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３．大規模地震など
最近の災害対応の動きについて
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都市公園事業、街路事業、都市防災総合推進事業等により、避難地、避難路、
津波避難タワー等の整備を推進。
地方公共団体による津波避難ビル等の指定。

（平成23年10月31日現在 30道府県で3,986棟を指定）
ハザードマップ等による地域住民への危険性の周知。

高台に避難するための
避難路・避難階段の整備
（新潟県糸魚川市）

津波避難タワーの整備

（高知県四万十市）

津波防災マップの作成

（大阪府貝塚市）

１．津波対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
①津波避難対策



①計画策定支援に要する費用：計画策定費、コーディネート費
②公共施設等整備：地区公共施設整備、津波防災拠点施設整備
③用地取得造成：津波防災拠点のために必要な公共施設、公益的施設（教育施設、医療施設等）の用地取得造成

南海トラフ巨大地震の津波により甚大な被害が想定される地域において、都市計画法に基づく一団地
の津波防災拠点市街地形成施設の枠組みを活用し、災害時の都市の公共公益機能の維持に向けた拠
点市街地の整備を支援する（防災・安全交付金）。

交付対象

施行地区要件

交付金事業者

事業概要

１／２地方公共団体

次の要件を全て充たす一団地の津波防災拠点市街地形成施設
・南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置
法に基づく南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定
地域内であること。
・津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害特別警戒
区域の指定地域を有する市町村の区域内であること。
・津波防災地域づくりに関する法律に基づく推進計画に定められ
ていること。
(推進計画に都市のコンパクト化の方針が記載されており、拠点整備の計画が
都市のコンパクト化の方針と齟齬がないもの。)

※原則として１市町村あたり２地区まで、国費支援の面積上限は
１地区あたり５ヘクタールまでとする。

基礎額

津波防災拠点イメージ

防災センター

保育所

病院

公園

１．津波対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
②津波防災拠点の整備



・南海トラフ地震による津波発生に備え、津波からの迅速かつ円滑な避難のために必要な避難場所、避
難路の整備について、防災・安全交付金（都市防災総合推進事業）の交付率を現行の1/2から2/3に
嵩上げ

＜避難場所の場合のイメージ＞

津波到達まで
に避難が困難

津波到達までに
避難できる津波
避難施設を整備

既存の津波避難ビル等 高台

避難者の
住居等

避難者の
住居等

＜避難路の場合のイメージ＞

津波到達まで
に避難できる
避難路を整備

≪対象要件≫
津波避難対策特別強化地域（南海トラフ特措法第10条）において、津波避難対策緊急事業計画（南海トラフ特措法第12条）に基づ
き実施される事業で、以下の全ての要件（国土交通省告示第412号）を満たすものが対象となる。

一 市町村が作成する津波防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３号）第１０条第１項に規定する推進計画その他の
津波からの居住者等（居住者、滞在者その他の者をいう。以下同じ。）の迅速かつ円滑な避難の確保のための施策を総合的に
推進するための計画（第四号において「津波避難計画」という。）に当該事業に関する事項が記載されていること。

二 居住者等の南海トラフ地震に伴い発生する津波からの迅速かつ円滑な避難の確保を主たる目的とするものであること。
三 津波からの迅速かつ円滑な避難の用に供する避難場所（一時的な避難の用に供するものに限る。）又は当該避難場所までの
避難の用に供する避難経路を整備するものであること。

四 前号に規定する避難場所又は避難経路の整備が十分に行われていないため居住者等の南海トラフ地震に伴い発生する津波
からの迅速かつ円滑な避難を確保することができないと認められる地区であって市町村が作成する津波避難計画において防災
訓練、地震防災上必要な教育及び広報その他の津波からの居住者等の迅速かつ円滑な避難に資する施策を講ずることが定
められている地区の居住者等の津波からの避難の用に供するものであること。

南海トラフ地震による津波から人命を守るために不可欠な避難路・避難場所の迅速な整備が図られる

津波避難タワー等

津波到達まで
に避難が困難

１．津波対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
③都市防災総合推進事業（南海トラフ地震対策特別措置法の特例）



１．津波対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
④防災集団移転促進事業（南海トラフ地震対策特別措置法の特例）

