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令和２年版国土交通白書の概要（２）
国土交通省 総合政策局 政策課＊
3．今後の国土交通行政が向き合うべき課題
と方向性

とが当たり前となる社会を目指している。
このプロジェクトの基本的な考え方は、「国民

今後我が国では、地球温暖化に伴う大雨や短時間

目線」及び「手段・主体・時間軸の３つの総力」

強雨の増加、南海トラフ地震や首都直下地震等の大

の２点である。これまでも国土交通省では、有識

規模地震の発生が予測される。また、インフラにつ

者会議などの議論を踏まえ、分野ごとにさまざま

いては、建設から50年以上経過する施設が増加す

な防災・減災対策を講じてきた。しかし、これま

る一方、維持管理を担う人材の不足が予測されている。

でと次元の異なる自然災害が頻発している現状に

ここでは、こうした「災害の頻発・激甚化」や「老

鑑み、これらの取組みと連携しつつ、切迫する災

朽化インフラの増加」といった課題に対する今後の

害に対して国民と危機意識を共有し、防災対策を

国土交通行政の方向性について展望する。

国民の視点に立ってわかりやすく発信することが

１）災害から身を守るために

必要となっている。また、分野ごとの縦割りでは

我が国では、大規模地震の発生や地球温暖化の進

なく、分野別の取組みに横串を刺し、省全体・関

行に伴って大雨や短時間での強い雨の頻度・強さが

係省庁や自治体・企業・住民等のあらゆる主体が

今後も増加するおそれがあり、防災力の確保が重要

一体となって取り組むほか、ハード・ソフトの両

な課題となっている。こうした観点から、ここでは

面からの対策を組み合わせ、平時からの対策を徹

激甚化する災害対策について展望する。

底し、非常時、復旧・復興時の取組みを円滑化し

⑴ 総力戦で挑む防災・減災プロジェクト
頻発・激甚化する自然災害に対し、国土交通省

ていくことが求められている。
⑵ 流域治水への転換

ではこれまでも分野ごとにさまざまな対策を講じ

気候変動による水災害リスクの増大に備えるた

てきたが、今後は分野横断的に連携しつつ、さら

めには、治水計画等を「過去の降雨実績などに基

に国民の防災意識を高め、防災・減災が主流とな

づくもの」から「気候変動による降雨量の増加な

る安全・安心な社会づくりを進めていく必要があ

どを考慮したもの」に見直すとともに、河川、下

る。そのため、これまでの教訓や検証を踏まえ、

水道、砂防、海岸等の管理者が主体となって行う

国土交通省の総力を挙げ、抜本的かつ総合的な防

治水対策に加え、集水域と河川区域のみならず、

災・減災対策を講じるため、国土交通大臣のプロ

氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その河川

ジェクトとして、2020年（令和２年）１月に「総

の流域全体のあらゆる関係者が協働して流域全体

力戦で挑む防災・減災プロジェクト～いのちとく

で行う治水対策、「流域治水」への転換を進めて

らしをまもる防災減災～」を立ち上げた。「いの

いくことが必要である（図－３）。流域のあらゆ

ちとくらしをまもる防災減災」をスローガンに、

る関係者の協力によって、施策や手段を充実し、

国民の視点に立った抜本的・総合的な対策を講じ

それらを適切に組合せ、加速化させることによっ

ることで、行政機関、民間企業、国民一人ひとり

て効率的・効果的な安全度向上を実現する。

の意識・行動・仕組みに防災・減災を考慮するこ
＊03-5253-8111（代）
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氾濫を防ぐための対策
～ハザードへの対応～
（しみこませる）
雨水浸透施設（浸透ます等）の整備
⇒ 都道府県・市町村、企業、住民
（ためる）
雨水貯留施設の整備、
田んぼやため池等の高度利用
⇒ 都道府県・市町村、企業、住民
ダム、遊水地等の整備・活用
⇒ 国・都道府県・市町村、利水者

