
【機密性２】

（１）都市防災総合推進事業の概要



【機密性２】
都市防災総合推進事業の概要

事業主体： 市町村、都道府県 等

○ 都市防災総合推進事業の概要

施行地区 ＜事業メニュー①～④＞
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
・DID地区
＜事業メニュー⑤＞
・重点密集市街地
＜事業メニュー⑥＞
・激甚災害による被災地

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 国費率

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）
［用地費除く］

１／２※１※２

④都市防災不燃化促進 ・耐火建築物等の建築への助成 調査 １／３
工事 １／２

⑤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

⑥被災地における復興
まちづくり総合支援
事業

※激甚災害による被災地

・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

１／２

・高質空間形成施設
・復興まちづくり支援施設 １／３

※１： 地区公共施設に関する用地費については国費率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国費率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

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

平成31年度予算
国費：防災・安全交付金 13,173億円の内数



【機密性２】

○大規模な震災、火災等により壊滅的な被害が生じた被災市街地復興推進地域の

復興まちづくりを加速化するためには、防災性向上のための避難路・避難地整備

に加えて、地域コミュニティを取り戻すための地域交流施設の整備とともに、避難

地の配置の刷新に併せた災害時の避難誘導対策も必要。

熊本県益城町の被災状況

○ 熊本県益城町の被災市街地復興推進地域において、復興まちづくりを加速化するため、地域コミュニティを取り

戻すための地域交流施設の整備や避難地の配置の刷新に併せた災害時の避難誘導対策を推進する。

現行制度 制度拡充

補助対象
国費率

○避難路、避難地等の地区公共施設
○防災センター等
国費率１／２

○復興まちづくり支援施設（地域交流施設）等
国費率１／３（景観地区等は１／２） 被災市街地復興推進地域内

国費率１／２に嵩上げ
加えて、
避難誘導看板整備を追加

都市防災総合推進事業（被災地における復興まちづくり総合支援事業）

復興まちづくり支援施設のイメージ

平成３０年度２次補正拡充事項（都市防災総合推進事業の拡充）

被災地における復興まちづくりの加速化



【機密性２】
防災・安全交付金（都市防災総合推進事業）の配分の考え方

防災・安全交付金における市街地整備事業においては、大規模地震等に備えた市街地の防災性向上
の考えの下、以下の事業に特化して策定される整備計画に対して重点配分を行うこととする。

（注）大規模盛土造成地が存在する市区町村において行われる事業については、当該市区町村内の大規
模盛土造成地について造成された年代を特定するための調査が実施された場合に限る。ただし、平成
32年度まではこの限りではない。

１３ 市街地整備事業

【防災・安全交付金】 

（都市防災推進事業） 

① 首都直下地震、南海トラフ地震等の大規模地震に備えた密集市街地の改善整備や津波から

の避難のための施設（南海トラフ地震対策特別措置法による緊急事業計画、津波防災地域づく

りに関する法律による推進計画及び都市再生特別措置法による都市再生安全確保計画に基づ

く避難施設及び避難経路）の整備 

 

② 地域防災計画で避難所となる小学校等の周辺※において実施される市街地の防災性・安全性

の向上に資する事業 
※ 地域防災計画で避難所として指定されている小学校等から概ね1㎞の範囲内の区域をいう。 

 整備計画の目標例 

 地震時等に著しく危険な密集市街地である○○地区におけ

る不燃領域率を○％に向上させる 

 津波避難タワー等整備により、津波から逃げられない人数を

ゼロにする 

○○小学校の周辺における（公園施設の老朽化対策又は通学

路の安全対策による）子どもの事故件数の減少 

 （参考）社会資本整備重点計画等におけるＫＰＩ・指標 

  地震時等に著しく危険な密集市街地の面積 

          H26年度 4,547ha → H32年度 おおむね解消 

  安全で確実な避難の確保 避難路、避難用通路の整備 

（南海トラフ地震防災対策推進基本計画） 

 



【機密性２】

〇 近年、地震による宅地被害が多発したことを踏まえ、盛土マップの作成や安全性調査を推進。
〇 特に、造成年代が古い盛土は地震に脆弱な可能性が高く早急な事前対策が必要なため、全ての盛土につ
いて2020年度までに造成年代調査を実施することを目標。

〇 このため、2021年度以降、盛土の造成年代調査を実施していない市区町村の区域内における事業につい
て、都市局所管の防災・安全交付金事業の重点配分対象から除外。

