

監修の言葉
建設経済をめぐる状況は大きく変化しています。
戦後から整備が積み重ねられてきた社会資本（インフラ）については，そのストック総
額は約580兆円（SNA ストックベース）にのぼり，現在，その維持・管理問題が大きな社
会問題となっています。他方，我が国経済の新成長に必要なインフラ（例：環状高速道
路，中枢空港・中枢港湾）や，地域の要望の強いインフラ（例：高速道路，整備新幹線）
の整備もまだ残されています。公共投資については，厳しい財政状況の下にあって，PFI
等の手法も活用し，必要なインフラを重点的に整備・維持管理していくことが強く求めら
れています。
また，豊かで安定的な国民生活に不可欠な住宅については，そのストック総額は約340
兆円（SNA ストックベース）にのぼり，空き家の増加も見られる中で，これまでの「住
宅を作っては壊す」というやり方ではなく，「いい住宅を作って，きちんと手入れして，
長く大切に使う」という方向に転換していくことが大きな課題となっています。住宅につ
いては，長く使える質の高い住宅の建設を促進するとともに，既存の優良な住宅が適切に
維持管理され，市場で流通され，活用されるように環境を整備していくことが強く求めら
れています。
さらに，我が国経済の新成長のためには，我が国企業が，今後一層拡大すると見込まれ
る世界のインフラ需要に対して，積極的に海外展開を図っていくとともに，デフレ経済の
中で更新が停滞したともされる国内の民間資本ストック（企業設備）の高度化を図り，成
熟経済の下でも新需要を創出していくことが強く求められています。
このように，建設経済が大きな転換期を迎えている状況にあって，建設経済に関する政
策展開，経営展開を的確に行っていくためには，これまでにも増して，建設経済をめぐる
各種動向を客観的に把握し，分析することが重要になってきていると思われます。
本書が，そのような調査分析のニーズに応え，わずかでも資するところがあれば，幸い
です。
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我が国の建設経済統計

第１章

建設経済統計の全体像

第１節

制度の枠組み

建設経済統計（本編第２章の各論で個別に説明を行う，住宅・建築物，社会資本等の建
設・メンテナンス活動等に関する統計調査をいう。）について説明するに当たっては，我
が国の統計制度が前提となることから，まず，その説明を行うこととする。

⑴ （旧）統計法と統計報告調整法

① （旧）統計法
正確な統計を体系的に整備するためには，統計調査に関する一元的な根拠法を持つこと
が必要とされ，政府においては，1947（昭和22）年に（旧）統計法が公布・施行された。
この（旧）統計法は，統計の真実性を確保し，統計調査の重複を除き，統計の体系を整
備し，統計精度の改善・発達を図ることを目的としたもので，指定統計制度を確立し，指
定統計制度を中心に統計調査を改善，調整することを通じて，当該目的の達成を図るもの
であった。
（旧）統計法上，指定統計とは，政府，地方公共団体が作成する統計等で担当大臣（直
近では，総務大臣）が指定し，公示したものである（旧法第２条）。（旧）統計法は，指定
統計としてどのようなものが指定されるかについては規定していなかったが，原則とし
て，主として全国的統計調査であって，かつ，我が国の統計体系上重要な意義を持つもの
とされた。
指定統計の調査実施者は，被調査者に申告の義務を課することができるとされるととも
に（旧法第５条），調査内容についてその秘密は保護されなければならない（旧法第14
条）
，調査票を統計上の目的以外に使用してはならない（旧法第15条），とされた。また，
指定統計の調査を実施しようとする場合には，調査実施者は実施前に，調査の目的・事
項・範囲・期日・方法等について担当大臣の承認を得ることが必要とされた（旧法第７
条）
。
指定統計以外の統計（統計報告調整法の承認を受けたものを除く。）については，（旧）
統計法は，その調査実施者は実施前に，調査の目的・事項・範囲・期日・方法について担
当大臣に届け出なければならないとされた（旧法第８条）。これらは，届出統計と言われ
たものである。
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総
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総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
総
財
国
文
文
文
文
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厚
厚
厚
厚
厚
厚
農
農
農
農
農
農
農
経
経

実施機関
務
務
務
務
務
務
務
務
務
務
務
務
務
務
務
税
部 科 学
部 科 学
部 科 学
部 科 学
生 労 働
生 労 働
生 労 働
生 労 働
生 労 働
生 労 働
生 労 働
林 水 産
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林 水 産
済 産 業
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省
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庁
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省
省
省
省
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省
省
省
省
省
省
省
省

名称

表１

指定統計一覧

国勢調査
事業所・企業統計
住宅・土地統計
労働力調査
小売物価統計
家計調査
個人企業経済調査
科学技術研究調査
地方公務員給与実態調査
就業構造基本調査
全国消費実態統計
全国物価統計
社会生活基本統計
経済構造統計
法人企業統計
民間給与実態統計
学校基本調査
学校保健統計
学校教員統計
社会教育調査
人口動態調査
毎月就労統計調査
薬事工業生産動態統計調査
医療施設統計
患者調査
賃金構造基本統計
国民生活基礎統計
農林業構造統計
牛乳乳製品統計
作物統計
海面漁業生産統計
漁業センサス
木材統計
農業経営統計
工業統計調査
経済産業省生産動態統計

経 済 産 業 省

商業統計

経
経
経
経
経
経
経
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国

埋蔵鉱量統計
ガス事業生産動態統計
石油製品需給動態統計
商業動態統計調査
特定サービス産業実態統計
経済産業省特定業種石油等消費統計
経済産業省企業活動基本統計
港湾調査
船舶船員統計
造船造機統計
建築着工統計
鉄道車両等生産動態統計調査
建設工事統計
船員労働統計
自動車輸送統計
内航船舶輸送統計
法人土地基本統計

済
済
済
済
済
済
済
土
土
土
土
土
土
土
土
土
土

産
産
産
産
産
産
産
交
交
交
交
交
交
交
交
交
交

業
業
業
業
業
業
業
通
通
通
通
通
通
通
通
通
通

省
省
省
省
省
省
省
省
省
省
省
省
省
省
省
省
省

周期
５年
５年
５年
月
月
月
四半期，年
１年
５年
５年
５年
５年
５年
５年
四半期，半年
１年
１年
１年
３年
３年
月
月，１年
月
月，３年
３年
１年
１年，３年
５年，10年
月，１年
１年
半年，１年
５年
月，１年
１年
１年
月
５年ごとに本調査，本調査
の２年後に簡易調査
５年
月，四半期
月
月
１年，３年
月，年
１年
月，１年
１年
月
月
月
月，１年
１年
月，年３回，年９回
月，１年
５年

建設経済統計の全体像

分野
人口
企業・経営
建設・土地
労働・賃金
家計・物価
家計・物価
企業・経営
教育・文化・科学
労働・賃金
労働・賃金
家計・物価
家計・物価
生活・環境
企業・経営
企業・経営
労働・賃金
教育・文化・科学
福祉・衛生
教育・文化・科学
教育・文化・科学
人口
労働・賃金
鉱工業
福祉・衛生
福祉・衛生
労働・賃金
生活・環境
農林水産
農林水産
農林水産
農林水産
農林水産
農林水産
農林水産
鉱工業
鉱工業
商業・サービス業
鉱工業
エネルギー
商業・サービス業
商業・サービス業
商業・サービス業
エネルギー
企業・経営
運輸・通信
運輸・通信
鉱工業
建設・土地
鉱工業
建設・土地
労働・賃金
運輸・通信
運輸・通信
建設・土地

