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見直し後の国土強靱化基本計画の概要 ※赤字は見直し部分

●国土強靱化の基本的考え方（第１章）

●脆弱性評価（第２章） 12の個別施策分野及び５の横断的分野

●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）
○今後、国土強靱化に係る国の他の計画等について必要な見直しを行いながら計画を推進
○おおむね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
○起きてはならない最悪の事態を回避するプログラムの推進計画を毎年度の年次計画として推進本部が策定。こ
れにより各般の施策を実施し、毎年度、施策の進捗状況の把握等によるプログラムの推進計画を見直し

○施策の進捗状況、社会情勢の変化等を踏まえ、重点的に取り組むべき15のプログラムを組替え
○重要な課題について、効果的な施策の具体化を検討する仕組みの導入
○重点化すべきプログラム等の中で、特に緊急に実施すべき施策については、３か年の緊急対策を定めて速やかに実施

【農林水産分野】

・農林水産業に係る生産基盤などのハード対策や流通・
加工段階のBCP/BCM構築などのソフト対策の実施、都市
と農村の交流等による地域コミュニティ維持・活性化 等

【国土保全分野】

・防災施設の整備などのハード対策とわかりやすい防災情
報の発信などのソフト対策を組み合わせた総合的な対策、
気候変動の影響を踏まえた治水対策 等

【環境分野】

・災害廃棄物処理の広域連携体制の構築による廃棄物
処理システムの強靱化 等

【土地利用（国土利用）分野】

・災害リスクの高い場所への人口集中の緩和によるリスク
分散、所有者不明土地への対応、復興まちづくりの事前
の準備 等

【リスクコミュニケーション分野】

・住民等の自発的な防災活動に関する計画策定の促進、
地域コミュニティの強化による災害対応力の向上、教育、
訓練 等

【人材育成分野】

・災害の専門家・技術者・地域のリーダーの育成 等
【官民連携分野】

・民間のスキル・ノウハウや施設・整備等の活用促進 等
【老朽化対策分野】

・インフラ長寿命化計画の策定促進、メンテナンスサイク
ルの構築 等

【研究開発分野】

・防災・減災及びインフラの老朽化対策における研究開発
・新技術の普及・社会実装の推進 等

【行政機能／警察・消防等／防災教育等分野】

・政府全体の業務継続計画を踏まえた対策の推進、
自らの命は自らが守るという意識を持ち、自らの判
断で避難行動がとれるよう不断の見直しを実施 等

【住宅・都市分野】

・防災拠点、住宅・学校等の耐震化、文化財の耐震
化、「コンパクト＋ネットワーク」の対流による東京
一極集中の是正 等

【保健医療・福祉分野】

・被害想定等を踏まえた必要チーム数を考慮した
DMATの計画的な養成、福祉避難所の指定促進 等

【エネルギー分野】

・電力インフラのレジリエンス向上など災害に強い
エネルギー供給体制の構築、地域間の相互融通
能力の強化、自立分散型エネルギーの導入 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
機関の横断的な合同訓練の実施 等

【情報通信分野】

・官・民からの多様な収集手段確保、旅行者、高齢
者、障害者、外国人等に配慮した多様な情報提供
手段確保 等

【産業構造分野】

・中小企業が取り組む防災・減災対策への支援の
強化 等

【交通・物流分野】

・交通・物流施設の耐災害性の向上、ソフト・ハード
両面における除雪体制の整備 等

〔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最小化
④迅速な復旧復興

○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

〔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」型の国土構造の実現を促す
○気候変動等による気象の変化等を踏まえた施策の重点化
○ハード対策とソフト対策の適切な組合わせ
○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

〔特に配慮すべき事項〕
○官民連携の促進と「民」主導の取組を活性化させる環境整備
○国土強靱化のイノベーション
○仙台防災枠組である事前防災、より良い復興等の実践
○平成30年６月以降の災害からの教訓を踏まえた対策 等

国土強靱化基本計画について

○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（平成25年法律第95号）

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

平成30年12月14日
閣議決定
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プログラムの重要業績指標（KPI）について

