
アウトカム指標の目標値設定について 

【評価指標】 

《パターン１》国計画の伸び率を参考に目標値設定

① 高齢者が居住する住宅のバリアフリー化率 

② 共同住宅共用部分のユニバーサルデザイン化率 

⑨ 住宅の利活用期間 （滅失住宅の平均築後年数） 

⑩ 既存住宅の流通シェア 

《パターン２》国計画の目標値設定の考え方を参考に目標値設定

④ 最低居住面積水準の未満率 

⑤ 子育て世帯における誘導居住面積水準の達成率 

⑥ 新築住宅における認定長期優良住宅の割合 

《パターン３》実績の伸び率を基本に目標値設定

⑦ 省エネルギー対策率 

⑧ リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合 

《パターン４》関連計画に即して目標値設定

③ 住宅の耐震化率 

《パターン５》市民の満足度に関する目標値設定

⑪ 「住宅の広さや間取り」に対する満足度 

⑫ 住宅のまわりの「まちなみ，景観」に対する満足度 

資料２ 平成 27 年２月６日（金）第４回有識者会議資料

※資料に掲載の数値については，今後精査により変更となる場合があります。 
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※）２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消に該当 

（１）指標設定の考え方 

高齢者が居住する住宅における日常生活（主に移動）の安全性確保の達成度を表す指標とし

て設定。 

（２）指標の算定根拠 

一定のバリアフリー化率＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝65歳以上の者が居住する住宅のうち，一定のバリアフリー化がなされた住宅戸数 

Ｂ＝65歳以上の者が居住する住宅の総戸数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住宅・土地統計調査」。いずれも「居住世帯のある住宅」の戸数。 

（３）目標値設定の考え方 

・高齢者の居住する住宅の

バリアフリー化率は，平

15→平 25 で増加してい

るが，依然として高い水

準とは言えない。 

・市の平 20（実績値）→ 平

34（目標値）の伸び率が，

国と同程度の伸び率で

推移するよう目標値を

設定し，施策効果により

目標達成を目指す。 

【参考】現計画の目標 

現状値 目標値 

28％ 

（平 15） 

75％ 

（平 26） 

【参考】国・県の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

住生活基本計画(全国計画) 37％（平 20） ⇒ 75％（平 32）

平 15→平 20 実績が低水準であ

ったことから，前計画の平 27 目

標値と同様に設定 

【前計画 平 27 目標値：75％】

新潟県住生活マスタープラン 40％（平 20） ⇒ 75％（平 32）
国の目標値に合わせ設定 

【前計画 平 27 目標値：75％】

指標① 高齢者が居住する住宅のバリアフリー化率 

【一定のバリアフリー化※：43％（平 25）⇒81％（平 34）】

30%(県)

40%(県)
46%(県)

75%(県)

0%

25%

50%

75%

100%

平

15

平

20

平

25

平

32

平

34

【参考グラフ】

県(実績) 県(目標)

28%(市)
37%(市)

43%(市)

73%(市)

81%(市)

53%(市) 56%(市)
29%(国)

37%(国)

75%(国)

0%

25%

50%

75%

100%

平

15

平

20

平

25

平

32

平

34

市(実績) 市(目標)

市(推計) 国(実績)

国(目標) 国計画と同程度の伸び率

施策

効果

※国のH25データは

未発表
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（４）関連する主な基本的施策 

・高齢者等に配慮した住宅づくりに対する支援 

・高齢者世帯向け住宅の供給促進  
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（１）指標設定の考え方 

共同住宅の共用部分において，誰もが通行しやすいユニバーサルデザイン化の達成状況を表

す指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

共同住宅のうち，道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅ストックの

割合＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能な共同住宅戸数 

Ｂ＝共同住宅の総戸数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住宅・土地統計調査」。いずれも「居住世帯のある住宅」の戸数。 

