
 
 

政策目標７ 水害等による被害の軽減 

水害、土砂災害、津波、高潮、雪害、火山噴火等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保さ

れることで、これらの災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 

 

（２１）水害による被害を軽減するため、施設整備を行う 

諸外国と比較して厳しい我が国の国土条件や氾濫域に人口・資産が集中するという社会条件

を踏まえつつ、水害被害の軽減を図り、安全で安心できる社会活動を支える必要がある。 

 

業績指標：洪水による氾濫から守られる区域の割合  目標値：約 62%(61.7%）（平成 19 年度） 

     Ａ－１                 実績値：約 60%(60.2%）（平成 18 年度） 

                         初期値：約 58%(57.8%）（平成 14 年度） 

 

業績指標：床上浸水を緊急に解消すべき戸数     目標値：約 6万戸  （平成 19 年度） 

Ａ－１                  実績値：約 6.0 万戸（平成 18 年度） 

                         初期値：約 9万戸  （平成 14 年度） 

 

業績指標：流下能力不足橋梁数           目標値：3,500 橋（平成 18 年度） 

Ａ－３                  実績値：3,100 橋（平成 18 年度） 

                         初期値：4,500 橋（平成 13 年度） 

 

業績指標：下水道による都市浸水対策達成率     目標値：54%（平成 19 年度） 

     Ａ－１                 実績値：53%（平成 17 年度） 

                         初期値：51%（平成 14 年度） 

○業績指標 25：洪水による氾濫から守られる区域の割合 

（指標の定義） 

当面の計画として、大河川においては 30 年～40 年に一

度程度、中小河川においては 5 年～10 年に一度程度発

生する規模の降雨において、洪水の氾濫の防御が必要な

区域に対し、防御されている区域の割合。 

（目標値設定の考え方） 

長期的には 100%を目指す。 

平成 19 年度までに実施予定の事業及び過去の事業の完

了状況から設定。 

（考えられる外部要因） 

地元の調整状況等 

(他の関係主体) 

特になし 

 

【社会資本整備重点計画第２章に記載】 

 

 

過去の実績値               （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

－ 
約 58% 

(57.8%) 

約 58% 

(58.4%) 

約 59% 

(59.1%) 

約 60% 

(59.7%) 

約 60%

(60.2%)

 

 

 

 

 

 

 

○業績指標 26：床上浸水を緊急に解消すべき戸数 

（指標の定義） 

過去 10 年間（平成 4年から平成 13 年までの間）に床上

浸水を受けた家屋のうち、被災時と同程度の出水で、依

然として床上浸水被害を受ける可能性のある家屋数。 

 

（目標値設定の考え方） 

長期的には 0を目指す。 

平成 19 年度までに実施予定の事業により見込まれる成

果から設定。 

（考えられる外部要因） 

地元の調整状況等 

(他の関係主体) 

特になし 

 

【社会資本整備重点計画第２章に記載】 

 

 

過去の実績値               （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

－ 
約 9 

万戸 

8.3 

万戸 

7.4 

万戸 

6.6 

万戸 

約 6.0

万戸 

 

 

 

 

 



 
○業績指標 27：流下能力不足橋梁数 

（指標の定義） 

河川を横断している鉄道橋、道路橋等のうち、洪水時の

疎通能力が著しく不足している（河積不足、余裕高不足

等）橋梁数をいう。ただし、橋梁架替をせずに河床掘削

等によりネック部解消が図られる橋梁は該当しないも

のとする。 

（目標値設定の考え方） 

近年橋梁架替をした実績から、年平均着工橋梁数と平均

工期より、今後 5年間での目標橋梁数を設定。 

（考えられる外部要因） 

地元の調整状況等 

(他の関係主体) 

地方公共団体（河川管理者）等 

 

 

過去の実績値               （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

4,500

橋 

4,200

橋 

3,900

橋 

3,700

橋 

3,300

橋 

3,100

橋 

 

○業績指標 28：下水道による都市浸水対策達成率 

（指標の定義） 

公共下水道又は都市下水路における都市浸水対策の整

備対象区域の面積のうち、概ね 5年に 1回程度の大雨に

対して安全であるよう、すでに整備が完了している区域

の面積の割合。 

（目標値設定の考え方） 

将来は、少なくとも 10 年に 1 回程度の大雨に対する雨

水安全度が確保されることを目標としており、それを現

況値との勘案で平成 19 年度の目標値を設定している。

 (他の関係主体) 

地方公共団体（事業主体） 

【社会資本整備重点計画第 3章に記載】 

 

 

過去の実績値               （年度）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 

50％ 51％ 51％ 51％ 52％ 53％ 

※ 平成 14 年度に分母を見直している。 

主な施策 

主な施策の概要 

①洪水による氾濫被害から守るための河川整備・ダム等

洪水調節施設の整備、砂防設備の整備（◎） 

  堤防等整備やダム等洪水調節施設の整備、砂防えん

堤等の整備を推進し、氾濫域における治水安全度の向

上を図る。 

 予算額：治水事業（直轄）7,445 億円（平成 18年度）の内数 

         （補助）6,151 億円（平成 18年度）の内数 

                    （特治等込み） 

 

②下水道による雨水対策施設の整備の推進（◎） 

  下水道による雨水対策施設の整備により、都市の水

害安全度の向上を図るため、事業を実施する地方公共

団体に対して補助を行う。 

 予算額：下水道事業 7,353 億円（平成 18年度国費）の内数 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画に

その概要が定められた社会資本整備事業に係る

施策に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 指標については、集計中のものもあるが目標の達成

に向けて概ね順調に指標値が推移している。 

・ 「洪水による氾濫から守られる区域の割合」等の指

標値の向上のためには、河川、ダム、砂防設備等の

整備を行うことが必要であるが、これらは計画から

完成までには長時間を要することが多いため、施設

整備途上においてハード・ソフト一体となった減災

体制の緊急的な整備が必要である。また、計画規模

を上回る洪水等による災害に対する体制整備が必

要である。 

・ 床上浸水を緊急に解消すべき戸数の平成 18 年度の

実績値は約 6.0 万戸であり、順調な伸び率を示し、

目標を達成したところであるが、引き続き床上浸水

の解消を推進する。 

・ 流下能力不足橋梁数の平成 18 年度の実績値は約

3,100 橋であり、順調な伸び率を示し、目標を達成

した。 

・ 下水道による都市浸水対策達成率の平成 17 年度の

実績値は 52.7%であり、この１年間で 0.8%上昇して

おり、着実に進展している。 

・ 今後とも、継続的に指標値の向上を図るためには、

計画的な投資と事業展開が必要であるとともに、効

率的な事業執行を図っていく必要がある。 

・ 近年の浸水被害の状況を見ると、都市化の進展によ

る雨水の流出率の増加や局所的な集中豪雨により

依然として内水被害が頻発している。また、被害内

容の現況を見ると、宅地等の浸水面積は減少してい

るものの、都市化の進展や集中豪雨の多発により、

被害額は減少しておらず、関係者の連携を図った取

り組みが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 一般資産水害密度等の推移（過去５ヶ年平均） 
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１）被害額（万円）／浸水面積（ha）（平成１２年価格）
２）値は過去５箇年の平均値である。
３）一般資産被害額及び水害密度には、営業停止損失を含む。
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(施策の実施状況) 

・ 効果の早期発現を目指し、本体工事中のダム等への

重点投資を行っている。また、平成 15 年度からは

治水上の緊急性･必要性が高く、整備効果が大きい

区間などについて、その事業区間･期間などを設定･

公表し、重点投資を行う短期集中型事業を実施して

いる。また、洪水の安全な流下を妨げるボトルネッ

ク橋梁の解消を図るため、平成 14 年度からは従来

の鉄道橋緊急対策事業の対象として新たに道路橋

を追加した。 

・ 地下空間利用が高度に発達している地区等におい

て、施設の計画規模を上回る降雨に対して被害の最

小化を図るため、下水道総合浸水対策緊急事業を創

設し、ハード・ソフト・自助を組み合わせた総合的

な対策を推進した。 

・ 近年、頻発している集中豪雨などの対応にあたって

は、市町村単位での対応では不十分な面があること

から、流域単位での広域的な浸水対策が極めて重要

かつ効果的である。このため、複数市町村にまたが

る広域的な雨水対策として、雨水を排除できる下水

道を流域下水道事業として実施できるよう制度を

拡充した。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 各業績指標とも着実な進捗がみられる。業績指標

25 については、平成 19 年度に日本最大級の徳山ダ

ム（洪水調節容量：123,000 千 m3）が完成する等、

大幅な進捗を見込んでおり、当初想定していた目標

通りの進捗がみられる。 

・ 業績指標 25、26 及び 28 については、さらなる進捗

のため平成 19 年度より、氾濫した場合でも床上浸

水被害等の深刻な被害を最小化させるために地域

一体となった治水対策制度を創設する等、新たな取

組みを行っていくことから A-1 と評価した。 

・ 業績指標 27 については、目標を達成したことから

本指標を廃止する。よって、A-3 と評価した。 

・ 引き続き流下能力不足橋梁数の解消を図るととも

に、河床掘削や陸閘の設置も併せて取り組むことで

流下能力の向上を図る。 

・ 近年の集中豪雨の増加などの自然的状況の変化や、

少子高齢化などの社会的状況の変化に起因した新

たな様相の災害に的確に対応しつつ、今後の投資余

力が限られる中で、できるだけ早期に安全度を高め、

被害を最小化する「減災」を図るため、多様な整備

手法の導入や既存施設の有効活用、危機管理体制の

強化などを強力に推進する。 

・ 財政状況が厳しくなる見込みの中、今後もコスト縮

減を図りながら、本体工事中のダムや水害が頻発し

ている地域での河川改修に重点的・集中的な投資を

行うとともに、箇所数を厳密に管理し、計画的・効

率的な施設整備を図る。 

・ ダム事業については、貯水容量の効率的な再配分に

よる既存ダムの有効活用も含め水需要の必要性等

を厳正に吟味して事業を峻別する等、実施中の事業

について峻別を徹底する。 

・ 平成 18 年度より、ハード・ソフト一体となった内

水対策を実施する総合内水対策緊急事業を実施。今

後、事業の進捗とともに、効果の発現が見込まれる。 

・ 下水道事業と河川事業の連携による浸水対策を重

点的に推進し、床上浸水が慢性化している地区にお

ける抜本的な浸水解消を図る。 

・ さらに、平成 17 年 4 月に特定都市河川浸水被害対

策法に基づき鶴見川を特定都市河川に指定し、これ

まで以上に下水道管理者、河川管理者及び地方自治

体が一体となった浸水被害対策を実施していく。ま

た、特定都市河川の指定を推進する。 
 
・ 近年の集中豪雨の多発を踏まえ、地域の実情に応じ

て複数市町村に跨った広域的な浸水対策や、都市型

浸水被害の常襲地区等においては小規模な浸水対

策を行えるようにするなど、効率的・効果的に浸水

対策を推進する。 
 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 地域の減災計画と一体となった治水対策の推進 

（洪水氾濫域減災対策事業の創設） 

・ 地域の防災拠点の保全 

（急傾斜地崩壊対策事業の拡充） 

・ 洪水流下阻害部を緊急解消する事業の創設 

（洪水流下阻害部緊急解消事業、大規模河川管理施

設機能確保事業の創設） 

・ 浸水危険性の高い市街地等の緊急整備の推進 

（総合内水対策緊急事業の創設等、下水道総合浸水

対策緊急事業の拡充） 

・ 都市における安全の観点からの雨水貯留浸透の推

進 

・ 下水道施設と河川施設が相互に施設を融通利用す

ることによる効率的な浸水対策の推進 

（都市水害対策共同事業の創設） 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：河川局河川計画課（課長 足立 敏之） 

    河川局治水課（課長 関 克己） 

    河川局砂防部砂防計画課（課長 中野 泰雄） 

関係課：都市・地域整備局下水道部下水道事業課 

（課長 松井 正樹） 

 

 

 

 

 



 
 

政策目標７ 水害等による被害の軽減 

水害、土砂災害、津波、高潮、雪害、火山噴火災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確

保されることで、これらの災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 

 

（２２）災害の危険性に関する情報を普及させる 

水害に備えるため堤防や排水機場などの治水施設の整備によるハード面の対策に加え、情報

提供によるソフト面の対策を整備することが大切である。ハザードマップの有効性について

は、平成 10 年８月豪雨水害時における郡山市民の避難行動効果が明らかとなっており、この

ことを踏まえ、ソフト対策としてのハザードマップの普及を進めていく必要がある。 

業績指標：ハザードマップ認知率 

洪水：Ｂ－１、火山：Ａ－３ 目標値：洪水 70%（平成 18 年度）火山 76%（平成 18 年度） 

実績値：洪水 43%（平成 18 年度）火山 79%（平成 18 年度） 

初期値：洪水  4%（平成 12 年度）火山 30%（平成 12 年度） 

 

 

○業績指標 29：ハザードマップ認知率（洪水） 

（指標の定義） 

「ハザードマップ認知率（洪水）」とは、直轄管理区間

の河川に係るハザードマップ作成対象市町村において、

マップが作成され、認知されている世帯数の割合。 

（目標値設定の考え方） 

直轄管理区間の河川に係る浸水想定区域図を提供する

市町村全てに対し、市町村のハザードマップ作成、周知

等を支援することと併せて、公表後に洪水が発生した地

域におけるマップ認知の調査事例を参考に目標を算出。

（考えられる外部要因） 

特になし 

(他の関係主体) 

地方公共団体（ハザードマップ作成主体） 

 

過去の実績値               （年度）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

4% － 6% 10% 20% 40% 43% 

 

○業績指標 29：ハザードマップ認知率（火山） 

（指標の定義） 

「ハザードマップ認知率（火山）」とは、火山ハザードマ

ップの作成が必要な主要火山周辺市町村における人口の

うちハザードマップの配布･周知がなされ、内容を認識し

ている人口の割合を示すもの。 

（目標値設定の考え方） 

ハザードマップを公表、または各戸配布していない火山に

ついて、各戸配布予定年度を各地方自治体に確認して、年

度ごとに積上げ。 

（考えられる外部要因） 

特になし 

(他の関係主体) 

地方公共団体（ハザードマップ作成主体） 

 

過去の実績値の推移           （年度） 

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

30% 30% 49% 61% 70% 73% 73% 79%

主な施策 

主な施策の概要 

①ハザードマップの作成支援（洪水） 

・ 浸水想定区域図の公表を推進する。 

・ 平成 21 年度末には、「ハザードマップ作成支援率」を

100％まで達成させる。 

※「ハザードマップ作成支援率」とは、ハザードマッ

プ作成・普及のために、直轄管理区間の河川に係る各

自治体が作成するハザードマップの基礎となる浸水

想定区域図を河川管理者が公表し、対象市町村に対し

て周知する割合。 

②ハザードマップの作成支援（火山噴火災害）～火山災害

予想区域図の作成～ 

・ 火山噴火警戒避難対策事業の推進を図る 

・ 平成 18 年度末には、「火山災害予想区域図提供率」を

100％まで達成させる。 

※ 「火山災害予想区域図提供率」とは、火山ハザード

マップ作成・普及のため、火山ハザードマップ作成

の基礎となる火山災害予想区域図を対象市町村へ周

知した割合 

③ 市町村への支援・協力の推進 

・ 洪水ハザードマップ作成要領と解説の改訂 

・ ホームページへの掲載 

・ 水防訓練 

などの支援・協力を実施してきており、今後も市町村と

連携することにより作成・公表の推進を図る。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 洪水については、平成 18 年度の実績値は 43%であっ

た。伸び率も低調で、目標値を達成できなかった。 

・ 火山については、平成 18 年度の実績値が 79％となっ

ており、目標を達成した。 

 

(施策の実施状況) 

（洪水） 

・ 平成 17年 6月に「洪水ハザードマップ作成要領（平

成 13 年 7月作成）」を改訂。あわせて、「洪水ハザ

ードマップ作成の手引き」を作成。 



 
・ 平成 17 年 6月に「中小河川浸水想定区域図作成の

手引き」を作成。 

・ 平成 15年 2月に洪水ハザードマップＰＲパンフレ

ットを作成。 

・ 浸水想定区域図の公表については、平成 13 年の水

防法改正から順調に公表している。（平成 19 年 3

月 31 日現在の公表：109 水系 291 河川（109 水系

331 河川中）） 

＜ハザードマップ作成支援率＞ 

H18 目標値(H21) 

88% 100% 

 

（火山） 

・ 平成 4 年度より、火山噴火警戒避難対策事業を推

進し、これにより火山活動による社会影響の大き

い30火山について火山災害予想区域図の整備が進

んでいる。 

・ 火山災害予想区域図の公表については、平成 8 年

から順調に公表し、平成 16 年度には目標の 30 火

山全てにおいて公表を行った。（平成 18 年 3 月 31

日現在の公表：30 火山（30 火山中）） 

＜過去の火山災害予想区域図提供率の推移＞ 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 目標値

42% 65% 81% 89% 100% 100% 100% 100%

・ 公表対象となる市町村への周知により支援を進め

ているところであり、目標年次までに、火山ハザー

ドマップの作成が必要な主要火山周辺の 111 市町

村に対して、公表・周知・支援を行った。 

＜平成 18 年 3 月 31 日現在、111 市町村(111 市町

村中)＞ 

・ 先駆的な火山ハザードマップについては、新たな火

山災害要因を盛り込んだ火山ハザードマップの作

成・公表が行われている。 

・ 関係省庁及び関係機関と連携し、主要な火山につい

て火山噴火時の緊急対応を定めた計画（火山噴火緊

急減災対策砂防計画）を策定するため、緊急施工、

リアルタイムハザードマップ、平常時からの準備事

項等、必要な内容及び策定方法を記載したガイドラ

インを平成 19 年 4月に作成した。 

 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

（洪水） 

・ 業績指標は、目標値を達成できていないが、平成 17

年の水防法改正による全国の主要な中小河川におけ

るハザードマップの作成・公表の義務化、洪水ハザー

ドマップの整備を促進するための補助制度の創設等

により、実績値のさらなる改善が見込まれる。また、

ハザードマップ作成支援率が高い水準に到達したこ

と、ＰＲ活動やポータルサイト作成などにより、当指

標は今後順調に増加していくと想定される。よって、

B-1 と評価した。 

・ 平成 19 年度の目標設定に当たっては、平成 18 年度時

点で目標値に達していないこともあり、平成 18 年度

と同じ 70%とする。 

・ ハザードマップ作成支援のため、浸水想定区域図の公

表を進める必要があるが、これに関する目標を設定し、

公表対象となる市町村への浸水想定区域図の周知に

よるハザードマップ作成の支援を進めているところ

である。 

 

 

・ ハザードマップを作成・公表している市町村が、浸水

想定区域内の対象市町村の約 55％（平成 19 年 3月現

在）であるところ、平成 17 年 6 月に「洪水ハザード

マップ作成要領（平成 13 年 7月作成）」を改訂し、あ

わせて「洪水ハザードマップ作成の手引き」、「中小河

川浸水想定区域図作成の手引き」を作成し、現在、こ

れらを活用したハザードマップ作成及び周知の支援

に積極的に取り組んでいるところである。 

・ 洪水ハザードマップの公表済み市区町村での浸水被

害発生時の避難行動における効果の検証及び洪水ハ

ザードマップの効果についての積極的なＰＲ（新聞・

パンフレット等）を行うことでさらなる認知の向上を

図る。 

 