（注）１ 本表は，旧統計法に基づく指定統計調査の実施状況（2005（平成17）年４月～2009（平成21）
年３月）についてまとめたものである。
２ 本表に掲げた指定統計調査は，経済センサスに引き継がれた「事業所・企業統計調査」及び中
止された「船舶船員統計調査」以外は，改正後の統計法（平成19（2007）年法律第53号）の施行
に伴い，基幹統計調査として引き継がれている。
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② 統計報告調整法
統計法の制定によって我が国の統計は指定統計についてよく整備されるに至ったが，指
定統計以外の統計については，調査実施者に届け出の義務を課していたに過ぎず，総合的
な調整は十分でなく，被調査者に対して加重な負担をかけること等も見られることとなっ
た。
このため，政府においては，統計報告の徴集方法，報告方法等について総合的な調整を
行うことによって，統計の重複を排除し被調査者の負担を軽減すること等を目的として，
1952（昭和27）年に，統計報告調整法が公布・施行された。
本法によれば，国の行政機関が統計報告の徴集を行おうとする場合（徴集方法等が法令
に定められている場合等は除く。）には，実施前に，統計報告を徴集する目的・事項・範
囲・期日・方法等について担当大臣の承認を受けなければいけないこととされた（法第４
条）
。これらは，いわゆる承認統計と言われたものである。なお，承認の対象とされた統
計報告とは，国の行政機関が直接又は地方公共団体の機関を通じて，10以上の人又は法人
等に対して提出を求める報告で，その結果の全部又は一部が統計を作成するために用いら
れるものとされた（法第３条）。

⑵ （新）統計法

新たな統計制度のあり方については，2004（平成16）年以降，内閣府，総務省の委員
会，研究会において検討されてきたが，それらを受け，政府においては，公的統計の体系
的・効率的な整備やその有効性の確保を図るため，（旧）統計法，統計報告調整法に代
わって，
（新）統計法が，2007（平成19）年に公布され，2009（平成21）年に全面施行さ
れた。
ここでは，
（旧）統計法時代の指定統計，承認統計，届出統計に関する変更点について
見ていくこととする。
まず，指定統計については，概ねこれに相当するものとして，「基幹統計」が位置づけ
られた。基幹統計とは，国の行政機関が作成する統計のうち，公的統計の中核をなすもの
として重要性が特に高い統計として位置づけられるものである。
基幹統計は，法律で基幹統計とされている国勢統計，国民経済計算のほか，総務大臣
が，事前に，当該行政機関の長に協議するとともに，統計委員会の意見を聴いて，指定
し，公示する（法第２条第４項，第７条）。
基幹統計の調査を実施しようとする場合には，調査実施者は実施前に，調査の目的・事
項・範囲・期日・方法等について総務大臣の承認を得ることが必要とされている（法第９
条）
。
また，基幹統計の調査実施者は，被調査者に，報告を求めることができ，被調査者はこ
れを拒み，虚偽の報告をしてはならないとされるとともに（法第13条），基幹統計に関す
る情報の取扱いに従事する行政機関の職員・元職員は，業務に関して知り得た秘密を漏ら
してはならない（第41条），行政機関の長は，統計調査の目的以外に調査票情報を利用・
提供してはならない（法第40条第１項），とされている。
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表２

基幹統計一覧

内閣府＜１統計＞

農林水産省＜７統計＞

国民経済計算

農林業構造統計
牛乳乳製品統計
作物統計
海面漁業生産統計
漁業センサス
木材統計
農業経営統計

総務省＜12統計＞
国勢統計
住宅・土地統計
労働力調査
小売物価統計
家計調査
個人企業経済調査
科学技術研究統計
地方公務員給与実態調査
就業構造基本統計
全国消費実態統計
全国物価統計
社会生活基本統計

建設経済統計の全体像

経済産業省＜11統計＞
工業統計調査
経済産業省生産動態統計
商業統計
埋蔵鉱量統計
ガス事業生産動態統計
石油製品需給動態統計
商業動態統計調査
特定サービス産業実態統計
経済産業省特定業種石油等消費統計
経済産業省企業活動基本統計
鉱工業指数

財務省＜２統計＞
法人企業統計
民間給与実態統計
文部科学省＜４統計＞
学校基本調査
学校保健統計
学校教員統計
社会教育調査

国土交通省＜９統計＞
港湾統計
造船造機統計
建築着工統計
鉄道車両等生産動態統計調査
建設工事統計
船員労働統計
自動車輸送統計
内航船舶輸送統計
法人土地基本統計

厚生労働省＜８統計＞
人口動態調査
毎月勤労統計調査
薬事工業生産動態統計調査
医療施設統計
患者統計
賃金構造基本統計
国民生活基礎統計
生命表

内閣府，金融庁，総務省，財務省，文部科学省，厚生
労働省，農林水産省，経済産業省，国土交通省及び環
境省
産業連関表
総務省及び経済産業省
経済構造統計
＜合計

56統計（2010（平成22）年度末）
＞

次に，承認統計，届出統計については，概ねこれに相当するものとして，「一般統計
（調査）
」が位置づけられた。一般統計（調査）とは，国の行政機関が行う統計（調査）の
うち，基幹統計（調査）以外のものをいう。（法第２条）
一般統計（調査）については，その調査実施者は実施前に，調査の目的・事項・範囲・
期日・方法について総務大臣の承認を受けなければならないとされている（法第19条）。
また，一般統計に関する情報の取扱いに従事する行政機関の職員・元職員は，業務に関
して知り得た秘密を漏らしてはならない（第41条），行政機関の長は，統計調査の目的以
外に調査票情報を利用・提供してはならない（法第40条第１項），とされている。
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建設経済統計を統計制度から分類すると，
・基幹統計として，建築着工統計調査，建設工事統計調査，法人土地・建物基本調査
・一般統計として，例えば，建設関連業等の動態調査，建築物リフォーム・リニューア
ル調査，建築物実態調査，建設業活動実態調査，産業連関構造調査，建設工事進捗率
調査
がある。
以上の統計法に基づく統計調査のほかに，
・加 工統計として，例えば，建設総合統計，建設工事費デフレーター，建設投資見通
し，建築物ストック統計
・業務統計として，例えば，建築物滅失統計調査，国土交通省所管建設事業費等実績調
査，建設業許可業者数調査
がある。
表３

国が実施する主な建設経済統計

（2013（平成25）年４月現在）

基幹統計調査

一般統計調査

加工統計（例）

業務統計（例）

●建築着工統計調査
●建設工事統計調査
⑤法人土地・建物基本調
査

●建設関連業等の動態調査
●主要建設資材需給・価格動向調査
●建設労働需給調査
○建築物リフォーム・リニューアル調査
○建築物実態調査
○建設業活動実態調査
○土地保有移動調査
○民間住宅ローンの実態に関する調査
○住宅市場動向調査
○水害統計調査
②建設機械損料等調査
②建設機械動向調査
②建設資材・労働力需要実態調査
⑤空家実態調査
⑤住生活総合調査
⑤マンション総合調査
⑤産業連関構造調査
⑤リース・レンタル建設機械情勢調査
△建設工事進捗率調査
△建設副産物実態調査
△建設業構造実態調査

●建設総合統計
●建設工事費デフレーター
●設備工事業に係る受注高
調査
●資材の需要予測
○建設投資見通し
○建築物ストック統計

●建築物滅失統計調査
○国土交通省所管建設事業
費等実績調査
○建設業許可業者数調査
○住宅着工統計による再建
築状況の概要
○用地費及び補償費実績調
査
○災害統計
○道路統計調査

（凡例）
●：毎月調査（四半期調査を含む。）
○：毎年調査
②：２年に一度調査
⑤：５年に一度調査
△：不定期調査（１回限りの調査を含む。）

6
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【コラム①】 景気と建設経済統計
１ 景気の動向
 ある時点の景気の良し悪しの判断は，個々の経済主体（政府，企業，家計）やそ
れぞれの業種により，また，エリアが国全体か一定の地域かにより，異なる場合も
あれば一致する場合もある。また，判断の根拠もまちまちである。そこで，国全体
の景気が上向いているのか下降しているのか，客観的なデータをもとにその動向を
示すことができれば大変便利である。このため，国（内閣府社会経済総合研究所）
は，景気の動きをよく反映すると考えられる統計データをもとに，専門家の意見も
参考にして景気の山・谷の時期，景気動向指数などを作成し，公表している。
 内閣府が公表しているこの景気指標のうち，過去の景気回復期・景気後退期の時
期・期間を示す「景気基準日付」は，過去の長期の経済関係データを眺めてみる際
には座標軸として利用できるものである。
景気基準日付を図示すると以下のようになる。
図10

