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個別施設計画の策定のためのマニュアル・ガイドライン等 

(本監査に関係するものの一覧) 

 

国土交通省 （国土交通省 Web サイトで一括掲示） 
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〇 港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン【第１部 総論】 
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〇 港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン【第１部 総論参考資料】 
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〇 港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン【第２部 作成事例】 

（平成27年4月策定） 

〇 港湾の施設の点検診断ガイドライン（平成26年7月策定） 

〇 港湾の施設の維持管理技術マニュアル（平成 19 年度策定） 

 

≪道路関係≫ 

〇 自動車道の長寿命化等に資する計画の策定の要領（平成28年度策定） 

〇 通知「一般自動車道の定期点検要領について」（平成 28 年度策定） 

 

農林水産省  

≪林道関係≫（林野庁Webサイト） 

〇 林道施設に係る個別施設計画策定のためのガイドライン（平成27年3月策定） 

〇 林道施設長寿命化対策マニュアル（平成28年3月策定） 
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〇 水産基盤施設機能保全計画策定の手引き（平成27年4月策定） 

〇 水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン 

（平成27年5月改定） 
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用語の解説 

 

 

〇アルファベット 

ＰＰＰ（Public Private Partnership ） 

公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間

のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。 

ＰＦＩ（Private Finance Initiative ) 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法をいう。 

 

〇五十音 

◆ア行 

維持管理・機能保全 

施設、設備、構造物等の機能維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕など

をいう。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を

上回らないものをいう。 

一般管理型橋梁 

標準的なメンテナンスのみを行い、必ずしも施設の長寿命化を図らず、致命的な変状

が発生した時点で更新（架替）により対応する橋梁であり、橋長 15ｍ未満の橋梁（予防

保全型を除く）とする。 

大分県県民の森 

大分市から豊後大野市至る森林地帯に県民の健康な生活の確保を図るとともに、森

林に関する県民の理解を深めるために設置された区域。 

 

◆カ行 

改修 

公共施設等を直すこと。なお、改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものを

いう。例えば、耐震改修、長寿命化改修など。転用も含む。 

簡易調査（簡易項目） 

漁港において、目視により老朽化の有無を確認する調査。  

D－1 
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簡易調査（重点項目） 

漁港において、目視又は計測により老朽化の規模や程度を確認する調査。  

起工伺い  

事前に工事等を発注、契約するために作成し、大分県事務決裁規程に基づき、決裁

を得る起案書。 

機能診断 

簡易調査や詳細調査、日常点検や定期点検等の結果を踏まえた老朽化度及び健全度

の評価、老朽化要因の特定等と機能保全対策の必要性について検討すること。  

減損処理 

主に固定資産に関する会計処理の一つであり。資産の収益性が低下して投資額の回

収が見込めなくなった場合に、当該資産の帳簿価額にその価値の下落を反映させる手

続きをいう。 

健全度 

施設としての総体的な性能低下の程度を老朽化度等から総合的に評価する指標。 

県有財産総合経営計画 

県有財産の総合的なマネジメントを通じた未利用財産の売却・貸付けや未利用スペ

ースの有効活用によって、行財政基盤の確立を図るための計画。計画期間は平成28年

度から平成31年度までの４年間。 

公会計コード 

一種の仕訳パターンコード。借方貸方の勘定科目を設定せずにシステムが自動的に

仕訳をおこすためのコード。 

公共施設等 

公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物を

いう。具体的には、いわゆるハコモノの他、道路・橋りょう等の土木構造物、公営企

業の施設（上水道、下水道等）、プラント系施設（廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚

水処理場等）等も含む包括的な概念である。なお、地方独立行政法人が保有する施設

など、当該地方公共団体が所有していないが、維持管理・更新費等の財政負担を負う

ことが見込まれる施設を含む。 

更新 

老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備するこ

と。除却も含む。 
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個別台帳 

各地方公共団体では、「地方自治法」（昭和22年法律第67号）に規定する公有財産

台帳を備えることになっているが、これとは別に道路法等の個別の法律に基づいて作

成し、備える義務がある各種台帳(道路台帳等)をいう。 

56 条港湾 

港湾区域の定めのない港湾で、都道府県知事が水域を告示したもの（港湾法第 56 条

第１項）。 

 

