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今後の社会資本の維持管理・更新のあり方
～持続可能なインフラメンテナンスにむけて～
はやし だ

林 田
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と

拓 都＊

インフラの老朽化が加速度的に進行する中、国民の安全・安心や社会経済活動の基盤となるインフラの
維持管理・更新を計画的に進めていくことが極めて重要である。本稿では、今後の社会資本の維持管理・
更新のあり方として、国土交通省におけるインフラ老朽化対策についての主な取組を紹介する。

1．インフラメンテナンスを取り巻く現状

＜平常時＞

自然災害がますます激甚化・頻発化、あるいは切
迫する中にあって、これまで整備してきたインフラ
が期待される防災・減災機能を発揮するためには、
平時からの適切なメンテナンスが不可欠である。例
えば、最近では、平成30年台風第21号の際に大阪
平野の浸水を防いだ木津川水門等の大阪湾の防潮施
設や、令和元年東日本台風の際に狩野川本川の氾濫
を防いだ狩野川放水路はいずれも適切なメンテナン

＜令和元年東日本台風来襲時＞

スにより災害の本番でその機能を遺憾なく発揮した
（写真−１、２）。今後、建設から50年以上経過す
るインフラの割合が加速度的に増加する見込みであ
る中で、これら国民の安全・安心や社会経済活動の
基盤となるインフラの維持管理・更新を計画的に進
めていくことが極めて重要である。
一方、多くのインフラを管理する市町村において

写真－２

は、土木部門の職員数が減少するとともに、十分な
予算が確保できていない状況が続いている（図−１、
２）
。
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写真－１ 平成30年台風第21号による高潮来襲から
市街地を守る木津川水門（大阪府提供）
＊国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 企画係長
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※１：地方公共団体定員管理調査結果より国土交通省作成。なお、一般行政部門の職員を集計の対
象としている。また市町村としているが、特別区を含む。

図－１

市町村における職員数の推移

2．インフラメンテナンスに関
する主な取組
国土交通省では、2012年12月に
発生した中央自動車道笹子トンネ
ル の 天 井 板 落 下 事 故 を 契 機 に、
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2013年を「社会資本メンテナンス
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元年」に位置付け、2014年に「イン
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フラ長寿命化計画（行動計画）
」
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（2014～2020年 度 ） を 策 定 し、

西暦（年度）

これに基づき、インフラの老朽化
対策に係る取組を推進してきた。

表－１ 「予防保全」の推計と「事後保全」の試算との比較
（長寿命化等による効率化の効果）

また、当該計画は2021年６月に、
「予防保全」への本格転換や新技
術の活用、インフラの集約・再編
の取組等を盛り込んだ内容に改定
（2021～2025年 度 ） し た と こ ろ
である。

5年後
（2023年度）

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））

5.5 ～ 6.0

5.2

7.6 ～ 8.5

データ活用に関する取組、４）包
括的民間委託の導入促進に関する
取組、５）機能向上型更新へのパ
ラダイムシフトについて紹介する。
１）予防保全への転換

〔1.2〕

5.8 ～ 6.4

〔1.6〕

▲ 25%

30年後
（2048年度）

〔1.3〕

6.0 ～ 6.6

〔1.6〕

7.7 ～ 8.4

▲ 29%

-

20年後
（2038年度）

単位：兆円

30年間 合計
（2019～2048年度)

〔1.3〕

5.9 ～ 6.5 176.5 ～ 194.6

〔1.9〕

〔2.4〕

8.6 ～ 9.8 10.9 ～ 12.3 254.4 ～ 284.6

▲ 32%

▲ 47%

▲ 32%

凡例：〔 〕の値は2018年度に対する倍率

早期に対策が必要な施設数

表－２

で行ってきた主な取組として、１）
の支援に関する取組、３）新技術・

10年後
（2028年度）

〔1.2〕

5.2

本稿では、国土交通省がこれま
予防保全への転換、２）自治体へ

（地方財政統計年報より国土交通省作成）

市町村の土木費の推移

図－２

分野※２

点検対象施設数※３

橋梁

道
路

うち 要緊急対策施設数

717,391施設（H31.3.31）

69,051施設（H31.3.31）

10,718施設（H31.3.31）

4,416施設（H31.3.31）

39,873施設（H31.3.31）
堤防：約14,300km
樋門・樋管、水門：約8,500施設
（H31.3.31）
砂防設備：約83,000基
地すべり・急傾斜：約37,000区域
（R2.3.31）

