
府省庁名 部局名

関係府省庁

KPI（第１階層）

※（注）と記載した部分については、今年度は記載を求めません。

（注）

改革工程に沿った取組の評価シート（案）

国土交通省

改革項目
コンパクト・プラス・ネットワークによる集約・活性化や施設の効果的・効率的な維
持管理・更新

A B C D＝（C-A）/（B-A）

進捗率（％）

都市局都市計画課

コンパクトシティ形成支援チーム（国交省、内閣官房、復興庁、総務省、財務省、金融庁、文科省、厚労省、農水省、経産省）

市町村の全人口に対して、居住誘導区域内に居住している人口の占める割合が増
加している市町村数

0市町村
※2015年末値

100市町村
※2020年末値

（注）

2016年度（初期値） 2020年度（目標値） 201〇年度末

立地適正化計画を作成する市町村数
0市町村

※2015年末値
150市町村

※2020年末値
（注）

改革工程に位置づけられ
た施策及びKPIの進捗管理
と評価をどのように進める
のか

【モデル都市の形成】
○目指す都市像や目標値が明確で、コンパクトシティ化の効果の発揮が期待される取組を取り上げ、関係省庁による現地訪問・ヒアリング、取組方針に対する
助言等、関係省庁が連携して重点的に支援し、モデルケース化。
○これらの先行事例における取組内容やノウハウの収集・集積、情報提供等を進めて横展開し、取組の裾野を拡大。

【マクロ（国全体）でのコンパクトシティの進捗の「見える化」】
○立地適正化計画の作成状況、立地適正化計画による成果の発現状況を確認する２階層のKPIを設定。
○KPI指標は毎年度調査して公表し、関係省庁が連携して分析・評価。

【個別市町村の取組成果の「見える化」と継続的な検証】
○市町村に対し既に提供している生活利便性、健康・福祉、行政運営等の評価指標に加え、歩行量に関する指標を新たに開発し、これらの全国平均値や都市
規模別平均値等ついて、継続的に最新データを提供。
○各市町村において、類似規模都市との比較等を通じ、コンパクトシティ化に向けた取組効果を事後的に検証することを推奨。
○支援チームにおいて、市町村の取組の進捗状況や課題などを関係省庁が継続的にモニタリング・検証し、市町村の取組を支援。

改革工程に沿って新たに
予算措置した事項や新た
に着手した施策（平成27年
度実施、平成28年度予定
含む）

（注）

公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合
三大都市圏90.5%

地方中枢都市圏78.7％
地方都市圏38.6％

※2014年度値

三大都市圏90.8%
地方中枢都市圏81.7％

地方都市圏41.6％
（注） （注）

KPI（第２階層）

立地適正化計画に位置づけられた誘導施設について、市町村全域に存する当該施
設数に対して、都市機能誘導区域内に立地する当該施設数の占める割合が増加し
ている市町村数

0市町村
※2015年末値

100市町村
※2020年末値

（注） （注）

資料１

（国交省）



府省庁名 部局名

関係府省庁

KPI（第１階層）

KPI（第２階層）

※（注）と記載した部分については、今年度は記載を求めません。

201〇年度末 進捗率（％）

個別施設（道路、公園など各施設）ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定率
【目標：2020年度末までに100％】

（注）（注）

100% （注） （注）

・道路（橋梁）－
・道路（トンネル）－
・河川（国、水資源機構）
88％
・河川（地方公共団体）83％
・ダム（国、水資源機構）
21％
・ダム（地方公共団体）28％
・砂防（国）28％
・砂防（地方公共団体）30％
・海岸1％
・下水道－
・港湾97％
・空港（空港土木施設）
100％
・鉄道99％
・自動車道0％
・航路標識100％
・公園（国）94％
・公園（地方公共団体）77％
・官庁施設42％

・公営住宅86％ 
※

※公営住宅は、「国土交通
省インフラ長寿命化計画
（行動計画）のフォローアッ
プ（H27.12）による。それ以
外は、社会資本整備重点計
画（H27.9）による。

