
府省庁名 関係府省

経済・財政再生計画に挙
げられた事項

ストック適正化、維持管理・更新費の増加の抑制に向けた、生産性・効率性の高いまちづくりをめざした、コンパクト・プラス・ネット
ワークによる施設の集約・活性化の取組支援等

施策をモニターするＫＰＩの
考え方

工程表に盛り込むべき施
策の方向性等

■施策-1（継続）
立地適正化計画の作成や実施に対する支援措置等
都市再生特別措置法による立地適正化計画制度の周知・普及を図るとともに、同計画に基づく都市機能や居住の立地誘導等に対
する支援措置を講ずる。

■施策-2（継続）
コンパクトシティ形成支援チームを通じた市町村への支援
関係省庁で構成するコンパクトシティ形成支援チームの枠組を活用し、関係施策が連携した支援策の充実、モデルとなる好事例の
形成・横展開等を図る。

立地適正化計画を作成する市町村数

骨太方針2015を受けた取組方針の実施状況

国土交通省 都市局都市計画課

資料２－１

（国交省）



府省庁名 関係府省

経済・財政再生計画に挙
げられた事項

ストック適正化、維持管理・更新費の増加の抑制に向けた、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

施策をモニターするＫＰＩの
考え方

工程表に盛り込むべき施
策の方向性等

経済・財政再生計画にあげられた事項を実現するために必要となる施策を（新規、継続別）に記載ください。

■施策-1（継続）
地方公共団体の老朽化対策に対する財政支援や技術支援等の実施
　○地方公共団体のメンテナンス体制を強化すべく、民間資格の登録制度の創設や国・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の推進などを実施
　○維持管理に関する基準・マニュアルの整備や、研修の充実・強化、道路橋等における直轄診断などの技術支援を実施
　○防災・安全交付金について、長寿命化計画の策定を要件化し、計画的・効率的な老朽化対策を財政的に支援

施策-1　個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定率

骨太方針2015を受けた取組方針の実施状況

国土交通省 総合政策局　参事官（社会資本整備）室



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

第3回非社会保障ＷＧ説明資料

平成２７年１０月２日

国土交通省



目次

・コンパクトシティの推進

・インフラ老朽化対策

・・・・・・ 2

・・・・・・ 10

1



2

コンパクトシティの推進



「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のねらい

3

○医療・福祉・商業等の生活
サービスの維持が困難に

○公共交通ネットワークの縮小・
サービス水準の低下

■ 地域経済の衰退

■ 都市の生活を支える機能の低下

○地域の産業の停滞、企業の撤退

○中心市街地の衰退、
低未利用地や空き店舗の増加

○社会保障費の増加

○インフラの老朽化への対応

■ 厳しい財政状況

都市が抱える課題 コンパクトシティ化による主な効果

生活利便性の維持・向上等
○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

地域経済の活性化

○サービス産業（医療・福祉・商業等）の
生産性向上

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

地球環境への負荷の低減

コンパクトシティコンパクトシティ
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

＋
ネットワーク

○エネルギーの効率的利用

○ＣＯ２排出量の削減

中心拠点や生活拠点が
利便性の高い公共交通で結ばれた
多極ネットワーク型コンパクトシティ

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・向上により
地域の「稼ぐ力」に寄与

財政面でも持続可能な都市経営

低炭素型の都市構造の実現

○ 人口減少・高齢者の増加

○ 拡散した市街地

都市を取り巻く状況



◆区域外の居住の緩やかなコントロール
○一定規模以上の区域外での住宅開発について、

届出、市町村による働きかけ

コンパクトシティ・プラス・ネットワークのための計画制度

○平成26年に改正した都市再生特別措置法及び地域公共交通活性化再生法に基づき、都市全体の構造を見渡しながら、
居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の誘導と、それと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を推進。

○必要な機能の誘導・集約に向けた市町村の取組を推進するため、計画の作成・実施を予算措置等で支援。

立地適正化計画 （市町村が作成）
【改正都市再生特別措置法】（平成26年8月1日施行）

◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
○誘導したい機能の区域外での立地について

届出、市町村による働きかけ

◆区域内における居住環境の向上
○住宅事業者による都市計画等の提案制度

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定

公共交通沿線への
居住の誘導

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
○福祉・医療施設等の建替等のための容積率の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活用

