
国土強靱化基本計画 （平成26年6月3日閣議決定） の概要
国土強靱化基本計画について

○国土強靱化基本法第10条に基づく計
画で、国土強靱化に係る国の他の計画
等の指針となるもの（アンブレラ計画）

○脆弱性評価結果を踏まえた、施策分野
ごと及びプログラムごとの推進方針を定
める

●国土強靱化の基本的考え方（第１章）

●脆弱性評価（第２章） 略
●国土強靱化の推進方針（第３章） ～施策分野ごとの推進方針～

●計画の推進と不断の見直し（第４章）

〔理念〕
○国土強靱化の基本目標

①人命の保護
②国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受け
ず維持される

③国民の財産及び公共施設に係る被害の 小化
④迅速な復旧復興

〔基本的な方針等〕
○依然として進展する東京一極集中からの脱却、

「自律・分散・協調」型の国土の形成
○施策の重点化、ハード対策とソフト対策の適切な組

み合わせ
○既存社会資本の有効活用等による費用の縮減
○PPP/PFIによる民間資金の積極的な活用
○PDCAサイクルの繰り返しによるマネジメント 等

【行政機能／警察・消防等分野】

・政府全体の業務継続計画を踏まえた対策
の推進 等

【住宅・都市分野】

・密集市街地の火災対策、住宅・学校等の
耐震化、建築物の長周期地震動対策 等

【保健医療・福祉分野】

・資機材、人材を含む医療資源の適切な配
分を通じた広域的な連携体制の構築 等

【エネルギー分野】

・エネルギー供給設備の災害対応力、地域
間の相互融通能力の強化 等

【金融分野】

・金融システムのバックアップ機能の確保、
金融機関横断的な合同訓練の実施 等

【情報通信分野】

・情報通信システムの長期電力供給停止等に
対する対策の早期実施 等

【産業構造分野】

・企業連携型BCP/BCMの構築促進 等
【交通・物流分野】

・交通・物流施設の耐災害性の向上 等
【農林水産分野】

・農林水産業に係る生産基盤等のハード対策
や流通・加工段階のBCP/BCM構築等ソフト
対策の実施 等

【国土保全分野】

・防災施設の整備等のハード対策と警戒避難
体制の整備等のソフト対策を組み合わせた総
合的な対策 等

【環境分野】

・災害廃棄物の迅速かつ適正な処理を可
能とする廃棄物処理システムの構築 等

【土地利用（国土利用）分野】

・多重性・代替性を高めるための日本海側
と太平洋側の連携 等

【リスクコミュニケーション分野】

・国や自治体、国民や事業者等の自発的
取組促進のための双方向コミュニケーショ
ン、教育、訓練 等

【老朽化対策分野】

・長寿命化計画に基づく、メンテナンスサイ
クルの構築 等

【研究開発分野】

・自然災害・老朽化対策に資する優れた技
術の研究開発、普及、活用促進 等

○今後、国土強靱化に係る国の他の計画について必要な見直しを行いな
がら計画を推進

○概ね5年ごとに計画内容の見直し、それ以前においても必要に応じて所
要の変更

○起きてはならない 悪の事態を回避するプログラムの推進計画（※）を毎年
度の国土強靱化アクションプランとして推進本部が策定。これにより施策や

プログラムの進捗管理及び重要業績指標等による定量的評価を実施。
（※）プログラムごとの推進方針（略）に重要業績指標（ＫＰＩ）を加えて作成

○重点化すべき15プログラムを重点的に推進

〔特に配慮すべき事項〕
○オリンピック・パラリンピックに向けた対策 等

○災害時でも機能不全に陥らない経済社会システ
ムを平時から確保し､国の経済成長の一翼を担う
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（９）農林水産

○ 広域にわたる大規模自然災害の発生に際して、被災直後における被災地への応急食料等の供給を確保するのみで
はなく、それ以降における全国的な食料等の生産・加工・流通を確保し、食料等の安定供給機能をシステムとして
維持するため、脆弱性を評価し、農林水産業に係る生産基盤等のハード対策や、流通・加工段階のBCP/BCM 構築、
食品産業事業者、関連産業事業者（運輸、倉庫等）、地方公共団体等による連携・協力体制の拡大及び定着等のソ
フト対策を実施することにより、 一連のサプライチェーンの災害対応力を強化する。【農林水産省、国土交通省】

