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令和４年８月 24 日 

道路局 国道・技術課 

橋梁等の２０２１年度（令和３年度）点検結果をとりまとめ 
～道路メンテナンス年報（２巡目の３年目）の公表～ 

 

○ ２０１３年度の道路法改正等を受け、２０１４年度より道路管理者は全ての橋梁、トンネル、道路附

属物等について、５年に１度の点検が義務付けられています。２０１８年度に１巡目点検が完了し、

２０１９年度から２巡目点検が実施されています。 

○ また、道路の舗装については、今後の効率的な修繕に向け、舗装の現状を把握することを目的に、

国土交通省では２０１６年度に舗装点検要領を策定し、２０２１年度に１巡目点検が完了しました。 

○ 今般、２０２１年度までの点検や診断結果、措置状況等を「道路メンテナンス年報」としてとりまとめ

ましたのでお知らせいたします。 

道路メンテナンス年報は、以下の Web ページにてご覧いただけます。 

https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen_maint_index.html 

 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省道路局 国道・技術課 道路メンテナンス企画室 課長補佐 谷、小林（内線 37892、37863） 

（代表） 03-5253-8111 （直通） 03-5253-8494 （ FAX ）03-5253-1620 

１. 舗装の１巡目点検結果及び修繕実施状況   新規   （ ｐ１～５ ） 

  国土交通省と 47 都道府県と 20 政令市が管理する重要物流道路などの重交通を担う道路につ

いて、2017 年度～2021 年度における点検結果及び修繕実施状況を集計しました。 

  2021 年にて舗装の１巡目点検が終了し、国土交通省では 100％（約 59,000km）、都道府県・政令

市では 66％（約 89,000km）の点検を実施済みです。 

  点検の結果、判定区分Ⅲ（修繕段階）の舗装の延長は、国土交通省：約 7,000km、都道府県・政

令市：約 11,000km で、このうち修繕等措置に着手した割合は、国土交通省：17％（約 1,300km）、

都道府県・政令市：19％（約 2,000km）と舗装の修繕が低水準となっております。 

２. 橋梁・トンネル・道路附属物等の点検・修繕実施状況（ ｐ６～18 ） 

  ２巡目（2019 年度～2021 年度：３ヵ年）の点検実施状況は、橋梁：６１％、トンネル：５３％、道路附

属物等：６０％と、１巡目点検よりも着実に進捗しています。 

  １巡目点検で早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・Ⅳ）の橋梁における地方公共団

体の修繕等措置の着手率は６５％、完了率は４６％と低水準となっています。（202１年度末時点） 

＜参考＞国土交通省：着手率９１％、完了率５３％ 高速道路会社：着手率８１％、完了率６０％ 

  判定区分Ⅲ・Ⅳである橋梁は次回点検まで（５年以内）に措置を講ずべきとしていますが、地方

公共団体において５年以上経過していても措置に着手できていない橋梁は約３割あります。 

３.  全国道路施設点検データベースにて老朽化対策の見える化を実施中（ ｐ19 ） 

  道路施設の老朽化やその対策状況のさらなる見える化を図るため、「全国道路施設点検データ

ベース～損傷マップ～」にて道路施設の点検結果や措置状況等を地図上で公開中です。 

【公開 URL】 https://road-structures-map.mlit.go.jp/ 
  より詳細な点検データ等については、「全国道路施設点検データベース」より有料公開を行って

おり、研究機関や民間企業等による技術開発の促進による維持管理の効率化・高度化を目指

しています。 

【公開 URL】 https://road-structures-db.mlit.go.jp/ 
  データについては順次更新を行い２０２１年度末時点のデータについても今後公開予定です。 
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分類
管理基準

(　)内は直轄の基準
点検頻度 車線延長

計：約 41,100 km

（高速管理：約 33,600 km）

（直轄管理：約 5,000 km）

（地方管理：約 2,500 km）

計：約 185,800 km

（直轄管理：約 54,300 km）

（地方管理：約 131,500 km）

計：約 340,000 km

計：約 750,000 km

計：約 1,300,000 km

Ｄ
Ⅲ（修繕段階）：
損傷レベルが大

合計

Ⅲ-2路盤打換等
（路盤以下の層も損傷）

・損傷の進行が緩やかな道路 等
（例えば大型車交通量が少ない道路）

Ｃ

・更新時期や地域特性等
に応じて道路管理者が適
切に点検計画を作成する

分
類
C
・
D
の
判
定
区
分

Ⅰ（健全）：
損傷レベルが小

Ⅱ（表層機能保持段階）：
損傷レベルが中

市
町
村
道

・生活道路 等
（損傷の進行が極めて遅く占用工
事等の影響がなければ長寿命）

　　　　幅員5.5m未満の道路

Ⅰ（健全）：
損傷レベルが小

Ⅱ（表層機能保持段階）：損傷レベルが中

直
轄
国
道

・損傷の進行が早い道路 等
（例えば大型車交通量が多い道路）

　　重要物流道路または

　　 大型車1,000台・方向以上/日（目安）

Ｂ

ひび割れ率
 　　：２０～４０％
　　　（４０％以上）
わだち掘れ量
 　　：２０～４０mm
　　　（４０mm以上）
ＩＲＩ ：８mm/m
　　　（８mm/m以上）

（修繕段階）：
損傷レベルが大

補
助
国
道
・
県
道

Ⅲ-1表層等修繕
（路盤以下の層が健全）

政
令
市
一
般
市
道

特性
主な道路
（イメージ）

健全性の診断

・高速道路 等
（高速走行など求められるサービ
スの水準が高い道路）

Ａ

高
速
道
路

ひび割れ率
 　　：１５～２０％
　　　（２０％以上）
わだち掘れ量
 　　：２０～２５mm
　　　（２５mm以上）
ＩＲＩ ：３．５mm/m
　　　（３．５mm/m以上）

道路管理者が５年に1回
以上適切に実施

分
類
A
・
B
の
判
定
区
分

道路メンテナンス年報における舗装の集計方法

※1 一部の地方管理道路については、独自の管理基準を設定している場合がある
※2 コンクリート舗装の健全性の診断は、分類Ａ～Ｄ共通して、判定区分Ⅰ～Ⅲで判定
※3 車線延長は一部センサスデータ等による推計値を含む

○ 道路の舗装延長は約130万キロあり、重要物流道路などの重交通を担う道路（分類A・B）から生活道路まで幅広く、生活道路の
舗装は損傷の進行が極めて遅いのに対して、重交通を担う道路では寿命が短い。

○ 重交通を担う道路において、路盤損傷に伴う表層修繕の繰り返しにより生じるコスト（ライフサイクルコスト、工事規制等による社
会的影響等）を最小限にするため、早期の予防保全への移行を目指す。

⇒重交通を担う道路である分類A・Bに焦点を当てて見える化を図る。

※２ ※３※１
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点検後５年
以上経過し
た施設数 うち未着手数

1,928 0
(0%)

1,172 0
(0%)

38,678 11,353
(29%)

○舗装は１巡目点検が終了。国土交通省と都道府県・政令市ともに、修繕等が必要な延長の着手率が低水準。

○橋梁・トンネル・道路附属物等について、２巡目の点検は着実に進捗。

橋梁について、地方公共団体の修繕が必要な橋梁の措置着手・完了率が低水準。

道路メンテナンス年報（2021年度）の概要

■ 橋梁・トンネル・道路附属物等の2巡目点検実施状況

21%

9%

18%

12%

19%

13%

21%

17%

22%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国土交通省

（59,269km）

都道府県

・政令市

（134,021km）

66%
（89,073km）

100%
（59,267km）

2017 2018 2019 2020 2021

管理者 措置が必要な
延⾧

措置に着手済
みの延⾧ うち完了

国土交通省 7,460 1,272
(17%)

1,168
(16%)

都道府県
・政令市 10,947 2,026

(19%)
1,725
(16%)

管理者
措置が
必要な
施設数

措置に着
手済みの
施設数 うち完了

国土
交通省 3,402 3,107

(91%)
1,805
(53%)

高速
道路会社 2,539 2,068

(81%)
1,533
(60%)

地方
公共団体 62,694 40,611

(65%)
28,589
(46%)

17%

17%

18%

22%

17%

23%

23%

19%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

(444,727)

トンネル

(5,849)

道路附属物等

(25,073)

６１％

５３％

６０％

2014

9%

2014

13%

2014

15%

2015

19%

2015

16%

2015

21%

2016

27%

2016

18%

2016

21%

2018 2019 2020 1巡目点検（実績）

※１：地方公共団体の舗装については都道府県・政令市が管理する重要物流道路などの
重交通を担う道路を対象としている。

※２：判定区分Ⅰ～Ⅲのうち、判定区分Ⅲ（修繕段階）の延長。

※1

■ 舗装の１巡目の点検結果

１巡目点検（2017～2021年）が終了
国土交通省：100％、都道府県・政令市：66％の延長を点検 ２巡目の点検実施状況は１巡目よりも着実に進捗

地方公共団体の措置着手・完了率が低水準であり、
５年以上経過後も約３割の橋梁に未着手

■ 舗装の修繕等措置状況 ■ １巡目点検で修繕が必要とされた橋梁の修繕等措置状況

国土交通省・都道府県・政令市ともに修繕等の措置が
必要な延長に対して、措置が約２割と低水準

※２

※３
※４

※３：判定区分Ⅰ～Ⅳのうち、判定区分Ⅲ（早期措置段階）及び判定区分Ⅳ（緊急措置段階）の橋梁数
※４：判定区分Ⅲ・Ⅳである橋梁は次回点検まで（５年以内）に措置を講ずべきとされている
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全国道路施設点検データベースにて老朽化対策の見える化
○ 老朽化対策のさらなる見える化を図るため 、「全国道路施設点検データベース～損傷マップ～」にて橋梁、トンネル、道路附属
物等の諸元や点検結果、措置状況等を地図上で公開中