◆歩いて暮らせるまちづくり
○歩行空間の整備支援

地域公共交通網形成計画
【改正地域公共交通活性化再生法】

（平成26年11月20日施行）

○地方公共団体が中心となり作成

○まちづくりとの連携

○地域全体を見渡した

面的な公共交通ネットワークの再構築

国土交通大臣の認定

関係法令の特例・予算支援の充実

地域公共交通再編実施計画
（地方公共団体が

事業者等の同意の下作成）

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

乗換拠点
の整備

Ｚ

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

歩行空間や自転車
利用環境の整備

拠点エリアにおける循環型の
公共交通ネットワークの形成

コミュニティバス等による
フィーダー（支線）輸送

デマンド型
乗合タクシー等の導入

立地適正化計画

連携

好循環を実現

多極ネットワーク型
コンパクトシティ

地域公共交通
再編実施計画

→加えて、地域公共交通ネットワークの再構築を図る
事業への出資等の制度を創設するための地域公共交通
活性化再生法等の一部改正法が本年５月に成立
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立地適正化計画の作成に取り組む都市

○１９８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７月末時点）

合計 １９８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

札幌市 川越市 小浜市 小牧市 西宮市 萩市

釧路市 本庄市 大野市 東海市 西脇市 周南市

青森市 ○ 春日部市 鯖江市 津市 ○ 朝来市 高松市

弘前市 ○ 戸田市 あわら市 伊勢市 たつの市 丸亀市

八戸市 ○ 志木市 越前市 桑名市 大和高田市 松山市

むつ市 坂戸市 越前町 名張市 ○ 大和郡山市 宇和島市

花巻市 鳩山町 高浜町 亀山市 ○ 天理市 八幡浜市

北上市 寄居町 長野市 ○ 伊賀市 五條市 新居浜市

宮城県 大崎市 佐倉市 松本市 彦根市 ○ 葛城市 西条市

秋田県 湯沢市 ○ 柏市 上田市 草津市 宇陀市 大洲市

山形県 鶴岡市 市原市 小諸市 ○ 守山市 川西町 伊予市

福島市 ○ 流山市 駒ヶ根市 栗東市 ○ 田原本町 四国中央市

郡山市 相模原市 佐久市 ○ 野洲市 王寺町 高知市

二本松市 小田原市 千曲市 湖南市 和歌山市 南国市

国見町 大和市 安曇野市 東近江市 海南市 土佐市

猪苗代町 新潟市 岐阜市 舞鶴市 有田市 須崎市

矢吹町 長岡市 関市 長岡京市 新宮市 北九州市

新地町 三条市 静岡市 ○ 南丹市 鳥取県 鳥取市 久留米市

水戸市 ○ 新発田市 浜松市 高槻市 大田市 直方市

土浦市 小千谷市 沼津市 守口市 ○ 江津市 飯塚市

高萩市 見附市 三島市 ○ 枚方市 岡山市 行橋市

牛久市 五泉市 富士市 茨木市 倉敷市 宗像市

つくば市 ○ 上越市 磐田市 寝屋川市 津山市 小城市

宇都宮市 ○ 魚沼市 掛川市 河内長野市 高梁市 嬉野市

栃木市 胎内市 藤枝市 大東市 広島市 長崎市

日光市 富山市 袋井市 箕面市 竹原市 大村市

那須塩原市 氷見市 伊豆の国市 ○ 門真市 三原市 熊本市

下野市 小矢部市 牧之原市 高石市 ○ 福山市 荒尾市

前橋市 ○ 入善町 長泉町 東大阪市 府中市 菊池市

高崎市 金沢市 名古屋市 豊能町 庄原市 天草市

館林市 小松市 豊橋市 神戸市 大竹市 大分県 杵築市

明和町 輪島市 岡崎市 姫路市 宇部市 宮崎県 都城市

邑楽町 福井県 福井市 春日井市 尼崎市 山口市 鹿児島県 鹿児島市

愛知県

兵庫県

奈良県

和歌山県

島根県

岡山県

広島県

山口県

福井県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

石川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

熊本県

長崎県
栃木県

群馬県

茨城県

神奈川県

新潟県

富山県

北海道
兵庫県

青森県

岩手県

埼玉県

千葉県

福島県

香川県

山口県
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6

コンパクトシティの推進に向けた施策の方向性

“横串”の視点で施策間連携を推進

具体的な効果・事例を目に見える形で提示

○都市・まちづくり政策は、医療・福祉、中心市街地活性化、公共施設再編などの多岐に亘る行政分野と密に関連

コンパクトシティを推進する上での問題意識

施策の方向性

「コンパクトシティ形成支援チーム」の枠組を通じて、市町村のコンパクトシティの
形成に向けた取組がまちづくりに関わる様々な関係施策との連携による総合的
な取組として進められるよう、関係省庁が連携して支援

