
環境行動計画施策一覧と担当局

1-1 集約型都市構造など低炭素都市づくりの実践
1 低炭素まちづくりの推進 都市局
2 集約型都市構造の実現 都市局
3 エネルギー面的利用の推進 都市局
4 地区・街区レベルでの包括的な都市環境対策の推進 都市局
5 都市の低炭素化のための下水熱利用の推進 水管理・国土保全局(下水道部）
6 官庁施設における木材利用の推進 官庁営繕部
7 北海道環境イニシアティブの推進 北海道局
8 まち・住まい・交通の創蓄省エネルギー化 総合政策局（環境政策課）

1-2 環境対応車の開発・普及、最適な利活用の推進
9 自動車の燃費の改善 自動車局
10 環境対応車の普及促進等 自動車局

11 エコドライブの推進にかかる広報活動や普及促進のための環境整備 総合政策局（環境政策課）、自動車局

1-3　交通流対策等の推進
12 効率的な物流ネットワークの強化 道路局
13 ETC2.0等を活用した道路を賢く使う取組の推進 道路局
14 自転車利用環境の整備・支援 道路局
15 開かずの踏切等の対策 道路局
16 路上工事の縮減 道路局
17 ＬＥＤ道路照明灯の整備 道路局
18 道路橋の長寿命化 道路局

1-4　公共交通機関の利用促進 
19 公共交通機関の利用促進 総合政策局（公共交通政策部）
20 官民連携によるモーダルコネクトの強化 道路局

1-5　物流の効率化等の推進 
21 港湾における総合的な低炭素化の推進 港湾局
22 物流施設における環境負荷の低減 総合政策局（物流政策課）
23 宅配便再配達の削減 総合政策局（物流政策課）
24 港湾の最適な選択による貨物の陸上輸送距離の削減 港湾局
25 トラック輸送の効率化 自動車局
26 モーダルシフト等の推進 総合政策局（物流政策課）

27
グリーン物流パートナーシップ会議の活用を通じたCO2排出削減の取組推進の推
進

総合政策局（物流政策課）

1-6　鉄道・船舶・航空における低炭素化
28 鉄道のエネルギー消費効率の向上 鉄道局
29 省エネに資する船舶の普及促進 海事局

30
航空における低炭素化の促進（航空交通システムの高度化、エコエアポートの推
進、代替航空燃料の普及促進）

航空局

1-7　住宅・建築物の省エネ性能の向上
31 新築住宅・建築物における省エネ基準適合の推進 住宅局
32 住宅・建築物のエネルギー性能の表示制度の開発・普及 住宅局
33 長期優良住宅の普及促進 住宅局
34 低炭素建築物等の普及促進 住宅局
35 省エネ性能の優れた住宅・建築物に対する支援 住宅局
36 省エネ性能等に優れた木造住宅の供給促進 住宅局

37
社会資本整備総合交付金を活用した地域の創意工夫による省エネ住宅等の普及
促進

住宅局

38 住宅の省エネ促進のための税制措置 住宅局

39
証券化支援事業の枠組みを活用した優良住宅取得支援制度による省エネルギー
性に優れた住宅の誘導

住宅局

40 長期優良住宅に対応した住宅ローンの実施 住宅局
41 住宅・建築物のエネルギー消費量低減技術の効果実証と評価ツールの開発 国総研
42 航路標識の自立型電源化 海上保安庁
43 環境負荷低減に配慮した官庁施設の整備 官庁営繕部

1-8　下水道における省エネ対策等の推進 

44 下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）による省エネ技術の普及 水管理・国土保全局（下水道部）

45 下水処理場における省エネ・省CO2対策の推進 水管理・国土保全局（下水道部）
1-9　建設機械の環境対策の推進

46 燃費性能の優れた建設機械の普及促進 総合政策局（公共事業企画調整課）
1-10　温室効果ガスの吸収源対策の推進

47 都市緑化等の推進 都市局
2-1　海洋再生可能エネルギー利活用の推進

48 港湾における洋上風力発電施設の導入円滑化 港湾局
49 浮体式・浮遊式の海洋エネルギー利用促進に向けた安全・環境対策 海事局

施策名 主担当局
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施策名 主担当局

2-2　小水力発電の推進
50 登録制による従属発電の導入促進 水管理・国土保全局
51 小水力発電プロジェクト形成の支援 水管理・国土保全局
52 小水力発電設備の設置等 水管理・国土保全局