我が国の景気の動向（景気基準日付）

山 s26/6 s29/1 s32/6 s36/12 s39/10 s45/7 s48/11 s52/1 s55/2 s60/6 h3/2

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

h9/5 h12/11

⑫

⑬

h20/2

⑭
⑮

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

谷 s26/10 s29/11 s33/6 s37/10 s40/10 s46/12 s50/3 s52/10 s58/2 s61/11 h5/10
景気の拡張（上昇）期

景気の拡張（上昇）期
期間
一般的な景気呼称
② s26/11～s29/ 1（27ヵ月）
③ s29/12～s32/ 6（31ヵ月） 神武景気

⑬

h11/1

⑭

h14/1

h21/3

景気の後退（下降）期

景気の後退（下降）期
期間
一般的な景気呼称
① s26/ 7～s26/10（４ヵ月）
② s29/ 2～s29/11（10ヵ月）
③ s32/ 7～s33/ 6（12ヵ月） なべ底不況

④ s33/ 7～s36/12（42ヵ月） 岩戸景気

④ s37/ 1～s37/10（10ヵ月）

⑤ s37/11～s39/10（24ヵ月） オリンピック景気

⑤ s39/11～s40/10（12ヵ月） 40年不況

⑥ s40/11～s45/ 7（57ヵ月） いざなぎ景気

⑥ s45/ 8～s46/12（17ヵ月） ドルショック

⑦ s47/ 1～s48/11（23ヵ月） 列島改造ブーム

⑦ s48/12～s50/ 3（16ヵ月） 第一次石油危機

⑧ s50/ 4～s52/ 1（22ヵ月）
⑨ s52/11～s55/ 2（28ヵ月）
⑩ s58/ 3～s60/ 6（28ヵ月）

⑧ s52/ 2～s52/10（９ヵ月）
⑨ s55/ 3～s58/ 2（36ヵ月）
⑩ s60/ 7～s61/11（17ヵ月） 円高不況

⑪ s61/12～h 3/ 2（51ヵ月） バブル景気
⑫ h 5/11～h 9/ 5（43ヵ月）
⑬ h11/ 2～h12/11（22ヵ月）
⑭ h14/ 2～h20/ 2（73ヵ月）

⑪ h 3/ 3～h 5/10（32ヵ月）
⑫ h 9/ 6～h11/ 1（20ヵ月）
⑬ h12/12～h14/ 1（14ヵ月）
⑭ h20/ 3～h21/ 3（13ヵ月） リーマンショック

⑮ h21/ 4～
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景気動向指数
次に内閣府が公表している景気動向指数をみてみよう。
 景気動向指数とは，景気の動きをよく反映すると考えられる幾つかの経済指標
（現在，28の経済指標）を合成した総合的な景気指標である。景気動向指標は，経
済指標の変化率を合成することにより景気動向の大きさ，テンポをとらえる「CI：
コンポジット・インデックス」と，経済指標の変化方向を合成することにより景気
局面を判断し，景気の転換点（山，谷）をとらえる「DI：ディフュージョン・イ
ンデックス」の２つから構成されている。これまで，内閣府では，公表の重点を，
DI においてきたが，2008（平成20）年６月から，国際的な標準となっている CI に
重点をおくようになった。
 景気動向指数で現在採用されている経済指標は，景気の動きを先取りして変化す
る先行系列が11，ほぼ一致した変化を示す一致系列が11，遅れて動く遅行系列が
６，合計28である。
 採用系列の一覧は，次ページの表のとおりであるが，先行系列の中に建設経済統
計の一つである住宅着工統計調査のうち新設住宅着工床面積が採用されている。
 なお，2001（平成13）年12月の改訂前には建築着工床面積（鉱工業，商業，サー
ビス業）も先行系列として採用されていた。このうち商業，サービス業については
景気の影響以外に2000（平成12） 年６月に施行された大店立地法の影響（駆け込み
立地，及びその反動など）が2001年の中頃まで続いたという事情があった。また，
シェアの大きい電力投資は短期的な景気の動向に余り左右されない投資ではある。
しかしながら，鉱工業の着工床面積は製造業にかかる民間設備投資の動向を引き続
きよく反映している。
 また，かつては建設工事受注動態統計調査から建設工事手持ち月数（建設工事量
未消化残高［季調値］を施行高［季調値］で割ったもの）も先行系列に採用されて
いた。建設工事の受注時点では，建設工事の着工時点よりもさらに前段階にあるの
で，建設工事受注動態統計調査については，データ処理の工夫により景気の先行指
標としての活用が考えられるが，具体例なあり方は今後の検討課題である。
 参考までに新設住宅着工床面積及び建築着工床面積（鉱工業等）の動きを景気動
向指数（一致指数）と重ね合わせたグラフを25ページに掲載する。なお，2007（平
成19）年中頃の急激な落ち込み等については，耐震強度偽装問題に対応した建築基
準法の規制強化という特殊要因によるものであり，留意することが必要である。
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【コラム②】 住宅着工統計調査，建築物着工統計調査の季節調整値
統計データの月次の動向分析については，対前年同月比や，数カ月（例えば三カ
月）移動平均等による分析だけでなく，季節的な要因により増減する部分を除去した
季節調整値の対前月比等を用いて分析することが望ましい。（季節調整値について
は，228～229ページの〔季節調整値〕の項目参照）
住宅着工統計調査，建築物着工統計調査については，月次の公表時に，季節調整値
（新設住宅の戸数（総計，持家・貸家・分譲住宅等別），着工建築物の床面積（総計，
用途別）
，着工建築物の工事費予定額（総計，用途別）と，新設住宅の戸数（総計）
の年率季節調整値（新設住宅の戸数（総計）の季節調整値を12倍したもので，当該月
の水準を１年間の水準で表したもの）も併せて公表しているので，分析に用いるのに
便宜である。
なお，季節調整値は，原数値に季節調整倍率をかけて算出されるが，季節調整倍率
が１より大きくなると，その月は年間の平均に比べ季節のトレンドとして着工戸数が
少なめに出る傾向があり，１より小さくなると，その月は年間の平均に比べ季節のト
レンドとして着工戸数が多めに出る傾向があるということとなる。総数で見ると，比
較的冬の時期が，着工戸数が減少する傾向が見られるが，これは，北国における積雪
の影響が大きいと言われる。
図16

（万戸）
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【コラム③】 医療・福祉用民間建築物が大きく増加
民間非居住着工建築物の用途別構成（製造業用，卸・小売業用，金融・保険業用な
ど）は産業構造の変化を反映して変化する。
建築物着工物統計調査については，2003（平成15）年度から，かなり細かく用途別
の着工床面積を調べることが可能になった。下の図は2003年度と2012（平成24）年度
の民間非居住着工建築物の用途別床面積の構成比を比較したものである。卸・小売業
用がトップでこれに製造業用を加えると約半分がこれらの用途向けであることは変わ
らないが，医療・福祉用が18.9％から24.4％へと大きく増加している。
我が国の高齢化の進展は，建築着工統計調査の上にも明確に現われている。
図19

民間非居住着工建築物の用途別床面積の構成比（2003（平成15）年度）
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図20

民間非居住着工建築物の用途別床面積の構成比（2012（平成24）年度）
2.2％

10.9％

23.1％

鉱業・建設業用
製造業用
情報・通信業用

24.4％

1.0％

卸・小売業用
金融・保険業用
不動産業用
宿泊・飲食業用

26.8％

3.7％
6.5％
1.4％

34

医療・福祉用
その他サービス業用

第1編

我が国の建設経済統計

【コラム④】 空家の状況
１ まず，下の図を眺めて頂きたい。これは1963（昭和38）年から2008（平成20）年
までの空家の推移を示したものである。1963年の空家は52万戸で住宅総数に占める
割合は2.5％であったのが，2008年には757万戸（14倍），率も13.1％へ増加した。
 ただ，空家といってもいろいろあり，過半数は賃貸用，売却用のもので（調査時
期に偶然居住世帯がなかった），これらは管理者がいるのであるからそれほど問題
視するには当たらない。むしろ問題となってくるのは，管理者が不在・不明の空家
であり，2008年調査では268万戸がこのタイプに該当する（ちなみに，1998（平成
10）年調査では182万戸，2003（平成15）年調査では212万戸がこのタイプで，近年
増え方が加速している）。また，このタイプの空家のうち58％が人口集中地区
（DID）に存在する（2008年調査）。
図31

