
 「ＳＤＧｓ実施指針」優先課題④【主な取組】：持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 

コンパクトシティ 
生活サービス機能と居住を
集約・誘導し，人口を集積 

ネットワーク 
まちづくりと連携した公共交
通ネットワークの再構築 

社会資本整備について，国際競争力の強化，国土強靱化，
防災・減災対策，コンパクト・プラス・ネットワーク，老朽化対
策などの分野に重点化し，ストック効果が最大限発揮され
るよう戦略的な取組を進める。 

地球規模の測地基準座標系（ＧＧＲＦ）の普及 

（洪水地下放水路の整備） 

MaaSなど新たなモビリティサービスの推進 

スマートシティの推進 

国宝・重要文化財（建造物）を次世代に継承するための
修理や，自然災害等から護るための防災施設等の整備，
耐震対策等に対して補助。 

国宝・重要文化財（美術工芸品）を次世代に継承するた
めの修理や，盗難等により所在不明となることや，自然
災害から護るための防災・防犯施設等の整備に対して
補助。 

定期的な修理による個々の伝統的建造物の健全性確保と
ともに，耐震対策や防災施設等の整備を一体的・総合的に
実施。 

伝統的建造物群の基盤強化 
建造物 

美術工芸品 
史跡等 

歴史上，学術上価値の高い史跡等について，保存と活用
を図るための事業を行う所有者，管理団体等に対する補
助を充実するとともに，地方公共団体が史跡等を公有化す
る事業に対する補助を実施。 

文化遺産保護等国際協力 

「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関
する法律」及び「無形文化遺産保護条約」に基づき，有形・
無形の文化遺産に対する国際協力を推進 

文化資源の保護・活用と国際協力 

（31当初126億円） 

（31当初11億円） 

（31当初18億円） 

（31当初216億円） 
（31当初3.3億円） 

１４ 

まちづくりと公共交通の連携を推進し，次世代モビリティ
サービスやICT等の新技術・官民データを活用した「コンパク

ト・プラス・ネットワーク」の取組を加速するとともに，これら
の先進的技術をまちづくりに取り入れたモデル事業の実施
に向けた検討を進める。 

MaaSなど新たなモビリティサービスの推進により，利用者

の利便性向上や交通サービスの生産性向上を図ることで，
地域の交通が抱える様々な課題に対応し，地域の交通
サービスの維持確保につなげる。 

地球の正確な形とその変化を表したGGRFの維持・普及は，各種測量

や位置情報サービスの正確性・効率性の確保に役立ち，持続可能な
開発，災害対応や防災等にも貢献するもので，持続可能で強靭な国
土形成に資する。 
 

日本は国連総会で採択されたGGRFに関する決議の共同提案国として，
以下の取組を推進。 
 

• GGRFの構築や維持管理に関する途上国に技術移転 
 

• 地球規模の地理空間情報に関する国連専門家委員会（UN-GGIM）
の測地準委員会に参画 

 

• GGRF構築に必要な国際的に連携した全球統合測地観測等により
GGRFの普及を支援 

人口減少・高齢化が進む中，特に地方都市においては，地
域の活力を維持するとともに，医療・福祉・商業等の生活機
能を確保し，高齢者をはじめとする住民が安心して暮らせ，
環境面にも配慮したまちの実現を目指す必要がある。この
ため，まちなかや公共交通沿線に都市機能や居住を誘導し，
それと連携した持続可能な地域公共交通ネットワークの形
成を図ることにより，「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまち
づくりを推進する。 

（31当初3.1億円） 

持続可能で強靱なまちづくり 
戦略的な社会資本の整備 



大規模災害による国家的危機に備え，自助，共助，公助による自律的な最善の対応ができる社会（災害時のSociety 5.0）を構築する。 

                      
 

• 首都圏の都市機能維持の観点から，官民一体の総合的な災害対応や事業継続，個人の防災行動等に資するビッグデータを整備 
   
• 気象災害軽減イノベーションハブにおいて，国立研究開発法人防災科学技術研究所の専門的な知見と  
  地域の産学が連携することにより，地域の経済にも貢献する新たな地域防災システムを創出 
•                     