○ より詳細な点検データ等については、「全国道路施設点検データベース」により有料公開中

○ 令和３年度末時点のデータについて11月１日に反映済み

全国道路施設点検データベース～損傷マップ～

【公開URL】 https://road-structures-map.mlit.go.jp/

全国道路施設点検データベース

施設・管理者ごとの表示や、
対策状況・判定区分で
色分け表示が可能

施設アイコンをクリックで
諸元・点検データ等の表示が可能

［全国道路施設点検データベース～損傷マップ～（閲覧画面）］ ［全国道路施設点検データベース（イメージ）］

【公開URL】
https://road-structures-db.mlit.go.jp/

データの利用は誰もが可能
（有料・要申請）

道路管理者がデータを登録
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○ DRM-DBや道路基盤地図情報、MMS等を基盤とした3次元プラットフォームを構築。構造物等の諸元データ
や交通量等のリアルタイムデータをAPIで紐付け。

○ このプラットフォームを、施策検討や現場管理等に活用するとともに、APIを公開し、一部データを民間開
放。オープンイノベーションを促進。

道路データプラットフォーム（ｘROAD）の構築

道路管理以外にも、マーケティングや自動運転等、
民間分野も含めて広範な活用を視野

民間開発アプリケーション

道路管理アプリケーション

イメージ（NEXCO東日本 SMH）

その他
○ヒヤリハットマップ ○通れるマップ

など

高品質な道路管理アプリケーションは
積極的に採用

リ
ク
エ
ス
ト

デ
ー
タ

道路データプラットフォーム「xROAD」

基
盤

(

道
路
局
ベ
ー
ス
レ
ジ
ス
ト
リ)

国土地理院地図
DRM-DB ※ネットワークデータ（約100万km）
道路基盤地図情報 ※直轄のみ、整備率約3割
MMS、LP ※直轄のみ、MMS：取得中、LP：取得率100%

構
造
物
等

(

橋
、
ト
ン
ネ
ル
等)

リ
ア
ル

タ
イ
ム ETC2.0 交通量 工事規制

情報

諸元 点検結果 BIM/CI
M
データ

API API API API

API API API

占用物件

API

CCTV
カメラ

民
間 その他データプローブ 車載カメラ

クロスロード
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全国道路施設点検データベースの概要

○ 道路施設の定期点検は２巡目に入り、道路管理者毎に様々な仕様で膨大な点検・診断のデータが蓄積
○ その様なデータを一元的に活用できる環境を構築：全国道路施設点検データベース
○ 全国道路施設点検データベースは、基礎的なデータを格納する基礎DB及び道路施設毎のより詳細なデータを
格納するデータベース群（詳細DB）で構成

○ 各DBの整備及び管理運営を担う機関を、公募・有識者委員会を経て決定
○ 基礎DBは5月に、詳細DBは７月に公開開始：webブラウザからの閲覧等が可能。加えてAPI（Application 

Programming Interface）を公開

• 上下部構造形式/使用材料
• 径間数、支間長
• 適用示方書
• 部材毎の損傷の有無、種類、
程度 等

基礎DB
• 位置（緯度・軽度）
• 路線名
• 管理者名

• 完成年度
• 点検実施年度
• 判定区分 等

道路橋DB

• 横断歩道橋の昇降形式
• 標識・照明の支柱形式
• 変状のある部材
• 変状の種類
• 部材単位の評価結果 等

附属物DB

• 落石荷重（シェッド）
• 内空幅・高さ（カルバート）
• のり高・小段（土工構造物）
• 変状のある部材
• 変状の種類 等

土工DB

• トンネルの施工法
• トンネル等級
• 土かぶり
• 変状・異常個所数（漏水、外
力、劣化） 等

トンネルDB

• 舗装の種別・構成
• 健全性診断区分
• 点検結果（ひび割れ、IRI等）
• 措置の履歴 等

舗装DB

5月公開

全国道路施設点検データベース全国道路施設点検データベース

7月公開

利用者登録等はこちらから→https://road-structures-db.mlit.go.jp/

無料無料

有料有料
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公開データ

詳細DB 施設
閲覧・取得可能データ（7月有料公開範囲）

対象 データ項目

道路橋 橋梁

全道路管理者の
約72万橋 詳細データ約200項目：構造諸元（代表値）、点検結果、耐震補強状況等

国交省管理の
約3.8万橋

詳細データ計約1,400項目：上記に加え構造諸元（構造体毎）、構造･材料種別点検結果（要
素･部材単位を含む）、点検･補強履歴等

トンネル トンネル

全道路管理者の
約1.1万本 詳細データ約100項目：施工法、変状・異常個所数（漏水、外力、材質劣化）等

国交省管理の
0.2万本

詳細データ計約300項目：上記に加え諸元（トンネル等級、土かぶり等）、非常用施設諸元、
診断結果等

附属物

横断
歩道橋

全道路管理者の
約1.2万施設 詳細データ約130項目：構造諸元（代表値）、点検結果、橋下の管理者等

国交省管理の
約0.2万施設

詳細データ計約1,300項目：上記に加え構造諸元（構造･材料種別等）、変状のある部材、変
状の種類、部材単位の評価結果等

門型
標識等

全道路管理者の
約1.7万施設 詳細データ約50項目：構造諸元（代表値）、点検結果、施設設置場所等

国交省管理の
約0.4万施設

詳細データ計約400項目：上記に加え構造諸元（標識表示内容等）、変状のある部材、変状
の種類、部材単位の評価結果等

標識・情報板 国交省管理の
約32万施設 詳細データ計約300項目：構造諸元（標識表示内容等）、補修内容、補修履歴等

照明 国交省管理の
約28万施設 詳細データ計約200項目：構造諸元（灯具の種類等）、補修内容、補修履歴等

舗装 舗装 国交省管理の
約4.6万km※1

詳細データ約130項目：舗装の種別・構成、健全性診断区分、点検結果（ひび割れ、IRI等）、
措置の履歴等

土工

シェッド

全道路管理者の
約0.3万施設 詳細データ約30項目：内空断面、上部・下部構造、点検結果の判定区分（代表値）、所見等

国交省管理の
約750施設

詳細データ計約200項目：上記に加え設計条件（落石荷重等）、変状のある部材、変状の種
類等

大型
カルバート

全道路管理者の
約0.8万施設

詳細データ約30項目：内空施設、構造形式、使用材料、点検結果の判定区分（代表値）、所
見等

国交省管理の
約2,500施設 詳細データ計約100項目：上記に加え内空幅・高さ、変状のある部材、変状の種類等

特定
土工

国交省管理の
約1.8万箇所 詳細データ約200項目：のり高・代表勾配・小段数、主な構成施設、変状の種類等

※1：上下線別の数字
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令和４年度以降の取組み

○ 全国道路施設点検DBは、全国の道路施設の諸元・点検結果等を一元的に収集するシステム
○ 効率的な道路の維持管理のためには、民間開発のアプリケーションとDBを一体で活用することが必要
○ 道路管理者でのアプリケーションの活用を促進するため、DB管理運営団体でアプリケーションの機能等を
取りまとめ、カタログ形式で公表

アプリ開発者

画
像
認
識A

I

確認したい変状の写真

AIによりDBから
類似画像を出力

～点検結果を効率的に入出力～
～維持修繕計画の最適化～

供用期間

管理方法②

機
能
健
全
性

管理方法①

管理方法①

トータルコストを比較

管理方法②

修繕のタイミングと修繕費を推計
道路橋

DB

前回点検結果を
現場で確認

点検結果を
現場で入力

DB管理
運営団体

道路管理者

API利用申請

API利用承認

使用料

道路橋
DB

～健全性の診断を支援～

アプリ販売

アプリケーション
カタログカタログを活用して

使用するアプリを選定

アプリの機能等を
カタログ形式で公表

【アプリケーション活用の流れ】

【期待される導入場面の例】
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全国道路施設点検データベース

https://road-structures-db.mlit.go.jp/

ユーザー登録はこちらへ
サンプルデータ、料金、APIの仕様等
についてもこちらからご確認を

無料分はこちら
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全国道路施設点検データベース
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技術開発・新技術導入について

○「道路行政の技術開発ニーズ一覧」は、各地方整備局等の技術開発ニーズを取りまとめたもの (全137件 令和4年3月時点)
○今後の道路技術の研究開発は、本ニーズに基づき以下のフローで現場実装を目指す
○各ニーズには、単独ではなく、複数のニーズを組み合わせた技術開発を期待されるものも含まれる
○各ニーズの担当の連絡先を明示し、技術開発相談等に応じる

道路の技術開発・新技術導入のフロー

ニーズに応じた研究を新道路技術会議で選定

道路行政の技術開発ニーズを公表

研究開発が
必要なもの

活用が期待
される もの

技術基準・要領等の改正
性能カタログへの掲載

新技術導入促進計画に位置づけ
（道路技術懇談会で決定）

新道路技術会議で研究成果を評価

導入促進機関で検証･検討
必要に応じ現場で実証実験等を実施

現場実装を促進

道路管理者（各地方整備局等）から幅広く技術開発ニーズを聴取

他の検討会等での議論や
実証実験 等

入札契約手続による義務付け・誘導
（入札説明書への記載、総合評価等）
ガイドラインや各種要領等への反映

既
に
技
術
開
発
さ
れ
て
い
る
（
研
究
開
発
不
要
）
も
の

SIPやPRISM等も活用

（年４回改訂）
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道路行政の技術開発ニーズ一覧（一部抜粋）

（道路行政の技術開発ニーズ一覧：国交省HP）https://www.mlit.go.jp/road/tech/donyu/index.html

ハード
ソフト

項目 求める内容

ハード 盛土等の地下水位の
常時モニタリング

盛土や切土の安全性は、その地下水の状況に大きく影響されるため、地下水の状況を監視
することにより、被害の未然防止等や道路の安全性の向上が期待される。本ニーズでは、
ボーリング調査に代わり、盛土等の地下水位を面的に安価に常時観測し、道路管理者に観
測結果を提供する技術の開発を求めるものである。

ハード 土砂崩落等を自動検
知が可能となる技術

盛土や切土区間で土砂崩落が発生した場合、周辺交通に甚大な影響を与えるが、事前の兆
候が無ければ観測等を行うことも困難であり、突発的に発生する事象への対応が困難であ
る。本ニーズでは、土砂崩落を自動的に検知する機器の開発を求めるものである。

