
平成29年度
国土交通省関係予算概算要求の概要

第 １　平成29年度予算概算要求の基本方針とポイント

（全体方針）
○　東日本大震災や熊本地震の発生により，大規
模自然災害等から国民の生命と財産を守り，国
土強靱化を推進することの重要性が改めて強く
認識された。激甚化する気象災害や切迫する巨
大地震等に備えるための防災・減災，老朽化対
策等は，喫緊の課題となっている。
○　また，人口減少・高齢化社会の下で，我が国
が経済成長を続けていくためには，社会全体の
生産性を高めていく必要がある。あわせて，
「成長と分配の好循環」を実現し，地方の隅々
にまでアベノミクスの効果を波及させることに
より，地方創生を推進し，日本全体の成長力の
底上げを図ることが強く求められている。
○　こうした認識の下，平成29年度予算において
は，「被災地の復旧・復興」を加速させるとと
もに，「国民の安全・安心の確保」，「生産性向
上による成長力の強化」及び「地域の活性化と
豊かな暮らしの実現」に取り組む。
○　特に，今後の社会資本整備に当たっては，生
産性向上を導く社会資本のストック効果を重視
することにより，我が国の成長を支えていくこ
とが重要である。
ストック効果の高い公共投資により経済成長

を図り，経済再生と財政健全化の双方を実現す
るため，必要な公共事業予算を安定的・持続的
に確保することが不可欠である。
○　これらを踏まえ，平成29年度予算において
も，通常の要求及び「新しい日本のための優先
課題推進枠」に係る要望を最大限活用する。

（民間資金・ノウハウの活用等）
○　限られた財政資源の中での効率的な事業執行
に向け，地域のニーズを踏まえつつ，情報公開
を徹底して，投資効果や必要性の高い事業への
重点化を進めるとともに，地域活性化にも資す
るPPP/PFIの推進等により民間資金やノウハ
ウを積極的に活用する。

（公共事業の効率的・円滑な実施）
○　公共事業の効率的・円滑な実施を図るため，
改正品確法の趣旨を踏まえ，適正価格での契約
や地域企業の活用に配慮しつつ適切な規模での
発注，工事の品質確保等に取り組む。あわせ
て，国庫債務負担行為の活用等による施工時期
の平準化や ICTの全面的な活用等による
i-Constructionを推進する。

国土交通省 大臣官房 会計課
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第 2　平成29年度予算概算要求の概要

Ⅰ．被災地の復旧・復興

⑴平成28年度から平成32年度までの復興・創生期
間における新たな枠組みに基づき，東日本大震
災からの復興を加速。
⑵熊本地震で被災した地域における住宅再建・ま
ちづくりや基幹インフラの復旧等を着実に推進。

⑴　東日本大震災からの復興・創生
（注）復興庁計上
○住宅再建・復興まちづくりの加速� ［ ２ 億円］

被災地における住宅再建・復興まちづくりの取
組を着実に推進する。

・「住まいの復興工程表」等に基づく災害公営住宅等の
整備の支援

・地籍整備による土地境界の明確化の推進

○インフラの整備� ［2,832億円］
被災地の迅速な復興に必要となるインフラの着

実な整備を進める。
・復興道路・復興支援道路の緊急整備等の推進
・海上物流・エネルギー輸入拠点の形成等に必要な港湾

施設の整備の推進
・海岸保全施設の整備，緑の防潮堤を含む粘り強い海岸

堤防等の整備の推進
・堤防の嵩上げや耐震化など河川管理施設の整備の推進
・東日本大震災で土砂災害が発生した箇所等における土

砂災害対策の推進
・復興の進捗に伴う下水道施設整備及び地盤沈下地区の

雨水排水施設整備の推進
・復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）の整備

の推進

○被災地の公共交通に対する支援� ［14億円］
被災者の暮らしを支える被災地のバス交通等に

ついて，住宅再建・復興まちづくりの進捗に応じ
た柔軟な支援を継続する。
○被災地の観光振興� ［57億円］

風評被害払拭のため，地域の発案によるインバ
ウンドの取組を支援し，観光魅力を海外へ発信す
るとともに，福島県の震災復興に資する国内観光
関連事業を支援する。

⑵　熊本地震からの復旧・復興
○住宅再建・復興まちづくりの加速
［防災・安全交付金等の内数］
被災地における住宅再建・復興まちづくりの取

組を着実に推進する。

１ .　国費総額
　⑴　一般会計	 ６ 兆６,６54億円	（対前年度１.１5倍）
	 （うち，「新しい日本のための優先課題推進枠」　 １兆4,１79億円）

公共事業関係費	 ６ 兆0,１83億円	（対前年度１.１６倍）
　○一般公共事業費	 5 兆9,６48億円	（対前年度１.１６倍）
　○災害復旧等	 534億円	（対前年度１.00倍）
非公共事業	 ６,472億円	（対前年度１.08倍）
　○その他施設費	 ６37億円	（対前年度１.24倍）
　○行政経費	 5,835億円	（対前年度１.07倍）

　⑵　東日本大震災復興特別会計	 5,599億円	（対前年度0.8１倍）

2 .　財政投融資	 3 兆8,524億円	（対前年度2.2１倍）
（参考）財投機関債総額	 2 兆8,078億円	（対前年度１.0１倍）

《概算要求の規模》
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・宅地の復旧・耐震化の支援
・土地区画整理事業等による被災市街地の復興
・災害公営住宅の整備，被災マンションの建替えの推進

等の支援
・地籍整備による土地境界の明確化の推進

○インフラの整備　［防災・安全交付金等の内数］
被災地の迅速な復旧・復興に必要となるインフ

ラの着実な整備を進める。
・公共土木施設，公営住宅等の災害復旧の推進
・復興を支援する道路の整備の推進
・河川管理施設や下水道施設の耐震化の推進
・港湾施設の耐震化の推進
・熊本地震で土砂災害が発生した箇所等における土砂災

害対策の推進
・熊本城の早期復旧と耐震化の推進

○被災地の公共交通に対する支援
［鉄道施設総合安全対策事業費補助等の内数］
被災者の暮らしを支える被災地の公共交通につ

いて支援を行う。
○被災地の観光振興
［国と地方の連携によるビジット・ジャパン事
業の内数］
被災地における観光振興のため，インバウンド

の取組を支援し，観光魅力を海外に発信する。

Ⅱ．国民の安全・安心の確保

⑴激甚化する水害・土砂災害，切迫する巨大地震
等に備えるため，既存施設の有効活用，真に必
要な事業への重点化を図りつつ，ソフト・ハー
ドを総動員した防災・減災対策を推進。
⑵加速するインフラ老朽化に対応する戦略的な維
持管理・更新。
⑶密集市街地対策，住宅・建築物の耐震化や公共
交通における安全対策，無電柱化の推進等によ
り生活空間における安全・安心を確保。
⑷領海警備等に万全を期すための戦略的海上保安
体制を構築等。

