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１．総合的な都市防災対策の
推進について
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1．防災対策の目的とは

事後対策による復興

被災地における社会のトレンドの加速

○これまでの復興は、

Before After

甚大な被害を受け、その都度長期間をかけて復旧・復興を繰り返している

被災を受けると、過疎化地域の過疎が加速
するなど、災害は社会のトレンドを加速させる

人が戻らない

まちの存亡に関わる問題へ

先行きの見えない不安から、より安心で安
全なまちへ移住してしまう

○その一方で、
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迅速かつ的確に復旧・

復興を進める

被害を防ぎ、業務の継続性を有した

都市の構築
復興対策

被災直後から、緊急的に

対応する。
被害発生を想定した上で、被害を最

小限に抑えるため、避難のための総

合的対策を実施

①災害時の被害をできる限り小さくする

②災害からの復旧・復興をできる限り早くする

1．防災対策の目的とは

○南海トラフ地震や首都直下地震等の発生が懸念される中、これらに対処するためは

事前の防災・減災対策、復興対策が重要



2．行うべき都市の防災対策 ～北海道胆振東部地震～

4

(1) 発生日時：平成30 年9 月6 日03:07
(2) 震源及び規模（暫定値）
・震源地：胆振地方中東部（北緯42.7 度、東経142.0 度）
・規模：マグニチュード6.7（暫定値）
・震源の深さ：37km（暫定値）

(3) 各地の震度（震度6弱以上）
・震度７厚真町
・震度６強安平町､むかわ町
・震度６弱札幌市東区、千歳市､日高町､平取町

(4)人的被害
死者42人 重傷31人 軽傷731人

(5)建物被害
・住家被害 全壊462棟

一部破損12,600棟
・非住家被害 2,456棟

・札幌市清田区里塚地区（約100 
戸）、豊平区月寒東地区において
宅地被害。

9 月10日より、被災宅地危険度
判定を実施。

・北広島市大曲地区において宅
地被害。9 月9 日より、被災宅地
危険度判定を実施。

○推計震度分布図 気象庁報道発表 平成30 年9 月7 日16 時00 分付より

計 ２市 24件 35件 54件 113件 28人・日

実施期間 実施市町村

実施状況

計 対応人数（延べ）危険
（赤）

要注意
（黄）

調査済
（青）

9/9～
北広島市
（大曲地区）

15件 18件 49件 82件 16人・日

9/11～
札幌市

（月寒東地区）
9件 17件 5件 31件 12人・日

○被災宅地応急危険度判定の実施状況

地震の概要

宅地被害の状況



宅地被害からの早期復旧・復興に向けて、

○原因究明や対策工法検討のための地盤調査（実施中）
○調査結果に応じた必要な地盤強化対策等の対策工事を
地方公共団体が実施

北海道胆振東部地震による宅地被害に対する支援

○平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震により、札幌市清田区里塚地区などにおいて、宅地地盤の陥
没や崩落等の被害が発生。
○原因究明・対策工法検討のための地盤調査や、調査結果に応じた必要な対策工事が必要。
○地方公共団体による早期の復旧・復興を図るため、財政面・技術面での支援を実施。

主な被災箇所 復旧・復興に向けた取組

10月9日に防災・安全交付金（都市防災総合推進事業）を
追加配分し、地盤調査・対策工法検討等の調査費を支援
※追加配分先（平成30年度当初予算）

今後も、対策工事等に的確な財政支援を実施

国研究所、ＵＲ都市機構等の地盤や宅地の専門家を派遣
本省職員を派遣し、復旧復興事例や事業制度等を紹介厚真町ルーラルビレッジ

安平町早来北進

国による支援

社会資本総合整備計画名 実施主体 配分額

札幌市復興まちづくり計画 札幌市 1,500万円

北海道胆振東部地震からの復興まちづくり計画 北広島市、厚真町、安平町 3,500万円

計 5,000万円

財政面（予算）

技術面（専門家、国職員の派遣）

北広島市大曲札幌市清田区里塚
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防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策
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〇本対策は、「重要インフラの緊急点検の結果及び対応方策」（平成30年11月27日）のほか、ブロック塀、ため池等に関する