6,062施設（H31.3.31）
堤防：約3,600km
樋門・樋管、水門：約1,800施設
（H31.3.31）
砂防設備：約3,000基
地すべり・急傾斜：約6,000区域
（R2.3.31）

海岸（海岸堤防等）

約5,900km（H31.3.31）

約780km（H31.3.31）

下水道（管路施設）

4,274km（H31.3.31）

11.6km（H31.3.31）

58,839施設（Ｈ31.3.31）

10,178施設（Ｈ31.3.31）

トンネル
道路附属物等
※４

河川

砂防

港湾
空港（土木施設※５）

80空港（Ｈ31.3.31）

７空港（Ｈ31.3.31）

2018年11月、 国 土 交 通 省 は、

航路標識

2,400施設（Ｈ31.3.31）

267施設（Ｈ31.3.31）

公園

86,662施設（Ｈ31.3.31）

21,480施設（Ｈ31.3.31）

経済財政諮問会議のワーキンググ

公営住宅

2,162,484戸(H31.3.31)

1,150,506戸(H31.3.31)

官庁施設

9,071施設(R2.4.1)

760件※６（R2.8.20)

ループにおいて、所管する分野の
インフラについて、30年後までの

※１：各施設数は括弧内の時点の値
※２：要緊急対策施設がない分野は除く
※３：点検対象施設数には点検未了のものも含む

※４：点検対象施設数、要緊急対策施設数は直轄施設のみ
※５：空港土木施設（幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸）
※６：老朽を理由とした修繕計画のうち、緊急を要すると判定された計画の件数