⑴　��ソフト・ハードを総動員した防災・減災対策�
の推進

※計数については，一部重複がある
○水

みず

防災意識社会の再構築に向けた水害対策や土

砂・火山災害対策の推進� ［5,673億円（1.25）］
洪水による氾濫の発生に社会全体で備えるため

のソフト・ハード一体となった予防的対策や，斜
面崩壊・火山噴火への集中的・広域的な対策等を
強化する。
（水

みず

防災意識社会の再構築）
・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾濫想定区域の指定

の推進
・住民のとるべき行動を分かりやすく示したハザードマ

ップへの改良の支援
・タイムラインの策定等，事前の行動計画の作成の推進
・洪水を安全に流すための堤防の嵩上げや浸透対策等の

推進
・越水しても決壊までの時間を引き延ばすよう堤防構造

を工夫する対策の推進
・主体的な避難を促す防災教育の推進

（生産拠点等の保全等に寄与する都市浸水対策等の推進）
・地域経済を支える生産拠点等の保全・創出に寄与する

浸水対策の推進
（既存施設の有効活用，選択と集中による対策等）
・想定される被害等を考慮した整備効果の早期発現に向

けた計画的な治水対策等の推進
・水害・土砂災害の被災地域における集中的な再度災害

防止対策等の推進
・既存ダムの徹底活用を図るためのダム再生の推進
・官民連携した下水道による効率的な浸水対策の強化
・警戒避難体制の整備等と一体となった土砂災害防止施

設の重点的整備の推進
・火山噴火に起因する土砂災害対策の推進

○被害想定・リスク情報の共有等による災害対応
の強化� ［20億円（2.39）］
大規模な洪水・高潮や集中豪雨による内水及び

土砂災害を対象として，ICT等も活用しつつ，緊
急的，総合的な対策に省横断的に取り組む。
（被害の想定・リスク情報の共有等）
・避難支援に資するきめ細かいリスク情報等の提示及び

オープンデータ化の推進
・台風・集中豪雨等に関する防災情報提供の強化
・地下街等の避難確保・浸水防止策の強化に資する内水

被害に関する情報提供の推進
・地震・火山噴火等の自然災害等に備えた地理空間情報

の整備及び円滑な流通の推進
・土砂災害警戒区域等の指定に向けた基礎調査の推進
・火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定の推進

（被災状況の把握手段の多様化による災害対応の強化）
・合成開口レーダ等のセンシング技術を活用した被災状

況把握の推進
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・SNS等を活用した水害・土砂災害発生の兆候等の把握
の推進

（様々な主体と連携した災害対策の強化）
・大規模水害を想定した排水計画の作成・共有
・全国各ブロックにおいて多数の機関が連携した本格的

なタイムラインの推進
・地下駅の浸水対策の推進
・臨海部の企業活動等を考慮した高潮対策等の推進

○南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策等の推
進� ［2,235億円（1.46）］

「防災意識社会」※への転換を進めるとともに，
南海トラフ巨大地震等の発生に備え，想定される
具体的な被害特性に合わせた対策を省の総力を挙
げて推進する。
※施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するとの考え

に立ち，社会全体で常にこれに備える「水
みず

防災意識社
会」の考え方を他の災害にも拡大したもの。

（救助・救急ルートの確保計画策定等の応急対策）
・首都直下地震対策ロードマップ策定の推進
・首都直下地震等の発災時における道路啓開計画の深化
・首都圏で緊急輸送ルートを補完する河川敷道路や船着

場等の利活用計画策定の推進
・多様な機関との連携等による港湾BCPの改善・拡張
・大規模地震発生後の土砂災害警戒避難体制の強化の促

進
・TEC-FORCE活動計画の策定及び実効性の向上，地方

公共団体への支援の強化
・防災ヘリ追加配備等のTEC-FORCEの活動体制の強

化の推進
（施設の耐震化等の予防的対策）
・河川・海岸堤防等の嵩上げ・耐震化及び水門等の自動

化・遠隔操作化等の推進
・津波浸水等を軽減するための粘り強い海岸堤防・防波

堤等の整備の推進
・基幹的交通ネットワークを保全するための土砂災害対

策の推進
・下水道施設の耐震化及び避難所におけるマンホールト

イレ設置等の支援の強化
・地震・津波被害の防止・軽減のための公共施設の耐震

化の推進

○火山，地震，津波，台風，集中豪雨等に対する
観測・監視体制の強化� ［98億円（1.09）］
火山，地震，津波，台風，集中豪雨等に対する

観測・監視体制を強化するとともに，防災気象情
報等の高度化を推進する。

・火山噴火に起因する土砂災害の監視体制の強化

・火山噴火時の土砂災害緊急情報等の高度化に向けた検
討の推進

・噴火警報等を迅速に発表するための火山観測機器やデ
ータ処理システム等の整備

・大規模地震に対応した震度予測精度の向上・活断層等
における地震活動監視等の強化

・台風・集中豪雨等の予測技術を向上させる次世代スー
パーコンピュータ等の整備

・土砂災害から身を守るための防災気象情報の高精度化

○災害時における人流・物流の確保
� ［5,437億円（1.28）］

災害発生時に備えて，陸上・海上輸送ルートの
整備，耐震対策，啓開体制，情報提供体制の構築
等を推進する。
（陸上・海上輸送ルートの整備等）
・広域交通への影響を回避する代替性確保のためのミッ

シングリンク等の整備の推進
・大規模災害に備えた道路の防災（斜面・盛土等）・震

災対策（耐震補強等）の推進
・大雪時の車両の立ち往生を防止又は軽減するための除

雪体制の強化
・緊急輸送道路で電柱の新設を禁止する措置の拡大や低

コスト手法の無電柱化の推進
・多様な輸送手段を活用した支援物資輸送に関する広域

連携体制構築の推進
・基幹的広域防災拠点における緊急物資や支援要員の受

入体制の強化
（耐震対策や情報提供体制の構築）
・主要駅や高架橋等の鉄道施設の耐震対策の推進
・災害時の的確な情報提供等のための東京湾における一

元的な海上交通管制の構築
・船舶の安全航行に不可欠な航路標識の耐震・耐波浪補

強

⑵　インフラ老朽化対策の推進
○インフラ老朽化に対応する戦略的な維持管理・
更新の推進� ［4,612億円（1.13）］
国民の安全・安心の確保等のため，インフラ長

寿命化計画（行動計画）に基づき，将来にわたっ
て必要なインフラの機能を発揮し続けるための取
組を推進する。
○次世代社会インフラ用ロボット開発・導入の推
進� ［0.7億円（1.04）］
社会インフラの老朽化に対し，より効果的・効

率的に対応できるロボットの開発・導入を促進す
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るため，現場での実際の点検と同等の環境下で性
能等の検証を行う。

⑶　生活空間の安全・安心の確保
○密集市街地対策の推進，住宅・建築物の耐震化
の促進� ［205億円（1.13）］
大規模地震の発生時における人的・経済的被害

の軽減を図るため，密集市街地の改善や住宅・建
築物の耐震化を積極的に推進する。

・密集市街地における防災対策と生活支援機能等の整備
の総合的支援

・耐震診断義務付け対象建築物への重点的支援措置等に
よる耐震化の推進

・超高層建築物等に係る長周期地震動対策の強化
・防災拠点となる建築物の地震対策に対する支援の強化
・天井脱落防止対策の強化
・住宅耐震化の取組に対する支援の強化
・帰宅困難者等を受け入れるための施設の整備の支援

