
 

 

 
政策目標１２ 地球環境の保全 
 地球環境保全への取組みがなされること 

 
（４７）自動車の燃費を向上させる 
  地球温暖化を抑止するため、自動車部門からの二酸化炭素排出量を削減していくことが

求められる。自動車一台当たりのエネルギー消費量を抑制することにより自動車単体の二

酸化炭素排出量を削減するため、自動車の燃費を向上させることが必要である。 
 
 
業績指標：重量車の平均燃費向上率（平成 14年度比） 目標値：  7％（平成 22年度） 

Ｃ－２                   実績値：集計中（平成 18年度） 
初期値：  0％（平成 14年度） 

※平成１８年の実績値は１２月頃に集計予定 

○業績指標 59：重量車の平均燃費向上率（平成
14年度比） 

(指標の定義) 
重量車（トラック・バス等）が 1リットルの燃
料で走行することができる距離の平均が、基準

年度（省エネ法に基づくトップランナー方式に

よる燃費基準が設定された際の基準年度）であ

る平成 14年度に対してどれだけ向上したかを
表す指標。 
 
(目標値設定の考え方) 
省エネ法に基づくトップランナー方式による重

量車の燃費基準は、平成 27年度を目標年度と
し、基準年度である平成 14年度から 12％燃費
が向上するものとして設定された。このため、

平成 14年度から平成 27年度にかけて重量車の
平均燃費向上率が目標となる 12％に向けて順
調に推移した場合を考慮し、平成 22年度の目
標値を 7％と設定した。 
 
(考えられる外部要因) 
重量車の区分（トラック・バス等の車種、車両

総重量クラス等）別の出荷台数比率 
 
(他の関係主体) 
経済産業省（省エネ法の機械器具に係る措置の

うち、自動車については経済産業省と国土交通

省の共管） 
 
 
過去の実績値           （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 

－ － － － － 

 
 

 
主な施策 

主な施策の概要 
○省エネ法に基づくトップランナー燃費基準の

導入 
 エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エ

ネ法）に基づき、重量車（トラック・バス等）

について、現在商品化されている自動車のうち

最高の省エネルギー（燃費）性能以上の水準を

目指すトップランナー燃費基準を導入する。 
 
測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 
(指標の動向) 
「判断できない」 
・重量車の燃費基準は平成 18年に施行されたば
かりで、平成 18年度の実績値は集計中である
が、早くも燃費基準を達成した重量車が開発・

販売されていることから、順調に推移している

ものと推察される。 
・これは、省エネ法に基づく燃費基準が設定され、

その達成に向けて、燃費性能の高い重量車の普

及が進んでいることによるものと考えられる。 
 
(施策の実施状況) 
・国内向け出荷される重量車の燃費値の調査を実

施し、燃費基準の達成状況を把握するよう努め

ている。 
・重量車の燃費に関する情報を国土交通省ＨＰ上

で公表し、燃費性能の優れた重量車にステッカ

ーを貼付する等により、自動車ユーザーの燃費

性能に関する意識を高め、燃費性能が高い重量

車の普及を促進するよう努めている。 
 
 



 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 
・業績指標は「重量車の平均燃費向上率（平成 14
年度比）」であり、実績値は集計中であること

からＣ－２と評価した。 
・今後は、引き続き燃費基準の達成状況を把握す

るよう、重量車の燃費値の調査を実施し、施策

の評価を進めていくこととする。 
 
 
平成 1９年度以降における新規の取組 

 
 
担当課等（担当課長名等） 

担当課：自動車交通局技術安全部環境課 
（課長 徳永 泉） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

政策目標 12 地球環境の保全 

 地球環境保全への取組みがなされること 

 

（４８）モーダルシフトを推進する 

京都議定書の公約達成のため、自動車よりも二酸化炭素排出量の少ない鉄道、海運へのモーダル

シフトを推進することで、中長距離幹線輸送において、貨物輸送システム自体を環境負荷の小さ

いものにする必要がある。 

 

 

業績指標：国内長距離貨物輸送におけるモーダルシフト化率 目標値：47% （平成 18 年度） 

Ｂ－３                    実績値：40.4%（平成 16 年度） 

初期値：40.4%（平成 11 年度）

○業績指標 60：国内長距離貨物輸送におけるモー

ダルシフト化率 

(指標の定義) 

「モーダルシフト化率」とは、輸送距離 500km

以上であって、内航海運で運ばれることの多い

産業基礎物資以外の雑貨輸送量のうち、鉄道又

は海運（フェリーを含む。）により運ばれている

輸送量の割合をいう。 

 

(目標値設定の考え方) 

京都議定書に規定された日本の温室効果ガス

の削減目標は、2008～2012 年において二酸化炭

素換算で 1990 年比▲6%であり、目標達成のため

の今後の運輸部門削減目標は 2450 万トンであ

る。物流分野においても、この削減目標の実現

に貢献していくため、モーダルシフト化率を平

成22年度までに50%に向上させることとしてお

り、したがって、平成 18 年度には約 47%の水準

とする必要がある。 

 

(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）

H13 H14 H15 H16 H17 

38.6% 32.1% 30.9% 40.4% 集計中 

 

主な施策 

主な施策の概要 

①荷主・物流事業者の自主的な取組の推進 

・グリーン物流パートナーシップ会議 

経済産業省と連携を図り、荷主や物流事業

者といった立場を超えて互いに協働・連携す

ることにより効果的なCO2排出量削減を図る

ため、「グリーン物流パートナーシップ会議」

を運営する。また、当会議で選定された先進

的な取り組み（モデル事業）やそれを普及・

拡大する事業（普及事業）に対し、事業費の

一部を補助するほか、CO2削減量の算定マニ

ュアルの作成、優良事例・先進事例の広報活

動などを行う。 

予算額：  3.4億円（平成17年度） 

39.8億円（平成18年度） 

 

②鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進 

・山陽線鉄道貨物輸送力増強事業 

コンテナ列車の長編成化を図る上で制約

要因となっていた変電設備の増強や待避線

延伸等の工事を実施し、平成19年3月に完成

した。 

予算額：1.98億円（平成18年度） 

・エコレールマークの普及 

   鉄道貨物の利用促進が図られるためには、

荷主等の企業や消費者においても、鉄道貨物

輸送による環境負荷低減の取組に対する意

識の向上が重要であることから、鉄道貨物輸

送を積極的に行っている企業や商品に対し

てエコレールマークの認定を行い、鉄道貨物

へのモーダルシフトの推進が図られるよう、

エコレールマーク普及についての取組を推

進する。 

 

③内航海運の競争力の強化 

・複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの拠

点的整備（◎） 

国及び港湾管理者等が複合一貫輸送に対

応した内貿ターミナルを整備することによ

り定時性・安定性を高め、国内海上輸送の利

用を促進する。 

予算額：105.1億円 (平成18年度） 

112.7億円（平成19年度） 

・共有建造制度によるモーダルシフト船等の建

造の促進 



 
・次世代内航船（スーパーエコシップ）の研究

開発 

ガスタービン対応型新船型、電気推進式二

重反転ポッドプロペラ等の革新的技術を取

り入れた次世代内航船の研究開発を実施。内

航物流における大幅なコスト削減、快適な労

働環境を実現し、モーダルシフトを推進する。 

予算額：0.42億円（平成18年度） 

0.38億円（平成19年度） 

・高度船舶安全管理システムの実用化 

平成13年度から４年間、陸上からの支援に

よる主機関の状態診断や故障予知等を行う

革新的な安全管理技術「高度船舶安全管理シ

ステム」の研究開発を実施。本システムの構

築により、船舶の安全性・信頼性の向上、機

関部作業の軽減、機関保守整備の合理化等、

本システムの普及に向けた環境整備に取り

組んでいる。 

（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） 

・平成10年度の42.9％から、平成15年度におい

ては30.9％と下落しているが、平成16年度に

は40.4％と上昇傾向を示している。 

 

（施策の実施状況） 

①荷主・物流事業者の自主的な取組の推進 

・グリーン物流パートナーシップ会議 

平成18年度は10件のモデル事業と52件の

普及事業について補助。うちモーダルシフト

について、20件を支援。これらのモデル事

業・普及事業が計画どおりに実施されれば、

年間およそ10.2万トンのCO2が削減される見

込みである。 

 

②鉄道貨物輸送へのモーダルシフトの推進 

・山陽線鉄道貨物輸送力増強事業 

平成19年３月に山陽線鉄道貨物輸送力増

強事業が完成し、コンテナ列車の長編成化が

実現した。 

 ・エコレールマークの普及 

   平成18年度においては、エコレールマーク

の商品（10件）、取組企業（32件）を認定し

た。今後も引き続きエコレールマーク普及に

ついての取組を推進する。 

 

