
 

   

 

 

 

 

 

 

 

４．都市防災総合推進事業について 

 

 

 

 

 

 



 

   

■都市防災の計画づくりに対する支援 
○災害危険度判定調査（交付率 1/3） 

建築倒壊や火災の危険性、消防・避難の

困難性、津波ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝなど市街地の災害

危険度判定に関する調査に対して支援 

○住民等のまちづくり活動支援（交付率 1/3） 

地区住民等に対する啓発活動、まちづく

り協議会の活動に対する助成、地区のま

ちづくり方針の作成に対して支援 

○密集市街地緊急ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業（交付率 1/2） 

都市計画道路の整備に併せ、防災環境軸

の整備を促進するため、都市再生区画整

理事業、市街地再開発事業、都市公園事

業等の複数事業を組み合わせた整備計画

作成・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄに対して支援 

■計画に基づく事業実施に対する支援 

○地区公共施設等整備（交付率 1/2、1/3、2/3※） 

道路、公園等の地区公共施設や津波避難

タワー等の防災まちづくり拠点施設等の

整備に対して支援 

○都市防災不燃化促進（交付率 1/2、1/3） 

避難地、避難路、延焼遮断帯周辺等で指

定する区域（不燃化促進区域）における

耐火・準耐火建築物の建築費、建物除却

費、補償費に対して支援 

○木造老朽建築物除却事業（交付率 1/3） 

 「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 

■大規模災害の被災地における復興まちづくりに対する支援 
○被災地における復興まちづくり総合支援事業（交付率 1/2、1/3） 

大規模な災害により被災した被災地における復興まちづくりの計画策定から施設整備

までを総合的に支援 

（１）都市防災総合推進事業の概要 

（平成 27 年度予算 国費：防災・安全交付金 10,947 億円の内数） 

 

１－１）事業の目的 

   阪神・淡路大震災における教訓をみるまでもなく、わが国の都市は、都市基盤施設

が十分に整備されないまま人口、産業等の集中による都市化が急速に進展したため、

地震災害等の各種災害に対して構造的に脆弱である。また、東日本大震災では津波に

より甚大な被害が発生したところであり、大規模な地震による津波への対策をより一

層強化することが求められている。 

   このため、密集市街地や津波発生時に大規模な災害が想定される等の防災上危険な

市街地の総合的な防災性の向上を図ることを目的に、避難路・避難場所の整備や沿道

建築物の不燃化、老朽木造建築物の除却、住民の防災活動への支援等を推進する都市

防災総合推進事業を実施する。 

 
１－２）事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※南海トラフ特措法第 13 条第 1項に規定する津波避難対策緊急事業として整備される避難場

所又は避難経路であって、津波避難対策緊急事業に関する主務大臣の定める基準に適合する

ものは交付率 2/3 



都市防災総合推進事業

避難地・避難路等の公共施設整備や防災まちづくり拠点施設の整備、避難地・避難路周辺の建築物の不燃化、
木造老朽建築物の除却及び住民の防災に対する意識の向上等を推進し、防災上危険な市街地における地区レ
ベルの防災性の向上を図る取組を「都市防災総合推進事業」（防災・安全交付金の基幹事業）により支援

事業主体： 市町村、都道府県 等

○ 都市防災総合推進業の概要

施行
地区

以下のいずれかに該当し、都市防災に関する計画
（地域防災計画など）を踏まえて、防災上特に対策が
必要とされる地区
・三大都市圏の既成市街地

・大規模地震発生の可能性の高い地域※３

・指定市
・道府県庁所在の市
・重点密集市街地を含む市町村
・DID地区

交付
対象

測量試験費、実施設計費、工事費 等

○ 地区要件等

※３：地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震防災対策推進地域、又は地震予知観測強化地域、特定観測地域

事業メニュー 主な交付対象施設等 交付率

①災害危険度判
定調査

・各種災害に対する危険度判定
調査

１／３

②住民等のまち
づくり活動支援

・住民等に対する啓発活動
・まちづくり協議会活動助成

１／３

③地区公共施設
等整備

・地区公共施設（道路、公園等
（防災ベンチ等を含む））

・防災まちづくり拠点施設（津波
避難タワー、防災備蓄倉庫等）

１／２
１／３※１

２／３※２

④都市防災不燃
化促進

・耐火建築物等の建築への助成 １／２
１／３※１

⑤密集市街地緊
急ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業

・整備計画策定
・コーディネート

１／２

⑥木造老朽建築
物除却事業

・密集市街地における木造老朽
建築物の除却への助成

１／３

⑦被災地におけ
る復興まちづくり
総合支援事業

・復興まちづくり計画策定
・地区公共施設
・防災まちづくり拠点施設
・高質空間形成施設
・復興まちづくり支援施設

１／２
１／３※１

※１： 地区公共施設等整備に関する用地費等は交付率１／３

※２： 南海トラフ特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画に位置づけられ、
一定の要件を満たす避難場所、避難路の整備については交付率２／３

