
国土強靱化アクションプラン2018について

基本計画の推進・具現化に資するアクションプラン2015

①進捗管理 ②プログラムの充実・改善

アクションプラン2018の策定方針については、以下のとおり取り組むものとする。

①例年実施している、指標の充実や工程表の整理等による進捗管理に加え、基本計画策定以降の４年
間の施策の達成状況の整理を実施

②民間の主体的な取組の促進、地域計画の策定推進及び地域計画に基づく支援、平成29年度に発生し

た災害等に留意したプログラムの充実・改善

・アクションプラン2017の施策

の進捗状況の把握・評価

・指標の充実(指標の見直し、追加)

・統合進捗指数を用いた進捗状況

の把握
・重点プログラムの工程表整理

・平成29年の災害、仙台防災枠組、ＩＣＴ技術の進展等を踏ま

えた取組や平成30年度政府予算案に盛り込まれている施策の反
映(ハード対策とソフト対策の適切な組み合わせ、国・地方公

共団体・民間等との連携の観点）

・国土強靱化に資する民間認証等の主体的な取組の促進

国土強靱化貢献団体認証の普及・促進

民間の取組事例集の作成･周知による取組促進

・地域計画の策定推進及び取組の支援
地域計画に基づき実施される取組みに対する国の支援の適切な実施や、

地域計画策定ガイドラインの改定など、地域計画の策定及び同計画の

円滑な取組を推進・支援

1

施策の達成状況の整理

・基本計画策定以降の４年間の施

策の達成状況を把握し、整理

本年5月下旬頃を目途に国土強靱化アクションプラン2018を策定
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国土強靱化アクションプラン2018の構成イメージ(案)

はじめに はじめに

国土強靱化アクションプラン2017の策定について 国土強靱化アクションプラン2018の策定について

１　アクションプラン2017の策定方針及び構成
  (1)進捗状況の把握等
  (2)プログラムの充実・改善
　(3)構成

２　特記すべき事項
  (1)民間の主体的な取組の促進
　(2)地方創生につながる強靱な地域づくりの推進
　(3)平成28年度に発生した災害への対応等を踏まえた新規施策の充実等
　(4)大規模災害等を踏まえたＰＤＣＡサイクルの進化
　(5)リスクコミュニケーションの実践と深化
  (6)国際貢献の重点的推進
　(7)2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に向けた対策の実施

３　基本計画の見直しに向けて
　(1)基本計画の見直しに向けた取組
　(2)国の他の計画等の見直し

１　アクションプラン2018の策定方針及び構成　※注１
  (1)進捗状況の把握等
  (2)プログラムの充実・改善
　(3)構成

２　特記すべき事項
  (1)民間の主体的な取組の促進
　(2)地方創生につながる強靱な地域づくりの推進
　(3)平成29年度に発生した災害への対応等を踏まえた新規施策の充実等
　(4)大規模災害等を踏まえたＰＤＣＡサイクル
　(5)リスクコミュニケーションの実践と深化
  (6)国際貢献の重点的推進
　(7)2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に向けた対策の実施

３　国の他の計画等の見直し

プログラムごとの進捗状況 プログラムごとの進捗状況等　※注２

　 「プログラム毎の進捗状況」
「これまでの達成状況」

第3章 各プログラムの推進計画等 第3章 各プログラムの推進計画等

【個別プログラムの推進計画】
【プログラム共通的事項に係る推進方針】

【個別プログラムの推進計画】
【プログラム共通的事項に係る推進方針】

プログラム推進のための主要施策 プログラム推進のための主要施策

【個別施策分野】 【個別施策分野】

※注１：基本計画の見直しに関する事項について記載
※注２：進捗管理の徹底を図るため、４年間の進捗の現状、評価、課題について記載

第4章

国土強靱化アクションプラン2017の構成

第１章

（別紙1）プログラム及びプログラム共通的事項ごとの進捗状況
（別紙２）変更した重要業績指標(KPI)について
（別紙３）統合進捗指数(IPI)について

（参考１）重点化プログラムに係る工程表
（参考２）国土強靱化に資する民間の取組促進につながる施策
（参考３）国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係
　　　　　府省庁の支援について
(参考４)国土強靱化基本計画を反映した国の他の計画等