○ 自然災害が近年頻発していることに加え、地球温暖化等による災害の発生リスクの高まりが懸念されることを踏
まえ、農山漁村における人命・財産の保護、二次被害の防止・軽減を考慮に入れた施設や森林の整備、漁港・漁村
の防災機能の強化、ため池のハザードマップの作成・周知、施設管理者のBCP作成など、ハード対策とソフト対策を
組み合わせた防災・減災対策を関係機関が連携して強化する。【農林水産省、国土交通省】

○ 地域コミュニティ等との連携を図りつつ、地域に根ざした植生の活用など、自然との共生の視点も含めた、農山
漁村における農業・林業等の生産活動を持続し、６次産業化等により地域資源の活用を図り、農地・森林等を適切
に保全管理することを通じて、農地・森林等の荒廃を防ぎ、国土保全機能を適切に発揮させる。その際、人口の減
少や高齢化等が進行していることから地域コミュニティ等による地域資源の保全管理や自立的な防災・復旧活動の
機能を最大限活用できるようにするとともに、適切な間伐を推進しつつ、地域で生産される木材の積極的な利用及
び土木・建築分野におけるCLT（直交集成板）等の木材を利用するための工法の技術開発等に努める。【農林水産省、
環境省、その他関係府省庁】

＜ 関連が強いプログラム(太字下線は重点プログラム）＞

１－５）大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり
国土の脆弱性が高まる事態

５－８）食料等の安定供給の停滞

６－５）異常渇水等による用水の供給の途絶

７－４）ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害の発生

７－６）農地・森林等の荒廃による被害の拡大

国土強靱化基本計画における個別施策分野の推進方針
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国土強靱化アクションプラン2014 （平成26年6月3日国土強靱化推進本部決定） の概要

国土強靱化アクションプラン2014について

○毎年度、施策の進捗を評価し、これを踏まえて取り組むべき方針をアクションプランとしてとりまとめることにより、基本計画を着実に推進するためのもの
○プログラムの進捗管理にあたっては重要業績指標(KPI)等の具体的数値指標の目標を設定し、施策の進捗を可能な限り定量的に評価
○プログラムごとの脆弱性評価の結果、これを踏まえたプログラムごとの推進計画（推進方針＋ＫＰＩ目標値）及び主要施策で構成

●プログラムの推進計画(抜粋）

●プログラム推進のための主要施策 略

起きてはならない
悪の事態の例

推進計画の例
重要業績指標（KPI）の例

建物・交通施設等の大
規模倒壊等による死傷
者発生

・住宅・建築物等の耐震化
・つり天井など非構造部材の耐震対策の推進

【国交】住宅・建築物の耐震化率
住宅：約79％（H20）→95％（H32）
建築物：約80％（H20）→90％（H27）

大規模津波等による多
数の死者発生

・ハード対策の着実な推進とソフト対策を組み合わ
せた対策の推進

【国交・農水】東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域
等における海岸堤防等の整備率（計画高までの整備と耐震化）
約31％（H24）→約66％（H28）
【国交・農水】 大クラスの津波ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を
実施した市町村の割合 14％（H24）→100％（H28）

異常気象等による市街
地等の浸水

・河道掘削や築堤、洪水調節施設の整備･機能強
化、排水施設の整備等を推進
・土地利用と一体となった減災対策や、洪水ハ
ザードマップや内水ハザードマップの作成支援

【国交】人口・資産集積地区等における中期的な目標に対する河川の整備率
約74％（H24）→約76％（H28）
【国交】内水ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割
合 31％（H24）→100％（H28）

サプライチェーンの寸断
等による企業の国際競
争力低下

・サプライチェーンを確保するための企業ごと・企業
連携型BCPの策定

【内閣府】大企業及び中堅企業のBCPの策定割合
大企業：45.8％（H23）→ほぼ100％（H32）
中堅企業：20.8％（H23）→50％（H32）

社会経済活動に必要な
エネルギー供給停止

・災害時石油供給連携計画、石油精製・元売各社
におけるBCPの見直し

【経産】石油精製・元売会社におけるバックアップ体制を盛り込んだBCPの策定
率 0％（H24）→100％（H26）

基幹的陸上海上交通
ネットワークの機能停止

・交通施設の災害対応力を強化するための対策の
推進

【国交】代替性確保のための道路ネットワークの整備
約47％（H23）→約50％（H28）
【国交】国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾における港湾BCPが策定され
ている港湾の割合 3％（H24）→100％（H28）