ハード AIを活用して自動的に
凍結防止剤を散布

凍結防止剤散布作業は、コスト縮減等のため「適切な薬剤散布」や「必要最低限な箇所への
薬剤散布」が行われてきたが、さらなるコスト縮減は厳しい状況となっている。また、薬剤の散
布にあたっては、気象状況・路面状況や作業員の過去からの経験則により凍結防止剤散布
作業を行っているが、技術者不足が土木業界全体の課題となっている。本ニーズでは、「さら
なるコスト縮減」「技術者不足下での除雪体制の確保」のため、画像診断システムにより把握
した路面状況をもとに、自動的に凍結防止剤散布作業が出来るシステムの開発を求めるも
のである。

ハード 鋼橋の疲労亀裂の発
見技術

重交通の多い鋼橋では、疲労による損傷が発生する虞があり、これらを早期に発見し、補修
する必要がある。現状では疑わしい個所を磁粉探傷等により確認している。本ニーズでは、
この探傷個所を絞り込むためのスクリーニング技術の開発を求めるものである。

ハード 既設鋼道路橋のボルト
の軸力低下を非接触
で把握できる技術

既設の鋼橋では、高力ボルトの遅れ破壊が発生する虞がある。本ニーズでは、レーザー計
測技術や塗膜割れを把握する技術により、遅れ破壊を把握する技術の開発を求めるもので
ある。

ソフト 歩行者・自動車等の流
動の常時計測が簡易
に可能となる技術

渋滞・事故等の交通課題解消や道の駅の適正利用把握のため、各種調査を実施しているが、
正確に把握するためには作業手間や費用を要している。本ニーズでは、AIによる画像認識

技術等を活用して、歩行者、自転車、自動車等の種別毎の流動の計測や駐車場等の利用状
況の計測等を行う技術の開発を求めるものである。
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○ 国土交通省HPに、点検支援技術性能カタログ全文をPDF、掲載技術一覧をExcelで掲載。

（キーワード検索できるように、掲載技術一覧はExcelで掲載）

※国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/

点検支援技術性能カタログ全文（PDF）

掲載技術一覧（Excel）

各技術毎に
１．基本事項
２．基本諸元
３．運動性能
４．計測性能
５．留意事項
６．図面

を掲載

点検支援技術性能カタログ
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点検支援技術性能カタログ

○ 点検支援技術性能カタログは、国が定めた標準項目に対する性能値を開発者に求め、開発者から提出されたものをカタログ形
式でとりまとめたもの。

○ 受発注者が本カタログを参照することにより、点検への新技術の活用を促進。直轄国道の橋梁・トンネルの定期点検業務におい
ては、今年度から点検支援技術の活用を原則化しており、本カタログに掲載された技術の中から基本的に選定予定。

○ 令和4年9月に、橋梁・トンネルを対象とした技術を拡充（131→169技術）すると共に、舗装を対象とした点検支援技術性能カタロ
グ（案）を新たに策定し、3技術を掲載。

画像計測

・橋梁 ：47技術
・トンネル ：22技術

・橋梁 ：23技術
・トンネル ：19技術

・橋梁 ：44技術
・トンネル ：11技術

非破壊検査

計測・モニタリング

・3技術

水上ﾄﾞﾛｰﾝによる損傷把握 ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾝによる変状把握
AEｾﾝｻを利用した
PCｸﾞﾗｳﾄ充填把握

光ﾌｧｲﾊﾞｰｾﾝｻｰよる
橋梁モニタリング

レーダーを利用した
トンネル覆工の変状把握

＜主な掲載技術＞

トンネル内附属物の
異常監視センサー

センサー

トンネル
照明

データ収集・通信

※国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/road/tech/index.html

路面性状診断

車載装置による路面性状測定

【橋梁・トンネル】

【 舗 装 】

AIによる路面性状解析

・3技術
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令和４年度 新規掲載技術の例＜橋梁＞

○ 令和４年度は、橋梁の点検に活用できる技術を新たに２５技術拡充

○ ボート型ドローンによる画像計測技術、音響信号による打音検査でグラウト充填状態を把握する非破壊検査

技術、水中ドローンを用いて超音波により洗掘状況を把握する計測技術等を掲載

従
来
点
検

点
検
支
援
技
術

画像計測技術（13技術） 非破壊検査技術（5技術）

桁下空間が狭い箇所等
における近接目視

PCｸﾞﾗｳﾄ充填状態を
はつり調査で確認

手作業による
下部工洗掘状況の計測

ボート型ドローンで水面から
動画撮影を実施し損傷状況を把握

音響信号による打音検査で
PCｸﾞﾗｳﾄの充填状態を把握

水中ドローンを用いた超音波による
下部工の洗掘状況把握

計測・モニタリング技術（7技術）

＜掲載技術名＞
全方向水面移動式ボート型ドローン
を用いた溝橋点検支援技術

＜掲載技術名＞
水中ドローン（DiveUnit300）を用いた橋梁点検
支援技術（洗掘）

＜掲載技術名＞
AEセンサを用いたデジタル打
音検査（PCグラウト充填）

（検出項目：ひびわれ） （検出項目：PCｸﾞﾗｳﾄ未充填）

未充填箇
所

（検出項目：洗掘）

水中ドローン

ボート型ドローン
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令和４年度 新規掲載技術の例＜トンネル＞

○ 令和４年度は、道路トンネルの点検に活用できる技術を新たに１５技術拡充

○ 小孔によるコンクリート内部調査技術、周波数計測によるひび割れ深さ計測技術、ひずみ計測技術等を掲載

従
来
点
検

点
検
支
援
技
術

画像計測技術（6技術） 非破壊検査技術（6技術）

ボーリングコアの観察によりひび割れ深さを確認

ひび割れ末端への日付マーキング
により進行を把握

小孔に棒型スキャナを挿入し
コンクリート内部を調査

打音による周波数を計測し
ひび割れ深さを計測

微小なひずみを計測・可視化す
ることで、ひび割れの進行を把握

計測・モニタリング技術（3技術）

＜掲載技術名＞
コンクリート内部調査技術（棒形ス
キャナ）

＜掲載技術名＞
モアレ縞を用いたひずみ計測技術（ひずみ可
視化デバイス）

＜掲載技術名＞
デジタル打音検査とデジタル目視点
検の統合システム（ひび割れ深さ）

（検出項目：ひび割れ深さ） （検出項目：ひび割れ深さ） （検出項目：ひび割れの進行性）

※図はいずれも「道路トンネル維持管理便覧【本体工編】令和2年版」（日本道路協会）より引用

スキャナ画像
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直轄国道における点検支援技術の活用原則化

○ 令和４年度より、直轄国道の橋梁とトンネルの定期点検業務において、

点検支援技術の活用を原則化することにより、定期点検の高度化・効率化を促進

○ 点検業務の大幅な効率化が期待できる項目について、新技術の活用を原則化

○ この取り組みにより、地方公共団体など他の道路管理者における新技術活用を促すとともに、民間
企業の技術開発の促進も期待

橋梁点検での活用例

潜水調査による河床洗掘の把握 マルチビーム搭載ボートによる測量

【活用を原則とする項目（橋梁）】

• 近接目視による状態の把握が困難な箇所での写真撮影・記録

• ３次元写真記録

• 機器等による損傷図作成

• 水中部の河床、基礎、護床工等の位置計測

【活用を原則とする項目（トンネル）】

• トンネル内面の覆工等の変状（ひび割れ、うき、
剥離 等）を画像等で計測・記録

ボート型ロボットカメラによる画像計測滞水した溝橋内部の目視点検

トンネル点検での活用例

打音検査による変状の把握

近接目視による変状の把握

レーザー打音による変状の把握

画像計測技術による変状の把握

(抜粋)令和4年3月22日 社会資本整備審議会
道路技術小委員会資料

P17



直轄管理橋梁での点検資格等の取得義務化

○ 直轄管理施設の点検・診断業務においても、担当技術者に資格等の取得を求めないケースがある

○ 令和５年度以降、直轄管理橋梁の点検・診断業務については、担当技術者にも一定の資格等の要
件を定め、全ての橋梁において、資格の取得又は講習を受講した者が点検・診断を行う事とする

○ 直轄管理橋梁での義務化を通じ、資格等を有する技術者の裾野を拡大し、自治体管理橋梁でも有
資格者により点検されるよう、環境整備を図る

発注者 （国道事務所等）

受注者（建設コンサルタント）

管理技術者
（点検業務の統括を行う者）

担当技術者
（点検業務の従事者）

【管理技術者資格の例】
技術士（建設部門）
博士号
土木学会認定技術者 等

管理技術者・担当技術者が点検・診断を実施

担当技術者の資格は総合評価で加点評価

管理技術者には下記の資格を要件としている

点検業務を委託

【担当技術者資格】
管理技術者に要求される資格
国土交通省登録資格
道路橋メンテナンス技術講習

令和5年度から、以下の資格等を担当技術者の
要件とする

資格等を有する点検技術者の裾野の拡大

自治体管理橋梁にも普及・拡大

(抜粋)令和4年3月22日 社会資本整備審議会
道路技術小委員会資料
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土強靱化に関する動向について

令和４年１１月

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
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国土強靱化推進本部（第１5 回） 

議事次第 
 

日 時： 令和４年 10 月 25 日（火） 

 ８ ： ０ ０ ～ ８ ： １ ５ 

場 所： 官 邸 ４ 階 大 会 議 室 

 

 

１．開 会 

  

２．議 事 

 

国土強靱化の今後の対応方針について 

 

 

３．閉 会 

 

 

［配布資料］ 

資料１ 台風第 14 号等に関する国土強靱化の効果 

資料２ 各府省庁所管の国土強靱化の取組 

資料３ 国土強靱化を取り巻く情勢の変化と政策の展開方向（概要） 

資料４ 国土強靱化を取り巻く情勢の変化と政策の展開方向 

資料５ 文部科学省資料 

資料６ 厚生労働省資料 

資料７ 農林水産省資料 

資料８ 国土交通省資料 
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令和４年台風第１４号等に関する国土強靱化の効果