（火山） 

・ 今後も、先駆的な火山ハザードマップについては、新

たな火山災害要因を盛り込む等、新たな火山ハザード

マップの作成・公表を促進するよう、火山噴火警戒避

難対策事業を推進していく。 

・ 国、都道府県から提供する火山災害予想区域図提供率

及びハザードマップ認知率（火山）は目標に達したこ

とより、当指標を廃止する。 

 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

（洪水） 

・ 全国で作成している洪水、内水、土砂災害、津波・高

潮の各種ハザードマップを国民が一元的に閲覧可能

なポータルサイトを作成し、ハザードマップの認知率

を向上させる。また、市町村においても、全国のハザ

ードマップを閲覧することが可能となり、作成にあた

り参考事例となるため、ハザードマップの作成の推進

にもつながる。 

（火山） 

・ 関係省庁及び機関と連携し、主要な火山について火山

噴火時の緊急対応を定める火山噴火緊急減災対策砂

防計画を順次策定し、リアルタイムハザードマップの

提供を行う。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：河川局治水課（課長 関 克己） 

河川局砂防部砂防計画課（課長 中野 泰雄） 

 

 

 



 
 

政策目標７ 水害等による被害の軽減 
水害、土砂災害、津波、高潮、雪害、火山噴火災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応

が確保されることで、これらの災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 
 

（２３）台風時の被害を軽減するため、気象情報を充実する 

台風は、国民生活に対してもっとも大きな被害をもたらす自然現象の１つである。台風中

心位置予報をはじめとする事前の予測情報に基づいて、より効果的な防災対策を講じるこ

とにより、台風による被害の軽減を図ることが可能である。このため、台風に関する予測

情報の基本である台風中心位置予報をはじめとした気象情報の充実が必要である。 

 

業績指標：台風中心位置予報の精度 目標値：260km（平成 22 年） 

 実績値：299km（平成 18 年） 

Ａ－１                   初期値：323km（平成 17 年） 

○業績指標 30：台風中心位置予報の精度 

(指標の定義) 

72 時間先の台風中心位置の予報誤差(km)（台風の進路

予報円の中心位置と対応する時刻における実際の台風

中心位置との距離の差）を当該年を含む過去 3年間で平

均した値 

 

(目標値設定の考え方) 

平成 17 年までの過去 3年間における予報誤差の平均は

323 ㎞である。新たな数値予報技術の開発等により、5

年間（平成 22 年まで）で約 20％の改善目標（同平均 260

㎞）が適切と判断。 

 

(考えられる外部要因) 

自然変動 

 

(他の関係主体) 

なし 

 

過去の実績値             （暦年）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 

323km 299km － － － － 

 

主な施策 

主な施策の概要 

①スーパーコンピュータを中心とした気象資料総合処理

システムの運用 

気象資料総合処理システムを用いて予測モデルの開発

を推進し、局地予報、台風予報などの精度を向上する。 

予算額：9.2 億円(平成 18 年度) 

9.2 億円(平成 19 年度) 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

 台風の発生数や発生位置・強度など、年ごとの台風

の特性により台風予報の難易度が異なるため、本指標

は当該年を含む前 3年間の平均誤差としているが、平

成18年を含む前3年間の平均誤差では299kmであった。 

精度向上の要因としては、新たな気象衛星観測デー

タを取りこむなど、解析手法を高度化して、数値予報

モデルの初期値を改善したことが挙げられる。

 
 

(施策の実施状況) 

 平成 18 年 3 月にスーパーコンピュータを更新し、

これを情報処理基盤として、観測データを取り込む手

法の高度化や数値予報モデルの改善等、台風予報精度

向上に資する施策を計画的に実施している。

 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

平成22年までの5年間で台風中心位置予報の精度を

約 20％改善するという目標に対し、実績は初期値に対

して約 9％と順調な改善を見せていることから、評価は

Ａ－１とした。 

平成 17 年度には前指標の目標を達成したが、平成 16

年には 10 個の台風が日本へ上陸し、同年の台風 23 号

では死者・行方不明者が 98 名にのぼるなど台風による

被害は後を絶たず、今後も台風中心位置予報の精度を

さらに向上させることが重要であり、台風による被害



 
のさらなる軽減を目指して平成22年度までの本業績指

標が設定された。 

本目標を達成するためには、予測に用いる数値予報

モデルの予測精度を改善することが重要となる。平成

18年3月に導入したスーパーコンピュータを用いて、観測デー

タを数値予報モデルに取り込む手法についてさらに改

善を進めるとともに、気象資料総合処理システムの解

析処理能力の向上等を踏まえたモデル開発を一層推進

する必要がある。これらを的確に実施して台風予測精

度の一層の向上を図る。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 衛星による新しい観測データを数値予報モデルに取

込む手法を開発する。 

・ 台風予測に用いる数値予報モデルの解像度を向上さ

せる。 

・ 台風を対象とするアンサンブル数値予報システムの

運用を開始し、台風進路予報に利用する。 

・ 数値予報モデルでの台風予測に影響する物理過程（海

面から水蒸気を供給する過程）の計算手法などの開発、

改良を一層推進する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

 担当課：気象庁予報部業務課（課長 露木 義） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

政策目標７ 水害等による被害の軽減 

水害、土砂災害、津波、高潮、雪害、火山噴火災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確

保されることで、これらの災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 

 

（２４）土砂災害による被害を軽減するため、施設整備を行う 

現状においても自然災害に占める土砂災害の犠牲者数が約半数にのぼることに鑑み、全国で頻

発する土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊による土砂災害から国民の生命・財産を守るため、

今後とも計画的な土砂災害対策を実施する必要がある。 

業績指標：土砂災害から保全される戸数  

     Ａ－１ 

目標値：約 140 万戸(平成 19 年度) 

実績値：約 130 万戸(平成 18 年度)  

初期値：約 120 万戸(平成 14 年度) 

業績指標：土砂災害から保全される災害時要援護
者関連施設数 

 Ａ－１ 

目標値：約 4,100 施設（平成 19 年度）

実績値：約 3,900 施設（平成 18 年度）

初期値：約 3,100 施設（平成 14 年度) 

 

 

○業績指標 31：土砂災害から保全される戸数 

（指標の定義） 

全国の土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地

崩壊危険箇所において、砂防事業、地すべり対策事業、

急傾斜地崩壊対策事業を実施することにより、土石流、

地すべり及び急傾斜地の崩壊による土砂災害から保全

（安全が確保）される家屋等の総戸数。 

 

（目標値設定の考え方） 

長期的には事業の実施の対象となっている全ての家屋

等の保全を図る。 

平成 19 年までに実施予定の事業により見込まれる成果

から設定。 

 

（考えられる外部要因） 

地元調整の状況等。 

開発行為による新規の住宅地等の増大。 

 

(他の関係主体) 

特になし 

 

【社会資本整備重点計画第 2章及び第 3章に記載】 

 

 

過去の実績値                （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

約 120 

(119) 

万戸 

約 120 

(124) 

万戸 

約 130 

(127) 

万戸 

約 130 

(130) 

万戸 

約 130 

(133) 

万戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業績指標 32：土砂災害から保全される災害時要援護者

関連施設数 

（指標の定義） 

土砂災害から保全される戸数のうち災害時要援護者関連

施設（病院、老人ホーム、幼稚園等）の総数。 

 

（目標値設定の考え方） 

長期的には事業の実施の対象となっている全ての災害時

要援護者関連施設の保全を図る。 

平成 19 年までに実施予定の事業により見込まれる成果か

ら設定。 

 

（考えられる外部要因） 

地元調整の状況等。 

開発行為による新規の災害時要援護者施設の増大。 

 

(他の関係主体) 

特になし 

 

【社会資本整備重点計画第２章及び第３章に記載】 
※ 社会資本整備重点計画においては、災害時要援護者は災害弱

者として記載 

 

 

過去の実績値                （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

3,100 

施設 

3,300 

施設 

3,500 

施設 

3,700 

施設 

3,900 

施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
主な施策 

主な施策の概要 

① 砂防設備の整備（◎） 

砂防事業の進捗を図る。 

予算額：（直轄）640 億円（平成 18 年度国費）の内数 

    （補助）650 億円（平成 18 年度国費）の内数 

 

② 地すべり防止施設の整備（◎） 

地すべり対策事業の進捗を図る。 

 予算額：（直轄） 58 億円（平成 18 年度国費）の内数 

     （補助）108 億円（平成 18 年度国費）の内数 

 

③ 急傾斜地崩壊防止施設の整備（◎） 

急傾斜地崩壊対策事業の進捗を図る。 

 予算額：（補助）326 億円（平成 18 年度国費）の内数 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 

・土砂災害から保全される戸数 

平成 18 年度の実績値は約 130 万戸であり、目標に向

けて指標値は概ね順調に伸びている。平成 18 年度にお

いても土砂災害が依然として多発しており、今後も効率

的に人家を土砂災害から保全する必要がある。 

 

・土砂災害から保全される災害時要援護者関連施設数 

平成 18 年度の実績値は約 3,900 施設であり、目標に

向けて指標値は順調に伸びている。 

平成 18 年度においても高齢者等の災害時要援護者が

土砂災害に被災する割合が高いため、引き続き重点的な

整備を推進していく必要がある。 

 

(施策の実施状況) 

・ 近年大きな災害をうけた地域における適切な対応、災

害時要援護者対策等について砂防事業等を重点的に

実施しているところであり、特に自力避難が困難な災

害時要援護者が 24 時間入居している施設のうち、特

に土砂災害の恐れの高い箇所について、重点的に実施

している。 

・ 水害対策や土砂災害対策、ハード対策とソフト対策を

一体的に実施し、地方の自主性・裁量性をより高めつ

つ、豪雨災害等に対し流域一体となった総合的防災対

策を推進するため、総合流域防災事業を推進している。 

・ ハード・ソフト一体となって効率的に土砂災害対策を

実施するため、補助事業採択要件を拡充し、避難所の

保全対策を重点的に実施している。 

・ 土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため平
成 13 年に施行された土砂災害防止法に基づいて、土

砂災害警戒区域等の指定を行うことで開発行為によ

る新規の住宅地等の増大の抑制等を推進している。ま

た、平成 17 年 7 月の当法の一部改正により、市町村

に対する土砂災害ハザードマップの配付の義務付け

や、土砂災害情報の伝達方法の市町村地域防災計画へ

の規定を義務づけたほか、平成 18 年 9 月に土砂災害

防止法に基づく土砂災害防止対策基本指針を変更し、

都道市町村の警戒避難体制整備に対する都道府県の

役割について述べるなど、警戒避難体制整備を強化し、

土砂災害防止対策の効率的な推進を図っている。 
 

 

・ 市町村の土砂災害に対する警戒避難体制の整備を支

援するため、「土砂災害警戒避難ガイドライン検討会」

により、「土砂災害警戒避難ガイドライン」を策定し、

警戒避難体制の整備の強化を図っている。 

 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・ 業績指標は、「土砂災害から保全される戸数」、「土砂

災害から保全される災害時要援護者関連施設数」とも

に毎年順調に伸びており、Ａ－１と評価した。 

・ 平成 18 年は、梅雨前線豪雨、台風 13 号等により、全

国で 1,441 件の土砂災害が発生し、25 名という尊い

人命が失われた。 
・ 毎年全国各地で発生する土砂災害の現状と課題を踏

まえ、今後の基本的政策の立案に資するため、平成

19 年 2 月より「土砂災害対策懇談会」において中長

期的な展望に立った土砂災害対策に関する審議を継

続しており、平成 19 年 12 月を目処に提言を頂き、政

策に反映させ土砂災害対策を進めていく。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 市町村役場、警察署、消防署等の地域の防災拠点を土

砂災害から保全し、地域防災力を維持することを目的

として急傾斜地崩壊対策事業の採択要件を拡充し保

全対策を重点的に推進する。 

・  

担当課等（担当課長名等） 

担当課：河川局砂防部砂防計画課（課長 中野 泰雄） 

 

 



 
 

政策目標７ 水害等による被害の軽減 

水害、土砂災害、津波、高潮、雪害、火山噴火災害等の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応

が確保されることで、これらの災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 

 

（２５）津波・高潮等の災害による被害を軽減するため、施設整備を行う 

防護が必要な海岸のうち、所要の機能を確保した海岸保全施設の整備は十分ではないため、

海岸保全施設を計画的に整備し、生命・財産についての所要の安全性を確保することが必

要である。 

 

業績指標：津波・高潮による災害から一定の水  目標値：約 10 万 ha（平成 19 年度） 

準の安全性が確保されていない地域  実績値：約 12 万 ha（平成 18 年度） 

     の面積               初期値：約 15 万 ha（平成 14 年度） 

          Ａ－１ 

○業績指標 33：津波・高潮による災害から一定の水準の

安全性が確保されていない地域の面積 

(指標の定義) 

各地区の海岸で発生すると想定される津波・高潮に対

し、防護が不十分な海岸における背後地域の浸水想定面

積 

(目標値設定の考え方) 

長期的にゼロを目指すことを目標に、平成 19 年度まで

に達成可能な値として設定 

(考えられる外部要因) 

宅地開発等による防護対象面積の増加 

(他の関係主体) 

地方公共団体（事業主体） 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

 

過去の実績値               （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

約 

15.0 万

ha 

約 

13.4 万

ha 

約 

12.9 万

ha 

約 

12.4 万

ha 

約 

12.0 万

ha

 

主な施策 

主な施策の概要 

① 海岸保全施設の新設整備等（◎） 

     予算額 1,176 億円（平成 18 年度）の内数 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にそ

の概要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関す

るものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 平成 18 年度の実績値は防護されていない面積約 12

万 ha であり、目標の達成に向けて指標値は伸びてい

る。一方、我が国の沿岸においては大規模な地震の発

生が高い確率で予想されており、また、平成 16 年 12

月のインドネシア・スマトラ島沖大規模地震や平成 17

年 8月の米国のハリケーン・カトリーナも契機となっ

て、津波や高潮被害の恐れがある地域の安全確保が緊

急な課題となっている。対策にあたっては、ハード・

ソフト一体となった総合的な防災対策を進めていく

必要がある。 

8

9

10

11

12

13

14

15

Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

年度

（万ha）
実績値（H18年度）

約12.0万ha 目標値（H19年度）

約10.0万ha

 
(施策の実施状況) 

・ 未整備地区における海岸保全施設の新築整備、暫定施

設の早期完成や老朽化施設の更新、水門等の機能の高

度化等を行っている。 

   海岸事業実施箇所数 667 箇所 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標の着実な進捗が見られており、平成 19 年度

には「海岸耐震対策緊急事業」を創設して取組を促進

していることからＡ－１と評価した。 

・ 海岸保全施設の効果的な整備とともに、情報伝達施設

等の整備とあわせ、住民の自衛（避難）行動によるソ

フト対策を含めた総合的な防災対策を進める。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 海岸耐震対策緊急事業の創設（政策アセスメントを実

施） 

堤防・護岸等の耐震対策を海岸管理者が地域の実情

に応じて緊急的に実施することにより、地震発生に伴

う堤防・護岸等の防護機能低下による浸水被害を防止

し、もって人命や資産の防護を図ることを目的とし、

ゼロメートル地帯等で地域中枢機能集積地区を有する

海岸において、耐震対策を緊急的に推進する「海岸耐

震対策緊急事業」を創設。 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局海岸・防災課（課長 栗田 悟) 

関係課：河川局海岸室（室長 岸田 弘之） 



 

政策目標８ 地震・火災による被害の軽減 

地震や火災に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの災害による生命･財産･生活に係

る被害の軽減が図られること。 

 

（２６）災害時の緊急支援ルートを確保する 

集中豪雨や大規模地震等の災害発生時には、地域の生活の中心都市の孤立を防ぎ、迅速な救援

活動や緊急物資輸送を支援する救援ルートが不可欠。 

 

業績指標：災害時に広域的な救援ルートが確保されている 

     都市の割合 A-2 

目標値：76%（平成 19 年度）

実績値：76%（平成 18 年度）

初期値：66%（平成 14 年度）

 

○業績指標 34：災害時に広域的な救援ルートが確保されてい
る都市の割合 

（指標の定義） 

地域の生活の中心都市（注１）のうち、隣接する地域の生活の

中心都市への道路の防災･震災対策が完了している（注２）ルー

トを少なくとも一つは確保している都市の割合。 
（注１）陸路で連絡する隣接二次生活圏の存在しない圏域を除く二次生活圏

（北海道については地方生活圏）の中心都市をさす。ただし、二次生

活圏が設定されていない首都圏・近畿圏・中部圏については、都府県

庁所在地を用い、同一の二次生活圏に複数の中心都市が存在する場合

は人口の多い都市を対象にしている。【合計約 300 都市】 

    二次生活圏とは、高度な買い物ができる商店街や専門医を持つ病院、

高等学校等の広域利用施設に準じた施設に、概ねバスで 1 時間程度で行

ける範囲の圏域（半径 6～10km 程度） 

 地方生活圏とは、総合病院、各種学校、中央市場等の広域利用施設

に、概ね 1～1.5 時間程度で行ける範囲の圏域（半径 20～30km 程度）

（注２）橋脚の耐震補強及び 5 年確率で通行規制が発生する可能性のある事

前通行規制区間の防災対策が完了していること。 

 

（目標値設定の考え方） 

長期的に概成を目指すこととして平成19年度の目標を設定

 

（考えられる外部要因） 

・事前通行規制区間が新たに追加される場合、もしくは通行

規制基準が見直された場合 

・地元調整の状況等 

 

（他の関係主体） 

・地方公共団体等 

 

【社会資本整備重点計画第２章に記載】 

 

 

過去の実績値の推移               （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

66% 68% 69% 73% 76% 

主な施策等 

主な施策の概要 

○道路の防災・震災対策の推進（◎） 

災害に対して安全で信頼性の高い道路網を確保するため、地域

の日常活動や災害時の緊急活動等を支える道路について、斜面

対策や橋梁耐震補強などの防災･震災対策を重点的に進める。 

予算額：地震・火災による被害の軽減 

事業費 4,412 億円の内数（平成 18 年度） 

 

(注)◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要

が定められた社会資本重点事業に係る施策に関するもの

である。 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

 

（指標の動向） 

・ 平成 14 年度実績値 66%に対し平成 18 年度の実績値は 76%

となり、平成 19 年度の目標 76%を１年前倒しで達成した。 

・ 救援ルートを確保するため、緊急輸送道路等の橋梁の耐震

補強や斜面対策等の防災対策を推進しているところであ

り、防災対策・震災対策が完了した救援ルートが確保され

ている都市数は着実に増加（平成 18 年度は 8 都市増加）

している。 

・ 特に、緊急輸送道路の橋梁耐震補強の実施率は、平成 18

年度末時点で直轄国道は 87%、都道府県管理道路は 67%(う

ち優先確保ルート(注３)は 92%）、直轄国道と都道府県管理道

路を合わせた全体では 75%（うち優先確保ルートは 89%）

まで進捗した。しかしながら、斜面対策等の防災対策の進

捗率は全体で４割弱の状況である。 
（注３）緊急輸送道路のうち、主要な防災拠点と市街地を結ぶなど、特に

重要な区間をさす。 

 

（施策の実施状況） 

・ 緊急輸送道路の橋梁耐震補強については、平成 17 年度に

国と都道府県及び高速道路会社が連携して「緊急輸送道路

の橋梁耐震補強３箇年プログラム」（平成17～19年度）、「新

幹線、高速道路をまたぐ橋梁の耐震補強３箇年プログラ

ム」(平成 17～19 年度)を策定し、平成 18 年度も引き続き

橋梁の耐震補強を重点的に実施した。 

・ 斜面対策等の防災対策についても重点的に推進したが、対

策の必要な箇所を多く抱える都道府県管理道路の進捗率

が低い状況にある。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標は、緊急輸送道路の橋梁耐震補強の推進により、