2-3　下水道バイオマス等の利用の推進

53
下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）による下水道資源の有効利用
技術の普及

水管理・国土保全局（下水道部）

54 下水道資源の有効利用による創エネ等の推進 水管理・国土保全局（下水道部）
55 下水道における水素利活用の推進 水管理・国土保全局（下水道部）

2-4　インフラ空間を活用した太陽光発電の推進

56
公共インフラ空間（官庁施設、下水道、道路、公園、港湾、空港等）における太陽光
発電設備の導入推進

総合政策局（環境政策課）

2-5　気象や気候の予測・過去の解析値の提供による風力・太陽光発電の立地選定等支援
57 再生可能エネルギー開発・運用に資する気象情報の提供 気象庁

2-6　国土交通分野の技術力を活用した水素社会実現に向けた貢献の推進
58 燃料電池自動車に係る基準の整備等 住宅局、自動車局
59 水素社会実現に向けた安全対策 海事局
60 液化水素の海上輸送体制の確立 海事局

3－1　適応計画の策定及び同計画に基づくハード・ソフト両面からの総合的な適応策の推進
61 「国土交通省の適応計画」の策定・総合的な対策推進 総合政策局（環境政策課）
62 気候変動適応策策定に資する監視・予測情報の提供 気象庁
63 水害に対する適応策の推進 水管理・国土保全局
64 土砂災害に対する適応策の推進 水管理・国土保全局
65 気候変動がもたらす災害リスクを最小化するための港湾施策 港湾局
66 海岸における気候変動の影響への適応策の推進 水管理・国土保全局、港湾局
67 水資源分野における気候変動適応策の推進 水管理・国土保全局
68 北極海航路の利活用に向けた環境整備 総合政策局（海洋政策課）

4-1　健全な水循環の確保等の推進
69 流域の総合的かつ一体的な管理 水管理・国土保全局
70 流域関係者連携による河川等の水質改善の推進 水管理・国土保全局
71 下水道整備による水環境改善 水管理・国土保全局（下水道部）
72 ダムの弾力的管理 水管理・国土保全局
73 水力発電に伴う減水区間の解消による清流回復 水管理・国土保全局
74 雨水貯留・浸透施策の整備等 水管理・国土保全局
75 ダム貯水池における水質保全対策 水管理・国土保全局
76 総合的な土砂管理の取組の推進 水管理・国土保全局
77 多様な水源の確保 水管理・国土保全局
78 官庁施設における雨水利用・排水再利用の推進 官庁営繕部
79 魅力ある水辺の創出 水管理・国土保全局

4-2　海の再生・保全
80 良好な海域環境の保全・再生・創出 港湾局
81 油流出事故への対応及び閉鎖性海域における漂流ごみの回収 港湾局

82 全国海の再生プロジェクト及び官民連携の推進
海上保安庁、港湾局、

水管理・国土保全局（下水道部）
83 海域浄化対策事業の推進 水管理・国土保全局
84 豊かで美しい海岸の環境の保全と回復 水管理・国土保全局、港湾局
85 漂流・漂着ごみ対策 水管理・国土保全局、港湾局
86 バラスト水管理の適正化 海事局
87 船舶検査等執行体制の充実 海事局
88 サブスタンダード船対策の推進 海事局

4-3　水と緑による生態系ネットワーク形成の推進
89 都市における生物多様性の保全の推進 都市局
90 水と緑のネットワーク形成によるうるおいあるまちづくり 都市局
91 流域連携の広域化による生態系ネットワーク形成 水管理・国土保全局
92 河川環境の整備と保全（多自然川づくり） 水管理・国土保全局
93 都市と緑・農の共生するまちづくりに関する検討 都市局
94 都市における生物多様性の確保に資する緑地の保全・創出方策 国総研
95 集約型都市構造の実現と連携した広域的な水と緑のネットワーク形成 都市局
96 グリーンインフラに関する取組の推進 総合政策局（環境政策課）
97 里山砂防の推進 水管理・国土保全局
98 国土利用計画等に基づく持続可能な国土管理の推進 国土政策局
99 ダム整備にあたっての環境配慮（環境アセス等） 水管理・国土保全局
100 湖沼調査 国土地理院
101 地域性植物を用いた緑化技術 国総研
102 外来種被害防止の取組実施 総合政策局（環境政策課）

