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平成 26 年 11 月 27日（木）第３回有識者会議資料 

前回会議における主な委員意見とその対応 

■資料１ 新計画【本冊素案】（現況編）について 

対象 意見 対応 

新計画タイト

ル 

・漢字が並ぶより，ひらがなの

方が良い。 
●複数のタイトル案を提案する（資料２「計画

名称について」）。 
・やわらかいタイトルとしてカ

ッコ書きで（新潟市住生活基

本計画）を加えてはどうか。

0-2計画の目

的，位置付け

・計画の位置付けの図中に，に

いがた未来ビジョン策定時期が

「平成 27年 3 月」となってい

るが，現時点では未定である。

●策定時期が明らかになった段階で修正する

（資料１「本冊素案」p1,p2）。 

2-1-1人口の

動向 

・世帯数のデータも必要ではな

いか。 

●平成７年～22 年の国勢調査における実績

値のグラフを追加する（資料１「本冊素案」

p11）。 

2-2-1住環境

（２）住まいの

特徴（行政区

別の比較） 

・「ゆとりある木造一戸建の持

ち家」を新潟らしい住まいの

特徴としているが，どこかで

その根拠を示す必要がある。

●農村部の田園・自然に囲まれた比較的広い戸

建住宅から高層マンションなどの都市型住

宅まで，段階的に様々な住宅・住環境を有し

ていること（市民の選択肢の幅が広いこと）

を，新潟市の特徴（新潟市らしさ）と捉える

（資料１「本冊素案」p41）。 

●これに伴い，基本目標４を「希望の暮らしを

かなえる魅力ある多様な住環境づくり」と修

正（資料１「本冊素案」p42）。 

●また，住まいの特徴（行政区別の比較）とし

て，他政令市との比較から言える「ゆとりあ

る木造一戸建の持ち家」という特徴が，西蒲

区，南区などの郊外部で顕著に見られる，と

コメントを修正（資料１「本冊素案」p19）。

2-2-1住環境

（７）居住ニー

ズ 

・図 2-2-1-⑩の凡例「田園・リ

ゾート地」のリゾート地はど

のような地区か（定義）。 

●確認したが，住生活総合調査において，「田

園・リゾート」の定義付けはなし。 

参考資料１ 
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対象 意見 対応 

2-2-2 住宅ス

トック（２）環

境性能 

・炭素貯蔵量は，一般の方々に

分かりにくく，誤解を与える

恐れもあるため，削除した方

が良い。 

●炭素貯蔵量に関するデータは削除。 

●代わりに，住宅の建設から居住，修繕・更新，

解体までのライフサイクル CO2 排出量に

関するデータを掲載（資料１「本冊素案」

p27）。 

2-2-3住宅市

場（２）空き家

・古い市街地や集落で空き家が

増えている一方で，その周辺

では外側に向かって人口が増

えている現象をどこかで指摘

してはどうか。 

●古い市街地や集落で空き家の発生が顕著で

あることを，住環境の魅力向上に関する課題

として明記（資料１「本冊素案」p39）。 

●なお，人口が外側に広がっているという土地

利用の問題に関しては，今後，コンパクトな

まちの実現に向け，都市機能の集積や居住の

誘導を目指す「立地適正化計画」で扱い，対

応を検討することになっている。  

2-2-3住宅市

場（４）マンシ

ョン市場 

・マンションだけどうして「空

室」と表記しているのか。 

●他と同様に，表現を「空き家」に統一（資料

１「本冊素案」p32）。 

・ここだけグラフが西暦になっ

ている。和暦に統一したほう

が良い。 

●和暦に修正（資料１「本冊素案」p32）。 

課題４住環境

の魅力向上 

・「農村集落における魅力ある

住環境を保全・形成していく

必要があります」とあるが，

今あるいいものを残すという

意味から「形成」という言葉

は必要ない。 

●表現を「保全」に修正（資料１「本冊素案」

p39）。 
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■資料２ 新計画（骨子案）について 

対象 意見 対応 

基本理念 

・基本理念の中で「新潟らしさ」

を出すべき。 

●新潟市の特徴である「多様な住環境」を加味

して組み立て（資料１「本冊素案」p41）。

｢多様な住環境の中で 地域や家族とつながり

安心して住み続けられるまち にいがた｣

・基本目標４の「新潟らしい」

と関連する言葉が基本理念に

入っていると良い。 

・田園という新潟市の特徴を示

す言葉が入ると良い。 

基本的施策

2-2 適時・適

切な住み替

えの促進 

・「高齢者世帯・子育て世帯の

住み替え支援」とあるが，単

に住み替えの促進というと，