津波避難タワー

避難場所となる公園

備蓄倉庫

避難場所に向かう避難通路(階段) 沿道建築物の不燃化

整備前

整備後



 

   

（２）平成２７年度拡充事項 

○老朽建築物の除却による密集市街地の早期改善 （平成 27年度当初） 

 

     首都直下地震等の大規模地震に伴い甚大な被害が想定される密集市街地の早期改善

を図るためには、延焼を遮断する効果のある道路や避難路の整備、沿道建築物の不燃

化に加え、延焼危険性の大きな要因となっている木造老朽建築物の除却を推進するこ

とが必要である。 

 

     このようなことから、「地震時等に著しく危険な密集市街地」（重点密集市街地）

における木造老朽建築物の除却を都市防災総合推進事業の交付対象に追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

密集市街地における老朽建築物の除却の推進（イメージ） 

 
 

※除却の規模 

     ・除却する木造老朽建築物の敷地の面積が１００㎡以上であること（隣接  

する敷地の木造老朽建築物をあわせて除却することなどにより、一体的に 

１００㎡以上の空地となる場合を含む。） 

 

    ※除却後の土地利用 

     ・防災上有効な空地として適切に管理されること 

     ・建築物を建築する場合は、耐火建築物又は準耐火建築物が建築されること 

 

密集市街地における 

延焼危険性を低減 

老朽建築物の除却を 
交付対象に追加 

老朽建築物 

除却 



密集市街地総合防災事業の創設（H27年度）

高齢化の著しい密集市街地において、地方公共団体や民間事業者等が連携し、防災街区の整備に関する事業など防災対策の推進と
あわせ、多様な世帯の居住促進を図るため、子育て支援施設やサービス付き高齢者向け住宅、福祉施設等の生活支援機能等の整備
を進めるなど、密集市街地における総合的な環境整備に対する支援を重点的に推進する。

対象事業

協議会

住宅戸数密度が一定以上等の要件を満たす密集市街地において、整備計画に基づき行われる、以下の事業
①社会資本整備総合交付金の基幹事業等の交付対象となる事業（補助対象項目はそれぞれの要綱等に準じる。）
住宅市街地総合整備事業、防災街区整備事業、狭あい道路整備等促進事業、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、
空き家再生等推進事業、都市防災総合推進事業、都市再生区画整理事業、街路事業、都市公園等事業

②以下の補助事業（民間事業者等に対する直接補助、補助対象項目はそれぞれの要綱等に準じる。）
防災・省エネまちづくり緊急促進事業、スマートウエルネス住宅等推進事業、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業

③総合防災促進事業

街区内部への建物更新の連鎖
・共同建替えによる不燃化
・老朽建築物の除却
・空地等の整備

多様な世帯の居住促進
・子育て支援施設等の
整備

地域の生活基盤の強化
・サービス付き高齢者向
け住宅や福祉施設等
の整備

避難地の確保
・避難場所の整備

避難路沿道の不燃化
・道路等の整備
・沿道建築物の不燃化
・沿道の耐震化

市街地開発事業の活用
・公共施設の計画的整備や
建物更新等

①及び② 各事業の補助率、補助限度額に準じる。
③ 地方公共団体：国１／２、それ以外：国１／３、地方１／３

※ただし、整備計画ごとに、交付対象事業の全体事業費
の２０／１００を上限とする。

以下の事項は、従来の事業（国１／３、地方１／３）よりも高い補助率を適用
・地区公共施設整備：国１／２、地方１／２
※民間事業者が行うもので、整備後に地方公共団体が管理するもの
に限る。

・住宅・建築物の共同施設整備：国２／３、地方１／３

地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構及び民間事業者等

事業主体

・複数の主体（地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者、地域防災組織等）が連携する協議会があること
・区域に係る整備計画を策定すること 等