改革工程に位置づけられ
た施策及びKPIの進捗管理
と評価をどのように進める
のか

【公共施設のストックの適正化の取組の促進】
○汚水処理施設については、「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を平成２６年１月に策定・周知済。
○都市公園と公営住宅については、改革工程表に沿って平成２８年度中に事例を取りまとめ、平成２９年度以降、ガイドラインとして周知予定。
○その後も、先進的な事例について、地方公共団体に周知。
○国土交通省所管の公共施設について、個別施設計画等に基づく集約・再編、廃止等の取組を点検する仕組みを、改革工程表に沿って平成２８年度中に構築することを予定しており、現在、調査方
法等を検討中。この仕組みによって点検した結果を公表することによって、地方公共団体の取組を見える化。
○また、ストックの適正化の取組を促進するため、地方公共団体に対するインセンティブとして、防災・安全交付金等により、財政的な支援も実施しているところ。

【個別施設計画策定の実効性の確保】
○実効性のある計画の策定を促進するため、対策の優先順位の考え方の明確化や対策内容の実施時期の整理を促す計画策定のマニュアル等の策定・周知を実施。
○また、計画に基づいた点検・修繕等が確実に行われるよう、部材や構造毎の点検のポイントや施設の健全性を判定する区分等を示した点検マニュアル等の策定・周知。
○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。
○長寿命化計画の策定を防災・安全交付金による老朽化対策の支援要件とし、地方公共団体による計画的・効率的な老朽化対策を支援。

【公共サービスの持続的な提供の促進】
○本格的な人口減少社会の到来を見据え、必要性のなくなった社会資本は廃止、除却等の対応を図るとともに、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。
○引き続き管理する施設については、個別施設計画に基づいた点検・修繕等が確実に行われるよう、点検マニュアル等の策定・周知。
○個別施設計画の策定状況を把握するとともに、点検や修繕等の取組状況についても、フォローアップを開始（平成２７年１２月公表）。必要な改善を行いながら毎年フォローアップを実施。
○これらの取組を通じて、公共サービスの持続的な提供を促進。

改革工程に沿って新たに
予算措置した事項や新た
に着手した施策（平成27年
度実施、平成28年度予定
含む）

○個別施設計画等に基づく集約・再編、廃止等の取組を点検する仕組みについて、現在、調査方法等を検討中。
○個別施設計画の策定状況や、点検・修繕等の取組状況について、フォローアップを開始（平成２７年１２月公表）。

改革工程に沿った取組の評価シート（案）

国土交通省 総合政策局参事官室（社会資本整備）

改革項目
地方公共団体による公共施設等総合管理計画の策定促進と、ストック適正化に
向けた国の積極的な役割

A B C D＝（C-A）/（B-A）

2016年度（初期値） 2020年度（目標値）
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コンパクト・プラス・ネットワークの本格的実施
～コンパクトシティ化による多面的な効果の具現化に向けて～
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コンパクト・プラス・ネットワークの本格的実施

生活サービス機能の維持

生活サービス施設へのアクセス
確保など利用環境の向上

高齢者の社会参画

コンパクト ＋ ネットワークコンパクト ＋ ネットワーク
生活サービス機能と
居住を集約・誘導し、

人口を集積

まちづくりと連携した
公共交通ネットワーク

の再構築

多極ネットワーク型
コンパクトシティ

省庁横断的な支援・モデル都市の形成

コンパクトシティ化による効果の例

等

都市構造の転換
によるアプローチ

○コンパクトシティの形成を通じた生活利便性の維持・向上、行政コスト削減、地域経済の活性化等の効果を具現化
するため、関係省庁との連携の下、モデル都市の形成・横展開など、「目に見える形」で市町村の取組を支援。