事前放流実施状況

【例：鶴田ダム（鹿児島県）】

事前放流を実施したダムの数（県別）

台風第14号の経路

9/20 9時頃
温帯低気圧に

9/18 19時頃
鹿児島県に上陸
中心気圧935hPa

1

1

１

2

23

3

2

5

4

6

7

7

16

13 15

15
26

浸水被害の防止

○３か年緊急対策、５か年加速化対策等により、全国の河川におい
て河道掘削等を集中的に実施
3か年緊急対策、5か年加速化対策等による河道掘削量（H30～R3）

○台風第14号に備え、国交省所管ダムと利水ダムを併せた129の
ダム（過去最多）で事前放流を実施
・確保した容量：約4.2億㎥（八ッ場ダム約５個分）

○河道掘削、事前放流等の効果により浸水被害を軽減
・五ヶ瀬川流域をはじめ、国が管理する多くの河川では、堤防の
決壊等による大規模な浸水被害の発生を防止。

【効果事例】

○気候変動による降雨量の増大に備え、引き続き対策が必要
・全国で80を超える多くの河川において、氾濫危険水位を超過、
うち13河川において越水等による浸水被害が発生。

・気候変動によって気温が２℃上昇した場合、降雨量が約1.1倍、
洪水発生頻度が約２倍になると予測されているなど、今後更な
る事前防災対策の強化が必要。

全国 九州
約7,840万㎥

（ダンプトラック約1570万台）
約1,090万m3の

（ダンプトラック約220万台）

・河道掘削やダムの事前放流等の
事前の対策がなければ氾濫被害
が拡大していた恐れあり。

氾濫危険水位を超過した河川

国管理6水系11河川
【中国】 高津川、高津川派川
【九州】 大分川、五ヶ瀬川、大瀬川、大淀川、本庄川、

深年川、綾北川、球磨川、小丸川

都県管理48水系73河川 【九州、中国、関東】

※数字は速報値であり、今後変更する可能性がある。

※球磨川の浸水戸数は1戸

資料１

交通機能の維持

○３か年緊急対策や５か年加速化対策を含めた
これまでの対策により、道路の法面・盛土対策を
全国約5,000箇所で完了（うち九州での対策箇所
は約900箇所）。(H30～R3)

○台風第14号の影響により、主要幹線道路（国道
では17箇所）で土砂流入等による被災通行止め
が発生したが、これらは全て未対策の箇所であり、
対策済みの箇所では被災通行止めはなかった。
（下図参照）

○全国で道路の法面・
盛土対策が必要な
箇所は緊急輸送道
路だけでも約10,000
箇所あり、今後の大
雨等に備え、引き続
き対策が必要。

国道220号

３か年緊急対策 整備事例
国道220号（鹿児島県）＜令和2年12月完了＞

至 垂水市至 姶良市

台風14号では過去被災時の降水量を超える雨を
経験したが、３か年緊急対策で法枠工を整備し、
被災はなかった。

令和４年台風第14号と同規模の降雨により大規模な浸水被害をもたらした
平成17年台風との浸水戸数の比較

五ヶ瀬川水系
五ヶ瀬川・大瀬川

【H17 .9台風】1176戸 → 【R4.9台風】49戸（約96％減）

小丸川水系小丸川 【H17 .9台風】170戸 → 【R4.9台風】0戸（100％減）

大淀川水系大淀川（下流域） 【H17 .9台風】4483戸 → 【R4.9台風】53戸（約99％減） 土砂災害の被害防止

○３か年緊急対策、５か年加速化対策等を活用
し、全国で砂防施設の整備を集中的に実施。

○直近10年間の土砂災害発生件数は、10年前
に比べ約１．３倍に増加しており、今後も気候
変動等の影響による増加が見込まれること
から、更なる事前防災対策の強化が必要。

８⽉３⽇からの⼤⾬と同規模の降⾬であった
昭和42年⽻越⽔害との被害状況の⽐較

山形県、新潟県に跨る荒川流域では、８月３日からの大雨の際、
39件の土石流が発生したが、砂防堰堤等の整備により、この内
13件において土砂や流木を捕捉する等、昭和42年の羽越水害
と比較して、土石流被害を軽減。
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3000 人家被害※12678戸

人命被害51人

人家被害※238戸
人命被害0人人

家
被

害
（
戸

）

人
命

被
害

（
人

）

砂防堰堤186基

砂防堰堤０基

※1全壊、半壊を計上（砂防学会誌 1998,Vol.50,No.6より）

※2全壊、半壊、一部損壊を計上（新潟県の報告より）

昭和42年の羽越水害 令和4年8月の大雨
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奥原池ため池整備事業（島根
県出雲市）

奥原池ため池整備事業（島根
県出雲市）

奥原池ため池整備事業（島根
県出雲市）

奥原池ため池整備事業（島根
県出雲市）

奥原池ため池整備事業（島根
県出雲市）

奥原池ため池整備事業（島根
県。出雲市）

奥原池ため池整備事業（島根
県出雲市）

各府省庁所管の国土強靱化の取組

奥原池ため池整備事業（島根
県出雲市）

①ため池の決壊防止

○３か年緊急対策で堤体
の嵩上げ、洪水吐の流下
能力向上を図り、ため池
堤体を強化。

奥原池ため池
（島根県出雲市）

○令和3年7月大雨時に
おいても、洪水を安全に
流下させることにより、
決壊等による被害なし。

④老朽化した福祉施設の耐震化

○３か年緊急対策
で柱や梁を増やし、
基礎及び外観の補
強などの耐震化整
備を実施。

○地震等の災害に
おける建物被害及
び人的被害を最小
限に抑制。

障害者支援施設
（京都府舞鶴市）

対策後

対策前

⑥地域の核となる漁港の耐震・耐津波化

○３か年緊急対策で防波
堤・岸壁の耐震・耐津波
化を実施。また、越波対
策として護岸の嵩上げを
実施。

川南漁港
（宮崎県川南町）

○拠点漁港等において、
流通や防災上必要となる
漁港施設の機能を確保。

対策後

対策前

⑦水道の耐震化

上水道基幹管路
（高知県高知市）

○５か年加速化対策
で上水道の基幹管路
（導水管・送水管・
配水本管）を耐震化。

○市民生活や産業活
動に欠かせないライ
フラインである水道
の耐災害性を強化。

②避難所の非常用電源設備の整備

○３か年緊急対策で、災害時の避難施設としての機
能発揮を目的に、太陽光発電設備、蓄電池及び高効
率空調機器を導入。

釜ヶ渕小学校（富山県立山町）

○災害によ
る停電時で
も空調（冷
暖房）設備
の稼働が可
能に。

③学校施設のブロック塀の耐震化

○３か年緊急対策で、大規模地震時に倒壊の危険性
があるブロック塀をフェンスに更新。

郡山女子大学附属幼稚園
（福島県郡山市）

○令和４年福島県
沖を震源とする地
震で郡山市では震
度５強を観測した
が、耐震対策を
行ったフェンスに
被害なし。

⑧老朽化した小学校の長寿命化

○３か年緊急対策で、外壁の剥落や雨漏り等が頻発
する小学校の構造体の劣化対策、外壁の剥落防止工
事や屋上の防水工事、トイレ改修等を実施。

豊橋市立小学校（愛知県豊橋市）

○長寿命化
により、コ
ストや工期
を縮減しつ
つ、改築と
同等の教育
環境を確保。

耐震
継手の
構造

対策後

対策後

⑤大規模商業施設の停電対応施設の整備

○５か年加速化対策で、商業施設に停電対応型の天
然ガスコージェネレーションシステムを導入。

イオンモール浦和美園（埼玉県さいたま市）

○災害による停電発生時
には、避難経路・避難ス
ペースへシステムにより
電気と熱を供給すること
で、自動車での避難者に
快適な避難場所を提供。

（３か年緊急対策（平成30年度）以降のみ集計）

等全国約1,300か所 等全国約260か所

等全国約500か所

等全国
約60か所

等全国約1,000km

等全国約400か所

等全国
約6,500か所

等全国約4,600km

対策後

洪水吐きの
流下能力を
0.35m3/sから
0.74m3/sに
2倍以上増強

①の出っ張りが②のリングに引っ
かかることにより抜けを防止

①②

ゴム輪

対策後

対策前

護岸(延長159m)を高
さ７ｍに1.5m嵩上げ

資料２

P22

Administrator
テキストボックス
国土強靭化推進本部資料（R4.10.25）



(1) 社会情勢変化に関する事項 (1) 国民の生命と財産を守る防災インフラの整備・管理 (1) 大規模自然災害への備えをより盤石に
① 気候変動の影響 - 被害を最小に抑え、地域経済を支える防災インフラの整備 - 中小河川を含めた「流域治水」の更なる推進
- 気候変動への適応 - 既存の防災インフラにおける操作の高度化・効率化 - 既存の防災インフラにおける操作の高度化・効率化の

- 老朽化したインフラ施設の予防保全等適切な維持管理 更なる推進、ダムの事前放流の更なる推進
② グリーン・トランスフォーメーション(ＧＸ)の実現 - 避難所としても活用される小中学校の校舎等の環境改善 - 老朽化したインフラ施設の予防保全等適切な維持管理の
- カーボンニュートラルのための調整電源の導入 - 自然環境が有する多様な機能(グリーンインフラ)の活用 更なる推進

- 自然環境が有する防災・減災等の多様な機能の活用
③ エネルギー - 災害対応拠点（避難者受入施設・医療機関等）の環境充実
- 柔軟かつ強靱な電力ネットワークの形成 (2) 経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーの強靱化 (2) 大規模自然災害発生後も経済活動が持続できる国土づくり
- 災害時におけるエネルギー安定供給のあり方 - 壊滅的な損害を受けない耐震性の高い構造物補強 - 構造物の耐震補強の促進

- 人員・物資の避難・輸送経路の複数選択の確保 - ミッシングリンク解消等による道路ネットワークの機能強化
④ ＳＤＧｓとの協調 - 老朽化した交通インフラ施設の予防保全等適切な維持管理 - サプライチェーンの強靱化
- 人権平等、ダイバーシティの観点組込み - 災害発生時にも可能な限り安定的な通信サービスの確保 - 民間企業の生産拠点・体制の強靱化へ向けた支援
- ＳＤＧｓと国土強靱化との協調 - 安定的かつ災害や海外情勢の変化にも強靱なエネルギーの確保 (3) 限られた人員でも効率的な社会活動・災害対応の実現

（デジタル技術のフル活用）
⑤ デジタル革命・ＩＴ技術革命 - 水蒸気センサーやスーパーコンピュータ等を活用した予測

- データのタイムリーな活用、効果的なＤＸ活用 (3) デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化 - 通信・エネルギー・デジタルインフラの強靱化・調和