目指す都市像や目標値が明確で、コンパクトシティによる効果の発揮が期待される、

他の市町村の参考となり得る成功事例の形成や取組のノウハウの収集・蓄積等

限られた資源の集中的・効率的な利用やコンパクトシティ化による効果の一層の発現を図るため、
こうした関係施策とコンパクトシティ施策とを整合的に進めることが有効

○一方、市町村のまちづくりの現場では、個々の施策が縦割りで行われる傾向

・関係施策を所管する部局のまちづくりに対する問題意識の欠如
・連携によるメリットが共有されていない 等

横展開し、コンパクトシティの取組の裾野を拡大

【市町村からの意見】

・「コンパクトシティの効果が
わかりにくい」

・「関係施策との連携の
イメージがつきにくい」



支援チームの下に、市町村の意見等を踏まえ、下記の3分野に
ついて連携施策ワーキンググループ（連携WG）を設置・開催

・地域公共交通WG （8/6開催）
・医療・福祉・子育てWG （8/5開催）
・公共施設再編WG （7/31開催）

開催実績・
スケジュール

○コンパクトシティの推進に当たっては、都市全体の観点から、地域包括ケアシステムの構築や公共施設の再編、中心市街地
活性化等のまちづくりに関わる様々な関係施策との整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的に検討する必要。

○『まち・ひと・しごと創生総合戦略』（平成26年12月27日閣議決定）を受けて、関係省庁による「コンパクトシティ形成支援チーム」
（事務局：国土交通省）を設置（平成27年3月）

コンパクトシティ形成に向けた取組が一層円滑に進められるよう、関係施策が連携した支援策について検討するなど、
関係省庁をあげて横の連携を強化し、市町村の取組を強力に支援

国土交通省、内閣官房、復興庁、総務省、財務省、金融庁、
文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省

○ 市町村からの相談等のワンストップ対応 ○ 政策現場における課題やニーズの吸い上げ・共有
○ 国の制度・施策へのフィードバック ○ 政策に関する情報発信

関係省庁による「コンパクトシティ形成支援チーム」を設置し、強力な支援体制を構築

都市再生・
中心市街地活性化

医療・福祉

防災
都市農業

住宅
公共施設再編地域公共交通

学校・教育

『まち・ひと・しごと創生総合戦略』（平成26年12月27日閣議決定）

コンパクトシティの形成

◆３月１９日 第１回 コンパクトシティ形成支援チーム会議（設置）

◆４月１０日 第２回 コンパクトシティ形成支援チーム会議
○地方公共団体向けの説明会を開催し、関係省庁のコンパクトシティ形成に向けた政策を周知（260自治体・426名が参加）

－５月２５日～６月８日 全国１０ブロックで相談会を開催し、関係施策との連携に関する市町村の取組状況、課題、ニーズを把握－

◆７月３日 第３回 コンパクトシティ形成支援チーム会議
○相談会で把握した関係施策に対する市町村の意見等について関係省庁で共有

◆９月１６日 第４回 コンパクトシティ形成支援チーム会議
○市町村に対する支援策について、検討状況や今後の取組等を報告・とりまとめ

（※407自治体が参加）

コンパクトシティ形成支援チーム

7

子育て
広域連携



コンパクトシティ形成支援チームによる主な支援
～まちづくりに関わる様々な関係施策と連携した総合的な取組の促進～

○きめ細かな災害リスク情報の提供
・居住誘導区域の検討に資するよう、様々な規模
の外力による浸水想定や床上浸水発生頻度図、
都市計画図に浸水深を重ね合わせた図など、きめ
細かい災害リスク情報の提供を推進

○鉄道沿線まちづくりの推進
・鉄道沿線を軸とした都市構造を生かした都市機能の再編
を進めるため、沿線の自治体間で都市機能の分担・連携、
公共交通機能の強化を図る「鉄道沿線まちづくり」を推進