6

【事業計画の策定等】

市町村は、移転促進区域の設定、住宅団地の整備、移転者に対す
る助成等について、国土交通大臣に協議し、その同意を得て、集団
移転促進事業計画を定める。

【目的】

災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当

でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するた
め、当該地方公共団体に対し事業費の一部補助を行い、防災のた
めの集団移転の促進を図る。

国庫補助の対象となる経費
（朱書きは南海トラフ特別措置法における拡充内容）

① 住宅団地（住居の移転に関連して移転が必要と認められる

要配慮者施設を含む）の用地取得及び造成に要する費用

※分譲する場合は分譲価格（市場価格）を超える部分を補助対象化

②移転者の住宅建設・土地購入に対する補助に要する経費
（借入金の利子相当額）

③住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設等の公
共施設の整備に要する費用

④移転促進区域内の農地及び宅地の買取に要する費用
（当該移転促進区域内のすべての住宅の用に供する土地を買い取る

場合に限る）

⑤移転者の住居の移転に関連して必要と認められる作業所
等の整備に要する費用

⑥移転者の住居の移転経費（引っ越し費用等）に対する補助
に要する経費

地方財政措置

1）地方負担分については一般補助施設整備等事業債の対象（充当率
90%）。その元利償還金の80%を特別交付税措置。

2）一般財源分についても50%を特別交付税措置。

補助と地方財政措置をあわせて約94％が国の負担

国庫補助金 3/4国庫補助金 3/4
一般補助施設
整備等事業債
（充当率90%）

一般
財源

元利償還の80%を特別交付税措置

50%を特別交付税措置：国の負担分 ：地方の負担分

移転促進区域
災害が発生した地域又は災害危険区域（建築基準法第39条）のうち、住民の生命、
身体及び財産を災害から保護するため住居の集団移転を促進することが適当であ
ると認められる区域

住宅団地の規模
10戸以上（移転しようとする住居の数が20戸を超える場合には、その半数以上の
戸数）の規模であることが必要

移転促進区域

住宅団地集団移転

②移転者の住宅建設･土地購入に対する補助

⑥移転者の住居の移転に
対する補助

④移転促進区域内の農地及び
宅地の買取

①住宅団地の用地取得造成

③,⑤公共施設等(道路､公園､集会所､
共同作業所等)の整備



１．津波対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
④防災集団移転促進事業（南海トラフ地震対策特別措置法の特例）

南海トラフ地震対策特別措置法に基づく集団移転促進事業について

○ 南海トラフ地震対策特別措置法第16条に規定する特例を受けて実施される集団移転促進事業の補助対象経費について、以下
の事項を拡充

○住居の移転に関連して移転が必要と認められる要配慮者施設（高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他迅速な避難の
確保を図るため特に配慮を必要とする者が利用する施設）の敷地の用地取得及び造成（関連する公共施設整備を含む。）
以下同じ。）に要する経費を補助対象化
○当該要配慮者施設の敷地の用地取得及び造成に要する経費を現行の補助限度額に追加

○ 要配慮者施設の用に供する土地の取得及び造成を行う場合においては、

要配慮者施設の用に供する土地の面積は当該要配慮者施設の移転前の土地の面積と同等の面積を上限とすること
要配慮者施設の用に供する土地については、当該土地の取得及び造成後に要配慮者施設の所有者又は管理者に譲渡する
ことを基本とすること等が要件

通常に比べ拡充されている事項

要件

○住宅団地（要配慮者施設含む）の用地を譲渡する場合における、当該住宅団地の用地取得及び造成に要する経費が当該住
宅団地の用地の譲渡対価を超える場合の差額を補助対象化

○要配慮者施設に関連する住居（以下、「関連住居」）が多数存在していることなどにより、関連住居等の移転を１つの集
団移転促進事業で実施することが困難な場合は、「関連住居等の移転に関する計画（全体計画）」を集団移転促進事業
計画と併せて提出することで、合意形成が図られた地区から順次段階的に集団移転促進事業を実施する、集団移転促進
事業の弾力的な運用が可能

○ 拡充内容の活用にあたっては南海トラフ地震対策特別措置法に基づく津波避難対策緊急事業計画に防災集団移転促進事業を
記載する必要がありますが、この場合、あわせて防集法第3条に基づく防災集団移転促進事業計画を策定する必要があり、手
続きを並行して進めることが必要

