޕ
・ ᓟߪޔലᨐߩ㜞ᬺ߳ߩ㓸ਛൻ㊀ὐൻ߿⥄ᴦၞߩⷰశᝄ⥝ߦขࠅ⚵⚵❱╬ߣㅪ៤ߒߚᣇ
ㅪ៤ᬺߩలߥߤࠆߥࠄߐߩࡦࡍࡦࡖࠠࡦࡄࡖࠫ࠻࠶ࠫࡆޔ㜞ᐲൻࠍ࿑ߞߡߊޕ
 ⷰశ࡞ࡀࠨࡦࠬᬺߣߒߡޔᖱႎឭଏ߿ੱ᧚⢒ᚑᬺߦኻߔࠆᡰេⷰޔశၞߠߊࠅߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏߥߤޔ
ၞߩ᳃㑆ߣⴕ߇৻ߣߥߞߚⷰశᝄ⥝ߩข⚵ࠍ✚ว⊛ߦᡰេߔࠆޕ
・ ᳃㑆⚵❱߇ഃᗧᎿᄦࠍ↢߆ߒߡⴕ߁㝯ജࠆⷰశߩᢛߩଦㅴޔԙㅢᯏ㑐ߦ߅ߌࠆᄖ࿖⺆ߦࠃࠆ
᩺ౝ␜╬ߩଦㅴޔԚㅢ⸶ࠟࠗ࠼ᐲߩᡷༀ╬ޔᄖ࿖ੱⷰశᣏቴߩ᧪⸰ଦㅴߩߚߩភ⟎ࠍ⻠ߕࠆޕ
■政策（5） 地域の交流を促進する。
・ 㜞ᰴක≮߿ᄙ᭽ൻߔࠆᶖ⾌ᥜᵴേߥߤߦ߁㜞ᐲߥㇺᏒဳࠨࡆࠬߩᐢၞ↪ࠍน⢻ߣߔࠆߚޔᣣ
Ᏹ↢ᵴ߇༡߹ࠇࠆ৻ቯߩၞ㧔ᣣᏱᵴേ㧕ࠍㅪ⛊ߔࠆ〝✂ߦߟߡ㊀ὐ⊛ߦᢛߔࠆޕ
・ ⽿છⵙ㊂ဳ߳ߩഥ㊄ᐲߩォ឵╬ߦࠃࠅޔᣇ⥄ࠄߩ್ᢿߣ⽿છߢታᣉߔࠆၞߩㇺᏒ㑆ᵹ╬ࠍᡰេ
ߔࠆ〝ᢛޔ߮ޔၞౝߩᵹߩṖൻߦ⾗ߔࠆ〝ᢛࠍᡰេߔࠆޕ
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【政策目標 23 新たな市場の育成】
創業・起業がしやすく、また、新たな投資を呼び込むような魅力ある市場環境が整備され、時代の
ニーズにあった市場が発展すること
【政策目標 23 概評】
 ╷⋡ᮡߩޟᣂߚߥᏒ႐ߩ⢒ᚑߦޠะߌߡޔ╷ߩലᨐߪ⌕ታߦࠇߡࠆޕᬺ❣ᜰᮡ 102 ߪޔ㧶
࠻Ꮢ႐߇㗅⺞ߦિ߮ߡࠆߎߣߥߤߦࠃࠅ⋡ᮡ୯ࠍ࿁ߞߡ߅ࠅޔᒁ߈⛯߈⒢ߩ․ࠍㆡ↪
ߔࠆߥߤᏒ႐ࠍ⢒ᚑߒߡߊޕᬺ❣ᜰᮡ 103  ޔ104 ߽ޔ㗅⺞ߢࠅޔᬺ❣ᜰᮡ105ߪޔᐔᚑ㧝
㧢ᐕᐲታ❣୯ߪߡߥ߽ߩߩᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧟ߦߐࠇߚᐔᚑ  ᐕቛ⛔⸘⺞ᩏߢᛠីߢ
߈ࠆ㧡ᐕ㑆ߩჇ▽ઙᢙ߮ࡃࠕࡈᡷୃઙᢙࠍࠆߣޔ೨㧡ᐕ㑆ߦᲧߴ⚂ޔ㧞㧡㧑Ⴧടߒߡ߅ࠅޔ
ࡈࠜࡓᏒ႐ߪᄢะߦࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᒁ߈⛯߈ޔᶖ⾌⠪߇ᔃߒߡਛฎቛߩᄁ⾈ࡈޔ
ࠜࡓࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ޔຠ⾰ޔᏒ႐ଔᩰޔᬺ⠪ᖱႎ╬ߦ㑐ߒޔᶖ⾌⠪ߦචಽߥᖱႎឭଏ߇
ⴕࠊࠇࠆࠃ߁ᡰេߒߡߊޔ߅ߥޕቛߦ㑐ߔࠆᣂߚߥ㐳ᦼ⸘↹ߩࠅᣇߦߟߡޔ␠ޔળ⾗ᧄ
ᢛክ⼏ળቛቛಽ⑼ળߢᬌ⸛߇ㅴࠄࠇߡ߅ࠅ⋡ޔᮡᦼ㑆⋡ᮡ୯╬ߦߟߡޔᣂߚߥ㐳ᦼ⸘↹
ࠍ߹ߣߚߢ⚿⺰ࠍߔ੍ቯߢࠆޕ
【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 不動産証券化市場を健全に発展させる。
 ᜰ  ᮡ㧦

102

不動産証券化市場規模

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦9 ళ㧔H14 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦14 ళ㧔H16 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ⸽ޟൻଦㅴߩߚߩⅣႺᢛޠ
ޟᛩ⾗ኅߦኻߔࠆ᥉⊒ᵴേޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 20 ళ ԙ