○日常生活に必要な都市機能の誘導の促進
・都市機能誘導区域内に集約すべき機能が誘導される
よう、予算・税制・金融・規制緩和等による支援措置
・地域の実情に応じた柔軟な市街地整備の推進

○公的不動産の活用、リノベーションの推進
・まちの賑わい創出や地域価値の向上のため、PREや既
存建築物等を活用した民間都市再生を支援

○コンパクトシティの取組と整合する介護施設等
の整備の推進

・介護施設等の整備の支援において、コンパクトシティ施策
との整合に配慮

○都市と緑・農が共生するまちづくりの推進
・都市農業振興基本法の制定を受け、都市農地の保全・
活用等を図るための具体的施策のあり方及び必要な措
置を検討

○スマートウェルネス住宅の実現／
サービス付き高齢者向け住宅の適切な立地の促進

・サ高住等の整備に関し、市町村のまちづくりに即したものに支援を重点化

○国公有財産の 適利用の推進
・市町村、財務局、関係機関等で構成する協議会の設置等を通
じ、地域における公用財産等の 適利用について調整
・協議会等を通じて、国有財産の整備等の構想や空きスペース
の情報についても提供するなど、関係者間での情報共有を充実

○公共施設再編における官民連携の推進
・地域プラットフォームを立ち上げ、PPP/PFI手法を活用した公共
施設再編等に関する情報・ノウハウの共有、官民の対話を通じた
案件形成等を推進

○地域医療・地域包括ケアシステム・
子育て支援との連携促進

・地域医療施策、地域包括ケアシステム施策、
子育て支援施策とコンパクトシティ施策との一体的推進

○まちづくりと公共施設再編の連携促進
・「まちづくりのためのＰＲＥ有効活用ガイドライン」の周知等を通じ
たまちづくりと連携した公的不動産の再編・活用の推進

○空き家の活用・除却に係る取組の促進
・民間事業者と連携した総合的な空き家対策への支援等により、
空き家対策特措法に基づく市町村の取組を促進

○中古住宅・リフォーム市場活性化による住み替え円滑化
・住宅ストックの質の向上と適正な中古住宅流通・リフォーム市場の活性化
を図り、住み替えを円滑化

○持続可能な地域公共交通ネットワークの形成
・都市の中心拠点等にアクセスするための生活交通の確保・
維持等の事業等について支援

○連携中枢都市圏構想の推進
・一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するため
の都市圏を形成する取組を支援

○中心市街地の商業の活性化等
・波及効果の高い民間プロジェクトに対する
予算等の重点的支援等

都市再生・
中心市街地活性化

医療・福祉・子育て

防災
都市農業

住宅

公共施設再編地域公共交通

コンパクトシティの形成

広域連携

行政サービスの効率化

高齢者の生きがい・社会進出

健康増進による

社会保障費の抑制

エネルギーの効率的利用

ＣＯ２削減サービス産業の生産性向上

住民の生活利便性向上

公共施設の維持管理の合理化

災害の回避
農地・緑地の保全・活用

生活サービスの維持

地域経済の活性化

8

学校・教育

○学校を拠点としたまちづくりの推進
・学校を拠点としたまちづくりや地域コミュニティの形成
のため、学校施設と社会教育施設等との複合化や余
裕教室等の活用等を推進



コンパクトシティのモデル都市の形成・横展開

○ 立地適正化計画を作成してコンパクトシティを目指す市町村の取組のうち、目指す都市像や
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、他の市町村の参考となり得る
取組について、関係省庁が連携して支援し、モデルケース化する。

○ 関係省庁との連携の下、コンパクトシティの形成に向けた先行的な取組における、
・まちづくり施策と関係施策の連携が効果的に図られた事例
・具体的な政策効果を示す定量的データ

を収集し、事例集としてとりまとめ、市町村に周知・公表する。

①優良な取組に対する省庁横断的な支援・モデルケース化

②先行的取組事例の収集・横展開

コンパクトシティの効果を実例をもって示し、取組の裾野を拡大

コンパクトシティ形成支援チームとして、関係省庁が連携して、モデル都市の形成・横展開に向けた下記の
取組を実施する。

○ まちづくりに関する先行的取組事例やノウハウの共有・習得、関係者のネットワークの構築、
ＰＰＰ／ＰＦＩの案件形成等を図るため、産官学金の関係者から構成される地域プラットフォームを
形成する。