空家数の推移
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２ 空家の問題点として一般的に指摘されているのは，①防災性の低下（地震時等に
おける倒壊・崩壊，火災発生のおそれなど），②防犯性の低下（犯罪の誘発）
，③ご
みの不法投棄，④衛生の悪化，悪臭の発生，等であり，問題は認識しながらも実際
に対策を講じている地方自治体は３割にも満たない。これは，どんなに問題があっ
ても，人の財産は勝手に処分できないことが根幹にあるためと考えられる。
３ 空家を単にやっかいもの扱いするだけでは問題は解決しない。老人福祉用施設，
賃貸住宅，地域の交流施設等として利活用する視点も欠かせない。ただ，所有権と
の兼ね合いが難しいので，空家の処分・利活用に関する法制度を整備することも課
題となってきているのだろう。
 なお，英国には EDMO（Empty Dwelling Management Orders）というルールがあ
る（2004（平成16）年法制化）
。これは地方自治体が正当な理由なく空家になってい
る住宅を占有し，第三者に賃貸できる制度であり，日本にも参考になると考えられる。
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表８

公共事業関係長期計画の目標一覧

計画・目標・指標の名称

目標

社会資本整備重点計画（H24～H28）
大規模又は広域的な災害リスクを低減させる
大規模地震の発生に備えた耐震化やソフト対策の推進
主要なターミナル駅の耐震化率
88％（H23）→概ね100％（H27）
大規模盛土造成地マップ公表率
５％（H23）→50％（H28）
（参考指標）
住宅の耐震化率
※新成長戦略
（平成22年６月18日閣議決定）及び住生活基本計画（平成 79％（H20）→95％（H32）
23年３月15日閣議決定）において設定された指標
（参考指標）
多数の者が利用する建築物の耐震化率
首都直下地震の地震防災戦略（平成18年４月21日中央防災会議決定）に 80％（H20）→90％（H27）
おいて設定された具体的目標
東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等にお 河川堤防：０％（H23）→約77％（H28）
いて今後対象が必要な河川管理施設の耐震化率
水門・樋門等：０％（H23）→約84％（H28）
東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域等にお
約28％（H23）→約66％（H28）
ける海岸堤防等の整備率（計画高までの整備と耐震化）
地震対策上重要な下水管きょにおける地震対策実施率
約34％（H23）→約70％（H28）
（参考指標）
地震時等に著しく危険な密集市街地の面積
約6,000ha（H22）→概ね解消（H32）
※住生活基本計画（平成23年３月15日閣議決定）において設定された指標
一定水準の防災機能を備えるオープンスペースが一箇所以上確保され
約73％（H22）→約84％（H28）
た大都市の割合
緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率
77％（H22）→82％（H22）
市街地等の幹線道路の無電柱化率
15％（H23）→18％（H28）
航空輸送上重要な空港のうち地震時に救急・救命，緊急物資輸送拠点
約7,300万人（H23）→約9,500万人（H23）
としての機能を有する空港から一定範囲に居住する人口
大規模地震が特に懸念される地域における港湾による緊急物資供給可
約2,640万人（H23）→約2,950万人（H28）
能人口
道路による都市間速達性の確保率
46％（H22）→約50％（H28）
航路標識の自立型電源導入率
82％（H23）→86％（H28）
信号機電源付加装置の整備台数
約4,400台（H22）→約6,400台（H28）
電子基準点の観測データの欠測率
0.5％未満（H22）→0.5％未満（H28）
大規模又は広域的な津波災害が想定される地域における津波対策及び人口・資産が集中する海面下に位置する地域等にお
ける高潮・侵食対策の強化
（再掲）東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定されている地域
約28％（H23）→約66％（H28）
等における海岸堤防等の整備率（計画高までの整備と耐震化）
東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等におい
０％（H23）→約57％（H28）
て，今後対策が必要な水門・樋門等の自動化・遠隔操作比率
東海・東南海・南海地震等の大規模地震が想定される地域等におい
０％（H23）→約75％（H28）
て，今後対策が必要な河川堤防の津波対策実施率
侵食海岸において，現状の汀線防護が完了した割合
約78％（H23）→約85％（H28）
（再掲）
市街地等の幹線道路の無電柱化率
15％（H23）→18％（H28）
最大クラスの津波ハザードマップを作成・公表し，防災訓練等を実施
０％（H23）→100％（H28）
した市町村の割合
人口・資産が集中する地域や近年甚大な被害が発生した地域等における治水対策の強化及び大規模土砂災害対策の推進
国管理区間：約72％（H23）→約76％（H28）
人口・資産集積地区等における中期的な目標に対する河川の整備率
県管理区間：約57％（H23）→約59％（H28）
過去10年間に床上浸水被害を受けた家屋のうち未だ浸水のおそれのあ
約6.1万戸（H23）→約4.1万戸（約３割解消）
（H28）
る家屋数
人口・資産集積地区等の流域貯留施設の貯留量
約27万㎥（H23）→約50万㎥（H28）
下水道による都市浸水対策達成率
約53％（H23）→約60％（H28）
洪水：49％（H23）→100％（H28）
ハザードマップを作成・公表し，防災訓練等を実施した市町村の割合
内水：約15％（H23）→約100％（H28）
重 要 交 通 網 に か か る 箇 所：46 ％（H23）→ 約51 ％
（H28）
社会経済上重要な施設の保全のための土砂災害対策実施率
主要な災害時要援護者関連施設：29％（H23）→約
39％（H28）
道路斜面や盛土等の要対策箇所の対策率
54％（H22）→68％（H28）
土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し，防災訓練を
約45％（H23）→100％（H28）
実施した市町村の割合
リアルタイム火山砂防ハザードマップ整備率
約48％（H23）→100％（H28）

82

第２章
計画・目標・指標の名称
土砂災害警戒区域指定数
大規模土砂移動検知システムによる監視カバー率
災害発生時のリスクの低減のための危機管理対策の強化
リエゾン協定締結率
下水道津波 BCP 策定率
（再掲）最大クラスの津波ハザードマップを作成・公表し，防災訓練等
を実施した市町村の割合

建設経済統計各論

目標
約25万９千（H23）→約46万（H28）
０％（H23）→100％（H28）
約71％（H23）→100％（H28）
約６％（H23）→約100％（H28）
０％（H23）→100％（H28）