起きてはならない
最悪の事態の例

重要業績指標（KPI）の例
（農業農村整備関連）

■広域にわたる大規模津波等による多
数の死者の発生

大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防の整備率
約３９％（H26）→約４０％(H27)→約６９％［H32］

■異常気象等による広域かつ長期的な
市街地等の浸水

湛水被害等が防止される農地及び周辺地域の面積
０ha(H27)→約６．５万ｈａ(H28)→約３４万ha［H32］

■大規模な火山噴火・土砂災害等によ
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

耐震対策が必要と判明している重要度の高い国営造成施設におけ
る耐震化計画の策定割合
４１％(H27)→５５％(H28)→１００％［H32］

■食料等の安定供給の停滞 農道橋（延長15ｍ以上）・農道トンネルの機能保全計画の策定割合
９％（H27）→１３％(H28)→１００％［H32］

■汚水処理施設等の長期間にわたる機
能停止

農業集落排水施設の機能診断の実施率
４８％(H25)→ ５５％(H28速報値)→１００％［H32］

■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

ハザードマップ等ソフト対策を実施した防災重点ため池の割合
３４％（H25）→６５％（H28）→１００％［H32］
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Ⅱ．国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持 おおむね3.4兆円程度
（１）電力等エネルギー供給の確保 おおむね0.3兆円程度
（２）食料供給、ライフライン、サプライチェーン等の確保 おおむね1.0兆円程度
（３）陸海空の交通ネットワークの確保 おおむね2.0兆円程度
（４）生活等に必要な情報通信機能・情報サービスの確保 おおむね0.02兆円程度

Ⅰ．防災のための重要インフラ等の機能維持 おおむね3.6兆円程度

（１）大規模な浸水、土砂災害、地震・津波等による被害の防止・最小化 おおむね3.0兆円程度

（２）救助・救急、医療活動などの災害対応力の確保 おおむね0.4兆円程度

（３）避難行動に必要な情報等の確保 おおむね0.2兆円程度

〇本対策は、「重要インフラの緊急点検の結果及び対応方策」（平成30年11月27日重要インフラの緊急点検に関する関係閣僚

会議報告）のほか、ブロック塀、ため池等に関する既往点検の結果等を踏まえ、

・防災のための重要インフラ等の機能維持

・国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持

の観点から、国土強靱化基本計画における45のプログラムのうち、重点化すべきプログラム等20プログラムに当たるもので、

特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、３年間で集中的に実施する。

１．基本的な考え方

３．本対策の期間と達成目標

２．取り組む対策の内容・事業規模の目途

〇期間：2018年度（平成30年度）～2020年度（平成32年度）の３年間

〇達成目標：防災・減災、国土強靱化を推進する観点から、特に緊急に実施すべき対策を、完了（概成）又は大幅に進捗させる。

〇緊急対策160項目

〇財政投融資の活用を含め、おおむね７兆円程度を目途とする事業規模（※１、※２）をもって実施。 (※１)
うち、財政投融資を活用し

た事業規模としておおむね
0.6兆円程度を計上している
ほか、民間負担をおおむね
0.3兆円程度と想定している。
平成30年度第一次補正予

算等において措置済みの
事業規模0.3兆円を含む。

(※２)
四捨五入の関係で合計が
合わないところがある。

資料１防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策の概要
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

農業⽔利施設等の防災・減災、
国⼟強靭化対策

重要インフラの緊急点検の結果を踏まえ、
⾮常時において施設機能を維持するために
必要な計画の策定、計画に基づく資機材
の整備及び管理設備や電気設備等の農
業⽔利施設に附帯する設備の整備、耐⽔
対策、これらに併せて⾏う整備補修、耐震
化等を実施します。