留意点



都府県 市区町村 面積
面積

（H26年度末）
面積

（H27年度末）

埼玉県 川口市 ５４ha ５４ha ５４ha

千葉県 浦安市 ９ha ９ha ８ha

東京都
文京区、台東区、墨田区、品川区、
目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、
中野区、豊島区、北区、荒川区、足立区

１，６８３ha １，１２６ha １，０３６ha

神奈川県 横浜市、川崎市 ６９０ha ５７ha ５７ha

愛知県 名古屋市、安城市 １０４ha １０４ha １０４ha

滋賀県 大津市 １０ha １０ha １０ha

京都府 京都市、向日市 ３６２ha ３６２ha ３６２ha

大阪府
大阪市、堺市、豊中市、守口市、
門真市、寝屋川市、東大阪市

２，２４８ha ２，２４８ha ２，２４８ha

兵庫県 神戸市 ２２５ha ２２１ha １９９ha

和歌山県 橋本市、かつらぎ町 １３ha １３ha １３ha

徳島県 鳴門市、美波町、牟岐町 ３０ha ３０ha ３０ha

香川県 丸亀市 ３ha ３ha ３ha

愛媛県 宇和島市 ４ha ０ha ０ha

高知県 高知市 ２２ha ２２ha ２２ha

長崎県 長崎市 ２６２ha ２６２ha ２６２ha

大分県 大分市 ２６ha ２６ha ２６ha

沖縄県 嘉手納町 ２ha ２ha ２ha

合計 ４１市区町 ５，７４５ha ４，５４７ha ４，４３５ha

○地震時等に著しく危険な密集市街地約6,000ha （※）について、平成32年度までに最低限の安全性を確保しおおむね解消する

ことを目標に（住生活基本計画（全国計画）、平成23年3月閣議決定）、密集市街地の計画的改善を推進。

※密集市街地のうち、延焼危険性や避難困難性が特に高く、地震時等において、大規模な火災の可能性、あるいは道路閉塞による地区外への

避難経路の喪失の可能性があり、生命・財産の安全性の確保が著しく困難で、重点的改善が必要な密集市街地。全国で5,745ha（H24年10月公表）

○平成28年3月に改訂された住生活基本計画（全国計画）においても、平成32年度までにおおむね解消する目標を継続。

○平成27年度末までに1,310haについて最低限の安全性が確保され、地震時等に著しく危険な密集市街地は4,435ha。

【地震時等に著しく危険な密集市街地 （H24年10月公表）】 【計画的改善に向けた取り組み】

２．地震対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
①密集市街地の早期改善（現状と取り組み）



阪神・淡路大震災を教訓として密集市街地の安全性向上のための取組みが本格化

＊住宅密度、延焼危険性、幅員4m以上道路へ接道している宅地率などで推計

平成21年度末 約３８％の進捗

重点密集市街地
約8,000ha

密集市街地 約25,000ha

「社会資本整備重点計画」への位置付け （H15）

「住生活基本計画（全国計画）」への位置付け （H18）

推
進

新たな重点密集市街地
約6,000ha

「住生活基本計画（全国計画）」の全部変更 （H23.3）
地震時等に著しく危険な密集市街地の面積約6,000haを平成３２年度
（2020年度）までに概ね解消する。

都市再生プロジェクト【第３次決定（H13.12）】
地震時に大きな被害が想定される危険な密集市街地（東京、大阪各々
約6,000ha、全国で約25,000ha）について、特に大火の可能性が高い危
険な市街地（全国約8,000ha）を対象に重点整備し、平成２３年度末ま
でに最低限の安全性を確保する。
※最低限の安全性：不燃領域率40％以上又は木防率2/3未満

「地震時等に著しく危険な密集市街地」の公表（H24.10）
全国の17都府県・41市区町において、合計197地区、5,745ha存在

２．地震対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
①密集市街地の早期改善（取り組み経緯）

平成27年度末速報
約4,450ha

新たな「住生活基本計画（全国計画）」 （H28.3）
地震時等に著しく危険な密集市街地の面積約4,450haを平成３２年度
（2020年度）までに概ね解消する。

地方公共団体の意見等も踏まえ、従来の「延焼危険性」に加え、「避難困
難性」をあわせて考慮した新たな指標を設定し、目標と区域を見直し



２．地震対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
①密集市街地の早期改善（延焼遮断帯の形成）

延焼遮断帯の形成

都市計画道路の整備 沿道建築物の不燃化

都市計画道路の整備や沿道
建築物の不燃化により、街区
間の延焼を防止する延焼遮
断帯を整備する。

○特定整備路線の整備（東京都）
東京都では、木造住宅密集市街地の整備地域（約
6,900ha）において、延焼遮断帯となる主要な都市
計画道路（特定整備路線）28区間（延長約25km）
を指定し、2020年度までに重点的に整備を行う。

