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１．個別施設計画の策定状況と地方公共団体への支援

２．個別施設計画・長寿命化対策の見える化

３．先進・優良事例の共有・水平展開

４．中長期的なインフラ維持管理・更新費の見通し
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※表中の実績策定率は、社会資本整備重点計画の指標等に係る年度末時点の値

○ メンテナンスサイクルの核となる個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）については、2020年度中
を目標に、概ね順調に策定が進んでいるが、一部の分野において遅れが見られる。

１．１） 個別施設計画の策定状況

≪インフラ長寿命化に向けた計画の体系（イメージ）≫

実 績 目 標

年度 策定率 年度 策定率

道路（橋梁） 2017 73% → 2020

100%

道路（トンネル） 2017 36% → 2020

河川 ［国、水資源機構］ 2017 100% → 2016

［地方公共団体］ 2017 89% → 2020

ダム ［国、水資源機構］ 2017 100% → 2016

［地方公共団体］ 2017 79% → 2020

砂防 ［国］ 2017 100% → 2016

［地方公共団体］ 2017 79% → 2020

海岸 2017 39% → 2020

下水道 2017 70% → 2020

港湾 2017 100% → 2017

空港（空港土木施設） 2017 100% → 2020

鉄道 2017 100% → 2020

自動車道
（民間等が経営する道路 ： 箱根ターンパイク等）

2017 48% → 2020

航路標識 2017 100% → 2020

公園 ［国］ 2017 100% → 2016

［地方公共団体］ 2017 93% → 2020

官庁施設 2017 97% → 2020

公営住宅 2017 89% → 2020

≪個別施設計画の策定状況及び目標≫
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【体制】地方整備局（直轄事務所）／地方公共団体（都道府県、市町村）／高速道路会社（NEXCO ・首都高速・阪神高速・

本四高速・指定都市高速等）／道路公社

【役割】１．維持管理等に関する情報共有／２．点検、修繕等の状況把握及び対策の推進／３．点検業務の発注支援（地

域一括発注等）／４．技術的な相談対応 等

道路メンテナンス会議

（平成30年3月16日 広島県道路メンテナンス会議）

【体制】地方整備局港湾空港部等／地方公共団体等（都道府県、市町村、港管理組合、国際港湾株式会社等）／国土

技術政策総合研究所、港湾空港技術研究所、海洋・港湾構造物維持管理士会

【役割】１．維持管理状況の把握／２．維持管理体制の確保に向けた検討／３．港湾施設等の維持管理に関する情報

共有／４．効果的な老朽化対策の推進／５．技術的な相談対応

港湾等メンテナンス会議

（平成27年3月25日 北陸地方整備局港湾等メンテナンス会議）

【体制】地方航空局／特定地方管理空港管理者／地方管理空港管理者／会社管理空港管理者

【役割】１．空港施設の維持管理技術等の技術支援・情報共有／ ２．空港維持管理・更新計画に基づく管理・更新状況

の確認 ／ ３．維持管理に係る技術的な相談対応

空港施設等メンテナンスブロック会議

（平成30年10月11～12日 佐賀県にて）

※平成２７年９月に設置
※平成２８年からは地方航空局で設置済

※平成26年７月に全都道府県で設置済

※平成27年4月に全地方整備局港湾空港部等で設置済

１．２） メンテナンス会議を通じた技術的支援

○ 関係機関の連携による検討体制を整え、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、道路・港湾・空港の各分野で、国・地方公共団体等の施設管理者が一堂に会するメンテ
ナンス会議を通じて技術的支援、情報共有を実施。
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道路における維持管理の研修の様子 河川における維持管理の研修の様子

ダムにおける維持管理の研修の様子
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○ 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、参加者が増加している傾向にある。
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港湾における維持管理の研修の様子

１．３） 研修を通じた技術的支援



１．４） 地方公共団体への財政的支援

個別施設計画を踏まえた対策（イメージ）

○ 社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金により、個別施設計画の策定・変更に対する財政的支援を
実施。

〇 個別施設計画の策定を防災・安全交付金による老朽化対策の支援要件とすることで、地方公共団体による

計画策定を促進するとともに、計画的・効率的な老朽化対策を支援。
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自治体名 人口 施設種類 施設数
住民１人
あたりの
施設数

施設の
利活用状況

施設の老朽化状況（施設数）
供用年数 健全性

0～25 26～50 51～75 76～100 101～ 不明 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 未点検

○県□市 〇人

○県□市 〇人

都道府県名 市区町村名
公共施設等

総合管理計画

個 別 施 設 計 画

○○省 ・・・

A分野 B分野 ・・・

a1施設 a2施設 ・・・ b1施設 b2施設 ・・・ ・・・
○県 □市

○県 ◇市

○県 ×市

○県 △市

［内閣官房作成］

地方公共団体ごとに策定状況を見える化

２．個別施設計画・長寿命化対策の見える化

① 地方公共団体ごとの公共施設等総合管理計画及び関係省庁全ての個別施設計画の策定状況を総括的に
一覧で「見える化」できるよう、内閣官房とりまとめのもと、今年度内を目途に取組を進めている。

② 所管分野を対象に、個別施設計画の内容や長寿命化対策の実施状況等について、来年度より「見える化」
を予定。これらの取組を通じ、計画策定や計画内容の充実、メンテナンスに対する住民理解等を促進。