(別紙等） （別紙1）プログラム及びプログラム共通的事項ごとの進捗状況
（別紙２）変更した重要業績指標(KPI)について
（別紙３）統合進捗指数(IPI)について

（参考１）重点化プログラムに係る工程表
（参考２）国土強靱化に資する民間の取組促進につながる施策
（参考３）国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係
　　　　　府省庁の支援について
(参考４)国土強靱化基本計画を反映した国の他の計画等

国土強靱化アクションプラン2018の構成イメージ(案)

第１章

第2章

第4章

(別紙等）

第2章


160329AP2016構成イメージ(案)
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		国土強靱化アクションプラン2016の構成イメージ(案) コクド キョウジン カ コウセイ アン



		国土強靱化アクションプラン2015の構成 コクド キョウジン カ コウセイ						国土強靱化アクションプラン2016の構成イメージ(案) コクド キョウジン カ コウセイ アン				レジ懇検討・報告等 コン ケントウ ホウコク トウ

		はじめに						はじめに

		第１章 ダイ ショウ		国土強靱化アクションプラン2015の策定について コクド キョウジン カ サクテイ				第１章 ダイ ショウ		国土強靱化アクションプラン2016の策定について コクド キョウジン カ サクテイ		･第20回で本項目の(素案の検討を提示

・第21回のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ素案に反映 ダイ カイ ホン コウモク ソアン ケントウ テイジ

				
１　アクションプラン2015の策定方針
  (1)進捗状況の把握等
  (2)プログラムの最適化

２　特記すべき事項
  (1)地域活性化と連携した国土強靱化の取組
　(2)民間の取組促進
　(3)平成26年度に発生した災害への対応等の新規施策の充実
　(4)地域計画の策定推進・支援
  (5)国際貢献の推進
　(6)2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に向けた対策の実施

３　アクションプラン2015の構成
　(1)プログラムごとの進捗状況
　(2)各プログラムの推進計画
　(3)プログラム推進のための主要施策
　 サクテイ ホウシン シンチョク ジョウキョウ ハアク トウ サイテキカ トッキ ジコウ チイキ カッセイカ レンケイ コクド カ トリクミ ミンカン トリクミ ソクシン ヘイセイ ネンド ハッセイ サイガイ タイオウ トウ シンキ セ サク ジュウジツ コクサイ コウケン スイシン ネン トウキョウ キョウギ タイカイ ム タイサク ジッシ コウセイ シンチョク ジョウキョウ カク スイシン ケイカク スイシン シュヨウ セ サク						
１　アクションプラン2016の策定方針及び構成
  (1)進捗状況の把握等
  (2)プログラムの充実・改善
　(3)構成

２　特記すべき事項
  (1)民間の主体的な取組の促進
　(2)地方創生につながる強靱な地域づくりの推進
　(3)平成27年度に発生した災害への対応等の新規施策の充実等
　(4)リスクコミュニケーションの実践と深化
  (5)国際貢献の重点的推進
　(6)2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に向けた対策の強化

３　基本計画の見直しに向けて
　(1)次期脆弱性評価に向けた検討
　(2)国の他の計画等の見直し サクテイ ホウシン オヨ コウセイ シンチョク ジョウキョウ ハアク トウ ジュウジツ カイゼン コウセイ トッキ ジコウ シュタイテキ コクサイ コウケン スイシン キョウカ キホン ケイカク ミナオ ム

		第2章 ダイ ショウ		プログラムごとの進捗状況 シンチョク ジョウキョウ				第2章 ダイ ショウ		プログラムごとの進捗状況 シンチョク ジョウキョウ		・第20回で本項目の素案の検討を提示
・第21回のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ素案に反映 ソアン ケントウ ダイ カイ ソアン ハンエイ

				　
						　


		第3章 ダイ ショウ		各プログラムの推進計画等

【個別プログラムの推進計画】
【プログラム共通的事項に係る推進方針】
 カク スイシン ケイカク トウ スイシン ケイカク キョウツウテキ ジコウ				第3章 ダイ ショウ		各プログラムの推進計画等

【個別プログラムの推進計画】
【プログラム共通的事項に係る推進方針】
 カク スイシン ケイカク トウ スイシン ケイカク キョウツウテキ ジコウ		・第20回で本項目の素案の検討を提示

・第21回のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ素案に反映 ホン コウモク ソアン ケントウ ダイ カイ ソアン ハンエイ

