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あ ら ま し

昨今，高度成長期以降に集中的に整備された公共施設いわゆる「社会資本」の老朽化対

策が全国的な課題となっている。国土交通省が示した「インフラ長寿命化基本計画」の方

針のもと，総務省から「公共施設等総合管理計画策定の要請」が通知され，地方公共団体は，

道路・橋梁・上下水道などインフラ各分野に加え，庁舎や学校などの施設に関しても長

寿命化対策に取り組んでいる。しかし，厳しい財政状況下では，老朽化対策費用が確保

できなくなることは確実と言われている。そこで，社会資本の全体最適化の視点に立って，

地方公共団体が保有する全ての公共施設の将来にわたる適切な維持管理の手法が必要と

なっている。

本稿では，ICTを活用して社会資本の維持管理を効率的かつ戦略的に取り組んでいる兵
庫県様の事例を紹介する。また，社会資本情報をオープンデータとして活用する取組み，

および今後のICTを活用した効率的な社会資本維持管理の展開について述べる。

Abstract

Recently, measures against aging of public facilities, or so-called “social capital,” 
intensively developed during and after the high economic growth period in Japan 
(mid-1950s to early 1970s) have become a national issue.  Under the policy of the 
“Basic Plan for Extending the Lifespan of Infrastructure” announced by the Ministry of 
Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), the Ministry of Internal Affairs 
and Communications (MIC) has issued a “request for developing a comprehensive 
management plan for public facilities” and local governments are working on measures 
to extend the service life of facilities including government buildings and schools in 
addition to various fields of infrastructure such as roads, bridges and water supply/
sewerage.  It is said, however, that under poor financial conditions, securing the cost of 
measures against aging will be inevitably impossible.  Accordingly, appropriate long-
term maintenance techniques for all public facilities owned by local governments are 
required from the perspective of total optimization of social capital.  This paper presents 
an example of Hyogo Prefecture, which is efficiently and strategically working on the 
maintenance of social capital by using information and communications technology 
(ICT).  It also describes activities of utilizing social capital information as open data 
and future developments of efficient social capital maintenance by making use of ICT.
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ない県ほど一人当たりの維持管理・更新費が増加
するとも予測されている。このような事態を想定
し，社会資本を中長期的な観点で維持・更新費用
を把握する必要がある。実際に社会資本の老朽化
状況から維持・更新費用の推計を把握している地
方公共団体は2割程度である。残りの8割の地方公
共団体は過去の実績からの積上げ，もしくは分か
らないという状況である。その原因と考えられる
問題点を以下に示す。
（1） 社会資本の情報整備
地方公共団体は，これまで多くの社会資本を新
設し維持してきたが，諸元情報や修繕履歴などの
情報の整備が十分であるとは言えない。施工業者
や点検業者から，発注ごとに納品される断片的な
情報だけでは横断的な情報把握が正しく行えない。
情報の精度，内容，形式，保管場所などの統一的
なルールが浸透しておらず，中長期の更新計画策
定もままならない。国土交通省が地方公共団体に
行ったアンケートでは，将来にかかるコスト推計
を把握できない理由として「費用を把握・推計す
るために必要なデータが整備されていない」とい
う回答が都道府県で87.5％，政令市では100％に
上った。
（2） 職員不足
維持が必要な社会資本に比例して，管理はもと
より点検や修繕といった業務も増加する。そのた
め，技術職員を育成していくことも重要なテーマ
である。上記アンケートでは地方公共団体が国に
期待することとして「技術力向上にむけた実地研
修の実施」という回答がほぼ100％であった。
（3） 将来を見据えた環境づくり
社会資本の老朽化問題は，新規事業が優先され，
対応が先送りにされてきたこともその要因と考え
られる。これからの世代が維持管理を担っていく
ことを考えると，新しい技術の導入はもちろん，
継続して効率的な維持管理のPDCAを確立できる
環境づくりが重要になってくる。

兵庫県様における取組み

兵庫県様は，社会資本の老朽化問題について，
2011年度よりICTを活用した先進的な取組みを開
始された。2014年3月には「ひょうごインフラ・メ
ンテナンス 10箇年計画」（2）を策定され，社会資本