食料等の安定供給の停
滞

・食品サプライチェーンを構成する事業者間による
災害時連携・協力体制の構築

【農水】食品産業事業者等における連携・協力体制の構築割合
24％（H24）→50％（H29）
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プログラムの重要業績指標 ＫＰＩ について

プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態 重要業績指標 KPI （Key Performance Indicator）

１－１）大都市での建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
や住宅密集地における火災による死傷者の発生

○住宅・建築物の耐震化率 住宅：約79％（H20）／建築物：約80％（H20）
○市街地等の幹線道路の無電柱化率 15％（H24）

○首都直下地震又は南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等に存在する主要鉄道路線の耐震化率 91％（H24）

○大規模盛土造成地マップ公表率 約4％（H25）

○防災対策のための計画に基づく取組みに着手した地下街の割合 0％（H25）
○地震時等に著しく危険な密集市街地の解消面積 0ha（H23）

１－３）広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生

○緊急地震速報の精度向上（震度の予想誤差が±1階級におさまる割合） 79％（H24）
○防災機能の強化対策が講じられた漁村の人口比率 49％（H23）
○東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防等の整備率（計画高までの整備と耐震化） 約31％（H24）

○ 大クラスの津波ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合 14％（H24）

○津波防災情報図の整備 20％（H25）

○東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等において、今後対策が必要な水門・樋門等の自動化・遠隔操作化率 約33％（H24）

１－４）異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水

○人口・資産集積地区等における中期的な目標に対する河川の整備率 約74％（H24）
○洪水ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合 62％（H24）
○下水道による都市浸水対策達成率 約55％（H24）

○内水ハザードマップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合 31％（H24）

１－５）大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多
数の死傷者の発生のみならず、後年度にわたり国土の脆弱性
が高まる事態

○土砂災害から保全される人家戸数 約108万戸（H24）
○周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される集落の数 55千集落（H25）
○社会経済上重要な施設の保全のための土砂災害対策実施率（重要交通網に係る箇所） 約47％（H24）
○ダム等極めて重要な農業水利施設のレベル2地震動に対応した耐震設計・照査の実施割合 ４割（H24）

○決壊すると多大な影響を与えるため池のうち、ハザードマップ等ソフト対策を実施した割合 3割（H24）

○具体的で実践的な避難計画の策定率（火山） 13％（H24）

１－６）情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の
死傷者の発生

○全国瞬時警報システム（J-ALERT）自動起動装置の整備率 93％（H25）

○公共情報コモンズの都道府県の導入状況 32％（H25）

○停電による信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置の整備台数 5,229台（H24）

○地震の規模等の提供に要する時間 300分（H24）

○外国人旅行者に対する災害情報の伝達に関する自治体向けの指針の周知 0市町村（H25）

○AM放送局（親局）に係る難聴対策としての中継局整備率 0％（H25）

２－１）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給
の長期停止

○応急用食料の充足率 100％（H24）
○大規模地震が特に懸念される地域における港湾による緊急物資供給可能人口カバー率 59％（H24）
○低圧本支管延長に占めるポリエチレン管等高い耐震性を有する導管の割合（全国） 81％（H24）
○上水道の基幹管路の耐震適合率 34％（H24）

○避難所となりうる施設への石油製品貯槽の配備率 31％（H25）

○広域的支援物資輸送訓練実施箇所率 33％（H25）

○多様な物流事業者からなる協議会等の設置地域率 0％（H25）

○ 代表的なプログラムの重要業績指標 KP I

指標の現状の達成度に応じ色分け 施策の性質が一定の水準を常に確保すべきもの（=指標値100％） 51～99％ 1～50％ 0％（新規）

※ 各施策の達成度は、現状の目標に対する現状の実績値を評価したもの

各プログラムに登録されている施策の指標の中から、プログラムと直接関連しているか、施策を
説明するのに妥当か、継続的な計測がし易いかといった点を考慮し、重要業績指標KPIとして選定