• 地球観測衛星によるアジア太平洋地域の災害監視を目的 
 とした国際協力プロジェクト「センチネルアジア」の推進 

• 災害関連データを，関連府省庁が保有する防災関連データと統合し，ビッグデータ解析やＡＩ 等で災害予測や災害対応に活用する 

 ことによって，「レジリエンス災害情報システム」を構築するための取組を推進 
 ＜防災・減災機能の強化のため，災害の予測・予防・対応力を向上させるための研究開発を実施＞ 

 

 予測：最新観測予測分析技術による災害の把握と被害推定 
 

 予防：大規模実証試験等に基づく耐震性の強化 
 

 対応：災害関連情報の共有と利活用による災害対応力の向上 

（左：超高速インターネット衛星「きずな」） 
（右：陸域観測技術衛星２号「だいち２号」） 

「レジリエント防災・減災」 

記載された額は，平成３０年度当初予算及び２９年度補正予算 

仙台防災協力イニシアティブに貢献する
防災協力 

海域で発生する地震及び 
火山活動に関する研究開発 

南海トラフ巨大地震に備え，地殻変動予測を高精度化し，地
震発生の長期評価の改善など防災・減災に資する成果・デー
タを提供。 

食料供給の安定化 

• 家庭における食料品備蓄の推進 

• 国による主食用米の備蓄運営 
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づき，主
食用米の機動的な備蓄運営を実施。 

• 食糧麦備蓄対策 

毎年策定される「麦の需給に関する見通し」を踏まえ，外国産
食糧用小麦の２．３ヶ月分の備蓄に対して助成。 

• アセアン＋３緊急米備蓄 

東アジア地域における大規模災害等の緊急時に米を支援す
るアセアン＋３緊急米備蓄（APTERR)の取組を推進。 
 
 

「緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド」や「家庭用食料品
備蓄に関するリーフレット」の普及，家庭備蓄の講演を実施。 

大規模災害に備えた廃棄物処理体制 

頻発化・激甚化する自然災害により発生する膨大な量の
災害廃棄物を処理するためのシステムの強靭化に向け
た事前計画の策定及び体制整備等，取組を行う。 

         （31当初3.4億円）        

浄化槽整備の推進 

汚水処理未普及人口の早期解消や，単独処理浄化槽か
ら合併処理浄化槽への転換を推進するとともに，浄化槽
分野でも低炭素化へ貢献するための取組を実施。 

                       （31当初116億円） 
 

リスク管理型の水の安定供給 

「今後の水資源施策のあり方について」（平成27年国土審

議会答申）に基づき，既存施設の徹底活用やハード・ソフト
政策の連携により，災害や渇水等に対応したリスク管理型
の水の安定供給を図る。 

豪雨災害など激甚化する災害に対する山地防災力強化
のため，荒廃山地の復旧・予防対策，総合的な流木対策
の強化等による事前防災・減災対策を推進。              
              （31当初856億円，30補正195億円） 

治山対策の推進 

公衆無線ＬＡＮ環境の整備 

防災拠点等における公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の整備を
行う地方公共団体等に対し，その費用の一部を補助。 

• 南海トラフ地震の想定震源域の西側（高知県沖～日向灘）に新たな
ケーブル式海底地震・津波観測網を構築。 

 
 
 
 

• 南海トラフ地震の想定震源域に既に整備した地震・津波観測監視
システム（DONET）及び，東北地方太平洋沖に整備した日本海溝
海底地震津波観測網（S-net）を運用。 

海底地震・津波観測網の構築・運用 

エネルギーインフラ等の強靱化 

防災 

防災・減災に向けた国際協力 

太平洋島嶼国関係者の防災関係者の能力構築，緊急通信シ
ステムの活用方法に関するトレーニング，緊急時の支援物資
配布に係る情報管理能力強化等を実施。 

• 大規模災害が与える日本経済への甚大な打撃による国家的危機への対応のため，衛星，IoT，ビッグデータ等
の最新の科学技術を最大限活用し，国や市町村の意思決定の支援を行う情報システムを構築する取組を推進 

（31当初12億円） 

１５ 

• 農業用ハウスの被害防止 
十分な耐候性がなく対策が必要な農業用ハウスについて，
被害防止計画を策定した上で実施するハウスの補強等の
対策を支援。 
 

• 「仙台防災協力イニシアティブ」のもと，防災への事前投資促
進に向けた各国への効果的な協力のため，「地方防災計画
実務指針」を策定。加えて，災害や復興現場でより脆弱な立
場に置かれやすい女性のリーダーシップ向上に向けた人材
育成を目的とする招へいプログラム，課題別研修をアジア地
域・中東・中南米地域で実施。 