○都市防災不燃化促進（都市防災総合推進事業）
地方公共団体が指定する不燃化促進区域において、
・建築物の除却費・補償費、耐火・準耐火建築物の
建築費への助成（交付率１／２）
・現況調査、住民意向調査、地区整備の基本方針・
事業計画の作成等（交付率１／３） を支援する。

避難地・避難路等に係るもの
（地域防災計画などの都市防災に関す
る計画に位置付けられたもの）

特定地区防災施
設※に係るもの
（※密集法§32）

土地利用
防火地域（準じる規制地域を含む）、
特定防災街区整備地区

防災街区

不燃化促進
区域の範囲

避難地 ： 周辺１２０ｍ
避難路 ： 沿道３０ｍ
面積要件： 概ね１．５ｈａ以上

沿道１宅地分
面積要件：なし

高さ制限 ７ｍ以上（例外あり） ５ｍ以上

＜主な交付条件＞

＜不燃化のイメージ＞



２．地震対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
①密集市街地の早期改善（地区の不燃化と閉塞の解消）

地区の不燃化と閉塞の解消

避難地・避難路の整備 街区内の建築物の不燃化

街区内建築物の不燃化や避難地・避難路の整備により、街区内の延焼防止や避難経路の確保を図る。

○不燃化特区制度（東京都）
東京都では、木造住宅密集市街地の整備地域（約
6,900ha）において、区からの提案を受け、不燃化
助成の上乗せ、都税の減免など特別な支援を行っ
ている。

○避難地・避難路等の整備（都市防災総合推進事業）
街区内の公園などの避難地やこれらの避難地や街
区周縁部までの避難路の整備を支援する。
（交付率１／２等）

街区周縁部
までの避難
路の整備

＜避難路整備のイメージ＞

街区内の避
難地の整備

＜不燃化特区の指定＞

＜不燃化に係る支援＞

区からの提案に基づ
き53地区（約
3,100ha）が事業実
施中。不燃化特区制
度の実施により、まち
の不燃化を促進。



２．地震対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
②宅地防災対策（大規模盛土造成地滑動崩落対策）

○大規模盛土造成地の変動予測調査

第一次スクリーニング
宅地造成前後の地形図などから盛土造成地の位置及び
規模を把握し、大規模盛土造成地を抽出する

大規模盛土造成地マップの作成・公表
第一次スクリーニングの結果に基づいて、大規模盛土
造成地の位置や規模を示したマップを作成・公表

第二次スクリーニング計画の作成
滑動崩落の危険性などから第二次スクリーニングの優
先度を判定する

第二次スクリーニング
現地踏査や安定計算により滑動崩落のおそれが大きい
大規模盛土造成地を抽出する。

大規模盛土造成地マップ等の作
成による住民への情報提供のため
の調査や、対策工事箇所の特定に
つながる調査に要する費用の一部
を補助（補助率1/3）

東京都大規模盛土造成地マップ

○大規模盛土造成地滑動崩落防止事業

大地震時等に一定の要件を満たす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事業に要する費
用の一部を補助（補助率1/4（公益性の高さ等が認められ
るものについては1/3））