平成 19 年度の目標を１年前倒しで達成したことから、Ａ

－２と評価した。 

・ 橋梁耐震補強の促進により業績指標が向上したことから、

今後とも橋梁耐震補強を着実に進めるとともに、斜面対策

 



 
等の防災対策については、依然として多くの未対策箇所が

残っており、効果的な推進が重要である。 

 

※評価の詳細は「平成 18 年度道路行政の達成度報告書・平成

19 年度道路行政の業績計画書」も参照されたい（URL:http:// 

www.mlit.go.jp/road/ir/ir-perform/ir-perform.html）。 

平成１９年度以降における新規の取組 

災害時の広域的な救援ルートを確保するためには、道路の防

災･震災対策を推進する必要があり、特に、救援活動や緊急物

資輸送において重要な役割を果たすネットワークに着目した

対策が重要である。このため、平成 19 年度より新たに次の取

組を行うこととしたところである。 

・  防災･震災対策について、依然として多くの未対策箇所が

残っているため、今後は、個別箇所の安全性に加え、ネット

ワークとしての機能確保に着目して対策の優先順位を検討

し、対策箇所をより重点化することにより、効果的な防災･

震災対策の推進を図る。 

・  また、事前通行規制区間については、防災対策の実施によ

り徐々に減少してきたが、依然として多くの規制が行われて

いることから、さらに対策の効果を上げるために規制基準の

緩和･解消を検討する。 

担当部局等 

担当部局：道路局 道路防災対策室（室長 梶原 康之） 

関係部局：都市・地域整備局 街路課（課長 松谷 春敏） 

道路局 国 道 ・ 防 災 課（課長 下保 修） 

道路局 地方道・環境課（課長 徳山 日出男） 

道路局 有 料 道 路 課（課長 廣瀬 輝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

政策目標８ 地震・火災による被害の軽減 

地震や火災に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの災害による生命・

財産・生活に係る被害の軽減が図られること 

 

（２７） 震災時の水害による被害を軽減するための施設整備を行う 

震災によって引き起こされる水害は、我が国の地形条件、人口・資産分布等の社会条

件などから、国民生活に大きな被害をもたらす危険性がある。このため、河川管理施

設や海岸保全施設等の施設を充実させることによりできる限り水害を抑える必要があ

る。 

業績指標：地震時に防護施設の崩壊による  目標値：約 10,000ha（平成 19 年度） 

水害が発生する恐れのある地域  実績値：約 10,500ha（平成 18 年度） 

の解消             初期値：約 13,000ha（平成 14 年度） 

A-1                  

○業績指標 35：地震時に防護施設の崩壊による水害が

発生する恐れのある地域の解消 

(指標の定義) 

ゼロメートル地帯等（注）において河川管理施設や海岸

保全施設が大規模な地震に対する強度が不十分なため、

浸水被害からの防護が不十分な地域の面積 

（注）地盤面が海水面より低い地域 

ここでは海水面の高さを朔望平均満潮位（大潮時の平均

的な満潮位）と定義しており、一般的な標高を表す海抜

０ｍ以上の土地も“ゼロメートル地帯等”に含む。 

(目標値設定の考え方) 

長期的にゼロを目指すことを目標に、平成 19 年度まで

に達成可能な値として設定 

(考えられる外部要因) 

地元調整の状況等 

(他の関係主体) 

地方公共団体（事業主体） 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

 

過去の実績値                （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

約 

13,000ha 

約 

12,300ha 

約 

11,700ha 

約 

11,100ha 

約 

10,500ha

 

主な施策 

主な施策の概要 

 ①堤防等河川管理施設の耐震化（◎） 

大規模な地震に対する強度が不十分な堤防等河川

管理施設の耐震化を推進し、地震に対する安全度

向上を図る。 

予算額 7,087 億円（平成 18 年度）の内数 

②海岸保全施設の耐震化（◎） 

大規模な地震に対する強度が不十分な海岸保全施

設の耐震化を推進し、地震に対する安全度向上を

図る。 

予算額 1,176 億円（平成 18 年度）の内数       

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画に 

その概要が定められた社会資本整備事業に係る施

策に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 平成 18 年度末の実績値は約 10,500ha であり、目標
の達成に向けて順調に指標値は伸びている。一方、

我が国の沿岸においては大規模な地震の発生が高

い確率で予想されており、また、平成 16 年 12 月の

インドネシア・スマトラ島沖大規模地震や平成 17

年 8月の米国のハリケーン・カトリーナも契機とな

って津波や高潮被害の恐れがある地域の安全確保

が緊急な課題となっている。対策にあたっては、計

画的な投資と事業展開が必要であるとともに、効率

的な事業執行を図っていく必要がある。 
(施策の実施状況) 

・ 堤防の耐震化対策等、大規模な地震に対する強度が

不十分な施設を耐震化する事業を推進している。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標の着実な進捗が見られており、平成 19 年

度には「海岸耐震対策緊急事業」を創設して取組を

促進することからＡ－１と評価した。 

・ 堤防の耐震化対策等、大規模な地震に対する強度が

不十分な施設を耐震化する事業を東海、東南海・南

海地震等による被害が予想される地域等において

推進していく。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 海岸耐震対策緊急事業の創設（政策アセスメントを

実施） 

堤防・護岸等の耐震対策を海岸管理者が地域の実

情に応じて緊急的に実施することにより、地震発生

に伴う堤防・護岸等の防護機能低下による浸水被害

を防止し、もって人命や資産の防護を図ることを目

的とし、ゼロメートル地帯等で地域中枢機能集積地

区を有する海岸において、耐震対策を緊急的に推進

する「海岸耐震対策緊急事業」を創設。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：河川局治水課   （課長 関 克己） 

関係課：河川局海岸室   （室長 岸田 弘之） 

港湾局海岸・防災課（課長 栗田 悟） 



 
 

政策目標８ 地震・火災による被害の軽減 

地震や火山の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これ

らの災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 

 

（２８）多数の者が利用する建築物を耐震化する 

多数の者が利用する建築物を耐震化する建築物の耐震性の基準は昭和 56 年に大きく

改正されており、それ以前に建築されたものには充分な耐震性を有していないものがあ

ることから、特に多数の者が利用するものについて重点的に耐震化を図る必要がある。

 

業績指標：多数の者が利用する一定の建築物   目標値：約２割（平成 19 年度） 

     及び住宅の耐震化率（建築物）    実績値：20％（平成 17 年度） 

     Ａ－１               初期値：16％（平成 14 年度） 

 

○業績指標 36-1：多数の者が利用する一定の建

築物及び住宅の耐震化率（建築物） 

（指標の定義） 

新耐震基準以前に建築された特定建築物のう

ち、耐震診断の結果、改修が不要と判定された

もの、耐震改修を実施したもの及び建替・除去

を行ったものの割合。 

・「新耐震基準」とは、「昭和 56 年 6月 1日施行

の建築基準法施行令改正に係る建築物の耐震

基準」をいう。 

・「特定建築物」とは、「建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第 123 号）第

２条に規定されている、現行の耐震基準を満

たしていない多数の者が利用する一定の用

途・規模の建築物」をいう。 

 

（目標値設定の考え方） 

・直近数年間の新耐震基準以前の特定建築物の

耐震化の状況を踏まえ、平成 19 年度目標を設

定した。 

 

（考えられる外部要因） 

・目標達成には、建築物の耐震改修・古い建築

物の除去のペースが維持される必要がある

が、それらは経済状況等に影響される。 

 

（他の関係主体） 

該当なし 

 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

 

過去の実績値           （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 

15% 16% 16% 18% 20% 

 

 

 

主な施策 

主な施策の概要 

○建築物の耐震化の促進        （◎） 

･緊急輸送道路沿道等の建築物の耐震化の促進 

緊急輸送道路沿道建築物の倒壊・崩壊を防止

するための取組を推進するため、財政支援の拡

充を行う。 

  予算額 130 億円（平成 18 年度） 

・耐震改修促進税制の創設 

   事業者が、平成 20 年３月 31 日までに、特定

建築物（事務所、百貨店、ホテル、賃貸住宅等

の多数の者が利用する一定規模以上の建築物）

について、耐震改修促進法の認定計画に基づく

耐震改修工事を行った場合で、当該特定建築物

につき耐震改修に係る所管行政庁の指示を受

けていないものを対象として、耐震改修工事費

の１０％の特別償却ができる措置を講ずる。 

・耐震化の促進のための会議等を開催する。 

・耐震診断・改修支援制度の普及のための説明会

を開催する。 

・市街地総合再生基本計画作成時における耐震診

断費の補助 

市街地総合再生基本計画作成時に特定建築

物等の耐震診断に対する費用の一部を補助し、

市街地における土地の合理的かつ健全な高度

利用と都市機能の更新を行う。 

  予算額 136 億円の内数（平成 18 年度） 

・日本政策投資銀行等政府系金融機関による低利

ローン 

一定の要件を満たす特定建築物について、耐

震改修工事に対する融資を行い、特定建築物の

耐震改修などのリフォームの促進を図る。 

 

 



 
○耐震改修促進法の的確な運用    （◎） 

  都道府県に義務付けられた耐震改修促進計

画が早急に策定されるよう指導するなど、耐震

改修促進法の的確な運用を図り、特定建築物の

耐震改修の達成を図る。 

 

○防災拠点官庁施設の耐震化     （◎） 

 国の防災拠点官庁施設は、災害時においてそ

の機能を十分発揮できるよう、総合的な耐震安

全性を確保する。 

  予算額 237 億円の内数（平成 18 年度） 

 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点

計画にその概要が定められた社会資本整

備事業に係る施策に関するものである。 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・平成１８年度の耐震化率は集計中であるが、

実績値（平成 17 年度 20%）が２期連続で上昇

していることを踏まえると、耐震改修促進法

の改正、耐震改修促進税制の創設、都道府県

耐震改修促進計画の策定等により、耐震診断、

耐震改修が促進されたものと考えられる。平

成 19 年３月の能登半島地震の発生、東南海・

南海地震、首都直下地震等の危険性の指摘な

ど、今後更なる施策を進めて行く必要がある。 

 

(施策の実施状況) 

・耐震改修費補助制度の拡充 

緊急輸送道路沿道建築物の倒壊・崩壊を防止す

るための取組を推進するため、財政支援の拡充

を行った。 

・耐震改修促進税制の創設 

 利用実態は集計中であるが、耐震診断・改修支

援制度の普及のための説明会において、耐震改

修促進税制の説明を行った。 

・国の防災拠点官庁施設の耐震化を実施した。

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

業績指標は、多数の者が利用する一定の建築物    

及び住宅の耐震化率（建築物）であり、平成 18

年度の耐震化率は集計中であるが、実績値（平成

17 年度 20％）が２期連続で上昇していること、

耐震改修促進法の改正、耐震改修促進税制の創設、

都道府県耐震改修促進計画の策定等により、耐震

診断、耐震改修が促進されたと判断できるため、

Ａ－１と評価した。 

改正耐震改修促進法で策定が義務付けられた、

都道府県耐震改修促進計画は平成 19 年３月末で

９県が未策定であり、早期の策定が重要である。 

また、市区町村の耐震改修促進計画の策定状況

は 1831 市区町村中 65 市区町村（3.5％）であり、

耐震化を計画的に取り組むためにも早期の策定

が望ましい。引き続き都道府県を通じ取組強化を

要請し、適宜取組状況を公表していく。 

 住宅・建築物耐震改修等事業による補助を受け

るためには、地方公共団体による補助制度の整備

が不可欠であり、補助制度の整備を要請していく。 

防災拠点となる学校、病院、庁舎などの公共建

築物における耐震化を引き続き推進するととも

に、所有者等の意識を啓発すべく耐震診断・耐震

改修、耐震改修促進税制について普及広報を図っ

ていく必要がある。 

 さらに、国の防災拠点官庁施設の高度な耐震化

についても推進を図っていく必要がある。 

 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・避難路沿道等分譲ﾏﾝｼｮﾝに対する支援策の拡充 

避難路沿道等分譲マンションの耐震改修につ

いて、住宅・建築物耐震改修等事業による支援

の充実を図り、地震時における避難路・避難地

の機能確保のための耐震改修を促進する。 

補助対象額：建築物の耐震改修工事費×50.0% 

補助率：国 1/3、地方 1/3、民間 1/3 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局建築指導課 

（課長 水流 潤太郎） 

大臣官房官庁営繕部計画課 

（課長 澤木 英二） 

関係課：住宅局市街地建築課 

（課長 橋本 公博） 

大臣官房官庁営繕部整備課 

（課長 田中 晃） 

大臣官房官庁営繕部設備・環境課 

（課長 土居 隆彦） 



 

 

 

政策目標８ 地震・火災による被害の軽減 

地震や火山の災害に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これ

らの災害による生命･財産･生活に係る被害の軽減が図られること 

 

（２９）住宅を耐震化する 

建築物の耐震性の基準は昭和 56 年に大きく改正されており、それ以前に建築されたもの

には充分な耐震性を有していないものがあることから、特に生命・財産に係る被害の軽

減に大きく関係する住宅の耐震化を図る必要がある。 

 

業績指標：多数の者が利用する一定の建築物及び住宅の

耐震化率（住宅） 

     Ａ－１ 

 

目標値：約 65％（平成 19 年度） 

実績値：約 63％（平成 15 年度） 

初期値：  51％（平成 10 年度） 

 

○業績指標 36-2：多数の者が利用する一定の建  

築物及び住宅の耐震化率（住宅） 

（指標の定義） 

住宅総数のうち、耐震性を有するもの（新耐

震以降に建築されたもの、耐震診断の結果、改

修が不要と判定されたもの、耐震改修を実施し

たもの及び建替・除去を行ったもの）の割合。

・「新耐震基準」とは、「昭和 56 年 6月 1日施行

の建築基準法施行令改正に係る建築物の耐震

基準」をいう。 

 

（目標値設定の考え方） 

住宅・土地統計調査のデータベースに、耐震

診断・改修に対する補助制度の活用状況を踏ま

え、目標を設定した。 

 

（考えられる外部要因） 

・目標達成には、住宅の耐震改修・古い住宅の

除去のペースが維持される必要があるが、そ

れらは経済状況等に影響される。 

 

（他の関係主体） 

該当なし 

 

【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

【住生活基本計画に記載あり 

 目標値：75％（H15）→90％（H27）】 

※ 社会資本整備重点計画での住宅の耐震化率

とは、住宅総数に対する耐震性を有する住宅

数の実数の割合としているものである。一

方、平成 17 年 3 月 30 日に開催された中央防

災会議では、住宅の耐震化率を現状の 75％

（平成 15 年）から 90％（平成 27 年）とし

たが、これは住宅総数に対する耐震性を有す

ると推計される住宅数の割合であり、社会資

本整備重点計画での耐震化率とは算定方法

が異なり、住生活基本計画（全国計画）では、

この値を採用した。 

 

 

過去の実績値           （年度）

H10 H11 H12 H13 H14 H15 

51% － － － － 
約 

63% 

 

主な施策 

主な施策の概要 

○住宅の耐震化の促進（◎）       

・地域住宅交付金の活用 

地方公共団体が主体となり、公営住宅の建設や

面的な居住環境整備など地域における住宅政

策を自主性と創意工夫を活かしながら総合的

かつ計画的に推進する地域住宅交付金の活用

による、住宅の耐震化等の促進 

予算額：地域住宅交付金 1,520 億円の内数(平

成 18 国費) 

・耐震改修促進税制の創設 

平成 18 年度より、一定の区域内において、住

宅の耐震改修を行った場合、耐震改修に要した

費用の 10％相当額（20 万円を限度）を所得税

額から控除するとともに、固定資産税を一定期

間、1/2 に減額する、耐震改修促進税制を創設。 
 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点

計画にその概要が定められた社会資本整

備事業に係る施策に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・５年ごとの集計（住宅・土地統計調査）によ

る状況の把握を行っているが、平成 15 年の指

標の実績については、約 63％であり、目標値

に沿って耐震化が進捗している。 



 

 

・平成 19 年３月の能登半島地震の発生、東南

海・南海地震、首都直下地震等の危険性の指

摘など、今後更なる施策を進めて行く必要が

ある。 

 

 (施策の実施状況) 

・住宅の耐震性の評価に係る技術指針や、耐震診
断・改修支援制度の普及のための説明会を開催

した。 

・耐震改修促進税制の創設 

 利用実態は集計中であるが、耐震診断・改修支

援制度の普及のための説明会において耐震改

修促進税制の説明を行った。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

業績指標は、多数の者が利用する一定の建築物    

及び住宅の耐震化率（住宅）であり、５年ごとの

集計（住宅・土地統計調査）による状況の把握を

行っているが、平成 15 年の指標の実績について

は、約 63％と、目標値に沿って耐震化が進捗して

いると判断できるため、Ａ－１と評価した。  

改正耐震改修促進法で策定が義務付けられた、

都道府県耐震改修促進計画は平成 19 年３月末で

９県が未策定であり、早期の策定が重要である。 

また、市区町村の耐震改修促進計画の策定状況

は 1831 市区町村中 65 市区町村（3.5％）であり、

耐震化を計画的に取り組むためにも早期の策定

が望ましい。引き続き都道府県を通じ取組強化を

要請し、適宜取組状況を公表していく。 

 住宅・建築物耐震改修等事業による補助を受け

るためには、地方公共団体による補助制度の整備

が不可欠であり、補助制度の整備を要請していく。 

所有者等の意識を啓発すべく耐震診断・耐震改

修、耐震改修促進税制について普及広報を図って

いく必要がある。 

 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

 住宅・建築物耐震改修等事業の補助を受けるた

めには、地方公共団体による補助制度の整備が不

可欠であるが、戸建住宅の耐震診断に対する補助

制度が整備されているのは、平成 19 年４月１日

現在 1831 市区町村中 1005 市区町村（54.9%）で

あり、十分とは言えない状況にあることから、補

助制度の整備を要請する。また、耐震改修促進税

制の普及広報を積極的に行っていく。 

 さらに、地方公共団体がＮＰＯとの連携や地域

の関係団体等からなる協議会の設置等を行うた

めに必要な助言や情報提供等の支援を行ってい

く。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局建築指導課（課長 水流 潤太郎） 

関係課：住宅局市街地建築課 

（課長 橋本 公博） 

住宅局住宅総合整備課 

（課長  井上 俊之） 

 

 

 

 



 
 

政策目標８ 地震・火災による被害の軽減 

地震や火災に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの災害による生

命・財産・生活にかかる被害の軽減が図られること 

 

（３０）震災時の避難地を確保する 

震災時に深刻な被害が予想される市街地において、都市における防災機能を強化し、安全

でゆとりある生活を確保するため、市街地において災害時に広域的な避難の用に供する広域

避難地を整備する必要がある。 

 

業績指標：一定水準の防災機能を備えるオープンスペ

ースが一箇所以上確保された大都市の割合 

     Ａ―１ 

 

目標値：約 25%（平成 19 年度） 

実績値：約 20%（平成 18 年度※）

初期値：約９%（平成 14 年度） 
※速報値 

○ 業績指標 37：一定水準の防災機能を備えるオープ

ンスペースが一箇所以上確保された大都市の割合 

(指標の定義) 

人口 20 万人以上の大都市（東京特別区、政令指定都

市、中核市、特例市）における、災害応急対策施設

のうち「備蓄倉庫」「耐震性貯水槽」「放送施設」が

整備され、地域の避難・防災の拠点となる面積 10ha

以上のオープンスペース（注）が確保された都市の割

合（なお、東京特別区及び政令指定都市においては、

区を１都市と扱う。） 
（注）誰もが簡単にアクセスできて、永続性が担保される公的

空間。 

(目標値設定の考え方) 