補助率

事業要件

都市局・住宅局の共管事業



【都市防災総合推進事業の事業メニュー】

１．災害危険度判定調査

［目 的］

地震等による都市災害に対して、防災上重点的か

つ緊急に整備を要する地域を明確にし、これを公表

することにより、住民が自らが住んでいる地域の災

害に対する危険性への認識を深め、住民主体の防災

まちづくり活動の気運を高める。

［交付対象］

・建築倒壊や火災の危険性、消防・避難活動の困難

性、津波シミュレーションなど市街地の災害危険

度判定に関する調査

［事業主体］ 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構

［交付率］ １／３

２．住民等のまちづくり活動支援

［目 的］

市民の協力と参画を得てまちづくりを推進するため、防災上対策が必要な地区

や活性化すべき中心市街地等を対象として、都市整備の事業着手以前の段階を含

め住民等の主体的なまちづくり活動を醸成する。

［交付対象］

・住民等のまちづくり活動を活性化するための地区住民等に対する啓発活動

・まちづくり協議会の活動に対する助成

・地区のまちづくり方針の作成

［事業主体］ 市町村、防災街区整備推進機構

［交付率］ １／３

３．地区公共施設等整備

［目 的］

都市の骨格となる避難地等の整備に加え、地区レベルのきめ細かい防災対策と

して、防災上危険な密集市街地等における道路・公園等の地区公共施設や津波避

難タワー等の防災まちづくり拠点施設の整備等により、災害時の初期段階での避

難活動、消防活動等の円滑化を図る。

 

＜災害危険度判定調査の例＞



［交付対象］

・密集市街地における防災上重要な都市公園

・道路 又は公園、広場等の地区公共施設※１ ※２

・防災まちづくり拠点施設 （避難所、津波避難タワー、耐震性貯水槽、備蓄倉庫、※３

非常時通信システム等の整備）

［事業主体］ 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構等

［交付率］ １／２ (用地費は１／３) 又は２／３※４

※１：工事費は幅員4ｍ以上のもの、用地費は幅員4ｍを超える部分（南海トラフ地震により津波被害

が想定される地域はそれ以下も含む）、補償費は幅員6ｍ（南海トラフ地震により津波被害が

想定される地域は4ｍ）以上のものに限る。

※２：重点密集市街地からの迅速な避難の確保のために必要な避難経路を整備する場合の「避

難経路転換用地」の取得等に係る費用を含む。

※３：用地費、補償費は交付対象外(南海トラフ地震により津波被害が想定される地域は対象)