（再掲）ハザードマップを作成・公表し，防災訓練等を実施した市町村 洪水：49％（H23）→100％（H28）
の割合
内水：約15％（H23）→約100％（H28）
（再掲）土砂災害防止法に基づくハザードマップを作成・公表し，防災
約45％（H23）→100％（H28）
訓練を実施した市町村の割合
地域ブロック：１（H23）→10（H28）
大規模災害を想定した「地域ブロック広域訓練」の実施地域ブロック
都道府県：５（H23）→47（H28）
数，参加都道府県及び政令指定都市数
政令指定都市：２（H23）→20（H28）
我が国産業・経済の基盤や国際競争力を強化する
世界的な競争に打ち勝てる大都市や国際拠点空港・港湾の機能拡充・強化とアクセス性の向上や，官民連携による海外プ
ロジェクトの推進
特定都市再生緊急整備地域における整備計画数
３（H23）→11（H28）
三大都市圏環状道路整備率
56％（H23）→約75％（H28）
都市鉄道ネットワークの充実により創出される利用者数
206千人／日（H28）
166％（H22）→主要区間の平均混雑率150％以内
東京圏鉄道における混雑率
かつ全区間の混雑率が180％以内（H27）
首都圏空港の発着容量
64万回（H23）→74.7万回（H28）
国際海上コンテナ・バルク貨物輸送コスト低減率
H22年度比約５％低減（H28）
日本発着コンテナ貨物の釜山港等東アジア主要港までのトランシップ率 10％（H20年）→５％（H27年）
国際コンテナターミナルの出入管理情報システムの使用に必要な PS
65％（H23）→95％（H28）
カード
（Port Security カード）の普及率
国際コンテナ戦略港湾のうち，中韓主要港の港湾物流情報システムと
０港（H23）→５港（H28）
相互連携している港湾数
我が国建設企業の海外建設受注高
１兆3,503億円（H23）→２兆円（H32）
それぞれの地域が持つ魅力や強みを引き出すことによる地域の活力の維持・向上
（参考指標）
国内における旅行消費額
25.5兆円（H21年）→30兆円（H28年）
※観光立国推進基本計画で定められた目標
（参考指標）
日本人の国内観光旅行による１人当たりの宿泊数
2.12泊（H22年）→2.5泊（H28年）
※観光立国推進基本計画で定められた目標
景観計画に基づき取組を進める地域の数
315団体（H23）→550団体（H28）
（再掲）
市街地等の幹線道路の無電柱化率
15％（H23）→18％（H28）
（再掲）
道路による都市間速達性の確保率
46％（H22）→約50％（H28）
H28までに対策実施箇所において約９千万人時間
信号制御の高度化による通過時間の短縮
／年短縮
（再掲）
国際海上コンテナ・バルク貨物輸送コスト低減率
H22年度比約５％低減（H28）
国内海上貨物輸送コスト低減率
H22年度比約３％低減（H28）
持続可能で活力ある国土・地域づくりを実現する
持続可能でエネルギー効率の良い暮らしのモデルの形成と国内外への普及・展開
三大都市圏：85.8％（H22）→85.8％（H28）
公共交通の利便性の高いエリアに居住している人口割合
地方中枢都市圏：69.1％（H22）→69.5％（H28）
地方都市圏：33.0％（H22）→33.0％（H28）
都市緑化等による温室効果ガス吸収量
105万 t－CO2／年（H22）→107万 t－CO2／年（H28）
下水汚泥エネルギー化率
約13％（H22）→約29％（H28）
約129万 t－CO2 ／ 年（H21）→ 約246万 t－CO2 ／ 年
下水道に係る温室効果ガス排出削減
（H28）
信号制御の高度化による CO2の排出抑止
H28までに約18万 t－CO2／年を抑止
開かずの踏切等の踏切遮断による損失時間
128万人・時／日（H23）→121万人・時／日（H28）
少子・高齢化社会においても誰もが安全・安心して暮らすことができる社会への転換
（再掲）
都市鉄道ネットワークの充実により創出される利用者数
206千人／日（H28）
都市計画道路
（幹線街路）の整備率
59％（H21）→63％（H28）
166％（H22）→主要区間の平均混雑率150％以内
（再掲）
東京圏鉄道における混雑率
かつ全区間の混雑率が180％以内（H27）
公共施設等のバリアフリー化率
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目標

段差解消率：78％（H22）→約100％（H32）
視覚障害者誘導用ブロックの整備率：92％（H22）→
約100％（H32）
一定の旅客施設のバリアフリー化率
障害者対応型便所の設置率：75％（H22）→約100％
（H32）
特定道路におけるバリアフリー化率
77％（H23）→約100％（H32）
主要な生活関連経路における信号機等のバリアフリー化率
約98％（H23）→100％（H28）
園路及び広場：47％（H22）→約60％（H32）
都市公園における園路及び広場，駐車場，便所のバリアフリー化率 駐車場：39％（H22）→約60％（H32）
便所：32％（H22）→約45％（H32）
特定路外駐車場のバリアフリー化率
45％（H22）→約70％（H32）
不特定多数の者等が利用する一定の建築物のバリアフリー化率
48％（H22）→約60％（H32）
車両等のバリアフリー化率
鉄軌道車両のバリアフリー化率
50％（H22）→約70％（H32）
バス車両
（適用除外認定車両を除く。）におけるノンステップバスの
36％（H22）→約70％（H32）
導入率
 用除外認定を受けたバス車両におけるリフト付きバス又はスロープ
適
３％（H22）→約25％（H32）
付きバスの導入率
福祉タクシーの導入台数
12,256台（H22）→約28,000台（H32）
旅客船のバリアフリー化率
18％（H22）→約50％（H32）
航空機のバリアフリー化率
81％（H22）→約90％（H32）
（参考指標）
高齢者
（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率 一定のバリアフリー化：37％（H20）→75％（H32）
※住生活基本計画（平成23年３月15日閣議決定）において設定された指標 高度のバリアフリー化：9.5％（H20）→25％（H32）
道路交通による事故危険箇所の死傷事故抑止率
通学路の歩道整備率
信号機の高度化等による死傷事故の抑止件数
鉄道の対象曲線部等における速度制限機能付き ATS 等の整備率

－（H23）→約３割抑止（H28）
51％（H22）→約６割（H28）
H28までに約３万５千件／年抑止
73％（H22）→100％（H28年６月末）
運転士異常時列車停止装置：90％（H22）→100％
（H28年６月末）
鉄道の対象車両における安全装置の整備率
運転状況記録装置：75％（H22）→100％（H28年６
月末）
ふくそう海域における航路閉塞や多数の死傷者が発生するなどの社会
０（H23年度）→０（計画期間中毎年度）
的影響が著しい大規模海難の発生数
汚水処理人口普及率
約87％26（H22）→約95％（H28）
都市域における水と緑の公的空間確保量
12.6㎡／人（H22）→13.5㎡／人（H28）
失われつつある自然環境の保全・再生
特に重要な水系における湿地の再生の割合
約３割（H23）→約５割（H28）
（再掲）
都市域における水と緑の公的空間確保量
12.6㎡／人（H22）→13.5㎡／人（H28）
干潟の再生の割合
約37.8％（H23）→約40％（H28）
良好な水環境創出のための高度処理実施率
約33％（H23）→約43％（H28）
三大湾において底質改善が必要な区域のうち改善した割合
約46.2％（H23）→約50％（H28）
社会資本の適確な維持管理・更新を行う
長寿命化計画の策定率
主要な河川構造物の長寿命化計画策定率
約３％（H23）→100％（H28）
下水道施設の長寿命化計画策定率
約51％（H23）→約100％（H28）
全国道路橋の長寿命化修繕計画策定率
76％（H23）→100％（H28）
海岸堤防等の老朽化調査実施率
約53％（H23）→約100％（H28）
公園施設の計画的維持管理の推進
16％（H23）→60％（H28）
老朽化対策の実施率
長寿命化計画に基づく港湾施設の対策実施率
６％（H23）→100％（H28）
住生活基本計画
（全国計画）
（H23～H32）
安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築
住生活の安全を確保する住宅及び居住環境の整備
新耐震基準（昭和56年基準）が求める耐震性を有する住宅ストックの比率 79％（H20）→95％（H32）
地震時等に著しく危険な密集市街地の面積
約6,000ha（H22）→おおむね解消（H32）
安全・安心な居住環境の整備に関係する宅地耐震化対策，浸水対策，土砂災害対策及び津波・高潮対策に関する指標（社
会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）に基づく社会資本整備重点計画において設定されている指標に同じ）
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目標

