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１．総合的な都市防災対策の
推進について



１．大規模災害に対する危機意識の高まり ～大規模地震の被害想定～

東日本大震災以後、全国的に都市防災に関する意識の高まりが見られるほか、

南海トラフ地震や首都直下地震など切迫性の高い大規模地震災害に対する対策
は喫緊の課題。

＜首都直下地震の被害想定＞

出典：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）（平成25年12月、中央防災会議防災対策推進検討会議首都直下地震対策ＷＧ）

出典：南海トラフ巨大地震の被害想定（第二次報告）（平成25年3月、中央防災会議防災対策推進検討会議南海トラフ巨大地震対策ＷＧ） 等

＜南海トラフ地震の被害想定＞

全壊・焼失棟数 最大約２４０万棟
死者数 最大約３２万人
避難者 最大約９５０万人
帰宅困難者 最大約１，０６０万人 発災後短時間で大津波が襲来し

最大クラス津波高は一部市町村で２０ｍを超える

■津波被害

■宅地被害

＜東日本大震災の教訓＞

東日本沿岸部で、
津波高さは８～１０ｍ
場所によっては３０ｍ超の
到達痕跡あり
庁舎など防災拠点施設の被災

大規模災害による
津波想定区域では
迅速な避難環境の
整備が急務

造成宅地の滑動崩落宅地の液状化被害

■各種インフラ施設の被害
■大量の帰宅困難者の発生



■局地化・集中化・激甚化する降雨

時間雨量50mmを超える雨が頻発するなど、雨の降り方
が局地化・集中化・激甚化し、従来の想定を超える被害
が発生

１．大規模災害に対する危機意識の高まり ～激甚化する自然災害への対応１～

■内水被害の発生状況

※国土交通省 調べ

降雨規模別 内水浸水被害の推移

下水道の従来の計画を超える降雨や、局地的・集中的な
大雨（いわゆるゲリラ豪雨）等の頻発により、人命や健
全な都市機能を脅かす被害が発生。
降雨特性の変化とあわせ、5年確率降雨対応のハード整
備完了が途上であることなどからも被害が発生。
約30mm/10分という短時間の豪雨により、下水道に取
り込めないことによる浸水被害も発生。



■広島豪雨による土砂災害

発生日：平成２６年８月２０日
場所：広島市安佐南区、安佐北区
土石流１０７件、崖崩れ５９件
死者７４名
家屋全壊１３３戸 等

（出典：平成２６年８月豪雨による広島県で発生した土砂災害への
対応状況／国土交通省／平成２６年１０月３１日）

（出典：国土地理院、消防庁ホームページ）

１．大規模災害に対する危機意識の高まり ～激甚化する自然災害への対応２～

■横浜豪雨による土砂災害

発生日：平成２６年１０月６日
場所：横浜市緑区
被害：土砂崩落により崖下のアパート１階に土砂が流れ込み１名死亡
原因：時間あたり45mm、継続雨量300mmに達する記録的豪雨

大雨による多量の地下水が集中し、盛土の崩壊を誘発
地山上の盛土部分が崩落 （横浜市調査結果）

横浜市

崩落箇所

被害を受けた
アパート



（参考）新たなステージに対応した防災・減災のあり方

○ 地震：最大級の強さを持つ地震動を想定
○ 津波：最大クラスの津波を想定
○ 洪水等：未想定

○「国土」が 脆弱
○ 文明の進展に伴い、「都市」、「人」が脆弱に

○時間雨量が50mmを上回る豪雨が全国的に増加しているなど、近年、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化
→ 既に明らかに雨の降り方が変化していること等を「新たなステージ」と捉える。

○ 「比較的発生頻度の高い降雨等」は、施設によって防御。それを超える降雨等は、「少なくとも命を守り、社会経済に
対して壊滅的な被害が発生しない」ことを目標とし、危機感を共有して社会全体で対応することが必要。

○ 「行動指南型」の避難勧告に加え、「状況情報」の提供
による主体的避難の促進、広域避難体制の整備等を
目指す。
① 最大クラスの洪水・高潮等に関する浸水想定・ハ

ザードマップを作成し、様々な機会における提供を
通じた災害リスクの認知度の向上

② 防災情報の時系列での提供、情報提供する区域
の細分化による状況情報の提供

③ 個々の市町村による避難勧告等の現在の枠組み・
体制では対応困難な大規模水害等に対し、国、地
方公共団体、公益事業者等が連携した、広域避難、
救助等に関するタイムライン（時系列の行動計画）
の策定 等