＜実施事業＞
（１）農業農村整備事業
（２）農⼭漁村地域整備交付⾦

＜対策のポイント＞
北海道胆振東部地震等を踏まえ、農業⽔利施設の操作・監視状況、災害時の機能維持の⽅策等に係る緊急点検を⾏った結果、早急な対応が必要な施
設について、耐震化対策などの⾮常時にも機能を確保するために必要な改修・更新等を実施します。
＜政策⽬標＞
⾮常時における農業⽔利施設の機能確保（1,000地区［平成32年度まで］）

［お問い合わせ先］農村振興局⽔資源課（03-6744-1363）

＜事業の流れ＞

※事業実施主体が国の場合は、国費率2/3等

国
市町村 等都道府県

都道府県
1/2等

1/2等

背景（重要インフラの緊急点検）

非常時電源の確保

非常用電源設備の設置

管理設備等の更新

水管理施設の更新

耐水対策の整備

耐水扉の設置

揚水機場の損壊

パイプラインの損壊

被災状況（平成30年北海道胆振東部地震等）

平成30年７月豪雨

農業⽔利施設の緊急対策＜公共＞

ダム洪水吐の被災（厚真ダム）

平成30年北海道胆振東部地震

農業⽔利施設の操作・監視状況、災害時の機能維持の
⽅策等に係る緊急点検を実施

耐震性能や健全度等が⼗分でなく、⾮常時に機能を
喪失する恐れのある農業⽔利施設を確認

平成30年台風21号

水路の損壊

緊急点検結果

平成30年北海道胆振東部地震

対策イメージ

行動計画の策定

非常時行動計画の策定

耐震照査の結果、橋脚部が
耐震不足であることが判明

頭首工の設備の劣化により
操作不能となる恐れ

耐震化後の頭首工堰柱

施設の耐震化

耐震化前の幅

耐震化後の幅

【平成31年度予算概算決定額 （農業農村整備事業）51,072百万円の内数、（農⼭漁村地域整備交付⾦）5,000百万円の内数】
（平成30年度第２次補正予算額 （農業農村整備事業）51,072百万円の内数、（農⼭漁村地域整備交付⾦）5,000百万円の内数）

改修後の排水路

水路改修
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＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

全国のため池を緊急点検するとともに、ため池対策検討チームを⽴ち上げ、
下流の家屋等に被害を与えるおそれのある、防災重点ため池の選定基準等
を⾒直しました。これらを踏まえ、対策の優先度が⾼い防災重点ため池の改
修や、利⽤されていないため池の統廃合等を実施します。

① 豪⾬による決壊の防⽌や耐震性向上のためのため池の改修等必要な対策を
⼀体的に実施します。

② 利⽤されていないため池等を対象として、ため池の統廃合や必要となる代替⽔
源の整備を定額で⽀援します。

③ ため池の状況を速やかに把握するための監視カメラや⽔位計等の管理施設の
整備を定額で⽀援します。

④ ため池の改修等を進めるために必要な耐震性調査や実施計画策定、ため池の
諸元等の詳細情報として浸⽔想定区域図やため池マップの作成を定額で⽀援
します。

＜対策のポイント＞
平成30年７⽉豪⾬において、多くのため池が被災したことを受け、農地の被害を防⽌するとともに、⾮常時にも機能や下流の安全性を確保するために必要な

ため池の改修等の緊急対策を実施します。

＜政策⽬標＞
下流への影響が特に⼤きく、早急に対策が必要な防災重点ため池における機能や安全性の確保 （約1,000カ所（⾒込み）［平成32年度まで］ ）

＜事業の流れ＞

国
市町村 等都道府県

都道府県
1/2、定額 等

1/2、定額 等
［お問い合わせ先］農村振興局防災課（03-6744-2210）

ため池の整備

整備前 整備後

統合
廃止

上
池下

池

廃⽌ため池のイメージ

ため池の統廃合

洪⽔を安全に流下

堤体を開削

監視カメラの設置

ため池の緊急対策＜公共＞ 【平成31年度予算概算決定額（農業農村整備事業） 51,072 百万円の内数】
（平成30年度第２次補正予算額（農業農村整備事業） 51,072 百万円の内数)

浸⽔想定区域図

浸⽔想定区域 ため池
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