（３）目標値設定の考え方 

・共同住宅共用部分のユニ

バーサルデザイン化率

は，平 15→平 25 で増加

しているが，依然として

高い水準とは言えない。 

・市の平 20（実績値）→ 平

34（目標値）の伸び率が，

国と同程度の伸び率で

推移するよう目標値を

設定し，施策効果により

目標達成を目指す。 

【参考】現計画の目標 

現状値 目標値 

6.6％ 

（平 15） 

20％ 

（平 26） 

【参考】国の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

住生活基本計画(全国計画) 16％（平 20） ⇒ 28％（平 32）

平 15→平 20 実績は順調に推移

していることから，トレンドを

踏襲し設定 

【前計画 平 27 目標値：25％】

（４）関連する主な基本的施策 

・高齢者等に配慮した住宅づくりに対する支援 

・住宅敷地内のバリアフリー化に対する支援  

指標② 共同住宅共用部分のユニバーサルデザイン化率 

【11％（平 25）⇒25％（平 34）】

6.6%(市)
10.6%(市) 11.3%(市)

22%(市)

25%(市)

15%(市)
16%(市)

10%(国)

16%(国)

17%(国)

28%(国)

0%

10%

20%

30%

40%

平

15

平

20

平

25

平

32

平

34

市(実績) 市(目標)

市(推計) 国(実績)

国(目標) 国計画と同程度の伸び率

施策

効果
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（１）指標設定の考え方 

多様な住まい方やニーズに対応した良質な住宅の供給や，既存住宅ストックの適正化，住宅

流通の活性化等の状況を表す指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

・「一定期間内に滅失した住宅の建築時期別戸数」に「建築時期別の中間年月日から当該一定

期間の中間年までの経過年数」を乗じたものの総和（年・戸）を「当該一定期間内に滅失し

た住宅の建築時期別戸数」の総和（戸）で除したものを滅失住宅の平均築後年数とした。 

滅失住宅の平均築後年数＝Σ（Ｎ×ｙ）／ΣＮ 

Ｎ＝一定期間内に滅失した住宅戸数（建築時期別） 

ｙ＝建築時期区分の経過年数 

注）Ｎの出典は「住宅・土地統計調査」。 

（３）目標値設定の考え方 

・住宅の利活用期間（滅失住宅の平均築後年数）は，平 15→平 25 で増加している。 

・市の平 20（実績値（推計））

→ 平 34（目標値）の伸

び率が，国と同程度の伸

び率で推移するよう目標

値を設定し，施策効果に

より目標達成を目指す。 

【参考】現計画の目標 

現状値 目標値 

約 29 年 

（平 15） 

約 40 年 

（平 26） 

【参考】国の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

住生活基本計画(全国計画) 
約 29 年

（平 20）
⇒

約 40 年

（平 32）

平 15→平 20 実績が悪化したことか

ら，前計画の平 27 目標値と同様に設定

【前計画 平 27 目標値：約 40 年】 

（４）関連する主な基本的施策 

・住宅の長寿命化に向けたリフォーム支援，適正な維持管理の促進 

・分譲マンションの再生支援，適正な維持管理の促進

指標⑨ 住宅の利活用期間（滅失住宅の平均築後年数） 

【約 35 年（平 25）⇒ 約 45 年（平 34）】

29年(市)

32年(市推計)
35年(市)

45年(市)

43年(市)

39年(市)

40年(市)
30年(国)

29年(国)
31年(国)

40年(国)

20年

30年

40年

50年

平

15

平

20

平

25

平

32

平

34

市(実績) 市(目標)

市(推計) 国(実績)

国(目標) 国計画と同程度の伸び率

施策

効果



-7- 

（１）指標設定の考え方 

良質な住宅ストックの有効活用の進捗状況と良質な空き家ストックが有効に活用される中

古住宅流通市場環境の整備状況を測る指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

・持ち家の取得において，中古住宅を購入した割合を既存住宅の流通シェアとした。 

既存住宅の流通シェア＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝中古住宅の購入によって取得した持ち家数 