※※ KPIについては、精度の向上等、内容の向上を図るべく継続的に見直し
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プログラムにより回避すべき起きてはならない 悪の事態 重要業績指標 KPI （Key Performance Indicator）

２－３）自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助･救
急活動等の絶対的不足

○緊急消防援助隊の増強 4,600隊（Ｈ25）

○リエゾン協定締結率 93％（H25）

○都道府県警察本部及び警察署の耐震化率 82％（H24）

○消防救急無線のデジタル化整備済団体の割合 31％（H25）

○停電による信号機の機能停止を防止する信号機電源付加装置の整備台数 5,229台（H24）

○災害警備訓練施設の設置 0％（H25）

○災害対処能力の向上に資する装備品の整備率 0％（H25）

３－３）首都圏での中央官庁機能の機能不全

○業務継続のために必要な発電用燃料の充足度（各府省庁が1週間程度の燃料を備蓄していること） 3日分程度（H24）

○政府全体の業務継続計画に基づく各府省庁の業務継続計画の改定状況 0府省庁（H25）

○各府省庁の業務継続計画の評価状況 0府省庁（H25）

４－１）電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止

○事業用電気通信設備規則（総務省令）の適合 100％（H24）

○無線中継所リンク回線の高度化の達成率 54％（H25）

○デジタル無線機の整備進捗率 94％（H25）

５－１）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下に
よる国際競争力の低下

○大企業及び中堅企業のBCPの策定割合 大企業：45.8％（H23）／中堅企業：20.8％（H23）

○特定流通業務施設における広域的な物資拠点の選定率 28％（H25）

○航路啓開計画が策定されている緊急確保航路の割合 0％（H24）

５－２）社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネ
ルギー供給の停止

○災害時石油供給連携計画の訓練の実施率 100％（H25）

○訓練目的の達成率 100％（H25）

○石油精製・元売会社におけるバックアップ体制を盛り込んだBCPの策定率 0％（H24）

○全都道府県における防災訓練等の人材育成事業の実施 0％（H25）

５－５）太平洋ベルト地帯の幹線が分断する等、基幹的陸上
海上交通ネットワークの機能停止

○道路斜面等の要対策箇所の対策率 60％（H24）

○首都直下地震又は南海トラフ地震で震度６強以上が想定される地域等に存在する主要鉄道路線の耐震化率 91％（H24）

○代替性確保のための道路ネットワークの整備 約47％（H23）

○社会経済上重要な施設の保全のための土砂災害対策実施率（重要交通網に係る箇所） 約47％（H24）

○国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾における港湾の事業継続計画（港湾BCP）が策定されている港湾の割合 3％（H24）

５－８）食料等の安定供給の停滞

○国が造成した基幹的農業水利施設における機能保全計画策定割合 6割（H24）

○陸揚岸壁が耐震化された流通拠点漁港の割合 32％（H24）

○食品産業事業者等における連携・協力体制の構築割合 24％（H24）

○農道橋（延長15m以上）・農道トンネルを対象とした点検・診断の実施割合 2割（H25）

○湛水被害等のリスクを軽減する農地面積 2.1万ha（H24）

６－１）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石
油・LPガスサプライチェーンの機能の停止

○石油製品の備蓄目標達成率 95％（H25）

○非常用3点セット（非常用発電機、非常用情報通信システム、ドラム缶石油充填出荷設備）導入割合 38％（H24）

○国家備蓄石油ガスの備蓄量 46％（H24）

○製油所の耐震強化等の進捗状況 0％（H24）

○製油所が存在する港湾における、関係者との連携による製油所を考慮した港湾の事業継続計画（港湾BCP）策定率 0％（H24）

○緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画に定めるエネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の登
録目標の達成 0部隊（H25）

７－６）農地・森林等の荒廃による被害の拡大
○市町村森林整備計画等において水源涵養機能維持増進森林等に区分された育成林のうち、機能が良好に保たれている森林の割合 74％（H25）

○周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮される集落の数 55千集落（H25） 5
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３．目指すべき姿（ストックマネジメントサイクルの確立）