既往点検の結果等を踏まえ、

・防災のための重要インフラ等の機能維持

・国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持

の観点から、国土強靱化基本計画における45のプログラムのうち、重点化すべきプログラム等20プログラムに当たるもので、

特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、３年間で集中的に実施する。

Ⅱ．国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持 概ね3.4兆円程度
（１）電力等エネルギー供給の確保 概ね0.3兆円程度
（２）食料供給、ライフライン、サプライチェーン等の確保 概ね1.0兆円程度
（３）陸海空の交通ネットワークの確保 概ね2.0兆円程度
（４）生活等に必要な情報通信機能・情報サービスの確保 概ね0.02兆円程度

〇期間：2018年度（平成30年度）～2020年度の３年間

〇達成目標：防災・減災、国土強靱化を推進する観点から、特に緊急に実施すべき対策を、完了（概成）または大幅に進捗させる。

Ⅰ．防災のための重要インフラ等の機能維持 概ね3.6兆円程度
（１）大規模な浸水、土砂災害、地震・津波等による被害の防止・最小化 概ね3.0兆円程度
（２）救助・救急、医療活動等の災害対応力の確保 概ね0.4兆円程度
（３）避難行動に必要な情報等の確保 概ね0.2兆円程度

〇緊急対策160項目 重要インフラの緊急点検の結果 112項目（132項目中、緊急対策該当なし▲12項目、項目統合▲８項目）

既往点検の結果等 48項目

〇財政投融資の活用を含め、概ね７兆円程度を目途とする事業規模（※１、※２）をもって実施。 (※１)
うち、財政投融資を活用し
た事業規模として概ね0.6兆
円程度を計上しているほか、
民間負担を概ね0.3兆円程
度と想定している。
平成30年度一次補正予
算等において措置済みの
事業規模0.3兆円を含む。

(※２)
四捨五入の関係で合計が
合わないところがある。

１．基本的な考え方

２．取り組む対策の内容・事業規模の目途

３．本対策の期間と達成目標
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概 要： 平成30年北海道胆振東部地震を踏まえ、全国の地方公共団体を対象に、宅地の滑動崩落及
び液状化のソフト対策に関する点検を行い、
・大規模盛土造成地の危険性の把握が不十分な約1,100市区町村
・液状化の危険性の把握が不十分な約1,700市区町村
について、３カ年の緊急対策期間内に、宅地の安全性を「見える化」するための基礎マップ
の作成や安全性調査等の緊急対策を実施する。

府省庁名：国土交通省

箇所：約1,100市区町村
盛土造成地マップの作成・公表や盛土造成地ごとの調査を行っ
ていない地方公共団体

期間：① 2019年度まで ② 2020年度まで

実施主体：国、都道府県、政令指定都市、市区町村

盛土造成地マップの作成・公表等

内容：①全国の盛土造成地マップの作成・公表
【国が実施】

②盛土造成地ごとの造成年代調査等
によるマップの高度化

【地方公共団体が実施】
⇒ 宅地の滑動崩落に対する安全性

の「見える化」・事前対策の促進

達成目標：
① 全国の盛土造成地マップの作成・公表率100％を達成

（現状：66％）
② 盛土造成地の造成年代調査の実施率100％を達成

（現状：37％）

大規模盛土造成地マップ

箇所：約1,700市区町村
液状化ハザードマップの作成・公表や液状化ハザードマッ
プの高度化を行っていない地方公共団体

期間：2020年度まで

実施主体：国、都道府県、政令指定都市、市区町村等

液状化ハザードマップの作成・公表等

内容：①全国の液状化ハザードマップの作成・公表
【国が実施】

②液状化ハザードマップの高度化
【地方公共団体が実施】

③インフラ等の液状化被害推定手法
の高精度化等 【国が実施】
⇒ 宅地の液状化に対する安全性

の「見える化」・事前対策の促進

達成目標：
・全国の液状化ハザードマップの作成・公表率100％を達成

(現状：21％)
・高精度なインフラ等の液状化被害推定手法等を開発し、高
精度な液状化ハザードマップの作成マニュアルを概成

液状化ハザードマップ

2．行うべき都市の防災対策 ～北海道胆振東部地震～



平成30年は、平成30年7月豪雨等により全国各地で浸水被害や土砂災害が発生
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水害･･･主な水害（床上浸水
10戸以上）が発生した地域