■政策（2） 中古住宅・不動産流通を促進する。
 ᜰ  ᮡ㧦

103

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

【政策評価の結果の概要】
■政策（1） 指標： 102 不動産証券化市場規模
＜目標の達成状況に関する分析＞
 ታ❣୯ߦߟߡߪޔᐔᚑ14ᐕᐲߦ߅ߡᣢ
ߦ9ళⷙᮨࠍ㆐ᚑߒޔᐔᚑ16ᐕᐲߦ߅
25
ߡߪ20ళߩᏒ႐ⷙᮨߣߥࠅ⋡ޔᮡ୯ࠍ
࿁ߞߚޕ
20
 ߎߩ߁ߜޔJ࠻Ꮢ႐ߦߟߡߪޔ16ߩ
15
ᛩ⾗ᴺੱߦࠃࠆਇേ↥ߩ✚ขᓧ㗵ߪ⚂2ళ
2,500ంߣߥߞߡࠆޕ
10
 㑐ㅪᣉ╷ߩታᣉߦࠃࠆ⸽ൻᏒ႐߳ߩ‛
ઙଏ⛎ᄢޔᛩ⾗ኅߩ⸽ൻຠ߳ߩ⍮
5
ᐲߩะߚ߹ޔᄖㇱⷐ࿃ߣߒߡޔ㊄Ⲣᯏ㑐
ߩਇ⦟ௌᮭಣℂ߿⾗↥ࠬ࠻ߩᧄᩰൻ
0
ߦ߁⸽ൻ࠾࠭ߩᄢޔૐ㊄ࠍ⢛᥊
（兆円）
ߣߒߚ࿖ౝᛩ⾗ኅ╬ߩਇേ↥ᛩ⾗߳ߩ㑐
ᔃߩ㜞߹ࠅ╬߇੍ᗐએߢߞߚߎߣ߇
⋡ᮡߩ㆐ᚑߦነਈߒߚ߽ߩߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
■政策（2） 指標： 104 中古住宅の流通量
＜目標の達成状況に関する分析＞
・ ਛฎቛߩᵹㅢ㊂ߦߟߡߪޔ5ᐕߦ1ᐲߩ
ቛ⛔⸘⺞ᩏߦࠃࠅᛠីߒߡ߅ࠅޔ
ᣂߚߦߐࠇߚᐔᚑ15ᐕ߹ߢߩታ❣ߦ
㑐ߒߡࠆߣޔᤘ55ᐕ߆ࠄᐔᚑ10ᐕ߹
ߢߩ㐳ᦼ㑆ߦࠊߚࠅ࡞ࡉࡃޔ೨ᓟࠍ㒰߈ޔ
ߨ14ਁᚭ߆ࠄ16ਁᚭߢផ⒖ߒߡ߈ߚᵹ
ㅢ㊂߇ޔᐔᚑ11ᐕએ㒠ߩ5ᐕ㑆ߪ16ਁᚭࠍ
߃ޔᐔᚑ15ᐕߦߪ17.5ਁᚭߦჇടߒߡ
ࠆޔߦ߁ࠃߩߎޕᏒ႐ⷙᮨߪᄢะߦ
ࠆߣ⸒߃ࠆ߽ߩߩ⋡ޔᮡ୯ߪਅ࿁ߞߡ
ࠆߩ߇⁁ߢࠆޕ

H12

H13

H14

H15

H16

25
20
15
10
5
0
(万戸) H6

H8

H10

H12

H14

H16

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦173 ජઙ㧔H13 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦200 ජઙ㧔H17 ᐕᐲ㧕
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 192 ජઙ Ԙ
ᜰ  ᮡ㧦

104

中古住宅の流通量

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦15.7 ਁᚭ㧔H9 ᐕ㧕ń⋡ᮡ୯㧦22 ਁᚭ㧔H17 ᐕ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦
ޟਛฎቛߩቛᕈ⢻␜ᐲߩ᥉ଦㅴޟޠਇേ↥ߩ⹏ଔࠪࠬ࠹ࡓߩ⏕┙ޟޠਇേ↥Ꮢᴫᖱႎ
ߩឭଏଦㅴޠ
ޟਇേ↥⛔วࠨࠗ࠻ߩ᭴▽ޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 17.5 ਁᚭ㧔H15㧕 Ԙ

■政策（3） 住宅リフォーム市場を活性化する。
 ᜰ  ᮡ㧦

105

リフォームの市場規模

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 不動産証券化市場を健全に発展させる。
 ਇേ↥⸽ൻᏒ႐ⷙᮨߪ㗅⺞ߦᄢߒߡ߅ࠅޔᓟߩᏒ႐ߩᦝߥࠆ⊒ዷߩߚߦߪޔᏒ႐߳ߩ‛ઙଏ⛎
߮ᣂⷙෳߩଦㅴޔᏒ႐ߩஜోᕈߩ⏕ޔᛩ⾗ኅߩ⸽ൻຠ߳ߩ⍮ᐲߩะ߇ਇนᰳߢࠅޔ⒢ߩ
ᢛޔᴺᓞߩㆡᱜߥㆇ↪ޔᛩ⾗ኅߦኻߔࠆ᥉⊒ᵴേߩታᣉ╬ߦࠃࠅޔᒁ߈⛯߈ਇേ↥⸽ൻᏒ႐ߩ
ᵴᕈൻࠍ࿑ߞߡߊޕᓟߪޔᒁ߈⛯߈ਇേ↥⸽ൻᏒ႐ⷙᮨࠍᄢߔࠆߎߣߣߒޔᐔᚑ㧝㧤ᐕᐲ߹ߢߦ
㧞㧢ళߩᏒ႐ⷙᮨࠍ⋡ᮡߣߔࠆޕ
 ᐔᚑ17ᐕᐲ⒢ᡷᱜߦ߅ߡޔJ࠻߮SPCߩ‛ઙขᓧߦଥࠆਇേ↥ขᓧ⒢シᷫߩ․ភ⟎㧔⺖⒢ᮡ
Ḱ2㧛3ប㒰㧕ࠍ2ᐕᑧ㐳ߒ‛ޔઙขᓧߦ߅ߌࠆⅣႺߩᢛࠍⴕߞߚޕ
 ⸽ൻᏒ႐߳ߩ‛ઙଏ⛎߮ᣂⷙෳߩଦㅴߥ⏕⊛ޔᜰዉ⋙〈ޔᛩ⾗ኅߦኻߔࠆ᥉⊒ᵴേߩታ
ᣉ╬ਇേ↥⸽ൻᏒ႐ߩஜోߥ⊒ዷࠍ࿑ࠆᣉ╷ߦߟߡᬌ⸛╬ࠍⴕ߁ޕ
■政策（2） 中古住宅・不動産流通を促進する。

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦330 ਁᚭ㧔H8㨪12 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦430 ਁᚭ㧔H13㨪17 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦
ޟቛࡈࠜࡓߦଥࠆᖱႎឭଏઁޟޠჇᡷ▽Ꮏߦ℩∎⸽㒾ᐲߩᵴ↪ߒࡓࠜࡈޟޠ
߿ߔቛㇱຠߩ㐿⊒᥉ޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 330 ਁᚭ㧔H8㨪12 ᐕᐲ㧕Ԙ
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 ᶖ⾌⠪߇ᔃߒߡਛฎቛߩᄁ⾈ࠍⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ޔຠ⾰ޔᏒ႐ଔᩰ╬ߦ㑐ߒޔᶖ⾌⠪ߦචಽߥᖱ