- デジタル化による社会効率化 - 気象・気候予測の課題をデジタルで克服 - ヘリやドローンによる情報集約の一層の迅速化・効率化

- 事前防災、地域防災に必要な情報の創出・デジタルでの共有 - 電子媒体を用いたプッシュ型の情報受発信システムの活用

⑥ ポストコロナ時代の生活様式の変化 - 被災者の救援救護にデジタルを最大限活用 - 災害関連死を最小化するための備え・対応

- リモートワーク・オンライン会議の増加 - 災害時にもデータを失うことがないよう分散管理 - 複合災害への備え・対応

- その他国土強靱化に関する様々な地域の課題をデジタルで解決 (4) 官民連携の促進と民間主導の取組の活性化
(2) 近年の災害からの知見 - 被災企業支援体制の充実
① 災害関連死に関する対策 - 地域貢献活動の促進
② コロナ禍における大規模自然災害 (4) 災害時における事業継続性確保をはじめとした官民連携強化 - 防災投資の促進

- 民間所有の施設でも早期に強靱な構造物へ補強可能な支援 - 企業と地方自治体との連携強化
(3) 国土強靱化の理念に関する主要事項 - 民間施設においても適切な情報伝達と早期避難が可能な支援 - 民間企業が管理する公共インフラの強靱化の促進
① 「自律・分散・協調」型社会の促進 - 非常電源設備をはじめ民間施設のライフライン確保へ支援
- 東京一極集中リスク - 企業体としての社員に対する防災教育の充実 (5) 地域計画の内容充実と支援のあり方
- 災害発生リスク想定に基づく居住地移転 - 防災投資や公共インフラの民間管理など官民連携の強化 - 各地域計画の全国的な視点でのチェック

- 地域コミュニティ強化等のソフト施策を含む地方自治体への
② 事前復興の発想の導入促進 方向性等の提示
- 目標像の見える化 (5) 地域における防災力の一層の強化 - 実効性のある地域計画への改定（災害時に連携する周辺自治体

- 国土強靱化地域計画の再チェックと内容の充実 や地域内企業・NPO団体等との関係構築）
③ 地震後の洪水などの複合災害への対応 - 近傍／遠距離の自治体交流などを通じた被災地相互支援の充実 - マンパワー不足への配慮
- 複眼的防災対応への備え - 避難生活における災害関連死の最大限防止

- 地域一体となった人とコミュニティのレジリエンスの向上
④ 南海トラフ地震などの巨大・広域災害への対応 - 幼年から高齢まで幅広い年齢層における防災教育・広報

(4) 他分野／分野横断的事項
① 環境との調和 ★ 他の計画等との体系も含めた国土強靱化基本計画のあり方
- 防災面・環境面の十分な配慮・調和

② インフラ老朽化対策 - 事前防災対策の着実な推進

③ 横断的なリスクコミュニケーション（災害弱者への対応） - 目指すべき姿の提示

① 新しい資本主義 - アンブレラ計画としての機能実効性の確保

② デジタル田園都市国家構想 - テンポラリーになっている各種計画等の位置づけと取扱い

③ 新たな国土形成計画 - 国土強靱化への理解の深化

注） 現行の国土強靱化基本計画は、平成30年12月に策定されたものであり、

令和5年12月に5年間の期限を迎える。

国土強靱化を取り巻く情勢の変化と政策の展開方向

４．国土強靱化を取り巻く情勢の変化 ６．国土強靱化政策の展開方向 ５．今後の検討課題

★ 関連する国家施策の検討状況を踏まえつつ検討

資料３
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国土強靱化対策の効果事例

● 太田川水系根谷川の河川改修（広島県広島市安佐北区）
3か年緊急対策により前倒しで引堤・河道掘削等を実施

することにより、令和3年8月大雨時において水位を約
1.0m低減させ、越水を回避して家屋の浸水を防止。

250mm

487mm

平成26年8月 令和3年8月

累加雨量

37ha
0ha

350戸

0戸

平成26年8月 令和3年8月

浸水面積と浸水家屋数

主な事業 対策内容 事業費 対策期間

河川改修事業 引堤、河道掘削、堰撤去 約60億円※ H23～R2

（広島県広島市安佐北区の
大林観測所における雨量）

【被害状況】

おおた ねのたに

【主な実施事業】

対策前 対策後

平成26年8月豪雨 令和3年8月大雨と の比較

あさきた

※３カ年緊急対策以外の河川改修費（通常分）を含む

● 国道６号熊川橋の耐震補強（福島県双葉郡大熊町）
3か年緊急対策により橋梁の耐震補強を実施するこ

とにより、令和4年3月の福島県沖を震源とする地震発
生時において、緊急輸送道路の通行止を未然に防止。

令和4年3月福島県沖を震源とする地震

被害なし

主な事業 対策内容 事業費 対策期間

道路事業 耐震装置（水平力分担装置）設置 3億円※ R2～R3

【主な実施事業】

【被害状況】

※震度6弱
（福島県伊達市
前川原における震度）

＜伊達橋（福島県伊達市）＞

くまかわばし

＜熊川橋＞

（福島県双葉郡大熊町大川原
における震度）

だてだてはし

対策前 対策後

水平力分担装置の設置

対策後(拡大)

ふたば おおくままち

おおがわら※震度6弱

※他の橋梁の対策事業費を含む

まえかわらおおばやし

※耐震装置設置あり
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デジタル技術を活用した地域の課題解決に資する防災施策

○ 線状降水帯・台風等の予測精度を高め、防災気象情報の高度化を図る。
○ 道路管理用のカメラにAIによる画像解析技術を用いた交通障害自動検知システムを導入することで、道路の異常の早期発見・

早期処理の実現等、道路管理の効率化・省力化を図る。
○ 事前防災の観点から、従来の水害ハザードマップに加え、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやすく図示した水害リスクマッ

プ（浸水頻度図）を新たに整備して水害リスクを見える化し、防災まちづくりや企業の立地選択等での活用を促進。

交通障害自動検知システムによる道路管理の効率化

線状降水帯・台風等の予測精度向上

・次期静止気象衛星の整備に着手し、令和11年度運用開始を目指す
・大気下層の水蒸気等大気状況を把握する観測能力の強化

水
蒸
気
量
等
の

観
測
デ
ー
タ

・次世代スーパーコンピュータの
整備により計算能力を強化

・二重偏波気象レーダーにより、
局地的大雨の監視能力を強化

○水害ハザードマップ

※上記凡例の（ ）内の数値は確率規模
を示していますが、これは例示です。

○水害リスクマップ
（浸水頻度図）

水害リスクマップの凡例

従来

新たに整備

※床上浸水相当（50cm以上）の浸水が発生する範囲を示しています。（暫定版）

想定最大規模降雨等の洪水
で想定される浸水深を表示

⇒洪水時の円滑かつ迅速な避
難確保等を促進

浸水頻度毎（降雨の確率規
模毎）の浸水範囲を図示

⇒防災まちづくり（居住誘導等）
や企業の立地選択等で活用

想定最大規模の降雨
による浸水範囲

想定最大規模の浸水範囲を
浸水深毎に色分け

発生頻度が高い降雨
（1/10）による浸水範囲

浸水深ハザードマップの凡例

水害リスク情報の見える化

デジタルデータをオープン化し、民間による水害リスク分析・評価を促進

交通障害自動検知システム AIによる自動検知のイメージ
（滞留車両が発生した場合）・画面内の停止車両を自動検知し、交通障害の発生を

判定すると道路管理者に通知するシステムを導入
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・感染症対策強化事業（厚生労働省） 

・国立感染症研究所の機能・体制強化に必要な施設設備整備（厚生労働省） 

・国際機関等を通じた途上国への感染症対策等への協力（ＣＯＶＡＸファシリ

ティ 30、ＧＨＩＴ31及びＵＮＤＰ、ＣＥＰＩ32、グローバルファンド 33並びに

世界銀行を通じた支援）（厚生労働省、外務省、財務省）        等 

 

２．防災・減災、国土強靱化の推進 

 

気候変動の影響等により、本年も線状降水帯による豪雨や記録的

大雨が相次ぐなど、自然災害の激甚化・頻発化が顕著である。これま

での防災・減災、国土強靱化の取組により、被害が防止・抑制された

地域もあり、着実に効果を発揮しつつある一方、激しさを増す自然災

害やインフラ老朽化等の国家の危機に打ち勝ち、国民の生命・財産・

暮らしを守るため、基本計画に基づき、現下の資材価格の高騰等も踏

まえ、必要・十分な予算を確保し、自助・共助・公助を適切に組み合

わせ、ハード・ソフト一体となった取組を強力に推進する。また、中

長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に国土強靱化を進めて

いくことの重要性等も勘案して、更なる取組を推進するための次期

基本計画の検討を進める。 

引き続き、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」

に基づき、流域治水等の人命・財産の被害を防止・最小化するための

取組や、災害に強い交通ネットワーク・ライフラインの構築等の経

済・国民生活を支えるための取組を推進するとともに、予防保全の考

え方に基づく老朽化対策を進める。また、インフラ・防災分野におけ

るＤＸを推進し、災害関係情報の予測・収集・集積・伝達、現地対応

等におけるデジタル技術の活用を加速化する。これらの対策に加え、

                                                   
30 COVID-19 Vaccine Global Access Facilityの略。新型コロナワクチンへの途上国を含めた

公平なアクセスの確保のため、Ｇａｖｉワクチンアライアンスを中心に、ＷＨＯ、ＵＮＩＣＥ

Ｆ、ＣＥＰＩの協力の下、運営されている資金調達及び供給調整メカニズム。 
31 Global Health Innovative Technology Fund（公益社団法人グローバルヘルス技術振興基

金）の略。 
32 Coalition for Epidemic Preparedness Innovations（感染症流行対策イノベーション連

合）の略。 
33 The Global Fund又は The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria（世界

エイズ・結核・マラリア対策基金）。 
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本年発生した災害等を踏まえ、新たに取り組む必要が生じた対策も

推進する。 

 