○ＫＰＩの設定により取組の進捗・成果を「見える化」し、継続的に検証することにより、取組の実効性を確保。

生活利便性の維持・向上

 「密度の経済」の発揮による
サービス産業の生産性向上、
投資誘発

外出機会・滞在時間の増加
による消費拡大

地域経済の活性化行政コストの削減等

インフラの維持管理の合理化

行政サービスの効率化

地価の維持・固定資産税収の確保

健康増進による社会保障費の抑制

具体的な効果・事例を目に見える形で提示

コンパクトシティ化による多面的な効果の具現化

国・市町村の取組の進捗・成果の「見える化」

国全体としてのコンパクトシティ化の進捗を「見える化」

個別市町村の取組成果も「見える化」、継続的に検証

“横串”の視点で施策間連携を推進

高齢者や子育て世代が安心・
快適に生活できる都市環境

ビジネス環境の
維持・向上

財政面でも
持続可能な都市

取組の全体像

○「コンパクトシティ形成支援チーム」を通じて、現場
の課題・ニーズに即した支援施策を充実

○目指す都市像・目標値が明確で、コンパクトシティに
よる効果の発揮が期待される取組を重点的に支援

経済財政面の効果などを目に見える形で
具現化したモデル都市の形成、横展開

○計画の作成状況、計画による成果の発現状況を確認する
２階層のＫＰＩを設定

○コンパクトシティ化による多様な効果（経済財政面・健康面など）

に関する指標を開発・提供

市町村に対し、目標値の設定と事後的な評価・分析を推奨

○市町村の取組の進捗状況や課題などを関係省庁が継続的に
モニタリング・検証 2



モデル都市の形成 ～具体的な効果・事例を目に見える形で提示～

○目指す都市像や目標値が明確で、コンパクトシティ化の効果の発揮が期待される取組を取り上げ、関係省庁が連携
して重点的に支援し、モデルケース化。

○これらの先行事例における取組内容やノウハウの収集・集積、情報提供等を進めて横展開し、取組の裾野を拡大。

関係省庁が連携してモデル都市候補を重点的に支援

モデルケースのイメージ （例）

今後の進め方

取組
事例
①

取組
事例
②

取組
事例
③

モデルケースの公表

○関係省庁による現地訪問、ヒアリング

○取組方針等に対する助言

○活用可能な支援制度や他都市の事例紹介 等

○立地適正化計画の公表に合わせて、参考度の高い優良な取組
事例について背景・課題、目指す都市像、目標値、具体的な施
策内容等をとりまとめ

○人口規模や、まちづくりの重点テーマ（例：医療・福祉、公共交通、
地域経済活性化等）別に類型化

※実際には、これらの複数の行政目的を備え、互いに連携することで、より多くの効果を発揮するケースを想定。

・高齢化による社会保障費の増加
・地域コミュニティの活力低下

・類似・重複した公共施設の保有
・老朽化に伴う維持管理・更新費の増大

・バス事業者の厳しい経営状況
・高い自動車依存、渋滞の発生

都市のコンパクト化と公共施設再編の一体的検討

○拠点エリアへの公共施設の集約・再編
○不要な公共施設を介護施設に転用
○ＰＰＰ／ＰＦＩで公共施設の整備・運営を効率化

歩いて暮らせるまちづくり

○拠点エリアでの交流・にぎわい空間づくり
○バス路線見直しによるアクセス改善、遊歩道・公園等
の整備による回遊性の向上

○健康イベントの開催など、市民の健康意識の啓発

持続可能なバス経営を軸にした都市構造再編

○バス路線沿線への居住・都市機能の誘導
○バス専用レーンの導入、バス利用促進策

○公共施設の維持管理費の削減
○生活利便性の維持・向上
○民間投資の拡大

○健康増進による社会保障費の抑制
○多世代交流、高齢者の社会参画

○公共交通機関のサステナブルな
事業運営

○バス事業者への赤字補填の増加
の抑制

都市が抱える課題 対策の方向性 （コンパクトシティ化＋α） 効 果
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マクロ（国全体）でのコンパクトシティの進捗の「見える化」

［KPI-1］
立地適正化計画を作成する市町村数
◆目標：2020年までに150市町村

［KPI-2］
立地適正化計画に位置づけられた誘導施設について、市町村
全域に存する当該施設数に対して、都市機能誘導区域内に立
地する当該施設数の占める割合が増加している市町村数