兵庫県様における取組み

ま　え　が　き

本特集号に掲載の「実効力のある公共施設マネ
ジメントに向けた取組み」でも述べられているよ
うに，地方公共団体の財政状況が厳しさを増す中，
高度経済成長期に整備された道路，橋梁，上下水道，
庁舎，学校，公営住宅などの「社会資本」が今後
急速に老朽化していく。これら社会資本は，順次
更新の時期を迎えることとなり，その経費は膨大
な財政負担を強いることになる。このように社会
資本の老朽化は，地方公共団体の今後の行政経営
に極めて大きな影響を及ぼす問題として，深刻に
受け止める必要がある。加えて最近では，事前防災・
減災のための国土強靭化の推進，および人口の減
少や生活の多様化などによる変化する住民ニーズ
への対応も求められている。地方公共団体にとっ
て，社会資本を安全かつ長く利用し，適切なタイ
ミングで改修・更新を行うことは，地方公共団体
が地域住民に安心・安全を提供する上で最優先と
すべき課題である。
このような状況の中，ICTを活用して総コスト
を低減しながら安全かつ高い信頼性で社会資本を
維持しようとされている地方公共団体も出始めて
いる。
本稿では，社会資本の維持管理における地方公
共団体の現状を説明し，ICTを活用した効率的かつ
戦略的に社会資本の維持管理に取り組んでいる兵
庫県様の事例を紹介する。そして，社会資本情報
をオープンデータとして活用する事例，および今
後のICTを活用した効率的な社会資本維持管理の展
開など富士通の取組みを述べる。

地方公共団体の現状

地方公共団体では，扶助費や公債費の増加，地
方税収の減少，環境や子育てといった新規事業の
予算確保など，これまで以上に行政経営の計画性・
戦略性が求められる。それらに加え，社会資本を
効率的かつ長期的に維持管理を推進しなければな
らない。国土交通省の「国土の長期展望」（1）による
と，耐用年数を迎えた構造物を同一機能で更新す
ると仮定した場合，現在ある国土基盤ストックの
維持管理・更新費は今後も増加し，2030年頃には
現在の約2倍になると予測される。また，人口の少

ま　え　が　き

地方公共団体の現状
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長寿命化計画や定期的な更新計画などの策定を支
援するシステムである。管理下の各施設の耐用年
数や修繕・更新単価を設定することで，中長期的
に必要となる維持管理費用を試算できる。また，
橋梁や港湾施設については，マルコフ劣化予測な
どの高度な解析を必要とすることから，別途，ス
タンドアロン型のアセットマネジメントサブシス
テムを構築して，解析結果のデータ連携を図る仕
組みとなっている。
● システムの特長
（1） 統一的な識別子体系
各施設を一意に特定できるよう，全工種共通の
管理番号（インフラコード）を付与する仕組みと
なっている。これにより，各工種の柔軟性や拡張
性を確保したデータベース設計が可能となってい
る。また，システムで管理する全ての情報（施設
の諸元，点検結果，修繕履歴，維持管理計画，図
面，写真，地理情報など）をインフラコードによっ
て管理することで，関連する情報を一元的に参照
可能としている。
（2） 一元管理による総量の把握と将来推計
データを一元管理することで，保有する社会資
本の現状を即座に把握できるようになった。また，
施設の諸元情報や点検結果などの情報を基に将来

の総コストの低減と予算の平準化を確立し，計画
的・効率的に老朽化対策を推進されている。本計
画の推進を支援するために構築されたのが「社会
基盤施設総合管理システム」（3）である。富士通は，
このシステム構築および運用を支援している。
● システム構成
社会基盤施設総合管理システムは，以下の三つ
のシステムで構成されている（図-1）。
（1） 施設台帳システム

18に及ぶ施設の諸元，点検結果，修繕履歴，設
計図書，写真などの情報を一元的に管理するシス
テムである。各種条件でデータの検索や抽出が可
能なことに加え，施設台帳などをExcel形式の帳票
で出力する機能を有する。
（2） 地理情報システム（GIS：Geographic Information 

System）
社会基盤施設の位置情報を地図上で管理するシ
ステムである。施設台帳システムのデータベース
と連携しており，地図から施設台帳の帳票・デー
タを表示できる。また，本庁と土木事務所が共通
図面上の作図を可能にするなど統合型GISとしての
機能を有する。
（3） アセットマネジメントシステム
施設台帳システムのデータベースを利用して，

図-1　社会基盤施設総合管理システムの概要

社会基盤施設総合管理システム

アセットマネジメントシステム
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施設台帳システム地理情報システム
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S県での実証実験では，地方公共団体の社会資本
情報を公開し，民間企業の営業活動で利活用して
いただいたところ，社会資本整備の効率化が向上
したことが確認されている。具体的には，これら
の情報が公開されることで，社会資本の維持管理
に対する需要の予測や提案が容易となる。ある社
会資本の建設年度，工法・材料，点検結果が公開
されることで老朽化の時期が推測でき，更に長寿
命化や更新などの技術提案も実施可能となる。
また，F市の実証実験では，オープンデータとし
て公開された通学路情報などと市民の投稿による
通学路点検結果を共有する仕組みを用いた実証に
より，市民の安心・安全の向上や行政参加意欲の
促進といった効果が確認されている。
社会資本の維持管理において，学識者が第三者
の立場から客観的に評価を行うことは大変有用で
ある。学識者にとっても理論や技術の研究を進め
る上で，地方公共団体が保有する社会資本のデー
タが大変重要である。今後，社会資本情報をオー
プンデータとして公開されることで研究が進むと
ともに，その成果が維持管理の現場に生かされる
という効果が期待される。