ႎឭଏ߇ⴕࠊࠇࠆ⚵ߺ߇㊀ⷐߢࠅޔᒁ߈⛯߈એਅߩߣ߅ࠅᣉ╷ࠍផㅴߔࠆޕ
 ቛᕈ⢻␜ᐲߦߟߡߪ৻ࠅࠃޔጀߩ᥉ଦㅴࠍ࿑ࠆߣߣ߽ߦޔᣢሽቛᕈ⢻␜ߦ߅ߌࠆᴫᬌᩏ

ߦߟߡޔᣢሽߩ⸳⸘ᖱႎ╬ߩᵴ↪߮ᯏ᪾ᬌᩏߩዉߦࠃࠆᬌᩏౝኈߩలታߦะߌߡᬌ⸛ࠍⴕ߁ޕ
ଔᩰᩏቯࡑ࠾ࡘࠕ࡞ߦߟߡߪޔਇേ↥ᬺ⠪㑆ߢᵴ↪ߐࠇࠆࠃ߁ߩߘޔ᥉ߦദߡߊޕ
ਇേ↥ขᒁᖱႎߩᦝߥࠆឭଏߦߟߡౕޔ⊛ᬺߦ⌕ᚻߔࠆޕ
ਇേ↥ߩߩขᒁଔᩰ╬ߩᖱႎឭଏߦߟߡޔᐔᚑ17ᐕᐲ߆ࠄ࿖᳃ߦኻߔࠆᖱႎឭଏࠍ㐿ᆎߔࠆޕ
⾼੍ቯ⠪߇▤ℂ⁁ᴫࠍ⠨ᘦߒߡࡑࡦ࡚ࠪࡦࠍ⾼ߢ߈ࠆⅣႺࠍᢛߔߴߊ▤ޔℂᖱႎࠍ⊓㍳㑛ⷩߔࠆ
ࡑࡦ࡚ࠪࡦጁᱧࠪࠬ࠹ࡓࠍᐔᚑ17ᐕᐲߦ᭴▽ߔࠆޕ
 ቛࡠࡦᷫ⒢╬ߦߟߡޔ㔡ߦኻߔࠆోၮḰߦㆡวߔࠆਛฎቛࠍ▽ޔᓟ⚻ㆊᐕᢙߦ߆߆ࠊࠄߕኻ
⽎ߦട߃ࠆࠃ߁ᡷᱜᷣߺޕ
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【政策目標 24 公正で競争的な市場環境の整備】
公正で競争的な市場規模、民間が活動しやすい市場環境が整備され、市場の活性化が図られること
【政策目標 24

概評】

ᬺ❣ᜰᮡ 106 ߪޔ㗅⺞ߦផ⒖ߒߡ߅ࠅޔᓟߣ߽ࠪࠬ࠹ࡓࠍᵴ↪ߒߡല₸⊛ലᨐ⊛ߦਇ⦟ਇㆡᩰᬺ⠪
ߩឃ㒰ࠍଦㅴߔࠆߎߣߣߒߡࠆޕᬺ❣ᜰᮡ 107㧙㧝 ߪޔᐔᚑ 1㧠ᐕᐲ߹ߢߪ 75㧑ߢផ⒖ߒߡߚ߇ޔ
ᐔᚑ 15 ᐕᐲߦ╙ਃ⠪ᯏ㑐ࠍ⸳⟎ᷣߺߩ․ᱶᴺੱ╬߇ᧅᄾ⚂ㆡᱜൻᴺߩኻ⽎ᴺੱ߆ࠄ㔌⣕ߒߚߚ 68㧑
ߦૐਅߒߚޕᒁ߈⛯߈Ꮏᧅᄾ⚂ㆡᱜൻᜰ㊎ߦၮߠߊฦ⊒ᵈ⠪ߦ߅ߌࠆข⚵ࠍផㅴߔࠆߎߣߣߒߡ
ࠆޕᬺ❣ᜰᮡ 108 ߪޔᐔᚑ 15 ᐕ 4 ߦᣉⴕߐࠇߚᡷᱜ⽻‛⥄േゞㆇㅍᬺᴺߦ߅ߡ⚻ᷣ⊛ⷙߩᄢ
ߥ✭ߣャㅍߩో⏕ߩߚߩ␠ળ⊛ⷙߩᒝൻࠍⴕޔᐔᚑ 15 ᐕᐲߦ߅ߡ⋡ᮡ୯ߦ㆐ߒߚޕᬺ❣

【政策評価の結果の概要】
■政策（1） 指標： 106 「発注者支援データベース・システム」の導入状況
＜目標の達成状況に関する分析＞
 ᐔᚑ16ᐕᐲߩ࿖ㅢ⋭߮ᚲ▤․ᱶᴺੱ╬
ߩዉታ❣୯ߪ81%ߢࠅޔ೨ᐕᐲߦᲧߴᜰ
100
90
ᮡߪᓸᷫߒߡࠆߩߎޕℂ↱ߣߒߡߪޔᐔᚑ
80
16ᐕ7ߩᣥㇺᏒ࿅߮ᣥၞ࿅ߩ⛔ว
70
60
ߦࠃࠅోޔᢙޔዉᢙ߇ߦᷫዋߒߚߎߣ
50
ߦࠃࠆޕ࿖ㅢ⋭ߦ߅ߌࠆዉ⁁ᴫߪޔᐔ
40
30
ᚑ13ᐕᐲߦᣢߦ100%ߦ㆐ߒߡࠆ߽ߩߩޔ
20
ᚲ▤ᴺੱ╬ߩዉታ❣ߪᐔᚑ16ᐕᐲߢᧂߛ64
10
0
%ߦ⇐߹ߞߡࠆޕ
(%)
H10
H11
H12
H13

H14

H15

H16

H17

H18（目標）

ᜰᮡ 109 ߪޔᐔᚑ 16 ᐕᐲ⋡ᮡ୯ࠍ㆐ᚑߢ߈ߥ߆ߞߚߚߩߎޕᐔᚑ 16 ᐕᐲߦഃ⸳ߒߚㇺᏒౣ↢ⴝၮ
ᧄ⺞ᩏߩᵴ↪╬ߦࠃࠅᐔᚑ 21 ᐕᐲߦะߌߚᣂߚߥ⋡ᮡ㧔158㨗㨙2㧕ࠍ⸳ቯߒ☋ߩ⏕ൻࠍផㅴߒߡ
ߊߎߣߣߒߡࠆޕ

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 建設業における不良・不適格業者を排除する。
 ᜰ  ᮡ㧦

106

「発注者支援データベース・システム」の導入状況・・・・・・・・・・

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦62 㧑㧔H12 ᐕᐲ㧕ψ⋡ᮡ୯㧦100 㧑㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ⊒ޟᵈ⠪ᡰេ࠺࠲ࡌࠬࠪࠬ࠹ࡓࠍᵴ↪ߒߚ▤ℂᛛⴚ⠪ߩ႐ኾછߩ⏕ߩᔀᐩޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 81 㧑 ԙ
■政策（2） 公共工事の入札および契約の適正化を推進する。
 ᜰ  ᮡ㧦