○公共交通における安全・安心の確保
� ［ ６ 億円（6.15）］

自動車，航空，船舶など公共交通における安
全・安心の確保のための取組を推進する。

・全ての貸切バス事業者への運輸安全マネジメント評価
とその啓発に向けた取組の推進

・軽井沢スキーバス事故を踏まえた監査体制の強化など
安全対策の推進

・航空保安対策・空港内の監視の強化
・無人航空機の有人航空機との衝突防止に資する技術開

発など安全対策の推進
・フェリー火災に対応するための消火能力の強化に向け

た取組の推進

○踏切や通学路等の生活空間等における交通安全
対策の推進� ［ ３ 億円（2.07）］
生活空間等における交通安全確保のため，ビッ

グデータを活用した生活道路の速度超過箇所・急
ブレーキ箇所等の対策や踏切対策，無電柱化等を
推進する。

・急ブレーキ位置情報等のビッグデータを活用したきめ
細かく効率的な事故対策の実施

・生活道路のハンプの設置等による歩行者・自転車中心
の空間への転換

・ソフト・ハード両面の幅広な対策を取り込んだ計画的
な踏切対策の推進

・通学路等における無電柱化の推進

・ ４ 車線化，付加車線設置等による暫定 ２ 車線区間の安
全性確保

・高速道路における逆走対策の推進

「生産性革命」の先進事例①
〜急所を事前に特定する科学的な道路交通安全対策〜

ビッグデータを活用して，生活道路における速度超
過箇所や急ブレーキ箇所等の急所を事前に特定し，効
果的な速度低減策を実施します。

併せて，運転者の運転特性を保険料に反映させる
「テレマティクス保険」を普及・促進します。

⑷　��地域における総合的な防災・減災対策，老朽
化対策等に対する集中的支援

○地域における総合的な防災・減災対策，老朽化
対策等に対する集中的支援（防災・安全交付金）
� ［12,927億円（1.17）］

頻発する風水害・土砂災害や大規模地震・津波
に対する防災・減災対策，インフラ長寿命化計画
を踏まえた老朽化対策等，地域における総合的な
取組を集中支援する。

⑸　戦略的海上保安体制の構築等
○戦略的海上保安体制の構築等�［450億円（1.18）］
［安全保障環境等に対応した緊急的な体制整備
について事項要求］
我が国周辺海域における様々な不審事象，不法

行為等に隙のない対応を行うため，戦略的海上保
安体制の構築等を推進する。

・高性能化を図った巡視船・航空機等の計画的な整備
・離島・遠方海域等における拠点機能の確保
・監視体制の強化
・法の支配に基づく海洋秩序の維持のための教育・研究

基盤の強化

Ⅲ．生産性向上による成長力の強化

⑴民間投資の誘発等のストック効果を重視し，生
産性向上に寄与する戦略的な社会資本整備を推
進｡
⑵訪日外国人旅行者数2020年4000万人，2030年
6000万人を目指し，観光先進国の実現に向けた
取組を推進。
⑶PPP/PFIの推進やインフラシステムの海外展
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開等を通じて新たな有望成長市場の創出を図
り，民間のビジネス機会を拡大。
⑷現場を支える人材の確保・育成対策に加え，物
流の生産性向上やi-Construction（建設現場
の生産性向上）を推進。
⑸オリンピック・パラリンピック東京大会に向け
た対応を推進。
※⑴〜⑸に係る一般会計予算の他に，現下の低
金利状況を活かし，財投債を原資とする財政
投融資の手法を活用することにより，リニア
中央新幹線の全線開業の最大 8年前倒しを図
る。（財政融資：1.5兆円）

○「生産性革命」運動の推進

我が国は，現在，人口減少社会を迎えていますが，
働き手の減少を上回る生産性の向上等によって潜在的
な成長力を高めるとともに，新たな需要を掘り起こし
ていくことが求められています。

社会全体の生産性を高め，人々の成長期待を高める
ことができれば，企業の設備投資や賃上げ，さらには
個人消費の拡大が促され，一時的な需要の喚起にとど
まらない持続的な経済成長につながっていくことが期
待されます。

こうした観点から，国土交通省では，本年（平成28
年）を「生産性革命元年」と位置付け，社会全体の生
産性向上につながるストック効果の高い社会資本の整
備・活用や，関連産業の生産性向上，新市場の開拓を
支える取組を加速化することとしました。

本稿では，これまでに選定した13の「生産性革命」
の先進事例を紹介しています。

国土交通省では，今後，これらのプロジェクトの基
礎にある「生産性革命」の考え方を施策全般に組み込
んでいく方針です。

⑴　��ストック効果を重視した生産性向上に寄与す
る戦略的な社会資本整備

○効率的な物流ネットワークの強化
� ［2,974億円（1.25）］

大都市圏環状道路等の整備やピンポイント渋滞
対策等を併せて推進し，交通渋滞の緩和等による
迅速・円滑で競争力の高い物流ネットワークの実
現を図る。

・三大都市圏環状道路等の整備の推進
・トラック輸送と空港・港湾等との輸送モード間の接続
（物流モーダルコネクト）の強化

・近畿圏の高速道路料金の見直し
・大型車誘導区間における道路構造上の支障部分の計画

的な解消
・電子データを活用した自動審査システムの強化による

特車通行許可の迅速化

「生産性革命」の先進事例③
〜首都圏の新たな高速道路料金の導入による生産性の向上〜

首都圏三環状の概成により，交通が分散し，渋滞が
大幅に改善するなど，環状道路の効果が顕在化してい
ます。首都圏の高速道路について，今年 ４ 月より，圏
央道や外環をより賢く使う利用重視の新しい料金体系
を導入しました。

これにより，都心の渋滞が緩和されるなど，首都圏
の交通流動の最適化が図られています。

今後，渋滞状況等を踏まえて，料金を段階的に見直
し，渋滞緩和による生産性向上を促進します。

「生産性革命」の先進事例④
〜トラック輸送の生産性向上に資する道路施策〜

深刻なドライバー不足が進行するトラック輸送につ
いて，特車許可基準を緩和し， １ 台で大型トラック ２
台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を
図り，省人化を促進します。

また，物流拠点との接続強化や，輸送の機動性強化
のための特車審査の迅速化など，官民連携の下で，道
路ネットワークを賢く使い，生産性向上に資する取組
を積極的に展開します。

「生産性革命」の先進事例②
〜生産性革命に向けたピンポイント渋滞対策〜

人流・物流はあらゆる生産活動の根幹です。
効率的な渋滞対策により，有効労働時間を増加する

とともに，トラックやバスの担い手不足にも対応しま
す。
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○都市の国際競争力の強化� ［175億円（1.26）］
都市機能の集積や交通利便性及び防災機能の向