③内航海運の競争力の強化 

・複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの拠

点的整備 

平成18年度においては、常陸那珂港等にお

いて、増加する内貿RORO貨物や船舶の大型化

に対応するため、複合一貫輸送ターミナルの

整備を推進した。 

・改正内航海運業法の適切な運用 

平成17年度より、参入規制の緩和等を内容

とする改正内航海運業法を施行し、意欲ある

事業者の事業展開の多様化、円滑化及び新規

参入を促している。 

（平成18年度新規参入事業者数：54事業者） 

・共有建造制度によるモーダルシフト船等の建

造の促進 

  平成18年度においては、共有建造制度によ

りスーパーエコシップを4隻（3,097総トン） 

建造した。 

・次世代内航船（スーパーエコシップ）の研究

開発 

二重反転ポッドプロペラ等の要素技術の

試験体等を搭載した実証船による実海域実

証実験の実施に向けた準備を完了。 

・高度船舶安全管理システムの実用化 

現在は、実用化に向けて「次世代内航船に

関する乗組み制度検討会」において、当該シ

ステムに係る乗組み制度の検討を行い、本シ

ステムの普及に向けた環境整備に取組んで

いる。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

平成１６年度のモーダルシフト化率は40.4%と

前年度に比べて上昇したが、平成１８年度目標値

47％の達成に向けては依然隔たりがある。また、

当該指標は、平成１８年度に設置した「モーダル

シフト促進のための要因分析調査委員会」におい

て検討を行い、その結果、今年３月に発表した報

告書の中において「鉄道・内航輸送量は昭和６０

年以降、ほぼ一様の増加傾向を示しているにもか

かわらず、自動車輸送量の変動傾向が大きいため

に両者の相対比率を示すモーダルシフト化率が

結果的に不安定な傾向を示している」とし、「荷

主企業、物流事業者、行政の環境負荷低減の取り

組み努力が十分に反映されていない点は否めな

い」と報告しているため、モーダルシフトに係る

関係者の環境負荷低減の取組状況を反映し得る

新たな指標を設定する必要がある。以上を踏まえ、

Ｂ－３と評価した。 

モーダルシフトは、地球温暖化対策のほか、省

エネルギーや労働力不足への対応策として非常

に有効であるため、施策を改善しつつ進める必要

があり、今後も物流分野のCO2削減に向けて関係



 
方面の連携強化を図り、裾野の広い取組を推進し

ていく。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

施策の幅を広げ、裾野の広い取組として、次の

事業を推進する。 

 

・グリーン物流パートナーシップ会議 

平成19年度は経済産業省との連携をさらに強

化し、取組を拡充させる。具体的には、新規性の

あるモデル事業やその普及・拡大を図る普及事業

に加え、プロジェクトの創成のための調査事業も

支援（ソフト支援事業）するなど、荷主企業と物

流事業者の連携によるCO2削減の取組の裾野をさ

らに広げる。 

予算額：36.0億円（平成19年度） 

 

・北九州・福岡間鉄道貨物輸送力増強事業 

山陽線に引き続き、九州地区の港を経由した東

アジアとの輸出入貨物の増加等に対応するため、

新たに北九州・福岡間について、貨物列車長編成

化のための整備を行う（平成22年度完成予定）。 

予算額：0.4億円（平成19年度） 

 
・共有建造制度によるモーダルシフト船等の建造

の促進 

 平成 17 年度から船舶共有建造制度を活用して

スーパーエコシップを建造する場合において船

舶使用料減免を行うために必要な経費を鉄道建

設・運輸施設整備支援機構に対して出資すること

により、モーダルシフト船等の建造を促進する。 

予算額：40.0 億円（平成 18 年度） 

39.5 億円（平成 19 年度） 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：政策統括官付参事官（物流政策） 

（参事官 甲斐 正彰） 

関係課：鉄道局貨物鉄道政策室 

（室長      ） 

海事局総務課企画室 

（室長 市岡 卓） 

港湾局計画課 

（課長 富田 英治） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 政策目標 12 地球環境の保全 

 地球環境保全への取組みがなされること 

 

（４９） 住宅・建築物の省エネルギー化を推進する 

我が国の全エネルギー消費量の約3割を占める民生部門のエネルギー消費量は一貫して増加

傾向にある。ＣＯ 2 の排出量を削減し、地球温暖化を防止するため、住宅・建築物の省エネル

ギー化を図る必要がある。           

 

業績指標：住宅、建築物の省エネルギー化率 

                                        目標値：31％（平成 22 年度） 

                         住 宅 ス ト ッ ク    Ａ－２     実績値：18％（平成 15 年度） 

                                            初期値：18％（平成 15 年度） 

                                            目標値：50％（平成 20 年度） 

新  築  住  宅     Ａ－２     実績値：30％（平成 17 年度） 

                                                初期値：32％（平成 16 年度） 

                  目標値：80％（平成 20 年度） 

             一定の新築建築物    Ａ－２     実績値：74％（平成 16 年度） 

                                              初期値：74％（平成 16 年度）

○業績指標 61 ①：一定の省エネルギー対策を講じ

た住宅ストックの比率 

(指標の定義) 

一定の省エネルギー対策（全部又は一部の窓

に二重サッシ又は複層ガラスを使用すること。）を

講じた住宅ストックの比率。 

 

(目標値設定の考え方) 

住生活基本計画（一定の省エネルギー対策を講

じた住宅ストック比率について平成 27 年 40％達

成）と整合をとりながら目標年次を変えて設定。 

 

(考えられる外部要因) 

該当なし 

 

(他の関係主体) 

住宅供給事業者（事業主体） 

 

過去の実績値                   （年度）

H15 H16 H17 H18 H19 H20 

18％ － － － － － 

 

○業績指標 61 ②：新築住宅における次世代省エネ

基準（平成 11 年基準）達成率 

(指標の定義) 

当該年度の新築着工住宅のうち、省エネルギー

法※に基づく省エネ基準（次世代省エネ基準）に

適合しているものの割合。 

・ 省エネ基準：住宅におけるエネルギーの使用

の合理化のために建築主の努力義務として定

める「住宅の建築主等の判断の基準」等。昭和

55年に制定した後、平成４年及び平成11年に

基準の改正・強化を行っており、平成11年のも

のを「次世代省エネ基準」と呼んでいる。 

 

※ 「省エネルギー法」：エネルギーの使用の合理

化に関する法律 

 

(目標値設定の考え方) 

京都議定書目標達成計画で設定された目標値

（新築着工に占める次世代省エネルギー基準の達

成割合住宅について2008年度：現行基準を５割が

達成）と整合をとりながら目標年次を変えて設定。 

 

(考えられる外部要因) 

該当なし 

 

(他の関係主体) 

住宅供給事業者（事業主体） 

 

過去の実績値                  （年度）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 

13％ 17％ 21％ 23％ 32％ 30％

※ 平成12年より運用が開始された住宅性能表示制

度（建設性能評価）を利用した住宅における初期

値及び実績値。 

 

○業績指標 61 ③：一定の新築建築物における次世

代省エネ基準（平成 11 年基準）達成率 

(指標の定義) 

当該年度に着工された新築建築物（非住宅・2000

㎡以上）のうち、「判断の基準」に適合している建築

物の床面積の割合。 

・ 判断の基準：省エネルギー法に建築物の断熱

化、設備の効率的利用に関して努力義務として

定める建築主の判断の基準 

 

(目標値設定の考え方) 

京都議定書目標達成計画で設定された目標値

（新築着工に占める省エネルギー法に基づく建築主



 
の判断基準の達成割合：2006 年度８割相当）と整合

をとりながら目標年次を変えて設定。 

 

(考えられる外部要因) 

なし 

 

(他の関係主体) 

建設事業者等（事業主体） 

 

過去の実績値                   （年度）

H11 H12 H13 H14 H15 H16 

34％ 34％ 35％ 50％ 70％ 74％ 

※ 当該年度に建築確認された建築物（2,000 ㎡以

上）のうち省エネ基準に適合している建築物の床

面積の割合 

 

主な施策 

主な施策の概要 

①住宅関係（◎） 

1) 省エネルギー法による住宅の省エネ措置の努力
義務等 

・ 省エネルギー法に基づき、建築主に対し基準に

基づく省エネ措置の努力義務を課している。 

・ 改正省エネ法に基づき、一定規模以上の住宅の

建築・大規模改修時等の省エネルギー措置の届

出義務付け等を実施。（平成 18 年 4 月施行） 

2) 省エネ措置等を講じた住宅に対する優遇措置 
・ 省エネ措置等を講じた住宅の取得を支援するた

め、住宅金融公庫の証券化ローンの枠組みを活

用して金利引下げを実施。 

・ 住宅金融公庫の融資において、省エネ措置等を

講じた住宅に対する割増融資、基準金利を適

用。 

・ 公共住宅等の省エネ措置の支援 

3) その他 
・ 住宅性能表示制度の普及推進 

・ 民間事業者等による先導的技術開発の支援 

 