防災・安全交付金における盛土造成地の造成年代調査の重点配分要件化について

【社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における配分の考え方（抜粋）】
大規模盛土造成地が存在する市区町村において行われる事業については、当該市区町村内の大規模盛土造成地について造成された年代を特定するための調査
が実施された場合に限る。ただし、平成32年度まではこの限りではない。

【対象となる事業】
防災・安全交付金のうち以下の基幹事業
○都市公園・緑地等事業
○市街地整備事業
(都市防災推進事業、都市再生区画整理事業、市街地再開発事業等)

【スケジュール】

【対策の流れ（造成年代調査について）】

【留意事項】

2018年度(H30) 2019年度(H31) 2020年度 2021年度

盛土マップ作成

造成年代調査
地盤調査・
対策工事等

マップ作成・
公表率100％

宅地耐震化推進事業(変動予測調査等)の
国費率の嵩上げ（1/3⇒1/2）

重点配分
要件化

年代調査
実施率100％

第一次スクリーニング
(盛土マップ作成)

第二次スクリーニング計画 第二次スクリーニング・対策工事
基礎資料整理
・造成年代調査※

・保全対象調査 等
現地踏査
・変状の有無
・地下水の有無 等
優先度評価の実施

宅地カルテのイメージ

造成年代：
昭和○～○

盛土番号：○ 地盤調査や安定計算により、地震に脆弱な
盛土を抽出し、対策工事を実施。盛土の有無を把握する

※以下の資料等を参考に、盛土が造成された
年代を特定
・開発許可申請書類、宅造許可申請書類
・航空写真、地形図
・土地登記簿 など

要 件

〇 市区町村の区域における造成年代調査の実施が要件であり、調査の実施主体（都道府県又は市町村）は問わない。
〇 市区町村内の全ての盛土の造成年代調査を実施していることが要件。
〇 盛土マップについては、現在未着手の市町村の区域について、2019年度までに国が作成し全国の盛土を把握・公表。
〇 地方公共団体の造成年代調査の実施状況について、定期的に調査を実施・公表し、要件との適合を確認。



【機密性２】

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。

津波避難タワー等

津波到達まで
に避難が困難

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）



【機密性２】

平成31年度の防災・安全交付金の配分の考え方

津波防災に頑張る地域を応援
～「支援チーム」を立ち上げ、津波防災地域づくりを部局横断的に支援～

○津波防災地域づくりに関する施策を所掌する国土交通本省の関連部局が
チームとなり、必要な対応策をワンストップで相談・提案できる体制を構築

○地方整備局等と連携しながら、津波防災地域づくりに意欲がある市町村に
対して具体的な対応策の相談・提案等の支援を実施

・水管理・国土保全局海岸室（事務局）
・総合政策局社会資本整備政策課
・都市局 都市安全課
・水管理・国土保全局治水課
・水管理・国土保全局河川環境課水防企画室
・港湾局 海岸・防災課

【平成31年度の重点配分対象例】

＜海岸事業＞ 海岸堤防等の整備

＜河川事業＞ 河川堤防等の整備

＜市街地整備事業＞ 避難施設の整備

国土交通省では、南海トラフ地震等の発生に備え、様々な津波に対してハード・ソフトを組み合わせた
総合的な対策を講じて減災を図る「津波防災地域づくり」を一層推進するため、「津波防災地域づくり
支援チーム」を立ち上げ、ワンストップで部局横断的に支援

津波防災地域づくりに意欲のある市町村に対して、防災・安全交付金において、津波防災地域づくり
に活用可能な事業に重点的に配分

＜津波地域づくり支援チームの概要＞

＜津波防災地域づくりに活用可能な防災・安全交付金の概要＞

首都直下地震、南海トラフ地震等の大規模地震に
備えた津波からの避難のための施設（南海トラフ地震
対策特別措置法による緊急事業計画や津波防災地
域づくりに関する法律による推進計画等に基づく避難
施設及び避難経路）の整備

【関係部局】

平成30年12月25日 報道発表



○補助内容･補助率

都市防災総合推進事業のうち、「被災地における復興まちづくり総合支援事業」は、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。

① 復興まちづくり計画策定支援(国費率：1/2）
②復興のための公共施設等整備（国費率：1/2等）
植栽、カラー舗装・石畳、照明施設等の「高質空間形成施設」や
地域交流、子育て支援施設等の「復興まちづくり支援施設」含む）