【凡例】

台風経路
（日本列島に上陸した台風）

土砂災害･･･主な被災地
域(土砂災害発生件数が
50件以上)

①

①

【台風第１２号経路】

【台風第
２４号経路】

【台風第２１号経路】
主な水害（床上浸水１０戸以上発生）

水害 主な被災地域

５月
５月１８日から
の大雨

秋田県

６・７
月

平成３０年７月
豪雨

岐阜県、京都府、兵庫県、
島根県、岡山県、広島県、
山口県、愛媛県、高知県、
福岡県、佐賀県

８月
８月５日からの
大雨

山形県

８月 台風第２０号 和歌山県

８・９
月

８月３１日から
の大雨

山形県、石川県

１０月 台風第２４号 京都府、宮崎県

【台風第２０経路】

過去の最高潮位を超える値を観測

９
月

台風第２１
号

大阪府、兵庫県、和歌山
県、徳島県

９･１０
月

台風第２４
号

静岡県、三重県、和歌山
県、
鹿児島県

【台風第２１号
関西国際空港浸水】

2．行うべき都市の防災対策 ～平成30年7月豪雨～
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高梁川水系小田川（岡山県倉敷市）
• 左岸及び複数の支川の決壊、右岸の越水により、
真備町を中心に浸水被害（約1,200ha、約4,600戸）

肱川水系肱川（愛媛県大洲市）
• 越水等により、大洲市全域で浸水被害（約3,100戸）

東大洲地区の浸水状況

平成30年７月豪雨により、広域的かつ同時多発的に河川のはん濫、がけ崩れ等が発生。
これにより、死者237名、行方不明者8名、住家の全半壊等22,001棟、住家浸水28,469棟
の極めて甚大な被害が広範囲で発生。

あやべしうえすぎちょう

京都府綾部市上杉町

■各地で土砂災害が発生

■各地で洪水被害が発生

ひろしまし あさきたく くちたみなみ

広島県広島市安佐北区口田南

※：消防庁「平成３０年７月豪雨及び台風第１２号による被害状況及び消防機関等の対応状況（第59報）」
（平成31年1月9日）

2．行うべき都市の防災対策 ～平成30年7月豪雨～



平成30年7月豪雨からの復旧

10

2．行うべき都市の防災対策 ～平成30年7月豪雨～



○ 平成30年7月豪雨により、まちなかに廃棄物やがれきとともに大量の土砂が堆積。
○ 国土交通省と環境省が連携して、市町村が一括撤去できるスキームを構築し、堆積した廃棄物、
がれき、土砂の迅速な撤去を促進し、被災者の方々の生活や生業の早期再建につなげる。

まちなかに堆積したがれき、土砂を迅速に撤去する
新たなスキーム

「平成30年７月豪雨生活・生業再建支援パッケージ」
(平成30年８月２日 平成30年７月豪雨被災者生活支援チーム決定)

被害の大きい地区で工程表作成
国交省等のリエゾンによる技術支援
手続きの簡素化や自治体の実質的な負担軽減

土砂
（国交省）

がれき
（環境省）

宅地
（民有地）

土砂等
（国交省）

公共
施設
（道路等）

国交省と環境省が
連携して、
自治体が地区単位
で一括撤去

加えて

（１）生活の再建
廃棄物、がれき、土砂の処理
・廃棄物、がれき、土砂の処理や被災した廃棄物処理施設の復旧に対し
市町村等への的確な財政支援
・まちなかの廃棄物、がれき、土砂を市町村が一括撤去できる制度構築
被災者自らが廃棄物、がれき、土砂を撤去した場合の費用を事後請求で
きるよう、運用上の取扱いを明確化