②建築物関係（◎） 

1) 省エネルギー法による建築物の省エネ措置の努
力義務等 

・ 改正省エネ法を施行し、特定建築物（非住宅・

2000 ㎡以上）の新築・増改築時の省エネルギー

措置の届出の義務化を柱とする改正省エネ法を

施行。（平成 15 年４月施行） 

・ 省エネルギー法に基づき、「判断の基準」を定め、

建築主に対し同基準に基づく省エネルギー措置

の努力義務を課す。平成 15 年２月に改正した

「判断の基準」を施行、用途区分の追加、中小規

模の建築物向けのわかりやすい仕様基準の追加

を行っている。（平成 15 年４月施行） 

・ 改正省エネルギー法に基づき、一定規模以上の

建築物の大規模改修時等の省エネルギー措置

の届出義務付け等を実施。（平成18年４月施行） 

2) 省エネ措置を講じた建築物に対する優遇措置 
・ 日本政策投資銀行よる省エネルギー措置を講じ

た建築物等に対する低利融資。 

・ 一定の省エネ設備を取得し、事業の用に供した

場合の所得税等の優遇。 

3) 官庁施設のグリーン化の推進 
・ グリーン庁舎の整備 

・ グリーン診断・改修の推進 

・ 既存官庁施設の適正な運用管理の徹底 

 

（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) 

①一定の省エネルギー対策を講じた住宅ストックの

比率 

住宅・土地統計調査を利用しているため、毎年

把握できるものではないが、住宅の省エネルギー

化率の上昇は、一定の省エネルギー対策を講じた

住宅のストックの比率の上昇につながるため順調

に向上していると思われる。 

②住宅の省エネルギー化率 

住宅性能表示制度（建設性能評価）を利用した

住宅の省エネ基準適合率は、平成 12 年度 13.4%

から平成17年度30.3%と概ね順調に向上している。 

③建築物の次世代省エネ基準（平成 11 年基準）達

成率 

建築物の省エネ基準適合率は、平成 16 年度約

74%となっており、建築物の次世代省エネ基準適合

率は順調に向上している。 

 

(施策の実施状況) 

①住宅ストック 

・ 省エネルギー法に基づき、建築主に対し基準に

基づく省エネ措置の努力義務を課している。 

②住宅関係 

・ 次世代省エネ基準に適合する住宅の建設に対し、

証券化ローンの枠組みを活用した金利引下げ及

び住宅金融公庫融資における割増融資等を実

施。（平成 18 年度 証券化ローンの枠組みを活

用した金利引下げ戸数 19,506 件の内数） 

・ 省エネルギー性能を含む住宅の性能について

分かりやすく表示する制度（住宅性能表示制度）

の普及を推進。（平成 18 年度：設計性能評価を

受けた新築住宅戸数 250,869 戸（速報値）） 

③建築物関係 

・ 平成 14 年６月に省エネルギー法が改正され、特

定建築物の新築・増改築時の省エネルギー措置



 
の届出が義務づけられた（平成１５年４月施行）。 

・ 上記法改正による省エネ意識の向上等により平

成15年度の実績値、平成16年度の実績値共に、

その前年度に比較して大きく向上。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性

業績指標は、ストック・住宅・建築物ともに概ね順調

に向上しており、Ａ－２と評価した。現在の施策により、

業績指標が概ね順調に向上していることから、引き続

き現在の施策を継続する。一方で、民生部門のエネ

ルギー消費量は、豊かさを求めるライフスタイル等を

背景に一貫して大きく伸張しているため、省エネ措置

の届出義務の対象の拡大等を内容とする改正省エ

ネ法の的確な施行により、より一層住宅・建築物の省

エネルギー化を図っていく必要がある。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅生産課 (課長 坂本 努) 

    住宅局建築指導課（課長 水流 潤太郎） 

関係課：官庁営繕部設備・環境課営繕環境対策室         

（室長 内野井 宗哉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

政策目標１３ 大気、騒音等に係る生活環境の改善 

大気汚染や騒音等による生活環境への影響の改善や都市のヒートアイランド現象の緩和が図られること 
 

（５０）自動車から排出されるＮＯｘ・ＰＭを減少させる 

大都市地域等における大気汚染問題を改善するため、自動車に起因するＮＯｘ・ＰＭ排出量を

削減することが必要である。 
 

業績指標：NO2・SPMの環境目標達成率 

A-2（NO2） 

C-2（SPM） 

目標値：NO2  約 8 割（平成 19 年度） 
SPM  約 6 割（平成 19 年度） 

実績値：NO2  82％（平成 18 年度） 

    SPM 37％（平成 18 年度） 

初期値：NO2  64％（平成 14 年度） 

    SPM  － （平成 14 年度） 

 

 

 

 

○業績指標 62：NO2・SPMの環境目標達成率 

・NO2
（指標の定義） 

自動車NOX・PM法
※1対策地域内で、NO2について環境基準

※2を達

成している観測局（自動車排出ガス測定局（自排局）と国土

交通省設置の常時観測局）の割合（データは前年度） 
※1 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法 

※2 NO2濃度1時間値の1日平均値の年間98%値が0.04ppmから0.06ppm

までのゾーン内又はそれ以下であること 

（目標値設定の考え方） 

平成 22年度までに100%を目指す（自動車NOX・PM法施行令）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） 

自動車以外の発生源（固定発生源）、交通量の変動、大型車混

入率の変動 

 

（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】 

 

 

・SPM 

（指標の定義） 

自動車NOX・PM法対策地域内の対象測定局
※3のうち、SPMの当初

の測定値（平成 13 年）における道路寄与分※4が半減している

測定局の割合（データは前年度） 
※3 SPM 濃度の測定値（1 年間の測定を通じて得られた 1 時間値の 1

日平均値のうち、高い方から数えて 2%の範囲にある測定値を除外

した後の最高値）が、0.10mg/m3 を超えており、かつ、当該測定

局に最も近い一般環境大気測定局（一般局）の測定値を上回る自

排局（データは平成 10～13 年度の平均） 

※4 対象となる自排局の測定値と、当該測定局に最も近い一般局の測

定値の差 

（目標値設定の考え方） 

平成 22年度までに100%を目指す（自動車NOX・PM法施行令）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） 

自動車以外の発生源（固定発生源、自然由来）、交通量の変動、

大型車混入率の変動 

 

（他の関係主体） 

該当なし 

 

 

 

 

過去の実績値の推移              （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

NO2 ：64%

SPM：－

NO2 ：67%

SPM： 9%

NO2 ：73% 

SPM：21% 

NO2 ：79% 

SPM：25% 

NO2 ：82% 

SPM：37% 

 

主な施策等 

主な施策の概要 

○沿道等における大気汚染対策の推進（◎） 

・環状道路、バイパスの整備等交通の円滑化対策等 

○低公害車の開発・普及の促進（◎） 

・低公害車の導入促進（CNG 車普及促進モデル事業の推進）等 

予算額：大気・騒音等に係る生活環境の改善 

事業費 1,455 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） 

○NO2・SPMの環境目標達成率

・ NO2の環境目標達成率については、79％（平成 17 年度）か

ら 82％（平成 18 年度）となり、目標である約 8割に達し

た。SPMの環境目標達成率についても、25％（平成 17 年度）

から 37％（平成 18 年度）と 1年間で 12％も増加し、順調

に伸びている。 

（なお、各年度の指標値の算出には、自治体が設置してい

る観測局のデータの入手に時間を要するため、前年度のデ

ータを用いている。） 

 

（施策の実施状況） 

○NO2・SPMの環境目標達成率 

・ 大気質の現況が環境基準を超えていると認められる地域

において、環状道路、バイパスの整備等交通の円滑化に資

する事業などを実施。 

・ 直轄国道沿道で国土交通省が新たに設置した6箇所の常時

観測局でデータ公表を開始。 

 

 



 
課題の特定と今後の取組の方向性 

○NO2・SPMの環境目標達成率 

・ NO2に関する業績指標は、年々着実に改善傾向であり、現

在の施策を継続することが適当であるため、Ａ－２と評価

した。 

・ SPM については、1 年間で 12％も増加するなど顕著な改善

傾向を示しているが、当該指標は、例えば、自排局、一般

局の測定濃度がともに減少した場合には、施策の効果によ

り大気環境が改善しても業績指標が伸びない現象も起こ

りえることからＣ－２と評価し、今後、指標の見直しを行

う。 

（課題の特定） 

・ 交通量の多い幹線道路同士が交差する交差点の近傍等に

おいて、長年環境基準を上回る測定局が存在する。 

（今後の取組の方向性） 

・ 大気質の状況が厳しい地域を中心に、自動車から排出され

る NO2 及び SPM を抑制するため、環状道路、バイパスの整

備等交通の円滑化に資する事業などを重点的に実施する。 

 

※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）。 

担当部局等 

担当部局：道路局 地方道･環境課 道路環境調査室 

 （室長 川瀧 弘之） 

関係部局：自動車交通局 技術安全部環境課 

（課長 徳永 泉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

政策目標１３ 大気、騒音等に係る生活環境の改善 

大気汚染や騒音等による生活環境への影響の改善が図られること 

 

（５１）幹線道路の沿道住民の騒音被害を軽減する 

幹線道路の沿道では、自動車騒音の要請限度を超える区域がいまだに多く存在し、安眠を妨害

されるなど沿道住民の生活環境が著しく損なわれていることから、改善が必要である。 

 

業績指標：夜間騒音要請限度達成率 

Ａ－２ 

目標値：72%（平成 19 年度） 

実績値：73%（平成 18 年度） 

初期値：61%（平成 14 年度） 

 