都市の防災機能の飛躍的向上を図るため、長期的に

は 100％を目指しており、現況値との勘案により平成

19 年度の目標値約 25％を設定している。 

(考えられる外部要因) 

該当なし 

(他の関係主体) 

地方公共団体（事業主体） 
【社会資本整備重点計画第 2章及び第 3章に記載あり】

 

過去の実績値             （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

速報値

約 9% 約 10% 約 12% 約 13% 約 20% 

 

主な施策 

主な施策の概要 

① 防災公園の整備（◎） 

広域避難地等となる防災公園の整備により、都市

の防災機能の向上を図り、安全でゆとりある生活

を確保する。 

予算額：国営公園整備費 

約 261 億円の内数（平成 18 年度、国費） 

都市公園事業費補助 

 約 734 億円の内数（平成 18 年度、国費） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画

にその概要が定められた社会資本整備事業に係

る施策に関するものである。 

 

 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 各地方公共団体からの報告に基づく速報値は、平

成18年度末現在で約20％と進捗しており、順調に

進捗しているものと思われる。 
 

備蓄倉庫、耐震性貯水槽、放送施設が整備された大都市の割合 

15%
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注）指標の定義に該当するものついて年度別に集計 
 

  

(施策の実施状況) 

・ 都市における防災機能を強化し、安全でゆとりあ

る生活を確保するため、市街地において災害時に

広域的な避難の用に供する広域避難地等の整備を

行った。 

 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標は平成 18 年度末現在で約 20％と進捗し

ているが、備蓄倉庫、放送施設の整備推進等、今

後更なる施策の推進が必要であることからＡ－１

と評価した。 

・ 都市における防災機能を強化し、安全でゆとりあ 

る生活を確保するため、引き続き、市街地におい  

て災害時に広域的な避難の用に供する広域避難地 

等の整備を推進するとともに、帰宅困難者対策に

資する都市公園、密集市街地の延焼防止機能を有

する都市公園等の整備を推進する。 

 



 
平成 19 年度以降における新規の取組 

○ 防災公園の地域要件を拡充し、帰宅困難者支援に

資する都市公園の整備を推進。 

○ 密集市街地対策を総合的に推進するための整備計

画に位置づけられる防災公園の面積要件を拡充し、

延焼防止機能を有する都市公園の整備を推進。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市地域整備局公園緑地課 

（課長 小林 昭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
政策目標 8 地震・火災による被害の軽減 

（３１） 震災時の緊急物資の供給を確保する 
震災時においては、被害をできる限り抑えるためにも、被災地域に緊急物資をいち早く供給する

ことが必要である。しかし、通常の物資輸送が困難な場合が多くあるため、多様な輸送手段により

緊急物資を輸送できるようにする必要がある。 

 
業績指標：港湾による緊急物資供給可能人口  目標値：約 2,600 万人（平成 19 年度） 

Ａ－２                  実績値：約 2,050 万人（平成 18 年度） 

初期値：約 1,900 万人（平成 14 年度） 

○業績指標 38：港湾による緊急物資供給可能人口 
(指標の定義) 
大規模地震の切迫性の高い観測強化地域（注１）、

特定観測地域内（注２）の港湾において、耐震強

化岸壁等の整備により緊急物資等の供給が可能

な人口。 
（注１）地震予知連絡会が選定。異常が発見された場合に、さ

らに観測を強化して異常を確かめる必要のある地域

を指す。具体的には南関東、東海の２地域。 

（注２）地震予知連絡会が選定。要件は、①過去に大地震があ

って、最近大地震が起きていない、②活構造地域、③

最近地殻活動が活発、④社会的に重要な地域であるこ

と。具体的には宮城県東部・福島県東部、名古屋・京

都・大阪・神戸地区等。 

(目標値設定の考え方) 
緊急物資供給可能総人口について、長期的に約

3,600 万人を目指すことを目標に、平成 19 年度

までに実施可能な整備により見込まれる緊急物

資供給可能人口を設定。 

 
(考えられる外部要因) 
該当なし 

 
(他の関係主体) 
地方公共団体（事業主体） 

 
【社会資本整備重点計画第 2章及び第３章に記載あり】

 
過去の実績          （年度、万人）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

1,800 1,900 2,000 2,020 2,040 2,050

 
主な施策 
主な施策の概要 
①耐震強化岸壁を備えた港湾を整備することに

より、海上からの緊急物資輸送の確保を図る。

（◎） 
    予算額（国費）７１億円（平成 18年度） 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にそ

の概要が定められた社会資本整備事業に係る施策

に関するものである。 

 
測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 
平成 18 年度は耐震強化岸壁が１バース供用さ

れたことにより、緊急物資供給可能人口が前年度

から約 10 万人増加し、約 2,050 万人となった。 

 
(施策の実施状況) 
対象とする地域において、平成 18 年度には 20

港湾において耐震強化岸壁の整備を進め、うち１

港湾の耐震強化岸壁が供用開始された。 
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図－１ 緊急物資供給可能人口の推移 

課題の特定と今後の取組の方向性

公共事業予算の制約から、図－２にあるように、

平成 14～16 年度予算は前年度と同程度の予算額

で推移してきたが、大規模地震の切迫性や、これ

に対する対応の必要性について中央防災会議等

で議論されていることなどを踏まえ、17 年度は前

年度比 1.3 倍の 45 億円、18 年度は 1.6 倍の 71 億

円の予算を重点的に確保したところである。 

なお、耐震強化岸壁の整備期間を考慮すると 2

～3年後には予算の増強効果が見込まれる。 

また、耐震強化岸壁の整備にあたっては、従来

の、発災直後においても緊急物資等を搬入できる

耐震強化岸壁（特定）に加え、今後は、速やかな

応急復旧により被災後から７日間程度で緊急物

資等の搬入が可能となる耐震強化岸壁（標準）を

導入することとし、トータルの整備費用の縮減す

人口（万人）

目標値 



 

 

る方針を定めた。 

さらに、平成１７年度には、耐震強化岸壁の整

備を緊急的に進めるため、18 年度から 22 年度ま

での５年間の耐震強化岸壁緊急整備プログラム

を策定し、計画的な整備の推進を図ることとして

いる。 

以上のような対応をとりながら、計画的な整備

を推進していることから、目標達成に向けた成果

を示していると考えＡ－２と評価した。 

 

 
図－２ 耐震強化岸壁の予算の推移 

 

19 年度は耐震強化岸壁緊急整備プログラムに

基づき、引き続き、予算の重点化を図ることとし

ており、大規模地震の切迫性の高い地域における

耐震強化岸壁の整備を推進することに努めて参

りたい。 

 
担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局海岸・防災課（課長 栗田 悟） 
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政策目標８ 地震・火災による被害の軽減 
地震や火災に対する備えが充実し、また災害発生後の適切な対応が確保されることで、これらの災害に
よる生命・財産に係る被害の軽減が図られること。 

 

（３２）密集市街地を改善する 
老朽化した木造建築物が密集し、道路、公園等の公共施設の不足するいわゆる密集市街地に
おいては、市街地大火が発生しやすいため、密集市街地の早急な整備改善を図り、大規模地
震などで出火した際の延焼危険性を低減させる必要がある。 

 
業績指標：地震時等において大規模な火災の可能性があり

重点的に改善すべき密集市街地（約 8,000ha）の
うち最低限の安全性が確保される市街地の割合
Ａ－１ 

 
目標値：約３割 （平成 19 年度）
実績値：28.8％ （平成 17 年度）
初期値：  ０％  （平成 14 年度）

 
○業績指標 39：地震時等において大規模な火災の

可能性があり重点的に改善すべ
き密集市街地（約 8,000ha）のう
ち最低限の安全性が確保される
市街地の割合  

（指標の定義） 
密集市街地のうち、延焼危険性が特に高く地震
時等において大規模な火災の可能性があり、そ
のままでは今後 10 年以内に最低限の安全性を
確保すること（※）が見込めないことから重点
的な改善が必要な密集市街地（全国約 8,000ha）
の中で、最低限の安全性が確保される市街地の
割合。 
（※）地震時等において同時多発火災が発生したとして

も、際限なく延焼することがなく、大規模な火災

による物的被害を大幅に低減させ、避難困難者が

ほとんど生じないことをいい、市街地の燃えにく

さを表わす指標である不燃領域率で 40%以上を確

保すること等をいう。不燃領域率とは、市街地面

積に占める耐火建築物等の敷地及び幅員６ｍ以上

の道路等の公共施設面積の割合。 

 
（目標値設定の考え方） 
都市計画基礎調査等をベースに地震時等におい
て大規模な火災の可能性があり重点的に改善す
べき密集市街地を抽出し、各種事業の事業進捗
率等のデータを踏まえ、目標を設定した。 
 
（考えられる外部要因） 
該当なし 
 
（他の関係主体） 
該当なし 
 
【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 
【住生活基本計画（全国計画）に記載あり 
 目標値：おおむね 100％（平成 23 年度）】 
 
 

過去の実績値           （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

0％ － － 28.8％ － 

 
 
 

主な施策 

 
主な施策の概要 
○密集市街地の整備改善のための事業等の推進
（◎） 
・ 住宅市街地総合整備事業により老朽住宅の除
却・建替、地区施設等の整備を図る。 
（予算額：423 億円(平成 18 年度国費)） 

・ 住宅地区改良事業等により不良住宅の買収・
除却、改良住宅の建設、地区施設等の整備を
図る。 
（予算額：地域住宅交付金 1,520 億円の内
数・経過措置補助金 70 億円(平成 18 年度
国費)） 

・ 都市再生機構に対する都市・居住環境整備推
進出資金（密集市街地整備促進型）、都市・居
住環境整備推進出資金（防災環境軸整備型）
を活用する。 
（密集市街地整備促進型 予算額：30 億円（平
成 18 年度）） 
（防災環境軸整備型 予算額：25 億円(平成
18 年度)）。 

・ 住宅金融公庫の都市居住再生融資制度により、
住宅市街地総合整備事業の整備計画区域内等
における共同建替事業に対する融資を行う。 

・ 都市防災総合推進事業により、地区公共施設
の整備、建築物の不燃化等を図る。 
（予算額：15 億円（平成 18 年度国費） 

 
（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点

計画にその概要が定められた社会資本整
備事業に係る施策に関するものである。 

 
 

測定・評価結果 

 
目標の達成状況に関する分析
（指標の動向） 
・特に大火の可能性の高い危険な密集市街地の最
低限の安全性の確保について、平成 17 年度末ま
でに約３割進捗しており、平成 19 年度までの目



 

 

標については概ね達成される見込み。 
 
（施策の実施状況） 
・ 住宅市街地総合整備事業等により、老朽建築
物等の除却・建替え、道路・公園等の防災上
重要な公共施設の整備等を総合的に行い、密
集市街地の整備改善を図った。 

・ 民間事業者等では事業が困難で、かつ都市再
生を緊急に図るべき密集市街地において、都
市再生機構に対する都市・居住環境整備推進
出資金を充当して、密集市街地の整備を図っ
た。 

・ 特定防災街区整備地区等において行われる老
朽建築物の建替えや、防災都市計画施設の施
行予定者による土地の先買いを支援した。 

・ 街路事業、都市公園事業、土地区画整理事業、
市街地再開発事業、都市防災総合推進事業等
により、避難地・避難路の整備及び周辺建築
物の不燃化を促進し、延焼遮断帯として機能
する防災環境軸の形成を図った。 

・ 平成１９年３月、以下を内容とする「密集市
街地における防災街区の整備の促進に関する
法律」の改正を実施した。 
- 道路等と一体的に整備する受け皿住宅等
の敷地に容積を移転できる地区計画制度
の創設 

- 老朽住宅居住者の受け皿を、地方公共団体
の要請により都市再生機構が整備 
- 用地買収方式による第二種市街地再開発
事業の面積要件を緩和 
- 権利変換手法による防災街区整備事業の
地区要件を緩和 

 
課題の特定と今後の取組の方向性 
 業績指標から、施策は一定の成果をあげている
と判断できるため、Ａ－１と評価した。 
・ 密集市街地の改善のためには、法制度や事業
制度の活用による更なる整備が必要である。 

・ 重点密集市街地の整備改善については、都市
再生プロジェクト第 3次決定（平成 13 年 12
月都市再生本部決定）において、平成 23 年度
末までに最低限の安全性を確保することとさ
れており、同第 12 次決定（平成 19 年 1 月）
においても取り組みを加速化する旨再度プロ
ジェクト決定される等、重要な課題である。
目標達成に向け、取組みをよりスピードアッ
プしていく必要があることから、今後も引き
続き、道路等の基盤整備を推進しつつ、老朽
化した建築物の建替えの促進を図ることによ
り、危険な密集市街地のリノベーションを戦
略的に推進する。 

 

平成 1９年度以降における新規の取組 

・ 「密集市街地における防災街区の整備の促進
に関する法律」等の改正を受け、事業制度等
の活用を促進する。 

・ 都市防災総合推進事業において「密集市街地
緊急リノベーション事業」を創設し、重点密
集市街地において、複数の事業手法を組み合
わせた整備計画の作成・コーディネートに対

する支援と、整備計画に位置付けられた事業
について、面積要件の緩和を実施する。 

・ 「密集市街地におけるまちづくり規制合理化
支援事業」を創設し、建築規制の合理化等を
通じた自律的な建替えを促進して密集市街地
の整備を進めるため、地権者組織等による地
区計画等の都市計画提案のための素案作成を
支援する。 

・ 住宅市街地総合整備事業について、防災街区
整備事業等の手法により道路等の公共施設用
地に転換されることとなる土地（公共施設用
地転換地）の取得についても補助可能とした。 

・ 一定の要件を満たす認定建替制度について、
税制上の特例措置を講じた。 

 
  

担当課等（担当課長名等） 

 
担当部局：都市・地域整備局都市防災対策室 

（室長 渕上 善弘） 
住宅局市街地住宅整備室 

（室長 伊藤 明子） 
住宅局住環境整備室 

（室長 小田 広昭） 
関係部局：都市・地域整備局都市計画課 

（課長 由木 文彦） 
都市・地域整備局市街地整備課 

（課長 松田 秀夫） 
都市・地域整備局街路課 

（課長 松谷 春敏） 
都市・地域整備局公園緑地課 

（課長 小林 昭） 
住宅局民間事業支援調整室 

（室長 中原 淳） 
住宅局市街地建築課 

（課長 橋本 公博） 



 
 

政策目標９ 交通安全の確保 

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること

 

（３３） 海上における死亡・行方不明者を減少させる 

   海上においては、船舶による輸送活動、漁業活動、マリンレジャー活動等が活発に行

われており、これら活動に伴う海難や海中転落により、数多くの人命が失われている現

状にある。このため、海上における死亡・行方不明者を減少させることが必要である。

業績指標：海難及び船舶からの海中転落による 目標値：220 人以下（平成 22 年） 

死亡・行方不明者数Ｂ－２     実績値：274 人  （平成 18 年） 

                          初期値：276 人  （平成 17 年） 

 

○業績指標 40：海難及び船舶からの海中転落による  

死亡・行方不明者数 

(指標の定義) 

衝突・転覆等の海難に伴う死亡・行方不明者及び船舶か

らの海中転落による死亡・行方不明者の総数 

(目標値設定の考え方) 

過去のデータを用いて回帰分析を行うと、従来からの

施策が継続された場合、平成２２年は、死亡・行方不明

者数が２８１人と試算される。さらに、救命胴衣の着用

率の向上、海難救助体制の強化によるリスポンスタイム

の短縮等により約６０人低減させることとし、平成２２

年までに死亡・行方不明者数を２２０人とすることを目

標とする。 

 (考えられる外部要因) 

・小型船舶隻数の増減、台風に伴う海難及び外国船の海

難による死亡・行方不明者数の増減 

(他の関係主体) 

なし 

 

過去の実績値               （暦年）

H14 H15 H16 H17 H18 

321 人 298 人 317 人 276 人 274 人 

 

主な施策 

主な施策の概要 
① 海難情報等の早期入手 
距岸２０海里未満で発生した海難について発生から
２時間以内に情報入手する割合が平成２２年までに８
０％以上となることを目指す。 
・ 自己救命策確保（ライフジャケットの常時着用、
連絡手段の確保、１１８番の周知・徹底等）の
指導・啓発 

・ 漁業関係者に対する安全指導 
 
② ライフジャケットの着用率の向上 

    漁船及びプレジャーボート等に係るライフジャケッ
トの着用率については、平成２２年までに５０％以上
となることを目指す。 
・ 自己救命策確保（ライフジャケットの常時着用、
連絡手段の確保、１１８番の周知・徹底等）の指
導・啓発 

・ ライフジャケット着用推進モデル漁協・マリーナ
等の拡充及び地域拠点化の展開 

・ ライフジャケット着用義務違反に対する指導・取
締 

・ ライフジャケット着用措置の関する規制のあり
方の検討 

 
③ 救助・救急体制の充実 
・ ヘリコプターの高速性等を活用した救助体制の
充実強化 

・ 携帯電話からの118番架電位置通報情報受付体制
の整備 

・ 海浜事故対策の充実強化 
・ 民間救助組織等との連携強化  
・ ＧＭＤＳＳ機器（＊１）の適正使用の指導・啓発 
・ 精度の高い漂流予測の活用 
・ ＪＡＳＲＥＰ船（＊２）の活用 
・ ボランティア団体等との連携 
 
＊１ ＧＭＤＳＳ機器 ：海上における遭難および安全の

世界的制度で、SOLAS 条約に基づく人工衛星を利
用した海上安全通信システム 

 
＊２ ＪＡＳＲＥＰ ：参加船艇から提供された位置情報

等をコンピューターで管理し 24 時間ごとの通報
を遅延した船舶に対しては、海上保安庁から連絡
を取り船舶の安否を確認することにより、航海中
の船舶の安全を確認するとともに、海難が発生し
た場合には通報された情報から当庁勢力及び付近
参加船舶の協力を得ることにより迅速かつ効果的
な捜索救助活動を可能とする制度  

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 
・ 平成１８年の実績値は２７４人であり、平成１７年
に比べ２人減少であり、目標は未達成であった。 

・ 実績値２７４人のうち漁船にかかるものが１６６人
と全体の６割以上を占めており、特に、一人乗り漁
船が１１１人と漁船の中で半数以上を占めている。 

・ ２時間以内の情報入手割合は７２％であった。 
・ プレジャーボート等海難及びプレジャーボート等か
らの海中転落により海に投げ出された者のライフジ
ャケット着用率は５２％であった。 

・ 漁船海難及び漁船からの海中転落により海に投げ出
された者のライフジャケット着用率は３１％であっ
た。 

・ 一般船舶（＊３）海難及び一般船舶からの海中転落
により海に投げ出された者のライフジャケット着用
率は４５％であった。 

 
＊３ 一般船舶：貨物船、タンカー、旅客船、遊漁船、 

曳船、台船、作業船等 
 



 
 

平成１８年海難及び船舶からの海中転落による 
死者・行方不明者数調べ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(施策の実施状況) 
平成１８年度には、 
事故情報の早期入手、救助勢力の早期投入及びライフ
ジャケット着用、救助救急体制の充実の推進等として、 
・ 自己救命策確保を推進する各種キャンペーンをあら
ゆる機会を通じ実施 

・ 広報媒体を活用した集中的な周知・啓発の実施 
・ 漁船海難は、秋から冬にかけて多発する傾向にある
ため、９月２１日から３０日までを「漁船海難防止
強化旬間」に設定する等、漁業関係者に対する安全
指導・啓発活動を実施 