		第4章 ダイ ショウ		プログラム推進のための主要施策 スイシン シュヨウ セ サク				第4章 ダイ ショウ		プログラム推進のための主要施策 スイシン シュヨウ セ サク		・第20回で本項目の素案の検討を提示

・第21回のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ素案に反映 ソアン ケントウ ソアン ハンエイ

				
【個別施策分野】


　 コベツ セ サク ブンヤ						
【個別施策分野】


　 コベツ セ サク ブンヤ

		(別紙等） ベッシ トウ		（別紙1）プログラム及びプログラム共通的事項ごとの進捗状況
（別紙２）変更した重要業績指標(KPI)について
（別紙３）統合進捗指数(IPI)の設定について　

（参考１）重点化プログラムに係る工程表
（参考２）民間の国土強靱化に資する取組に対する促進施策一覧表
（参考３）国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係
　　　　　府省庁の支援について
 オヨ キョウツウテキ ジコウ ヘンコウ ジュウヨウ ギョウセキ シヒョウ ベッシ トウゴウ シンチョク シスウ セッテイ ジュウテンカ カカ サンコウ コクド キョウジン カ チイキ ケイカク モト ジッシ トリクミ タイ カンケイ フショウチョウ シエン				(別紙等） ベッシ トウ		（別紙1）プログラム及びプログラム共通的事項ごとの進捗状況
（別紙２）変更した重要業績指標(KPI)について
（別紙３）統合進捗指数(IPI)について　

（参考１）重点化プログラムに係る工程表
（参考２）国土強靱化に資する民間の取組促進につながる施策
（参考３）国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係
　　　　　府省庁の支援について
(参考４)国土強靱化基本計画の国の他の計画等への主な反映状況
 オヨ キョウツウテキ ジコウ ヘンコウ ジュウヨウ ギョウセキ シヒョウ ベッシ トウゴウ シンチョク シスウ ジュウテンカ カカ サンコウ コクド キョウジン カ チイキ ケイカク モト ジッシ トリクミ タイ カンケイ フショウチョウ シエン サンコウ コクド キョウジン カ キホン ケイカク クニ タ ケイカク トウ オモ ハンエイ ジョウキョウ		・第20回で本項目の素案の検討を提示　

・第21回のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ素案に反映 ソアン ケントウ







AP2018構成イメージ(案) 







		国土強靱化アクションプラン2017の構成 コクド キョウジン カ コウセイ						国土強靱化アクションプラン2018の構成イメージ(案) コクド キョウジン カ コウセイ アン

		はじめに						はじめに

		第１章 ダイ ショウ		国土強靱化アクションプラン2017の策定について				第１章 ダイ ショウ		国土強靱化アクションプラン2018の策定について

				
１　アクションプラン2017の策定方針及び構成
  (1)進捗状況の把握等
  (2)プログラムの充実・改善
　(3)構成

２　特記すべき事項
  (1)民間の主体的な取組の促進
　(2)地方創生につながる強靱な地域づくりの推進
　(3)平成28年度に発生した災害への対応等を踏まえた新規施策の充実等
　(4)大規模災害等を踏まえたＰＤＣＡサイクルの進化
　(5)リスクコミュニケーションの実践と深化
  (6)国際貢献の重点的推進
　(7)2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に向けた対策の実施

３　基本計画の見直しに向けて
　(1)基本計画の見直しに向けた取組
　(2)国の他の計画等の見直し サクテイ ホウシン オヨ コウセイ シンチョク ジョウキョウ ハアク トウ ジュウジツ カイゼン コウセイ トッキ ジコウ シュタイテキ コクサイ コウケン スイシン ジッシ キホン ケイカク ミナオ ム キホン ケイカク ミナオ ム ト ク						
１　アクションプラン2018の策定方針及び構成　※注１
  (1)進捗状況の把握等
  (2)プログラムの充実・改善
　(3)構成

２　特記すべき事項
  (1)民間の主体的な取組の促進
　(2)地方創生につながる強靱な地域づくりの推進
　(3)平成29年度に発生した災害への対応等を踏まえた新規施策の充実等
　(4)大規模災害等を踏まえたＰＤＣＡサイクル
　(5)リスクコミュニケーションの実践と深化
  (6)国際貢献の重点的推進
　(7)2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会に向けた対策の実施

