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概要

公共投資の規模は、本来、その内容、必要性、役割、社会的・歴史的背景、

自然条件等について十分検討して決定されるべきものであり、仮に諸外国の公

共投資の状況を参考とするにしても、各国のこれらの条件について把握してお

くことが大切である。

国土技術政策総合研究所では、公共投資プロジェクトチームを組織し、社会

資本整備・公共投資のあり方、方向性について研究を進めているところである

が、本報告書は、公共投資規模のあり方を考えるときの視点について、検討し

た結果をとりまとめたものである。

ｷｰﾜｰﾄﾞ：公共投資、社会資本、投資目的、自然条件、国土形成史、蓄積、維持・更新

Synopsis
The scale of public investment should essentially be determined based on thorough

studies of its content, needs, roles, the social and historical background and natural
conditions. Even if reference is made to the state of public investment in other countries,
it is vital to clarify these conditions in each of these countries.

The National Institute for Land and Infrastructure Management has formed Public
Investment Project Team that is studying how public infrastructure management and public
investment should be conducted and related to policies. This report shows the results of past
Project-Team's studies for the viewpoints to consider the scale of public investment.

istoricalKey Words: public investment, infrastructure, investment purpose, natural conditions, h
viewpoint, accumulation, maintenance and restoration
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