・気候変動を見据えた府省庁・官民連携による「流域治水」の推進（農林水産

省、国土交通省） 

・住宅・建築物、学校施設、医療施設、社会福祉施設、矯正施設・更生保護施

設、公共施設等の耐災害性の強化（法務省、文部科学省、厚生労働省、経済

産業省、国土交通省、環境省） 

・交通ネットワーク（鉄道、港湾・航路等）の耐災害性の強化（国土交通省） 

・情報通信、エネルギー、上下水道、廃棄物処理施設等の耐災害性の強化（総

務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省） 

・被災後速やかな通行を可能とする高規格道路のミッシングリンク解消、高規

格道路と代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワーク強化等（国土

交通省） 

・無電柱化を含む道路インフラの局所対策（国土交通省） 

・盛土による災害の防止（国土交通省） 

・積雪寒冷地における大規模地震・津波避難対策の推進（内閣府） 

・放射線監視体制の機能維持（環境省） 

・河川・ダム、道路、都市公園、鉄道、港湾・漁港、ため池、農業水利施設、

学校施設等の重要インフラに係る老朽化対策（文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、国土交通省） 

・線状降水帯、台風等による大雨等の予測精度向上等の防災気象情報の高度化

対策（国土交通省） 

・災害時情報伝達手段等の多重化・高度化（内閣府、デジタル庁、総務省、国

土交通省） 

・デジタル技術を活用したインフラの整備、管理等の高度化等の推進（国土交

通省） 

・装備資機材等の整備等による警察の災害対処能力の強化（警察庁） 

・消防防災力強化に必要な資機材整備・ＤＸ等の推進（デジタル庁、総務省） 

・自衛隊の災害への対処能力の強化等（防衛省） 

・海岸漂着物等に関する対策（環境省）                 等 

 

３．自然災害からの復旧・復興の加速 

 

東日本大震災をはじめとする自然災害からの復旧・復興に全力で

取り組む。 

東京電力福島第一原発の廃炉及び環境再生を安全かつ着実に進め
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

建設発生土の有効利用等について

令和４年１１月

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
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２．盛土規制法の基本方針について
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宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針（案） 

 

（目次） 

一 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴

う災害の防止に関する基本的な事項 

１ 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針の位置付け 

２ 盛土等に伴う災害の防止の考え方について 

（１）盛土規制法に基づく盛土等に伴う災害の防止に向けた措置 

（２）法施行体制・能力の強化 

（３）不法又は危険な盛土等への対応 

二 基礎調査の実施について指針となるべき事項 

１ 基礎調査の実施に当たっての基本的考え方 

２ 宅地造成等工事規制区域の指定及び特定盛土等規制区域の指定のために必要な調査 

（１）宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定のために必要な調査の実施に当

たっての基本的考え方 

（２）宅地造成等工事規制区域の指定のために必要な調査 

（３）特定盛土等規制区域の指定のために必要な調査 

（４）基礎調査の結果の通知及び公表 

（５）規制区域の指定後の基礎調査の実施 

３ 造成宅地防災区域の指定のために必要な調査 

（１）調査の実施に当たっての基本的考え方 

（２）造成宅地防災区域の指定のために必要な調査 

（３）基礎調査の結果の通知及び公表 

４ 盛土等に伴う災害の防止のための調査 

（１）盛土等に伴う災害の防止のための調査の位置付け 

（２）盛土等に伴う災害の防止のために必要な調査 

（３）基礎調査の結果の通知及び公表 

三 宅地造成等工事規制区域の指定、特定盛土等規制区域の指定及び造成宅地防災区域の指定に

ついて指針となるべき事項 

１ 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定について指針となるべき事項 

（１）宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定 

（２）宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域指定後の対応 

２ 造成宅地防災区域の指定について指針となるべき事項 

（１）造成宅地防災区域の指定 

（２）造成宅地防災区域指定後の対応 

四 その他宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する重要事項 

１ 建設工事から発生する土の搬出先の明確化等 

※本基本方針（案）は、今後、必要な見直しを加えた上で、社会資本整備審議会等の意見を聴いて定める予定 別紙１ 
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る広報等について積極的な対応を図ることが望ましい。 

 

（２）宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域指定後の対応 

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域指定後、都道府県等は、規制区域について、

都道府県等のホームページでの公表、都道府県の出先機関等での閲覧等を行い、事業者や住民等

に対し、周知を徹底することが重要である。 

また、都道府県知事等は、土地利用状況の変化等により、新たに規制区域の見直しが必要とな

ったときには、（１）の指定の際と同様の考え方により、これらの状況の変化に合わせた対応を図

ることが望ましい。 

なお、関係市町村長等においても、土地利用状況の変化等により、新たに規制区域の指定が必

要となったときには、速やかに都道府県知事に申し出ることが望ましい。 

 

２ 造成宅地防災区域の指定について指針となるべき事項 

（１）造成宅地防災区域の指定 

都道府県知事等は、基礎調査の結果を踏まえた上で、造成宅地防災区域の指定を行う。造成宅

地防災区域の指定は、宅地造成に伴う災害の発生で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるお

それが大きい一団の造成宅地における災害の発生の防止を図るものであり、基礎調査により造成

宅地防災区域として指定が必要と認められた土地の区域については、可及的速やかに指定を行う

ことが重要である。 

都道府県知事等は、造成宅地防災区域を指定しようとするときは、関係市町村長等の意見を聴

く。また、造成宅地防災区域を指定するときは、当該区域を公示するとともに、その旨を関係市

町村長に通知する。 

なお、造成宅地防災区域の指定に当たっては、都道府県知事等及び関係市町村長等は、区域住

民の協力が得られるよう、必要に応じて説明会、広報誌への掲載等による広報等について積極的

な対応を図ることが望ましい。 

 

（２）造成宅地防災区域指定後の対応 

造成宅地防災区域指定後、都道府県等は、区域内の宅地所有者に宅地の安全性向上を促すとと

もに、宅地所有者と共同して宅地耐震対策を実施する。 

また、都道府県知事等は、必要な災害防止措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部

又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部

又は一部について同項の指定を解除する。 

 

四 その他宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する重要事項 

１ 建設工事から発生する土の搬出先の明確化等 

建設工事から発生する土のうち、廃棄物が混じっていないもの（廃棄物と分別後のものも含む。）

は、水等と同様のどこにでもある自然由来のものであり、生活環境の保全上の支障を生じかねな

い廃棄物とは異なり、それ自体が生活環境の保全や公衆衛生上の支障を生じるものではなく、崩
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落等の安全性に配慮して、適切に活用あるいは自然に還していくべきものであり、資源の有効な

利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）（以下「資源有効利用促進法」という。）等

において再生資源としての利用促進が特に必要なものである。 

このため、このような自然由来のものである土自体を、廃棄物と同一視して同様の規制の下に

置くことは、経済活動に対して過度な規制となるおそれがあり適当ではないが、不法な盛土等の

発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から、盛土規制法と連携した建設発生土

の発生側での取組等として、建設発生土の搬出先の明確化等を図るものとする。 

建設発生土の搬出先の明確化等を行うに当たっては、専門的知見を持ち建設工事の施工全般に

責任を持つ元請業者側による取組と、その元請業者に建設工事を注文する発注者側、特に公共工

事の発注者側による取組とを、一体的に行うことが重要である。 

また、発注者側における取組については、まずは国が率先して取り組むことはもとより、地方

公共団体や民間発注者についても、これまで以上に積極的な役割を果たすことが求められる。 

 加えて、建設工事の施工に当たり、できるだけ建設発生土の発生を抑制するよう、設計・工法

の改善や場内利用の促進を図ることが必要である。 

また、盛土規制法の今後の施行状況等を踏まえ、盛土等に関する工事に携わる優良な事業者が

評価される仕組みについて検討するものとする。 

盛土規制法の実効性を高め、盛土等に伴う災害防止を促進するためには、盛土等の行為に関す

る出口規制と併せて、建設発生土の搬入・搬出プロセスの実態を把握し、必要な対策を講ずるこ

とが必要である。 

国は、建設現場等における建設発生土の搬入及び搬出について、定期的に実態把握を行うこと

が必要である。また、工事の発注段階で建設発生土の搬出先を指定する等の指定利用等を進め、

指定された受入地に係る運搬費・処分費の適切な計上を徹底し、盛土規制法に基づく盛土等の許

可地等に適正な運搬費や処分費が支払われるようにすることを通じて、受入地の確保を進めるこ

とが必要である。加えて、ストックヤード等に搬入された建設発生土の適正な処理を担保するこ

との重要性に鑑み、盛土規制法による厳格な出口規制と併せて、国はストックヤード等の管理運

営の更なる実態把握に努め、必要な対策を講ずるものとする。 

 

（１）元請業者による建設発生土の搬出先の明確化等 

元請業者による建設発生土の搬出先の明確化に当たっては、搬出先の適正確保と資源としての

有効活用を一体的に図っていくことが、建設発生土の不適正処理の防止に効果的であることから、

資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用促進の仕組みを活用し、建設発生土を一定規模以上

搬出する建設工事について搬出先の明確化を図るものとする。 

具体的には、建設発生土の搬出先が適正であり、また、当該搬出先に実際に搬出されたことを

事後的にも確認できるよう、元請業者は、再生資源利用促進計画の作成等に際して、搬出先にお

ける盛土規制法に基づく許可等の有無の確認や、搬出時に搬出先から交付される土砂受領書等の

確認をするものとする。さらに、国による資源有効利用促進法に基づく立入検査や勧告・命令の

ほか、元請業者による再生資源利用促進計画の建設現場への掲示等を通じて建設発生土の不法な

盛土等への悪用防止と適正な利用の徹底を図るものとする。 
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加えて、汚染された土壌の搬出防止を図るため、元請業者が再生資源利用促進計画を作成する