３　国の他の計画等の見直し
 サクテイ ホウシン オヨ コウセイ チュウ シンチョク ジョウキョウ ハアク トウ ジュウジツ カイゼン コウセイ トッキ ジコウ シュタイテキ コクサイ コウケン スイシン ジッシ

		第2章 ダイ ショウ		プログラムごとの進捗状況 シンチョク ジョウキョウ				第2章 ダイ ショウ		プログラムごとの進捗状況等　※注２ シンチョク ジョウキョウ トウ チュウ

				　
						「プログラム毎の進捗状況」
「これまでの達成状況」 ゴト シンチョク ジョウキョウ タッセイ ジョウキョウ

		第3章 ダイ ショウ		各プログラムの推進計画等				第3章		各プログラムの推進計画等

				【個別プログラムの推進計画】
【プログラム共通的事項に係る推進方針】 スイシン ケイカク キョウツウテキ ジコウ						【個別プログラムの推進計画】
【プログラム共通的事項に係る推進方針】 スイシン ケイカク キョウツウテキ ジコウ

		第4章 ダイ ショウ		プログラム推進のための主要施策 スイシン シュヨウ セ サク				第4章 ダイ ショウ		プログラム推進のための主要施策 スイシン シュヨウ セ サク

				【個別施策分野】


　 コベツ セ サク ブンヤ						【個別施策分野】


　 コベツ セ サク ブンヤ

		(別紙等） ベッシ トウ		（別紙1）プログラム及びプログラム共通的事項ごとの進捗状況
（別紙２）変更した重要業績指標(KPI)について
（別紙３）統合進捗指数(IPI)について　

（参考１）重点化プログラムに係る工程表
（参考２）国土強靱化に資する民間の取組促進につながる施策
（参考３）国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係
　　　　　府省庁の支援について
(参考４)国土強靱化基本計画を反映した国の他の計画等
 オヨ キョウツウテキ ジコウ ヘンコウ ジュウヨウ ギョウセキ シヒョウ ベッシ トウゴウ シンチョク シスウ ジュウテンカ カカ サンコウ コクド キョウジン カ チイキ ケイカク モト ジッシ トリクミ タイ カンケイ フショウチョウ シエン サンコウ コクド キョウジン カ キホン ケイカク ハンエイ クニ タ ケイカク トウ				(別紙等） ベッシ トウ		（別紙1）プログラム及びプログラム共通的事項ごとの進捗状況
（別紙２）変更した重要業績指標(KPI)について
（別紙３）統合進捗指数(IPI)について　

（参考１）重点化プログラムに係る工程表
（参考２）国土強靱化に資する民間の取組促進につながる施策
（参考３）国土強靱化地域計画に基づき実施される取組に対する関係
　　　　　府省庁の支援について
(参考４)国土強靱化基本計画を反映した国の他の計画等
 オヨ キョウツウテキ ジコウ ヘンコウ ジュウヨウ ギョウセキ シヒョウ ベッシ トウゴウ シンチョク シスウ ジュウテンカ カカ サンコウ コクド キョウジン カ チイキ ケイカク モト ジッシ トリクミ タイ カンケイ フショウチョウ シエン サンコウ コクド キョウジン カ キホン ケイカク ハンエイ クニ タ ケイカク トウ



								※注１：基本計画の見直しに関する事項について記載

								※注２：進捗管理の徹底を図るため、４年間の進捗の現状、評価、課題について記載 チュウ シンチョク カンリ テッテイ ハカ ネンカン シンチョク ゲンジョウ ヒョウカ カダイ キサイ
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国土強靱化アクションプラン2018の策定に向けたスケジュール (案 )

６月
事　　　　　　　項

第
40
回

第
41
回

第
42
回

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬

３月 ４月

ナショナル・レジリエンス
（防災・減災）懇談会

国土強靱化
アクション
プラン2018

アクション
プラン策定

パブリック
コメント

意見公募・
取りまとめ

５月

・基本計画の見直

しについて

・アクションプラン

2018構成(案)

・国土強靱化に向

けての取組につい

て（報告）

・脆弱性の評価

の指針素案の

検討

・アクションプラ

ン2018素案の

検討

(ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ

2018等に係

る検討)

アクションプラン素案作成
推
進
本
部
決
定

・脆弱性の評価

の指針素案

・アクションプラン

2018素案

・地域計画策定

ガイドライン第５

版(案)
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