今後の展開

国土交通省の「インフラ長寿命化基本計画」（4）や
総務省の「公共施設等総合管理計画策定の要請」（5）

などに応じて，各地方公共団体では社会資本の現
状の把握と計画の策定が行われている。富士通は，
以下のような国の施策の追加・変更に対応したシ
ステムを地方公共団体へ提供していく。
● 社会資本情報プラットフォームへの対応
社会資本整備審議会・交通政策審議会における

「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方につい
ての答申」（6）では，社会資本情報プラットフォー
ムの構築が主要施策として掲げられており，維持
管理のサイクルで収集される点検や修繕の情報を
データベースとして蓄積できる仕組みとして期待
されている。富士通は，これらのプラットフォー
ムと容易に連携できるシステムとすることで，国
の施策などと歩調を合わせて社会資本の維持管理
を行う環境の構築を目指していく。
● 新地方公会計への対応
前述したとおり，社会資本の維持管理は行政経

今後の展開

の老朽化の推計（図-2）も可能となっている。
（3） クラウドサービス
社会基盤施設総合管理システムは富士通のクラ
ウドサービスを利用して構築されている。クラウ
ドサービスを利用することにより，運用コストの
低減といった側面にとどまらず，地震・災害など
に対するデータの安全性確保や事業継続性確保を
実現している。
兵庫県様では，継続的な運用体制の確立を目指
し，計画・ルール，システム整備に加えて，職員
の育成にも注力されており，これまでに点検・維
持管理・修繕などにおけるインフラメンテナンス
研修を実施するとともに，技術や経験が豊富な学
識者や民間などからも講師を招き座学・演習・現
場実習などを開催されている。

オープンデータによる産・官・学・民連携

社会資本の維持管理を考える上で，民間の技術・
ノウハウ・資金などの活用，市民・NPOなどの行
政参加，学識者との連携などが重要視されている。
これらのテーマを結ぶ一つの解として，社会資本
情報をオープンデータとして活用することが注目
されている。富士通では，2013年12月から地方公
共団体の協力のもと，社会資本の諸元情報，補修
情報，工事実績情報などのオープンデータ化によ
る効果と実用性の検証を行っている。

オープンデータによる産・官・学・民連携

出典：ひょうごインフラ・メンテナンス 10箇年計画

【主要施設の年度別建設数】

今後，大量の
施設が築50年
を迎える

■橋　　梁（50年経過）：31％（H25）→54％（H35）→72％（H45）
■排水機場（30年経過）：45％（H25）→57％（H35）→92％（H45）
■水門・堰（30年経過）：39％（H25）→64％（H35）→89％（H45）
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図-2　兵庫県における管理施設状況
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全な社会づくりに貢献したいと考えている。
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営上の大きなテーマとなっている。総務省から地
方公共団体に向けた「公共施設等総合管理計画の
策定要請」の中でも固定資産台帳の整理など財務
会計と連動した計画策定が望ましいとされている。
富士通は，全国で252の自治体様で導入いただいて
いる「IPKNOWLEDGE（アイピーナレッジ）財
務会計システム」を中核として，地方公共団体に
おける新地方公会計の導入を支援してきた。今後，
社会資本維持管理を支えるSuperCALS公共インフ
ラマネジメントシステムとIPKNOWLEDGEを連
動させることで，財務と連動した社会資本維持管
理の仕組みの実現を目指していく。

む　　す　　び

本稿では，ICTを活用した社会資本の効率的かつ
戦略的な維持管理について，富士通が支援した兵
庫県様の事例と，社会資本情報のオープンデータ
への取組みなどを紹介した。ICTは，これら社会
資本維持管理の施策を支援するツールに過ぎない。
富士通は，これからも高品質なシステム提供に加
えて，地方公共団体とともに社会資本維持管理の
あるべき姿を確立していく。そして自治体経営に
おいて，より効率的かつ戦略的な社会資本の維持
管理の実現に向けたシステムを提供し，安心・安
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岡田英人（おかだ　ひでと）

行政システム事業本部第二ソリュー
ション統括部 所属
現在，国・地方自治体向け土木ソリュー
ションビジネスに従事。

松本大輔（まつもと　だいすけ）

行政システム事業本部第二ソリュー
ション統括部 所属
現在，公共インフラマネジメントソ
リューション開発に従事。

 著 者 紹 介

金川康宏（かながわ　やすひろ）

行政システム事業本部第二ソリュー
ション統括部 所属
現在，土木ソリューション展開・適用
に従事。

http://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf
http://web.pref.hyogo.lg.jp/ks04/documents/inframainte.pdf
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/happyou/thesises/2012/pdf04/14.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/pdf/houbun.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000286228.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001036646.pdf