上を図り，国際競争力強化のための大規模都市開
発プロジェクトを推進するとともに，シティセー
ルスを強化する。

・災害時における都市の業務継続の確保に資するエネル
ギー供給施設の整備

・定時性・速達性に優れたバスの乗降施設等の整備によ
る交通利便性や機能集積の促進

・民間都市開発事業への金融支援の強化
・容積率緩和制度とも相まった，再開発に対する支援強

化による宿泊施設等の整備促進
・我が国の都市の魅力や将来像等を一体的に発信する手

法の構築

○首都圏空港等の機能強化� ［305億円（2.01）］
首都圏空港等において，国際競争力を強化し，

経済成長を促進するため，機能強化に必要な施設
整備等を重点的に実施する。

・羽田空港の飛行経路見直しに必要となる航空保安施
設，誘導路等の整備

・羽田空港の国際競争力強化のための駐機場，際内トン
ネル等の整備

・成田空港におけるCIQ施設利便性向上のための設計等
の実施

・関西空港・伊丹空港における航空保安施設等の整備
・中部空港における航空保安施設，LCC専用ターミナル

ビルのCIQ施設等の整備
・航空需要の増大に対応するための管制空域の再編や航

空保安システムの高度化の推進

○地方空港・地方航空ネットワークの活性化
� ［397億円（1.03）］

訪日外国人旅行者の受入環境整備を推進すると
ともに，地方航空ネットワークの安定的な確保に
向けて総合的な支援を実施する。

・更なる沖縄振興を図るための那覇空港の滑走路増設事
業の推進

・福岡空港の空港経営改革（コンセッション）を踏まえ
た滑走路増設事業の推進

・空港の利便性向上や航空機の増便対応等に資するター
ミナル地域の機能強化

・地方航空路線の維持・拡充のための官民・地域間の連
携推進

○整備新幹線の着実な整備� ［755億円（1.00）］
我が国の基幹的な高速輸送体系を形成する整備

新幹線について，着実に整備を進める。

○都市鉄道ネットワークの充実�［162億円（1.02）］
都市内の移動の円滑化によるビジネス効率向

上，我が国の立地競争力強化のため，都市鉄道ネ
ットワークの充実や駅機能の高度化を推進する。
○国際コンテナ戦略港湾等の機能強化
� ［961億円（1.18）］

我が国の産業競争力を強化するため，コンテナ
船の基幹航路の維持・拡大を図るとともに，資
源・エネルギー等の安定的かつ効率的な海上輸送
網の形成を推進する。

・「集貨」「創貨」「競争力強化」の施策の推進，LNG燃
料供給（バンカリング）拠点の形成

・大型のばら積み貨物船に対応した港湾機能の強化や企
業間連携の促進

○地域の基幹産業の競争力強化のための港湾整備�
� ［136億円（1.24）］
地域の雇用と所得を維持・創出するため，地域

の基幹産業を支える産業物流の効率化及び企業活
動の活性化に直結する港湾施設の整備を推進する。
○成長の基盤となる社会資本整備の総合的支援
（社会資本整備総合交付金）［10,549億円（1.17）］
港湾･空港･IC等の整備と連携して行われるア

クセス道路など成長基盤の整備やPPP/PFIの活
用により民間投資を誘発する取組等を重点的に支
援する。

⑵　観光先進国の実現に向けた取組の推進
○観光資源の魅力向上� ［33億円（1.21）］

国内観光を振興するため，地域の観光資源を活
かした魅力ある観光地域づくりと，新たな旅行需
要の創出を図る。

・広域観光周遊ルートの形成や「テーマ別観光」の推進
による新たな旅行需要の創出

・観光地域のブランド確立と統計整備による観光地域づ
くりの支援

・地域資源を活用した観光地における魅力の創造

○観光産業の革新と国際競争力の強化
� ［124億円（1.39）］

地域の雇用を生み出し，国際競争力のある観光
産業への変革を図るとともに，地方への誘客，観
光消費拡大のため，訪日プロモーションの戦略的
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高度化を図る。
・観光産業の生産性向上に向けた取組の推進，セキュリ

ティ対策の支援
・欧米豪や若年層などの新たな市場の開拓による訪日外

国人誘致の促進
・LCCやクルーズの誘致等による地方誘客の促進
・MICE誘致の国際競争力の強化，開催地の魅力向上及

びプロモーションの強化
・日本とASEANを結ぶ魅力的なクルーズ商品の造成等

の促進

「生産性革命」の先進事例⑤
〜観光産業を革新し，我が国の基幹産業に〜

人口減少・少子高齢化社会に直面する我が国におい
ては，2030年に年間18億人まで拡大すると予想される
国際観光マーケットにおいて世界各国・地域との熾烈
な競争に勝ち抜き，交流人口を拡大し消費の活性化を
図ることが，経済成長や地方創生を実現する上で極め
て重要です。そのためには，旅行業，宿泊業のみなら
ず，運輸（航空，鉄道等），飲食，小売りなど極めて
裾野が広く，大きな経済波及効果を有する観光産業の
生産性を向上し，国際競争力の強化を図ることが必要
です。

このため，ICT利活用，人材育成等による宿泊業の
生産性の向上，ファンド等も駆使した世界水準の
DMO形成・育成による観光地経営の改革，休暇改革
による観光需要の分散化等により，観光産業の生産性
の高い産業への変革を図ります。

○ストレスなく快適な旅行環境の整備
� ［294億円（3.02）］

すべての旅行者がストレスなく快適に観光を満
喫できるよう，ハード・ソフトの両面からの受入
環境を整備し，利便性向上を図る。

・観光拠点情報・交流施設等の整備・改良や交通施設の
バリアフリー化等の推進

・宿泊施設のインバウンド対応や交通系ICカード導入
等の推進

・大型クルーズ船の受入環境改善に向けた取組の推進
・地方空港におけるCIQ施設の機能強化

「生産性革命」の先進事例⑥
〜「クルーズ新時代に対応した港湾の生産性革命」〜

近年，我が国への大型クルーズ船の寄港が急増して
おり，スピード感のある受入環境整備が必要となって
います。

そこで，既存ストックを活用した大型クルーズ船の
受入に取り組み，2018年に世界最大のクルーズ船の我
が国港湾への寄港実現を目指すとともに，クルーズ船

寄港の「お断りゼロ」の実現を目指します。あわせて，
官民連携により国際クルーズの拠点形成を図り，「訪
日クルーズ旅客を2020年に500万人」の目標※ １ 実現に
積極的に取り組みます。