○最悪の事態を想定・共有し、国、地方公共団体、公益
事業者、企業等が主体的かつ、連携して対応する体
制の整備を目指す。

① 最大クラスの洪水・高潮等が最悪の条件下で発生
した場合の社会全体の被害を想定し、共有

② 応急活動、復旧・復興のための防災関係機関、公
益事業者の業務継続計画作成を支援

③ 被害軽減・早期の業務再開のため、水害も対象とし
た企業のＢＣＰの作成を支援

④ 国、地方公共団体、公益事業者等が連携して対応
する体制の整備と関係者一体型タイムラインの策定

⑤ TEC-FORCEによる市町村の支援体制の強化 等

○ 最悪の事態も想定して、個人、企業、地方公共団体、国等が、主体的に、かつ、連携して対応することが必要であり、
これらについての今後の検討の方向性についてとりまとめ



土砂災害防止法※一部を改正する法律の概要



２（１） 防災を考慮した都市づくりについて

○まちづくりに関わる担当部局が連携しつつ、地域で想定される災害リスクに対応した防災都市づくり
が進められている。

○この際、市町村の総合的な防災対策（例：地域防災計画）や長期的なまちづくりの計画（例：都市計画
マスタープラン）との整合を図ることが必要。

事象

自然

現象

気象変動 豪雨、豪雪、暴風、干天、猛暑、
極寒

地殻変動 地震、火山噴火

二次変動
※

洪水、土石流、地盤崩壊、地盤
沈下、津波、高潮

人為

現象

過失 火事、爆発

故意 戦争、テロリズム、放火

※二次変動：気象変動や地殻変動によって間接的にもたらされる自然現象を指す。

■都市がかかえるさまざまな災害リスク ■防災都市づくりに関わるさまざまな主体

■防災都市づくりの考え方

施設の耐震化ハード

ソフト

防災拠点

物資備蓄 等

情報提供

活動体制

住民組織

都市施設計画

土地利用計画
市街地再開発 等

地区計画

住民参加 等

地域防災計画 都市計画防災都市づくり



●策定状況（策定済／策定中自治体）

都道府県 大阪府 

市区町村 

東京都 港区、足立区 

神奈川県 厚木市、相模原市、綾瀬市、藤沢市 

長野県 松本市 

岐阜県 白川町 

愛知県 名古屋市 

京都府 京都市 

大阪府 堺市、大阪市、箕面市、高槻市、松原市 

島根県 松江市 

広島県 府中町 

 

①策定済自治体（１府・17市区町村）

都道府県 なし 

市区町村 

埼玉県 さいたま市 

東京都 世田谷区 

神奈川県 川崎市 

静岡県 静岡市、浜松市、富士市、袋井市 

 

②策定中自治体（０都道府県・７市区町村）
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⑨火災噴火

⑧土砂災害

⑦内水

⑥高潮

⑤洪水

④宅地被害

③津波

②火災・延焼

①地震動

対象とする災害（策定済自治体）

あり

なし

●対象としている災害について

①策定済自治体
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⑨火災噴火

⑧土砂災害

⑦内水

⑥高潮

⑤洪水

④宅地被害

③津波

②火災・延焼

①地震動

対象とする災害（策定中自治体）

あり

なし

②策定中自治体

２（２） 全国における防災都市づくり計画の策定状況

○全国の１８地方公共団体で防災都市づくり計画を策定済（７地方公共団体で検討中）
○地震動、火災・延焼のほか、津波、洪水・内水、宅地被害、土砂災害など地域の実情に応じてさまざまなハザードを

対象としている。



●検討参加部局と検討内容（策定済／策定中自治体）
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医療・福祉部局

防災部局

土木部局

企画・政策部局

都市整備部局

参加 不参加

①計画策定窓口（担当事務局）

②市街地整備関連事業や
地区レベルのまちづくりの検討

③既存市街地整備に係る
各事業について防災機能確保

④総合計画との整合性確認／反映

⑤既存事業を活用した施設整備に
合わせた防災機能の確保

⑥被災が懸念される多様な
災害リスク情報の整理・提供

⑦防災関連計画における
分析結果等の情報提供

⑧医療・福祉施設等の施設立地時
での防災性確保の誘導

⑨地域の災害時用援護者の情報や要援護者施設
の立地状況を踏まえた円滑な避難施設体制の確保

⑩福祉のまちづくりや要援護者支援
プラン等との整合・反映

●「防災都市づくり計画」を策定する上での留意点
・災害リスクに対して、国・都道府県の想定条件を踏まえ、市町村にとって評価すべき災害リスクを独自にシミュレーションすること。