◆目標：2020年までに100市町村

［KPI-3］
市町村の全人口に対して、居住誘導区域内に居住している人
口の占める割合が増加している市町村数
◆目標：2020年までに100市町村

［KPI-4］
公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口の割合

◆目標：三大都市圏 90.5%→90.8%
地方中枢都市圏 78.7%→81.7%
地方都市圏 38.6%→41.6%

（※2014年度→2020年度）

【立地適正化計画の作成促進】

【立地適正化計画の実施促進】

○毎年度、対象都市に対して、
①都市機能誘導区域内の誘導施設の立地割合
②居住誘導区域内の居住人口の割合 等 を調査

○上記指標の動きを整理し、国交省ＨＰにて公表 【H28年度～】

○立地適正化計画の作成状況、立地適正化計画による成果の発現状況を確認する２階層のＫＰＩを設定。

○ＫＰＩ指標は毎年度調査して公表し、関係省庁が連携して分析・評価。

（例）
・誘導区域内に施設等が立地する適地が不足していないか？
・施設等の立地誘導に対して効果的なインセンティブ策が講じられているか？
・地域のニーズに即した誘導施設が設定されているか？
・居住誘導区域の設定エリアは適切か？
・利便性・効率性の高い公共交通ネットワークが構築されているか？ など

○ＫＰＩ指標の進捗がみられない市町村については、その背景・
原因等を関係省庁が連携して調査・分析し、助言等を実施

改革工程表に位置づけたＫＰＩ 指標の把握・評価の方法

○随時、市町村の取組状況を調査・把握し、国交省ＨＰにて公表

 検討中の都市 【実施済】
・具体的な検討に着手している市町村名
・パブリックコメント等の手続の進捗

 計画作成都市 【H27年度～】
・計画の概要（立地適正化の方針、目標、施策の概要等）
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○市町村の取組の進捗状況や効果、課題などを関係省庁で継続的にモニタリング・検証し、市町村の取組を支援。 【H28年度～】

○各市町村において、類似規模都市との比較等を通じて、取組効果を事後的に検証 （国が推奨） 【H28年度】

○都市規模別等に歩行量を整理・分析
・スマートウェルネスシティ総合特区都市での
歩行量調査 【着手済】

・過年度の「国民健康・栄養調査」（厚生労働省）
の調査結果の整理・分析 【着手済】

○歩行量に関する多様な調査手法等について、
ガイドラインの作成・提供 【H28年度】

○法の施行に合わせて、コンパクトシティ化に係る評価指標を幅広く提示し、
市町村におけるまちづくりの目標設定等を支援（H26.8～）

個別市町村の取組成果の「見える化」と継続的な検証

○コンパクトシティに取り組む市町村が目標値の設定と事後的な評価・分析を行えるよう、コンパクトシティによる
多様な効果（経済財政面・健康面など）の指標を開発・提供。

○市町村の取組の進捗状況や課題などを関係省庁が継続的にモニタリング・検証し、市町村の取組を支援。

※個々の市町村が置かれた状況や課題は千差万別であり、国として一律に特定の指標設定を強制することは困難であるが、市町村ごとの取組成果の「見える化」は重要。

コンパクトシティ化の評価指標の提供 歩行量に関する指標の開発

○各評価指標の全国平均値や都市規模別平均値等について、継続的に 新データを提供

支援チームにおける継続的なモニタリング・検証

（例） ・ どのような施策の組み合わせが効果的に働いているか？
・ 類似の取組を行っている都市のうち、どのような都市で効果が発現しているか？
・ 施策効果が発現している地域としていない地域の地域特性の差異は何か？ など

市町村における効果の検証
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【参考】 立地適正化計画の作成に取り組む都市