○業績指標 63：夜間騒音要請限度達成率 

（指標の定義） 

環境基準類型指定地域※1または騒音規制区域※2いずれかを通

過する直轄国道のうち、夜間騒音要請限度※3を達成している

道路延長の割合 
※1 環境基本法第 16 条第 2 項の規定に基づく、騒音に係る環境基準

に掲げる地域の類型が指定されている地域 

※2 騒音規制法第 3条第 1項の規定に基づく指定地域 

※3 「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における

自動車騒音の限度を定める省令」により定められる「幹線交通を

担う道路に近接する区域」についての夜間の基準値 

（目標値設定の考え方） 

長期的に 100%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） 

交通量の変動、大型車混入率の変動 

 

（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】 

 

過去の実績値の推移              （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

61% 64% 67% 71% 73% 

 

主な施策等 

主な施策の概要 

○沿道等における騒音対策の推進（◎） 

・ 低騒音舗装の敷設、環境施設帯の設置等 

予算額：大気・騒音等に係る生活環境の改善 

事業費 1,455 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） 

・ 夜間騒音要請限度達成率は、平成 14 年度実績値 61％に対

し、平成 18 年度実績値が 73%となり、指標は順調に推移し

ている。 

・ 全国的にみれば、沿道における騒音の状況は改善傾向にあ

るが、非達成区間が依然 3割程度残存している。 

 

（施策の実施状況） 

・ 騒音の現況が厳しい地域において、低騒音舗装の敷設、遮

音壁の設置等を重点的に実施。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 業績指標は、年々着実に改善傾向にあるため、現在の施策

を継続することが適当であるため、Ａ－２と評価した。 

（課題の特定） 

・ 首都圏において、達成率が低い地域が多くみられる。 

（今後の取組の方向性） 

・ 夜間騒音の要請限度を超える区間を中心に、低騒音舗装の

敷設、遮音壁の設置、環境施設帯の設置等を重点的に実施。 

 

※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-per

form.html）。 

担当部局等 

担当部局：道路局 地方道･環境課 道路環境調査室 

 （室長 川瀧 弘之） 

 



 

政策目標 13 大気、騒音等に係る生活環境の改善 
大気汚染や騒音等による生活環境への影響の改善や都市のヒートアイランド現象の緩和が図られること 

 
（５２）空港周辺の騒音による生活環境への障害を軽減する 

航空機騒音については環境基本法に基づき、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持

されることが望ましい環境基準が定められており、当該基準を達成していない空港について

は、住民の生活環境に障害が生じていることから、空港周辺住民の生活環境を改善する必要が

ある。 
 
  業績指標：航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率        目標値：95%  （平成 18年度） 
   Ａ－２                           実績値：94.7%（平成 18年度） 
                                 初期値：93%  （平成 12年度） 
 
○業績指標 64：航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率 
（指標の定義） 
空港周辺地域の全対象家屋のうち、住宅防音工事を施工した

家屋数の割合。 

（目標値設定の考え方） 
航空機騒音に係る環境基準を達成していない空港について、

周辺住民の生活環境改善のため、民家防音工事を促進するこ

とにより環境基準の屋内達成率の向上を図る。目標値につい

ては現状及び近年の推移を踏まえ、設定。将来的には１００％

を目指す。 
（考えられる外部要因） 
なし 
（他の関係主体） 
なし 
 

過去の実績値の推移               （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

93.8% 94.0% 94.1% 94.6% 94.7% 

 
 
○業績指標 64：航空機騒音に係る環境基準の屋内達成率 
主な施策 

主な施策の概要 
①民家防音工事の推進 
空港周辺住民が住宅に対して行う防音工事に対し助成する。 
予算額：住宅防音工事補助 30億円 (平成 18年度) 

住宅防音工事補助 29億円 (平成 19年度) 
 

②航空機騒音対策の実施 
航空機騒音対策として、発生源対策（航空機本体の騒音低減）、

空港構造の改良（空港又は滑走路の移転等）及び空港周辺対

策（緩衝緑地帯の整備や移転補償事業等）を実施してきてい

る。 
予算額：移転補償事業等 124億円 (平成 18年度) 
    移転補償事業等  94億円 (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） 
・対象となる世帯は特定されており、毎年度、住宅の修繕等を

契機とした補助申請に基づき防音工事を施工しているので、

徐々にではあるが実績値は伸びており、平成18年度末には
94.7％となっている（平成18年度の申請・実施件数は81世帯）。 

 
 
（施策の実施状況） 
・民家防音工事、発生源対策、空港構造の改良、緩衝緑地帯の

整備及び移転補償事業等総合的な空港環境対策を着実に実

施している。 
・市町村や空港周辺整備機構の広報誌やＨＰ等を通じて補助制

度の周知等を図っている。 

 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・ 業績指標における目標値達成に向け、実績値が向上しており、

A-2(施策の維持)と評価した。 
・しかしながら、年々実績値は向上する一方で、目標値は未だ

達成していないことから、今後とも、対象となる住宅に居住

する住民に対し、市町村や空港周辺整備機構の広報誌やＨＰ

等を通じて補助制度の周知等を図り、引き続き、防音工事を

促進することにより環境基準の屋内達成率の向上を着実に実

施していく。 
・あわせて、平成１８年度実績値を初期値とし、平成１９年度

以降も政策評価を実施する。 
 

平成 19年度以降における新規の取組 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：航空局飛行場部環境整備課（課長 荒川 敦） 

 



 

 

 
政策目標 14 良好な自然環境の保全、再生及び創出 

 豊かで美しい自然環境の保全、再生及び創出が図られること 

 

（５３）失われた水辺を再生する 

豊かで美しい環境の保全・回復を図るため、過去の開発や侵食等により失われた水辺を

再生する必要がある。 

業績指標：失われた自然の水辺のうち、回復可  目標値：約２割（平成 19 年度） 

     能な自然の水辺の中で再生した水辺  実績値：１５％（平成 18 年度） 

     の割合               初期値： ０ （平成 14 年度） 

Ａ－２ 

○業績指標 65：失われた自然の水辺のうち、回復可能な

自然の水辺の中で再生した水辺の割合 

 

(指標の定義) 

過去の開発等により人工的な構造物で覆われた水辺（河

岸延長：1,270km）や海岸侵食によって失われた砂浜（砂

浜延長：460km）のうち復元・再生する割合 

 

(目標値設定の考え方) 

長期的には回復可能な延長の 100％を再生・回復するこ

とを目標に、積極的に対策を進め、平成 19 年度におい

て約 2割を目標とした 

 

(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）

H13 H14 H15 H16 H17 H18 

－ 0 6% 8% 11% 15% 

 

 

主な施策 

主な施策の概要 

 

① 自然再生、多自然川づくり等（◎） 

河川において、良好な自然環境の再生のための自

然再生や多自然川づくりを推進。 

 予算額 12,105 億円（平成 18 年度）の内数 

 

② 渚の創生事業（◎） 

海岸侵食によって失われた砂浜に対し、沿岸域等

において堆積傾向にある箇所の余剰土砂や各種の

事業によって生じる浚渫土砂を有効活用し、効率

的な海岸侵食対策を進める。 

 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 年度の実績値は約 15%であり、順調に推移

しているものと考えられる。 

・ 平成 14 年度から自然再生事業を創設し重点的に取

り組んでいるところであり、目標年次（平成 19 年

度）に向けて事業の進捗が図られている。 

・ 海浜の整備や侵食対策などにより良好な砂浜の保

全創出が促進された。 

 

(施策の実施状況) 

・ 自然再生、多自然川づくり等を多摩川、木曽川等で

実施 

・ 渚の創生事業 

鹿嶋海岸、伏木富山港海岸を含む 8箇所で整備中 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ 平成 18 年度の実績値は約 15%であり、業績指標の

着実な進捗が見られることからＡ－２と評価した。 

・ 今後とも以下の取り組みを継続する。 

平成 18 年 10 月に策定した「多自然川づくり基本

指針」を踏まえ、事業推進にあたっての人材育成及

びアドバイザーの現地への派遣等の技術的支援等

を実施する。 

川内川、天竜川等において、災害に対する安全性

を向上しつつ、自然河岸への再生をより一層推進す

る。 

効率的な土砂管理対策により引き続き砂浜の創

出に努める。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：河川局河川環境課 （課長 久保田 勝） 

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 14 良好な自然環境の保全、再生及び創出 

 豊かで美しい自然環境の保全、再生及び創出が図られること 

（５４）失われた湿地・干潟を再生する 

 自然再生法が成立するなど生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図ることが

求められており、過去の開発等により失われた良好な自然環境である湿地や干潟の再生等の自然再

生に積極的に取り組んでいく必要がある。 

 

業績指標：失われた湿地や干潟のうち、回復可能な湿地や   目標値：約 3割（平成 19 年度） 

干潟の中で再生したものの割合          実績値：約 2割（平成 18 年度） 

Ａ－２                 初期値：約 2割（平成 14 年度）

○業績指標 66：失われた湿地や干潟のうち、回復可能な

湿地や干潟の中で再生したものの割合 

(指標の定義) 

過去の開発等により失われた良好な自然環境である湿

地、干潟の中で、回復可能な面積約 7,000ha（湿地

3000ha、干潟 4,000ha）のうち復元・再生する割合。 

 

(目標値設定の考え方) 

