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Ⅰ 農業関係 ストック効果の 大化を図る社会資本整備の推進

○ 農業農村整備事業は、その実施により、食料の安定供給の確保や農業の持続的発展に関する効果を発揮。農業用水を確
保し利用しやすいように、水路のパイプライン化やスプリンクラーの整備を行い、適時適切にかん水可能にすること等による増
収及び品質向上の効果や、農地を大区画化し、大型機械の導入等による営農経費の節減効果等がある。

○ こうした効果に加え、洪水等の災害防止、景観や環境の保全など、農村振興や多面的機能に関する効果もある。

●農業農村整備事業のストック効果の例
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事例１：「真穴みかん」ブランドの維持・向上【愛媛県八幡浜市】

●ストック効果の事例

事例２：低平地における施設園芸の発展【高知県須崎市】

【整備実施前】
急傾斜であるため、かん

がい施設も整備されておら
ず、トラックで何度も水を
運ぶ手散布によりかん水。

【事業の実施】
スプリンクラーの共同利用を

通じた防除、かん水により大幅
に労力の軽減が図られるととも
に、天候に左右されない果樹生
産を実現。

給水スタンドでタンクに取水
（イメージ）

50％増

約8百万円
露地温州みかん

作経営の全国平均
（約３百万円）の
約４倍の戸別平均
売上高を誇る。

かん水の安定供
給を可能とする調
整水槽

スプリンクラーによ
る大幅な省力化

【品質・収量の安定化】
干ばつの被害が防止されるととも

に、ブランドを拡大させ、1.5倍の売上
高を実現。

約12百万円

【整備実施前】
湾口に近い低平地であるた

め、豪雨時には度々甚大な湛
水被害が発生。また、ハウス
園芸用水の確保に苦慮。

湛水被害の状況（Ｈ５）

【事業の実施】
排水機場の増設により湛水被

害が防止されるとともに、新た
に良好な水源が確保され、施設
園芸の基盤が強化。

排⽔機場の増設

・揚⽔施設の設置
・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ等の整備
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【品質・収量の安定化】
湛水被害が抑制され用水不足も解消

されたことから、施設野菜等の高収益
作物の作付けが増加。

食料・農業・農村基本法の４つの理念に則した効果項目を定量化
し、測定

○作物生産効果・品質向上効果
事業の実施によって、農業に適した農用地になること
や、地域に合った水利用が可能になることによって、
収量の増加や品質が向上する効果。

○営農経費節減効果
事業によって、散水施設等が整備され、かん水作業に
かかる労力が軽減したり、ほ場が大区画化するこ
とによって作業効率が向上し、経費が軽減する効果。

○災害防止効果
事業によってため池や排水施設等を整備することに
より、洪水等の災害の発生に伴う農作物、農用地、
農業用施設等の被害が防止又は軽減される効果。

○地域用水効果
事業により整備した農業水路を、防火用水や消流雪
等に用いることで、地域の防火水槽設置費用や除雪
費用等が軽減される効果。

○景観・環境保全効果
事業を行う際に、周辺の景観・環境への負荷を軽
減するための配慮をした施設を整備することによる
効果。

Ⅰ 農業関係 ストック効果の最大化を図る社会資本整備の推進



Ⅰ 農業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進①

○ 平成28年3月末現在、農業水利施設等の個別施設計画において、国が策定する計画約4500のうち約3500（77％）は策定済。
地方公共団体等が策定する計画約19,000のうち約5,600（29％）は策定済。

○ 個別施設計画の策定に関して、研修や基準・マニュアルの充実等の技術的な支援及び機能診断等の費用の支援を実施。
○ 予防保全により長寿命化（更新時期の延伸）し、当面のコスト削減を図るが、劣化の著しい施設は速やかに更新。
○ 国として予防保全の効率化等に資する技術開発を支援しつつ、計画的なインフラ老朽化対策の取組を推進。