※ １ ：明日の日本を支える観光ビジョン

○社会資本整備と一体となった観光振興
各地域において，社会資本整備と一体となった

観光振興の取組を促進し，観光振興への社会資本
の利活用を推進する。

・官民の連携等による「みなとオアシス」の地域活性化
の拠点としての機能強化

・訪日外国人旅行者の受入環境整備を推進するための地
域の拠点空港等の機能強化

・広域周遊ネットワークの形成や観光地周辺の渋滞対策
等による円滑なアクセスを確保

・高速道路ナンバリングや観光地と連携した標識改善に
よるわかりやすい道案内の実施

・観光地の魅力向上等のため，PPP/PFI手法の活用等
による無電柱化の推進

・観光情報など道の駅における地域のニーズに対応した
サービスの提供

・水辺における観光機能強化とインフラツーリズムの推
進

⑶　民間のビジネス機会の拡大
○PPP/PFIの推進� ［413億円（1.54）］

民間の資金やノウハウを活用したPPP/PFIの
推進により，民間のビジネス機会の創出を図るこ
とで，経済成長を促進させる。

・地方公共団体の案件形成を促進する地域プラットフォ
ーム形成の支援

・先導的なPPP/PFI手法を検討する地方公共団体に対
する導入可能性調査の支援

・官民協議を通じて民間投資を先導する基盤整備の調査
等への支援の強化

・都市公園において民間事業者が行う公園施設の整備等
への支援制度の創設

・小規模な地方公共団体等による公営住宅整備に関する
PPP/PFI推進の支援

・PPP/PFIを活用した公的賃貸住宅団地の再生・福祉
拠点化の推進

・コンセッション方式の活用による空港経営改革の推進
・PPP/PFI等の手法を用いた下水道が有する再生可能

エネルギー等の利活用の支援
・都市再生と連携した首都高再生の検討や特区による公

社有料道路コンセッションの推進

50 建設マネジメント技術　　2016 年 11 月号



○土地情報の拡充等による不動産の取引・投資環
境の整備� ［118億円（1.04）］
地籍整備・地価公示や国が保有する不動産の情

報の公開・利用環境の整備等により，土地・不動
産の流動化を通じた有効活用や需給ミスマッチの
解消等を図る。

・土地取引，民間都市開発，インフラ整備，事前防災対
策等に資する地籍整備の推進

・不動産取引の指標，課税評価の基準等となる地価公示
の着実な実施

・不動産の収益性や特性等に関し，国が保有する情報の
提供に必要なシステムの構築

・公的不動産（PRE）の民間活用の推進に向けた支援の
強化

「生産性革命」の先進事例⑦
〜「土地・不動産の最適活用による生産性革命」〜

我が国経済の生産性向上には，土地・不動産につい
て流動化等を通じた有効活用等を図り，国民サービス
の向上や需給のミスマッチの解消，新たな需要の創出
等を進めることが必要です。

このため，2020年頃にリート等の資産総額を約30兆
円に倍増させることを目標に，①成長分野での良質な
不動産供給の拡大とバリューアップを通じた「都市力
の向上」，②地域を活性化する不動産ストックの再生
を通じた「地方の創生」，③より早く，より便利なデ
ータの提供を通じた「情報基盤の充実」を図っていき
ます。

○インフラシステム輸出戦略の推進
� ［39億円（1.20）］
「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」

等に基づき，インフラシステム海外展開を一層強
化し，我が国企業の受注増加を目指す。
（「川上」からの参画・情報発信）
・トップセールス，相手国要人の招聘，セミナー開催，

研修等の戦略的展開
・インフラシステムの海外展開を強力に推進するための

案件発掘・形成調査等の推進
・相手国の課題に応じた課題解決型・ソリューション提

案型プロジェクトの展開
・国際機関や在京大使館，地方公共団体等と連携した情

報発信の強化
・インフラメンテナンスの海外展開の促進
・我が国企業の受注獲得に向けた入札・契約制度改善の

ための働きかけ
・我が国企業の技術等の比較優位性に関する調査及び 

データベースの作成
（インフラ海外展開に取り組む企業の支援）
・中小企業等の有する優れた技術の海外展開支援
・我が国企業による現地での実証実験の支援
・我が国企業の進出を支援するための官民一体となった

枠組みの構築
（ソフトインフラの展開と人材育成）
・相手国のニーズや要請等に対応する人材育成支援の強

化
・我が国の技術・規格，基準・制度等の国際標準化や相

手国への普及等の推進

「生産性革命」の先進事例⑧
〜インフラ海外展開による新たな需要の創造・市場の
開拓「〜成長循環型の「質の高いインフラ」の積極的
海外展開〜」〜

インフラシステムの海外展開の推進によって，我が
国の企業がより大きな国際市場へ参入し，国際競争力
の強化を図るとともに，IoT（モノのインターネット
化，Internet of Things）などを活用したインフラの
導入によって国内事業の生産性向上につなげることが
重要です。

このため，国土交通省としては，具体的施策とし
て，⑴地域・国別の取り組み方針の策定，⑵最先端の
新技術の活用，⑶中小企業等の海外進出支援，⑷人材
育成・制度構築支援，⑸価格・対応スピードの競争力
向上，⑹JOIN（海外交通・都市開発事業支援機構）
の積極的活用に取り組んでいきます。

このような取組により，政府全体としての目標であ
る我が国企業の2020年における約30兆円（2010年：約
10兆円）のインフラシステム受注を目指していきます。

○海洋開発等の戦略的な推進，造船・海運の技術
革新の推進（i-Shipping）� ［206億円（1.39）］
海洋資源・エネルギー等の開発・利用のための

取組，海洋権益の保全・確保に関する取組等を推
進するとともに，造船・海運の技術革新（i-Shipping）
を推進する。
（  海洋資源開発市場への参入及び海洋エネルギー開発等

の推進）
・海洋資源開発市場の成長取込みに向けた関連技術の開

発支援
・海洋資源開発企業（エンジニアリング企業）との連携

促進による競争力強化
・港湾における洋上風力発電施設の工事実施方法等の的

確な審査に資する指針の策定
・北極海航路の利活用に向けた環境整備の推進

（海洋権益の保全・確保）
・海洋開発等を支える特定離島における港湾の整備・管
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理の推進及び研究利用の支援
・沖ノ鳥島の管理体制の強化を目的とした保全拠点施設

の更新等の推進
・海洋権益の確保を目的とした広域かつ詳細な海洋調

査，精緻な海洋情報の整備の推進
（造船・海運の技術革新の推進（i-Shipping））
・船舶の建造・運航における生産性向上のための技術の

開発・実用化，実証の推進
・船舶の省エネルギー等に関する性能評価システムの確

立に向けた取組の推進
（国民の理解の増進）
・「海の日」に関わる行事の実施による国民の海洋への

理解の増進
・官民の海洋教育組織（ニッポン学びの海プラットフォ

ーム）を通じた海洋教育の充実

「生産性革命」の先進事例⑨
〜i-Shippingによる造船の輸出拡大と地方創生〜

かつて（1980年代まで）約50％あった日本造船業の
世界建造シェアは，中国・韓国の台頭により約20％と
なっていますが，昨今では高性能・高品質な日本船へ
の回帰により再び拡大しつつあります。

この流れを確かなものにすべく，船舶の設計，建
造，運航に至る全ての段階で情報技術等を活用し，造
船業の生産性を50％向上させ，運航では省エネ・故障
ゼロを目指す取組「i-Shipping」を推進します。

この取組を通して，地域に根ざす日本造船業の生産
増（目標：世界建造シェア30%）による輸出拡大と地
域経済の発展，海運の輸送効率の向上を図ります。

⑷　現場を支える技能人材の確保・育成等
○建設業，運輸業，造船業等における人材確保・
育成，物流の生産性向上� ［43億円（1.33）］
現場を支える技能人材の確保・育成や生産性の

向上のため，賃金等の処遇改善，女性や外国人等
の人材活用，教育訓練の充実，現場の省力化等を
官民一体で推進する。
（建設業）
・担い手確保・育成に向けたキャリアパスの見える化や