長期的には回復可能な面積の 100%を再生・回復するこ

とを目標に、平成 19 年度末までに 900ha（湿地 600ha、

干潟 300ha）を再生することで目標値を設定。 

(約 3割= 

( 1,200ha + 900ha ) / ( 3,000ha + 4,000 ha)) 

 

(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章及び第 3章に記載あり】

 

過去の実績値               （年度）

H14 H15 H16 H17 H18 

約 2 割 約 2割 約 2割 約 2割 約 2割 

 

主な施策 

主な施策の概要 

①河川における湿地・干潟の再生（◎） 

河川において、湿地や干潟を再生する自然再生事業

を推進することにより、良好な河川環境の保全再生を

図る。 

予算額 12,105 億円の内数（平成 18 年度） 

 

②港湾・海域における海浜・干潟等の保全・再生・創出（◎） 

    予算額 4,015 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) 

・ 自然再生事業等により着実に干潟等の保全・再生等を

進めているところであるが、事業は単年度で完了する

ものではなく、複数年をかけて事業を推進し、事業が

完了した時点で「回復・創造」として供用開始し、初

めて完了となるものであり、目標年次（平成 19 年度）

に向けて事業の推進が図られている。 

(施策の実施状況) 

・ 平成 14 年度から自然再生事業を創設し、松浦川、釧

路川等にて湿地の再生を行っているところ。 

・ 堺泉北港、百貫港等にて干潟の再生を行っているとこ

ろ。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・ （指標の動向）に記載したとおり、目標年次に向けて

事業の推進が図られている。 

・ 平成 18 年度は鶴見川、東京港で新たに事業着手する

等、着実に事業が実施されていることから、Ａ－２と

評価した。 

・ 引き続き自然再生事業を推進していく。 

 

 

 

平成１９年度以降における新規の取組 

・ リサイクル材の干潟造成への活用に向けて、三河湾に

おいて現地実証試験を実施する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：河川局河川環境課 （課長 久保田 勝） 

港湾局国際・環境課（課長 小山 彰） 



 
 

政策目標 14 良好な自然環境の保全、再生及び創出 

豊かで美しい自然環境の保全、再生及び創出が図られること 

 

（５５）都市域における自然環境を再生する 

都市域において、樹林地・草地・水辺地等により構成される良好な自然的環境を確保する

ため、公園・緑地を整備する必要がある。  

業績指標：生物多様性の確保に資する良好な樹林     目標値：2,400 ha （平成 19 年度） 

地等の自然環境を保全・創出する公園     実績値：約 2,200ha（平成 18 年度※） 

・緑地                   初期値：    0 ha （平成 14 年度） 

        Ａ－２                     ※速報値  
  

○ 業績指標 67：生物多様性の確保に資する良好な樹

林地等の自然環境を保全・創出する公園・緑地 

(指標の定義) 

都市域において、樹林地・草地・水辺地等により構

成される良好な自然環境を 

・ 都市公園の整備により保全・創出 

・ 緑地保全地区等の指定により保全 

・ 港湾緑地により創出 

することにより平成14年度以降新たに制度的に担保

する面積 

 

(目標値設定の考え方) 

都市域において、良好な自然環境を、公園・緑地の

整備等、適正に保全・創出を図ることとしており、

平成 19 年度目標においては、当面制度の適用が見込

まれる地域を設定。 

 

(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３章に記載あり】 

 

過去の実績値              （年度）

H14 H15 H16 H17 
H18 

速報値 

0ha 約 300ha 約 700ha 約1,400ha 約 2,200ha

 

主な施策 

主な施策の概要 

① 自然再生緑地整備事業の推進 

埋立造成地や工場等からの大規模な土地利用転換

地など自然的な環境を積極的に創出すべき地域に

おいて樹林地や湿地、干潟の再生創出など生物多

様性の確保に資する良好な緑地の整備を推進する。 

予算額：都市公園事業費補助 
約 734 億円の内数(平成 18 年度国費)  

 

② 緑地保全事業の推進 

緑地保全事業を推進することにより、身近な緑地

の保全を図る。 

予算額：古都及び緑地保全等事業補助 

約 53 億円の内数（平成 18 年度国費） 

 

③ 緑地環境整備総合支援事業 

都市公園の整備、特別緑地保全地区の指定及び市

民緑地制度による民有緑地の公開等の多様な手法

の活用による緑とオープンスペースの確保を支援

する。 
予算額：緑地環境整備総合支援事業費補助  
約 54 億円の内数(平成 18 年度国費) 

  

④ 港湾環境整備事業の推進 

港湾内の生活・労働環境改善などを図り、港湾空

間における良好な環境実現のため、港湾緑地を計

画的に整備する。 

予算額：約 118 億円の内数(平成 18 年度事業費) 

 

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等に基づく速報値は、

平成 18 年度末現在で約 2,200ha となっており、

順調に進捗しているものと考えられる。 
(施策の実施状況) 

・ 都市公園事業費補助により地方公共団体による自

然再生緑地整備への支援を行った。 

・ 港湾緑地の整備を全国約 90 港で実施した。 

 

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 2,200ha と順調

に推移しており、Ａ－２と評価した。 

・ 都市域において、樹林地・草地・水辺地等により

構成される良好な自然的環境を確保するため、公

園・緑地を整備する。 

・ 港湾空間における良好な環境実現のため、港湾緑

地の計画的な整備を進める。 

 

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） 

関係課：港湾局国際・環境課 

（課長 小山 彰） 



 
政策目標１５ 良好な水環境への改善 
良好な水質、健全な水量等を有する水環境への改善が図られること 

 
（５６）水質保全上重要な地域における水質を改善する 
三大湾や指定湖沼などの閉鎖性水域においては、水質の改善が十分でなく赤潮等による漁

業被害やレジャーへの影響などの問題が顕在化している。このため、これらの水域について

早急な改善が必要である。 
業績指標：環境基準達成のための高度処理人口普及率  目標値：17％（平成 19年度）  

                 Ａ－１   実績値：14％（平成 17年度） 
                       初期値：11％（平成 14年度） 

業績指標：湾内青潮等発生期間の短縮  Ｃ－２  目標値：平成 14年度比約  5%減（平成 19年度）    
  実績値：平成 14年度比約 15%減（平成 17年度） 
初期値：0% （平成 14年度） 

○業績指標 68：環境基準達成のための高度処理 
人口普及率 

(指標の定義) 
流域別下水道整備総合計画（注１）等により、

三大湾（注２）、指定湖沼（注３）等の水質環境基

準（注４）の達成と、そのために必要な高度処理

（注５）の実施が明確に関連付けられており、そ

の放流水質が水質汚濁防止法による規制の対象

となっている高度処理が実施されている区域内

人口の総人口に対する割合をいう。 
 
(注１)下水道法に基づく計画で、河川、湖沼、海域等の

公共用水域の水質環境基準を達成維持するために

必要な下水道の整備を最も効果的に実施するため

の上位計画。 
(注２)伊勢湾、東京湾、大阪湾 
(注３)琵琶湖、霞ヶ浦等の 10湖沼が指定湖沼として指

定され、湖沼水質保全計画に基づく各種施策が実

施されている。 
(注４)環境基本法に基づくもので、水質保全行政の目標

として公共用水域の水質等について、達成し、維

持することが望ましい基準を定めたもの。 
(注５)高度処理は、有機物や窒素・リン等を標準的な下

水処理よりさらに高度に除去するものである。 
 
高度処理人口＝（全処理水量）のうち、（高度処理が施

された処理水量）の割合を（処理区域内人口）にかけて

算出した人口である。 
高度処理人口普及率＝（高度処理人口）の（総人口）に

対する割合（％）である。 
 
(目標値設定の考え方) 
将来は、高度処理を原則化することとしてお

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。 
 
(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章に記載あり】 

 
 
 
過去の実績値            （年度）

H12 H13 H14 H15 H16 H17 
８% 10% 11% 12% 13% 14% 

 
○業績指標 69：湾内青潮等発生期間の短縮 
(指標の定義) 
東京湾、大阪湾等の閉鎖性湾奥部における青

潮（注）等（青潮、貧酸素水塊等（注））の発生

期間の短縮。 
（注）海域の富栄養化の結果、異常発生したプランクト

ンの死骸等が、海底近くに沈降し分解されること

で生じる、溶存酸素量が極めて少ない水塊を貧酸

素水塊という。これが強風等により湧昇すると、

青潮となって海面に現れる。 
 
(目標値設定の考え方) 
高度経済成長前頃からの水質悪化の経緯を考

慮し、できる限り着実に推進していくために、

平成 19年度までに実施可能な事業から算出。 
 
(考えられる外部要因) 
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章に記載あり】 

 
 
過去の実績値           （年度）

H14 H15 H16 H17 

0% 
H14比 
約 5%増 

H14比 
約 8%減 

H14比 
約 15%減

 
 



 
主な施策 

主な施策の概要 
① 高度処理の普及促進（◎） 
高度処理の施設の整備により高度処理の普

及を促進するため、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 7,353億円の内数（平成 18年度） 
 