• これらプログラムを通じ，途上国の防災及びジェンダー分野
の行政官・ＮＧＯスタッフが，東日本大震災などの日本の経
験を踏まえた災害リスク削減におけるジェンダーと多様性の
視点の重要性について理解を深め，自国の施策へ反映する
ことを支援。 

健全な水循環の構築に向けた取組の推進 

「水循環基本計画」（平成27年閣議決定）に基づき，流域におい

て関係する行政，事業者，団体等がそれぞれ連携して活動する
「流域マネジメント」の取組を全国各地で推進する。 

（31当初0.8億円） 

（31当初16億円，30補正16億円） 

（31当初10億円） 

• 電力インフラの強靱化 

停電被害・リスクの最小化を図るべく，自家用発電設備等を支援
するとともに，国民への迅速かつ正確な情報を伝えるため官民の
情報発信機能や地域間連系の強化。 

• ガスのレジリエンス強化 

製造設備・導管など供給インフラ強靱化，情報発信の強化等に業
界団体と協力して取り組む。 

災害時にも対応可能な天然ガス利用設備の導入及び機能維持・強
化を行う事業に対し支援を行う。 

• 災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備 

災害時の燃料供給拠点となる「住民拠点ＳＳ」を整備するなど，石
油製品の供給体制の構築を通じた災害対応力の向上を促進。 

• 石油コンビナートの強靱化 
首都圏直下型地震や南海トラフ地震等の危機に備え，石油コンビ
ナートの危機対応力を官民連携で推進する。 

• 天然ガスの環境調和等に資する利用促進 

（31当初48億円） 

（31当初 120億円,30補正56億円） 

（31当初5.2億円, 30補正5.2億円） 

（31当初204億円，30補正84億円） 



 「ＳＤＧｓ実施指針」優先課題④【主な取組】：持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備（続き） 

質の高いインフラの推進 

水処理技術のアジアへの展開 

アジア・アフリカにおけるインフラ支援（事例） 

総理より2015年5月発表の「質の高いインフラパートナーシップ」，
2016年5月発表の「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」に基
づき，世界のインフラ需要に対して質の高いインフラ整備を推進。 
 

（注：質の高いインフラの具体的な取組は，本資料の各関連分野にも該当・掲載。） 

ケニアにおける地熱発電計画 （有償資金協力） 

ケニア中部のオルカリア地熱地帯において地熱発電所
等の建設を行うことで，電力供給の安定性の改善を図り，
もって投資環境の改善等を通じた               
同国の経済発展に寄与。 

タイにおける都市鉄道「レッドライン」（有償資金協力） 

タイ国バンコクにおいて都市鉄道（高架鉄道）を整備することに
より，増加するバンコクの輸送需要への対応，            
交通渋滞の緩和，大気汚染問題の改善等に寄与。 

特に水環境の悪化が顕著なアジア地域において， 

以下の取組を実施。（31当初1.7億円） 
 
 
 

• アジア１３ヶ国の水環境行政関係者間の協力体制を構築し，各
国の政策課題分析，政策担当者の能力向上を支援 

 

• 日本発の水処理技術について現地で「実現可能性調査」「現地
実証試験」を行い，アジア各国におけるビジネスモデル形成を支
援 等 

• インドネシアにおける都市間連携による地方行政官の人材育成，
能力向上を支援 等 
 

（現地での実証試験の例：日本の自動酸素供給装置 
   をベトナムの食品加工排水処理施設に設置） 

１６ 

道路アセットマネジメント・プラットフォーム 

下水道分野の国際展開 

ＩＣＴ国際競争力強化パッケージ支援 

環境に関する国際協力の推進 

環境影響評価の促進 

新興国の金融当局の能力向上・人材育成 

環境インフラの国際展開 

道路アセットマネジメントにかかる途上国への一連の協力を
より高品質化していくためのプラットフォーム。 
 

本プラットフォームを通じ，将来途上国でも想定される「インフ
ラ高齢化」問題への対応等，基礎的な運輸交通インフラであ
る道路を適切に管理し発展させていくための支援に，日本の
経験や優れた技術・知識を活用していくことを目指す。 