■政策（4） 指標： 109 地籍が明確化された土地の面積
＜目標の達成状況に関する分析＞
 ᐔᚑ16ᐕᐲߩታ❣୯ߪ133㧔ජ㨗ট㧕ߢࠅޔᐔᚑ
145
145
  16ᐕᐲߩ⋡ᮡ୯ࠍᄢ߈ߊਅ࿁ߞߚޔߦ․ޕㇺᏒㇱߦ
140
140
߅ߡߪ2,303㨗ট㧔ㇺᏒㇱోߩ19㧑㧕ߒ߆ㅴ
135
ߒߡߥ⁁ᴫߢࠆޕ
135
130
 ේ࿃ߣߒߡߪޔታᣉਥߢࠆᣇ࿅ߦ߅ߌࠆ
130
125
߇ਇචಽߢࠆߎߣ╬߇⠨߃ࠄࠇࠆޔߦ․ޕㇺᏒ
120
125
ㇱߦ߅ߡߪߩ⚦ಽൻޔᮭ㑐ଥߩユマޔ
115
120
H12
H13
H14
H15
H16（目 標 ）
(千㗫❥ߥߩ⇣േ╬ߦࠃࠅႺ⇇⏕ߩวᗧࠍᓧࠆ
k㎡ )
ߎߣ߇㔍ߒ╬⺞ޔᩏ᷹㊂߇ઁߩၞߦᲧߴߡ࿎㔍ߢ
115
ࠆߎߣ߆ࠄ⺞ޔᩏߩㅴߩㆃࠇ߇⪺ߒߊߥߞߡࠆߎ (千k㎡)
ߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ

H12

H13

H14

H15

H16（
目標）

107㧙㧝 入札監視委員会等の第三者機関の設置状況

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦75 㧑㧔H13 ᐕᐲ㧕ψ⋡ᮡ୯㧦100 㧑㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ᧅޟᄾ⚂ㆡᱜൻᴺ߮ㆡᱜൻᣇ㊎ߩភ⟎⁁ᴫߩࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 68 㧑㧔H15㧕 ԟ
ᜰ  ᮡ㧦

107㧙㧞

入札時における工事費内訳書の提出の状況

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦56 㧑㧔H13 ᐕᐲ㧕ψ⋡ᮡ୯㧦80 㧑㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ᧅޟᄾ⚂ㆡᱜൻᴺ߮ㆡᱜൻᣇ㊎ߩភ⟎⁁ᴫߩࡈࠜࡠࠕ࠶ࡊޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦77 㧑㧔H15㧕 ԙ
■政策（3） トラック市場における公正かつ競争的な市場環境の整備
ᜰ  ᮡ㧦

108

トラック輸送における営業用トラック輸送の割合

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦49 㧑㧔H11 ᐕᐲ㧕ψ⋡ᮡ୯㧦54.0 㧑㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ࠢ࠶࠻ޟᬺߦ߅ߌࠆⷙ✭ߩផㅴ߮ᓟ࠴ࠚ࠶ࠢߩᒝൻޠ
ޟ༡ᬺ↪࠻࠶ࠢߦଥࠆ⥄േゞ㑐ଥ⻉⒢ߩシᷫޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 54 㧑㧔H15㧕  ԙ
■政策（4） 基礎的な土地情報を整備する。
ᜰ  ᮡ㧦

109

【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 建設業における不良・不適格業者を排除する。
 Ꮏ╬ߩ⦟ᅢߥຠ⾰ߩ⏕ߩߚߦߪޔડᬺㆬቯߩᲑ㓏ߦ߅ߡޔડᬺ⹏ଔߦട߃ᛛⴚ⠪ੱߩ⹏
ଔ߇㊀ⷐߢࠆޔߚߩߘޕᛛⴚ⠪࠺࠲ߩలታ߿ᬌ⚝ࠪࠬ࠹ࡓߩᢛ╬⯯ޔன↳⺧㒐ᱛ╬ߩߚߩታ
ലᕈ߿⊒ᵈ⠪ߦኻߔࠆଢᕈࠍะߐߖࠆߎߣߦࠃࠅ⊒ޔᵈ⠪ᡰេ࠺࠲ࡌࠬࠪࠬ࠹ࡓߩዉߩଦ
ㅴࠍ࿑ࠅޔല₸⊛ޔലᨐ⊛ߦਇ⦟ਇㆡᩰᬺ⠪ߩឃ㒰ࠍଦㅴߔࠆޕ
 ᛛⴚ⠪⹏ଔߩⷰὐ߆ࠄ⊛⛯⛮ޔቇ⠌ታ❣ߩᖱႎߩឭଏࠍ㐿ᆎߒߩࠬࡌ࠲࠺ޔౝኈࠍలታߐߖࠆ
■政策（4） 基礎的な土地情報を整備する。
 ᐔᚑ 16 ᐕᐲ߆ࠄߪޔㇺᏒㇱߩ☋ᢛߦᔅⷐߥၮ␆⊛࠺࠲╬ࠍ㓸ᢛߔࠆㇺᏒౣ↢ⴝၮᧄ⺞ᩏࠍ࿖⋥ロߢ
ታᣉߒߡ߅ࠅޔߦࠄߐޔㇺᏒౣ↢ᧄㇱߦ߅ߡ␜ߐࠇߚޟ᳃ᵴߣฦ⋭ㅪ៤ߦࠃࠆ☋ᢛߩផㅴߩޠᣇ㊎ߦၮߠ߈ޔ
ᴺോ⋭╬ߣㅪ៤ߒߟߟޔ᳃㑆ᵴജࠍᵴ↪ߒߡ☋⺞ᩏ⚛࿑ߩᢛ╬ࠍⴕ߁ߎߣߦࠃࠅోޔ࿖ߩㇺᏒㇱߦ߅ߌࠆ☋ᢛ
ࠍታᣉߒߡߊޕ
 ☋⺞ᩏߪ╙㧡ᰴ࿖⺞ᩏᬺච▎ᐕ⸘↹ߦၮߠ߈ⴕࠊࠇߡࠆߚ⋡ޔᮡᐕᐲࠍห⸘↹ߩ⚳ੌᐕᐲߢࠆᐔᚑ 21
ᐕᐲߣߒ⋡ޔᮡ୯ࠍห⸘↹ߦቯࠄࠇߚ☋⺞ᩏߩ⺞ᩏ㕙Ⓧࠍ〯߹߃ߚ 158 ජ k টߦ⸳ቯߔࠆޕ

地籍が明確化された土地の面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦125 ජঠ㧔H12 ᐕᐲ㧕ψ⋡ᮡ୯㧦141 ජঠ㧔H16 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ޟ☋⺞ᩏߩផㅴޠ
ޟᐢႎᵴേߩታᣉޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 133 ජঠ  ԛ
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【政策目標 25 産業の生産性向上】
経済の持続可能な成長へ向けて、産業の生産性向上が図られること

