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インフラ老朽化対策



・高度成長期以降に整備されたインフラが今後一斉に老朽化
・メンテナンス費用は、近い将来現在の 大約1.5倍に増大見込み
※国交省所管インフラの維持管理・更新費の推計：約3.6兆円（H25年度）→約4.6～5.5兆円（20年後）

インフラ老朽化対策

新技術導入や予防保全
等で山を低くする

計画的な取組
により平準化

メンテナンスコストの縮減・平準化イメージ

事後保全型の
メンテナンスコスト

縮減・平準化イメージ
（メンテナンスコスト：A＞B）

A B

インフラ老朽化対策の推進

インフラ長寿命化計画の策定（H26.5）・実行
・予防保全の考え方に基づく長寿命化
・新技術の開発・導入

長寿命化計画（団体毎、施設毎）の策定・実行
支
援

・研修の充実・強化
・資格制度構築

・基準類の体系的整備
・直轄診断

・防災・安全交付金

人的支援

技術支援

財政支援

「メンテナンスコストの山」を低くして平準化

国土交通省 地方公共団体
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○インフラ老朽化により「荒廃する日本」とならないよう、一昨年を「メンテナンス元年」とし、点検・診断等を集中実施。
○さらに、予防保全を基軸とする戦略的メンテナンスを徹底するため、インフラ長寿命化計画を策定。インフラの安

全性を確保しつつ、将来的に増加するメンテナンスコストの縮減・平準化を図る。



インフラ長寿命化基本計画
（国）

インフラ長寿命化計画
（国の全分野）

○インフラの長寿命化に関する基本方針
・目標とロードマップ
・基本的な考え方
・インフラ長寿命化計画の基本的事項
・必要施策の方向性
・国と地方の役割
・産学界の役割 等

○基本計画の目標達成に向けた行動計画
・対象施設
・計画期間
・所管インフラの現状と課題
・中長期的な維持管理・更新コストの見通し
・必要施策の具体的な取組内容と工程
・フォローアップ計画
※施設特性に応じて必要施策を具体化

○施設の状態に応じた詳細な点検・修繕・更新の計画

インフラ長寿命化計画
（自治体レベルの全分野）

道路 河川 公共建築物 道路 河川

（施設毎の長寿命化計画）

※省庁毎に策定 ※自治体毎に策定

インフラ長寿命化に向けた計画の体系（イメージ）

公共建築物

H25.11 関係省庁連絡会議決定

H26.5.21 国土交通省決定

公共施設等
総合管理計画

（参 考）
H26.8.19 農林水産省決定
H27.1.08 法 務 省決定
H27.3.19 警 察 庁決定
H27.3.31 経済産業省決定
H27.3.31 厚生労働省決定
H27.3.31 文部科学省決定
H27.10.1 防 衛 省決定
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インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定

行動計画策定年月日

東日本高速道路株式会社 平成２７年３月

中日本高速道路株式会社 平成２７年３月

西日本高速道路株式会社 平成２７年３月

本州四国連絡高速道路株式会社 平成２７年３月

首都高速道路株式会社 平成２７年３月

阪神高速道路株式会社 平成２７年３月

独立行政法人 水資源機構 平成２６年１０月

独立行政法人 都市再生機構 平成２６年４月

○国土交通省では、他省庁に先駆けて平成２６年５月に「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定。
○高速道路会社、水資源機構、都市再生機構も、平成２６年度に行動計画を策定済。これら以外の所