都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村

北海道

札幌市

埼玉県

本庄市 石川県 野々市市

愛知県

豊橋市

兵庫県

尼崎市 山口県 周南市

釧路市 春日部市

福井県

福井市 岡崎市 西宮市

香川県

高松市

北広島市 戸田市 小浜市 春日井市 西脇市 丸亀市

青森県

青森市 志木市 大野市 豊川市 朝来市 多度津町

弘前市 坂戸市 鯖江市 小牧市 たつの市

愛媛県

松山市

八戸市 毛呂山町 あわら市 東海市 福崎町 宇和島市

むつ市 越生町 越前市

三重県

津市

奈良県

大和高田市 八幡浜市

岩手県
花巻市 鳩山町 越前町 伊勢市 大和郡山市 新居浜市

北上市 寄居町 高浜町 桑名市 天理市 西条市

宮城県 大崎市

千葉県

佐倉市
山梨県

山梨市 名張市 桜井市 大洲市

秋田県
秋田市 柏市 笛吹市 亀山市 五條市 伊予市

湯沢市 市原市

長野県

長野市 伊賀市 葛城市 四国中央市

山形県 鶴岡市 流山市 松本市

滋賀県

彦根市 宇陀市

高知県

高知市

福島県

福島市

神奈川県

相模原市 上田市 草津市 川西町 南国市

郡山市 横須賀市 岡谷市 守山市 田原本町 土佐市

二本松市 小田原市 小諸市 栗東市 王寺町 須崎市

国見町 大和市 駒ヶ根市 野洲市

和歌山県

和歌山市

福岡県

北九州市

猪苗代町

新潟県

新潟市 佐久市 湖南市 海南市 久留米市

矢吹町 長岡市 千曲市 東近江市 有田市 直方市

新地町 三条市 安曇野市

京都府

舞鶴市 新宮市 飯塚市

茨城県

水戸市 新発田市

岐阜県

岐阜市 長岡京市 鳥取県 鳥取市 行橋市

土浦市 小千谷市 多治見市 南丹市
島根県

大田市 宗像市

高萩市 見附市 関市

大阪府

吹田市 江津市 遠賀町

牛久市 五泉市 大野町 高槻市

岡山県

岡山市
佐賀県

小城市

つくば市 上越市

静岡県

静岡市 守口市 倉敷市 嬉野市

栃木県

宇都宮市 魚沼市 浜松市 枚方市 津山市
長崎県

長崎市

栃木市 南魚沼市 沼津市 茨木市 高梁市 大村市

日光市 胎内市 三島市 寝屋川市

広島県

広島市

熊本県

熊本市

那須塩原市 湯沢町 富士市 河内長野市 竹原市 荒尾市

下野市

富山県

富山市 磐田市 大東市 三原市 菊池市

群馬県

前橋市 高岡市 掛川市 箕面市 福山市 天草市

高崎市 氷見市 藤枝市 門真市 府中市 大分県 杵築市

館林市 小矢部市 袋井市 高石市 庄原市 宮崎県 都城市

明和町 入善町 伊豆の国市 東大阪市 大竹市
鹿児島県

鹿児島市

邑楽町

石川県

金沢市 牧之原市 阪南市

山口県

宇部市 姶良市

埼玉県
川越市 小松市 長泉町

兵庫県
神戸市 山口市

行田市 輪島市 愛知県 名古屋市 姫路市 萩市 合計 ２２０都市

○２２０市町村が立地適正化計画の作成について具体的な取組を行っている （平成２７年１２月末時点）
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7

公共施設のストック適正化に向けた取組



○汚水処理施設については、「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を平成
２６年１月に策定・周知済。

○都市公園と公営住宅については、改革工程表に沿って平成２８年度中に事例を取りまとめ、平成２９年度以降、
ガイドラインとして周知予定。

○その後も、先進的な事例について、地方公共団体に周知。

公共施設のストックの適正化の取組の促進 ①

※「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会」において検討中

＜汚水処理施設＞

国土交通省、農林水産省、環境省が共同し
て「持続的な汚水処理システム構築に向けた
都道府県構想策定マニュアル」を平成26年1
月に策定するとともに、地方公共団体への説
明会を開催し、都道府県構想の見直しを要請

都市機能の向上等に資する都市公園のストッ
ク再編を推進するため、統廃合を行う場合の
考え方、事例等を平成28年度に取りまとめ、
平成29年度以降、ガイドラインとして周知予定