○変動予測調査の実施状況及び調査結果の公表状況
（H28.7.1現在）

第一次スクリーニング結果（大規模盛土造成地マップ等）の
公表率を平成32年度までに約70%とすることを目標としている。

①盛土の面積が３，０００㎡以上

②盛土する前の地盤面の水平面に対する
角度が２０度以上で、かつ、盛土の高
さが５ｍ以上

○大規模盛土造成地とは

①全市区町村

②大規模盛土造成地の有無等の確認（第一次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）着手

③うち第一次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ完了

④うち第一次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ結果をホームページで公表済（⑤＋⑥）

⑤大規模盛土造成地が存在しない旨の公表

⑥大規模盛土造成地マップの公表

⑦うち箇所別の変動の危険性確認（第二次ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）完了

⑧全ての箇所で変動のおそれなし

⑨一部又は全部の箇所で変動のおそれあり

⑩変動予測調査対応済（⑤＋⑦（結果公表済））

※1平成26年4月5日に栃木市に合併した旧栃木市と旧岩舟町を平成28年4月1日の集計から1自治体として計上

2 0.1%

494 28.4%

268 15.4%

10 0.6%

9 0.5%

967 55.5%

753 43.3%

485 27.9%

市区町村数 ①に占める割合

1741 100.0%

1119 64.3%

※１

※２



２．地震対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
②宅地防災対策（宅地の液状化対策）

○宅地の液状化による変動予測調査

宅地の液状化による被害の可能性判定のための
調査等に要する費用の一部を補助（補助率1/3）

さいたま市
宅地の液状化危険度マップ

宅地の液状化可能性判定に係る技術指針（H25.4.1公表）
・ボーリングデータを基に各種数値を算定し、３段階で評価
・中地震（震度5程度）に対する液状化被害の可能性の程度を示すもの
・民間の自主的な取り組みや液状化マップ作成に活用されることを期待

Dcy値（地表変位量）

PL値（液状化指数） C B A

Dcy値
5cm

又は ＰＬ値
5

0

H1値（非液状化層厚）
0 3m 5m

顕著な被害の可能性が

「高い」 「比較的 「低い」
低い」

地盤全体の
液状化のしやすさ

地表近くの
液状化の
しにくさ

○宅地液状化防止事業

公共施設と宅地との一体的な液状化対策に要す
る費用の一部を補助（補助率1/4）

顕著な液状化被害の可能性が高いと判断され、公共施設と宅地との一体的な液状化対策を行う場合

市街地液状化対策推進ガイダンス（H28.2.1公表）
・公共施設と宅地との一体的な液状化対策の推進に関する技術的助言
・対策の目標値、対策工法の検討プロセス、事業完了後の維持・管理に
係る留意点、事業効果の確認方法等を示したもの

液状化対策工法の目標値の判定基準
地下水位低下工法 格子状地中壁工法

対策工法のイメージ
【一体的な液状化対策の費用負担のイメージ】



ハード対策
備蓄倉庫､情報伝達施設、

非常用発電設備の整備
等

○協議会開催支援
○計画作成支援
・専門家の派遣 等
○コーディネート活動支
援
・勉強会、意識啓発活動
・官民・民民協定の締結

・国､都道府県､市町村
・大規模ビル等所有者
・鉄道事業者 等

【構成員】

・防災施設等の整備（備蓄倉庫、

情報伝達施設､非常用発電設

備等）

・災害予防対策（避難訓練等）

・災害発生時の避難・救助 等

都市再生安全確保計画又は
エリア防災計画を作成

都市再生緊急整備協議会又は帰宅困難者対策協議会

ソフト対策

予算支援
補助率１／２

■ 都市再生安全確保計画制度（都市安全確保促進事業）の概要

計画作成及び計画に基づくソフト・ハード対策等に対して国が支援

２．地震対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
③主要駅周辺等における対策

■都市再生安全確保計画等の策定状況

○ 首都直下地震発災時には、大都市の結節点周辺等において，避難者・帰宅困難者等による混乱や、
建物損壊・交通機関の麻痺等により甚大な人的・物的・経済的被害が想定される。
○ 都市再生緊急整備地域内及び主要駅・中心駅周辺の滞在者等の安全確保と都市機能の継続を図る
ため、官民連携による一体的・計画的なソフト・ハード両面の対策へ支援を実施。

※都市再生安全確保計画

都市再生特別措置法の都市再生緊急整備地域において、都市再生
緊急整備協議会により作成される大規模な地震が発生した場合にお
ける滞在者等の安全の確保を図るために必要な退避経路、退避施
設、備蓄倉庫その他の施設の整備等に関する計画。
※エリア防災計画
以下の地域において、帰宅困難者対策協議会により作成される都市
再生安全確保計画に準じた計画。
・１日当たりの乗降客数が３０万人以上の主要駅周辺地域
・指定都市及び特別区内の１日当たりの乗降客数が２０万人以上の
駅周辺地域
・中核市、施行時特例市若しくは県庁所在都市の乗降客数が最も多
い駅周辺地域

・補助対象地域のうち【特に緊急性が高い地域（１日あたりの乗降客数が30万人以上の主要駅周辺の地域）】について
は、計画に定量的な目標値及び目標期限を記載するものに限り、補助率を２／３に嵩上げ（平成30年度末まで）等。