② 閉鎖性海域における水環境の改善（◎） 
閉鎖性海域において、海底の底泥の浚渫や良

質な土砂を用いた覆砂及び海域に浮遊するゴ

ミや油等の回収を進める。 
   予算額  4,015億円の内数（平成 18年度） 
 
(注)◎を示した施策項目は、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) 
・ 高度処理人口普及率については、平成 17年度
の実績値は 14%であり、これは最終目標まで
のトレンドと同程度であることから、着実な

進捗が図られていると言える。 
・ 青潮等の発生期間については、気象・海象等

の影響を受けるため現時点では達成状況を判

断できない。目標年次までの中期的な実績値

の推移により評価することとする。 
 
(施策の実施状況) 
・ 三大湾、指定湖沼等における水質環境基準の

達成に向けて、これらの地域において高度処

理施設の整備を推進した。 
・ 東京湾・三河湾等において、汚泥の浚渫、覆

砂及び環境整備船による浮遊ゴミや油の回収

を行った。 
 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・ 高度処理人口普及率は順調に上昇している。

しかし、高度処理の普及率の水準は依然とし

て低い状態である。また、三大湾や指定湖沼

等の水質改善状況も十分とは言えないが、複

数の自治体等が汚濁負荷削減量の取引を行う

ことができるように制度を改正している。こ

れらを活用して、より効率的かつ経済的に高

度処理の普及促進を図る必要があり、19年度
は更なる取組を行っていくことから、Ａ－１

と評価した。 
・ 湾内青潮等発生期間は、気象・海象等の影響

を受けるため、中期的な実績値の推移により

評価することとしＣ－２とした。引き続き汚

泥の浚渫、覆砂及び浮遊ゴミ等の回収を着実

に行う。 
 
 
平成 19年度以降における新規の取組 

・ 平成 19 年度に、高度処理を効率的に行うこと

ができる下水道管理者が、他の下水道管理者

の実施する高度処理の負荷削減機能を併せて

高度処理を行う高度処理共同負担制度に関す

るガイドラインを発出し、各地方公共団体に

周知することにより、高度処理の普及を一層

促進する。 

・ 大阪湾において、浚渫土砂を活用した深掘跡

の埋戻しの可能性について、技術的検討を実

施。 

 

 
担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市・地域整備局下水道部下水道事業課

（課長 松井 正樹） 
関係課：港湾局国際・環境課 

（課長 小山 彰） 



 
 

政策目標１５ 良好な水環境への改善 
良好な水質、健全な水量等を有する水環境への改善が図られること 

 
（５７）都市の親水空間の確保のため、合流式下水道を改善する 
合流式下水道は、汚水と雨水を一つの管きょで排除する下水道施設であるが、雨天時には

管きょの能力を超えた未処理の下水が公共用水域に流出する。例えば、合流式下水道から流

出したオイルボールが東京都のお台場の海岸に漂着するなどの問題が顕在化するなど、良好

な都市の親水空間の確保、あるいは公衆衛生上、水質保全上極めて問題である。このため、

合流式下水道の改善を早急に進める必要がある。 
 
業績指標：合流式下水道改善率         目標値：４０％（平成１９年度）  
           Ａ－１         実績値：１８％（平成１７年度） 
                       初期値：１５％（平成１４年度） 
 

○業績指標 70：合流式下水道改善率 
(指標の定義) 
合流式下水道（注）により整備されている区

域のうち、雨天時において公共用水域に放流さ

れる汚濁負荷量が分流式下水道並以下までに改

善されている区域の面積の割合。 
（注）家庭などからの排水と雨水をいっしょに一本の管

で集める方式の下水道のこと。雨天時に管きょや

処理場の能力を超える量の水は、未処理の状態で

河川に放流させるという問題がある。 
 
(目標値設定の考え方) 
将来は、合流式下水道改善率を 100％とする

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。 
 
(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） 

 
過去の実績値           （年度）

H１３ H１４ H１５ H１６ Ｈ１７

１１% １５% １５% １７% １８%
 
 
主な施策 
主な施策の概要 
① 合流式下水道の改善 
合流式下水道の改善を図るため、雨水吐口の改

良や滞水池の設置、遮集管の整備等を促進し、

合流式下水道の改善済み面積を増加させるた

め、地方公共団体が行う合流式下水道改善事業

に対して補助を行う。 
   予算額 7,353億円の内数（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 17年度の実績値は 18%であり、十分な
進捗をみていない状況だが、これは、合流式

下水道の改善のための所要の調査やモニタリ

ングを先行して実施してきたためである。平

成 17年度末までにほとんどの対象市町村で
合流式下水道緊急改善計画を策定し、鋭意事

業を実施中であり、今後整備率が上昇する見

込みである。 
   なお、平成 17年３月には SPIRIT21（民
間主導による技術開発プロジェクト）におい

て、合流式下水道の改善に関する 24技術が
選定され、実用化されている。 

 
(施策の実施状況) 
・ 合流式下水道の改善事業を、計画的・緊急的

に実施すべく、合流式下水道緊急改善計画に

基づく事業に対して重点的に補助を行った。 
 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・ 合流式下水道改善率は、現時点では目標値ま

でのトレンドを下回っているものの、所要の

調査やモニタリングを先行して実施してきた

ためであり、平成 16年度末までに、合流式下
水道の改善の必要がある 185の自治体のうち
170の自治体で合流式下水道緊急改善計画が
策定され、同計画に従って 17年度末までに
162 の自治体で事業に着手していることから、
平成 18年度以降、整備率が目標達成に向けて
大きく上昇する見込みである。平成 16年度よ
り原則 10年間で合流式下水道の改善目標を
達成するためにも、これらの自治体の事業を

より重点的に推進していく必要があり、19年
度から新たな取り組みを行っていくことから、

Ａ－１と評価した。 
 



 
平成１９年度以降における新規の取組 

・平成１５年度の下水道法施行令の改正により、

平成２５年度末（面積の大きな排水区は平成３

５年度末）までの１０年間に所要の合流改善を

実施することが義務付けられ、この目標を確実

に達成させるため、平成１９年度より３年間以

内に「合流式下水道緊急改善計画（計画期間５

年間以内）」を策定して事業実施する場合、従

来の改善方式より経済的であることを条件に

分流化のための管きょを新たに国庫補助対象

とするなど、合流式下水道緊急改善事業制度を

拡充して推進する。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：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１６ 循環型社会の形成 

  資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること 

 

（５８）建設工事のリサイクルを推進する 

建設廃棄物（建設工事から排出される廃棄物）は、産業廃棄物全体の排出量の約 20％、最終

処分量の約 20％に及んでいる。したがって、我が国において循環型社会経済システムを構築

するに当たり、建設廃棄物に対するリサイクルに取り組むことが必要である。 

 

業績指標 ：建設廃棄物の再資源化･縮減率及び建設発生土の有効利用率 

   目標値：As 98%以上１）（平成 22 年度） 

    Co 96%以上１）（平成 22 年度） 

    建設発生木材 65%１）(95%)２）（平成 22 年度） 

    建設汚泥 75％２）（平成 22 年度） 

    建設混合廃棄物 平成 12 年度比 50％削減（平成 22 年度） 

    建設発生土 90％（平成 22 年度） 

            実績値：As 98.6%（平成 17 年度）     A-2 

    Co 98.1%（平成 17 年度）     A-2 

    建設発生木材 68.2%(90.7%)（平成 17 年度）  A-2 

    建設汚泥 74.5％（平成 17 年度）    A-2 

    建設混合廃棄物 平成 12 年度比 39.6％削減（平成 17 年度） A-2 

    建設発生土 62.9％（平成 17 年度）   B-1 

            初期値：As 98%（平成 12 年度） 

    Co 96%（平成 12 年度） 

    建設発生木材 38%(83%)（平成 12 年度） 

    建設汚泥 41％（平成 12 年度） 

    建設混合廃棄物 484.8 万トン（平成 12 年度） 

    建設発生土 60％（平成 12 年度） 

１）再資源化率 

２）再資源化・縮減率 

 

○業績指標 71：建設廃棄物の再資源化･縮減率及び建

設発生土の有効利用率 

（指標の定義） 

再資源化・縮減率：排出量に対する再資源化、縮減

及び再使用された量の比率 

建設発生土の有効利用率：土砂利用量に対する建設

発生土利用量の比率 

対象品目：（上から順に）アスファルト・コンクリー

ト塊、コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、

建設混合廃棄物、建設発生土 

（目標値設定の考え方） 

建設リサイクル推進計画２００２において、建設廃

棄物については将来的には廃棄物量をゼロとするこ

と、建設発生土については将来的には建設工事に必

要なる土砂は原則として工事間利用でまかなうこと

を基本的考え方としている。 

（考えられる外部要因） 

・再資源化施設の処理能力等 

（他の関係主体） 

・他府省庁（事業主体）、地方公共団体（事業主体）、

民間事業者（事業主体） 

 

 

 

過去の実績値              （年度） 

Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 

－ 

As 98.7％ 

Co 97.5％ 

木材 61.1％（89.3％）

建設汚泥 68.6％ 

建設混合廃棄物 

Ｈ12 比 30.3％ 

削減建設発生土 65.1％

 

－ － 

As 98.6％ 

Co 98.1％ 

木材 68.2％（90.7％）

建設汚泥 74.5％ 

建設混合廃棄物 

 Ｈ12 比 39.6％削減

建設発生土 62.9％ 

 