【政策目標 25

概評】

ᬺ❣ᜰᮡ 110 ߪޔᐔᚑ 18 ᐕᐲ⋡ᮡ 13 ઙߦኻߒޔᐔᚑ 16 ᐕᐲ 4 ઙߣૐ⺞ߢࠆ߇ޔᐔᚑ 17 ᐕᐲ߆ࠄߪ
㧶㨂ᐲߩㆇ↪ᡷༀࠍ࿑ࠆߥߤߦࠃࠅޔਛዊᑪ⸳ᬺ⠪ߩ⚻༡㕟ᣂࠍଦߔޕᬺ❣ᜰᮡ 111 ߦߟߡߪ⋡ᮡߦ
ะߌߡㅴߒߡࠆ߽ߩߩޔᐕᐲߏߣߩિ߮₸ߪᷫዋะߦࠅޔᓟޔㄭઍൻ⾗㊄ߩࠃࠅ৻ጀߩㆡಾߥ
ㆇ↪ࠍ࿑ࠆߎߣߦࠃࠅ⋡ᮡߩ㆐ᚑߦะߌߡ⸽ޔᎿ႐ߩᜰቯขᓧࠍផㅴߔࠆޕᬺ❣ᜰᮡ 112

ߪ㗅⺞ߢ

ࠅ⋡ޔᮡ߇㆐ᚑߐࠇࠆㄟߺߢࠆޕ

【政策の概要と指標・目標値】
ع政策（1） 専門工事業のイノベーションを促進する。
 ᜰ  ᮡ㧦

110

建設業者に係る経営革新計画の承認件数

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦3 㧔H12 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦13 㧔H18 ᐕᐲ㧕

【政策評価の結果の概要】
■政策（1） 指標：110 建設業者に係る経営革新計画の承認件数
＜目標の達成状況に関する分析＞
14
 ᐔᚑ16ᐕᐲߩታ❣୯㧔⚥⸘㧕ߪ4ઙߢࠅ ޔ12
೨ᐕᐲ߆ࠄߩᄌേߪߥޕ
10
 ᣂⷙߩᛚઙᢙ߇0ઙߢߞߚℂ↱ߣߒߡޔ
8
ኾ㐷Ꮏᬺ⠪ߩᶖᭂᕈ߇⠨߃ࠄࠇࠆߩߘޕ
6
⢛᥊ߣߒߡㆊଏ⛎᭴ㅧߩਛޔડᬺ㑆ߩ┹
4
ỗൻߦࠃࠅᑪ⸳ᬺ⠪ߩ⋉ജ߇ૐਅߔࠆ
2
৻ᣇߢޔଐὼߣߒߡޔ㊀ጀ⊛ߥਅ⺧᭴ㅧߩ
ਅߢߩࠦࠬ࠻㜞߇ᑪ⸳ᬺ⠪ߩ↢↥ᕈࠍ៊ߨ (件)0 H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18（目標）
ߡࠆታᘒ߇ࠆޔߪߡߟߦࠇߎޕᓥ᧪
߆ࠄᑪ⸳↥ᬺ࿅ߩ⥄ਥ⊛ߥข⚵߿ⴕߦࠃࠆᜰዉߦࠃࠅᡷༀߪࠄࠇࠆ߽ߩߩߛ߹ޔᔀᐩߐࠇߡ
ࠆߣߪ⸒㔍ߊߦ․ޔኾ㐷Ꮏᬺ࿅ߦ߅ߡߪ⚻ޔ༡㕟ᣂߩߚߩข⚵ߦߟߡߪ߆߫ߚߟߦ⻉ޔ
ࠅߩ⁁ᴫߢࠆޕ
■政策（2） 指標：111 指定整備工場数
＜目標の達成状況に関する分析＞
 ᜰᮡߩផ⒖ߦߟߡࠆߣޔᐕᐲߏߣߩિ
߮₸ߪᷫዋะߦࠆ߇ߪࠇߎޔ᥊᳇ߩૐ
ㅅߦࠃࠅ⸳ᛩ⾗ࠍប߃ࠆᬺ⠪߇ᄙߎ
ߣ߇ේ࿃ߩ㧝ߟߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

31,000
30,000
29,000
28,000
27,000
26,000
25,000

ਥⷐᣉ╷㧦 ޟᑪ⸳ᬺߩ⚻༡㕟ᣂߩផㅴޠ

24,000
23,000
(工場）

ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 4   Ԝ

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17（
目標）

ع政策（2） 自動車整備事業の生産性を向上させる。
 ᜰ  ᮡ㧦

111

指定整備工場数

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦26,927 㧔H12 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦30,000 㧔H17 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ⸽ޟᎿ႐ߩᜰቯൻ߮ᜰቯᢛᎿ႐ߩ↢↥ᕈะޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 28,475  Ԝ

ع政策（3） 中小造船業の生産性を向上させる。
 ᜰ  ᮡ㧦

112

中小造船業における従業員一人当たりの付加価値額

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦7653 ජ㧛ੱ 㧔H11 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦8036 ජ㧛ੱ 㧔H16 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ޟਛዊㅧ⦁ᬺ⠪ߩ⚻༡ၮ⋚ᒝൻߦኻߔࠆᡰេޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 8,072 Ԛ
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【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 専門工事業のイノベーションを促進する。
 ฦኾ㐷Ꮏᬺ࿅߇ෳടߔࠆ⚻༡㕟ᣂ⎇ⓥળߦ߅ߡޔਛዊᑪ⸳ᬺߩ⚻༡㕟ᣂ⸘↹ߦߟߡޔᗧ
឵߮⎇ⓥࠍⴕ߁╬ߩข⚵ߺࠍᒁ߈⛯߈ᡰេߔࠆޕᒁ߈⛯߈ޔಽ㔌⊒ᵈޔ㧯㧹ᣇᑼ⇣ޔᬺ⒳
㧶㨂╬ޔᄙ᭽ߥᑪ⸳↢↥▤ℂࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ߦะߌߚⅣႺᢛࠍ࿑ࠆࡦࠦ߿ࡓࠜࡈޔߚ߹ޕ
ࡃ࡚ࠫࡦ╬ޔኾ㐷Ꮏᬺ⠪߇⋥ធ⊒ᵈ⠪߆ࠄฃᵈߢ߈ࠆࠃ߁ߥᣂಽ㊁߳ߩㅴߦኻߔࠆᡰេࠍ࿑
ࠆޕ
 ⚻Ᏹ JV ߪޔਛዊᑪ⸳ᬺ⠪߇⛮⛯⊛ߥදᬺ㑐ଥࠍ⏕ߔࠆߎߣߦࠃࠅߘߩ⚻༡ജᣉᎿജࠍᒝൻߔ
ࠆߚߦหડᬺࠍ⚿ᚑߒޔఝ⦟ᬺ⠪ߩᝄ⥝ࠍ࿑ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚᐲߢࠆ߇ޔචಽߦᵴ↪
ߐࠇߡߥ╬ߩ㗴ὐ߇ᜰ៰ߐࠇߡࠆ⁁ߚߒ߁ߎޕᴫߦ㐓ߺߡ⚻ޔᏱ JV ࠍߚ JV ᐲో⥸
ߩታᘒࠍᛠីߒޔJV ߩㆇ↪ᡷༀࠍ࿑ࠆߚߩᣉ╷ࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
 ਛዊડᬺ⠪ߩᏅൻ㜞ઃടଔ୯ൻߩଦㅴޔర⺧ਅ⺧㑐ଥߩㆡᱜൻ╬ߦࠃࠅޔఝࠇߚᑪ⸳ᬺ⠪߇
િ߮ࠄࠇࠆⅣႺࠍᢛߔࠆߚޔวℂ⊛ߥᑪ⸳↢↥ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ࠍ࿑ࠆޕ
■政策（2） 自動車整備事業の生産性を向上させる。
 ᐔᚑ12 ᐕᐲ㨪14ᐕᐲߦㅧᚑߒߚㄭઍൻ⾗㊄ࠍലᵴ↪ߔࠆߎߣߦࠃࠅ⸽ޔᎿ႐ߩᜰቯขᓧ╬ࠍផ
ㅴߒޔᜰቯᢛᎿ႐ߩჇടࠍ࿑ߞߡࠆ߇ޔᜰᮡߩિ߮߇㗅⺞ߢߥߚ⋡ޔᮡ୯ࠍ㆐ᚑߔࠆࠃ߁ޔ
ㄭઍൻ⾗㊄ߩࠃࠅ৻ጀㆡಾߥㆇ↪ࠍ࿑ࠆߎߣߦࠃࠅ⸽ޔᎿ႐ߩᜰቯขᓧࠍផㅴߔࠆߎߣߣߒߡ
ࠆޕ
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【政策目標 26 消費者利益の保護】
消費者の市場における自由な選択が確保され、利益が守られること