ａ．技術的支援
○計画策定に係る研修等の実施。
○機能保全・維持管理に係る技術的な基準、マニュアルの策定等。

ｂ．財政支援
○補助事業等により、施設の機能診断や計画策定にかかる費用を支援。

●個別施設計画の策定状況

ｂ．策定状況の分析
地方公共団体の多くは国の対応を踏まえて、計画策定の取組を始めた

状況。平成32年度の個別施設計画策定完了に向けて、地方公共団体等
の計画策定を支援。

●個別施設計画の策定支援施策

○ 平成32年度の策定率100％に向け、毎年度、策定の進捗状況を把握す
るとともに、上記支援施策などの強化を図る。

○ 新たな技術開発の推進及びストックマネジメントサイクルの確立等により
個別施設計画の実効性が確保されるよう支援。

さらに

●予防保全の効率化等に資する技術開発

●予防保全による長寿命化効果

コア採取による強度測定

深刻な機能低下 再建設

○ 事後更新での対応

○ 予防保全的な対応⇒採用

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙによる補修

※長寿命化効果は、施設状況や対策工法等により一律とはならない。

○ Ａ水路での事例
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【水管理のICT化】
水深、水温、気象・生育状況の
遠隔監視等を行う水管理システ
ムの開発。

a．農業水利施設等※の個別施設計画の策定状況（平成28年3月末）

①国策定

策定対象約4,500計画のうち、
策定済みは約3,500計画（77％）

77%

23%

策定済

策定中

②地方公共
団体等策定

策定対象約19,000計画のうち、
策定済みは約5,600計画（29％）

29%

71%策定済

策定中

ｂ．策定状況の分析
地方公共団体の多くは国の対応を踏まえて、計画策定の取組を始めた

状況。平成32年度の個別施設計画策定完了に向けて、地方公共団体等
の計画策定を支援。

※対象施設は、
農業水利施設、
農道、集落排水
施設、地すべり
防止施設及び
海岸保全施設。

地下水位制御システム
自動落水口自動給水口

センシングデータ
○水深、水温
○土壌水分
○気象・生育状況

給水口・落水口の
自動操作システム

Ⅰ 農業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進①



●予防保全による揚水機場のコスト縮減事例 ●予防保全によるパイプラインのコスト縮減事例

概 要

ポンプ設備や電気設備が耐用年数を超過し、更新が必
要な揚水機場において予防保全を行い、コスト縮減を
図った。
分解整備（予防保全）によりポンプ設備を耐用年数を超過して使

用する費用

１，３１９百万円

効 果（事後更新とのコストの比較）
〈事後保全〉
耐用年数を迎える時点でポンプ設備を更新する場合の費用

２，０００百万円
コスト縮減額 ６８１百万円 （３４％の縮減）

概 要

管路の継手部の劣化により、漏水が発生する可能性の
あるパイプラインにおいて、監視を行いつつ補修を行い、
コスト縮減を図った。
重要度や劣化の度合いに応じて耐用年数超過の前に補修を行う

費用

３９０百万円

効 果（事後更新とのコストの比較）
〈事後保全〉
耐用年数を迎える時点で更新を行う場合の費用

６０４百万円
コスト縮減額 ２１４百万円 （３５％の縮減）

外壁のひび割れ補修、塗装、
屋根の防水処理（補修） 止水バンド工法による補修（予防保全）

ポンプの分解整備

布設替え（事後保全）

Ⅰ 農業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進②Ⅰ 農業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進②



林道施設及び治山施設のストック効果の例

Ⅱ 林業関係 ストック効果の最大化を図る社会資本整備の推進

○ 林道施設は、その整備により、森林施業の効率化が図られることで森林の公益的機能の発揮や林業の持続的発展に資
するものであり、森林整備の実施可能区域の拡大や木材生産量の増加といった効果がある。