（東京都港区）
・市町村内で既に策定している「防災アセスメント」や「地域防災計画」と同様の基礎データを用い、防災部局との連絡･調整を蜜に行うことで、
「防災都市づくり計画」の内容と既存計画との整合性を図る。

（神奈川県相模原市）
・他の防災関連計画（地域防災計画、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画、国土強靭化地域計画、津波避難対策緊急事
業計画など）との位置付けの違いを市民に分かりやすく示すこと。
・市民への情報提示にあたって、正確かつ無用に不安感を与えないように配慮しながら、各地域の将来像への合意形成に対応すること。

（静岡県静岡市）
・「防災都市づくり計画」に掲載する施策について、関係部局による検討会やワーキング等を実施し、既存計画との整合性を図りつつ、施策の
担当部局との調整を図る。

（愛知県名古屋市）

２（２） 全国における防災都市づくり計画の策定状況

○多くの地方公共団体では、都市整備部局や防災部局のほか、企画・政策部局や土木部局も検討に参加している。



愛知県 名古屋市

●避難困難の解消に向けた分析

分析結果を踏まえ、道路閉塞の危険性が
高い区間等において、都市計画道路整備や不燃
化促進等の対策を推進。「防災上特に対策が必要
な区間」を定め、重点的な施策実施を行う。

●防災だけでなく、早期に回復できる都市づくりの施策の検討

【速やかに回復できる都市づくり】
・緊急輸送空間の確保
・応急救助空間の確保
・機関となる広域防災拠点の機能確保
・都心域の機能確保
・復興準備

災害発生時に円滑に避難ができるように、
広域避難所や一次避難地の容量や配置
について、津波浸水や家屋倒壊・火災の
リスクと避難路の関係を分析
●図中紫色：避難スペース不足区域
●図中水色：津波浸水範囲