・ 関係省庁・地方自治体等と連携した安全指導・啓発
活動の推進 

・ 小中学生等若年齢層に対する事故防止のための安全
指導の実施 

・ ライフジャケット着用推進モデル漁協・マリーナ等
のフォローアップ及び地域拠点化の展開：４９０ヵ
所（平成１７年末）から５６７ヵ所（平成１８年末
現在）に増加 

・ ヘリコプターの高速性等を活用した人命救助体制の
充実強化を図るため、函館及び福岡航空基地に機動
救難士を配置 

・ 捜索救助勢力を有する関係機関等との連携強化 
・ 民間救助組織の育成（水難救済会、ＢＡＮの活動支
援） 

・ ＪＡＳＲＥＰ参加促進運動を全国的に展開するとと
もに、ＪＡＳＲＥＰ通報実績優秀船舶の顕彰を実
施：ＪＡＳＲＥＰ参加隻数 2,486 隻（平成１７年末）
から 2,654 隻（平成１８年末）に増加 

・ ライフジャケットの着用措置に関する規制のあり方
を検討した結果、海中転落による死者・行方不明者
数が依然として減少傾向にない小型漁船の乗船者に
対して着用義務範囲を拡大（平成 19 年 3月公布、平
成 20 年 4月施行） 

 
 
 
 
 

課題の特定と今後の取組の方向性
（課題の特定） 
・ 平成１８年度の死者・行方不明者数は、平成１７年 
 より２名減少しているものの、目標は未達成である
ことからＢ－２と評価した。 

・ 海難情報を早期に入手する割合は、平成１７年と比
較すると減少しており、特に漁船から海難情報を２
時間以内に入手する割合が全体の約６割と低いた
め、救助率に大きな影響を与える海難情報を早期に
入手する割合をより一層増加させる必要がある。 

・ ライフジャケットの着用率は、平成１７年と比較す
ると若干増加しているが、平成１８年の死者・行方
不明者の約６割を占める漁船については、漁船海難
及び漁船からの海中転落により海に投げ出された者
のライフジャケット着用率は３１％であった。 
漁船海難及び漁船からの海中転落により海に投げ
出された者のうち、ライフジャケット着用者の生存
率は９０％、未着用者の生存率は４７％であり、ラ
イフジャケットの着用は、死者・行方不明者数の減
少のための有効な施策と考えられることから、今後
ともより一層の自己救命策確保の指導・啓発及び漁
船関係者に対する安全指導が必要である。 

・ 死者・行方不明者を伴う海難や海中転落は依然とし
て沿岸部において多発していることから、ヘリコプ
ターと機動救難士等が連携した迅速な現場進出、吊
り上げ救助及び救急救命処置を講じながらの搬送が
行える体制の拡充等により、沿岸海域における救助
体制の更なる強化が必要である。 

 
 
（今後の取組の方向性） 

実績値 

２７４人

一人乗り
111

複数乗船
 35

複数乗船
 19

一人乗り
 1

20マイル外
7

20マイル以内
40

20マイル外 20

20マイル以内
 146

20マイル以内
 61

一般船舶
47

漁船　166プレジャーボート等
 61

・ 平成１８年の死者・行方不明者数は、ここ数年減少
傾向を維持している。 

・ 海難等の発生から２時間以内に情報入手する割合は
７０％台を保っており、また平成１８年度のライフ
ジャケット着用率は４２％で平成１７年より６％向
上している。 
このように、施策の効果が現れてきていることか
ら、これからも下記取組を継続してより一層推進し
ていく。 

① 海難情報等の早期入手 
② ライフジャケット着用率の向上 
③ 救助・救急体制の充実 
 

平成１９年度以降における新規の取組 

・ 巡視艇の複数クルー制導入による海上保安体制の強
化 

・ ヘリコプターの高速性等を活用した救助体制の充実
強化を図るため、関空海上保安航空基地及び鹿児島
航空基地の機動救難士を増員配置 

・ 一人乗り小型漁船のライフジャケット着用義務範囲
拡大の周知徹底 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：海上保安庁警備救難部救難課（課長 木田 祐二） 
関係課：海事局安全基準課（課長 安藤 昇） 

海技資格課（課長 楪葉 伸一） 



 

政策目標９ 交通安全の確保 

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること 

 

 

（３４）船舶交通の安全を確保する 

ふくそう海域において、航路を閉塞するような大規模海難が発生した場合には、人命、財産、環境の

損失といった大きな社会的ダメージを引き起こすだけでなく、海上物流を遮断し、我が国の経済を麻

痺させるおそれがあることから、これら海難を未然に防止し、船舶交通の安全を確保していく必要が

ある。 

業績指標：ふくそう海域における航路を閉塞するような 

大規模海難の発生数  Ａ－２ 

目標値：０件（平成 18 年度以降毎年度）

実績値：０件（平成 18 年度） 

初期値：０件（平成 14 年度） 

 
○業績指標 41：ふくそう海域における航路を閉塞するような 

大規模海難の発生数 

（指標の定義） 

ふくそう海域において、一般船舶（全長 50m 以上）が通常航

行する航路を閉塞、または閉塞するおそれがある海難であっ

て、我が国の社会経済活動に甚大な影響を及ぼす海難の発生数

※ふくそう海域：東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港（海

上交通安全法または港則法適用海域に限る。） 

（目標値設定の考え方） 

過去の実績として、平成９年に東京湾でダイヤモンドグレー

ス号の事故が発生して以来ふくそう海域における大規模海難

は発生しておらず、次年度以降も発生数０を目標とする。 

（考えられる外部要因） 

・マリンレジャーの進展等による海域利用の複雑化 

・沿岸部の埋立等大規模プロジェクトの進展による可航水域

の減少、航行形態の変化 

（他の関係主体） 

なし 

【社会資本整備重点計画第２章に記載あり】 

 

過去の実績値の推移              （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

０件 ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 

主な施策 

主な施策の概要 

①ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの整備等（◎） 

 予算額：航路標識整備事業費 16.2 億円（平成 18 年度） 

・ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの整備 

※ＡＩＳ：船舶自動識別装置 

・ふくそう海域における視認性、識別性及び誘目性に優れた  

高機能航路標識等の整備 

     

・航行援助システムのＩＴ化（沿岸域情報提供システムの整備） 

②海上交通法令の励行等の実施 

③海上交通センター等の的確な運用の継続 

④主要国際幹線航路の整備及び保全（◎） 

予算額：港湾整備事業費 178 億円(平成 18 年度) 

浅瀬等の存在により船舶航行に支障のある国際幹線航路につ

いて、所定の幅員及び水深を確保するための浚渫等を行い、

ボトルネックを解消する。 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概

要が定められた社会資本整備事業に係る施策に関するも

のである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・航路標識等の整備による海上交通環境の向上、巡視船艇によ 

る航法指導、海上交通センター等による的確な航行管制及び

情報提供を実施したことにより、平成 18 年度においても大規

模海難を未然に防止し、目標を達成した。 

（施策の実施状況） 

①ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの整備等 

・ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムを大阪湾海上

交通センター及び港内交通管制室（東京湾）に整備した。 

・平成 18 年７月から名古屋港海上交通センターにおいて、ま    

た、平成 19 年３月から来島海峡海上交通センターにおいて

ＡＩＳを活用した次世代型航行支援システムの運用を開始

した。 

・ふくそう海域における視認性、識別性及び誘目性に優れた 

高機能航路標識等 29 基の整備を実施した。 

・平成 19 年３月から姫路海上保安部において沿岸域情報提供

システム（ＭＩＣＳ）を整備し、安全情報の提供を開始し

た。 

②海上交通法令の励行等の実施 

・巡視船艇による航法指導等を実施した。 

③海上交通センター等の的確な運用の継続 

・海上交通センター等において的確な航行管制・情報提供を 

継続して実施した。 

④主要国際幹線航路の整備及び保全 

船舶航行の安全性向上と安定的な海上輸送サービスの確保

等を図るため、浅瀬等の存在により湾内航行に支障のある主

要国際幹線航路の整備及び保全を行い、海上ハイウェイネッ

トワークの構築を推進している。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

大規模海難の発生数０を維持しており、現在までに実施して

きた施策が有効であったと評価できることからＡ－２と評価

した。 



 
我が国の経済活動を支える船舶の海難を未然に防ぎ、人命、

財産、環境を保護し、国民が安心して生活できる環境を確保

していくことは普遍的な社会ニーズである。 

特に船舶交通が集中するふくそう海域においては、社会経済

活動に甚大な影響を及ぼす海難が発生する蓋然性が高い。 

したがって、通航船舶の実態や海難の発生状況を調査・分析

し、その結果を踏まえながら各施策を計画的に推進していく

とともに、海上交通法令の励行、海上交通センターの的確な

運用を中心に当該施策を継続して実施し、大規模海難の発生

数０を維持する。 

担当部局等 

担当部局：海上保安庁交通部企画課  （課長 尾関 良夫） 

関係部局：港湾局計画課       （課長 林田 博） 

海上保安庁交通部安全課  （課長 安達 徹） 

計画運用課（課長  谷  義弘） 

整備課  （課長 今井 忠義） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
政策目標 9 交通安全の確保 
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること 

 

（３５）ハイジャック・航空機テロの発生を防止する 

ハイジャック・航空機テロは、それらが発生することにより航空交通及び国民生活への安

全に与える影響が大きいため、これらを未然に防止する必要がある。 

 

業績指標：航空機に対するハイジャック・テロの発生件数 目標値：0件（平成 16年度以降毎年度） 
                            実績値：0件（平成 18年度） 

   Ａ－１                   初期値：0件（平成 14年度） 
 
○業績指標 42：航空機に対するハイジャック・テロの 
発生件数 

(指標の定義) 

国内空港出発の航空機に係るハイジャック及びテロの

発生件数。 

(目標値設定の考え方) 

国内空港出発の航空機に係るハイジャック及びテロ（爆

破等）の発生件数ゼロを目標とする。 

また、長期的にも常時ハイジャック及びテロの未然防止

ができる状態を維持する。 

(考えられる外部要因) 

・治安情勢の変動 

(他の関係主体) 

・警察庁（警備業法に基づく空港保安警備１級及び２級

の指定講習を空港保安検査員に実施している（財）空

港保安事業センター（公益法人）を共管。） 

 

過去の実績値の推移           （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 
0件 0件 0件 0件 0件 

 
 

主な施策 
 
主な施策の概要 
①ハイジャック・テロ対策の推進 
・英国での航空機爆破テロ未遂事件を受け、ICAO(国際民
間航空機関)のガイドラインに沿った新ルールとして、
日本発国際線客室への液体物持込の量的制限を実施 

・セキュリティレベルを維持しつつ、物流の円滑化等を図

るため、航空貨物に係る荷主から航空機搭載までの間を

一貫して保護するための保安制度（ＲＡ制度）を導入。 
・航空保安に万全を期すため、従来の空港警戒体制の最高

レベルを「レベルⅠ」として恒久化するとともに、特定

の対象への脅威が高まった場合の措置を「レベルⅡ」「レ

ベルⅢ」として設定。また、航空保安対策の基準を強化。 
・空港における保安対策（場周フェンスの強化、センサー

の設置等）を強化。 
・貨物用 X線検査装置や空港関係者等検査機器の導入を
促進。また、貨物用 X線検査装置による爆発物検査及
び空港従業員等検査を実施。 

・航空法施行規則の一部改正を行い、航空保安に関する規

定を整備。 
・空港警備の状況、レベルⅠに基づいた保安措置の実施状

況等の監査を定期的に実施。 
・空港危機管理のための現場の状況把握及び指示システム

を拡充。 
・航空保安監査に係るデータ管理システムの構築 
・貨物ターミナルにおける監視員の配置に対する補助制 
度の導入 
 

②ハイジャック検査体制の維持・強化 
・ハイジャック検査体制の維持・強化を図るため、保安措

置の強化について必要な補助を実施。 
予算額： 83億円の内数（平成 18年度） 

102億円の内数（平成 19年度） 
 
 
測定・評価結果 
 
目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 
・平成 16年度以降毎年度の目標値は 0件であり、目標に
ついては、達成している。 
米国同時多発テロ事件以降、航空機に対するハイジャッ

ク・テロを未然に防止するため、空港警戒体制を最高レ

ベルにするなどの航空保安措置を講じてきたところ、ハ

イジャック事件等は発生していない。 
しかし、我が国に対するテロ予告、ロンドン同時爆発テ

ロ事件発生など、我が国をめぐるテロ情勢は依然として

厳しく、公共交通機関等へのテロの脅威は増しており、

国民に大きな不安をもたらしているため、ハイジャック

対策を含めたあらゆる分野におけるテロ対策をより一

層推進することが国内外から求められている。 
 
(施策の実施状況)  
・空港警戒体制のレベルⅠの維持、ハイジャック検査機器

導入に対する航空会社等への補助、空港警備状況等につ

いての監査等の施策を引き続き実施。 
 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・業績指標は航空機に対するハイジャック・テロの発生件

数であり、実績値は目標値の０件を達成している。この

実績値は、従来からのハイジャック・テロ対策とともに

新たな施策を推進してきた結果達成されたものである

ことから、A-1 と評価した。 

・今後、現在実施しているハイジャック・テロ対策を引き

続き推進していくとともに、ICAOの取組に対する財政
的貢献等国際協力の推進、航空保安対策に関する体制の

整備・充実等を図っていく。 
 
平成 19年度以降における新規の取組 
・航空安全推進課の設置による航空保安体制の強化 
・空港における保安対策（空港全周へのセンサーの設置 
及び増設）の充実、強化。 
・航空保安に係る教育訓練の新教材導入 
 

担当課等（担当課長名等） 

 

担当課：航空局監理部航空安全推進課航空保安対策室 

（室長 安川 文夫） 

 



 
政策目標 9 交通安全の確保 

陸･海･空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること 

 

（３６）航空事故を減らす 

我が国における航空事故（航空法第 76 条による報告義務のあるもの）発生件数については、こ

れまでの各種安全対策や航空路整備事業等の結果、世界的に見ても極めて低い水準まで低下し

ており、ここ数年ではほぼ横ばいとなっているが、この航空事故をさらに低下させることが求

められていることから、一層の安全性の向上を意図し、航空安全対策を行う必要がある。 

 
業績指標：国内航空における航空事故発生件数  目標値：16.6件/年（平成 15～19年の平均） 
Ａ－１                   実績値：15.4件/年（平成 14～18年の平均） 
                      初期値：18.4件/年（平成 10～14年の平均） 
 

○業績指標 43：国内航空における航空事故発生件数 
(指標の定義) 
国内航空における大型飛行機、小型飛行機及びヘリコプ

ターの航空事故（航空法第 76条に定める事故）の年間
発生件数(5年間の平均)。 
(目標値設定の考え方) 
航空安全性向上に関する諸施策を講じることにより、航

空事故の発生件数（平成 15年～19年の 5ヵ年平均値）
を現況値 (平成 10年～14年の 5ヵ年平均値)の約 1割
減とすることを目標とする。 
また、長期的にもできる限り着実に縮減していく。 
(考えられる外部要因) 
・気象条件 
(他の関係主体) 
なし 
【社会資本整備重点計画第 2章に記載あり】 

 
過去の実績値の推移            （暦年）

H14 H15 H16 H17 H18 
18.4 

(単年) 
23 

16.6 
(単年) 

12 

17.2 
(単年) 

20 

16.6 
(単年) 

14 

15.4 
(単年) 

8 
 
主な施策 
主な施策の概要 
 
①航空保安施設の整備（◎） 
航空管制に関するトラブルが発生したことを踏まえ、

ヒューマンエラー等による事故・トラブルを未然に防

止するため、航空管制のためのシステム改善等を行う。 
 
②航空機の安全な運航や安全性の確保 
運航規程・整備規程の認可、運航管理施設の検査等の

各種審査・検査等を通じて、航空運送事業者等の安全

基準への適合性を確保するほか、安全監査を年間を通

じ高頻度で行うことにより、その体制や業務の実施状

況を厳しくチェックし、高い安全性を確保する。さら

に、小型航空機等の事故を防止するため、法令及び関

係規程の遵守、小型航空機等の運航者に対する教育訓

練の徹底、的確な気象状況の把握等について指導を強

化するとともに、小型航空機の運航者が安全運航のた

めに留意すべき事項について全国８会場で開催する安

全運航セミナーにおいて周知徹底を図る。 
また、ICAO等の国際動向や技術の進歩等に合わせて航
空機の安全基準を適時見直す等、所要の措置を行う。 

 
 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にそ

の概要が定められた社会資本整備事業に係る施策

に関するものである。 
 
測定・評価結果 
 
目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 
・当該指標は、各年毎に変動はあるものの、5年間の平均
で見た場合、減少傾向にあるといえる。（下図） 

 

事故件数（５年平均）の推移
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件/年

 
(施策の実施状況)  
・ 航空会社の安全管理体制を確立するため、航空法改正

（平成１８年１０月施行）により、安全管理規程の作

成及び安全統括管理者の選任を義務づけた。 
・ 航空安全に係る情報を幅広く収集・分析・共有するた

め、航空法改正（平成１８年１０月施行）により、事

故・重大インシデント以外の安全上のトラブルについ

ても報告を義務付けるとともに、国において、情報を

公表することとした。 
・ 事業用航空機の整備について適確な作業実施体制を

確保するため、航空法改正（平成１９年３月施行）に

より、認定事業場による作業及び確認を義務づけた。 
・ 航空会社に対する安全監督の強化及び予防安全対策

の強化を図るため、本省航空局に監査専従部門及び安

全推進室を新設し、運航乗務員や整備士経験者及び健

康管理に精通した医官の採用を行った。 
・ ICAO国際標準に基づき、操縦士のコミュニケーショ
ン能力向上のため、航空法改正（平成１８年４月施行）

により、航空英語能力証明制度を導入した。 
・ 平成１９年４月に、AISセンターの運用を開始した。 
・ 現行の施策を今後とも引き続き着実に実施し、ICAO
等の国際動向や国内の動向を踏まえつつ、所要の措置

を実施する。 
 
課題の特定と今後の取組の方向性 



 
・ 業務指標は各年毎に変動はあるものの、5 年間平均

値が目標値に向けて着実に減少してきていることか

ら、Ａ－１と評価した。 
・ 既に事故件数は低い水準にあり、大幅に減少される

ことは難しいが、中小の航空運送事業者による航空

事故等が発生したことも踏まえて、現行の施策をさ

らに強化拡充していく。特に航空管制分野における

安全管理システムの導入、事故等の要因分析に基づ

く対策の推進及び中小の航空運送事業者に対する監

督体制の強化を行う。また、ICAO 等の国際動向や
国内の動向を踏まえつつ、所要の措置を講じていく。 

                          

担当課等（担当課長名等） 
 
担当課：航空局技術部運航課    （課長 高橋 和弘） 
関係課：航空局技術部航空機安全課 （課長 島村 淳） 

技術部乗員課    （課長 冨田 博明） 
管制保安部保安企画課（課長 坂野 公治） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

政策目標９ 交通安全の確保 

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること 

 