住生活の安心を支えるサービスが提供される環境の整備
高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合
0.9％（H17）→３～５％（H32）
生活支援施設を併設している公的賃貸住宅団地（100戸以上）の割合
16％（H21）→25％（H32）
低炭素社会に向けた住まいと住まい方の提案
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出がなされた新築 42％（平成22年４月から９月までの数値）→100％
住宅における省エネ基準（平成11年基準）達成率
（H32）
移動・利用の円滑化と美しい街並み・景観の形成
共同住宅のうち，道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行
16％（H20）→28％（H32）
可能な住宅ストックの比率
良好な景観の形成に関する指標（社会資本整備重点計画法に基づく社会資本整備重点計画において設定されている指標に同じ。）
住宅の適正な管理及び再生
リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合
3.5％（H16～20平均）→６％（H32）
25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している分譲マ
37％（H20）→70％（H32）
ンション管理組合の割合
新築で30年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している
51％（H20）→おおむね100％（H32）
分譲マンション管理組合の割合
多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備
既存住宅が円滑に活用される市場の整備
既存住宅の流通シェア（既存住宅の流通戸数の新築を含めた全流通戸
14％（H20）→25％（H32）
数に対する割合）
リフォーム時に瑕疵担保責任保険に加入した住宅の全リフォーム実施 0.2％（平成22年４月から12月までの数値）→10％
戸数・棟数に占める割合
（H32）
将来にわたり活用される良質なストックの形成
住宅の利活用期間 １）滅失住宅の平均築後年数
約27年（H20）→約40年（H32）
住宅の利活用期間 ２）住宅の滅失率（５年間に滅失した住宅戸数の住
約７％（H15～20）→約６％（H27～32）
宅ストック戸数に対する割合）
新築住宅における住宅性能表示の実施率
19％（H21）→50％（H32）
8.8％（認定長期優良住宅の供給が開始された平成21
新築住宅における認定長期優良住宅の割合
年６月から平成22年３月までの数値）→20％（H32）
多様な居住ニーズに応じた住宅の確保の促進と需給の不適合の解消
全国：40％（H20）→50％（H27）
子育て世帯における誘導居住面積水準達成率
大都市圏：35％（H20）→50％（H32）
住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
最低居住面積水準未満率
4.3％（H20）→早期に解消
高齢者
（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率 一定のバ
37％（H20）→75％（H32）
リアフリー化
（２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消に該当）
高齢者
（65歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率 一定のバ
リアフリー化のうち高度のバリアフリー化（２箇所以上の手すり設置， 9.5％（H20）→25％（H32）
屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な廊下幅のいずれにも該当）
土地改良長期計画
（H24～H28）
農を「強くする」地域全体としての食料生産の体質強化
農地の大区画化・汎用化等による農業の体質強化
基礎整備実施地区における地域の中心となる経営体への農地集積率
約８割以上（H28）
基礎整備実施地区における大区画ほ場の割合
約７割以上（H28）
基礎整備実施地区における耕地利用率
108％以上（H28）
基礎整備実施地区における麦・大豆の作付率
17％以上（H28）
基礎整備実施地区における新たな農業生産法人等の設立
約300法人（H24～H28）
基礎整備実施地区における６次産業化に取り組む地区の割合
約５割以上（H28）
農地・水等の生産資源の適切な保全管理と有効利用による食料供給力の確保
基幹水利施設の機能診断済みの割合（再建設費ベース）
約４割（H22）→約７割（H28）
国営造成施設の機能保全計画の策定率（再建設費ベース）
約４割（H22）→約８割（H28）
戦略的保全管理による国営造成施設の更新等整備費用の低減率
約３割減（H23年度比）
農地・農業用水の保全・整備による優良農地の維持
約360万ha（H28）
国土を「守る」震災復興，防災・減災力と多面的機能の発揮
被災地域の災害に強い新たな食料供給基地としての再生・復興
震災の被災地域における営農再開が可能となる農地の面積
約1.9万ha
ハード・ソフト一体となった総合的な災害対策の推進による災害に強い農村社会の形成
老朽化したため池の整備や排水機場の改修等による農地における湛水
約10万ha 以上
被害等の災害のおそれの解消
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目標

ハザードマップの整備等のため池の減災対策により災害リスクが軽減さ
約15万戸（H22）→約29万戸（H28）
れる農業集落戸数
国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査の実施率
約２割（H23）→約６割（H28）
地域を「育む」農村の協働力や地域資源の潜在力を活かしたコミュニティの再生
地域の主体性・協働力を活かした地域資源の適切な保全管理・整備
非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動の参加者数
延べ約1,000万人・団体以上（H24～H28）
地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理の取組面積に占め
約３割（H28）
る，長寿命化等の高度な活動の取組面積の割合
地域共同活動による農地・農業用水等の保全管理を広域的に実施する
約1,300地域
体制が整備されている地域
農業農村整備事業等における直営施工の参加者数
延べ約8.0万人（H24～H28）
小水力発電等の自立・分散型エネルギーシステムへの移行と美しい農村環境の再生・創造
小水力発電等の再生可能エネルギーの導入に向けた計画作成に着手済
約1,000地域
みの地域
基盤整備において農村環境の創造に着手済の地域
約1,700地域（H22）→約2,200地域（H28）
・このうち生態系のネットワークの保全に取り組む地域
約900地域（H22）→約1,300地域（H28）
・このうち良好な景観の保全・創出に取り組む地域
約90地域（H22）→約130地域（H28）
農業集落排水汚泥のリサイクル率
64％（H22）→約70％（H28）
農業集落排水処理人口普及率
68％（H21）→76％（H28）
漁港漁場整備長期計画（H24～H28）
災害に強く安全な地域づくりの推進
陸揚岸壁が耐震化された水産物の流通拠点漁港の割合
20％（H21）→おおむね65％（H28）
防災機能の強化対策が講じられた漁村の人口比率
44％（H21）→おおむね80％（H28）
水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強い水産業づくりの推進
高度な衛生管理対策の下で出荷される水産物の割合
29％（H21）→おおむね70％（H28）
漁港施設の老朽化対策が計画的に実施可能な漁港の割合
11％（H21）→おおむね100％（H28）
49％（17万人）
（H21）→おおむね65％（おおむね24万
漁業集落排水処理を行う漁村の処理人口比率
人）
（H28）
豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進
水産生物の生活史に対応した良好な生息環境空間を創出するための漁
５年間でおおむね11万トン
場再生及び新規漁場整備により新たに提供される水産物の量
森林整備保全事業計画（H21～H25）
安心の視点
国民が安心して暮らせる社会の実現
育成途中の水土保全林のうち，機能が良好に保たれている森林の割合 71％→約79％
周辺の森林の山地災害防止機能が確保される集落の数
約５万２千集落→約５万６千集落
共生の視点
森林と人とが共生する社会の実現
育成林全体に占める育成複層林面積の割合
8.5％→約10％
育成単層林から育成複層林への誘導
約７万ha
海岸林や防風林などの総延長
約7,300㎞の保全
環境学習や森林づくり活動等に利用するための森林空間の維持及び森
約44万人→約50万人
林環境教育の参加人数
循環の視点
環境を基調とする社会の形成への寄与
供給可能となる育成林の資源量
約１億６千万㎥の増加
森林・林業基本計画に掲げる平成27年の木材供給目標（23百万㎥／年）
５年分に相当（約34年分→約39年分の増加）
に対する増加量
活力の視点
活力ある地域社会形成への寄与
適切な間伐等や伐採後の的確な更新を図り森林資源を積極的に利用し
約30流域→約80流域
ている流域
山林地域における居住地周辺の森林や生活環境の整備
約210万人を対象に定住条件の向上
廃棄物処理施設整備計画（H25～H29）
ごみの発生量を減らし，循環的な利用を推進するとともに，減量効果の高い処理を行い，最終処分量を削減し，着実に最
終処分を実施する
ごみのリサイクル率
22％（H24見込み）→26％（H29）
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目標

一般廃棄物最終処分場の残余年数
平成24年度の水準（20年分）を維持する
焼却せざるを得ないごみについては，焼却時に高効率な発電を実施し，回収エネルギー量を確保する
期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値
16％（H24見込み）→21％（H29）
し尿及び生活雑排水の処理を推進し，水環境の保全を図る
浄化槽処理人口普及率
９％（H24見込み）→12％（H29）
（出典）「日本の社会資本2012」（内閣府）等

他方，公共事業については，景気対策の手段としての観点も忘れてはならないことであ
る。我が国では，昭和30（1955）年代までは財政の均衡主義が貫かれていたため景気対策
の手段としての出番はなかったが，昭和40（1965）年に山一證券等が破綻し不況色が強
まったことを受け，昭和41（1966）年度予算で戦後初めて，景気刺激のための公共事業の
財源として建設国債が発行された。
その後，いざなぎ景気を経て，昭和40年代後半から景気のチューニングを行うために公
共事業の執行調整（上半期前倒し等）が行われるようになったが，公共事業が本格的に活
用されるようになったのは，第一次石油危機後の急激なインフレへの対策（総需要の抑
制）による深刻な不況に対して，昭和50（1975）年に第４次対策として行われた景気対策
である。
さらに，昭和52（1977）年９月に総合経済対策で公共投資が約２兆円追加されて以降，
昭和50年代後半から平成を通じ，その時々において様々な評価があったものの，公共事業
は，社会資本の整備という本来の目的に加え，景気対策の重要な柱として活用されてき
た。
図51