際に、発注者等が行った土壌汚染対策法（平成十四年法律第五十三号）上の手続き結果を元請業

者が確認し、搬出の可否を確認するものとする。 

また、元請業者による適正な搬出先の選定に資するよう、盛土規制法に基づく盛土等の許可地

一覧表について、元請業者等へ周知を行う必要がある。 

発注者は建設工事の注文者として、自らの工事から発生する土砂とその適正処理について関心

を持ち、必要な費用等を適切に負担することが求められる。 

このため、発注者は、建設発生土の適正な処理が行えるよう、契約締結時における適切な費用

負担や、予期せぬ費用増が生じた場合には追加負担について元請業者と適切に協議することが求

められる。 

また、発注者が自らの建設工事から発生する土砂とその搬出先等について情報を得て、必要に

応じてその変更等を求めることができるよう、元請業者は再生資源利用促進計画の建設現場への

掲示に先立ち、その内容を発注者に報告・説明するものとする。 

さらに、継続的に大規模な建設工事を発注している民間発注者については、公共工事の発注者

と同様に、指定利用等の取組の実施や、それが困難な場合でも元請業者により適正処理が行われ

ることを確認する等、建設発生土の適正処理にこれまで以上の積極的な役割を果たすことが期待

されるところであり、とりわけ公益性の高い事業を行っている会社等は率先して取り組むことが

求められる。 

 

（２）公共工事の発注者による建設発生土の搬出先の明確化等 

公共工事においては、発注者が行政主体であることから、指定利用等の取組を徹底していくこ

とが重要である。公共工事のうち国が発注する工事においては、従前より指定利用等を適用して

おり、ほぼ全ての工事で指定利用等が図られている。引き続き、指定利用等の実施について全省

庁で取組を徹底する必要がある。 

一方、地方公共団体が発注する工事では、指定利用等の適用は一定程度進んでいるものの、国

と比較すると、なお改善の余地がある。今般、盛土問題が地方公共団体共通の大きな課題となっ

ていることを踏まえ、地方公共団体各々が自らの問題として、建設発生土の有効利用等について

主体的かつ積極的に取り組んでいくことが強く求められており、地方公共団体は自らの発注工事

において指定利用等の原則実施を目指すことが重要である。 

また、指定利用等の促進に当たっては、発注者が工事の発注段階で建設発生土の運搬費・処分

費を適切に計上する等、現場の関係者が円滑に対応できるような環境を整え、実効性を確保して

いくことが必要である。地方公共団体が発注する公共工事については、各地方ブロックにおける

副産物対策協議会を活用して、国から、指定利用等の徹底や、それに伴う適切な処理費の負担等

について周知を行うことも重要である。 

国は、公共工事における指定利用等の実施状況について、定期的にフォローアップを実施する

とともに、フォローアップの状況等を踏まえ、その結果を公表する等、地方公共団体における指

定利用等が促進される方策を推進すべきである。 
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（３）建設発生土の更なる有効利用に向けた取組 

①建設発生土の工事間利用の促進 

建設発生土を工事間で有効利用することは、建設発生土の需要を拡大し、不法な盛土等の発生

の防止を図る上でも重要である。 

このため、一定規模以上の土砂の搬入を行う建設工事の施工に際し、元請業者が再生資源利用

計画を作成し、他工事等からの建設発生土の更なる有効利用を図るものとする。 

また、各地方協議会等において、建設発生土の需給状況や、盛土規制法に基づく盛土等の許可

地一覧等について情報を共有し、工事間の利用調整を行う等、建設発生土の更なる有効利用を促

進するための取組を講じることが重要である。 

さらに、公共工事間はもとより、官民の工事間利用を促進するため、公共工事、民間工事にお

けるマッチングシステムを積極的に活用するよう、国から各地方協議会等を通じて、地方公共団

体や建設業団体、民間発注者に対して継続的に依頼を行う。また、工事間利用等の好事例につい

て共有することが望ましい。 

国では、必要に応じ、工期・土質等の異なる工事との利用調整のため、自らの事業用地等に一

時的に建設発生土を保管する等の取組を行っている。地方公共団体が発注する公共工事において

も、工期・土質等の異なる工事間での利用のため、自らも同様の取組を行う必要がある。 

 

②事業の計画・設計段階からの取組の推進 

公共工事、特に国が発注する公共工事においては、建設発生土の発生抑制や有効利用の取組推

進等、事業の計画・設計段階から必要な対策を検討するよう率先して取り組むことが重要である。 

 

２ 廃棄物混じり盛土の発生防止等 

廃棄物が混じっている土については、建設現場等において土と廃棄物をできるだけ分別した上

で、分別された廃棄物については、廃棄物処理法に基づき、適切な処理を行う必要がある。 

廃棄物の処理については既に厳格に規制されているところではあるが、廃棄物が混じった盛土

の発生を防止するためには、建設現場等における遵守体制をさらに強化することが重要である。 

また、これらの取組を行ってもなお廃棄物が混じった盛土が発生した場合における早期発見及

び迅速な行政処分等を可能とするための対処体制を確立することも不可欠である。 

 

（１）マニフェスト管理等の強化 

建設現場への立入調査時に、排出事業者（元請業者）のマニフェスト交付を確認すること等に

より、産業廃棄物の適正処理を確保することが重要である。 

産業廃棄物の不法投棄は、ピーク時の平成十年代前半に比べ大幅に減少しているが、令和二年

度においても新たに年間百三十九件、総量五・一万トンの不法投棄が判明している。また、投棄

件数の七割以上、投棄量の七割以上が建設系廃棄物であることから、建設工事における電子マニ

フェストの利用を促進することにより、産業廃棄物の不適正処理を防止することが求められる。 

 

（２）関連事業者の法令遵守体制 
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３．建設工事から発生する土の搬出先の明確化等について
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建設工事から発生する土の搬出先の明確化等

建設発生土

廃棄物 ・・・廃掃法に基づき適正に処理

廃棄物を分別した土

資源有効利用促進法※
に基づき再生資源として利用

指定利用等の徹底
○ 全ての公共工事発注者に指定利用等の原則実施を要請 ⇒  処分費の積算への計上を徹底

○ 継続的に大規模な建設工事を発注している民間工事発注者には、指定利用等の実施や、
それが困難な場合でも元請業者により適正処理が行われることを確認するよう求める

【指定利用等の取組状況】

分
別

建設工事から発生する土

※資源有効利用促進法は、使用済物品や副産物（建設発生土も対象）の発生抑制及び再生資源等の利用促進に
関して所要の措置を講じるもの。

廃棄物混じり土建設工事から
発生する土 他工事利用

残土処分場

建設発生土の計画制度の強化
【現行制度】資源有効利用促進法により元請業者に対し、搬出先(他の工事現場、残土
処分場等)等を記載した再生資源利用促進計画書の作成・保存を義務付け

○ 計画書の作成対象工事の拡大（土砂1,000㎥ →500㎥）、保存期間の延長（１年→５年） 、
発注者への報告と建設現場への掲示を義務化【省令改正：R4.9.2公布、R5.1.1施行】

※併せて事業所等への立入検査等の対象事業者を拡大し、チェック機能を強化
【政令改正：R4.8.30閣議決定、R4.9.2公布、R5.1.1施行】

○ 搬出先の盛土規制法の許可の事前確認及び搬出後の土砂受領書等の確認を義務化
【省令改正：盛土規制法の施行に合わせ施行予定】

他工事利用請負会社 ：●●株式会社
工事所在地：●●市●●町●●
建設発生土：●●●● ㎥
搬出先 ：●●工事 ●●● ㎥

●●処分場 ●●● ㎥

計画書

【再生資源利用促進計画書】
（イメージ）

国 ：99％
都道府県：88％ 政令市：77％
市区町村(政令市除く)    ：69％

○ 厳格な盛土許可制 ○ 不法盛土の監視強化（許可地一覧の公表・現地掲示）
○ 盛土許可違反の建設業者やトラック運送事業者等への処分

新たな法制度等
（盛土規制法等）

・・・

※写真はイメージ
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入契法※に基づき、国交大臣・総務大臣・財務大臣が案を作成し、閣議決定

○ 発注者（国、地方公共団体、特殊法人等）は、適正化指針に従って必要な措置を講ずる努力義務を負う。

○ 上記３大臣は、各発注者に措置の状況の報告を求め、その概要を公表。

○ 国交大臣及び財務大臣は各省各庁の長等に対し、国交大臣及び総務大臣は地方公共団体に対し、
特に必要と認められる措置を講ずべきことを要請。

適正化指針とは

※ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

ⅰ） 激甚化・頻発化する災害への対応力の強化が急務。また、建設発生土の適正処理を推進する必要。
ⅱ） 資材等の価格高騰への対応のため、公共工事の受発注者間の価格転嫁を適切に行う必要。
ⅲ） そのほか、公共工事の円滑な施工の確保や担い手の中長期的な育成・確保、処遇改善のため、

ダンピング対策等の入札・契約適正化の取組を一層徹底する必要。

Ⅰ．復旧・復興ＪＶ、建設発生土の適正処理
 大規模災害の被災地域における施工体制の確保を図るため、共同企業体の類型として復旧・復興ＪＶを追記

 建設発生土の適正処理の推進のため、

• 予定価格の設定に当たり適正な積算を行うべきものの例示に建設発生土等の運搬・処分等に要する費用を明記

• 設計図書に明示するなどして関係者間で共有すべき情報の例示に建設発生土の搬出先に関する情報を明記

Ⅱ．適切な契約変更
 契約変更の必要性が生じうる事情の例示に資材等の価格の著しい変動、納期遅れ等を明記

Ⅲ．その他
 ダンピング対策の理由として、公共工事を実施する者の適正な利潤の確保について追記

 ダンピング対策の徹底を図るため、低入札価格調査基準等を適正な水準で設定することについて追記

 技能労働者の育成及び確保に資する労働環境の整備を図るため、国・発注者によるCCUS活用促進の取組について追記

変更のポイント

公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 （適正化指針）

変更の概要 令和４年５月２０日一部変更閣議決定
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建設工事の受注者及び発注者は、再生資源を利用するよう努めるとともに、自らの工事で発生した建
設副産物が再生資源として利用されるよう努めなければならない。
主務大臣は、再生資源の利用促進に関する判断の基準（省令）を定め、基準に照らして著しく取組が
不十分な一定規模以上の事業者に対し、立入検査・勧告・命令を行うことが可能。

⇒再生利用の促進・不適正処理防止の観点から、政省令を改正し、計画制度を強化。

（１）再生資源利用促進計画の作成対象工事の拡大等
土砂等の利用量や搬出量・搬出先等を記載する再生資利用促進計画に関して、
・計画作成の対象工事拡大（搬出土砂量1,000m3以上→500m3以上）
・計画及びその実施状況の保存期間の延長（１年→５年）