（３７）道路交通事故を抑止する 

年間交通事故死者数は 51 年振りに 6千人台前半まで減少。また、平成 16 年に過去最悪を記録

した交通事故件数及び交通事故死傷者数も 2年連続で減少するなど、減少傾向に転じた。しか

し、国民の約 100 人に 1人が 1年間に死傷しており、道路交通安全を取り巻く環境は依然厳し

い状況にある。また、幹線道路では、死傷事故の半数以上が延長で 1割に満たない特定の箇所

に集中して発生している。このため、これらの箇所に対して集中的な対策が必要である。一方、

歩行中・自転車乗用中の死者数は約 45%であり、欧米の約 1.9～3.6 倍と高い水準にある。特

に、歩行中の死亡事故の約 6 割は自宅から 500m 以内で発生している。このため、身近な生活

道路では、「人」の視点に立った交通安全対策が必要である。 

業績指標：道路交通における死傷事故率 

A-2 

目標値：約１割削減(108 件/億台キロ）（平成 19 年）

実績値：115 件/億台キロ（暫定値） （平成 18 年）

初期値：118 件/億台キロ      （平成 14 年）

業績指標：あんしん歩行エリア内の全死傷
事故及び歩行者・自転車死傷事
故の抑止率 

C-2（死傷事故の抑止率） 

C-2（歩行者・自転車死傷事故
の抑止率） 

死傷事故の抑止率 

目標値： 約２割（平成 19 年） 

歩行者・自転車死傷事故の抑止率 

目標値： 約３割（平成 19 年） 

 

業績指標：事故危険箇所対策実施箇所の死傷
事故の抑止率 

A-2 

目標値：約３割（平成 19 年） 

 

 

○業績指標 44：道路交通における死傷事故率 

（指標の定義） 

自動車走行台キロ当たりの死傷事故件数（1 件／億台キロと

は、例えば 1 万台の自動車が 1 万キロ走行した場合、平均 1

件の死傷事故が発生することを意味する。） 

（目標値設定の考え方） 

何も対策をしない場合、交通量に比例して死傷事故が増加す

ると仮定する。その場合の平成 19 年の死傷事故件数の推計値

から、過去の実績を基に算出した各種の交通安全対策の事故

抑止効果分を差し引き、対策を実施した場合の平成 19 年の死

傷事故件数を算出する。この件数を平成 19 年の推計交通量で

除し、平成 19 年の死傷事故率として設定。 

（考えられる外部要因） 

交通安全思想の普及状況 

（他の関係主体） 

・警察（指導取締り） 

・公安委員会（交通規制） 

 

【社会資本整備重点計画第２章に記載あり】 

 

○業績指標 45：あんしん歩行エリア内の全死傷事故及び歩行
者・自転車死傷事故の抑止率 

（指標の定義） 

対策を実施するあんしん歩行エリア内において抑止される

死傷事故件数及び歩行者又は自転車利用者が死傷者となる

死傷事故件数の割合 

（目標値設定の考え方） 

過去の類似の交通安全対策の実績を基に、あんしん歩行エリ

アの整備による事故抑止効果を算出。 

（考えられる外部要因） 

・交通量の変動 

・交通安全思想の普及状況 

（他の関係主体） 

・警察（指導取締り） 

・公安委員会（交通規制） 

 

 

※ 対策に着手したが事業完了していないため、実績値なし 

過去の実績値の推移              （暦年）

H14 H15 H16 H17 H18 

 ※ ※ ※ ※ 

過去の実績値の推移              （暦年）

H14 H15 H16 H17 H18 

118 120 122 122 
115 

（暫定値）

 

 

 



 
○業績指標 46：事故危険箇所対策実施箇所の死傷事故の抑止率 

（指標の定義） 

対策を実施する事故危険箇所において抑止される死傷事故件

数の割合 

（目標値設定の考え方） 

過去の類似の交通安全対策の実績を基に、事故危険箇所の整備

による事故抑止効果を算出。 

（考えられる外部要因） 

・交通量の変動 

・交通安全思想の普及状況 

（他の関係主体） 

・警察（指導取締り） 

・公安委員会（交通規制） 

 

過去の実績値の推移              （暦年）

H14 H15 H16 H17 H18 

－ 
約 3割抑

止※1 

約 3割抑

止※2 
※3 ※3 

※1 平成 15 年度に対策が概成した 768 箇所が対象 

※2平成 16 年度までに対策の概成した 1,336 箇所が対象 

※3対策に着手したが事業完了していないため、実績値なし      

主な施策等 

主な施策の概要 

安全な道路交通環境の実現を目指し、幹線道路ネットワーク

の体系的な整備を進めるとともに、事故危険箇所での集中的

対策、歩行者等の事故多発地区における歩行者・自転車安全

対策の重点実施（あんしん歩行エリアの整備）等交通安全施

設等の整備を推進する。（◎） 

・交通安全の確保 事業費 5,796 億円の内数（平成 18 年度） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・ 平成 14 年実績値 118 件/億台キロに対し、平成 18 年の死

傷事故率の実績値は 115 件/億台キロと前年より大きく改

善されるとともに、初めて初期値を下回った。全体の事故

件数も過去最悪を記録した平成 16 年から 2 年減少で減少

するなど減少傾向に転じており、今後も同様の傾向が継続

するとすれば、平成 19 年度には概ね目標値に近づくこと

から順調であると推測される。 

・ あんしん歩行エリアに係る指標については、事業を平成 15

年度に着手したところであり、対策が概成した地区から順

次測定する予定。 

・ 事故危険箇所に関わる指標については、平成 15～16 年度

に対策の概成した個所について、目標値を達成している。

他の箇所についても同様の対策を実施中であることから、

同様の効果が得られるものと考えられ、順調と推測される。 

 

（施策の実施状況） 

① 安全性の高い幹線道路の整備 

・ 交通量をより安全な道路へ転換させるため、死傷事故率が

低い自動車専用道路を含む幹線道路ネットワークの整備

を推進した。 

② 幹線道路の事故危険箇所等の集中的な対策 

・ 幹線道路における対策を効率的かつ効果的に実施するた

め、特に事故の危険性が高い箇所を事故危険箇所として指

定し、公安委員会と連携して交差点改良等の事故抑止対策

を集中的に実施した。事故危険箇所は、死傷事故率が幹線

道路平均の 5 倍以上の箇所等を平成 15 年 7 月に 3,956 箇

所抽出し、平成 18 年度末までに 3,178 箇所(道理管理者の

対策を対象としており、公安委員会の対策のみを実施して

いる箇所を除く)で対策に着手。 

③ 面的・総合的な歩行者事故防止対策 

・ 市街地内の事故発生割合の高い地区において、歩行者等を

優先する道路構造等により通行経路の安全性が確保され

たあんしん歩行エリアの整備を推進した。あんしん歩行エ

リアについては、面的な対策を実施することから、単位面

積当たりの事故発生件数が多い地区を抽出することとし、

平成 15 年 7月に 796 地区を指定し、平成 18 年度末までに

773 地区で対策に着手。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 死傷事故率に関する業績指標は、これまでの増加傾向から

減少傾向に転じるとともに、平成 14 年の指標値を初めて

下回った。これは平成 17 年から本格的に取り組み始めた

科学的分析に基づく交通事故対策の効果であると考えら

れ、現在の傾向が続くとすれば、平成 19 年には概ね目標

値に近づくものと推測されることから、業績指標を A-2 と

評価した。 

・ あんしん歩行エリアに関する業績指標は、事業未完了であ

ることから判断が不可能であるものの、上記科学的分析に

基づく対策を実施することで死傷事故を抑止できるもの

と考えられる。このため、業績指標を C-2 と評価した。 

・ 事故危険箇所に関する指標は、平成 15～16 年度に対策が

概成した箇所については、目標値を達成したことから、業

績指標を A-2 と評価した。 

・ 効果的、効率的な交通事故対策を進めるため、幹線道路に

おいて「優先度明示方式」を用いた重点的な対策を実施す

るとともに、市街地内の事故発生割合の高い地区において、

面的・総合的な生活道路の交通安全対策を引き続き進める。 

・ 個別の対策実施にあたっては､｢交通事故対策・評価マニュ

アル」等を用い、科学的な分析に基づく対策を継続すると

ともに、現場の状況に応じた工夫のある取組みを共有する。 

 

※評価の詳細は「平成 18 年度道路行政の達成度報告書・平成

19 年度道路行政の業績計画書」も参照されたい（URL:http:// 

www.mlit.go.jp/road/ir/ir-perform/ir-perform.html）。 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 地域の合意形成を踏まえた住民主導型の交通安全対策推

進のため、生活道路の事故対策の進め方に関する手引き作

成を検討。 

・ 道路空間の再配分による自転車走行空間の創出と、安全・

安心な通学路の確保を推進。 

担当部局等 

担当部局：道路局地方道・環境課 道路交通安全対策室 

（室長 後藤 敏行） 

関係部局：道路局国道・防災課（課長 下保 修） 

 



 

 

 
政策目標９ 交通安全の確保 

陸･海･空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること 

 

（３８）自動車の安全性を高める 

平成１５年の交通事故による死傷者数は約１１９万人と厳しい状況である。このため、事故

発生時の被害軽減を図ることが重要である。 

業績指標：車両対車両衝突事故における死亡事故率（正面衝突） 目標値：3.0%（平成 22 年） 

Ａ－２                          実績値：2.9%（平成 18 年） 

                    初期値：3.1%（平成 17 年） 

○業績指標 47：車両対車両衝突事故における死亡事故率

（正面衝突） 

(指標の定義) 

正面衝突時における死亡事故率。 

 

(目標値設定の考え方) 

前面衝突時の車両の被害軽減対策により、車両対車両の

衝突事故における死亡事故件数（正面衝突）が３％程度

に減少すると見込まれるものとして設定したもの。 

 

(考えられる外部要因) 

救助・救急体制の整備 

 

(他の関係主体) 

なし 

 

過去の実績値              （暦年）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18

3.6% 3.4% 3.2% 3.1% 3.2% 3.1% 2.9%

 

 

主な施策 

主な施策の概要 

○車両の安全基準の拡充・強化 

車両の安全対策をすすめ、２０１０年を目途に交通事

故死者数を２０００人低減する。 

【予算額：６．６億円（平成１８年度）】 

 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 平成１８年の実績値は２．９%であり、目標値は達成

している。 

・ 前面衝突基準に適合している自動車が増加したこと

が要因の１つであると考えられる。 
・ シートベルトの着用率が向上すれば、さらに指標の伸

びが期待できる。（表参照） 
・ 死亡事故件数は減少傾向にあり、衝突安全性能が向上

したこと（自動車アセスメントにおいても衝突安全性

能が高い自動車が増加している）、シートベルト着用

率が高い水準で推移していること等が要因であると

考えられるが、交通事故件数、負傷者数は依然として

厳しい状況にある。（グラフ参照） 
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・ なお、交通事故は様々な要因が複合

しているため、個別の対策による効

することが難しい面がある。 

 

（施策の実施状況） 

・ 固定機能付きチャイルドシートの

車への後席中央３点式シートベル

ける新基準が施行された。（平成１

・ 大型車との前面衝突時における潜

減のため、前部潜り込み防止装置に

択し、大型貨物自動車等への前部潜

装着を義務付ける基準の策定を行

１月） 

・ また、産・学・官の多方面の専門家

準検討会」の意見を踏まえつつ、基

進めている。 

 

死者 809

負傷者 496,201シートベルト着用 

致死率 0.16%

死者 898

負傷者 11,978シートベルト非着用 

致死率 7.5%

死者 90

負傷者 3,529

運
転
者 

不明 

致死率 2.6%

死者 226

負傷者 122,840シートベルト着用 

致死率 0.18%

死者 312

負傷者 57,011シートベルト非着用 

致死率 0.55%

死者 24

負傷者 3,102

同
乗
者 

不明 

致死率 0.77%
的に作用して発生

果を精度良く抽出

新基準および乗用

トの装備を義務付

８年１０月） 

り込み事故被害軽

係る協定規則を採

り込み防止装置の

った。（平成１９年

からなる「安全基

準化項目の検討を

（平成18年版交通統計）



 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 車両対車両衝突事故における死亡事故発生率につい

ては、目標を達成しており、従来行ってきた被害軽減

対策に係る施策が有効であったと考えられる。 

・ また、衝突事故発生時の被害軽減策を引き続き着実に

進めていくことが更なる死亡率の低減につながると

考えられることから、目標を達成し、かつ、施策を維

持することとしてＡ－２として評価した。 

・ 事故発生時におけるシートベルト非着用の危険性を

踏まえ、車両安全対策の前提となるシートベルトの着

用を推進するとともに、事故を未然に防止する対策た

めの新たな技術に着目し、各種統計の分析を通じて、

事故件数や負傷者数の低減にも考慮した基準の強

化・拡充を講ずる。 

 

（新たな目標設定） 

・ 引き続き死亡事故を低減させることを目標とし、平成
１９年においても、車両対車両衝突事故における死亡

事故率を３．０％以下に抑えることを目標とする。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

導入が進むハイブリッド電気自動車・電気自動車に関し、

衝突後を含めた自動車の高電圧から乗員を保護する安全

基準の導入を予定。 

  
担当課等（担当課長名等） 

担当課：自動車交通局技術安全部技術企画課 

（課長 木場 宣行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

政策目標９ 交通安全の確保   
陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること

 
（３９） 事業用自動車の安全運行を確保する 
  事業用自動車は、1 台あたりの走行距離が長いことから台数あたりの事故発生件数が自

家用に比べて多く、また一旦事故が発生すると大きな社会的影響を及ぼすことから、事

業用自動車の事故防止を図ることは重要な課題である。このため、運行管理の充実、運

転者の資質・安全意識の向上等の安全チェック強化施策により、運行管理に起因する事

故の未然・再発防止を図る必要がある。 
業績指標：事業用自動車の運行管理に起因する事故割合Ｃ－３   目標値：50％（平成 22年） 
                           実績値（※）：41％（平成 17年） 

                                    初期値：58％（平成 16年） 
※平成 18年の実績値は 10月頃に集計予定 

 
○業績指標 48：事業用自動車の運行管理に起因す

る事故割合 
(指標の定義) 
事業用自動車の事故について、自動車事故報告

規則に基づき報告された事故のうち、事業者及

び運行管理者による運行管理に主な原因がある

ものとして分類したものの割合。これにより、

事故発生件数の増減があった場合に、運行管理

の充実等による防止効果を的確に把握すること

が可能である。 
 
(目標値設定の考え方) 
運輸技術審議会答申（平成 11年 6月）で事業
用自動車による第 1当事者事故件数を 2010年
までに 20％削減させる目標が示されているこ
とから中間的な目標を示したもの。 
 
(考えられる外部要因) 
交通量、事業者数、車両台数 
 
(他の関係主体) 
・ 警察庁（事故・違反通報） 
・ 厚生労働省（労基通報） 
 
【社会資本整備重点計画第 2章に記載なし】 

 
 
過去の実績値           （暦年）

H13 H14 H15 H16 H17 
５４％ ５６％ ６１％ ５８％ ４１％

 
 
 

主な施策 

主な施策の概要 
○ 自動車運送事業に対する監査体制の強化  

旅客自動車運送事業の需給調整撤廃（平成 14
年 2月）や貨物自動車運送事業の営業区域規
制の廃止（平成 15年 4月）等に対応し、輸送
の安全確保を図るため、監査の統合データベ

ースを構築することにより、安全対策が十分

でない恐れがある事業者を効率的に抽出し確

実に事後チェック（監査・処分）を行い、効

率的な改善措置を講じさせ事業用自動車によ

る事故削減を図る。 
具体的な施策としては以下のとおり 
・ＩＴを活用した運送事業に対する監査体制

の強化 
      予算額０．４８億円（平成１８年度） 
 
測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 
・ 平成１７年の指標（運行管理に起因する事故

割合）（実績値）は４１％となっており、前年

（５８％）と比較すると、大幅に減少した。 
・ 指標が大幅に減少した理由として、自動車事

故報告規則の改正（平成 17年 1月）により、
運行管理に起因する事故以外の報告（主に車

両故障の報告）が増大したことが要因と考え

られる。 
 
(施策の実施状況) 
・死亡事故の第一当事者となった事業者に対して

全て監査を実施する。 
・公安委員会等からの通知により事故惹起運転者



 
を確実に把握し、運行管理者特別講習及び運転

者の特定診断の徹底を図る。 
・自動車事故報告規則に該当する事故を引き起こ

したが、事故報告書が未提出の事業者に対して

監査を行う。 
・改善指導を行った事業者に対してその後の改善

状況等の把握を行う。 
・自動車運送事業に対する効率的な監査実施のた

めの統合したデータベースを構築した。 
・自動車運送事業の交通事故要因分析を実施する。 
 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・ 安全マネジメントの導入を図る等、運行管理

に起因する事故割合を減少させるための取組

みを強化し、一定成果を得たものと思われる

が、業績指標は、報告規則の改正直後であり、

実績値が報告対象となる事故の範囲が変更に

なるなどして施策の成果が正確には判断でき

ないことから、Ｃ－３と評価した。今後は、

当面は現在の施策を維持しつつ、予算と政策

評価を連携させるため新指標を検討し、施策

の効果を測定する。 

 
 
平成１９年度以降における新規の取組 

 
・ 運行管理者資格者証の返納命令の発令基準等

を強化するなどの運行管理制度の徹底、監査

強化を推進する。 
・ 過労が原因で起きる事故の分析を行い、対策

をとりまとめる。 
 
 
担当課等（担当課長名等） 

担当課：自動車交通局安全政策課 
（課長 川勝 敏弘） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

政策目標９ 交通安全の確保 

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること 

 

（４０）踏切道の安全を向上させる 

踏切は交通渋滞の大きな原因の一つとなっており、また事故の原因ともなっている。「開かず踏

切」等の緊急に対策の検討が必要な踏切が約２，０００箇所存在しており、「開かずの踏切」等の

踏切対策については、緊急かつ重点的に対策を実施する必要がある。 

 

業績指標：「開かずの踏切」の対策率  A-2 目標値：100%（平成 22 年度）

実績値： 21%（平成 18 年度）

初期値： 15%（平成 17 年度）

 

○業績指標 49：「開かずの踏切」の対策率 

（指標の定義） 

「開かずの踏切(※1)」に対して、歩道拡幅や賢い踏切導入

などの速効的な対策を実施する割合 

 （※1）ピーク時間の遮断時間が 40 分／時以上の踏切 

（目標値設定の考え方） 

「開かずの踏切」を対象に平成 18 年度からの５箇年で速効

的な対策が必要な踏切の対策率 100%を目指すこととしている。

（考えられる外部要因） 

・地元調整の状況 
・踏切道の交通量等 

 

（他の関係主体） 

・地方公共団体 

・鉄道事業者 

 

過去の実績値の推移               （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

－ － － 15% 21% 

主な施策等 

主な施策の概要 

○踏切交通実態総点検及び緊急対策踏切の対策推進 

全国全踏切を対象として踏切道の構造等の基本諸元を把握

し「開かずの踏切」などの緊急に対策の検討が必要な踏切を抽

出し、対策を実施する踏切について整備計画策定を促進するこ

とで、重点的かつ緊急的な踏切対策の促進を図る。 

 また、「開かずの踏切」などの緊急に対策を行う踏切に対し

て、歩道拡幅などの「速効対策」と連続立体交差事業などの「抜

本対策」の両輪により総合的な対策を進めていく。 
予算額：交通安全の確保 

    事業費 6,096 億円の内数（平成 19 年度） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・ 平成 17 年度の実績値 15%に対して平成 18 年度の実績値は

21%となり、平成 22 年度の目標値 100%の達成に向けて着実

に進捗している。 

・ 平成 18 年度は、全国約 3 万 6 千箇所の踏切交通実態総点

検を実施し、緊急対策踏切の抽出及び公表（平成 18 年 8

月に第１段結果公表、平成 19 年 4 月に最終取まとめ）を

重点的に実施した。 

・ そのため、整備計画策定及び踏切対策が年度途中からの実

施となったが、平成 19 年度以降は、踏切道改良促進法等

を活用することで、より着実な進捗を確保していく。 

 