③復興まちづくり施設整備助成（間接補助、国費率：事業費の1/3又は
自治体が補助する1/2の低い方）
地域住民等が行う通路・駐車施設・児童遊園、建築物の修景等

■災害からの早期復旧のためのメニュー

■熊本地震への支援状況
（平成28年度補正予算～平成31年度当初予算）

・激甚災害による被災地

○地区要件

都市防災総合推進事業の活用事例（熊本地震からの復興）

○復興まちづくり計画策定 １２市町村

○ 地区公共施設（避難路） ５市町村

○ 地区公共施設（避難地） １１市町村

○ 防災まちづくり拠点施設 ７市町村

○ 復興まちづくり支援施設 ３市町

避難路イメージ 避難地イメージ 復興まちづくり支援施設イメージ



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
○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

主な被災箇所 復旧・復興に向けた取組

平成30年10月9日に平成30年度予算（防災・安全交付金：
都市防災総合推進事業）を被災地（札幌市、北広島市、
厚真町、安平町）に追加配分し、地盤調査を迅速に支援

平成30年度２次補正予算及び平成31年度当初予算でも
地盤調査や対策工事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

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

○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。



（２）都市防災総合推進事業に係る留意事項等



防災情報通信ネットワークの設備について

【平成27年度決算検査報告事項】

１．指摘内容

都市防災総合推進事業における防災情報通信ネットワークの設備について、耐震性が確保されていない建

物等に設置されているなどのものを地震発生時に有効に機能させるために必要な措置を講ずるための計画を

策定させるよう適宜の処置を要求し、設備の設置場所の耐震性を確保しなければならないことを周知するよ

う是正改善の処置が求められたもの。

２．改善措置

地方整備局等を通じて都道府県及び指定都市に対し、別紙のとおり、事務連絡（平成28年12月5日付け）

を発出し、下記の通り周知を行った。

➀都市防災総合推進事業で設置した防災情報通信ネットワークの設備のうち、耐震性が確保されていな

い建物等に設置されている設備については、地震発生時に有効に機能させるために必要な措置を講じる

ための計画を策定し、当該計画に基づき、改善を図ること。

②今後、本事業で設置する防災情報通信ネットワークの設備は、耐震性が確保されていることを確認し

た上で整備すること。

３．今後の対応

上記２．➀で策定した改善計画のフォローアップを実施。なお、平成30年度は5月に実施。今後も定期的

なフォローアップを継続する。

都市防災総合推進事業に係る留意事項（会計実施検査）



 

 
事 務 連 絡 
平成 28 年 12 月 5 日 

各都道府県、指定都市 
都市整備担当部局長 殿 

 
国土交通省都市局 
都 市 安 全 課 長 

 
 

都市防災総合推進事業における防災情報通信ネットワークの設備を設置する 
建物の耐震性の確保について 

 
 都市防災総合推進事業において、「地震に強い都市づくり推進五箇年計画」に係る特

例として防災情報通信ネットワークの整備を支援してきたところであるが、会計検査院

法第 34 条の規定により、別添の通り是正の処置及び是正改善の処置の要求がなされた

ところである。 
 貴職におかれては、上記是正処置等の要求を踏まえ防災情報通信ネットワークの設備

を設置する建物の耐震性の確保について、以下のとおり処置が講じられるようよろしく

お願いしたい。 
なお、貴管内の市町村（指定都市を除く。）にも周知徹底方よろしくお取り計らい願

いたい。 
 

① 会計検査院が要求する是正処置の要求（ア）について 
本事業で設置した設備について、「旧耐震基準に基づき建設され、耐震診断の結果、

地震の震動等に対して倒壊等する危険が高いなどと判定された耐震性が確保されて

いない建物又は旧耐震基準に基づき建設されているのに耐震診断が行われておらず

耐震性が確保されているか確認できない建物に設置されており、地震発生時に建物が

倒壊等することにより、破損したり、操作できなくなったりするおそれがある状況」

及び「子局等の設備は耐震性が確保されている建物等に設置されているものの、親局

の設備が、耐震性が確保されていない建物に設置されている又は耐震性が確保されて

いるか確認できない建物に設置されており、地震発生時に親局が、破損したり、操作

できなくなったりすると、親局からの防災情報を受信して子局等の設備の周辺地域に

対して拡声放送等を行うことができなくなるなどのおそれがある状況」となっている

設備を整備した市区町村は、当該設備を地震発生時に有効に機能させるために、耐震

診断、設備の移設等の各設備に応じた必要な措置を講じるための計画の策定を行い、

当該計画に基づき、改善を図ること。なお、当該計画には、次の内容を記載すること。 
 
【計画への記載事項】 

・対象となる施設（設備名称） 
・対象となる施設が設置されている建物名称 



 