（兆円）
16.0
12.5

12.0

8.0
6.0

14.9

14.2

14.0

10.0

近年の当初予算と補正予算の推移

9.9
8.5 8.1 8.5

10.5

11.2

補正
当初

12.2
10.5

11.5 11.3
10.0
8.3

8.9

8.0 7.8

8.8
7.4 7.3

9.7 9.0 9.4 9.4 9.4
8.9 9.2 9.6
8.4 8.1 7.8
4.0 7.3 7.3 7.7 8.1 8.5
7.5 7.2 6.9
6.7 7.1
2.0

7.8
6.4

5.8

7.0

5.0 4.6 5.3

0.0

1989 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
年度
（出典） 国土交通省資料

87

第1編

我が国の建設経済統計

表９

近年の主な経済対策の推移

年月日

名称

事業規模

平成４年８月28日

総合経済対策

10.7兆円

平成５年４月13日

総合経済対策

13.2兆円

平成５年９月16日

緊急経済対策

6.0兆円

平成６年２月８日

総合経済対策

15.3兆円

平成７年４月14日

緊急円高・経済対策

7.0兆円

平成７年９月20日

経済対策

14.2兆円

平成10年４月24日

総合経済対策

16.7兆円

平成10年11月16日

緊急経済対策

17.9兆円
（減税を含めれば20兆円を大きく
上回る規模）

平成11年11月11日

経済新生

17.0兆円程度
（介護対策0.9兆円を含めれば18兆
円程度）

平成12年10月19日

日本新生のための新発展政策

11.0兆円程度

平成13年10月26日

改革先行プログラム

5.8兆円程度

平成13年12月14日

緊急対応プログラム

4.1兆円程度

平成14年12月12日

改革加速プログラム

平成20年８月29日

安心実現のための緊急総合対策

11.5兆円程度

平成20年10月30日

生活対策

26.9兆円程度

平成20年12月19日

生活防衛のための緊急対策

37.0兆円程度

平成21年４月10日

経済危機対策

平成21年12月８日

明日の安心と成長のための緊急経済対策

24.4兆円程度

平成22年９月10日

新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策
～円高、デフレへの緊急対応～

9.8兆円程度

平成22年10月８日

円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策 21.1兆円程度
～新成長戦略実現に向けたステップ２～
（地方交付税特会への繰入を除け
ば19.8兆円程度）

平成23年10月21日

円高への総合的対応策
～リスクに強靭な社会の構築を目指して～

平成24年11月30日

日本再生加速プログラム
～経済の再生と被災地の復興のために～

平成25年１月11日

日本経済再生に向けた緊急経済対策

（出典） 国土交通省資料
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4.4兆円程度
（融資・保証規模を含めた事業規
模等14.8兆円程度）

49.0兆円程度
（このほかに、株式市場への対応
に係る政府保証50兆円がある。
）

23.6兆円程度
2兆円程度
（中小企業金融などの融資規模を
含めた事業規模は５兆円程度）
20.2兆円程度
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【コラム⑤】 建設工事受注動態統計調査と前払金保証統計
建設工事受注動態統計調査の公共事業に係る部分と，前払金保証統計は，それぞれ
公共事業の執行状況を把握するための指標として広く利用されているが，両者の動き
には一定の違いが見られる（以下の図参照）。
例えば，４～５月に前払金保証統計の値が大きな数値を示しているが，これは，年
度当初に過年度発注の前払金が集中して計上されることによるものと考えられる。ま
た，全体にグラフの山や谷が１カ月程度ずれる傾向があるが，これも前払金保証統計
では，請負契約日から２週間程度後の保証契約日を参入日としていることによるもの
と考えられる。
このように類似統計として取り扱われることの多い両統計も，月単位の動きでは違
いがあり，利用目的に応じた使い分けをする必要がある。
図53

建設工事受注動態統計調査と前払金保証統計（総計：実額と伸率）の推移
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【コラム⑥】 ケースシラー住宅価格指数
１ アメリカの住宅価格指数であり，ファイサーブ社が算出し，スタンダード・ア
ンド・プアーズ（S&P）社が公表している（もともとは，カール・ケースとロ
バート・シラーの二人の教授が中心となって1980年代に開発されたもの）。
図66
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２ この指数が注目されるのはバブルの発生や崩壊の判断材料になるからである。
同図を見れば住宅価格指数は1990（平成２）年代後半から徐々に上昇を始め2007
（平成19）年にピークを付けたあと，リーマンショックを機に急落した。この指
数を消費者物価指数で除した実質住宅価格指数も同様の動きを示している。財や
サービスの価格より，住宅価格の方が相対的に上昇を続けていると，バブル発生
の注意信号と見てもよいだろう。
３ 日本では最近になり東証住宅価格指数やリクルートの中古住宅価格指数が計算
され，公表されているが，ケースシラーほどの普及が図られてはいない。そこで
国土交通省から，不動産価格指数（住宅）（詳細については，164～165ページの
「不動産価格指数（住宅）」参照）の試験算出の取組みが行われている（なお，こ
の指数の整備は，国連，OECD，IMF，世界銀行，BIS が共同して作成した住宅
価格指数作成指針を基にして行われている）。
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【コラム⑦】 財政赤字と公共投資
１ 我が国の政府債務残高が GDP の２倍を超え，財政再建が急務といわれてい
る。GDP の２倍を超える政府債務残高は，我が国では太平洋戦争末期，海外で
は第２次世界大戦直後のイギリスがあるのみで他に例がない高い水準である。だ
から，財政再建を急がなければならないのは当然といえる。
２ ところが，政府債務残高がここまで増えたのは公共投資が主な原因であるとい
う説が語られることが多いが，はたして，本当なのであろうか。
 下の図は1967（昭和42）年からの国債発行額の推移を示したもので，1990年代
後半から国債発行額が急増しているが，社会保障費の増加，景気低迷や裁量的な
減税政策による税収減を背景として，その大半は社会保障費を中心とした経常経
費に充てるために発行された特例国債（赤字国債）によるものであり，公共投資
に充てるために発行された建設国債ではないことが分かる。
図84

（出典）財務省資料
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【コラム⑧】 社会資本のストック量
１ 社会資本整備のための公共事業の事業量については，建設工事施工統計調査，建
設工事受注動態統計調査，建設総合統計等で把握が行われているが，社会資本整備
については，公共事業の事業量といったフローの効果（詳細については，245ペー
ジ〔フロー効果〕の項目参照）だけでなく，生産性の向上や生活の質の向上に資す
る社会資本自体としてのストックの効果（詳細については，245ページの〔ストッ
ク効果〕の項目参照）が重要である。
２ 社会資本の生産性の向上等のストック効果を計測したり，今後の社会資本の維
持・更新費の見通しをたてるためには，耐用年数や災害による滅失等を反映した社
会資本のストックの量を把握することが不可欠であるが，マクロ的な把握が行われ
ている公的な推計としては，「日本の社会資本」（内閣府政策統括官（経済社会シス
テム担当）
）と国民経済計算の貸借対照表がある。
 ちなみに，ストック量を把握するに際しての資本ストックの概念については，
OECD により，
① 「粗資本ストック」（Gross capital stock：現存する固定資産について，評価
時点で新品として調達する価格で評価した価値）
② 「純資本ストック」（Net capital stock：粗資本ストックから供用年数の経過
に応じた減価（物理的減耗，陳腐化等による価値の減少）を控除した残存価
値）
（Productive capital stock：粗資本ストックから供用
③ 「生産的資本ストック」
年数の経過による効率性の低下を控除した資産の残存能力量。ストックが提供
するサービスを生み出す能力の量）
の３つがあると定義されるようになった。従来，我が国における資本ストックの概
念については，再調達価額で評価した「粗資本ストック」と，価値の低下を踏まえ
時価で評価した「純資本ストック」の２つで定義され，社会資本の生産性等の分析
においては，「粗資本ストック」の方が生産能力により近似的なものとして活用さ
れてきたが，OECD で３つに区分されたことにより，生産的資本ストックの重要
性が高まってくるのではないかとの指摘もある。
３ ところで，「日本の社会資本」は，旧経済企画庁時代の1960（昭和35）年代か
ら，数年おきに公表されてきたものであるが，直近のものとして，「日本の社会資
本2012（平成24）」がある。「日本の社会資本2012」では，次ページの図にあるよう
に，前回公表していた，「粗社会資本ストック」，「純社会資本ストック」（後者につ
いては，前回公表で初めて試算値として公表）に加え，「生産的社会資本ストッ
ク」の推計値も，公表（総計，部門（17）別・都道府県別）している。
 また，国民経済計算の貸借対照表は，社会資本を含め固定資産について，固定資
本減耗分を控除した純資本ストックの推計値を公表している。
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【コラム⑨】 生産誘発効果
１ 産業連関表を用いて，ある産業で投資を行えばどれだけ生産額が増えるかという
生産誘発効果についてみてみる。
 生産波及の大きさは，産業連関表から計算される逆行列係数表というもので示さ
れる。これは，ある産業に対して，１単位の最終需要（消費，投資，輸出）が発生
したときに，その産業の生産額が他産業にも波及した結果，最終的に産業全体の生
産額がどれだけ増えるかを表す係数である。
２ では，逆行列係数はどうやって導かれるか。その簡単な原理を説明してみよう。
逆行列係数を計算するためには，まず中間投入率というものを出す必要がある。こ
れは，生産活動に必要な費用のうち，原材料，燃料等の財・サービスの購入額（生
産設備の購入は投資なので，中間投入に含まない）である中間投入額を生産額で
割ったもので，表11（141ページ）の記号で示すと以下のようになる。
表12