被害対象を減少させるための対策
～暴露への対応～
（被害範囲を減らす）
土地利用規制、高台まちづくり
⇒ 国・都道府県・市町村、企業、住民

（移転する）
リスクが高いエリアからの移転促進
⇒ 市町村、企業、住民

集水域
都道府県・市町村、
企業、住民

（氾濫水を減らす）
堤防強化等
⇒ 国・都道府県

河川
国・都道府県・市町村、
利水者

※グリーンインフラ関係施策と併せて推進

（氾濫水を早く排除する）
排水門の整備、排水ポンプの設置
⇒ 市町村等
（早期復旧・復興に備える）
BCPの策定、水災害保険の活用
⇒ 市町村、企業、住民
（支援体制を充実する）
TEC-FORCEの体制強化
⇒ 国・企業

氾濫域
国・都道府県・市町村、
企業、住民

河川での対策 集水域での対策 氾濫域での対策

図－３

流域治水の概要

⑶ 浸水リスク等に係る土地利用規制・誘導等

資料）国土交通省

このほか、不動産取引においては、その相手方

近年頻発・激甚化する自然災害に対応するため

に取引の対象となる物件に関する水害リスクを認

には、災害が発生するリスクの高い地域にできる

識してもらうことが重要であることから、水害リ

だけ人々を住まわせないようにし、安全なまちづ

スクに係る説明を宅地建物取引業法上の重要事項

くりを進めることが不可欠である。

説明として義務付ける方向で対応を進める。

このため、国土交通省では、2020年（令和２年）

２）持続可能なインフラメンテナンスサイクルの実

の通常国会に「都市再生特別措置法等の一部を改

現のために

正する法律案」を提出した。

我が国では、老朽化インフラが増加する一方で、

具体的には、開発許可制度により土砂災害特別

それらを維持管理する技術者は減少傾向にあり、

警戒区域などの災害レッドゾーンにおいては、都

インフラの維持管理が困難となる懸念が生じている。

市計画区域全域で自己居住用を除く住宅等に加え、

こうした観点から、ここでは持続可能なインフラ

店舗、病院、ホテルといった自己の業務用施設に

メンテナンスサイクルの実現について展望する。

ついても開発を原則禁止としている。また、浸水
ハザードエリア等においては、市街化調整区域に
おける住宅等の開発許可を厳格化している。
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（避難態勢を強化する）
ICTを活用した河川情報の充実
浸水想定等の空白地帯の解消
⇒ 国・都道府県・市町村・企業
（被害を軽減する）
建築規制・建築構造の工夫
⇒ 市町村、企業、住民

二線堤等の整備
⇒ 市町村

（安全に流す）
河床掘削、引堤、放水路、砂防堰堤、遊砂地、
雨水排水施設等の整備
⇒ 国・都道府県・市町村

凡例

被害の軽減・早期復旧・復興のための対策
～脆弱性への対応～

⑴「事後保全」から「予防保全」への転換
インフラメンテナンスについては、施設に不具
合が生じてから対策を行う「事後保全」から、施

また、災害ハザードエリアから住民や施設が移

設に不具合が生じる前に対策を行う「予防保全」

転する際、市町村が移転者のコーディネートを行

への転換や新技術の導入等により、今後増加が見

うとともに、具体的な移転計画を作成し手続きを

込まれる維持管理・更新費の縮減を図ることが重

代行するなど、負担が軽減されるようにし、災害ハ

要である。

ザードエリアからの移転を促進することとしている。

国土交通省が所管するインフラを対象に将来の

さらに、立地適正化計画の居住誘導区域から災

維持管理・更新費を推計したところ、「事後保全」

害レッドゾーンを原則除外するとともに、居住誘

の場合、１年当たりの費用は2048年度（令和30

導区域内等で行う防災対策・安全確保策を定める

年度）には2018年度の約2.4倍となった。一方、

防災指針を作成することとし、立地適正化計画と

「予防保全」の場合、１年当たりの費用は2048

防災の連携を強化している。

年度には「事後保全」の場合と比べて約５割減少
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寄
将来の維持管理・更新費の推計結果