農業水利施設、農道、農業集落排水施設等の農業の生産性と農村の生
活環境の向上を図るために整備されたインフラは、戦後の食料増産や高
度経済成長の時代に急速に整備が進められたため、近年、耐用年数を超
過した施設が急増している。
これらの施設を戦略的に保全管理するためには、以下のストックマネ

ジメントサイクルを確立することが重要である。
① 日常管理による点検
② 定期的な機能診断
③ 診断結果に基づく劣化予測、効率的な対策工法の検討及び機能保全
計画の作成

④ 関係機関等との情報共有と適切な役割分担に基づく対策工事の実施
⑤ 調査・検討の結果、対策工事に係る情報の段階的・継続的な蓄積等
に基づく対策手法の改善
この際、機能診断結果に基づき作成した機能保全計画をベースとしつ

つ、施設の機能を継続的に監視し、その監視結果も踏まえた弾力的な対
策工事を適時適切に実施するとともに、点検、診断、監視及び対策の各
段階における情報の蓄積を図り、その結果を点検や機能診断等に反映さ
せていくことが重要であり、これらの情報の継続的な更新を図っていく。

４．必要施策に係る取組の方向性

（２）必要施策に係る取組の方向性
農業水利施設等の戦略的保全・管理に向けて、点検、診断結果等の

データの蓄積・可視化・共有を進めつつ、個別施設計画に基づき、基幹
施設から末端施設に至る施設の所有者、対策実施者、管理者等が一体と
なって長寿命化に取り組む。この際、これらの関係者間の情報共有を十
分に図りつつ実施する。
また、今後の高齢化・人口減少を見据え、農村の生産基盤や生活環境

施設の総合的な集約・再編等を通じた利便性・効率性の向上等により、
農業の産業としての競争力強化と地域活性化の両立を図っていく。
さらに、厳しい財政状況や、人口減少・少子高齢化が進展する将来を

見据え、維持管理・更新等を着実に推進するために必要となる人材・体
制の継続的な確保や、機能診断の労力・コストの低減に資する新技術の
導入を目指す。

ア 点検、診断、補修及び更新

施設管理者が行う日常管理による点検結果を踏まえ、対策実施者等が
定期的な機能診断の結果とそれに基づく劣化予測を反映させた機能保全
計画の作成を行う。日常管理においては、土地改良施設管理基準等に基
づいて、通常時の状態と異なる現象が生じていないか常に留意しつつ運
転操作や点検に臨む必要があり、施設管理者と対策実施者が情報を共有
し、連携して取り組む。また、土地改良長期計画の目標を達成するため
機能診断及び機能保全計画の策定を着実に進めていく。
さらに、機能保全対策の実施に当たっては、機能保全計画を踏まえつ

つ、適時適切な補修・更新等を行っていくことを基本とするが、計画ど
おりに実施することのみを優先するのではなく、施設の機能を継続的に
監視しつつ、その監視結果も踏まえた対策工事を適時適切に実施するこ
とで、徹底的な長寿命化を図る。

ウ 情報基盤の整備と活用

① 情報の蓄積、可視化及び共有
国営造成土地改良施設については、「現場業務電子化支援システム」

と「農業水利ストック情報データベース」に建設時の情報や施設の機能
診断結果、補修履歴等の情報が登録されており、引き続き、これらの情
報を更新・蓄積していく。
また、これらの情報の効率的な活用を図るべく、「現場業務電子化支

援システム」に蓄積された施設管理図等や「農業水利ストック情報デー
タベース」に蓄積された諸元情報等については、インターネットで公開
することで、国の職員だけでなく、日常管理を行っている地方公共団体
や土地改良区の施設管理者が、現場での維持管理等に直接活用できるよ
うな運用を図る。
さらに、「農業水利ストック情報データベース」に保存している機能

診断や点検整備結果等の情報を、「水土里情報システム」を始めとした
既存のGIS に格納することで、レイヤー機能等の様々なGIS 機能をいか
した情報の可視化・共有を図るなど、既存システムの連携・有効活用を
推進する。
また、国営造成土地改良施設以外の施設についても、随時、機能診断