Ｂ＝持ち家総数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住宅・土地統計調査」。 

（３）目標値設定の考え方 

・既存住宅の流通シェア

は，平 15→平 25で増加

している。 

・市の平 20（実績値）→ 平

34（目標値）の伸び率

が，国と同程度の伸び

率で推移するよう目標

値を設定し，施策効果

により目標達成を目指

す。 

【参考】国・県の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

住生活基本計画(全国計画) 14％（平 20） ⇒ 25％（平 32）

平 22 閣議決定の新成長戦略（既

存住宅流通の市場規模倍増）を

踏まえ設定 

【前計画 平 27 目標値：23％】

新潟県住生活マスタープラン 12％（平 20） ⇒ 23％（平 32）
国･石川県の目標値を参考に設定

【前計画 平 27 目標値：22％】

指標⑩ 既存住宅の流通シェア 

【9.7％（平 25）⇒22％（平 34）】

9.0%(市) 8.8%(市) 9.7%(市)

19.0%(市)

21.7%(市)

10.0%(市) 10.2%(市)

13%(国)
14%(国)

13.7%(国)

25%(国)

0%
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30%

平
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平
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25

平

32

平

34

市(実績) 市(目標)

市(推計) 国(実績)

国(目標) 国計画と同程度の伸び率

施策

効果

11%(県)
12%(県)

7.7%(県)

23%(県)
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【参考グラフ】
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（４）関連する主な基本的施策 

・空き家活用の促進 

・中古住宅の流通を活性化する制度の普及促進 

・安心して中古住宅を選択できる相談体制の充実，情報提供の仕組みづくり 
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（１）指標設定の考え方 

健康で文化的な住生活を営む基礎として，セーフティネット機能により達成すべき「最低水

準」の達成状況を表す指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

最低居住面積水準の未満率＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝最低居住面積水準未満世帯数 

Ｂ＝主世帯総数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住宅・土地統計調査」。 

（３）目標値設定の考え方 

・最低居住面積水準の未満率は，

平 20→平 25 で微増となってい

る。 

・健康で文化的な住生活を営む基

礎として，施策効果により，

国・県の計画と同様に早期の解

消（全世帯での達成）を目指す。 

【参考】現計画の目標 

現状値 目標値 

3.0％ 

（平 15） 
早期解消 

【参考】国・県の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

住生活基本計画(全国計画) 4.3％（平 20） ⇒ 早期解消（平 32） 引き続き,早期に解消を図る

新潟県住生活マスタープラン 2.6％（平 20） ⇒ 早期解消（平 32） 引き続き,早期に解消を図る

（４）関連する主な基本的施策 

・市営住宅の適正な管理 

・市営住宅の計画的な更新・改修と，子育て世帯向け及び高齢者向け住宅の供給 

・民間賃貸住宅への入居の円滑化 

指標④ 最低居住面積水準の未満率 

【4.5％（平 25）⇒早期解消（平 34）】

早期解消
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(国・県)
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※）子育て世帯：構成員に 18 歳未満の者が含まれる世帯 

（１）指標設定の考え方 

子育て世帯における世帯人員に応じた誘導居住面積水準の達成状況を表す指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

子育て世帯における誘導居住面積水準の達成率＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝子育て世帯のうち，誘導居住面積水準を達成している世帯数 

Ｂ＝子育て世帯総数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住宅・土地統計調査」。 

（３）目標値設定の考え方 

・子育て世帯における誘導居住面積水準の達成率は，平 20→平 25 で減少している。 

・国の計画では，世帯全体

の半数が同水準を達成

しており，子育て世帯に

ついても同程度の達成

率を目標にしているこ

とを踏まえ，施策効果に

より，国と同様に子育て

世帯の半数が同水準を

達成することを目指す。 

【参考】現計画の目標 

現状値 目標値 

54％ 

（平 15） 

61％ 

（平 26） 

【参考】国・県の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

住生活基本計画(全国計画) 40％（平 20） ⇒ 50％（平 32）

平 15→平 20 実績が悪化したこ

とから，前計画の平 27 目標値と

同様に設定 

【前計画 平 27 目標値：50％】

新潟県住生活マスタープラン 59％（平 20） ⇒
増加させる

（平 32）

平 15→平 20 実績が悪化したこ

とから，「まずは達成率の向上」

を目指す 

【前計画 平 27 目標値：70％】 

（４）関連する主な基本的施策 

・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  

指標⑤ 子育て世帯※における誘導居住面積水準の達成率 

【48％（平 25）⇒ 50％（平 34）】
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市(目標) 市(推計) 市(実績)