多様な入札契約方式等の推進
・女性活躍に向けた支援や外国人材の適正活用・技能評

価体制の構築
・生産性向上に向けた取組の水平展開や地域の建設企業

等への支援
（造園・緑化産業）
・造園・緑化産業における女性活躍に向けた働き方改革

等の推進
（運輸業）

・ICTを活用したタクシーの利便性・生産性向上，整備
事業における人材育成等の推進

・航空大学校における操縦士の供給体制強化など操縦士
の着実な養成の推進

・民間と連携したエアライン及びヘリコプター操縦士の
養成・確保の推進

・船員の確保・育成の推進及び離職船員に対する就労復
帰等の支援

（造船業・海洋産業）
・造船業における技術・技能者の確保・育成や外国人材

の適正な活用
・海洋開発関連産業の国際競争力強化に貢献する人材の

育成
（物流の生産性向上）
・モーダルシフト，トラック積載効率向上，国際物流の

シームレス化・標準化等の推進
・トラック輸送における長時間労働の抑制に向けた取組

の支援
・内航海運の遠隔監視，荷主への利用情報提供システム

構築等による輸送の効率化
・国際的に調和したコンテナ情報の伝達手法確立等によ

る船舶の航行の効率化

「生産性革命」の先進事例⑩
〜「オールジャパンで取り組む物流生産性革命」〜

近年の我が国の物流は，トラックの積載効率が41％
に低下するなど様々な非効率が発生しており，生産性
を向上させ，将来の労働力不足を克服し，経済成長に
貢献していくことが必要となっています。

そのため，①荷主協調のトラック業務改革，自動隊
列走行の早期実現など「成長加速物流」，②受け取り
やすい宅配便など「暮らし向上物流」を推進し，物流
事業の労働生産性を ２ 割程度向上させることを目指し
ます。

○i-Constructionの推進� ［ ３ 億円（皆増）］
ICT土工等のトップランナー施策※の着実な推

進や地方公共団体への拡大をはじめ，コンソーシ
アムを通じた研究開発や土工以外へのICTの導
入・拡大等に取り組む。
※「ICTの全面的な活用（ICT土工）」，「全体最適の導入（コ

ンクリート工の規格の標準化等）」，「施工時期の平準
化」

（i-Constructionの推進に向けた取組
　（i-Construction Next Stage））
・コンソーシアムを通じた最新技術の現場導入に向けた

研究開発等の推進
・ICTに対応可能な人材の育成，地方公共団体・中小建
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設業者への普及加速
・維持管理・更新や災害対応等，土工以外へのICTの導

入・拡大

「生産性革命」の先進事例⑪
〜「i-Constructionの推進」〜

建設産業においては，高齢化等のため，今後10年間
で技能労働者約340万人のうち約 １ / ３ の離職が予想さ
れており，建設現場の生産性向上は避けることのでき
ない課題となっています。

そこで，国土交通省では，ICTの全面的な活用等の
施策を建設現場に導入することによって，調査・測量
から設計，施工，検査，維持管理・更新までのあらゆ
る建設生産プロセスにおいて抜本的な生産性向上を図
るi-Constructionの取組に着手しています。

これにより，技能労働者一人一人の生産性の約 ５ 割
向上を目指すとともに，企業の経営環境改善を図り，

「賃金水準の向上」，「安定した休暇の取得」，「安全な
現場」，「女性や高齢者等の活躍」など，建設現場の働
き方革命の実現を目指します。

⑸　��オリンピック・パラリンピック東京大会に向
けた対応

大会の開催に向けて，交通手段の確保やバリア
フリー化，会場や周辺地域の環境整備，戦略的な
訪日プロモーションの展開等を行う。
（交通手段の確保）
・首都圏空港の機能強化
・首都圏三環状道路の整備，渋滞ボトルネック対策の推

進
（ユニバーサルデザイン化・バリアフリー化）
・道路空間等のユニバーサルデザイン化の推進
・既存建築物におけるトイレや鉄道駅のバリアフリー対

策の強化
・交通事業者における心のバリアフリーのための接遇対

応向上の推進
（会場や周辺地域の環境整備）
・国際イベントに対応した競技場の改修，地域の賑わい

拠点としての利用促進
・テロ等に備えた重要施設等の周辺海域における警備体

制及び対処能力の強化
・台風等に備えた水害対策等及び臨海部の防災機能の強

化
・水環境の改善や魅力ある水辺空間を創造する取組の推

進
（戦略的な訪日プロモーションの展開等）
・大会の開催を契機とした訪日プロモーションの展開
・スマートフォンの位置情報等の高精度測位技術による

ストレスのない移動環境の整備

Ⅳ．地域の活性化と豊かな暮らしの
実現

⑴既存施設の集約・再編，地域の公共交通ネット
ワークの再構築等による「コンパクト・プラス・
ネットワーク」を形成。
⑵子育てがしやすく，子どもから高齢者まで豊か
に暮らせる住生活環境の整備を促進。
⑶個性や資源を活かした地域の魅力・活力を向上。

⑴　コンパクト・プラス・ネットワークの形成
○都市機能の集約・再編等によるコンパクトシテ
ィ施策の推進� ［95億円（1.24）］
子育て世代や高齢者が安心できる生活環境，持

続可能な地域経済圏の実現，まちの賑わいを創出
するため，都市機能の集約・再編等によるコンパ
クトシティを推進する。

・コンパクトシティ推進のための公的不動産（PRE）活
用計画の作成支援

・拠点地区への子育て支援施設等の誘導を促進するため
の支援の強化

・駅周辺の整備と併せた授乳施設，休憩所等の整備及び
公園の遊戯施設の設置等の推進

・拠点地区における市街地整備手法の充実
・まちの賑わいを創出する民間まちづくり活動への支援

の強化
・ICTを活用した働き方改革とまちづくりとの連携に関

する検討
・自転車ネットワーク計画の策定を促進し，安全で快適

な自転車利用環境の創出を推進

「生産性革命」の先進事例⑫
〜「コンパクト・プラス・ネットワーク
〜密度の経済で生産性を向上〜」〜

経済活動の装置である都市のコンパクト化・公共交
通の利便性向上による密度の経済の発揮を通じて，訪
問介護等の移動時間の減少，中心市街地での消費額の
増加など，サービス産業の生産性の大幅な向上を図り
ます。

このため，2020年までに立地適正化計画の作成市町
村数を150とすること等を目標に，コンパクトシティ
形成支援チームの枠組みを活用しつつ，市町村の取組
を省庁横断的に支援していきます。
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○道路ネットワークによる地域・拠点の連携
【再掲】� ［4,352億円（1.23）］
個性ある地域や小さな拠点を道路ネットワーク