＜都市公園＞

＜再編イメージ＞

＜汚水処理の集約化のイメージ＞

【ガイドライン等について】

建替えの機会を捉えた再生・再編や民間住宅
ストックの活用等に関する地方公共団体の具
体的な取組事例を平成28年度に取りまとめ、
平成29年度以降、ガイドラインとして周知予定

＜公営住宅＞

＜再生・再編の事例＞
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○国土交通省所管の公共施設について、個別施設計画等に基づく集約・再編、廃止等の取組を点検する仕組み
を、改革工程表に沿って平成２８年度中に構築することを予定しており、現在、調査方法等を検討中。この仕組
みによって点検した結果を公表することによって、地方公共団体の取組を見える化。

○また、ストックの適正化の取組を促進するため、地方公共団体に対するインセンティブとして、防災・安全交付
金等により、財政的な支援も実施しているところ。

公共施設のストックの適正化の取組の促進 ②

【改革工程表（抜粋）】

2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

2020
年度～

《主担当府省庁等》

公
共
施
設
の

ス
ト
ッ
ク
適
正
化 《関係省庁》

個別施設計画等に基づく集約・再編、廃止
等の状況を点検する仕組みを構築

仕組みに基づき取組状況を
毎年度点検
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個別施設計画策定の実効性の確保 ① （マニュアル等の策定・周知）

○実効性のある計画の策定を促進するため、対策の優先順位の考え方の明確化や対策内容の実施時期の整
理を促す計画策定のマニュアル等の策定・周知を実施。

○また、計画に基づいた点検・修繕等が確実に行われるよう、部材や構造毎の点検のポイントや施設の健全性
を判定する区分等を示した点検マニュアル等の策定・周知。

【個別施設計画策定のマニュアル等の事例（公園）】 【点検マニュアル等の事例（道路橋）】
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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

個別施設計画策定の実効性の確保② （研修による技術的支援）

11



＜インフラ長寿命化計画を踏まえた老朽化対策（イメージ）＞

対策後鋼矢板の腐食・
コンクリートの劣化

◆下水道施設の老朽化対策

更生工法
による対策

道路陥没

◆河川管理施設等の老朽化対策

排水機場のポンプ
設備の更新

水門等のゲートの
更新

河川管理施設の老朽化対策

下水道施設の老朽化対策

公営住宅等の老朽化対策

港湾施設の老朽化対策

◆港湾施設の老朽化対策

係留施設
の補修

◆海岸保全施設の老朽化対策

道路施設の老朽化対策

海岸保全施設の老朽化対策

◆道路施設の老朽化対策

トンネルの修繕

橋梁の修繕定期点検

橋梁の撤去 空洞化調査

○長寿命化計画の策定を防災・安全交付金による老朽化対策の支援要件とし、地方公共団体による計画的・効
率的な老朽化対策を支援。

個別施設計画策定の実効性の確保③ （財政的支援）

平成27年度予算 １兆９４７億円
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公共サービスの持続的な提供の促進
○本格的な人口減少社会の到来を見据え、必要性のなくなった社会資本は廃止、除却等の対応を図るとともに、
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。

○引き続き管理する施設については、個別施設計画に基づいた点検・修繕等が確実に行われるよう、点検マ
ニュアル等の策定・周知。

○個別施設計画の策定状況を把握するとともに、点検や修繕等の取組状況についても、フォローアップを開始
（平成２７年１２月公表）。必要な改善を行いながら毎年フォローアップを実施。

○これらの取組を通じて、公共サービスの持続的な提供を促進。

・ 平成２６年５月に策定した行動計画の進捗状況を取りまと
めて公表

・ 全府省庁で初めて、メンテナンスサイクルの取組状況を
「見える化」

＜概要＞

・点検と修繕の進捗
・基準類の整備
・データベースの改善・構築
・個別施設計画の策定

＜項目＞
・新技術の開発・導入
・法令等の整備
・地方公共団体への支援

【国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）のフォローアップ】（H27.12.4）

＜フォローアップ内容の事例＞
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