国(実績) 国(目標) 県(実績)

(県の目標)

増加させる

施策

効果

注）平 18 に誘導居住面積水準が見直され，平 15→平 20で

面積水準が拡大されている 
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（１）指標設定の考え方 

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた長期優良住宅の供給状況を表

す指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

新築住宅における認定長期優良住宅の割合＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝年度の長期優良住宅の認定戸数 

Ｂ＝年度の新設住宅着工戸数 

注）Ａの出典は新潟市調査（長期優良住宅建築等計画の認定を受けた新築住宅戸数（一戸建＋共同等））， 

Ｂの出典は「住宅着工統計」。 

（３）目標値設定の考え方 

・新築住宅における認定長期優良住宅の割合

は，平 23 以降横ばい（13～13.6％）で推

移している。 

・国の計画で当初目標の倍増を目標としてい

ることを踏まえ，施策効果により，近年の

実績の概ね２倍（26％）を目指す。 

【参考】国・県の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

住生活基本計画(全国計画) 8.8％（平 21） ⇒ 20％（平 32）

当初１割程度を目指していた

が，概ね順調に推移してきたこ

とから，当初目標の倍を目安に

設定 

新潟県住生活マスタープラン 8.0％（平 21） ⇒ 20％（平 32） 国の目標値に合わせ設定 

（４）関連する主な基本的施策 

・長期優良住宅の普及促進 

指標⑥ 新築住宅における認定長期優良住宅の割合 

【13％（平 25）⇒26％（平 34）】
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施策 
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（１）指標設定の考え方 

窓サッシの断熱化による環境負荷の少ない住宅の普及状況を測る指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

一定の省エネルギー対策（全部又は一部の窓に二重サッシ又は複層ガラスを使用）を実施し

た住宅の割合＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝全部又は一部の窓に二重サッシ又は複層ガラスを使用している住宅戸数 

Ｂ＝住宅の総戸数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住宅・土地統計調査」。いずれも「居住世帯のある住宅」の戸数。 

（３）目標値設定の考え方 

・省エネルギー対策率は，

平 15→平 25で増加して

いる。 

・施策効果の継続により，

実績の伸び率の維持，向

上を目指す。 

【参考】現計画の目標 

現状値 目標値 

30％ 

（平 15） 

50％ 

（平 26） 

【参考】県の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

新潟県住生活マスタープラン 41％（平 20） ⇒ 55％（平 32）
平 15→平 20 実績トレンドに，施

策効果を加味して設定 

（４）関連する主な基本的施策 

・長期優良住宅の普及促進 

・省エネ性能の高い住宅の普及促進 

指標⑦ 省エネルギー対策率 

【44％（平 25）⇒58％（平 34）】
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※）リフォーム：増改築，修繕（耐震改修工事及び高齢者等のための設備の工事を含む）又は模様替えのいずれかを

行うこと 

（１）指標設定の考え方 

住宅ストックの有効活用による質の向上の進捗状況と多様なニーズに対応できるリフォー

ム市場の整備状況を測る指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝リフォーム実施戸数（年間） 

Ｂ＝住宅の総戸数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住宅・土地統計調査」。いずれも「居住世帯のある住宅」の戸数。 

