
（単位：百万円）

Ⅱ．国民の安全・安心の確保

　（１）防災・減災、老朽化対策

　＜災害発生時の応急活動の強化・充実＞

○電子防災情報システムの構築及びＴＥＣ－
　ＦＯＲＣＥの活動体制の強化

災害発生時の応急活動の強化・充実 6,130

台風・集中豪雨等に対する防災情報の強化 2,496

地震・津波・火山に対する防災情報の強化 2,887

一元的な海上交通管制の構築 758

大規模災害時における船舶の円滑な活用の
推進

120

大規模災害に備えた国土形成に資する総合
交通体系の確保

18

災害に強い物流システムの構築 267

　＜大規模地震に対して戦略的に推進する対策＞

海岸保全施設の耐震化・強靱化・津波対策 2,320

みどりの防災・減災対策推進事業の創設 100

国営公園における防災拠点機能等の強化 1,759

官庁施設の天井耐震対策 1,100

首都直下地震時の政府中枢機能維持に必要
な電力の確保

1,200

○代替性確保ネットワーク整備等の防災・震災
  対策

代替性確保ネットワーク整備等の防災・震
災対策

215,321

鉄道施設の耐震対策の推進 2,500

本州四国連絡橋（本四備讃線）耐震補強 4,799

長周期地震動対策 2,800

大規模災害に備えた防災拠点の整備 5,000

○地下街の防災対策の推進 地下街の防災対策の推進 2,000

○老朽建築物の建替え・耐震改修等の促進

１．「新しい日本のための優先課題推進枠」要望事項

項目 概要
平成26年度

優先課題推進枠
要望額

○気象等の監視・予測システムの強化

○災害時の救援・緊急輸送能力等の向上

○公共施設の耐震化、津波対策等による強靱化
　の推進

○鉄道施設の耐震対策に対する支援



（単位：百万円）

項目 概要
平成26年度

優先課題推進枠
要望額

　＜水害・土砂災害対策、渇水対策＞

○地下水対策の推進 地下水対策及び地下水保全管理調査等 24

○大規模土砂災害の総合的な防災・減災対策の
　推進

深層崩壊対策の推進 15

　＜災害等への対応力の強化＞

○地籍整備による土地境界の明確化の推進 官民境界の調査 943

○機動的な被害未然防止対策の強化 災害対策等緊急事業の推進 10,000

　＜社会資本の戦略的な維持管理・更新＞

インフラ長寿命化の推進 30

社会資本情報のプラットフォーム構築 160

老朽化対策に資する新たな点検・診断技術
の開発・導入等

42

モニタリング技術の開発・活用検討 30

メンテナンス技術の確立・育成 30

技術研究開発助成 50

道路の老朽化対策 19,953

鉄道施設の戦略的な維持管理・更新の推進 1,008

地下鉄の戦略的な維持管理・更新の推進 4,000

戦略的な港湾施設の点検計画策定手法の開
発

6

空港舗装の点検・補修技術の高度化 6

都市公園の戦略的な維持管理・更新の推進 2,375

公的賃貸住宅の長寿命化改修の先導的取組
支援

5,000

官庁施設の長寿命化 2,479

電気通信施設の長寿命化対策の検討 20

○社会資本の戦略的な維持管理・更新の推進

○大規模水害・土砂災害等に備えた治水対策、
　渇水対策の推進

激甚な水害・土砂災害を契機に緊急的に実
施する災害対策

148,670

○インフラ長寿命化の推進、点検・診断等の信
　頼性確保等



（単位：百万円）

項目 概要
平成26年度

優先課題推進枠
要望額

　＜防災・メンテナンス技術等によるイノベーション＞

○電子防災情報システムの構築及びＴＥＣ－
　ＦＯＲＣＥの活動体制の強化【再掲】

災害発生時の応急活動の強化・充実 6,130

○次世代インフラマネジメントシステムの構築
次世代社会インフラ用ロボット開発・導入
の推進

330

○下水道施設情報の効率的な情報共有・集約
防災のための下水道管理手法調査経費によ
る下水道施設情報システムの構築

90

　＜地域における総合的な事前防災・減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援＞

○地域における総合的な事前防災・減災対策、
　老朽化対策等に対する集中的支援（防災・安
　全交付金）

防災・安全交付金 284,855

　（２）公共交通等の安全・安心の確保

○海上交通、鉄道の安全対策の強化 大型コンテナ船の安全基準の確立 293

　（３）戦略的海上保安体制の構築

○戦略的海上保安体制の構築 戦略的海上保安体制の構築 20,854

小計 752,838

Ⅲ．経済・地域の活性化

　（１）国際競争力の強化等

　　＜都市の国際競争力強化・人流の円滑化＞

国際的ビジネス環境等改善・シティセール
ス支援

800

先導的都市環境形成促進
（業務継続街区（ＢＣＤ）の整備）

550

国際的な拠点地域における交通インフラの
整備

1,000

首都圏空港の機能強化 14,426

都心直結線の整備に向けた検討 300

○整備新幹線の着実な整備 整備新幹線の着実な整備 11,649

　＜強い経済の再生と成長を支える物流システムの構築＞

○総合的な物流施策の推進 物流産業イノベーションの推進 100

○効率的な物流ネットワークの強化 効率的な物流ネットワークの強化 89,310

国際コンテナ戦略港湾の整備 43,773

国際コンテナ戦略港湾への集貨促進 1,842

○大都市の国際競争力の強化のためのビジネ