主な施策等 

主な施策の概要 

・各種建設副産物の排出抑制、再生利用等の推進 

平成 14 年 5 月 30 日に策定した、「建設リサイクル

推進計画 2002」（事務次官通知）に基づき、建設工



 

 

事から出てくる各種建設副産物の排出抑制、再生利

用を推進する。 

平成 15 年 10 月に策定した「建設発生土等の有効

利用に関する行動計画」に基づき、工事間利用の促

進、新材利用の抑制を図る。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

(指標の動向) 

・アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊に

ついては平成 17 年度までに平成 22 目標を達成して

いる。また、建設発生木材については、再資源化率

については平成 22 目標を達成し順調に推移してい

るが、さらなるリサイクル施策の推進が必要である。 

・建設汚泥、建設混合廃棄物については、平成 17 年度

までにそれぞれ 74.5％、平成 12 比 39.6％削減と順

調に推移しているが、更なるリサイクル施策の推進

が必要である。 

・建設発生土については目標に対して平成 17 年度の有

効利用率は 62.9％と低調であり、さらなる有効利用

の促進が必要である。 

・アスファルト・コンクリート塊については、概ね 100%

を達成しているが、今後も高い再資源化率を維持す

るために、現状ではリサイクルが困難な排水性舗装、

改質アスファルトのリサイクル技術の確立が必要と

なる。 

・コンクリート塊は、現状では路盤材として主に利用

されているが、平成 17 年３月に「コンクリート用再

生骨材平成」のＪＩＳが制定され、さらに平成 18 年

３月には「再生骨材Ｌを用いたコンクリート」、平成

19 年 3 月には「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」

のＪＩＳが制定されたことから、今後コンクリート

骨材としての利用拡大が期待される。 

・建設発生木材については、再資源化（破砕）された

チップが、パーティクルボード原料、製紙原料、堆

肥原料等としてマテリアル・リサイクル又は燃料と

してサーマル・リサイクルされている。 

・建設汚泥については、建設汚泥処理土としての利用、

または製品(市販品)としての利用があるが、ほとん

どが建設汚泥処理土としての利用である。 

・建設混合廃棄物については、現場における分別の徹

底による排出量の削減が重要であるが、その結果建

設廃棄物が小口化、多品目化することから、効率的

な運搬回収が必要となる。 

・建設発生土の有効利用低迷の要因としては、土質、

工期の不一致、県境を越えた工事間利用が十分に行

われているとは言えない状況が挙げられる。 

 

(施策の実施状況) 

・平成 14 年度の建設リサイクル法完全施行とともに、

建設リサイクル推進計画 2002 を策定し、建設工事か

ら排出される廃棄物に対する施策をまとめ、排出抑

制、分別解体、再資源化・縮減、適正処理、再使用・

再生資材の利用、技術開発等、理解と参画の推進に

ついて実施している。 

・建設汚泥については、平成 18 年 6 月 12 日に「建設

汚泥の再生利用に関するガイドライン」等を策定し、

基本方針や具体的な手続き等をまとめた。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

・アスファルト・コンクリート塊及びコンクリート塊、

については、既に平成 17 年度時点で平成 22 年度目

標値を達成し、建設発生木材についても再資源化率

については目標を達成していることから、Ａ－２と

評価した。 

・建設汚泥、建設混合廃棄物については、平成 22 年度

目標を達成していないものの、目標達成に向け順調

に推移していることからＡ－２と評価した。 

・建設発生土については、平成 17 年度の実績が平成

14 年度より低下し、目標までの乖離も大きいことか

ら、Ｂ－１と評価した。 

・アスファルト・コンクリート塊については、リサイ

クルが困難な排水性舗装、改質アスファルトのリサ

イクル技術を確立する。 

・コンクリート塊については、今後とも、路盤材とし

ての利用を推進すると共に、新たな利用用途先とし

て、コンクリート用再生骨材へのリサイクルも推進

する。 

・また、建設発生木材に関しては、前記「千葉県にお

ける建設発生木材リサイクル促進行動計画」の全国

展開を図る。 

・「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」等に基

づき、建設汚泥のリサイクルに積極的に取り組む。 

・現場での分別を徹底し、効率的な運搬回収をするた

めの建設副産物小口巡回共同回収システムを構築す

る。 

・建設発生土については、低迷要因を踏まえつつ「建

設発生土等の有効利用に関する行動計画」の着実な

実施及び建設発生土情報交換システムの充実や廃棄

物混じり土の問題等の技術的課題の解決による有効

利用の促進策を検討する。 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

・ 建設発生土の有効利用促進策も含め、新たな建設

リサイクルの推進方策を検討するため、「建設リサ

イクル推進施策検討小委員会」において議論し、

その結果を踏まえて建設リサイクル推進計画 2002

の見直しを平成 19 年度に行う。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：総合政策局事業総括調整官 

（事業総括調整官 横山 晴生） 

関係課： 

大臣官房公共事業調査室   （室長 三上 圭一） 

大臣官房官庁営繕部設備・環境課営繕環境対策室 

（室長 内野井 宗哉） 

都市・地域整備局公園緑地課 （課長  小林 昭） 

河川局治水課        （課長  関 克己） 

河川局河川環境課      （課長  久保田 勝） 

河川局砂防部保全課     （課長  牧野 祐至） 

河川局海岸室        （室長 岸田 弘之） 

道路局国道・防災課     （課長  下保 修） 

港湾局技術企画課      （課長  山縣 宣彦） 

航空局飛行場部建設課    （課長  戸田 和彦） 



 

 

 
政策目標１６ 循環型社会の形成  
資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること 

 
（５９）海面処分場の容量を確保する 

内陸部での廃棄物処分場の確保がますます困難となっているため、海面処分場の容

量を必要な限り確保する必要がある。  
業績指標：可能な限り減量化したうえで海面処分場でも受入が必要な廃棄物の受入 
 

Ａ－３                 目標値：１００％（平成 18年度以降毎年度） 
実績値：１００％（平成 18年度） 

              初期値：１００％（平成 14年度） 

○業績指標７２：可能な限り減量化したうえで海 
面処分場でも受入が必要な廃棄物の受入 
(指標の定義) 
可能な限り減量化した廃棄物のうち、海面処

分場に受け入れる比率を表したもの。 
 
(目標値設定の考え方) 
廃棄物処分場の残余年数は、一般廃棄物につ

いて 12.2年（首都圏 11.2年、近畿圏 9.5年）、
産業廃棄物について 3.9年（首都圏 1.2年、近
畿圏 1.9年）であり、残余年数が非常に逼迫し
ているため、港湾においても、現在、廃棄物海

面処分場の整備を引き続き推進している。しか

し、海面での受け入れは、内陸と無関係に一方

的に進めるものではなく、内陸だけでは対応で

きない廃棄物を事前に可能な限り減量化した上

で、有限かつ貴重な港湾空間においてできるだ

け確保する必要があることから、目標値を

100％としたもの。 
なお、現在は既に 100％であるが、廃棄物海
面処分場の残余年数が逼迫しているため、この

値が今後とも小さくならないように、廃棄物海

面処分場の整備や廃棄物海面処分場の延命化対

策を引き続き実施するものである。 
 

(考えられる外部要因) 
該当なし 

 
(他の関係主体) 
・環境省（廃棄物行政を所管） 
・地方公共団体(事業主体) 
 
【社会資本整備重点計画第 2章に記載無し】 

 

過去の実績値           （年度）

H１4 H１5 H１6 H１7 H１8 
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

 

 
 

主な施策 
主な施策の概要 
①廃棄物海面処分場の整備（◎） 
  大都市圏を中心に、内陸での最終処分場の確

保が困難となっていることから、廃棄物海面処

分場を整備し、廃棄物を受け入れる。海面での

受け入れは、内陸と無関係に一方的に進めるも

のではなく、内陸だけでは対応できない廃棄物

を事前に可能な限り減量化した上で、有限かつ

貴重な港湾空間に受け入れる。 
また、高密度な土地利用が進んでいる地域で

は、地方自治体等が個々に最終処分場を確保す

ることが困難であるため、大阪湾においては近

畿 2府 4県 175市町村(平成 19年 3月現在)を
対象とした（広域臨海環境整備センター法によ

る）広域処理場の整備を推進する。なお、この

ような広域処分場が必要と認められる場合は、

他地域でも同法の活用を図る。 
 
＜廃棄物処理法基本方針での整備目標＞ 
一般廃棄物：地域ごとに必要となる最終処分

場を今後とも継続的に確保。 
産業廃棄物：平成 22年度において、最終処
分量の 5年分程度を確保。 

＜廃棄物埋立護岸＞ 
事業費：約 308億円(平成 18年度) 

＜広域臨海環境整備センター法に基づく広域

処理場の整備＞ 
事業費：約 86億円(平成 18年度) 
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②循環型社会の形成推進のための港湾法等の改