管法人等についても、平成２８年度までに全て策定予定。

＜高速道路会社と独立行政法人の行動計画策定状況＞

取組の方向性

国交省の役割

○各インフラに係る体制や制度等を構築する「所管者」としての役割

計画の範囲
○対 象：国交省が制度等を所管する全ての施設
○期 間：平成２６～３２年度（２０１４～２０２０年度）

○インフラの「管理者」としての役割

（平成２６年５月２１日社会資本の老朽化対策会議決定）

１ 点検・診断／修繕・更新等 ２ 基準類の整備

３ 情報基盤の整備と活用 ４ 個別施設計画の策定

５ 新技術の開発・導入 ６ 予算の管理

７ 体制の構築 ８ 法令等の整備

・ 責任の明確化、社会構造の変化への
対応

・ 資格制度の充実、高度な技術力を有する
技術者の活用

・ 管理者間の相互連携体制の構築

・ トータルコストの縮減・平準化
・ 受益と負担の見直し

・ 産学官の連携とニーズ・シーズのマッチング
・ 新技術を活用できる現場条件などの明確化

・ 計画策定の推進と内容の充実・ 点検・修繕等を通じた情報収集
・ 情報の蓄積、地公体も含めた一元的集約

・ 基準類の体系的整備
・ 新たな技術や知見の基準類への反映

・ 全施設のメンテナンスサイクルの構築
・ 施設の必要性、対策内容等の再検討
・ 交付金等による支援の継続・充実

＜国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）概要＞
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○個別施設計画は、平成３２年度までに策定予定。
○第４次社会資本整備重点計画（H27.9.18閣議決定）において、計画策定率をＫＰＩとして設定。
○維持管理・更新等に係るコストの縮減・平準化を図るため、個別施設計画において、維持管理・更新等に係るコ

ストを算定することを推進。

○また、必要な社会資本についても、更新等の機会を捉えて、社会経済状況の変化に応じた機能転換や集約・再
編等の規模の適正化を図る。

個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定

＜第４次社会資本整備計画で設定した個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定率＞

年度 数値 年度 数値

道路（橋梁） 平成26年度 ― → 平成32年度

道路（トンネル） 平成26年度 ― → 平成32年度

河川　　　　　　［国、水資源機構］ 平成26年度 88% → 平成28年度

　　　　　　　　　［地方公共団体］ 平成26年度 83% → 平成32年度

ダム　　　　　　［国、水資源機構］ 平成26年度 21% → 平成28年度

　　　　　　　　　［地方公共団体］ 平成26年度 28% → 平成32年度

砂防　　　　　　［国］ 平成26年度 28% → 平成28年度

　　　　　　　　　［地方公共団体］ 平成26年度 30% → 平成32年度

海岸 平成26年度 1% → 平成32年度

下水道 平成26年度 ― → 平成32年度

港湾 平成26年度 97% → 平成29年度

空港（空港土木施設） 平成26年度 100% → 平成32年度

鉄道 平成26年度 99% → 平成32年度

自動車道 平成26年度 0% → 平成32年度

航路標識 平成26年度 100% → 平成32年度

公園　　　　　　［国］ 平成26年度 94% → 平成28年度

　　　　　　　　　［地方公共団体］ 平成26年度 77% → 平成32年度

官庁施設 平成26年度 42% → 平成32年度

現状 目標

100%
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道路における点検の実施状況

○直轄国道等においては、平成１６年度から全ての橋梁について５年に一度の点検を実施。
○平成２６年７月より、全ての道路管理者について、全ての橋梁、トンネル等の５年に１度の近接目

視を義務化。
○橋梁については、国土交通省では一年間で全体の２０％を点検。

橋梁点検

トンネル点検

＜平成26年度点検実施数＞＜点検の様子＞

＜平成26年度橋梁点検状況（管理者別）＞

道路施設 管理施設数 点検実施数 点検実施率 

橋梁 706,549 59,808 8％ 

トンネル 10,907 1,393 13％ 

道路附属物等 39,942 6,125 15％ 
H27.6 末時点 

※ 上記の他に、国土交通省及び高速道路会社管理の溝橋（カルバート） がある。 

（管理施設数、点検実施数は、国土交通省 9,467、101、高速道路会社 5,733、1,481） 

（単位：橋）   

管理者 管理施設数 点検実施数 点検実施率 

国土交通省 28,139  5,741 20% 

高速道路会社 17,344 2,155 12% 

都道府県・政令市等 180,985 20,739 11% 

市区町村 480,081 31,173 6% 

合計 706,549 59,808 8% 
H27.6 末時点 
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○道路、河川分野の研修
各地方整備局等の技術事務所等を利用した