◆サ行 

最低価格落札方式 

仕様を詳細に提示して価格のみについての競争を行う原則的な一般競争入札の方式。 

施設類型 

総体として一定の機能を果たす施設(構造物)の集合体をその機能により分類したも

の。具体的には、学校、道路、港湾、公営住宅等が考えられるが、公共施設等総合管

理計画上は、各団体の判断により、適当な類型を設定することとなっている。 

支出負担行為 

支出負担行為とは、支出を負担する行為＝将来の支払を約束する行為のことで、契約

等のことを指す。契約締結行為といえば分かりやすいが、県が支出をする原因は契約だ

けでなく補助金のように契約に拠らず支出するものがあるため、支出の原因となる行為

のことをまとめて支出負担行為と呼ぶ。 

支出負担行為決議書 

契約を締結するには契約書にお互いに押印するが、県では、押印の前に契約書に押印

してよいか決裁権者に伺う。この時に使う伺い文書のことを「支出負担行為決議書」と

いう。 

施設優先度 

機能保全対策を効率的・効果的に実施するため、客観的な判断基準に基づき、保全

工事の実施時期の優先順位を施設毎に設定するもの。  

事後的管理 

施設の機能や性能に関する明らかな不都合が生じてから修繕を行う管理手法をい

う。 
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事後保全 

施設の老朽化が進行し、施設の有する性能が要求性能を下回る（または下回った）

可能性がある段階で対策を講じること。  

重要港湾 

国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関

係を有する港湾で、政令で定められたもの（港湾法第２条第２項）。 

詳細調査 

漁港において、健全度の評価結果の検証、老朽化の要因の特定や老朽化予測に必要

なデータを収集するために実施する調査。  

水産基盤施設 

水産業の基盤である漁港・漁場の施設。 

総合評価落札方式 

仕様に基づき価格以外の専門的技術やノウハウなどの技術的要素についての提案を

受けて、それらの評価を価格に加えて競争を行う一般競争入札の方式。 

 

◆タ行 

地方港湾 

重要港湾以外の港湾（港湾法第２条第２項）。 

トータルコスト 

中長期にわたる一定期間に要する公共施設等の建設、維持管理、更新等に係る経費の

合計をいう。 

取替資産 

鉄道におけるレール・枕木や高速道路におけるガードレール、送電線など同一の目

的のために使用される固定資産で、使用に耐えなくなったものを交換しながら維持し

ていく資産のことをいう。 

取替法 

取替資産に適用可能な特殊な減価償却方法で、取替に係る費用を償却費相当として

費用計上する手法。税務上、取替法を採用した場合、半額法と呼ばれる償却方法が採

用される。この場合、取得価額の半額までは定額法、定率法によって償却が行われ、

その経常的な償却費に加算して取替費用を償却費として計上する。 

取替法は、一般的に鉄道事業でのレールやまくら木など同様の資産が多量にあり、

個別の減価償却が実務上困難なものについて採用されている。 
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◆ハ行 

フェイルセーフ 

修繕や更新の実施時期等の判断には限界がある。このため、劣化や損傷が直ちに利

用者や第三者の被害につながることがないよう、施設の特性に応じて必要な多段階の

対策を講じていく。 

補修・修繕 

 劣化や不具合が生じた箇所を支障がないレベルまでなおすことを「補修」、元の状態

にまで回復することを「修繕」と区別する場合もあるが、本監査では、特に区別せ

ず、同じ意味で使用している。 

 

◆マ行 

マルコフ連鎖モデル 

劣化速度を遷移割合で表現し、これらを要素とした行列を用いて劣化予測を行う手法。 

メンテナンスサイクル 

点検・診断の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に、着実かつ効率的・効果的に

実施するとともに、これらの取組を通じて得られた施設の状態や対策履歴等の情報を記

録し、次期点検・診断等に活用するというサイクルをいう。 

 

◆ヤ行 

要件設定型一般競争入札 

個別の案件ごとに入札参加資格（地域要件、履行実績等）を設定して実施する一般

競争入札。なお、開札後に入札参加資格等の確認（事後審査）を行う。 

予防保全 

施設の老朽化が進行し、施設の有する性能が要求性能を下回ることがない早期の段

階で予防的な対策を講じること。  

予防保全型維持管理 

施設特性を考慮の上、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷が軽微である早期段階に

予防的な修繕等を実施することで機能の保持・回復を図ることで、中長期的な維持管

理・更新等に係るトータルコストを縮減し、予算を平準化していく。 

予防保全型橋梁 

点検診断に基づく計画的な補修等のメンテナンスを行い、施設の長寿命化を図る橋梁

であり、橋長 15ｍ以上の橋梁及び橋長 15ｍ未満の橋梁のうち、緊急時の迂回路として
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供用されるなど、常に健全性を確保する必要がある橋梁とする。 

 

◆ラ行 

ライフサイクルコスト 

構造物の計画、設計、施工、維持管理。解体・撤去といった一連の流れにおいて必要

等する総費用のこと。 

臨港道路 

港湾法により定められている港湾内、あるいは港湾と周辺の公道を結ぶ道路（道路法

による道路ではない）。 

老朽化 

経年変化等の要因で発生した「移動」「沈下」「劣化」「損傷」により施設や部材の

性能が低下すること。  

老朽化度 

部材の性能低下の程度を表す指標。 

老朽化予測 

施設の構造形式や老朽化の程度と進行速度を踏まえ、老朽化が所要の機能保全レベ

ルを下回る時期の推定（進行予測）等を行うこと。  
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