◯市街地復興マニュアルの検証

生活再建
シナリオ

市街地復興
シナリオ

両者のバラ
ンス検討

▲復興イメージトレーニングの流れ

復興イメージトレーニングなどの人材育成を通じて
市街地復興計画の策定
手順の見直しを実施

２（２） 防災都市づくり計画の事例



●地震災害に加え、土砂災害や河川氾濫の危険度判定を実施

【土砂災害危険度】 【河川氾濫危険度】【地震による危険度】
・延焼危険度
・消防活動困難区域率
・一次避難困難区域率
・揺れやすさ危険度

●防災都市づくり施策

都市基盤施設等の充実
（広域レベルでのハード整備対策）

安全に避難できる体制等の構築
（地域レベルでの対策）

防災意識の高揚
（個人･地域レベルでの対策）

・骨格となる緊急輸送道路・
避難路の確保・延焼遮断帯の確保
・避難場所・防災拠点等の整備・強化
・治水対策・治山整備等の推進

・官民協働による避難路の確保
・防災連絡体制の強化
・正確かつ迅速な情報提供

・自助力・共助力の向上

２（２） 防災都市づくり計画の事例

広島県 府中市



３（１） 地方公共団体が担う防災まちづくり

１．防災拠点の整備
①災害対策本部等防災拠点

（市庁舎対策本部、地域防災拠点、
消防署、災害拠点病院等）

②防災備蓄倉庫、非常用発電設備

２．災害情報インフラの整備
①ハザードマップ
②避難誘導マップ
③防災行政無線（同報系、移動系）
④エリアメール

３．避難地・避難路の整備
①指定避難所

（学校、公民館、福祉施設等）
②指定緊急避難場所（公園等）
③津波避難ビル・津波避難タワー
④避難路（道路、通路、階段等）
⑤緊急輸送道路
⑥延焼遮断帯

４．施設耐震化
①道路等基盤施設耐震化（橋梁、上下水道等）
②市有建築物耐震化（市役所、学校、公民館等）
③民間建築物耐震化助成

５．市街地整備
①密集市街地整備
②市街地液状化対策
③大規模盛土宅地滑動崩落対策
④住宅等の高台移転

６．市民活動支援
①自主防災組織

（防災備蓄倉庫、要援護者名簿、
ボランティア活動等）

②市民防災訓練、啓発活動

赤字：都市安全課所管の助成制度が活用可能なもの



３（２） 地方公共団体が担う防災まちづくり ～防災まちづくりの総点検の必要性～

■小中学校に続く所管施設の耐震化

■宅地防災（液状化、造成宅地）対策の推進

■密集市街地の改善整備の加速化

■危機管理マニュアルの作成と防災訓練

■自主防災組織による取組みの推進

・危機管理部局
・都市整備部局
・公共施設管理部局
等が一体となって総合的に対策に取り組むことが必要

■緊急の津波避難対策・高台移転

市町村における防災まちづくりに関する課題（例）

■災害対策本部、避難所等の危機管理インフラの整備



防災対策の内容 事業制度 活用イメージ

・ハザードマップ（火災、津波、水害等）
・避難マップ

災害危険度判定調査
（都市防災総合推進事業）

・地域の防災まちづくりに関する研修、
ワークショップ

・自主防災組織の訓練等活動
※活動費用の助成（専門家への謝金等）

住民等のまちづくり活動
支援
（都市防災総合推進事業）

地区の防災性の向上のための
・道路（道路法上の道路）
※道路法に基づかない通路や高台の避

難場所に通じる階段の整備も可能

地区公共施設
（都市防災総合推進事業）

地区の防災性の向上のための
・公園、広場、空地
※耐震性貯水槽、備蓄倉庫、防災ベンチ、

災害時トイレ、非常用電源の併設が可
能

地区公共施設
（都市防災総合推進事業）

避難路

高台に通じる避難階段

かまどベンチ

マンホールトイレ防災広場

防災ワークショップ

４（１） 災害に強いまちづくりに活用可能な事業制度



防災対策の内容 事業制度 活用イメージ

・津波避難タワーの整備（緊急・一時的避難場所）
・津波避難ビル等の屋上に通じる屋外避難階段、屋上
フェンスの設置

・既存避難所（小中学校等）が不足する地域における防
災を主目的とした建物施設の整備（平常時は集会所と
して活用等）
※耐震性貯水槽、備蓄倉庫、防災ベンチ、災害時トイ

レ、非常用電源の併設が可能（既存避難所（小中学
校等）への追加整備も可）

防災まちづくり
拠点施設
（都市防災総合
推進事業）

・幹線道路等の延焼遮断帯周辺の建築物の耐火造ま
たは準耐火造への建替助成

・既存建築物の除却助成
・引っ越し費用等助成
・不燃化に関する現況調査、住民意向調査

都市防災不燃
化促進
（都市防災総合
推進事業）

・危険な密集市街地における都市計画道路の沿道整備
を促進するための整備計画作成、コーディネート

密集市街地緊
急リノベーショ
ン事業（都市防
災総合推進事
業）

津波避難タワー 避難所

備蓄倉庫 屋外避難階段

４（２） 災害に強いまちづくりに活用可能な事業制度



防災対策の内容 事業制度 活用イメージ

・「地震時等に著しく危険な密集市街地」にお
ける延焼危険性の低減を図るため、木造老
朽建築物の除却に対して支援

木造老朽建築物除却事
業（都市防災総合推進事業）

・災害危険区域又は被災地のうち、住民の
居住に適当でない区域にある住居を高台
など安全な場所へ集団的移転

・移転元の宅地等の買取り、移転先住宅
団地の用地取得・造成、移転者の移転
費用等を補助

防災集団移転促進事業

４（３） 災害に強いまちづくりに活用可能な事業制度

除却

老朽建築物

密集市街地における
延焼危険性を低減



防災対策の内容 事業制度 活用イメージ

・盛土造成地の位置と規模の把握を行い、大規模盛
土造成地を抽出するための調査

・現地踏査や安定計算等によって、大規模盛土造成
地の滑動崩落の危険性を確認するための調査

・大規模盛土造成地マップの作成

変動予測調査
（宅地耐震化推
進事業）

・大規模盛土造成地が滑動崩落することを防止する
ために行われる工事

大規模盛土造成
地滑動崩落防止
事業
（宅地耐震化推
進事業）

・宅地の液状化被害可能性の判定
・液状化マップの作成

変動予測調査
（宅地耐震化推
進事業）

・宅地の液状化による公共施設の被害を抑制するた
めに行われる工事
※公共施設と宅地との一体的な液状化対策

宅地液状化防止
事業
（宅地耐震化推
進事業）

大規模盛土造成地マッ
プ

現地調査（表面波探査試
験）

対策工の例

格子状地中壁工法

４（４） 災害に強いまちづくりに活用可能な事業制度