【政策目標 26

概評】

ᬺ❣ᜰᮡ 113 ߪޔᢙ୯ߪિ߮ߡࠆ߽ߩߩޔታ❣ߪ⋡ᮡ୯߆ࠄߪ㔌ࠇߡࠆޔߚߩߎޕᐔᚑ 16 ᐕᐲ
߽ᒁ߈⛯߈ޔᶖ⾌⠪߿ቛ↢↥⠪ߦߣߞߡ↪ߒ߿ߔߊ࠾࠭ߦวߞߚ߽ߩߣߥࠆࠃ߁ᐲߩᡷༀࠍᬌ⸛
ߔࠆߣߣ߽ߦޔᐲߩ᥉ࠍផㅴߔࠆߚ৻ޔጀߩ⍮ࠍ࿑ߞߚߣߎࠈߢࠆޕᬺ❣ᜰᮡ 114㧙㧝

ޔ

114㧙㧞 ߪޔ㗅⺞ߦផ⒖ߒߡࠆ߇ޔᐔᚑ 16 ᐕ߆ࠄߪࠍ࠻ࡦࡔࠬࠕޔᐕᐲਛ㑆ߢ߽ߔࠆߥߤߦࠃ
ࠅᶖ⾌⠪ߦᣧߊᖱႎࠍឭଏߒࠅࠃޔోᕈߩ㜞⥄േゞߩ᥉ଦㅴࠍ࿑ߞߡ߈ߡࠆޕ

【政策評価の結果の概要】
■政策（1） 指標：113 住宅性能評価・表示がなされた住宅の割合
＜目標の達成状況に関する分析＞
60
 ᐔᚑ16ᐕᐲߩታ❣୯ߪޔ15ᐕᐲߩ11.7㧑߆
50
 ࠄ13.7㧑ߣߥࠅ⋡ޔᮡߦะߌᜰᮡߪિ߮ߡ
40
ࠆޕ
30
 ᐲߩ↪ߪિ߮ߡࠆ߇✚ޔวቛዷ␜
႐ߩ᧪႐⠪ߦኻߔࠆ⺞ᩏߢߪޔᐲߩ⍮₸ 20
߇ㄭᐕߪ60㧑೨ᓟߢᄢ߈ߥᄌൻߥߊផ⒖ߒ
10
ߡࠆߎߣ߆ࠄޔᓟ߽ᶖ⾌⠪ଏ⛎⠪߳ߩ
0
⍮ࠍⓍᭂ⊛ߦㅴߡߊߣߣ߽ߦޔᐲ߇ (%)
H13
H14
H15
ࠃࠅ↪ߐࠇࠆ߽ߩߣߥࠆࠃ߁ᬌ⸛ߔࠆᔅⷐ
߇ࠆޕ
■政策（2） 指標： 114−１ 衝突安全性能の高い自動車の市場普及指標
114−２ 歩行者頭部保護性能の高い自動車の市場普及指標
＜目標の達成状況に関する分析＞
 ᬺ❣ᜰᮡ114−１ߪ15ᐕᐲ߇60ߢߞߚ
ߩߦኻߒޔ16ᐕᐲߦ߅ߡߘࠇࠍ࿁ࠆ
63ߣߥߞߡ߅ࠅోߦ㑐ߔࠆᖱႎឭଏ߇
ផㅴߐࠇߚߣ߃ࠆޕ

H16

H17（目標）
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【政策の概要と指標・目標値】

65
60

■政策（1） 住宅性能評価・表示を普及させる。

55
50

H 15

 ᜰ  ᮡ㧦

113

住宅性能評価・表示がなされた住宅の割合

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦5.3㧑 㧔H13 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦50㧑 㧔H17 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ޟቛᕈ⢻␜ᐲߩలታ᥉ଦㅴޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 13.7 㧑 Ԙ

 ৻ᣇޔᬺ❣ᜰᮡ114−２ߪ15ᐕᐲ߇㧥ߢ
ߞߚߩߦኻߒߡޔ㧝㧢ᐕᐲߦ߅ߡߘࠇࠍ
࿁ࠆ㧝㧡ߣߥߞߡ߅ࠅޔోߦ㑐ߔࠆᖱ
ႎឭଏ߇ㅴࠎߢߪࠆ߽ߩߩ⋡ޔᮡࠍታ
ߔࠆߚߦߪ৻ࠅࠃޔጀߩദജ߇ᔅⷐߢ
ࠆޕ
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■政策（2） 自動車の安全性に関する情報を普及させる。
 ᜰ  ᮡ㧦

114㧙㧝

衝突安全性能の高い自動車の市場普及指標・

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦60 㧔H15 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦77 㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ⥄ޟേゞࠕࠬࡔࡦ࠻ᬺߩଦㅴޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 63 Ԙ