環境・経済・社会を統合する持続可能な社会の構築に向
けて，環境分野に強みをもつ日本の投資拡大にも資する
よう，アジア地域における環境アセスメントを促進。 

（31当初1.2億円） （31当初0.3億円） 

（衛星観測により得られた海面水温及び風向） 

廃棄物処理施設や再エネ・省エネ設備等の環境インフラ 
の海外展開を官民一体で推進し，途上国におけるSDGs 
達成に資する環境協力を牽引。 
 

• 都市間協力事業，ジャパン環境ウィーク，持続可能な 
  開発に関するハイレベルセミナーの開催 
 

• 日中韓や日ＡＳＥＡＮ等の環境協力枠組みを活用した 
    具体的な環境インフラ技術協力案件の形成 
 

• 制度・技術からファイナンスまでのパッケージ支援 

廃棄物発電設備 
（ミャンマー・ヤンゴン） 

スリランカLNG導入プロジェクト 
日印スリ３カ国合弁により，スリランカ初のＬＮＧ導入を実現する。 

質の高いインフラ環境成長ファシリティ 

宇宙を活用した安心・安全な人間居住空間の実現 

先進国のみならず途上国においても，宇宙技術を用いた防
災・都市強靭化等の取組が進められるよう，安価な超小型
衛星の開発や各種衛星データ利用の国際協力を推進。 

世界での廃棄物処理・３Ｒの実施や廃棄物発電・浄化槽
システムの導入を進め，環境負荷の低減にも貢献するた
めの取組を通じて，日本の循環産業の戦略的な国際展
開を支援する。       

循環産業の戦略的国際展開・育成 

我が国・自治体が過去に実施してきた環境負荷を低減さ
せるノウハウを提供し，制度，技術・システム一体となった
海外実証事業を実施。 

資源循環システム高度化促進事業 

（31当初6.6億円） 

（31当初9.4億円） 

スリランカ中部高速第３工区建設事業 

スリランカのコロンボ市とキャンディ市を結ぶ中部高速道路の第３工区の建設事業。施工は大成建設と
同社とコンソーシアムを組むフジタが行う。建設費用は三菱ＵＦＪ銀行・ＮＥＸＩの融資で賄う。 

• 新興国の金融インフラ整備支援及び海外金融当局との協
力関係強化を目的とし，金融庁内に「グローバル金融連携
センター（GLOPAC）」を設置。新興国の金融当局者を研究

員として日本に招聘し，２～３ヶ月間の研修プログラムを提
供し，知日派を育成。 
 

• 新興市場国の金融当局者の能力向上や人材育成のため
「監督者セミナー」を開催。（１期10名程度：期間１週間程度，１年３回
（銀・証・保）程度） 
 

• 金融庁職員の新興国における金融当局への専門家派遣
による能力向上支援。 （31当初0.86億円） 

• インフラ整備計画に対する事業実施可能性調査(Ｆ/Ｓ)への支援
や日本の技術への理解向上を図るキャパビル等を実施。 

                         （31当初16億円） 
• 2018 年のAPECにおいて｢インフラ開発・投資の質に関するガイド

ブック｣を改訂するとともに，「水インフラの質に関するガイドライ
ン」を作成。また，ガイドブックに基づきインフラ整備の制度改善
を目指し，ベトナム等へのピアレビュー・キャパビルを実施。 

Ｆ/Ｓ・人材育成への支援やインフラ整備環境の改善 

「インフラシステム輸出戦略」等を踏まえ， 「アジア汚水管理
パートナーシップ(AWaP)」等を活用した下水道分野の国際展開
を促進。 

（31当初3.8億円, 30補正12億円） 

ICTインフラプロジェクトを相手国のニーズに応じて「パッケー

ジ」で提案し，成功事例の他国への横展開や新規分野の開
拓，重点国への戦略的支援を推進しつつ，案件受注に向け
て展開ステージの移行を促進する。 
 

これらにより，対象国の総合的な課題解決に貢献し，日本が
強みを有する質の高いICTインフラシステムの輸出を加速さ
せ，ひいては日本のICTインフラシステムの国際競争力強化
を推進する。 

地球環境保全目的に資する質の高いインフラ整備の支援
を目的として，2018年７月に新たな支援ファシリティを国際
協力銀行（JBIC）に創設。創設以降，ブラジル，インドネシ
ア，タイ向け案件など計6件を組成。 