※４：南海トラフ地震特措法第１３条第１項に規定する津波避難対策緊急事業として整備される避難

場所又は避難経路であって、「津波避難対策緊急事業に関する主務大臣の定める基準」に適合す

るものについての交付率は２／３

４．都市防災不燃化促進

［目 的］

避難地、避難路、延焼遮断帯等の周辺において建築物の不燃化・難燃化を促進

することにより、大規模な地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安

全性の確保と市街地における大規模な延焼の遮断・遅延を図る。

［交付対象］

・避難地、避難路、延焼遮断帯周辺等の指定区域（不燃化促進区域）における耐

火建築物又は準耐火建築物の建築費及び建築物の除却費、補償費への助成

・現況調査、住民意向調査、地区整備の基本方針作成、事業計画の作成・推進等

［事業主体］ 都道府県、市

［交付率］ １／２（調査等は１／３）

＜都市防災不燃化促進のイメージ＞



５．密集市街地緊急リノベーション事業

［目 的］

地震時等に著しく危険な密集市街地（重点密集市街地）において、複数の

事業を組み合わせた整備計画作成・コーディネートに対する支援と、整備計

画に位置付けられた事業について、面積の合計が一定規模以上である場合に、

面積要件の緩和を実施することにより、各種事業の総力を結集して防災環境

軸の整備を推進する。

［交付対象］ 整備計画作成、コーディネート

［事業主体］ 都道府県、市町村、防災街区整備推進機構

［交付率］ １／２

［面積要件緩和の内容］

事業名 面積要件の下限

都市再生区画整理事業

市街地再開発事業 各種事業の面積要件の

防災街区整備事業 概ね１/２

都市防災総合推進事業（都市防災不燃化促進）

都市公園事業（防災公園） 1,500㎡

防災公園街区整備事業

都市計画道路整備に併せ各種事業の総力を結集し防災環境軸の整備を促進

計画コーディネート
支援

・コーディネート業務

（住民意向調査、合意形
成）
・整備計画作成

（計画立案、整備計画作
成等）

面積要件の緩和

整備計画に位置付けら
れた事業について、それ
ぞれの事業の面積の合
計が一定以上である場
合に採択

市街地再開発事業

都市防災総合推進事業

土地区画整理事業

防災街区整備事業

都市公園事業・
防災公園街区整備事業

リノベーション整備計画

整備計画に位置付けられた各種事業の実施

防
災
環
境
軸

都市計画道路



６．木造老朽建築物除却事業 （H27年度拡充事項）

［目 的］

地震時等に著しく危険な密集市街地（重点密集市街地）において、延焼危

険性の大きな要因となっている木造老朽建築物の除却を推進し、密集市街地

の早期改善を図る。

［交付対象］

木造老朽建築物の除却に係る調査費、設計費、工事費

［事業主体］ 民間事業者

［交付率］ １／３

（地方公共団体の補助に要する費用の１／２又は当該事業に要する

費用の１／３のいずれか低い額）

※除却の規模

・除却する木造老朽建築物の敷地の面積が１００㎡以上であること（隣接する敷地の木造

老朽建築物をあわせて除却することなどにより、一体的に１００㎡以上の空地となる場

合を含む。）

※除却後の土地利用

・防災上有効な空地として適切に管理されること

・建築物を建築する場合は、耐火建築物又は準耐火建築物が建築されること

７．被災地における復興まちづくり総合支援事業

［目 的］

大規模な災害により被災した被災地 を災害に強いまちへ再生するとともに、※

地域活力の早期復興のため、復興まちづくり計画の策定から公共施設や共同施設

・修景施設等の施設整備まで、一体的に支援する。

［交付対象（交付率）］

（１）復興まちづくり計画策定支援（１／２）

・復興まちづくり計画の策定及び付随する調査

・住民合意形成等のコーディネート

（２）復興に向けた公共施設等整備

・災害に強いまちに復興するための公共施設等整備（１／２）

※「地区公共施設等整備」と異なり、整備する道路の規模要件がなく、

防災まちづくり拠点施設の用地費、補償費が交付対象となる

・まちの活性化につながる公共施設の高質化等（高質空間形成施設、復興

まちづくり支援施設）（１／３、景観法に基づく景観計画区域等は１／２）



（３）復興まちづくり施設整備助成（１／３、間接補助）

・共同施設整備

・復興まちづくり支援施設整備（地方公共団体が自ら所有・管理するものは除く）

・修景施設整備

［事業主体］ 市町村

※ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定に基づき激甚

災害に指定された災害により被災し、同法第3条の規定に基づく措置が適用された市町村

【事業イメージ】



【対 象 地 域 等】

○ ○ ○ ○ × × ×

○ ○ ○ ○ × × ×

○ ○ ○ ○ × × ×

○ ○ ○ ○ × × ×

× ○ ○ ○ ○
○

(重点密集市街地に限る)
×

○ ○ ○ ○ × × ×

× × × × × × ○

都道府県、市

町村、防災街

区整備推進機

構

市町村、防災街

区整備推進機

構

都道府県、市町

村、防災街区整

備推進機構　等

都道府県、市

都道府県、市区

町村、防災街区

整備推進機構

民間事業者 市町村　等

1/3 1/3
1/2、1/3、

2/3※４
1/2

(調査は1/3）
1/2 1/3 1/2、1/3

※４：　南海トラフ地震特措法第１３条第１項に規定する津波避難対策緊急事業として整備される避難場所又は避難経路であって、「津波避難対策緊急事業に

　　　　関する主務大臣の定める基準」に適合するものに限る。

事業主体

交付率

※１：　地震防災対策強化地域、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域、観測強化地域、特定観測地域

※２：　住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日閣議決定）に基づく「地震時等に著しく危険な密集市街地」

※３：　激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項の規定に基づき激甚災害に指定された災害により被災し、同法第3条の規定

　　　　に基づく措置が適用された市町村

注）　　地震に強い都市づくり推進五箇年計画に係る交付対象施設の特例（防災情報通信ネットワークの整備）については、平成２７年度以降、一定の経過措置

　　　　を設けた上で交付対象外とする。

三大都市圏の既成市街地等

指定都市

道府県庁所在都市

重点密集市街地※２を含む市町村

DID地区

大規模な災害による被災地※３

被災地における

復興まちづくり

総合支援事業

大規模地震発生の可能性の高い

地域
※１

災害危険度

判定調査

住民等のまち

づくり活動支援

地区公共施設

等整備

交付対象要件等（都市防災総合推進事業）

都市防災

不燃化促進

密集市街地

緊急ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

事業

木造老朽建築物

除却事業