 ᜰ  ᮡ㧦

114㧙㧞

歩行者頭部保護性能の高い自動車の市場普及指標

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦9 㧔H15 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦42 㧔H18 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ⥄ޟേゞࠕࠬࡔࡦ࠻ᬺߩଦㅴޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 15 Ԙ
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【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 住宅性能評価・表示を普及させる。
 ቛᕈ⢻⹏ଔ␜߇ߥߐࠇߚቛߩഀวߪિ߮ߡࠆ߇ࠆߥᦝޔჇടߦะߌࠅࠃޔᶖ⾌⠪߿ቛ↢↥
⠪ߦߣߞߡ↪ߒ߿ߔߊ࠾࠭ߦวߞߚ߽ߩߣߥࠆࠃ߁ᐲߩᡷༀࠍᬌ⸛ߔࠆߣߣ߽ߦޔᐲߩ৻ጀߩ
⍮ࠍ࿑ࠅޔ᥉ࠍଦㅴߔࠆޕ
 ߎࠇ߹ߢߩᬌ⸛ߩ⚿ᨐࠍฃߌޔᐔᚑ㧝㧤ᐕ㧠߆ࠄᣂߚߦ㒐‽ᕈ⢻ߩ⹏ଔ␜ࠍዉߔࠆ╬ߩᡷᱜࠍ
ⴕ߁ߣߣ߽ߦޔᓟߪ㔡ⵝ⟎ߥߤᣂᛛⴚࠍ↪ߚቛߩ⹏ଔ╬ߦኻᔕߒߚᛛⴚၮḰߩᡷᱜߦߟߡᬌ
⸛ࠍⴕ߁ߩ╬࠻࠶ࡈࡦࡄ߿࠻࠶ࡀ࠲ࡦࠗޔߦࠄߐޕฦ⒳ᇦߦࠃࠆᐲߩ㧼㧾ޔᣇ࿅╬ߩ
ฦ⒳࿅߇ⴕ߁᥉ᵴേ߳ߩᡰេ╬ࠍⴕ߁ߎߣߦࠃࠅޔᐲߩ᥉ࠍଦㅴߔࠆޕ
■政策（2） 自動車の安全性に関する情報を普及させる。
 ⴣ⓭ోᕈ⢻✚ว⹏ଔߦࠃࠆᖱႎឭଏߩផㅴߪ৻ቯߩᚑᨐࠍߍߡ߅ࠅޔᓟ⓭ⴣޔోᕈ⢻✚ว⹏ଔ
ᣇᴺߩల߿⹜⓭ⴣޔ㛎એᄖߩ㗄⋡ߦኻߔࠆ⹏ଔ⹜㛎ߩታᣉߦߟߡޔᬌ⸛ࠍⴕ߁ߎߣߣߒߡࠆߎޕ
ࠇ߹ߢᐕᐲ⚳ੌᤨὐߢࠕࠬࡔࡦ࠻⚿ᨐࠍߒߡߚ߇ޔᐔᚑ㧝㧢ᐕᐲ߆ࠄߪᐕᐲㅜਛߦਛ㑆ࠍ
ታᣉߒޔᶖ⾌⠪ߦࠃࠅᣧߊᖱႎឭଏߢ߈ࠆࠃ߁ߦភ⟎ߒߚ⓭ⴣޔߚ߹ޕోᕈߦട߃ߡޔᛛⴚ㕟ᣂ߇
ߑ߹ߒ੍㒐ోᕈߦߟߡ߽ᖱႎឭଏࠍⴕ߁ᣇᴺߦߟߡ⹜ⴕ⊛ߦᬌ⸛ࠍ㐿ᆎߒߚޕ
 ᐔᚑ㧝㧣ᐕᐲએ㒠ߪ࠻ࡦࡔࠬࠕޔᬺߩలታࠍ࿑ࠆߚߩ⺞ᩏ⎇ⓥޔ᰷☨ߩࠕࠬࡔࡦ࠻ߣߩㅪ៤ߥ
ߤߦࠃࠅ⹏ޔଔᣇᴺߩᡷༀ߿ࠅࠃޔ㜞ᐲߥᖱႎឭଏߦߟߡ⛮⛯⊛ߦᬌ⸛ߔࠆޕ
・ ᶖ⾌⠪ߦޔㄭᐕߩⴣ⓭ోᕈ⢻߇ะߒߡࠆߎߣ╬ߩ⚿ᨐޔ᰷Ꮊߦ߅ߌࠆ⁁ᴫ╬ᦨᣂߩ⥄േゞࠕ
ࠬࡔࡦ࠻ߦߟߡℂ⸃ࠍᷓߡߊߚࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓࠍ㐿ߔࠆ࠻ࡦࡔࠬࠕޔߚ߹ޕᬺߩలታߦ
ะߌߡޔ㕙ⴣ⓭⹜㛎ᣇᴺߩᡷༀߦߟߡߩ⺞ᩏ⎇ⓥࠍⴕ߁ޕ
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【政策目標 27 IT 革命の推進】

【政策評価の結果の概要】

国民生活や産業社会における IT 化とともに、行政サイドの IT 化が進められ、誰もが恩恵を享受で
きる「日本型 IT 社会」の実現が図られること
【政策目標 27

■政策（1） 指標：115 港湾 EDI システムの普及率
＜目標の達成状況に関する分析＞

100

 ャ᷼ḧ㑐ㅪᚻ⛯ߩࡢࡦࠬ࠻࠶ࡊࠨࡆࠬൻ

概評】

ᬺ❣ᜰᮡ 115 ߪޔ㗅⺞ߦផ⒖ߒߡ߅ࠅޔ᷼ḧ㑐ㅪ⻉ᚻ⛯ߦߟߡޔ㑐ଥᐭ⋭ㅢߩ㧲㧭㧸᭽ᑼߩណ↪߿
᷼೨ߩ⻉ᚻ⛯ߩ㗄⋡ߩᄢᷫㅢ᭽ᑼൻ╬ࠍⴕ⚛◲ߩࠄࠇߎޔൻߐࠇߚ᭽ᑼߢߩ↳⺧߇㧞㧜㧜㧡
ᐕ㧝㧝߆ࠄน⢻ߣߥࠆࠃ߁ࠪࠬ࠹ࡓߩᡷ⦟ࠍㅴࠆߎߣߣߒߡࠆޕᬺ❣ᜰᮡ 117 ߪޔೋᐕᐲߪિ߮ߡ
ߥ߇ޔᐔᚑ㧝㧣ᐕ㧟㧞㧥ᣣߦᖱႎᛛⴚߩ㐿ࠍⴕޔኻ⽎ࠍ᳃㑆ડᬺޔੱߥߤ৻⥸ߦᄢߒߚߎ
ߣߦࠃࠅޔᐲෳട⠪߇⏕ታߦㄟࠆߩߢߩߘޔേะࠍࠆᔅⷐ߇ࠆޕᬺ❣ᜰᮡ 116

ߪޔ㗅⺞ߢ

ࠅ⋡ޔᮡࠍᐔᚑ 17 ᐕᐲ 33,000Km ߣߒߩߡోޔቢੌࠍ⋡ᜰߔߎߣߣߒߡࠆޕ
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ߢࠅ⋡ޔᮡߩ㆐ᚑߦะߌߡ㗅⺞ߦᜰᮡߪિ߮ߡࠆޕ

