
公共施設のストック適正化に向けた取組
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・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
・メンテナンスコストは、近い将来現在の最大約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の推進

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

○インフラ長寿命化計画（団体毎、施設毎）の策定・実行を推進し、 定期的な点検・診断に基づき、優先順位を定
めて計画的に必要な対策を実施。
○これにより、予防保全を基軸とする戦略的メンテナンスを行い、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。
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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

公営住宅 平成26年度 86% → 平成32年度

現状 目標

100%

○個別施設計画は、平成３２年度までに策定予定。
○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。
○なお、個別施設計画の策定にあたっては、公共施設等総合管理計画と相互に整合が図られるよう留意を促す。

個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定

＜個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定率※1＞

※2 これまでも、国土交通省及び地方公共団体等において
、橋梁の長寿命化修繕計画等を策定し、計画的な点検・修
繕を実施しているところ。
平成26年度に、橋長15ｍ未満の橋梁やトンネル等に

ついても、個別施設計画を策定することとしたため、現在、
橋梁（約72万橋）・トンネル（約1万本）等の道路施設につい
て、個別施設計画の策定に向け調整中であり、平成27年
度末時点の計画策定状況を調査して把握する予定。

※3 これまでも、下水道施設の長寿命化計画を策定し、計
画的な点検・修繕を実施しているが、平成27年度の改正
下水道法において、維持修繕基準を創設するとともに、計
画内容の拡充を行い、新たな計画策定マニュアルを策定
したところ。
今後、新たなマニュアルに基づいた平成27年度末時点

の計画策定状況を調査して把握する予定。

※2

※2

※3

※1 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。
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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）
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メンテナンス情報の見える化の推進

橋梁、トンネル等の点検の実施状況や結果等を調査
し、個別施設の点検結果も含め、「道路メンテナンス
年報」として公表

インフラ老朽化対策
に関する情報を容易
に確認できるポータ
ルサイトを開設

【点検実施状況（H26）の公表状況】

35%
（11,481）

49%
（15,840）

15%
（5,029）

0.3%
（101）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

H26年度
橋梁

32,451橋

【市区町村の橋梁の点検結果（H26）】

健全
予防保全段階
早期措置段階
緊急措置段階

○インフラ老朽化対策に関する国民の理解促進等のため、点検実施状況や点検結果等のメンテナンス情報の
見える化を推進。

【行動計画のフォローアップ（H27.12公表）】

【フォローアップ項目】

【道路メンテナンス年報（H27.11公表）】
（点検結果の集計情報の公表例）

【インフラメンテナンス情報ポータルサイト（H27.9開設）】
国土交通省全体のインフラ老朽化対策（個別施設計
画、点検、修繕、基準類等）の進捗状況を毎年公表

・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

・新技術の開発・導入
・法令等の整備
・地方公共団体への支援

※1道路法に規定する道路における橋梁。点検対象総数723,495橋（平成26年12月31日時点）
※2道路法に規定する道路におけるトンネル。点検対象総数10,878箇所（平成26年12月31日時点）
※3主要な港湾施設（係留施設、外郭施設（防波堤のみ）、臨港交通施設）に限る。点検対象総数約42,000施設。
※4建築基準法に基づく点検(敷地・構造に限る)の対象施設。
点検対象施設を有する606（被災３県及び県下市町村を除く）事業主体の実施状況。
※5建築基準法等に基づく点検（敷地・構造に限る）の対象施設。点検対象総数5,255施設。
※6河川堤防を除く河川管理施設（可動堰、閘門、水門、揚排水機場の取排水口、樋門・樋管、陸閘等）。
点検対象総数22,176施設。
※7河川管理施設のダム。点検対象総数551施設。

＜取組事例＞
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○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。
○この際、施設の集約・再編等は、各地域の社会経済状況や各施設の状況等に応じて実施することが必要であ
ることから、地方公共団体が地域の実情に応じて取組を進められるよう、取組事例を類型化するなど集約・再
編等の具体的な方法をわかりやすく示すとともに、取組にあたっての留意事項・考え方等を示す。
○その後も、先進的な事例について、地方公共団体に周知。

施設の集約・再編等を促すガイドライン等の策定・周知

※「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

（処理区域設定の考え方や取組内容毎にま
とめた事例等を記載）

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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下水道事業の広域化の推進

○下水道事業の広域化については、複数市町村等による下水汚泥の共同処理、維持管理業務の共同化、ICT活

用による集中管理、処理区の統合などの効率的な運営に資する取組を進めているところ。

○こうした取組を更に促進するため、平成27年5月に下水道法を改正し、複数の下水道管理者による広域的な連携

に向けた協議の場として、協議会制度を創設。

○今後とも、国として、協議会の活用を含め、広域化の取組を支援。

○取組の例

下水汚泥の共同処理 維持管理業務の共同化 ICT活用による集中管理

○協議会制度の創設（下水道法改正）

処理区の統合

現 況

Ｔ
ＴＰ

Ｔ
Ｔ

汚水処理集約化のイメージ

処理区の結合

T P：処理場 ：ポンプ場

処理区

処理区

処理区
処理区

A市

B市

C町

民間事業者
発注

発注

発注

単独公共
下水道等
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