表－１
2018年度
①平成30年度推計
（予防保全を基本）
②平成30年度試算
（事後保全を基本）
長寿命化等による
効率化の効果
（（①-②/②））

5年後
（2023年度）

10年後
（2028年度）

〔1.2〕

5.2

5.5

～

6.0

〔1.2〕

5.8

6.4

～

〔1.6〕

5.2

7.6

-

～

8.5

▲ 29%

20年後
（2038年度）

～

〔1.6〕

7.7

8.4

～

▲ 25%

6.6

～

9.8

30年間 合計
（2019～2048年度)

〔1.3〕

5.9

～

〔1.9〕

8.6

単位：兆円

30年後
（2048年度）

〔1.3〕

6.0

稿

6.5

176.5

～

254.4

～

194.6

〔2.4〕

10.9

～

▲ 32%

12.3

▲ 47%

284.6

▲ 32%

凡例：〔 〕の値は2018年度に対する倍率

資料）国土交通省

し、30年間の累計でも約３割減少する見込みと

した大量の社会資本を維持管理するためには、地

なった（表－１）
。

方公共団体間の連携や、国から地方公共団体への

これまで、道路施設、河川管理施設など様々な

支援が必要である。

分野で点検を行っており、早急に対策を実施する

例えば、道路や河川の維持管理を包括的民間委

必要があるインフラが多数存在していることが判

託として実施することや、都道府県と市区町村の

明している。まずはこれらの施設の機能を回復さ

業務を共同発注することなどにより、契約の合理

せることが予防保全への本格転換の第一歩である。

化や地方公共団体間の連携の強化が可能である。

⑵ 新技術の活用

また、国土交通省では、地方公共団体からの要請

今後の技術者の減少や維持管理・更新費の増加
などに対応するためには、新技術を活用した維持

に基づき技術者を派遣するなど、人的支援を行っ
ている。

管理・更新の効率化・高度化が重要である。例え

また、インフラメンテナンスに社会全体で取り

ばドローン等を活用した計測に関する技術の進歩

組むことが必要との認識から、2016年（平成28

は近年著しく、風速20m程度の強風下でも飛行

年）に、産学官民が有する技術や知恵を総動員す

可能な全天候型のものや、３次元データを出力で

るためのプラットフォームとして、
「インフラメン

きる陸上・水中ドローンが登場しており、測量・

テナンス国民会議」を立ち上げた。その中で、イン

調査の高度化が進んでいる。

フラの維持管理における分野横断的な連携や、多

さらに、新技術活用により得られたデータの整
備・活用も行われている。国土交通省では、測量・
調査から設計、施工、維持管理に至る建設生産プ
ロセス全体で得られたデータを集約・共有し、地

様な主体との連携等を推進し、産学官民の技術や
知識を総動員するプラットフォームを形成している。

4．おわりに

方公共団体のデータとも連携の上、サイバー空間

このほか、令和２年版国土交通白書では、今後の

上に国土を再現する「インフラデータプラット

国土交通行政が向き合うべき課題として、「地域の

フォーム」の構築を進めている。インフラデータ

移動手段の確保」「グローバルな活力の取り込み」

プラットフォームと交通や気象等のデータとの連

「新技術の活用の推進」についても展望している。

携により、災害時の避難シミュレーションや最適

紙面に限りがあるため、本白書の全体は紹介でき

なヒートアイランド対策の実現等、行政サービス

なかったが、本概要とともに、一人でも多くの方に、

の高度化や新しい産業やサービスの創出を実現す

白書をご一読いただければと思う。なお、国土交通

ることが可能になると考えられる。

白書は国土交通省ホームページにおいて公開している。

⑶ 地方公共団体間の連携や国による地方公共団

令和２年版国土交通白書トップページ
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r01/
index.html

体への支援
地方公共団体の技術職員が減少する中で老朽化
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