○ 治山施設は、森林の公益的機能の発揮や地域の安全性の向上に資するものであり、土砂の流出防止や山地災害の防止
といった効果がある。

林道施設の
ストック効果

木材の搬出コストの縮減

木材生産量の増加

災害時の迂回路の確保

森林整備の実施可能区域の拡大

ストック効果の事例

【整備実施前】

事例１：林道施設（成熟した森林資源の有効活用【熊本県】）

アクセスが不便なため、人
手が入りづらく森林資源が有
効活用されていない。

林道の整備により、木材搬出
の低コスト化が図られるなど森
林施業が効率化。

【事業の実施】

大型トラックによ
る運搬が可能

林業機械による
作業の効率化

【木材生産量の増加】
効率的な森林整備が可能

となったことから、木材生
産量が1.2倍に増加。

過密化した森林

公益的機能も低下
県内木材生産量

防火帯の確保 ＜木材生産状況＞

・木材生産量の増加
・新たな需要や商品
開発への展開

治山施設の
ストック効果

事例２：治山施設（治山ダムの施工による生命・財産の保全【愛媛県】）

治山ダム施工箇所

【事業実施前】 【事業の実施】 【集落の保全機能の発揮】

渓岸浸食による、土石の堆積

平成23年台風12号によ
り、渓流内に土石及び流木
が堆積。

治山ダムの施工

治山施設の整備により、
山脚を固定するとともに不
安定土砂の流出を防止。

渓流下部にある人家40戸及
び小学校を保全。

山腹崩壊や地すべり等の
山地災害の防止

飛砂や風害の軽減

土砂流出の防止

水源のかん養

森林景観の保全

・・・

・・・



○ 林道施設（橋梁）のうち整備後50年以上経過する施設の割合は、26％（H25.3末）→81％（20年後）、
治山施設（堰堤）のうち設置後50年以上経過する施設の割合は、15％（H25.3末）→51％（20年後）であり、
財政状況が厳しい中、既存施設の機能を維持していくためには、老朽化した施設の計画的な保全対策が必要。

○ 個別施設計画の策定を促進するため、施設の点検診断に関するマニュアルの策定や地方公共団体職員を対象にした
研修等で技術的に支援するとともに、施設の点検診断を財政的に支援し計画策定を促進していく必要。

林道施設・治山施設の長寿命化に係るロードマップ

～
2015年度

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
2021年度

～

【個別施設計画の策定】

【個別施設計画に基づく点検診断・保全整備】

2015.3 「林道施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン」を策定

2016.3 「林道施設長寿命化対策マニュアル」を策定

2016.3 「治山施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン」を改定

2016.3 「治山施設個別施設計画策定マニュアル」を策定

Ⅱ 林業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進①

○個別施設計画の策定状況（2016年３月末）
・林道施設は約４％※ → 100％（2020年度）
※国の保有する施設の策定割合は35％

・治山施設は１策定主体※が策定済 → 54主体が策定（100％）（2020年度）
（策定主体は47都道府県及び７森林管理局）
※管轄区域内全ての対象施設の点検・診断を完了した策定主体をカウント。

毎年度、各自治体等の策定状況を把握するととも
に、説明会や研修等を通じて助言・指導を実施。

都道府県及び市町村等において治山施設及び林道橋・林道トンネ
ル等の個別施設計画を策定

点検・診断結果等を
踏まえ計画を更新

点検・診断、
保全整備を実施

都道府県及び市町村等において治山施設及
び林道施設の点検・診断、保全整備を実施

個別施設計画策定に係る技術的支援

○林道施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン(H27.3)
（主な内容）
・インフラ長寿命化関係の用語の定義（「点検診断」、「維持管理」等）
・個別施設計画に記載する事項（対象施設、対策内容と実施時期等）
・計画策定にあたっての留意点

○林道施設長寿命化対策マニュアル(H28.3)
・林道施設の点検・診断及や健全性の評価等を行うことを目的として作成
・定期的かつ効率的な点検診断が可能となるよう、林道施設の特性や規模
等を踏まえ、点検の項目や方法、頻度、診断の判定区分等を規定

○治山施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン(H28.3 改定)
（主な内容）
・インフラ長寿命化に関係の用語の定義（「点検診断」、「維持管理」等）
・個別施設計画に記載する事項（対象施設、対策内容と実施時期等）
・計画策定にあたっての留意点

○治山施設個別施設計画策定マニュアル(H28.3)
・治山施設の点検・診断や長寿命化対策を、統一的かつ効果的・効率的に
行うことを目的として作成

・治山施設の特性を踏まえ、計画策定の対象となる施設の考え方や、点検
の項目や方法、頻度、診断の判定区分、対策内容等を規定

○都道府県へ文書等で周知するとともに、地方
公共団体職員等を対象とした研修会を実施。

（研修の内容）
林道施設・治山施設の長寿命化対策として、計画
策定や施設の点検診断について、ガイドライン等
を活用しながら、講義及び現場実習を実施し、技
術力の向上を図る。 施設点検に関する研修



補修及び機能強化に関する技術の情報収集及び分析等の調査を実施中

国
道

ＪＲ線路

崩壊地

Ⅱ 林業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進②

効 果（事業費比較（直接工事費））
崩壊が発生し災害復旧事業を行った場合 36,769千円
林道施設を改良（植生基材吹付工・簡易法枠工）する場合 12,033千円
コスト縮減額 24,736千円（６７％の縮減）