全国的な研修体制を敷くことで、維持管理に係
る能力を特に強化

○港湾分野（海岸保全施設を含む）の研修
国土技術政策総合研究所において全国の国及び

港湾管理者の職員を対象にした研修の実施をもって、
維持管理に係る能力を特に強化

○確実な維持管理が行えるよう、従来の取組みに加え、実務的な点検の適切な実施・評価に資する
研修体制を充実・強化。

○技術者不足が指摘されている地方公共団体等への技術的支援の一環として、平成２６年度より研
修への地方公共団体等職員の参加を呼びかけている。

平成26年度道路・河川管理実務者研修の様子（近畿地方整備局） 平成26年度港湾における維持管理の研修の様子

道路： 5000人/5年 河川： 3000人/6年 港湾： 400人/4年

地方公共団体への支援① 【研修の充実・強化】
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○各分野の点検マニュアル等を策定し、メンテナンスサイクルの確実な実行を支援。

地方公共団体への支援② 【基準・マニュアルの策定】

施設分野 現⾏マニュアル等※

策定・改定時期 点検⽅法 健全性評価

河川
分野

堤防、可動堰、水門、樋門等 H27年3月 目視点検 ４段階

ダム

【定期検査】H14年 2月
計測記録確認、

目視点検等
3段階

【総合点検】H25年10月
現地調査、

劣化・損傷調査等
5段階

下水道
分野

処理場・ポンプ場（機器ごと）

H25年9月

目視 5段階

管路（スパンごと） 目視、TVカメラ 3段階

道路
分野

橋梁、トンネル等 H26年6月 近接目視 4段階

港湾
分野

港湾施設 H26年7月
陸上、海上から目視

及び計測等
4段階

海岸
分野

堤防・護岸等 H26年3月
陸上からの目視及び

計測等
4段階

※マニュアル等は都道府県等へは技術的助言として通知している。 17



地方公共団体への支援② 【基準・マニュアルの策定】
【事例：道路橋定期点検要領】 【事例：港湾の施設の点検診断ガイドライン】
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地方公共団体への支援③ 【メンテナンス体制の強化】

○管理するインフラが多く、人員・技術力が不足している市町村の維持管理体制に対して、民間の
ノウハウ等の投入や関係機関の連携等により体制を強化。

民間資格の登録制度を活用

○入札・契約時に登録資格保有
者を評価

発注者による資格の活用・人員・技術力の確保のため、点検・診断等に必要と
なる知識・技術を登録要件として明確化し、登録要件
等に適合すると確認された既存の民間資格を登録

・市町村が発注する業務に、登録した民間資格が活
用されることで、点検・診断等業務の質を確保

【主なスケジュール】

H26.11 制度創設

H27.1 50資格を登録

H27.4～ 活用開始

国・地方公共団体の施設管理者が一堂に会する会議の開催

包括的民間委託の導入に向けた検討

・関係機関の連携により課題の状況を継続的に
把握・共有し、効果的な老朽化対策の推進を

図ることを目的に、国、地方公共団体等の施設
管理者が一堂に会する会議を開催

・道路メンテナンス会議：H26年度中に全都道府県に設置済み

・港湾メンテナンス会議：H26年度よりブロック毎で開催

・空港施設メンテナンスブロック会議：H27.9.7に、第1回目を開催

・下水道法改正（H27.7.19施行）により協議会制度創設

【各分野の取り組み】

三条市：道路、上下水道、農道、公園等の維持管理の包括委託
※高齢者による有償ボランティア制度の構築

府中市：道路と公園の維持管理の包括委託
※インフラ管理ボランティア制度の構築

宇部市：上下水道とガス（民間）の連携による包括的運営管理
福島県：道路、河川、砂防、除雪等について、マネジメントを含む

維持管理の包括委託

・民間企業の技術・ノウハウやスケール
メリットを活かして、効率的な維持管理
を図るため、複数の分野や施設の維持
管理業務を包括的に民間に委託する
手法について、地方公共団体と協力し
て具体的な検討を実施

【検討内容】

維持管理における
包括委託の実施を
目指す市町村等に
おいて具体的に検討
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