4-4　ヒートアイランド対策等大気環境保全に関する取組の充実強化
103 ヒートアイランド対策大綱に基づく取組の推進 総合政策局（環境政策課）
104 「風の道」を活用した都市づくり、屋上等の緑化の推進 都市局
105 ヒートアイランド対策及び沿道環境対策の充実強化 道路局
106 打ち水の実施による国民へのヒートアイランド問題の意識向上 水管理・国土保全局
107 空港周辺環境の改善 航空局
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5－1　建設リサイクルの推進
108 建設リサイクルの推進 総合政策局（公共事業企画調整課）
109 建設リサイクル法の徹底 土地・建設産業局
110 公共工事における環境物品等の調達の促進 大臣官房(技術調査課)

5－2　中古住宅流通・リフォームの促進
111 既存住宅流通とリフォームの促進 住宅局

5－4　リサイクルポート施策の推進
112 リサイクルポート施策の推進 港湾局

5－5　海面処分場の計画的な整備の推進
113 海面処分場の計画的な整備の推進 港湾局

5－6　環境及び安全に配慮したシップリサイクルの推進
114 シップリサイクル条約の早期発効に向けた取組の推進 海事局

6-1 モビリティ・マネジメントによる持続可能なライフスタイルへの転換
115 コミュニケーションによる国民のかしこい環境行動への転換 総合政策局（環境政策課）
116 交通エコロジー教室の開催 総合政策局（環境政策課）
117 表彰、セミナー等の開催を通じたかしこい環境行動の推進 総合政策局（環境政策課、交通計画課）

6－2　環境負荷の「見える化」による環境性能の高い住宅・建築物の選択等の推進
118 海上貨物輸送へのモーダルシフトの推進 海事局
119 運輸事業者等における環境配慮活動の選択の促し 総合政策局（環境政策課）

120
自動車及び内航海運分野における燃料消費量の正確な把握に資する統計の整
備・見直し

総合政策局（情報政策本部）

121 産業界の自主的取組（低炭素社会実行計画）の推進 総合政策局（環境政策課）
6－3　気候変動・防災に関する知識の普及啓発による自助・共助の取組推進

122 気候変動・防災に関する知識の普及啓発 気象庁
6－4　環境教育等による生物多様性に関する普及啓発の推進

123 海辺の環境教育の推進 港湾局
124 河川における環境教育の推進 水管理・国土保全局
125 都市公園等における環境教育の推進 都市局
126 エコツーリズムを活用した体験、教育機会の拡大 観光庁
127 多様な主体の連携協働の促進 総合政策局（環境政策課）
128 企業等による緑化を推進するための評価、認定制度の普及推進 都市局

6－5　政府実行計画に則した国土交通省実施計画による環境対策の推進
129 政府実行計画に即した国土交通省実施計画による環境対策の推進 総合政策局（環境政策課）
130 政府実行計画に基づく関係府省の取組に対する技術的支援 官庁営繕部

7－1　国際的枠組みづくりの主導的参加と先端的環境技術利用・海外展開の一体的推進

131
海運分野における国際的枠組み作りと技術研究開発・新技術の普及促進の一体
推進

海事局

132
航空分野における国際的枠組み作りの主導的参加と先端的環境技術利用・海外
展開の一体的推進

航空局

133 下水再生水利用等における国際標準化の推進 水管理・国土保全局（下水道部）
134 世界水フォーラムを始めとする国際的な議論への参画 水管理・国土保全局
135 北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）での国際協力 総合政策局（海洋政策課）
136 東アジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）への貢献 総合政策局（海洋政策課）
137 住宅・建築物に関する総合的な環境性能評価手法（CASBEE）の開発・普及 住宅局
138 地球温暖化に伴う気候変動による水災害適応策についての国際貢献の推進 水管理・国土保全局

7－2　環境共生型都市開発等の海外展開支援の推進
139 環境共生型都市開発の海外展開支援の推進 都市局
140 下水道分野における国際展開の推進 水管理・国土保全局（下水道部）

7－3　気象情報による環境貢献の高度化
141 地球温暖化観測・監視機能の充実・強化 気象庁

7－4　地球地図の整備による環境貢献
142 地球地図プロジェクトの推進 国土地理院

7－5　ICTを活用した環境貢献の高度化
143 公共交通におけるビッグデータの活用 総合政策局（情報政策本部）
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