法面が不安定となっており、豪雨
時に崩壊発生の恐れ

林道施設の機能強化（林道法面の改良）
により、災害発生リスクを抑制

林道施設の長寿命化によるコスト縮減（事例）

効 果（事業費比較）
治山ダムを新設する場合 70,858千円
既設治山ダムを活用（嵩上げ・増厚）する場合 56,175千円
コスト縮減額1４，６８３千円（2１％の縮減）

既設の治山ダム上流部における山腹崩壊の発生により、渓流内に多量の不安
定土砂が堆積し、下流の国道・ＪＲ等への流出が懸念された。対策にあたって
は、既設の治山ダムを有効活用し、施設の防災機能の強化（嵩上げ、増厚）を
図りつつ、長寿命化対策を行い、事業費の縮減を図った。

既設施設の嵩上げと増厚により防災
機能の強化を図り、コスト削減を実現
しつつ、地域の安全・安心を確保

事業実施箇所遠景

治山施設の長寿命化によるコスト縮減（事例）

老朽化の状況に応じて、
予防的調査と機能保全工事
を実施することにより、長
期間にわたり使用可能とな
り、ライフサイクルコスト
縮減が図られる。

○ 長寿命化による効果（イメージ）

崩落の危険のある林道法面の改良（植生基材吹付工・簡易法枠工）
を行い、既存施設を長寿命化して、事業費の縮減を図った。

～予防保全、維持管理の効率化に資する技術開発の状況について～

タブレットコンピュータを活用した、現地調査の効率化 UAV(無人航空機）を活用した、施設の点検

既設治山ダム上流部で山腹
崩壊が発生し、下流の国道・
ＪＲ等への流出が懸念

○ 施設の点検診断に基づき、劣化状況等に応じて、法面保護工や嵩上げなどの機能強化や、クラック補修等の老朽化
対策により、施設の長寿命化を進め維持管理コストの縮減を図る。

○ さらなるコストの縮減に向けて、予防保全、維持管理の効率化に資する技術の開発・導入も必要。
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Ⅲ 水産業関係 ストック効果の最大化を図る社会資本整備の推進

○ 水産基盤整備事業は、その実施により、水産物の安定供給や水産業の健全な発展に関する効果を発揮。
○ 岸壁整備による陸揚げ作業時間の短縮や販路拡大などの生産性向上効果のほか、衛生管理対策による

水産物の輸出促進や水産加工・漁具・食料等関連産業の集積による地域産業活性化効果などがある。

●水産基盤整備事業のストック効果の例

ストック
効果

水産物の
生産性向上

に関する効果

漁業就業
環境の向上に
関する効果

地域産業の
活性化に

関する効果

生産コスト削減効果
・陸揚げ作業時間の短縮
・漁船の耐用年数向上 等

漁獲物付加価値化の効果
・魚価の向上
・販路拡大 等

裾野産業への効果
・加工場等関連産業の集積
・輸出の促進 等

労働環境改善効果
・労働作業の軽労化 等

事例２：屋根付き岸壁の整備等の衛生管理対策による輸出量の増加【北海道湧別町】

●ストック効果の事例

事例１：衛生管理に対応した岸壁と荷捌き所の一体整備による魚価向上【鹿児島県阿久根市】

【事業の実施】
ＥＵへのホタテの輸出促進を目的とし、衛生管理型屋根付き岸壁等を整備。

【輸出量の増加】
ＥＵへの輸出が可能となり、ホタテ

の輸出量が２倍以上に増加。
（輸出先：ＥＵ、米国、中国）

【事業の実施】
水産物の一元集荷を目的とし、衛生管理
に対応した岸壁と荷捌き所を一体的に整
備。

【きびなごの単価向上効果】
鮮度保持がなされることで。当該市

場での取扱量の３割を占める、きびな
ごの単価が15％向上。

非常時・緊急
時の対処に関

する効果

整備前 整備後

平均272円/Kg 平均312円/Kg

（円/kg）

湧
別

・衛生管理型屋根付き岸壁
・清浄海水導入施設

の整備 0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

輸出量

(ｔ）

平均1,465t

平均4,777t226%上昇

整備前 整備後
生命・財産保全・防御効果
・漁港背後住民の財産保護 等

避難・救助効果
・避難漁船の受入
・海難事故の未然防止 等

2施

設

6施

設

0

2

4

6

8

10

整備前(H15） 整備後（H27)