③地域プラットフォームを活用した先行的取組事例の横展開

9



10

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

11

○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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【平成２６年度の直轄診断】 ※地方公共団体の技術力等に鑑みて支援が必要なものに限り、国が地方整備局、
国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人土木研究所の職員で構成する
「道路メンテナンス技術集団」を派遣し、技術的な助言を行うもの。

地方公共団体への支援④ 【直轄診断】
○地方公共団体への支援策の一つとして、緊急かつ高度な技術力を要する橋梁等に対する「直轄

診断※」を平成２６年度から実施し、各道路管理者からの要請を踏まえ、平成２７年度より修繕代
行事業や大規模修繕・更新補助事業を実施。

所在地：高知県仁淀川町
路 線： 町道 仁淀吾川線
橋 種： 吊り橋
橋 長： 444ｍ
建設年：昭和58年

所在地：群馬県嬬恋村
路 線： 村道 大前細原線
橋 種： PC橋
橋 長： 73ｍ
建設年：昭和33年

所在地：福島県三島町
路 線： 町道 宮下・名入線
橋 種： 綱アーチ橋
橋 長： 131ｍ
建設年：昭和50年

三島大橋 大渡ダム大橋大前橋
■ 直轄診断実施橋梁

■大渡ダム大橋

■大前橋

■三島大橋
《 直轄診断 》

【首長への診断結果報告】

大渡ダム大橋
〈平成27年1月13日）

四国地方整備局から仁淀
川町長へ診断結果を報告

※三島大橋
平成27年1月15日
三島町長へ報告

※大前橋
平成27年1月14日
嬬恋村長へ報告

ボルトの脱落

鉄筋の腐食

ケーブルのカ
バー部の腐食

■ 直轄診断の流れ

各
道
路
管
理
者
が
点
検
実
施

直
轄
診
断
要
請

(

各
道
路
管
理
者→

 

国
土
交
通
省)

実
施
箇
所
の
選
定

《 措置 》

直轄診断の結果等を
踏まえ、各道路管理者
が措置方針を決定

〇三島大橋（三島町）
〇大渡ダム大橋

（仁淀川町）

〇大前橋（嬬恋村）

⇒修繕代行事業

⇒大規模修繕・
更新補助事業

いずれもH27年度
事業着手 20



地方公共団体への支援⑤ 【防災・安全交付金】

＜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。

平成27年度予算 １兆９４７億円
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効率的な下水道の運営管理

下水道処理区

現 況

汚水処理区

Ｔ

汚水処理の集約化のイメージ

汚水処理区の統合汚水処理区の統合

Ｔ
ＴＰ

下水道処理区 汚水処理区

他の処理区から
汚泥を受け入れ
共同処理

他の処理区から
汚泥を受け入れ
共同処理

受入受入

Ｔ

他処理区で発生した汚泥他処理区で発生した汚泥

Ｔ ：処理場 ：ポンプ場Ｐ
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（三省連携によるマニュアル策定）

平成26年１月に国土交通省、農林水産省、環境省がマニュアル※を策定し、全国の地方公共団体に対し、効率的かつ適正
な運営管理手法の選定等を行うよう、都道府県構想の見直しを要請。
※「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」

【第４次社会資本整備重点計画におけるKPI】

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率 H26年度 約２％ → H32年度100％

○生活排水処理に係る下水道については、施設の統合・再編や、広域的な汚泥の利活用など、効率
的な運営管理を段階的に推進する。



公営住宅の建替えの機会を捉えた再生・再編

＜大阪府営枚方田ノ口住宅建替え事業全景イメージ＞
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●府営住宅
●余剰地 → サービス付き高齢者向け住宅

●余剰地 → 戸建住宅

（0.95ha）
（0.16ha）

（0.81ha）

全景イメージ

府営住宅敷地
（2.36ha）

建替後の府営住宅敷地（0.95ha）

民間投資により余剰地（1.41ha）を活用
（戸建住宅、サービス付高齢者向け住宅等）

（余剰地の売却収入約3.2億円）

民間のビジネス機会を
創出

建物の
高層化

※UR団地の再編等と組み合わせた余剰地活用を通じて、民間のビジネス機会のさらなる拡大を推進。

○ＰＦＩ手法を活用し、府営住宅の建替え（建物の高層化）によって創出された余剰地に、地域ニーズ
に沿って、戸建住宅やサービス付き高齢者向け住宅を一体的に整備。