結果、補修履歴、農地情報等の「水土里情報システム」（GIS）等への
格納を進めるよう促す。
これらの取組等により、対象施設に係る情報の蓄積・可視化・共有を

目指す。

インフラ長寿命化計画（行動計画）
（抜粋）

（参考１）
平成２６年８月１９日
農林水産省 農村振興局



経済財政運営と改革の基本方針2014（抜粋）

（平成26年６月24日 閣議決定）

7

第２章 経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題

４． 安心・安全な暮らしと持続可能な経済社会の基盤確保
（２）国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）、防災・減災等

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資
する国土強靱化基本法」を踏まえ、府省横断的な国土強靱化（ナ
ショナル・レジリエンス）の取組を推進する。

同法の目的並びに脆弱性評価等を踏まえて本年６月に策定された
「国土強靱化基本計画」及び「国土強靱化アクションプラン」に基
づき、国・地方あるいは官民の役割を明確化するとともに、重点
化・優先順位付け、ハード・ソフトの対策の組合せ、非常時と平常
時における施設の効果的な共用、民間の活力の活用、費用対効果の
的確な評価やＰＤＣＡ等により、重点的・効率的に推進する。

それぞれの地域における取組が推進されるよう、地方公共団体に
おける国土強靱化地域計画の策定・実施の取組を支援・促進する。

「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」、「首都直下地震緊急
対策推進基本計画」、「政府業務継続計画（首都直下地震対策）」
等に基づく大規模災害対策等の防災・減災の取組を推進する。

地域防災力の充実強化を消防団を中核としつつ推進する。
また、原子力災害・モニタリング対策の充実・強化を引き続き推

進する。

第３章 経済再生と財政健全化の好循環

２． 主な歳出分野における重点化・効率化の考え方
（２）社会資本整備
（基本的な考え方）

社会資本整備については、厳しい財政状況の下、国民生活の将来
を見据えて、既設施設の機能が効果的に発揮されるよう計画的な整
備を推進する必要がある。

また、国際競争力の強化、地域の活性化、国土強靱化（ナショナ
ル・レジリエンス）、防災・減災対策、老朽化対策等の諸課題に対
して一層の重点化を図りつつ、人口減少・高齢化、財政制約の下、
民間活力の最大限の発揮等による効率化を図りながら、マネジメン
トを重視した社会資本整備を計画的に推進することが求められる。

このため、集約・活性化、都市・地域再生等の観点からの社会資
本の整備目標についての重点化・優先順位付け、インフラの利用の
在り方、効果的・効率的な政策手段の在り方等について見直しを行
い、以下の取組を推進する。

（賢く使う観点からの取組）
老朽化が進行しつつある既設のインフラについては、民間活力を

最大限活用しつつ、ＩＣＴや新技術を開発・導入し、戦略的な維持
管理・更新等を全分野について総合的かつ計画的に行うことにより、
国民の安全・安心を確保するとともに、中長期的なコストの縮減・
平準化を推進する。

このため「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、国や地方公共
団体はインフラ長寿命化計画（行動計画）等の策定・実施を加速す
る。その中で、インフラの情報のデータベース化と分野横断的な共
有、メンテナンスサイクルの構築や更新等の機会を捉えた用途変
更・集約化等の取組を進めるとともに、中長期的な維持管理・更新
等のコストの見通しを明確化する。また、既存のインフラネット
ワークの最適利用を図る。さらに、地域における公的施設について、
国と地方公共団体が連携し国公有財産の最適利用を図る。

（選択と集中、優先順位の明確化）
人口減少・高齢化や厳しい財政制約の下で、民需誘発効果や投資

効率の高いインフラ、国際競争力を強化するインフラ（首都圏空
港・国際コンテナ戦略港湾・首都圏３環状道路を始めとする大都市
圏環状道路等）や国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）、防
災・減災等に資するインフラに重点化し、コンパクトシティ等によ
る集約・活性化、インフラの維持管理・更新を効果的、効率的に実
施する。地方は、誘導方策や都市計画の見直しを含めた集約・活性
化の取組を進める。新設するものについては、計画・設計段階から
整備、維持管理、更新等に係るトータルコストの縮減に努める。

ハード・ソフトの対策に優先順位を付けてパッケージ化する戦略
の実施やＰＤＣＡサイクルの中で社会資本サービスの事業・施策の
必要性、優先順位、評価指標の進捗・達成状況を評価し、事業・施
策に反映する仕組みを確立する。

（参考２）