（施設）

4施設増

【水産加工施設の増加効果】
水産物が一元集荷され、加

工原料が確保できるようにな
り、水産加工施設が背後に進
出。

衛生管理に対応した岸壁と荷捌き所を一体的に整備

Ⅲ 水産業関係 ストック効果の最大化を図る社会資本整備の推進



○ 漁港施設に係る個別施設計画の策定については、現漁港漁場整備長期計画（H24-28）において策定目標を設定する
とともに、毎年、進捗状況を把握。

○ 個別施設計画の策定促進のため、計画策定に当たっての留意点等をまとめた手引きや研修会等による技術的支援を推
進。

○ 個別施設計画を踏まえて、中長期的な維持管理・更新等に係るライフサイクルコストの縮減や予算の平準化を図り
つつ、効率的な保全対策を実施。

○ 更なるコスト縮減に向けて、高度かつ効率的な点検・診断及び情報の蓄積が可能となる新技術の開発・導入が必要。

※平成33年までに耐用年数(50年）を経過する係留施設を有する一定規模の漁港：
1,098漁港（現漁港漁場整備長期計画における対象漁港）

●個別施設計画の策定状況

●個別施設計画の策定支援施策

495 619
750 813

1098

0

500

1000

1500

H24 H25 H26 H27 H28

（100％）

（68％）

（45％）（56％）

（74％）

（漁港）

○ 今後、研修内容技術開発等の充実により、地方公共団体の専
門技術者の育成及び簡易に診断できる技術の普及を図る。

さらに

縮
減
縮
減

●予防保全による長寿命化対策の効果

●予防保全の効率化等に資する技術開発【漁港点検システム】

機能保全計画で
要経過観察として位置づけ

ICTの活用による漁港施設の状態に関する情報の蓄積・更新、
関係者間での情報共有により維持管理業務を効率化。

0

200

400

600

防波堤 護岸 岸壁（重力式）岸壁（矢板式） 臨港道路

(百万円) 更 新 コ ス ト

機能保全コスト

注） 更 新 コ ス ト ： 施設を全面更新した場合（シナリオ）の費用（50年間で生じる費用）
機能保全コスト ： 施設の補修を繰り返した場合（シナリオ）のコスト（50年間で生じる費用）

※）10港のモデル漁港により試算（平均値）

（コスト削減効果の事例※) ）

76%
down

61%
dow

n

57%
dow

n

72%
dow

n

12%
down

800

適時適切な補修を行うことで単純更新に比べて、
平均約６０％コストが低減

項目名 内容

点検種類 日常点検

最終更新
2015年8月27日
10:49

登録者所属 ●●市△△部

場所名 A漁港

対象施設 防波堤

施設位置 上部工

損傷の種類 亀裂

撮影者
コメント

No21、機能保全
計画上の評価を
要確認

Ⅲ 水産業関係 公共施設のストック適正化・インフラ老朽化対策の推進①

ａ．技術的支援
○機能保全・維持管理に係る技術的な手引き、ガイドラインの
策定。

○計画策定に係る研修会等の実施。

ｂ．財政支援
○施設の機能診断や計画策定にかかる費用の一部を支援。



事業費比較（直接工事費 延長80.0m）
対策コスト 24,000千円
更新コスト 146,000千円
コスト縮減額 122,000千円（84％の縮減）

効 果

漁港施設（岸壁）の長寿命化によるコスト縮減

効 果

概 要
施設全体にひび割れや欠損が生じている防波堤の補修（断面修復

工法、腹付け工法）を行い、既存施設を長寿命化して、コストの
縮減を図った。

漁港施設（防波堤）の長寿命化によるコスト縮減

概 要
腐食により肉厚不足や開孔が懸念される鋼矢板形式の岸壁の

補修（電気防食工法、ペトロラタムライニング工法）を行い、
既存施設を長寿命化して、コストの縮減を図った。

老朽化した岸壁 長寿命化対策後の岸壁

事業費比較（直接工事費 延長25.9m）
対策コスト 27,870千円
更新コスト 86,520千円
コスト縮減額 58,650千円（６8％の縮減）

老朽化した防波堤 長寿命化対策後の防波堤

ひび割れや欠損が
多数発生

全体的に発錆や小さな
開孔が多数発生

ペトロラタムライニング工法

電気防食工法

1.0m 5.0m

6.0m

+1.3m

-4.0m

0.0m

1.0m 2.8m 1.1m 1.5m

-3.0m

+2.0m

0.0m
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