（平成２８年１２月末時点、国土交通省都市局調べ）

都市再生安全確保計画制度（国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000049.html

＜参考＞

都市再生緊急整備地域＋主要駅・中心駅周辺地域

避難訓練、退避方法や退避施設の
確保等に関するルールの作成 等

帰宅困難者対策訓練 ルールの作成
非常用通信・
情報提供施設
ただし、建築物の躯体工事を伴わないものに限る。

防災備蓄倉庫､非常用通信・情報提供施設、
非常用発電機の整備 等

防災備蓄倉庫 非常用発電機

ソフト対策ソフト対策
予算支援
補助率１／２ ソフト対策

予算支援
補助率１／３

計画に基づく
ソフト・ハード両面の対策



２．地震対策 防災まちづくりにおける今後の重点課題
④地下街における安全確保

地下街の費用負担は1/3



平時のまちづくり
（平時の魅力や利便性向上）が主目的

①平時のまちづくりを主目的とし、防災機能の強化・向上を副次効果とした取組

防災まちづくり
（防災機能の強化・向上）が副次目的

②防災まちづくりを主目的とし、地域の魅力や利便性の向上を副次効果とした取組

例） 沿岸部工業団地における事業所主体のＤＣＰ（地域連携ＢＣＰ）の取組

例） 道の駅駐車場屋根へのソーラーカーポートの設置
（平時：売電事業、災害時：蓄電池活用、救護所、仮設トイレ等）

例） 歴史・観光まちづくりにおける電柱地中化や一時避難場所になる
公園・観光駐車場の整備

③防災機能の強化と地域の魅力の向上の双方を主目的とする取組

防災まちづくり
（防災機能の強化・向上）が主目的

平時のまちづくり
（平時の魅力や利便性向上）が副次目的

防災まちづくり（防災機能の強化・向上）と
平時のまちづくり（平時の魅力や利便性向上）が主目的

３．魅力や利便性を高めるまちづくりと連携した防災対策について

都市部局の担当者が、庁内関係部局に平時のまちづくりの機会に併せて防災機能の強化を図る参考事例を紹介・
周知することで、庁内連携に基づく総合的な防災まちづくりの展開の契機とすることを目的に事例を収集、整理した。
事例は、「①平時のまちづくりを主目的とし、防災機能の強化・向上を副次効果とした取組」、「②防災まちづくりを主
目的とし、地域の魅力や利便性の向上を副次効果とした取組」、「③防災機能の強化と地域の魅力の向上の双方を
種目とする取組」に分類。
代表的なハード・ソフトの防災機能強化・平時の魅力向上に係る取組事例を整理し、合計３０事例程度の取組事例集
をとりまとめた。今後、国土交通省ＨＰに掲載予定。

ソーラーカーポート

電柱地中化等の
事業後の整備状況



３．魅力や利便性を高めるまちづくりと連携した防災対策について（事例紹介①）



３．魅力や利便性を高めるまちづくりと連携した防災対策について（事例紹介②）



４．外国人避難誘導に資する情報提供環境整備のあり方について①

【取組の背景】
・訪日外国人の急増が想定され、大規模災害時の避難誘導への対応・取組が急務
・特に災害発生前から発災後1日までは災害情報提供の面で対応を図り、情報入手手段の多様性、継続性
の向上を図ることが重要



４．外国人避難誘導に資する情報提供環境整備のあり方について②

・取り組みの背景
・問題意識、取組
の動機付け

・自治体が利用可能な
情報提供環境整備
（Wi-Fi環境整備等）
に関する補助制度

・外国人避難誘導対策
におけるポイント

・外国人の情報への
ニーズ

・情報入手手段

・外国人避難誘導対策
に関する最新情報
・自治体等の先進的取組

●先進事例調査、支援策調査結果、ケーススタディ結果を踏まえ、自治体担当者向けのパンフレットを作成した

表紙
P1

裏表紙
P4

見開き
P2

見開き
P3

【パンフレット（全体編）】
自治体担当者向けの配布を想定し、以下のような内容を記載
①大規模災害時の外国人避難に対する問題意識の喚起
②外国人避難誘導に資する情報提供方策実施に際しての留意点
③先進事例（当該自治体への導入の動機づけ）
④国等による支援策（動機付けを踏まえた推進方策）