【政策の概要と指標・目標値】
■政策（1） 港湾分野における行政手続きの電子化を推進する。
115

港湾 EDI システムの普及率

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦22.0% 㧔H13 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦100% 㧔H17 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ޟ᷼ḧ EDI ࠪࠬ࠹ࡓߩ⸳⟎߮▤ℂޠ
ޟャ᷼ḧ⻉ᚻ⛯ߩࡢࡦࠬ࠻࠶ࡊࠨࡆࠬߩଢᕈะ߳ߩข⚵ߺޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 85.5 㧑 ԙ

■政策（２） 指標：116 公共施設管理用光ファイバ等収容空間ネットワークの延長
＜目標の達成状況に関する分析＞

公共施設管理用光ﾌｧｲ ﾊ ﾞ等収容空間整備延長
35

 ᐔᚑ13ᐕ1ߦ╷ቯߐࠇߚޟG,CRCPᚢ⇛ߦޠၮ
ߠ߈ᧄޔᩰ⊛ߦ+6ၮ⋚ߩᢛࠍផㅴߒߡ߈ߚ⚿
ᨐޔᣉ⸳▤ℂ↪శࡈࠔࠗࡃ╬ኈⓨ㑆ߩᢛ
ߪᚑߒߟߟࠅޔᓟߩታ❣୯ߩિ߮ߪ✭߿߆

■政策（2） 民間によるネットワークインフラの形成を支援する。
ᜰ  ᮡ㧦

116

公共施設管理用光ファイバ等収容空間ネットワークの延長

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦31,050km㧔H14 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦33,000km㧔H17 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ޟᴡᎹ▤ℂ╬ߩ㜞ᐲൻߦኻᔕߒߚశࡈࠔࠗࡃᢛᬺߩផㅴޟޠᖱႎࡂࠗ࠙ࠚࠗߩ᭴▽ޠ
ޟ᷼ḧᣉ⸳▤ℂ↪ࡈࠔࠗࡃኈⓨ㑆ߩᢛޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 32,500km ԙ
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H13

H14

H15

H16

H17 （
目標）

ࠆశࡈࠔࠗࡃ╬ኈⓨ㑆ᢛࠍផㅴߒޔᖱႎㅢାࡀ࠶࠻ࡢࠢߩᒻᚑ߇ଦㅴߐࠇߚߎߣߦࠃࠅޔ᳃㑆
ᬺ⠪╬ߦࠃࠆࡀ࠶࠻ࡢࠢࠗࡦࡈߩᒻᚑߦነਈߔࠆኈⓨ㑆ߩ㐿߇ⴕࠊࠇߡࠆޕ
 ᴡᎹޔ〝ߩኈⓨ㑆ߩ㐿ߦ߅ߡߪߩߘޔ㑆ߥߤᔅⷐߥᖱႎࠍ৻⥸ߦߒޔ↪Ꮧᦸ⠪ࠍߞ
ߡࠆޕ

■政策（３） 地理情報の利用環境の整備･充実を図る。
ᜰ  ᮡ㧦

117

電子国土 Web システムを利用する団体の数

⋡  ᮡ㧦 ೋᦼ୯㧦33 ࿅㧔H15 ᐕᐲ㧕ń⋡ᮡ୯㧦2000 ࿅㧔H20 ᐕᐲ㧕
ਥⷐᣉ╷㧦 ޟ㔚ሶ࿖ Web ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ޠ
ᐔᚑ 16 ᐕᐲታ❣㧦 54 ࿅  ԛ
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【今後の取組の方向性等】
■政策（1） 港湾分野における行政手続きの電子化を推進する
 ᐔᚑ 16 ᐕᐲߦർᎺ᷼ਃፉᎹਯᳯ᷼╬ߦ߅ߡޔ᷼ḧ▤ℂ⠪╬߳ߩ⺑ળࠍㆡቱታᣉߒߚ߇ޔ
ᓟ߽ޔ↪᷼ḧᄢߦะߌޔ᷼ḧ▤ℂ⠪╬߳ߩ⺑ࠍⴕ߁ޕ
 㔚ሶᐭ᭴▽⸘↹ߦ߅ߡቯߐࠇߚޔᣢሽߩᬺോࠪࠬ࠹ࡓߦ㑐ߔࠆᦨㆡൻ⸘↹ࠍᐔᚑ 17 ᐕᐲߩ
ߢ߈ࠆ㒢ࠅᣧᦼߦ╷ቯߒߩࡓ࠹ࠬࠪޔᡷ⦟╬ߦദࠆޕ
 ᷼ḧ㑐ㅪᚻ⛯߈ߦߟߡޔ㑐ଥᐭ⋭ㅢߩ FAL ᭽ᑼߩណ↪߿᷼೨ߩ⻉ᚻ⛯߈ߩ㗄⋡ߩᄢᷫ
ㅢ᭽ᑼൻ╬ࠍⴕ⚛◲ߩࠄࠇߎޔൻߐࠇߚ᭽ᑼߢߩ↳⺧߇ 2005 ᐕ 11 ߆ࠄน⢻ߣߥࠆࠃ߁ࠪࠬ
࠹ࡓߩᡷ⦟ࠍㅴࠆޕ
 ߹ߚ᷼ḧ EDI ࠪࠬ࠹ࡓߩᦨㆡൻ⸘↹ߦၮߠ߈ࡓ࠹ࠬࠪޔᡷ⦟ࠍⴕޔଢᕈߩะࠍ࿑ࠆޕ

 ع政策（２） 民間によるネットワークインフラの形成を支援する。
 ᣉ⸳▤ℂ↪శࡈࠔࠗࡃ╬ኈⓨ㑆ߩᢛߪᚑߒߟߟࠆ߽ߩߩޔਇㅪ⛯㑆߇ᱷߞߡࠆߚ
ޔᖱႎ BOX ߩਇㅪ⛯㑆ߩ⸃ᶖࠍផㅴߔࠆޔߚ߹ޕᐔᚑ 16 ᐕ 4 ߦ╷ቯߐࠇߚޟή㔚ᩇൻផㅴ
⸘↹ߦޠၮߠ߈ޔ㔚✢หḴߩᢛ╬ߦࠃࠆή㔚ᩇൻࠍផㅴߒᏒⴝߩᐙ✢〝ߩή㔚ᩇൻ₸ 9%
㧔ᐔᚑ 15 ᐕᐲᧃ㧕߆ࠄ 17%㧔ᐔᚑ 20 ᐕᐲᧃ㧕ߦᒁ߈ߍࠆߥߤᣉ⸳ߩ▤ℂᔅⷐߥ㑆ߦ
߅ߡశࡈࠔࠗࡃ╬ኈⓨ㑆ߩᢛࠍㅴࠆޕ
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