でつなぐことで，広域的な経済・生活圏の形成を
促進する。

・地域・拠点をつなぐ高速道路ネットワークの構築
・ICへのアクセス道路整備に対する安定的な支援
・スマートインターチェンジの積極的活用等による地域

拠点の形成支援
・高速道路の休憩施設を活用した地域の活性化

○公共交通ネットワークの再構築
� ［311億円（1.25）］

地域公共交通ネットワークの充実・再編等の取
組に対する各種支援を着実に実施するとともに，
交通政策基本計画の施策を推進するための調査を
実施する。

・地方路線バスの利便性向上，運行効率化等のためのバ
ス路線の再編等の支援

・地域特性に応じた路線バス，離島航路等の生活交通の
確保維持の支援

・ノンステップバス導入，視覚障害者誘導用ブロックの
整備等のバリアフリー化の支援

・地域鉄道の安全性向上に資する設備の更新等の支援
・交通政策の総合的な推進に向けた交通政策基本計画の

着実な実行に必要な調査
・交通モード間の接続（モーダルコネクト）の強化

○「小さな拠点」の形成推進� ［ ３ 億円（1.04）］
中山間地域等において，基幹集落に生活機能等

を集めた ｢小さな拠点｣ を核に，道の駅等も活用
し，周辺集落とのネットワークを確保した集落生
活圏の形成を推進する。

・既存公共施設等を活用した生活機能等の再編・集約事
業の支援

・小さな拠点の形成を目指した「道の駅」の取組の支援

○地域の広域的な連携の促進� ［ ３ 億円（皆増）］
対流促進型国土の形成に向けて，広域的なイン

フラや地域資源を活かした広域連携を具体化する
ため，官民連携によるソフト・ハード両面の取組
等を推進する。

・広域地方計画（全国 ８ ブロック）に示された広域連携
プロジェクトの推進

・リニア中央新幹線等の高速交通基盤を活用した生産性
向上の推進方策に関する検討

⑵　��安心して暮らせる住まいの確保と魅力ある住
生活環境の整備

※計数については，一部重複がある
○空き家対策の推進，既存住宅流通・リフォーム
市場の活性化� ［95億円（1.29）］
市町村等の空き家対策の取組の支援とともに，

新たな住宅循環システム構築に向けて，既存スト
ックの質の向上と既存住宅流通・リフォーム市場
の環境整備を図る。

・市町村等が実施する空き家の活用や除却等の総合的な
支援の推進

・専門家等と連携して取り組む先駆的な空き家対策に対
する支援

・所有者情報等を活用して空き家の利活用を図る取組へ
の支援

・クラウドファンディング活用や空き家バンク標準化に
よる空き家等の再生・流通促進

・既存住宅流通における建物状況調査の利活用促進
・良質な住宅ストックが適正に評価され流通する仕組み

の開発等に対する支援
・良質な既存住宅ストックの形成に資する長寿命化や省

エネ化等のリフォームの促進

「生産性革命」の先進事例⑬
〜「新たな住宅循環システムの構築と住生活産業の成長」〜

我が国においては，少子高齢化・人口減少が急速に
進展し，空き家問題も深刻化する中で，既存住宅活用
型市場への転換が求められています。

しかしながら，既存住宅の取引数と住宅リフォーム
の市場規模は伸び悩んでいる状況です。

その背景として，既存住宅に対し「住宅の質がよく
ない」，「見た目もよくない」といったイメージがあ
り，また，PR方法も消費者に効果的に訴求するもの
になっていないといった課題があります。

このため，国土交通省では，『市場で評価される既
存住宅にする』，『既存住宅でも安心という評価に変え
る』ため，消費者に既存住宅の魅力をわかりやすく伝
えるための取組を推進し，既存住宅流通・リフォーム
市場を活性化していきます。

さらに，多様な居住ニーズに対応するとともに，住
生活産業を成長させるため，IoT住宅や住生活関連サ
ービスなどの新たなビジネス市場の創出・拡大を促進
していきます。
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○子育て世帯や高齢者世帯が安心して暮らせる住
まいの確保� ［1,320億円（1.21）］
若年・子育て世帯や高齢者世帯が安心して住ま

うことができる住宅や地域ぐるみで子どもを育む
住環境を整備する。

・民間賃貸住宅を活用した新たな住宅セーフティネット
制度の創設

・公的賃貸住宅団地の建替等を契機に子育て支援施設等
を誘致する取組への支援の強化

・サービス付き高齢者向け住宅や住宅団地等における子
育て支援施設等の整備の推進

・三世代同居など複数世帯の同居に対応した良質な住宅
の整備やリフォームへの支援

・近居，若者支援等の地域ニーズに応じた地方公共団体
と協調した金融支援制度の創設

・住宅ストックの活用と医療福祉施設等の誘致による
UR団地の医療福祉拠点化の推進

○省エネ住宅・建築物の普及� ［274億円（1.21）］
新たなエネルギー基本計画等を踏まえ，新築住

宅・建築物の2020年度までの省エネルギー基準へ
の段階的な適合に対応した省エネ住宅・建築物等
の普及を促進する。

・中小工務店による省エネ性能等に優れた住宅・建築物
の整備等に対する支援

・先導的な省エネ住宅・建築物の整備や既存建築物の省
エネ改修に対する支援

・CLT等木造建築技術を活用した住宅・建築物の整備
に対する支援

・地域の気候風土に応じた環境性能に優れた木造住宅の
整備に対する支援

・IoT技術等を活用した先進的な次世代住宅の実証的な
取組に対する支援

・省エネ住宅・建築物の整備のための設計・施工・審査
に係る体制強化への支援

・地域の木造住宅施工技術体制の強化に向けた大工技能
者の育成・技術力向上への支援

⑶　地域の魅力・活力の向上
○景観等を活かしたまちづくりの推進
� ［328億円（1.13）］

景観等の地域資源，都市の緑地や農地を活かし
た魅力あるまちづくりを推進する。

・景観観光まちづくりの推進
・観光拠点としての国営公園等の整備の推進
・都市の緑地や農地を活かした魅力あるまちづくりの推

進
・豊かな自然や美しい風景を活かした魅力ある水辺空間

形成（かわまちづくり）の推進
・河川を軸とした生態系ネットワークの推進
・地域活性化に資する効率的な下水道未普及対策への支

援

○バリアフリー・ユニバーサルデザイン化等の推
進� ［48億円（1.87）］
子育てや高齢者，障害者等に配慮した環境を整

備するため，鉄道駅のバリアフリー化やホームド
アの整備，バリアフリー化対策を講じた道路空間
の創出等を推進する。

・鉄道駅におけるエレベーター等のバリアフリー化施設
の整備の推進

・ホームドアの整備促進に資する技術開発の推進
・駅の総合的改善や子育て支援施設，公共施設等の整備

による駅空間の質的進化の推進
・ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進に向けた取

組の推進
・バリアフリー化推進のための調査及び心のバリアフリ

ーの国民的運動の展開

○地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の
普及促進� ［10億円（1.31）］
地域の計画と連携して，環境負荷低減に配慮し

た地域交通の実現に向け，燃料電池自動車や電気
自動車等の普及促進を支援する。
○離島，奄美群島，小笠原諸島，半島等の条件不
利地域の振興支援� ［54億円（1.22）］
離島，奄美群島，小笠原諸島，半島等の条件不

利地域について，地域資源や創意工夫等を活かし
た取組に対する支援を行う。

・離島における交流・定住促進支援及び国境離島の戦略
産品の輸送費支援の強化

・奄美群島における交流促進，産業振興，定住促進への
支援

・小笠原諸島における産業振興，自然環境の保全，定住
促進への支援

・半島地域における交流促進，産業振興，定住促進への
支援

・豪雪地帯の実情に即した実効性のある除排雪体制の構
築等への支援

○アイヌ文化復興等の促進のための民族共生象徴
空間の整備� ［ ７ 億円（4.17）］
民族共生象徴空間の整備によるアイヌ文化復興
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等の促進やアイヌ文化に関する国内外との交流の
拡大に取り組む。