正 
内陸部における最終処分場確保の困難性によ

る一般廃棄物の海面処分比率の増加等、最近の港

湾における廃棄物の処理をめぐる状況にかんが

み、港湾法等を改正して廃棄物埋立護岸等の整備

にかかる国の負担割合を引き上げ、その整備を促

進し、廃棄物の適正処理を行うことにより循環型

社会の形成に向けた取り組みを推進する。 
 
③廃棄物海面処分場の延命化 
  廃棄物を受け入れるにあたっては、適正な中

間処理等により、その減量化を図るとともに、

首都圏で発生する建設発生土を海上輸送によ

り全国の港湾等で利用し、首都圏の海面処分場

の延命化を図る。 
 
（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） 
既に 100%ではあるが、地方自治体、民間事業
者等による内陸での最終処分場の整備状況に

よっては、大きく変動する可能性がある。 
（施策の実施状況） 
平成 18年度に 25港及び大阪湾において廃棄物
埋立護岸を整備するなど上記施策を行ってき

たところである。 
 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・業務指標の目標値１００％を毎年達成している

など施策の効果があがってきており、また、より

施策効果をわかりやすく示す指標に変更するた

め、Ａ－３と評価した。 
・なお今後は、廃棄物海面処分場の残余年数を考

慮した、より施策の効果が分かりやすい「廃棄物

を受け入れる海面処分場の残余確保年数」という

指標に変更し、今後も引き続き廃棄物海面処分場

の整備及び延命化対策等を推進していく。 
 
 
平成１９年度以降における新規の取組 

廃棄物埋立護岸の整備について、全国 18港及
び大阪湾にて行う。 

 

 
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） 
 
 



 

 

 

政策目標 16 循環型社会の形成   

 資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること 

 

（６０）循環資源の輸送コストを低減する 

廃棄物処分場の残余年数が逼迫していることなどから、リユース・リサイクルを促進するこ

とが求められているため、効率的な静脈物流拠点とネットワークの形成により、循環資源の

輸送コストを低減することが必要である。 

 

業績指標：循環資源国内輸送コスト低減率  目標値：平成 14 年度比約 1割減（平成 19 年度） 

     A-2               実績値：平成 14 年度比約 9%減（平成 18 年度） 

                     初期値：0（平成 14 年度） 

 

○業績指標 73：循環資源国内輸送コスト低減率 

 (指標の定義) 

港湾における静脈物流拠点とネットワークの形成に

向けた諸施策を実施して、海上輸送を活用したリユー

ス・リサイクルを促進することにより、平成 14 年度と

比較して循環資源の海上輸送比率が高まることに伴い

低減される単位当たりの輸送コストの低減率。平成 19

年度時点での循環資源の発着地間の総輸送コスト（陸上

コスト及び海上コスト）を単位重量当たりで算出し、平

成 14 年度値に対する低減率を算出。 

 

 (目標値設定の考え方) 

本施策に基づく港湾管理者と民間企業の連携促進に

より、平成 19 年度時点で、現況よりもさらに 300 万ト

ンの海上循環資源輸送が実現されることが見込まれる。

これにより現状（平成 14 年度）23%程度である臨海県間

の海上輸送比率が 29%程度まで上昇することが見込ま

れ、この場合の単位重量当たりの輸送コストは平成 14

年度と比べて 1割減となる。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) 

該当なし 

(他の関係主体) 

・ 環境省（廃棄物行政を所管） 

・ 経済産業省（リサイクル産業を所管） 

・ 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）

H14 H15 H16 H17 H18 

0 
H14 年度比

3%減 

H14 年度比

7%減 

H14 年度比

7%減 

H14年度比

約 9%減 

 

 

主な施策 

主な施策の概要 

① 循環資源の円滑な取扱いの促進（◎） 

港湾での循環資源の円滑な取扱いを促進するため、

港湾における循環資源の取扱いに関するガイドライン

を作成し、港湾管理者による運用の改善を促進する。 

② 官民の連携促進（◎） 

静脈物流システムの構築に向け、リサイクルポート

に指定された港湾管理者やリサイクルを行う民間企業

等によって設立されたリサイクルポート推進協議会と

の連携を促進する。 

③ 静脈物流基盤の整備等（◎） 

平成 18 年までに、広域的なリサイクル施設の立地に

対応した静脈物流ネットワークの拠点として21港をリ

サイクルポートに指定。重点的に岸壁、ストックヤー

ド等静脈物流基盤の整備を行う。＜施設整備＞事業

費：16 億円(平成 18 年度) 

また民間事業者が行う循環資源の積替・保管施設整

備を支援する。 

④ 国際循環資源物流システムの構築 

将来発生量が見込まれる鉄スクラップ等の循環資源

について、循環資源の輸出ターミナルの拠点化・大型

化、情報ネットワークの形成等による効率的な国際循

環資源物流システムの検討を行う。 

 

（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) 

平成 18 年度の実績値は平成 14 年度比約 8.8%減であ

り、海上輸送による輸送コスト低減に進展が見られる。

静脈物流拠点とネットワークの形成による効果の発現

が今後も期待される。 

(施策の実施状況) 

平成 18 年までに、21 港をリサイクルポートに指定し、

重点的に静脈物流基盤の整備を行っている。また、静脈物

流ネットワークの構築に向けリサイクルポート推進協議

会との連携を促進している。 

港湾における循環資源の取扱いに関するガイドライン

を作成した。 

静脈物流拠点の形成に向け、民間が整備する積替・保管

施設等、基盤施設の確保が必要であるが、循環資源につい

ては基盤施設の収益性が低いことが想定されるため、基盤

施設整備に対する支援制度の構築が不可欠となっている。 

 

課題の特定と今後の取組の方向性 

業績指標は、目標コスト低減率約１割(平成 19 年度)に

対し、平成 18 年度時点で 8.8%低減されており、目標達成

に向けて順調に推移していることから、Ａ－２と評価した。

引き続き官民の連携促進、静脈物流基盤の整備等を推進す



 

 

るほか、港湾における静脈物流拠点形成支援制度の拡充を

検討していく。 

 

 

平成 19 年度以降における新規の取組 

引き続き静脈物流拠点形成の支援制度を拡充していく。 

国際的な循環資源物流を支援するシステムの検討を行う。 

 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

政策目標１６ 循環型社会の形成 
資源の循環利用等により、環境負荷の低減を目指す循環型社会の形成が図られること   

 
（６１）下水汚泥のリサイクルを推進する 
   下水の処理過程から発生する下水汚泥は、全産業廃棄物発生量の約 19％を占めている
状況にあり（平成 14年度末）、減量化やリサイクルのより一層の推進が求められている。
業績指標：下水汚泥のリサイクル率      目標値：68%（平成 19 年度） 

  Ａ－１      実績値：70%（平成 17 年度） 

                      初期値：60%（平成 14 年度） 

 
○業績指標 74：下水汚泥のリサイクル率 
(指標の定義) 
緑農地利用や建設資材利用など、下水汚泥

（注）をリサイクル（資源化）する割合 
下水汚泥リサイクル率＝ 
下水汚泥有効利用量/下水汚泥総発生量×100(％) 
 
 (目標値設定の考え方) 
長期的には下水の処理に伴い発生する汚泥の

全量について、リサイクルすることを目標とし

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。 
 
 (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３章に記載あり】 

 

過去の実績値           （年度）

H13 H14 H15 H16 H17 
56％ 60％ 64％ 67％ 70％ 

 
主な施策 

主な施策の概要 
 ○下水汚泥の再資源化と広域処理の推進 
  下水道の普及に伴い発生量が増大する下水

汚泥について、適正な処理処分と再資源化を

図るため、汚泥の再資源化施設の整備と広域

処理の取り組みを推進。  
  予算額 7,353億円の内数（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) 
・下水汚泥のリサイクル率の平成１７年度実績値

は７０％であり、最終目標を達成したが、引き

続き下水汚泥のリサイクルを推進する。 
・産業廃棄物の最終処分場の残余年数は依然とし

て非常に厳しい状況にあり、今後更なる汚泥の

減量化、再生利用に加え、地球温暖化対策の推

進も踏まえたエネルギー利用の推進が不可欠 
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 (施策の実施状況) 
・下水汚泥のエネルギー利用を含めた有効利用

を推進するため、下水汚泥とその他のバイオマ

スを下水汚泥処理施設において集約的に処理

する事業を新世代下水道支援事業として採択

するなど、地方公共団体が整備する有効利用施

設等について支援を行った。 

 
課題の特定と今後の取組の方向性 
・下水汚泥のリサイクル率は順調に推移しており、

１９年度から新たな取組を行っていくことか

ら、Ａ－１と評価した。 
・下水汚泥のエネルギー資源としての利用は低

い水準に止まっており、社会資本整備重点計画

に掲げた目標値を達成するためにも、より効率

的に下水汚泥の減量化やリサイクルの推進を

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 

・下水道バイオマスの利活用を推進するため、平

成１９年度から、「バイオマス利活用計画」に

おいて、地域全体で下水汚泥と他のバイオマス

を一体的に処理・有効利用することが効率的で

あると位置付けられた場合に、下水汚泥と他の

バイオマスを混合・調整するために必要な下水

道施設を国庫補助対象とするよう新世代下水

道支援事業制度を拡充し、同制度等を活用する

ことによる地球温暖化対策を推進する。 
 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市・地域整備局下水道事業課 
（課長 松井 正樹） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