「平成30年７月豪雨生活・生業再建支援パッケージ」の概要

○環境省と連携し、５県１３市４町で土砂等の撤去を実施

県 名 市 町 名

兵庫県 神戸市

岡山県 倉敷市

広島県
広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、
福山市、東広島市、江田島市、府中町、
海田町、熊野町、坂町

愛媛県 宇和島市、西予市

福岡県 太宰府市

事業実施前 事業実施後

【広島県坂町小屋浦地区の状況】

2．行うべき都市の防災対策 ～平成30年7月豪雨～
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●コンパクトシティ政策について①

都市計画に関連する諸問題等について審議を行っており、平成29年8月に開催された第8回委
員会にて「都市のスポンジ化」への対応について中間とりまとめがなされた
昨年度再開した委員会では、コンパクトシティ政策、都市の居住の安全確保について審議を
行う

都市計画基本問題小委員会

第１０回委員会（３月１３日）

第９回委員会（２月２０日）

第１１回委員会（３月２９日）

第１２回委員会（４月１６日）

●第8回以降、事務局において検討した課題
・コンパクトシティ政策について
・都市の居住の安全確保について

●都市居住の安全確保について①

●コンパクトシティ政策について②

委員長 中井 検裕 東京工業大学環境・社会理工学院教授
饗庭 伸 首都大学東京教授
秋田 典子 千葉大学大学院園芸学研究科准教授
阿部 眞一 日本商工会議所まちづくり・農林水産資源活用専門委員会副委員長
井伊 重之 産経新聞論説委員
飯尾 潤 政策研究大学院大学教授
大橋 洋一 学習院大学法科大学院教授
角松 生史 神戸大学大学院法学研究科教授
川島 純一 株式会社リビタ代表取締役社長
小池 政則 横浜市技監（兼）都市整備局長
清水 千弘 日本大学スポーツ科学部教授

東京大学空間情報科学研究センター特任教授
瀬田 史彦 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻准教授
谷口 守 筑波大学大学院システム情報工学研究科教授
辻琢 也 一橋大学大学院法学研究科教授
中川 雅之 日本大学経済学部教授
野澤 千絵 東洋大学理工学部建築学科教授
増田 亨 鶴岡市建設部長
村木 美貴 千葉大学大学院工学研究科教授
横張 真 東京大学大学院工学系研究科教授

【委員】

第１３回委員会（５月２３日）

●都市居住の安全確保について②

第１４回委員会（６月１１日）

●論点整理、対策の方向性

第１５回委員会（６月２８日）

●中間とりまとめ案

2．行うべき都市の防災対策



切迫性の高い大規模災害に対し、先手を打った事前対策を実施するとともに、復興まちづくり
への支援により安全・安心なまちづくりを推進。

• 地域の避難路、避難地、避難施設（津波避難タワー）、
備蓄倉庫の整備やハザードマップの作成など災害リ
スクの見える化、住民による自主的な防災まちづくり
を支援

○地震や水害に強いまちづくり、逃げられ
る まちづくりの推進

• 盛土マップや液状化マップの作成、危険な盛土の崩
落対策工事の実施を支援

○盛土の崩落や宅地の液状化への対策の
推進

• 災害の危険性が高い地域から安全な地域への集
団移転を支援

○防災のための集団移転の促進

• 被災した公園の災害復旧や、まちなかに堆積し
た土砂の排除を支援

○災害からの復旧・復興まちづくり

• 地方公共団体における復興に関する体制や
手順の検討などの復興まちづくりの事前準備
の推進

○復興事前準備の推進

• 都市部における危険な密集
市街地の改善

堆積した土砂の排除

津波避難タワー

崩落対策工事のイメージ 避難路整備のイメージ

都市防災総合推進事業

都市防災総合推進事業

密集市街地総合防災事業

都市防災総合推進事業

宅地耐震化推進事業

防災集団移転促進事業

都市災害復旧事業

• 被災における復興まちづくり計画の策定や再度
災害防止のための避難路や避難施設の整備を
支援

2．行うべき都市の防災対策