　ス・生活環境整備

○首都圏空港の機能強化

○港を核とした国際コンテナ物流網の強化（国
　際コンテナ戦略港湾政策の深化と加速）



（単位：百万円）

項目 概要
平成26年度

優先課題推進枠
要望額

　＜競争力強化のための社会資本の総合的整備＞

○競争力強化のための社会資本の総合的整備
　（社会資本整備総合交付金）

社会資本整備総合交付金 245,977

　＜民間投資の促進＞

公共施設の資産評価やリスク分析のための
情報基盤の整備に係る支援

100

民間活力イノベーション推進下水道事業の
創設

910

　＜海洋の開発・利用・保全の戦略的な推進＞

海洋産業の戦略的育成のための総合対策 850

海洋構造物に係る研究開発のための基盤強
化

360

アジア地域における船員養成の支援 44

新たなエネルギー輸送ルートの海上輸送体
制の確立

740

海洋エネルギーの活用促進のための安全・
環境対策

100

　＜国際展開戦略＞

官民連携による海外交通プロジェクトの推
進

350

防災技術の海外展開に向けた防災協働対話
の展開

50

新興国等における水防災技術の現状に関す
る調査・検討

100

戦略的経済外交に資する我が国建設関連企
業の進出支援

67

我が国建設・不動産業の海外展開の促進 85

世界的水資源問題を踏まえた我が国の対応
方策の検討調査

10

道路分野の海外展開支援 100

都市環境問題分野での日露間協力に係る検
討

60

　（２）地域の活性化と豊かな暮らしの実現

　＜まちの活力の維持・増進（都市の再興）＞

都市機能の立地支援 4,000

コンパクトシティの形成支援 200

都市再興を促進する景観・歴史的風致形成
等の推進

500

○ＰＰＰ／ＰＦＩの推進

○海洋資源等の開発・利用の推進、海洋フロン
　ティアを支える環境整備

○インフラシステム輸出等の推進

○民間事業者の資金や公的不動産を活用した都
　市機能の立地誘導等



（単位：百万円）

項目 概要
平成26年度

優先課題推進枠
要望額

　＜人口減少・高齢社会、エネルギー問題等に対応するまち・地域づくり＞

スマートウェルネス住宅等の推進 7,500

公的賃貸住宅の福祉拠点化支援 20,000

○超小型モビリティの導入促進 道路環境等の対策 202

○地域交通のグリーン化を通じた電気自動車の
　加速度的普及促進

道路環境等の対策 604

エンジン都市圏を核とした周辺都市圏との
広域連携の推進

100

多様な主体による地方部の地域づくり活動
支援体制の構築支援

125

○イノベーションをもたらす地理空間（Ｇ空
　間）情報の活用の推進

地域活性化等に資する地理空間情報サービ
スの実証プロジェクトの展開

200

○環境・エネルギー対策の推進
下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロ
ジェクト）による水素への改質による創エ
ネ技術の実証

689

　＜公共交通の活性化＞

地域公共交通の確保維持改善 6,656

鉄道駅のバリアフリー化、ホームドアの整
備促進

3,354

○空港の抜本的な能力向上 那覇空港の滑走路増設 17,000

　＜条件不利地域等の支援＞

奄美群島の振興開発 3,049

小笠原諸島の振興開発 667

北海道産農水産品等の国際展開促進 36

インバウンド観光の振興を支える社会資本
の整備

556

　＜地域の活力を支える社会資本の総合的整備＞

○地域の活力を支える社会資本の総合的整備
　（社会資本整備総合交付金）【再掲】

社会資本整備総合交付金 245,977

○離島、奄美群島、小笠原諸島等の条件不利地
　域の振興支援

○北海道総合開発の推進

○公共交通の充実（新たな制度的枠組みの構
　築、ホームドアの整備促進等）

○スマートウェルネス住宅の実現に向けた支援

○多様な主体・地域の相互連携による地域づく
　りの推進



（単位：百万円）

項目 概要
平成26年度

優先課題推進枠
要望額

　＜住宅・不動産市場の活性化、建設市場の環境整備＞

不動産流通市場における情報ストック整
備・提供方法に関する調査・検討

82

不動産特定共同事業等を活用した不動産再
生推進のための人材育成

50

ヘルスケアリート等の活用に向けた環境整
備

70

不動産市場の変化に対応した鑑定評価手法
の検討

21

不動産価格指数の整備 175

土地政策に係る制度課題等の検討 14

海外からの不動産投資の促進 43

○中古住宅流通・リフォーム促進等の住宅市場
　活性化

既存住宅の長期優良化リフォームの推進 6,478

多様な入札契約方式等の導入・活用の推進 250

建設技能労働者人材確保・育成の促進 33

事業転換のための課題解決の支援 47

　＜将来にわたり水を持続的に活用できる社会の実現＞

○健全な水循環系の構築 健全な水循環系の構築に向けた調査・検討 70

　（３）観光立国の推進

○訪日プロモーションの戦略的・重点的実施等 戦略的訪日拡大プランの推進 2,006

○観光資源のポテンシャルを活かした魅力ある
　観光地域づくりの支援

観光地ビジネス創出の総合支援 600

小計 489,030

合計 1,241,869

○不動産市場の活性化のための環境整備

○建設市場の環境整備等の推進

（注）計数は、四捨五入の関係で端数において合計と一致しない場合がある。