自治体名 人口 施設種類 施設数
住民１人
あたりの
施設数

個別施設計画
策定状況 内容 維持管理・更新の基本方針

〇×
策定年度
（予定）

計画
初年度

計画
期間

更新 修繕 廃止
対策費用
（億円）

措置の進め方

○県□市 〇人

○県□市 〇人

各地方公共団体ごとに、施設種類ごとの施設の老朽化状況、個別施設計画に基づく長寿命化
対策の実施内容、実施状況等を整理し、国土交通省にてとりまとめを実施、ＨＰで公表予定

○地方公共団体の施設種類毎の老朽化状況（案）

○地方公共団体の施設種類毎の個別施設計画の主たる内容（案）

インフラメンテナンス情報ポータルサイト 6

とりまとめ、公表

①公共施設等総合管理計画及び個別施設計画策定状況の「見える化」（今年度実施）

国土交通省において、地方公共団体ごとに所管
インフラ分野の個別施設計画の策定状況を把握し、
内閣官房にて、関係省庁の結果をとりまとめて、公表

イメージ図

イメージ図

イメージ図

②個別施設計画の内容や長寿命化対策の実施状況等の「見える化」（来年度実施予定）

地方公共団体ごとに施設の老朽化状況を見える化

地方公共団体ごとに個別施設計画の主たる内容を見える化



３．先進・優良事例の共有・水平展開

インフラメンテナンス大賞による掘り起こし・情報発信

県内庁舎の
集約・再編等の取組

橋梁の日常点検における
市民参画の取組

下水道施設管理における
データの効果的活用

・現場における工夫や、様々な主体の連携によりメンテナンスを支える
活動を公募、優れた取組を表彰し、取組内容とともに広く発信

冊子やHPによる広報

積極的な情報発信

優れた取組の掘り起こし （表彰案件より例示）

パネル展示による広報表彰式

○ インフラメンテナンス国民会議 地方フォーラム（全国10の地域で設立済）を活用し、モデル自治体を選定の
上、課題解決に資する先進的な取組の試行を支援するとともに、その成果等を広く共有・水平展開。

○ インフラメンテナンス大賞により、優れた取組事例の掘り起こし、積極的な情報発信を行い、他の管理者の
取組への関心や意欲を喚起。

インフラメンテナンス国民会議による共有・水平展開

全国への共有・水平展開地方での共有・水平展開

モデル自治体で
先進的な取組を

試行

地方フォーラムが支援
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・産官学民の技術や知恵を総動員するプラットフォーム「インフラメンテナ
ンス国民会議」で設置された全国10地域の「地方フォーラム」を活用

・試行を通じて得られた成果や課題、留意事項等を整理、地域内から地
域を越えて広く共有し、自治体における先進的な取組の導入を促進

【モデル自治体による試行のテーマ（案）】
新技術の活用／集約・再編／包括的民間委託・共同処理の活用
登録資格制度の活用／メンテナンスに対するリーダーの取組 等



■算定の考え方の整理■老朽化状況の把握

○予防保全による
ライフサイクルコスト
（ＬＣＣ）の考え方

○新技術の導入等に
よる効率化（コスト
縮減）の考え方

維持管理・更新費用を新たに推計
（できるだけ早期に実施）

診断

老朽化状況
の把握

点検

個別施設計画

※2020年度策定完了予定

※状態の把握と
対策等の判断
に必要な情報
の収集

※健全度の区分

年度 推計結果

2013年度 約3.6兆円※）

2023年度
（10年後）

約4.3～5.1兆円

2033年度
（20年後）

約4.6～5.5兆円

※）２０１３年度の値（約３．６兆円）は、実績値ではなく、今回実施した推計と同様の条件の
もとに算出した推計値

【将来の維持管理・更新費の推計結果（２０１３年度）】 【新たな維持管理・更新費の推計】

※１．国土交通省所管の社会資本10分野（道路、治水、下水道、港湾、公営住宅、

公園、海岸、空港、航路標識、官庁施設）の、国、地方公共団体、地方道路公

社、（独）水資源機構が管理者のものを対象に、建設年度毎の施設数を調査

し、過去の維持管理、更新実績等を踏まえて推計。

※２．施設更新は同等の機能で更新（現行の耐震基準等への対応は含む。）す

るものとし、今後の新設、除却量は考慮していない。

※３．個々の社会資本で立地条件等に違いがあることから、維持管理・更新

単価や更新時期に幅があるため、推計額は幅を持った値としている。

※４．予防保全等に関しては、推計時点で把握可能な部分について考慮し、

それ以降の取組については推計に反映していない。

中長期的な維持管理・更新費の見通し

最大で
1.5倍
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○ ２０１３年度に、社会資本整備審議会・交通政策審議会の審議を踏まえ、国土交通省所管の社会資本の
将来の維持管理・更新費の推計を実施。中長期的な費用増加の程度は、最大で20年後に約1.5倍。

○ 点検等を通じた老朽化状況の把握や予防保全・新技術導入等についての知見の蓄積を踏まえ、ライフ
サイクルコスト（LCC）算定の考え方の整理を行い、できるだけ早期に維持管理・更新費の新たな推計を実施。