維持管理・更新費の推計結果を示した。インフラの

橋梁については、点検の結果、約10％の約７万橋

維持管理・更新について、不具合が生じてから対策

は不具合が生じる可能性が高い、あるいはすでに不

を講じる「事後保全」から、不具合が生じる前に対

具合が生じており早急に対処が必要な状態にあるな

策を講じる「予防保全」へ移行することにより、

ど、予防保全に本格的に転換するには、まずはこれ

30年間の維持管理・更新費の合計費用が約３割縮

らに対する措置を早期に講じる必要がある（表−２）。

減される見込みとなった（表−１）
。この結果から

このように、インフラ老朽化対策は「待ったなし」

も明らかなとおり、今後、予防保全への転換を進め

の課題であり、2020年12月11日に閣議決定された

ることにより費用の縮減・平準化を図ることで、持

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

続的・効率的なインフラメンテナンスを推進するこ

策」に基づき、予防保全型インフラメンテナンスへ

とが必要である。

の転換に向けて、早期対応が必要な施設への集中的

しかしながら、例えば、国内に約72万橋ある道路

な老朽化対策の加速化を図っている。

月刊「建設」22-02

9

２）自治体への支援に関する取組
上記のような課題を抱えている地
方自治体に対し、国土交通省では、

（東京都品川区）

（福島県郡山市）

・道路の凹凸情報の解析技術
→自動車にスマートフォンを搭載し、走行して収集した
加速度情報から解析。

・道路のひび割れ情報の解析技術
→自動車に市販ビデオカメラを搭載し、走行して収集した映像
から解析。

2020年度から新たに道路や河川の
分野において老朽化対策に係る個別
補助制度を創設し、地方自治体が計
画的かつ集中的に老朽化対策を進め

スマートフォン搭載
のイメージ

られるように支援を行っている。

写真－３

また、地方自治体の技術職員も対

ひび割れの自動検出のイメージ

現場ニーズと技術のマッチング等による新技術の社会実装の事例

象に含めた研修の実施、
「道路メンテナンス技術集

村長会議が発足している。今後、トップダウン

団」による直轄診断等の市町村に対する直接的支援

でのインフラメンテナンスの強力な推進が期待

など、市町村を対象とした取組を推進している。

される。

さらに、関係機関で連携して、道路・河川・港湾・

③新技術の活用に向けて、小規模自治体等が単独

空港の各分野で、各地域でメンテナンス会議を開催

で技術導入を検討することは困難であるため、

し、施設管理者が一堂に会し、技術的助言や情報共

自治体横断的な新技術の普及・展開を図る必要

有、民間活力の活用の推進を図っている。

がある。そこで、2018年度から「官民研究投

３）新技術・データ利活用に関する取組

資拡大プログラム（PRISM）」を活用し、自治

インフラメンテナンス分野においても、新技術の

体におけるモデルケースの実施を通じて、
「イン

導入により作業の省人化・効率化を図ることが可能

フラ維持管理における新技術導入の手引き（案）

である。一方で新技術の導入にあたっては導入コス

Ver0.1」を作成、2021年３月に公表したとこ

トや内部調整技術の有効性の判断等が課題となって

ろである（図−４）。

いる。このため、以下の取組を実施している。
①新 技術の活用を促進すべく、2021年度から、
コスト縮減効果の高い新技術の採用を予定して
いる事業の優先採択や交付金の重点配分対象と
する仕組みを導入している。
②インフラメンテナンス国民会議（2021年12月
末時点：会員数2,480者）（図−３）を通じ、
施設管理者のニーズと民間企業のシーズのマッ
チングによる新技術導入の支援等を推進してい
る。国民会議を通じて紹介された技術の社会実
装数は着実に増加している（2021年３月時点：

図－４ 国土交通データプラットフォームと
地方自治体データベースとの接続試行

④新技術の活用により、計測・点検・補修等の膨

８技術、73件）（写真−３）
。

大なデータが得られるようになった。これらの

また、今年１月には維持管理に特に関心のある

情報を広く利活用するためには、各管理者がそ

全国の首長によるインフラメンテナンス市区町

れぞれに保有している維持管理情報をオープン
データ化していくことが必要である。そこで、

インフラメンテナンス国民会議の目的
①革新的技術の発掘と社会実装
②企業等の連携促進
③地方自治体への支援
④インフラメンテナンスの理念の普及
⑤インフラメンテナンスの市民参画の推進
自治体の課題を共有し
解決策を検討する
グループ討議

図－３
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公認フォーラム
全
国

革新的技術
自治体支援
技術者育成
市民参画
海外市場展開

課題解決に向けた
ピッチイベントや
セミナー

地
方

北海道
東北
関東
北陸

近畿
中国
四国
九州

中部

沖縄

自治体のニーズと
シーズ技術の
マッチングによる現場実証

インフラメンテナンス国民会議の概要
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国土交通省や地方自治体が保有する維持管理に
関するデータベースの整備・連携方法について
検討し、2020年度に10のモデル自治体で国土
交通データプラットフォームとの接続試行を
行ったところである（図−５）。

に市内の一部において包括的民間委託での業務が開
始しており、現在は秋田県大館市と大阪府摂津市に
おいて導入に向けた検討を行っている。
今後はこれらのモデル自治体での導入について効
果の検証を行っていくとともに、検討成果や先行事
例を参考にインフラ維持管理への包括的民間委託の
導入にあたっての手引きを作成する予定である。
図－５ 国土交通データプラットフォームと
地方自治体データベースとの接続試行