（２）元請業者責任の強化等
・計画作成後の発注者への説明を義務付け
・発注者からの請求に応じて実施結果を報告
・計画の現場掲示を義務付け（インターネット公表の努力義務）
・元請及び下請け企業は、契約に際し、運搬費その他処理経費の適切な見積りに努める

資源有効利用促進法 政省令改正（第一弾）の概要

資源有効利用促進法について

・より小規模な事業者も勧告・命令の対象となるよう、
その基準を年間施工金額５０億円以上→２５億円以上に引き下げ。

◇勧告・命令の対象事業者の範囲の拡大【政令改正】

◇計画制度・元請業者責任の強化【省令改正】※

公布：令和４年９月２日
施行：令和５年１月１日

(省令：施行日以降に契約する工事に適用)

盛土規制法の施行に合わせ、更なる省令改正を予定
（搬出先の盛土規制法の許可の事前確認・

土砂受領書等の確認義務化等）

※２つの省令の関係部分を改正

・再生資源省令
（土砂等を工事に利用する際の省令）

・指定副産物省令
（土砂等を工事から搬出する際の省令）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

賃上げ総合評価について
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加点を受けた落札者が対象の事業年度または暦年の
終了後に決算書等を契約担当官等へ提出

賃上げ基準に達していない者については、１年間、
国の総合評価落札方式の調達の全てにおいて、
加点より大きな割合の減点

実績確認 賃上げ基準に達していない者には減点措置

入札公告（公示）

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を受けたことをもって加点評価 （賃金引き上げ表明は①年度単位又は②暦年単位での表明）

加算点＝従来の加算点＋賃上げ加算点

入札、落札決定

落札者が賃上げ加算点で
加点なし

落札者が賃上げ加算点で
加点あり

加点措置

①契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度
②契約を行う予定の暦年

■措置の流れ

■加点評価：事業年度または暦年単位で従業員に対する目標値（大企業：3%、中小企業等：1.5%）以上の賃上げを表明した入札参加者を総合評価に
おいて加点。加点を希望する入札参加者は、賃上げを従業員に対して表明した「表明書」を提出。加点割合は５％以上。

■適用対象：令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。
（取組の通知を行った時点で既に公告を行っている等の事情のあるものはのぞく）

■実績確認等：加点を受けた企業に対し、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認し、未達成の場合はその後の国の調達におい
て、入札時に加点する割合よりも大きく減点。

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11 月19 日閣議決定）及び「緊急提言～未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて
～」（令和３年11 月８日新しい資本主義実現会議）において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合
評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げ実施企業に対して評価点又は技術点の加点を行う。

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
加点イメージ（工事の場合の例）

評価項目 評価基準 配点

①企業の能力等

過去15年間の同種工事実績
より同種性の高い工事（※1）の実績あり 8点

8点

20点

同種性が認められる工事（※2）の実績あり 0点

同じ工種区分の
２年間の平均成績

80点以上 8点

8点
75点以上80点未満 5点

70点以上75点未満 2点

70点未満 0点

表彰（同じ工種区分の過去２年間の工事を対
象）

表彰あり 4点
4点

表彰なし 0点

②技術者の能力等

過去15年間の同種工事実績 同種性・立場

より同種性の高い工事において、監理（主任）技術者として従事 8点

8点

20点

より同種性の高い工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事又
は同種性が認められる工事において、監理（主任）技術者として従事

4点

同種性が認められる工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事 0点

同じ工種区分の
４年間の平均成績

80点以上 8点

8点
75点以上80点未満 5点

70点以上75点未満 2点

70点未満 0点

表彰
*同じ工種区分の過去４年間の工事を対象

表彰あり 4点
4点

表彰なし 0点

■加算点の配点例（国土交通省直轄工事における総合評価方式の適用ガイドラインにおける「施工能力評価型Ⅱ型」の例）

賃上げを実施する企業に対する加点 ３点

加算点の合計の５％以上となるよう加点の配点を設定 例：加算点が従来40点満点の場合：３点（3点／43点＝約7% )
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
賃上げ実績の確認の運用等について

賃上げの表明を行い受注した企業に対する「賃上げ実績の確認」においては、事業年度単位の賃上げを表明する場合は
「法人事業概況説明書」、暦年単位の場合は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」から給与等受給者一人当た
りの給与総額（中小企業等の場合は給与総額）により確認するのが標準的な方法として示されている。

（事業年度単位の賃上げを表明した場合）法人事業概況説明書 （暦年単位の賃上げを表明した場合）
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

年度終了後に前年度分とあわせて
契約担当官等に提出

↓
所定の欄の値から実績の確認を行う

暦年終了後に前年分とあわせて
契約担当官等に提出

↓
所定の欄の値から実績の確認を行う
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○賃上げ実績の確認において、標準的な方法とされている「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合
計表」により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認
することができると認められる書類に代えることができるとされているところ。

○賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう運用するため、具体的な確認書類の提出方法、「同等
の賃上げ実績」と認めることができるかの現時点における考え方についての運用を整理。

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
賃上げ実績の確認の運用等について

○確認書類の提出方法

・賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実

績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。

※賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明させることも可能。

○「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方

・中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。

・各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。

・通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもの

で評価することも可能。

※ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能。

※なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めて
おり、企業の真摯な対応を期待するもの。
※仮に制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。

（具体例は次頁）
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○各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する。

同等の賃上げ実績と認めることができる具体的な場合の例

・継続雇用している給与等受給者への支給額で評価する。

⇒ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等に対応
・定年退職者の再雇用や育児休暇や介護休暇の取得者など給与水準が変わる者を除いて評価する。

⇒雇用確保やワークライフバランス確保の取組に対応
・計画的に超過勤務を減らしている場合、超過勤務手当等を除いて評価する。

⇒働き方改革の推進、時間外労働規制の令和６年４月からの適用に対応
・災害時の超過勤務や一時雇用、業績に応じ支給する一時金や賞与等を除いて評価。

⇒災害等による業績の変動等の企業がコントロールできない変動要因に対応

○通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価する。

・一部の従業員の給与が含まれない場合、別途考慮して評価する。

・外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれる場合、これを除いて評価する。

・退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれる場合、これを除いて

評価する。

・役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合、これを除いて評価する。

・令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和４年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げ
を実施したときから１年間の賃上げ実績を評価する。

※上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない
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事業年度開始月と賃上げ実施月が異なる場合の取扱い

（１）賃上げ評価期間
・契約締結予定日を含む国の会計年度内の4月以降に開始する事業者の事業年度

または
・契約締結予定日を含む暦年

（２）令和4年度において事業年度開始前に賃上げ実施する場合の特例
令和4年度において事業年度開始前に賃上げを実施する事業者にあっては賃上げ
実施月から1年間を評価期間とすることも可能。

【追加】

（３）事業年度開始後に賃上げを実施する場合の特例
事業年度開始月より後の賃上げについては、下記のいずれの条件も満たす場合に賃上
げ実施月から1年間を評価期間とすることが可能。

①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること
※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げ
が行われていることとする。

②当該企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること
（意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと）
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賃上げ実績確認期間の後ろ倒しについて 【参考資料】

〇以下の2つの条件を共に満たす場合、賃上げ実績確認期間を後ろ倒すことが可能。
①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること

（暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること）
②当該企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること（意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと）

事
業
年
度
単
位
の
場
合

R4.1月

契約を行う予定の会計年度

契約予定日の範囲
（R4.4～12月）

令
和
四
年
二
月
八
日
付

事
務
連
絡

R5.9月

（例）実際の事業年度がR4.10～R5.9の場合
→最も早い場合、R4.4～R5.3まで前倒し可能

令和４年４月以降の最初の事業年度開始時
よりも前の令和４年度中に賃上げを実施し
た場合は、その賃上げを実施したときから１
年間の賃上げ実績を評価する。

R4.4月 R5.3月
契約を行う予定の会計年度本

事
務
連
絡

R4.10月 R5.9月
（例）実際の事業年度がR4.10～R5.9の場合
→最も早い場合、R4.4～R5.3まで前倒し可能
→最も遅い場合、R5.3～R6.2まで後ろ倒し可能

R4.10月

事業年度開始日より後の賃上げについては、
条件（※）を満たす場合、賃上げ実施日から
１年間の賃上げ実績を評価する。

前倒し可能期間
（これまで通り）

後ろ倒し可能期間

R4.4月 R5.3月

暦
年
単
位
の
場
合

R4.4月 R4.12月

本
事
務
連
絡

（例）暦年で賃上げ表明した場合

R4.1月
契約予定の範囲
（R4.4～12月）

R4.4月 R4.12月暦年開始日より後の賃上げについては、
条件（※）を満たす場合、賃上げ実施日か
ら１年間の賃上げ実績を評価する。

後ろ倒し可能期間
（例）暦年で賃上げ表明した場合
最も遅い場合、 R4.12～R5.11まで後ろ倒し可能

前倒し可能期間

令
和
四
年
二
月

八
日
付

事
務
連
絡

：賃上げ開始日

：賃上げ終了日

：賃上げ開始日

：賃上げ終了日

：賃上げ開始日

：賃上げ終了日

：賃上げ開始日

：賃上げ終了日
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天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者の取扱い

○賃上げ加点措置を受け、賃上げ水準が未達成の場合には、減点措置を課すこととしているところ。

○天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者について、減点措置を要しないこ
ととし、できるだけ多くの事業者が賃上げ表明を行うことが可能となるよう、その典型的な事例を予め次の通り
例示。

（１）特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成8年法律第85
号）第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用
対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置
を課さないこととする。

（２）各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況
と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。

（３）（１）及び（２）に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、
その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置
を課さないこととする。
① 自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な災害（火災等）等に
より、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合

② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず
資金繰りが著しく悪化した場合

など

※（１）及び（２）に相当する減点措置を課す必要がないと考えられる事象が生じた場合には、財務省の通知に基づき、改めて周知する。
※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
※（１）から（３）は例示であり、これ以外の事象等については、今後必要に応じて別途通知する。
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に係る
Ｑ＆Ａ等について

【掲載箇所】国土交通省ウェブサイト
URL: https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html
QR コードによるアクセス：

○総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の制度導入の経緯、関係通
知、Q&Aなどを国土交通省のウェブサイトに掲載しています。（最終更新：令和４年10月4日）
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