産業連関表における中間投入率の簡単な様式

需要部門
供給部門
中間投入

農業
製造業
建設業
商業
その他

中間需要
農業

製造業

建設業

商業

その他

a1/X1
a2/X1
a3/X1
a4/X1
a5/X1

b1/X2
b2/X2
b3/X2
b4/X2
b5/X2

c1/X3
c2/X3
c3/X3
c4/X3
c5/X3

d1/X4
d2/X4
d3/X4
d4/X4
d5/X4

e1/X5
e2/X5
e3/X5
e4/X5
e5/X5

 この中間投入率（係数）を使うと，各産業の生産額全体から中間投入額を引いた
もの，即ち粗付加価値額が最終需要額に等しいという関係から各産業の最終需要額
（Ｓ，Ｔ，ＵをまとめてＦで示す）と生産額の関係は次の式で表される。
］X1－（b1/X2）X2－（c1/X3）X3－（d1/X4）X4－（e1/X5）X5 ＝F1
農業［1－
（a1/X1）
製造業－（a2/X1）X1＋［1－（b2/X2）］X2－（c2/X3）X3－（d2/X4）X4－（e2/X5）X5＝F2
建設業－（a3/X1）X1－（b3/X2）X2＋［1－（c3/X3）］X3－（d3/X4）X4－（e3/X5）X5＝F3
商業－
（a4/X1）X1－（b4/X2）X2－（c4/X3）X3＋［1－（d4/X4）］X4－（e4/X5）X5＝F4
その他－（a5/X1）X1－（b5/X2）X2－（c5/X3）X3－（d5/X4）X4＋［1－（e5/X5）］X5＝F5
 さて普通，上のような式は行列を使って，もっと簡単に表される。中間投入率の
数列をＡ，生産額の数列をＸ，最終需要額の数列をＦとすると，上の式は
［１－Ａ］
Ｘ＝Ｆとなる。
そこで，今度はこの式を変形すると
－１
Ｘ＝
［１－Ａ］
Ｆとなる。
 この式は，最終需要額の方から生産額を計算できるという式である。これを使え
ば，前述したように１単位最終需要額が増えればどのくらい生産額が増えるかとい
う生産波及度を示すことができる。
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 そして，この式の中のＦの係数である［１－Ａ］－１が逆行列係数といわれるもの
である。
 この式には，マイナスの需要項目である輸入が考慮されていない。しかし，実際
に逆行列係数を算定しようとする場合には輸入を無視できない。そこで，輸入の扱
いが問題になるが，平成17年の建設部門分析用産業連関表では，
「① 輸入は外生的に決定されるものではなく，国内の生産活動によって誘発され
る性格のものである。
② 最終需要（Ｆ）を国内最終需要（Ｙ）と輸出（Ｅ）に分離する。なぜなら，
国内最終需要の増加はそのうちの一部が直ちに輸入の増加として漏出するが，
輸出は定義上，輸入を含まないことから輸出の一部が直ちに輸入として漏出す
ることがない。すなわち，生産に対する国内最終需要の増加効果と輸出の増加
効果は異なる。」
との考え方に基づき，
㋑ Ｘ＝ AX＋Ｙ＋Ｅ－Ｍ Ｘ：各部門の産出額
Ａ：中間投入率（したがって AX：中間需要額）
Ｙ：国内最終需要額
Ｅ：輸出
Ｍ：輸入
の式，及び輸入係数ⓜを品目別に国内需要額（AX＋Ｙ）に対する輸入額の比率で
定義して得られる式
㋺ Ｍ＝ⓜ（AX＋Ｙ）
から，
Ｘ＝AX ＋Ｙ＋Ｅ－ⓜ（AX＋Ｙ）→
（１－Ａ＋ⓜＡ）Ｘ＝Ｙ＋Ｅ－ⓜＹ→
Ｘ＝
［１－（１－ⓜ）Ａ］－１
［（１－ⓜ）Ｙ＋Ｅ］
－１
を導き，
［１－（１－ⓜ）Ａ］ を競争輸入型モデルの逆行列係数と名付けて算定し
ている。
３

主な産業別の具体的な生産波及の状況は，次ページの図のとおり。
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【コラム⑩】 様々な土地の価格
１ 本書では，土地取引価格に関する調査として「地価公示」と「都道府県地価調
査」を紹介しているが，日本の公的な土地価格の評価情報としては，「相続税評価
（相続税路線価）」と「固定資産税評価（固定資産税路線価）」も身近な情報として
知られている。
２ 「地価公示」と「都道府県地価調査」は，標準的な土地取引価格に対する指標と
なるよう前者は国土交通省，後者は都道府県が調査を実施するものであり，これら
は実際の取引価格に近い価格が公表されている。
「相続税評価」は，相続税や贈与税を課税するときの評価情報として国税
 一方，
局が毎年調査しており，その価格水準は公示価格の８割程度となるように設定され
ている。また，「固定資産税評価」は，固定資産税や都市計画税等の地方税課税の
評価情報として総務省と各市町村が調査しており，こちらの価格水準は公示価格の
７割を目途とし，評価替えは３年に１度行われている。
３ このように，一つの土地に対する価格は目的に応じていくつかの種類が公表され
ていることから，しばしば「一物四価」（土地売買の当事者が交渉の末，決定した
契約価格まで入れると「一物五価」）などといわれているので，それぞれの情報を
混同しないよう認識することが大切である。
４ なお，国土交通省がインターネットで公表している「土地総合情報ライブラ
リー」http://tochi.mlit.go.jp/ は，これらの土地に関する情報が集約されているの
で大変便利である。「土地の情報」というサイトには，「地価公示」，「不動産取引価
格情報」
，
「不動産価格指数（住宅）」，「主要都市の高度利用地地価動向報告～地価
LOOK レポート」，「都道府県地価調査」，「主な公的土地評価一覧」が用意されて
おり，
「地価公示」や「都道府県地価調査」の結果を地図を通じて検索することが
できる。
」
 また，
「主な公的土地評価一覧」からは，前述の「相続税評価（相続税路線価）
や「固定資産税評価（固定資産税路線価）」へのリンクも用意されている。
 さらに，
「不動産取引価格情報（土地総合情報システム）」（次に掲げる事例参
照）では，不動産取引当事者へのアンケート調査に基づく実際の取引価格に関する
情報が公開されており，最近取引された土地の総額や面積，坪単価，㎡単価などの
詳細な情報を得ることができる。
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