（３）目標値設定の考え方 

・リフォーム実施戸数の住

宅ストック戸数に対する

割合は，補助効果も加わ

り平 15→平 25 で増加し

ている。 

・施策効果の継続により，

実績の伸び率の維持，向

上を目指す。 

【参考】現計画の目標 

現状値 目標値 

2.7％ 

（平 15） 

5％ 

（平 26） 

【参考】国・県の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

住生活基本計画(全国計画) 3.5％（平 20） ⇒ 6.0％（平 32）

平 22 閣議決定の新成長戦略

（既存住宅流通の市場規模

倍増）を踏まえ設定 

【前計画 平 27 目標値：5％】

新潟県住生活マスタープラン 4.9％（平 20） ⇒ 7.0％（平 32）
富山県・石川県の目標値を参

考に設定 

（４）関連する主な基本的施策 

・リフォーム・リノベーションに関する相談体制の充実，情報提供の仕組みづくり 

・住宅の長寿命化に向けたリフォーム支援，適正な維持管理の促進 

指標⑧ リフォーム※実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合 

【5.9％（平 25）⇒9.2％（平 34）】
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（１）指標設定の考え方 

地震に対する住宅の安全性確保の達成度を表す指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

新耐震基準（昭和 56 年基準）が求める耐震性を有する住宅ストックの割合＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝新耐震基準（昭和 56 年基準）が求める耐震性を有する住宅戸数 

Ｂ＝住宅の総戸数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住宅・土地統計調査」。いずれも「居住世帯のある住宅」の戸数。 

（３）目標値設定の考え方 

・住宅の耐震化率は，

平 20→平 25 で増加

している。 

・新潟市建築物耐震改

修促進計画に即した

目標値（平 27 末で

90%）を設定し，施策

効果により目標達成

を目指す。 

・なお，次期新潟市建

築物耐震改修促進計

画が策定された時点

で，目標値を変更する。 

【参考】現計画の目標 

現状値 目標値 

75％ 

（平 17） 

88％ 

（平 26） 

【参考】国・県の評価指標 

現状値 目標値 目標値設定の考え方 

住生活基本計画(全国計画) 79％（平 20） ⇒ 95％（平 32）

平22閣議決定の新成長戦略に合

わせ設定 

【前計画 平 27 目標値：90％】

新潟県住生活マスタープラン 80％（平 23） ⇒ 87％（平 27）
県耐震改修促進計画に合わせ設定

【前計画 平 27 目標値：87％】

（４）関連する主な基本的施策 

・住宅の耐震化の促進  

指標③ 住宅の耐震化率 

【79％（平 25）⇒90％（平 27）】
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（１）指標設定の考え方 

農村集落や市街地など様々な住環境における「住宅の広さや間取り」に対する市民の満足度

を測る指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

「住宅の広さや間取り」に対する満足度＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝「住宅の広さや間取り」について「満足している」「まあ満足している」と回答した件数 

Ｂ＝アンケートの母数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住生活総合調査」。 

（３）目標値設定の考え方 

・施策効果により，満足度の向上を目指す。 

【参考】県の評価指標 

現状値 目標値 

新潟県住生活マスタープラン 48％（平 24） ⇒ 増加させる（平 32）

（４）関連する主な基本的施策 

・多世代同居を支える，ゆとりある住宅づくりに対する支援 

指標⑪ 住宅の「広さや間取り」に対する満足度 

【 ％（平 25）⇒増加させる（平 34）】
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（１）指標設定の考え方 

農村集落や市街地など様々な住環境における住宅のまわりの「まちなみ，景観」に対する市

民の満足度を測る指標として設定。 

（２）指標の算定根拠 

住宅のまわりの「まちなみ，景観」に対する満足度＝Ａ／Ｂ 

Ａ＝住宅のまわりの「まちなみ，景観」について「満足している」「まあ満足している」と回答した件数 

Ｂ＝アンケートの母数 

注）Ａ，Ｂの出典は「住生活総合調査」。 

（３）目標値設定の考え方 

・施策効果により，満足度の向上を目指す。 

（４）関連する主な基本的施策 

・集落の維持・活性化に向けた田園集落づくりの推進 

・住民提案型の田園集落景観の保全 

・まちづくりルールによる既存住宅地の住環境の改善・保全 

・地域固有の景観を保全・活用したまちづくりの推進 

・身近な緑の保全・創出 

指標⑫ 住宅のまわりの「まちなみ，景観」に対する満足度 

【 ％（平 25）⇒増加させる（平 34）】