そこに愛着を持って住んでい

る方に，出て行けというふう

に取られかねない。表現を工

夫すべき。 

●高齢者世帯や子育て世帯などがライフスタ

イルやライフステージに応じて適切な規

模・性能を有する住宅に暮らすことを目指す

施策として，「基本的施策 2-2 ライフスタ

イルやライフステージに応じた住宅確保支

援」と表現を変更（資料１「本冊素案」p47）。

基本的施策

3-2 リフォー

ム市場の環

境整備， 

基本的施策

3-4中古住宅

の流通市場

の活性化 

・最近増えている「リノベーシ

ョン」は，法令違反になる可

能性があるため，相談体制の

対象に「リノベーション」も

加えた表現にすべきである。

●「基本的施策 3-2 リフォーム市場の環境整

備」の，相談体制の対象に「リノベーション」

を追加するとともに，行政の相談体制の充実

に向けて関係団体との連携を明記（資料１

「本冊素案」p49）。 

・住宅事業者との連携の視点が

必要。 

●「基本的施策 3-2 リフォーム市場の環境整

備」及び「基本的施策 3-4 中古住宅の流通

市場の活性化」の中で，安心して中古住宅を

選択でき，ニーズに合ったリフォームを実施

できるようにするため，関係団体との連携を

明記（資料１「本冊素案」p48,p49）。 

●また，「第６章 計画実現に向けた推進方策」

の中で，市民・事業者・行政の連携や役割分

担のあり方についての方針を位置付ける（資

料１「本冊素案」p62）。 

基本目標 ４

新潟らしい多

様な魅力を

育む住環境

づくりの推進 

・田園集落とまちなかの中間ゾ

ーンに対する方針も盛り込む

べき。 

●田園集落とまちなかの中間ゾーンに対して

は，「基本的施策 4-2 市街地における良好

な住環境の形成」に位置付けられた施策を

地域の実情に応じて柔軟に対応することを

想定（資料１「本冊素案」p52）。 
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対象 意見 対応 

二地域居住 

・新潟市内でもいわゆる二地域

居住（まちなかと郊外）をし

ている市民がいる。 

●本来的な意味の二地域居住（普段は首都圏な

どの都市に居住しながら週末や一年のうち

の一定期間を地方で暮らすこと）について

は，交流人口の増加が期待されることから，

「基本的施策 2-2 適時・適切な住み替えの

促進」の中で位置付ける（資料１「本冊素案」

p47）。 

キーワード 

・「快適」という言葉がどこに

も入っていない。どこかに入

れるべき。 

●基本目標１，「基本的施策 1-1 人にやさし

い住宅・住環境づくり」の説明，「●高齢者

等に配慮した住宅づくりに対する支援」の中

で，「快適」を使用（資料１「本冊素案」

p42,p44）。

・ライフスタイルの変化に応じ

た住み替えが課題。「ライフ

スタイル」という言葉をどこ

かに入れるべき。 

●基本目標２の説明で「ライフスタイル」を追

記。 

●また，「基本的施策 2-2 適時・適切な住み

替えの促進」では，「●ライフスタイルやラ

イフステージに応じた住宅確保支援」と表現

（資料１「本冊素案」p42,p47）。
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■資料３ 重点施策の考え方について 

対象 意見 対応 

重点施策の

考え方 

・一般的には，重点施策という

とリーディングプロジェクト

のことを指す。例えば，空き

家などの重点課題に関連する

施策をリーディングプロジェ

クトとして横断的に挙げてい

くことになる。そのような考

え方もある。 

●市長のマニフェストを踏まえ，重点テーマを

設定（資料３「第５章 重点テーマ」）。 

・市長選後の新市長のマニフェ

ストなどの内容を踏まえて重

点施策を考える必要がある。

■資料４ 評価指標の設定について 

対象 意見 対応 

資料左下の

図 

・アウトプット指標を充実する

ことによって，より確かなア

ウトカム指標の評価につなげ

るといった考え方が分かるよ

うに示すべき。 

●きめ細かな分析・評価を実施するため，４つ

の基本目標ごとに，関連するアウトプット指

標とアウトカム指標を設定することを記述

（資料１「本冊素案」p65）。 

指標の提案 

・アウトカムを予想するために，

助成制度の利用者などにアン

ケートを取るという方法もあ

る。 

●アウトカム指標については，国や県の住生活

基本計画の評価指標と比較できるよう，同様

に統計調査のデータを基本に設定（資料１

「本冊素案」p65）。 

●助成制度の利用者アンケートなどについて

は，アウトカム指標の補足として，検証の際

の参考にすることを検討したい。 