・国立民族共生公園の整備
・慰霊施設の整備
・海外に向けた民族共生象徴空間及びアイヌ文化等の 

情報発信方策に関する検討

⑷　��地域と豊かな暮らしを支える社会資本整備の
総合的支援

○地域と豊かな暮らしを支える社会資本整備の総
合的支援（社会資本整備総合交付金）【再掲】
� ［10,549億円（1.17）］

コンパクト・プラス・ネットワークの推進に資
する取組や子育て世帯・高齢者に対応した地域と
暮らしの魅力の向上に資する取組等を重点的に支
援する。

第 ３　公共事業予算の一括計上

○北海道総合開発，離島振興，奄美群島振興開発
の推進
北海道，離島及び奄美群島において，地域の総

合開発等の推進を図るため，国土交通省において

は，これらの地域に係る公共事業予算について，
農林水産省関係等を含めて予算の一括計上を行っ
ている。

（単位：百万円）

区　　分

平成29年度要求・要望額

北海道 離島 奄美
倍率 倍率 倍率

国土交通省関係

一般公共事業 477,１６9	 １.１６	 24,8６0	 １.１１	 １１,994	 １.07

災害復旧等 １2	 0.75	 ―	 ―	 ―	 ―

　公共事業関係計 477,１8１	 １.１６	 24,8６0	 １.１１	 １１,994	 １.07

農林水産省関係

一般公共事業 １42,37６	 １.2１	 23,１１3	 １.１６	 7,77１	 0.88

災害復旧等 3 	 0.75	 ―	 ― ― ―

　公共事業関係計 １42,379	 １.2１	 23,１１3	 １.１６	 7,77１	 0.88

厚生労働省関係 2,2１8	 １.１7	 7６8	 １.１7	 428	 １.１7

環境省関係 １,６87	 １.１7	 １,390	 １.１7	 2６9	 １.１7

合　　計

一般公共事業 ６23,450	 １.１7	 50,１3１	 １.１4	 20,4６2	 0.99

災害復旧等 １5	 0.75	 ― ― ― ―

　公共事業関係計 ６23,4６5	 １.１7	 50,１3１	 １.１4	 20,4６2	 0.99

※本表のほか，復旧・復興事業（東日本大震災復興特別会計）に離島2,32６百万円がある。
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第 ４　平成29年度国土交通省関係予算概算要求総括表

●国土交通省関係予算概算要求事業費・国費総括表

事　　　項

事　　業　　費 国　　　　　費

平 成29年 度
要求・要望額

前 年 度
予 算 額

対 前 年 度
倍 率

平 成29年 度
要求・要望額

前 年 度
予 算 額

対 前 年 度
倍 率

うち　　　　
｢新しい日本
のための優先
課題推進枠｣

（A） （B） （A/B） （C） （D） （E） （C/E）

治 山 治 水 958,735 842,642 1.14 902,926 195,133 780,342 1.16

治 水 93１,１６4 8１8,88６ １.１4 875,355 １89,040 75６,58６ １.１６

海 岸 27,57１ 23,75６ １.１６ 27,57１ ６,093 23,75６ １.１６

道 路 整 備 3,963,754 3,449,241 1.15 1,551,403 347,560 1,334,555 1.16

港 湾 空 港 鉄 道 等 887,607 730,134 1.22 477,803 106,802 420,971 1.14

港 湾 297,079 2６１,88１ １.１3 2６8,６94 58,4６3 23１,7１2 １.１６

空 港 205,492 １8１,422 １.１3 98,288 29,483 85,098 １.１5

都 市 ・ 幹 線 鉄 道 １１６,273 7６,84１ １.5１ 29,６08 １7,６22 23,72１ １.25

新 幹 線 2６3,000 205,000 １.28 75,450 0 75,450 １.00

航 路 標 識 5,7６3 4,990 １.１5 5,7６3 １,234 4,990 １.１5

住 宅 都 市 環 境 整 備 3,852,126 3,721,710 1.04 623,547 135,088 537,469 1.16

住 宅 対 策 3,１27,805 2,972,8１６ １.05 １77,422 40,824 １5１,775 １.１7

宅 地 対 策 33,389 ６7,2６６ 0.50 0 0 0 ー

都 市 環 境 整 備 ６90,932 ６8１,６28 １.0１ 44６,１25 94,2６4 385,６94 １.１６

市 街 地 整 備 282,2１６ 327,773 0.8６ 37,409 8,753 3１,839 １.１7

道 路 環 境 整 備 380,１６9 329,１39 １.１６ 380,１６9 79,4１１ 329,１39 １.１６

都 市 水 環 境 整 備 28,547 24,7１６ １.１６ 28,547 ６,１00 24,7１６ １.１６

公園水道廃棄物処理等 48,685 40,104 1.21 39,199 8,684 33,730 1.16

下 水 道 7,8６3 ６,52６ １.20 ６,290 １,452 5,375 １.１7

国 営 公 園 等 40,822 33,578 １.22 32,909 7,232 28,355 １.１６

社 会 資 本 総 合 整 備 4,791,240 4,102,849 1.17 2,347,640 557,214 1,998,566 1.17

社会資本整備総合交付金 2,１44,887 １,837,087 １.１7 １,054,94１ 250,１82 898,332 １.１7

防 災 ・ 安 全 交 付 金 2,６4６,353 2,2６5,7６2 １.１7 １,292,６99 307,032 １,１00,234 １.１7

小 計 14,502,147 12,886,680 1.13 5,942,518 1,350,481 5,105,633 1.16

推 進 費 等 29,619 27,234 1.09 22,289 4,636 19,613 1.14

一 般 公 共 事 業 計 14,531,766 12,913,914 1.13 5,964,807 1,355,117 5,125,246 1.16

災 害 復 旧 等 64,154 69,842 0.92 53,449 0 53,449 1.00

公 共 事 業 関 係 計 14,595,920 12,983,756 1.12 6,018,256 1,355,117 5,178,695 1.16

そ の 他 施 設 101,366 81,019 1.25 63,694 17,898 51,547 1.24

行 政 経 費 ー ー ー 583,484 44,857 546,450 1.07
合 計 ー ー ー 6,665,434 1,417,872 5,776,692 1.15

備 考

１．	本表は，沖縄振興予算の国土交通省関係分を含む。
2．	推進費等の内訳は，
	 災害対策等緊急事業推進費	 １６,６7１百万円
	 官民連携基盤整備推進調査費	 4１9百万円
	 北海道特定特別総合開発事業推進費	 5,１99百万円
	 である。
3．	本表のほか，委託者の負担に基づいて行う附帯・受託工事費78,743百万円がある。
4．	本表のほか，復旧・復興事業（東日本大震災復興特別会計）559,89１百万円がある。
5．	消費税率の引上げに伴う住宅取得に係る給付措置の取扱いについては，予算編成過程で検討する。

（単位：百万円）
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