（施策の実施状況） 

・ 踏切対策については、平成 18 年度に全国の道路管理者と

鉄道事業者の連携のもと、全国全踏切を対象として踏切道

の構造等の基本諸元を把握し、緊急に対策の検討が必要な

踏切を抽出し、踏切交通実態総点検を実施した。 

・ この総点検の結果、全国約 3 万 6 千箇所の踏切の中から、

開かずの踏切などの緊急に対策の検討が必要な踏切を

1,960 箇所抽出、このうち「開かずの踏切」を 589 箇所抽

出した。 

・ これらにもとづき、「開かずの踏切」などの踏切交通に与

える影響の大きい踏切に対して重点的かつ緊急的に対策

を実施していくこととしている。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 平成 18 年度の業績指標は、踏切交通実態総点検により重

点的かつ緊急的に対策を検討すべき踏切を抽出したこと

で、整備計画策定の促進が図られ、平成 19 年度以降はよ

り着実な進捗が見込まれることから A-2 と評価した。 

・ 引き続き、「開かずの踏切」など速効的な対策が必要な踏

切に対して、平成 18 年からの 5 箇年で全て対策すること

を目標としていく。 

・  

※評価の詳細は「平成 17 年度道路行政の達成度報告書・平成

18 年度道路行政の業績計画書」も参照されたい（URL:http:// 

www.mlit.go.jp/road/ir/ir-perform/ir-perform.html）。 

平成１９年度以降における新規の取組 

・ 踏切道改良促進法の活用により着実な事業促進を図る。 

担当部局等 

 担当部局：道路局 路政課     （課長 内海 英一） 

 関係部局：都市・地域整備局 街路課（課長 松谷 春敏） 

鉄道局 施設課     （課長 米澤 朗 ） 

 



 
 

政策目標９ 交通安全の確保 

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること 

 

（４１）鉄道の安全を確保する 

鉄道事故は、一度発生すると多大な人的・物的損害が生じる恐れがあり、これに伴う列車

の運休や遅延による経済的な被害も甚大となることから、このような鉄道事故を防止し、安

全を確保することが重要である。 

○ 鉄道事故全体の約半数を占めているのが踏切事故であるが、特に遮断機のない踏切道

においては踏切 1 箇所当たりの事故発生件数が多いことから、遮断機のない踏切道を

減らしていく必要がある。 

○ 平成 17 年 4 月に発生した JR 福知山線脱線事故を踏まえ、急曲線部において高速で進

入して発生する転覆脱線事故を防止するための速度超過防止用 ATS 等の整備を推進す

る。また、平成 13 年 6 月に発生した京福電鉄の事故経験を踏まえ、地方中小鉄道にお

いて、正面衝突事故を防ぐために有効な誤出発防止設備の整備を推進する必要がある。

○ 韓国での地下鉄火災事故を踏まえ、地下駅の火災対策については、火災対策基準に不

適合となっている地下駅の整備を早急に推進する必要がある。 

 

業績指標：遮断機のない踏切道数 目標値： 4,000 箇所 （平成 22 年度）

A-2  実績値： 4,764 箇所 （平成 18 年度）

  初期値： 4,939 箇所 （平成 17 年度）

     

業績指標：急曲線における速度超過防止用 ATS 目標値： 100 % （平成 21 年度）

A-3  等の設置率 実績値： 100 % （平成 18 年度）

（緊急整備計画に基づくもの） 初期値： 0 % （平成 16 年度）

     

業績指標：地方中小鉄道における ATS 設置率 目標値： 100 % （平成 18 年度）

A-3  （誤出発防止機能を有するもの） 実績値： 99.6 % （平成 18 年度）

  初期値： 92.6 % （平成 12 年度）

     

業績指標：地下鉄道の火災対策基準を満たす 目標値： 100 % （平成 20 年度）

A-2  地下駅の割合 実績値： 75 % （平成 18 年度）

  初期値： 61 % （平成 15 年度）

○ 業績指標 50：遮断機のない踏切道数 
(指標の定義) 

「遮断機のない踏切道数」とは、第 3種（遮断機はない

が踏切警報機が設置されているもの）及び第 4種（遮断

機及び踏切警報機が設置されていないもの）踏切道数の

ことをいう。 

(目標値設定の考え方) 

平成13年度から平成17年度までの5箇年で除去された

「遮断機のない踏切道数」をもとに、平成 22 年度末ま

での目標値を設定。 

 (考えられる外部要因) 

既存路線の廃止 

(他の関係主体) 

鉄道事業者・地方公共団体 

 

○ 業績指標 51：急曲線における速度超過防止用 

 ATS 等の設置率（緊急整備計画

に基づくもの） 

(指標の定義) 

「急曲線における速度超過防止用 ATS 等の設置率（緊

急整備計画に基づくもの）」とは、平成 17 年 4月に発

生した JR 福知山線脱線事故後、全国の鉄道事業者が急

曲線部に設置することとした速度超過防止用 ATS 等の

計画に対し、整備された箇所の割合 

(目標値設定の考え方) 

福知山線事故後、平成 17 年 5月に「急曲線に進入する

際の速度制限に関する対策について」において、曲線

の手前の運転速度で曲線部に進入した場合に転覆脱線

に至るおそれのある箇所については、平成 21 年度末ま

でに整備することとされており、これにより目標を設

定している。 

(考えられる外部要因) 

なし 

(他の関係主体) 

鉄道事業者 過去の実績値の推移         （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

5,534 

箇所 

5,356 

箇所 

5,164 

箇所 

4,939 

箇所 

4,764 

箇所 

 

過去の実績値の推移        （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

― ― 0% 57% 100% 

 



 
○ 業績指標 52：地方中小鉄道における ATS 設置 

率(誤出発防止機能を有するも

の) 
(指標の定義) 

「地方中小鉄道における ATS 設置率（誤出発防止機能

を有するもの）」とは地方中小鉄道の営業キロ（km）に

対する ATS 設置キロ（km）の割合。（ただし、タブレッ

ト等により誤出発防止等の安全の確保を行っている路

線を除く。） 

(目標値設定の考え方) 

列車衝突事故の防止に効果的な ATS を全地方中小鉄道

（ただし、タブレット等により誤出発防止等の保安の

確保を行っている路線を除く。）に設置することを目標

とする。 

(考えられる外部要因) 

新線の開業・既設路線の廃止 

(他の関係主体) 

鉄道事業者（事業主体）・地方公共団体（財政支援） 

 

過去の実績値の推移        （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

96.1 % 98.8 % 99.2 % 99.2 % 99.6% 

 

 

○ 業績指標 53：地下鉄道の火災対策基準を満た

す地下駅の割合 
(指標の定義) 

全地下駅のうち、「地下鉄道の火災対策基準（昭和 50

年制定）（注）」を満たす火災対策設備の整備がなされて

いる駅の割合。 

（注：地下駅等において地上への異なる 2以上の避難経

路の設置、ホーム・コンコース等における排煙設備の設

置等を定めている基準） 

(目標値設定の考え方) 

平成 15 年度に「鉄道に関する技術上の基準を定める省

令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等

に関する省令」を改正し、「地下鉄道の火災対策基準」

を満たしていない地下駅等の火災対策設備については、

平成 20 年度末までに同基準を満たすよう整備を義務付

けており、これにより目標を設定している。 

(考えられる外部要因) 

なし 

(他の関係主体) 

鉄道事業者（事業主体） 

 

 

主な施策 

主な施策の概要 

① 第3種及び第4種踏切道への踏切遮断機の設置又は踏

切道の除却 

遮断機のない第 3種及び第 4種踏切道について、踏切

道の統廃合等を進めると共に、踏切道改良促進法で遮断

機を設置すべき要件に該当する踏切については同法に

基づく指定を行い、また保安設備整備費補助による助成

制度も活用して踏切遮断機の設置を推進することによ

り、第 3種及び第 4種踏切道数の低減を図る。 

予算額：踏切保安設備整備費補助金 

約 2億円の内数（平成 18 年度） 

② 急曲線における速度超過防止用 ATS 等の設置率 

  平成 17 年 4月に発生した JR 福知山線脱線事故が、急

曲線部での大幅な速度超過であったことを鑑み、全国の

鉄道事業者に対し、速度超過防止用 ATS 等を設置する。 

地方中小鉄道が、速度超過防止用 ATS 等の施設の整備

を行う際は、従前の助成制度及び固定資産税の特例措置

により、鉄道事業者の経費負担の軽減を図っている。 

予算額：鉄道軌道近代化整備費等補助金 

    約 26 億円の内数（平成 18 年度） 

③ 地方中小鉄道における ATS 設置 

平成 13 年 6月の京福電鉄の列車正面衝突事故が誤出

発防止機能を有する ATS が未設置の区間で発生したこ

とに鑑み、全国の ATS 未設置区間において同 ATS を設置

する。同 ATS 設置に関しては、日本政策投資銀行融資の

拡充、固定資産税の特例措置により、鉄道事業者の経費

負担の軽減を図っている。 

予算額：鉄道軌道近代化整備費等補助金 

約 26 億円の内数（平成 18 年度） 

④ 地下鉄道の火災対策設備の整備 

平成 15 年 2月に発生した韓国の地下鉄火災事故を踏

まえ、「地下鉄道の火災対策基準（昭和 50 年制定）」に

適合していない地下駅について、平成 20 年度までに地

下駅等の火災対策設備の整備を義務付けている。また、

火災対策設備のうち大規模な駅改良を要する避難通路

及び排煙設備の新設についてはその費用の一部を助成

する制度を創設するとともに固定資産税の特例措置を

設け、鉄道事業者の負担軽減を図っている。 

予算額：地下駅火災対策施設整備事業費補助金 

約 28 億円（平成 18 年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 平成 17 年度に目標年次に達したことから、平成

22 年度末までに遮断機のない踏切道数を 4000 箇

所まで削減することを目標値として再設定した。

平成 18 年度は 175 箇所を削減し、順調に整備が進

んでいる。 

・ 急曲線における速度超過防止用 ATS 等の設置率に

ついては順調に推移し、平成 18 年度末に、整備が

完了した 

・ 地方中小鉄道における ATS 設置率については、順

調に推移し、平成 18 年度末に、整備がおおむね完

了した。 過去の実績値の推移         （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

－ 61 % 66 % 72 % 75 % 

・ 地下鉄道の火災対策基準を満たす地下駅の割合に

ついては、平成 18 年度末に 75 %の駅において整

備が完了するとともに、事業継続中の駅もあり、

順調に整備が進んでいる。 

(施策の実施状況) 

・ 遮断機のない踏切道については、踏切道改良促進

法に基づく指定や、遮断機のない踏切道への遮断

機の設置に対し、踏切保安設備整備費補助等を実

施した。 

・ 急曲線における速度超過防止用 ATS 等の設置につ

いては、地方中小鉄道への鉄道軌道近代化整備費

等補助により、経費負担の軽減を図った。また、



 
地方中小鉄道における ATS 設置については、日本

政策投資銀行融資の拡充、固定資産税の特例措置

により、経営状況の厳しい地方中小鉄道事業者に

おいて促進された。 

・ 地下鉄道の火災対策基準に不適合な地下駅につい

ては、省令改正により地下駅等の火災対策設備の

整備を義務付け、また、避難通路及び排煙設備の

新設について助成制度の創設及び固定資産税の特

例措置により鉄道事業者の負担軽減を図った。 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 遮断機のない踏切道数については遮断機の設置等

により順調に削減が進んでいるところであること

から、A-2 と評価した。 

今後も踏切改良促進法に基づく法指定を行うとと

もに、踏切保安設備補助を活用し遮断機の設置を

行うなどして、引き続き遮断機のない踏切道数の

削減を推進する。 

・ 急曲線における速度超過防止用 ATS の設置につい

ては、整備が完了したことから、A-3 と評価した。 

・ 地方中小鉄道における誤出発防止機能を有する

ATS 装置の設置については、整備がおおむね完了

し、残りについても整備時期に目処が立っている

ことから、A-3 と評価した。 

・ 地下鉄道の火災対策基準に不適合な地下駅につい

ては、順調に整備が進んでいるところであり、A-2

と評価した。引き続き、大規模な駅改良を要する

避難設備や排煙設備の新設に対して地下駅火災対

策施設整備事業費補助を活用し、火災対策基準に

不適合な駅の整備の促進を図る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：鉄道局施設課（課長 米澤 朗） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

政策目標 9 交通安全の確保 

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること   

 

（４２）船舶の安全航行を確保するため放置艇を減らす  

公共用水域の適正な管理を実現するため、港湾区域内において、係留場所の私物化、沈廃船

化、無秩序な艇の集積による船舶航行への支障等社会問題化している放置艇を削減する必要

がある。 

業績指標：港湾におけるプレジャーボートの適正な係留  目標値：55%（平成 18 年度） 

    ・保管率                  実績値：50%（平成 18 年度） 

Ｂ－１                        初期値：45%（平成 8 年度） 

 
○業績指標 54：港湾におけるプレジャーボートの適正な

係留・保管率 

(指標の定義) 

港湾内におけるプレジャーボートの確認艇隻数のう

ち、適正に係留・保管されている隻数の割合。 

(目標値設定の考え方) 

現在整備中で平成 18 年度までに完了予定の施設に加

え、近年における当施策への投資量を基に設定。また中

長期的には、港湾における放置艇の解消を目指す。 

(考えられる外部要因) 

・ プレジャーボートの需要の変動 

・ 施設整備に係る地元調整の状況等 

(他の関係主体) 

・ 地元公共団体(事業主体) 

 

過去の実績値               （年度）

－ － H8 H14 H18 

－ － 45% 45% 50% 

※1 プレジャーボート全国実態調査は、5年に１度程度

を目途に実施。 

※2 プレジャーボート全国実態調査の精度を考慮し、本

政策チェックアップにおいては、5%刻みで数値を表示。 

 

主な施策 

主な施策の概要 

放置艇を削減するため、「規制措置」と「係留・保管能

力の向上」を両輪とした対策を推進。 

① 規制措置 

・ 放置等禁止区域の指定 

港湾管理者による放置等禁止区域の指定を促進。 

② 係留・保管能力の向上 

・ ボートパークの整備 

港湾内の放置艇を収容するため、既存の静穏水域

を活用した係留施設や公共空地等を活用した陸上

保管施設の整備を推進。 

予算額 4,015 億円の内数（平成 18 年度） 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 平成 18 年度に実施したプレジャーボート全国実態調査

結果において、港湾内において確認されたプレジャーボ

ート（確認艇）は、前回調査時（平成 14 年度）に比べ

約 0.8 万隻減少。 
・ 港湾内においては、放置艇を収容する簡易な係留・保

管施設（ボートパーク）の整備を推進すると共に放置等

禁止区域の指定を促進しており、平成 18 年度調査結果

では適正に係留・保管している隻数の割合は約 50%とな

り、平成 14 年度の調査結果と比較し 5%増と改善してい

る。 
・ 平成 18 年度末までにボートパークは対前年度 5施設増

の 28 施設が供用され、また、放置等禁止区域は対前年

度12増の全国22港湾管理者により132の港湾において

告示されており、対策の進展による適正な係留・保管率

の向上が見込まれる。 

 

(施策の実施状況) 

① 放置等禁止区域等の指定状況 

平成 18 年度末時点で、長崎県や静岡県をはじめとす

る全国 22 港湾管理者が告示。 

② ボートパーク整備  

平成 18 年度、全国 13 箇所の港湾でボートパークの

整備を推進。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標については、平成１８年度の目標値を達成し

ていないものの、上記のとおり効果をあげており、また、

放置等禁止区域の指定可能な範囲を水域に加えて陸域

まで拡大する（平成 18 年 10 月施行）等、さらなる成果

向上にむけ施策の改善を行っていることからＢ－１と

評価した。 

・ 今後も継続的な取組みとして、陸域を含めた放置等禁

止区域の指定を促進し、簡易な係留・保管施設（ボート

パーク）の整備を推進することにより、規制措置と係

留・保管能力の向上を両輪とした放置艇対策を引き続き

推進する。 

・ 以上を踏まえ、平成 19 年度においても引続き、55%

の目標値達成を目指す。 

平成１９年度以降における新規の取組 

港湾内において、放置艇を収容する簡易な係留・保管施

設（ボートパーク）の整備を推進すると共に放置等禁止区

域の指定を促進する。

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：港湾局国際・環境課（課長 小山 彰） 

関係課：河川局水政課（課長 丸山 淑夫） 

治水課（課長 関 克己） 



 

政策目標９ 交通安全の確保 

陸・海・空の交通に関する安全を確保するため、事故やテロ等の未然防止と被害軽減が図られること。 

 

（４３）道路構造物を適切に維持管理する 

道路交通の安全性の確保及び安定した道路サービスを確保するため、道路の利用交通量や構造

物を取り巻く周辺環境（降雨、気温、海岸等）に応じた損傷等が顕著に表れることにより交通

に著しい支障を与えることとなる橋梁及び舗装について、適切な維持管理を行う必要がある。

業績指標：道路構造物保全率 

C-2（橋梁） 

A-2（舗装） 

橋梁 目標値：93%（平成 19 年度）

実績値：80%（平成 18 年度）

初期値：86%（平成 14 年度）

   

  舗装 目標値：91% 

   （平成 14 年度の水準（91%）を維持）（平成 19 年度）

実績値：95%（平成 18 年度）

初期値：91%（平成 14 年度）

 

○業績指標 55：道路構造物保全率 

（指標の定義） 

橋梁：直轄国道における橋梁のうち、「今後５年間程度は通行

規制や重量制限の必要がない段階」かつ「予防的修繕」

が行われている延長の割合 

舗装：直轄国道のうち、路面の轍やひび割れによる振動や騒音

が少なく、道路利用者が快適に感じる延長の割合 

 

（目標値設定の考え方） 

橋梁：今後、高度成長期に数多く建設された橋梁などの道路ス

トックが急速に高齢化する更新時代を迎えるにあたり、

平成 19 年度までに保全率 93%を目標として設定。 

舗装：現在の水準を維持することを目標として設定。 

 

（考えられる外部要因） 

地震・豪雨等の大規模自然災害の発生。 

 

（他の関係主体） 

 該当なし 

 

【社会資本整備重点計画第 3章に記載あり】 
 

過去の実績値の推移               （年度）

 H14 H15 H16 H17 H18 

橋 梁 86% 87% 86% 85% 80% 

舗 装 91% 93% 94% 94% 95% 

主な施策等 

主な施策の概要 

○橋梁・舗装の維持、修繕 

予算額：交通安全の確保  

事業費 5,796 億円の内数（平成 18 年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・ 橋梁に関しては、平成 14 年度実績値 86%から平成 15 年度

実績値 87%へ指標は向上したものの、平成 16 年度の実績値

は 86%、平成 17 年度の実績値は 85％、平成 18 年度の実績

値は 80%となり、指標は下降傾向である。これは、橋梁定

期点検要領（案）（平成 16 年 3月）による点検結果に基づ

き補修を計画的に実施しているが、橋梁建設後の経年変化

等により、補修を実施する橋梁延長に対し、新たに要対策

箇所となった橋梁延長が上回ることに起因していると考

えられる。 

・ 平成 18 年度においては、補修を実施した橋梁延長が約

34km（332 橋梁）に対し、点検結果において、新たに「速

やかに補修する必要がある」と判定された橋梁延長が約

112km（817 橋梁）となっている。 

今後更に橋梁の高齢化を迎えるにあたり、より効率的に対

策を実施していくことが必要とされる。 

・ 舗装に関しては、平成 15 年度実績値 93%から平成 18 年度

の実績値は 95%となり、目標の達成に向けて指標は順調に

推移している。 

・ 橋梁の安全性に影響を及ぼす可能性のある橋梁の劣化要

因である三大損傷（疲労、塩害、アルカリ骨材反応）の予

防保全については、三大損傷合計の予防保全率が 95%であ

り、「早急な対策が必要」な橋梁が直轄国道で約 400 橋梁

ある。 

 