５）機能向上型更新へのパラダイムシフト
これまでに整備されてきた排水機場等の機械設備

⑤インフラメンテナンスに係る優れた取組や技術

の老朽化加速とともに、設備の陳腐化により、部品

開発を表彰するため、2016年に「インフラメン

の再調達が困難となっている。そこで、来るべき大

テナンス大賞」という表彰制度を創設している。

更新時代に備え、コスト縮減やメンテナンス性等の

2021年度（第５回）についても2021年３月か

向上を目指し、老朽化した設備を同じ製品で置き換

ら６月まで公募を行い、247件の応募から33

える「単純更新」から量産品や新技術を利活用した

件の表彰を選定している。

「機能向上型更新」へのパラダイムシフトを実現す
るため河川機械設備小委員会にて検討を行っている。

４）包括的民間委託の導入に関する取組
インフラメンテナンス分野においても、民間活力
の活用により、効率化やコスト縮減を図ることが可

3．社会資本メンテナンス戦略小委員会にお

能である。国土交通省では地方公共団体における民

ける検討

間活力の活用手段として、特に包括的民間委託に着

国土交通省では、大臣の諮問機関である社会資本

目している。この方式は受託した民間事業者が創意

整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会の

工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に業務

下に社会資本メンテナンス戦略小委員会を2012年

を実施できるよう、巡回・維持など複数の業務や道

に設置し、2013年を「社会資本メンテナンス元年」

路・公園など複数の施設をまとめて、地元建設会社

と位置付け第１期（2012～2013年）、第２期（2014

等で組織する共同企業体（JV）や協同組合などに

～2015年）を通じて、さまざまな取組を進めてき

委託する方式である（図−６）。現状、この方式は

ており、以下の答申及び提言をとりまとめている。

下水道分野以外では比較的導入事例が少なく、導入

・
「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方に

によって事務作業の手間が増えるといった誤解を
持っている自治体も多い。そのため、国土交通省で
はモデル自治体への導入支援等を通じ、導入促進方
策の検討を実施している。2020年度に検討を行っ
た三重県鈴鹿市においては2021年10月より施行的
業務の包括化のケース
（道路の例）
【東京都府中市等】
地区Ａ

地区Ｂ

施設の包括化のケース
（道路・公園・排水路の例）
【新潟県三条市等】

・・・

道路

巡回
維持

補修・修繕

公園

巡回
維持作業

包括範囲

点検

・・・

包括範囲

・・・
施設の包括化のケース
（道路・河川の例）
【福島県等】
地区Ａ

地区Ｂ

・・・

道路維持
河川維持
除雪

包括範囲

・・・

図－６

包括的民間委託の概要

排水路

ついて」答申 2013年12月
・
「民間資格の登録制度の創設について」提言
2014年８月
・
「市町村における持続的な社会資本メンテナン
ス体制の確立を目指して」提言

2015年２月

・
「社会資本のメンテナンス情報に関わる３つの
ミッションとその推進方策」提言 2015年２月
そして、第３期（2017年～）では、施策の進捗
状況や市町村の動向等を把握してこれまでの取組の
レビューを行うとともに、今後の取組の方向性につ
いて検討を行っている。
小委員会はこれまでに９回開催し（2022年１月
現在）、第９回においてはこれまでの取組について
達成状況と課題のレビューを行うとともに、今後取
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り組むべき施策等について議論を開始した。また小

も、今後、予防保全への転換を進めていく必要があ

委員会に設置している民間WGではモデル自治体

るが、自治体における予算の不足や、人口減少など

での包括的民間委託の導入検討と包括的民間委託導

様々な課題により、早急に措置が必要な社会資本の

入の手引きの作成を並行して進めており、新技術

修繕がまだ十分でない状況にある。そのため、民間

WGでは新技術導入の手引きの充実化や維持管理

活力の活用や新技術・データの活用によりさらなる

に係るデータ利活用に関する検討を行っている。今

省力化・効率化・高度化を図るとともに、維持管理

後これからの社会資本維持管理のあり方について議

のあり方のパラダイムシフトを図ることがより一層

論を進め、とりまとめを行う予定である。

求められる。国土交通省としてもこうした動きを

4．おわりに

リードしつつ、持続的・効率的な社会資本の維持管
理を推進していきたい。

本稿では、国土交通省においてこれまでに行って
きた社会資本の維持管理に関する主な取組について
紹介した。
持続的な社会資本の維持管理を進めていくために

＜参考文献＞
社会資本メンテナンス戦略小委員会HP
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/
s201_menntenannsu01.html

【著者紹介】 林田 拓都（はやしだ たくと）
2019年国土交通省入省（土木職）。中部地方整備局にて河川事業、道路事業の職務に従事。2021年より現職。

「2021年度建設系公務員賠償責任保険制度」中途加入受付中！

どうしますか？!
・インフラの管理瑕疵で･･･ ・入札契約で･･･
◎ 12月末日現在の加入者は、4,528 名 と昨年の同時期と比べ379名も増加しています。
この保険は、毎月１日付の中途加入をいつでも受け付けています（保険料は月割り計算）
。
◎ 全建ホームページ（http:www.zenken.com/）の「建設系公務員賠償責任保険制度」をぜひ、
ご覧下さい！ 2021 年度新規パンフレットをご覧いただけるほか、インターネット
によるお申し込みができます！！ そのほか「よくあるＱ＆Ａ」も備えています。

＝異動のあった皆様へお願い＝
人事異動等により、地方協会の変更があった場合は、異動先（派遣先）の地方協会において、
引き続き全建会員としての入会（継続）手続きを忘れずにお願いします！
また、地方協会や所属など、お申し込み時から変更がありましたら、下記取扱代理店へご連絡ください。
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