（施策の実施状況） 

・ 高度成長期に多数建設された道路構造物の更新時期の平

準化、トータルコストの縮減等を目指して、道路の管理方

法に、アセットマネジメントの考え方を導入し、効率的・

効果的な維持管理を実施。 

・ そのため、定期点検により橋梁の健全度を把握し、損傷が

軽微なうちに対策を実施するし、橋梁の長寿命化を図る予

防保全を推進。 

・ また、橋梁マネジメントシステム（コンクリート部材の塩

害、RC 床版の疲労の劣化予測を行い予防的工法・時期を算

定するシステム）を平成１７年度より試行運用し、計画的

な補修を実施。 

 

 



 
課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 橋梁に関しては、点検結果に基づき補修を計画的に実施し

ているが、橋梁建設後の経年変化等により、新たに要対策

箇所となった橋梁が点検を実施する毎に確認されている

ことが、指標の動向に影響していると考えられることから

C-2 と評価した。 

・ 今後、高度成長期に数多く建設された橋梁などの道路スト

ックが急速に高齢化することとなり、予防保全を重点的に

進め、橋梁の長寿命化を図ることが重要。 

・ また、平均的な寿命・延命効果を評価する新たな指標の検

討・開発を行う。 

・ 舗装に関しては、目標の達成に向けて指標は順調に推移し

ていることから A-2と評価した。 
・ また、舗装の修繕に関しシール材の注入、こぶとり等の予

防的修繕工法を平成１８年度より導入し、健全性を確保し

つつ長寿命化を図ることとしている。 
・ 三大損傷の橋梁に対しては、損傷が軽微な段階で、予防的

に修繕を行うことが重要であることから、平成 17 年度以

降、三大損傷の予防保全率によるマネジメントを実施して

いる。 

 

※評価の詳細は「平成 18 年度道路行政の達成度報告書・平成

19 年度道路行政の業績計画書」も参照されたい（URL:http:// 

www.mlit.go.jp/road/ir/ir-perform/ir-perform.html）。 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 道路構造物管理の現状等について、国民へ分かりやすく情

報提供するために、橋梁の長寿命化を分かり易く説明でき

る、構造物保全率や予防保全率に代わる新たな指標の検討。 

担当部局等 

担当部局：道路局 国道・防災課 道路保全企画室 

（室長 伊勢田 敏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

政策目標 10  海上における治安の確保 

 海上における犯罪の危害から、生命、財産の安全の確保が図られること 

 

（４４）海上及び海上からのテロによる被害を防止する 

  我が国沿岸部には、原子力発電所等、国民の生活に不可欠な重要施設が多く所在してお

り、これらの重要施設が海上からテロに狙われ、一度被害が発生すれば国民生活に計り知

れない被害を及ぼすおそれがあるため、国民の生命・財産を脅かすテロ事案等への対応強

化を図り、我が国の主権及び国民の安全の確保を図る必要がある。 

 

業績指標：海上及び海上からのテロ活動による 

被害の発生件数 

                Ａ－２ 

目標値：０件（平成 18 年度以降毎年度）

実績値：０件（平成 18 年度） 

初期値：０件（平成 14 年度） 

 

○業績指標 56：海上及び海上からのテロ活動による被害

の発生件数 

(指標の定義) 

海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数。 

 

(目標値設定の考え方) 

海上及び海上からのテロ活動による被害の発生件数０

を長期的に維持することを目的とする。 

 

（考えられる外部要因） 

なし 

 

（他の関係主体） 

なし 

 

過去の実績値               （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

０ ０ ０ ０ ０ 

 

主な施策 

主な施策の概要 
①不審船・テロ対応体制の強化 

不審船・テロ事案に係る現場対応に関する指示、
関係機関との連絡調整・事案対応等を迅速確実に行
うための体制整備等を図る。 

②テロへの警備警戒 
  重点警備対象施設（臨海部の米軍施設、原子力発
電所、臨海部の国際空港等）に対する巡視船艇・航
空機による警備を図る。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

 平成１８年度における海上及び海上からのテロ活動に

よる被害の発生はゼロであり、進捗状況としては順調であ

ったが、これは実施した施策が効果的に機能したものと分

析できる。今後も引き続き、いかなる事案にも対応できる

ように不審船事案・テロ事案等に対する対応体制の強化を

図る必要がある。 

 

(施策の実施状況) 
① 不審船・テロ対応体制の強化 
 ・巡視船艇・航空機の装備の充実、船艇・航空機職員の
技術向上、個人装備等の充実整備を図った。 

・国内外関係取締機関等との情報交換の推進、連携・協
力の強化を図った。 
・第三管区海上保安本部にテロ対策等の公安情報収集分
析体制の強化のため公安課を設置した。 

 ・「テロの未然防止に関する行動計画」に基づき、国際 
  船舶・港湾保安法施行規則を改正し、船舶保安情報の
通報項目に乗員・旅客名簿の事前提出を義務化し、Ｓ
ＯＬＡＳ対応体制の強化を図った。 

 ・港湾保安委員会へ参画するとともに、港湾危機管理（担
当）官を中心とした関係機関との連携強化を図った。 

 ・不審船対応を主目的とする巡視船を中心に不審船対応
能力向上のため各種訓練を実施したほか、海上自衛隊
との間でも共同訓練を実施し関係機関との連携を強
化した。 

 
② テロへの警備警戒 
・警備実施等強化巡視船等の巡視船艇・航空機を配備
し、警備実施、警衛・警護等を実施した。 

・重点警備対象施設（臨海部の米軍施設、原子力発電
所、臨海部の国際空港等）に対する巡視船艇・航空
機による警備を実施するとともに、海事関係者に対
する不審物・不審者への警戒、不審情報の通報の徹
底指導を行った。 
・政府方針に基づく海上阻止訓練への参加等ＰＳＩへ 
 の取組みを行った。 
・ゴールデンウィーク期間、夏期、年末年始といった
旅客の往来が活発となる期間を重点に、旅客船・カ
ーフェリーを対象とした警乗及び旅客ターミナルの
警戒を行った。 

 
課題の特定と今後の取組の方向性 

  業績指標は、海上及び海上からのテロ活動による被害

の発生件数としてゼロであった。この結果は、当庁及び

関係機関の施策が効果的に機能しているものであり、当

庁が実施する巡視船艇・航空機による監視・警戒活動、

国際船舶・港湾保安法による入港規制、公安情報の収集

分析、不審船・工作船対策、警乗、旅客ターミナル警戒

等の活動による成果が現れているものと分析し、Ａ－２

と評価した。 

海上におけるテロの未然防止に万全を期しているが、

依然として全世界的にテロの脅威は存続しており、予断



 

 

を許さない状況である。 

このため、「重点警備対象施設の警備」、「港湾危機管

理体制の強化」、「不審船対応能力の整備・拡充」、「ＳＯ

ＬＡＳ対応体制の強化」、「国際的なテロ対策への積極的

な参画」を海上及び海上からのテロ対策の主軸業務とし、

これらの業務を総合的かつ強力に推進していく。 

 

 

・情報収集体制の充実強化（第十一管区情報調査室の設置） 
・巡視艇の複数クルー制導入による海上保安体制の強化 
 
 

海上保安庁警備救難部管理課（課長 佐藤 雄二） 
警備課（課長 鈴木 洋） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

平成 19 年度以降における新規の取組 

担当部局等  



 
 

政策目標 10 海上における治安の確保 

 海上における犯罪の危害から生命、財産の安全の確保が図られること。 

 

（４５） 海上ルートによる薬物・銃器の流入を阻止する。 

薬物・銃器の一般社会への浸透は、近年の大量押収にもかかわらず第 3 次覚せい剤乱

用期に収束の兆しが見られない等、我が国の社会の安全・安定を根本から揺るがす大き

な問題となっているが、国内で流通する薬物・銃器は全て海外から密輸入されたもので

ある。このため、海上ルートによる我が国への流入を阻止し、密輸事犯の国際組織犯罪

の摘発を図る必要がある。 

 

業績指標：薬物・銃器密輸事犯の摘発件数  

目標値：22.0 件／年（平成 15 年～平成 19 年の平均） 

          Ａ－２                    実績値：17.0 件／年（平成 14 年～平成 18 年の平均） 

                  初期値：20.6 件／年（平成 8 年～平成 12 年の平均） 

○業績指標 57：薬物・銃器密輸事犯の摘発件数 

(指標の定義) 

当該年を含む過去 5年間における薬物・銃器密輸事犯の

摘発件数（海上保安庁関与分）の平均値をいう。 

(目標値設定の考え方) 

平成 12 年から過去 5年間において、指標の最高値が

22.2 件であり、また初期値が 20.6 件であることを勘案

し、22.0 件以上を当面の目標とする。 

(考えられる外部要因) 

なし 

(他の関係主体) 

財務省、警察庁、厚生労働省、法務省 

 

過去の実績値               （暦年）

（  ）内は、単年の摘発件数

H14 H15 H16 H17 H18 

19.0 

(18)件 

19.2 

(17)件 

17.0 

(19)件 

15.6 

(9)件 

17.0 

(22)件 

 

主な施策 

主な施策の概要 
①情報収集・分析体制の強化 
  管区本部等の情報収集・分析体制の強化を図る。 
②内外の関係機関との連携強化 
  内外の関係機関と情報交換を実施するとともに、合同
捜査を実施するなどし、連携の強化を図る。 
③監視取締体制の強化 
  薬物・銃器密輸事犯に関連する国・地域等から来航す
る船舶等に対する監視取締りを実施するとともに、巡視
船艇、航空機の装備の充実を図る。 
 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・ 平成18年の実績値は17.0件となり、平成17年から1.4

件増加し平成 16 年の実績値と同じ 17.0 件まで回復し

たが、目標値である 22.0 件を達成することは出来なか

った。しかし、指標の要素である単年での薬物・銃器

密輸事犯の摘発件数は国際刑事課が発足した平成13年

以降最多となる 22 件で前年より 13 件増加した。これ

は、情報収集･分析体制の強化等の施策が効果的に機能

したものであると分析できる。また、この摘発件数の

増加は、目標値の達成を期待できるものであることか

ら、指標の進捗状況は順調であるといえる。今後も、

上記の施策を継続し摘発件数の増加に努める必要があ

る。 

（施策の実施状況） 

①情報収集・分析体制の強化 

・本庁及び管区海上保安本部並びに国際組織犯罪対策基地
等による情報収集・分析体制の強化及び機動的且つ広域
的な捜査活動の実施 
・警備情報システムの活用、高度化 
・管内最新実態の把握及び新規情報収集のための巡回連 
絡の実施 
 

②内外の関係機関との連携強化 
・相互訪問、人員派遣等による海外関係機関との協力関係
の強化による情報交換ネットワークの強化を推進 

・警察、税関等国内関係取締機関との定期情報交換、合同
捜査の実施等連携の強化を推進 
・国連薬物犯罪オフィス（UNODC）と協力して「海上薬物
取締セミナー（MADLES2006）」を開催し、アジア各国の
海上保安機関、薬物取締機関等と薬物情勢に関する情報
交換及び海上取締りに関する技術移転の実施 
 
③監視取締体制の強化 
・薬物・銃器等が流出するおそれの高い国から来航する船
舶に対する重点的な監視取締りの実施 
・国際取締官20名を増員し海上保安部等に配置 
・薬物・銃器密輸事犯が発生するおそれの高い海域におけ 
 る巡視船艇・航空機を利用した厳重な監視・警戒の実施 
・巡視船艇・航空機の装備の充実 

 
代表的な摘発事例 

  暴力団幹部等による北朝鮮船籍貨物船を利用した覚せ
い剤密輸入事件 

平成 18 年 5月から 7月までに、第八管区海上保
安本部、境海上保安部、国際組織犯罪対策基地は
警察、税関と合同で、暴力団幹部らが、平成 14 年、
北朝鮮から覚せい剤数百キログラムを同国籍貨物
船「ＴＵＲＵＢＯＮＧ １」（298 ﾄﾝ、北朝鮮人 17
名乗組み）を使用して島根県松江市沖の洋上まで
運搬させ、小型遊漁船を用いて瀬取りし、密輸入
したとして、関与した暴力団幹部ら 9名を覚せい
剤取締法違反で逮捕した。 



 
 
 

中国籍貨物船乗組員等に係る覚せい剤密輸入事件 
 平成 18 年 9 月 29 日、第五管区海上保安本部、
姫路海上保安署、国際組織犯罪対策基地は警察、
税関と合同で姫路港に着岸した中国籍貨物船
（2311 ﾄﾝ）を監視中、同船中国人船員がビニール
袋を携帯して上陸、岸壁上において車両内の人物
に手渡したのを認めたため、職務質問を実施し、
覚せい剤 3kg を押収するとともに、同船中国人船
員、車両に乗っていた中国人及び日本人を覚せい
剤取締法違反で現行犯逮捕、その後の捜索で同船
船内に隠匿された覚せい剤約 3kg を発見押収した。 

 
課題の特定と今後の取組の方向性 
 平成18年の業績指標の実績値は平成17年から増加し、
平成 16 年の実績値と同じ 17.0 件まで回復した。平成
18 年の 17.0 件という実績値は目標値の 22.0 件には達
していないが、平成 18 年単年では 22 件の薬物･銃器密
輸事犯を摘発している。これは、実施した施策が効果的
に機能したことによると分析できることから、Ａ－２と
評価した。しかしながら、我が国における薬物・銃器の
密輸事犯の背後には、国際的な犯罪組織が介在しており、
手口も巧妙化、潜在化し、依然として、摘発が困難な状
況が続いている。このため、情報収集・分析体制の強化、
内外の関係機関との連携強化、監視取締体制の強化の施
策を引き続き強力に推進していく。 

 
 

平成 19 年度における新規の取組 

・巡視艇の複数クルー制導入による海上保安体制の強化 
 
 

担当課等（担当課長名等） 

海上保安庁警備救難部管理課    （課長 佐藤 雄二） 
           国際刑事課（課長 竹田 聡） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

政策目標１１ 船員の災害防止 
 船員に安全な労働環境を確保するため、労働災害の未然防止と被害軽減が図られること 

 
（４６） 船員災害を防止する 
  船員災害は、陸上の全産業の労働災害に比べ死傷災害発生率、死亡災害発生率ともに高

くなっており、その未然防止と被害軽減を図る必要がある。 
業績指標：船員災害発生率             目標値：10.8‰（平成 19年度） 

Ａ－２                 実績値：11.3‰（平成 17年度） 
   初期値：13.2‰（平成 14年度） 

○業績指標 58：船員災害発生率 
(指標の定義) 
毎年４月１日より翌年３月 31日までの間に発
生した災害（転倒、船舶の機器によりはさまれ

る等の事故、海難、海中転落等）により死亡・

行方不明又は３日以上休業した船員の船員千人

あたりの率 
 
(目標値設定の考え方) 
平成 15年度から平成 19年度までの５年間に死
傷災害の発生率（年間千人率）を平成 14年度
に比べ 20％減少させる。 
① 全国平均の災害発生率を上回っている地域
（地方運輸局単位）においては、全国平均

まで減少させるとともに、さらに発生率を

５％減少させることを努力目標とした。 
② 全国平均の災害発生率を下回っている地域
においては、発生率を 10％減少させること
を努力目標とした。 

③ ①及び②の考え方に基づき平成 10～12年
度の３年平均の発生件数を基礎として目標

を算出した。 
 
(考えられる外部要因) 
・海運業、漁業の置かれている経済状況、船員

の労働条件（労働時間等） 
・船舶及び陸上作業機器・設備の構造に係る問

題 
・海上及び港における救急・救護体制 

 
 
過去の実績値           （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 
15.0‰ 13.2‰ 12.5‰ 11.9‰ 11.3‰

 
 
主な施策 
主な施策の概要 
○船員災害防止のための管理体制・基準策定等の

推進 
①安全管理体制の整備とその活動の推進 
・船舶所有者の安全管理体制の整備を推進し、安

全管理活動の活性化を図る。特に、中小船舶所

有者に対し船員災害防止のための協議会等の

設置を促進し、安全衛生教育、災害事例等に関

する情報交換等を推進する。 
 
②死傷災害の防止 
・作業時を中心とした死傷災害防止対策を図るた

め、業種別、態様別等の災害防止対策を策定す

るとともに、特に死亡率の高い海中転落対策と

して作業用救命衣等保護具の使用徹底を図る。

また、高年齢船員に対しては、心身機能の変化

に対応した死傷災害防止対策を推進する。 
      予算額 0.11億円（平成 18年度） 
 
 
測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 
・ 平成 1７年度については、重大災害もなく、
目標値を達成している。（図１） 

 平成 1７年度 11.3‰（対平成 12年度比 28％減） 
図１　災害発生率の推移
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・指標の内訳を見ると、漁船の災害発生率は依然

として高いものの、平成 17年度は平成 16年度に
比べ大きく減少しており、これが全体の発生率の

減少に効果をもたらしている。また、船員の高齢

化は依然として進んでおり、50歳以上の災害発生
件数は全体の半数以上となっている。（図２） 

 



 
図２　業種別年齢階層別災害発生状況（平成１7年度）
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(施策の実施状況) 
・毎年開催される安全衛生月間期間中に、訪船指

導を実施し、「転倒」、「はさまれ」、「海中転落」

の防止対策等の指導を行うとともに、安全に関

する各種講習会等を開催し船舶所有者、船員の

みならずその家族に対しても参加を求め、安全

意識の高揚を図った。 
  指導隻数      1,805隻 
  講習会等   52カ所   2,573人 
 
・関係機関、団体等で構成される船員災害防止推

進連絡会議を開催し、関係者間での情報交換、連

絡強化等を行った（開催回数 22回）。 
 
今後の取組の方向性 
・業績指標は順調に減少傾向を示しており、また

今後も引き続き船員災害の発生を防止する必

要があるため、Ａ－２と評価した。 
・船員災害の発生率は陸上災害の発生率に比べ依

然として高水準であることや、船員の高齢化等

による労働環境の急速な変化等を踏まえ、引き

続き中小船舶所有者を中心とした死傷災害防

止対策等を一層推進するものとする。 
 
平成 19年度以降における新規の取組 

○平成 19年度船員災害防止実施計画 
 第８次船員災害防止基本計画をもとに作成さ

れた平成 19年度船員災害防止実施計画の重点対
策（死亡災害の減少等）及び主要対策（海中転落

による死亡災害防止対策等）を推進し、死傷災害

の発生率（年間千人率）を、対前年度比４％減少

させることを目標とする。 
（平成 17年度において、死傷災害の発生率は、
目標を上回るペースで減少しているものの、引き

続き、前年度に比べ４％の減少させることを目標

とする。） 
○第９次船員災害防止基本計画の策定 
 平成 15年度を初年度とする第８次船員災害防
止基本計画が平成 19年度で最終年度を迎えるこ
とから、当該計画の実施状況等を踏まえつつ、平

成 20年度からの５年間を計画期間とする第９次

船員災害防止基本計画を平成 19年度中に策定す
る。 
 
 
担当課等（担当課長名等） 

担当課：海事局運航労務課（課長 持永 秀毅） 
 