・対策方法（耐震性が確保されているか確認できていない建物に設置されている

場合は、耐震診断も含む） 
・移設を行う場合は、移設先の耐震性の確認 
・対策時期（耐震性が確保されているか確認できていない建物に設置されている

場合は、耐震診断も含む） 
・全体工程表（市区町村毎の全対象施設の工程を 1 枚にまとめること。） 

 
② 会計検査院が要求する是正改善処置の要求（イ）について 

今後、本事業で予定している防災情報通信ネットワークの整備にあたっては、地震

発生時に有効に機能させるために、その設備の設置場所の耐震性が確保されているこ

とを確認した上で整備を進めること。 



１．都市防災事業計画の作成

①津波避難施設（津波避難タワー、外付け階段等）を整備する場合

• 平成31年度より津波避難施設（津波避難タワー、外付け階段等）を整備する計画につい

ては、都市防災事業計画に記載する事項のうち「その他必要な事項」として、津波避難

困難者ゼロプログラムを作成。

• 市町村の津波対策の進捗状況を把握するため、以下の２項目について記載。

市町村全体の津波避難困難者の解消に向けた計画概要

（津波避難困難者をいつまでに、どのような施設整備により解消するのか記載。）

市町村全域の津波避難困難地域の概要図

（津波避難困難者の解消に向けた市町村全域の取り組みが分かるように記載。）

津波避難タワー 建築物の屋上を活用した外付け階段

都市防災総合推進事業に係る留意点・工夫点



【事例】 津波避難困難者ゼロプログラム（和歌山県御坊市）

○平成25年3月和歌山県が公表した南海トラフ巨大地震による津波想定では浸水深5ｍ以上の箇所が想定されており、
地震発生から23分後には浸水が始まるが、名屋地区及び薗地区付近には高台等がなく、津波避難困難地域となって
おり、地域住民が避難可能な施設整備が早急に求められている。



１．都市防災事業計画の作成

②防災まちづくり拠点施設を整備する場合

• 都市防災事業計画には、防災まちづくり拠点施設の整備内容（施設の概要が分かる配置

図、平面図等）を記載するとともに、平時及び災害時における地区の防災性向上のため

の活用方法（特に施設規模及び収容人数の妥当性等）を具体的に記載。

• また、防災まちづくり拠点施設と他施設を合築する場合、該当部分をアロケーションす

ることにより、部分的に支援することも可能。

• なお、整備する施設について、地域防災計画や災害時の避難マニュアル等により、災害

時の活用方法を明示するとともに、平時の主たる目的が防災に関する啓発活動等（地域

住民等との防災まちづくり研修、防災訓練等）を行う場であれば、平時の活用方法は防

災活動に限らず、他の利用を妨げるものではない。

都市防災総合推進事業に係る留意点・工夫点



【事例】 防災まちづくり拠点施設（愛知県豊橋市）



１．都市防災事業計画の作成

③既存の避難施設に備蓄倉庫等を整備する場合

• 既存の避難施設の防災上の機能維持及び災害時に避難者等が利用するための備蓄倉庫、

耐震性貯水槽、マンホールトイレ、照明施設、非常用発電施設等の災害応急対策施設を

追加整備することも可能。

※ 備蓄倉庫については、消防署や消防団の消防器具を保管する場合は支援対象外だ

が、自主防災組織等の住民団体が災害時に使用する消防・防災資機材を保管する場

合は支援対象。

※ 耐震性貯水槽については、消防署や消防団が利用する消火目的の場合は支援対象外

だが、災害時に避難者の飲用水・生活用水の確保のための施設は支援対象。

３．住民等まちづくり活動支援

• まちづくり協議会活動等に対する支援のほか、復興事前準備の取り組み等の一環として、

住民等に対する啓発活動やワークショップについて支援することも可能。

２．災害危険度判定調査

• 災害危険度マップ作成等に係る調査に必要なデータ作成、津波避難施設整備に向けた津

波シミュレーション及び避難施設の耐波調査も支援対象。

都市防災総合推進事業に係る留意点・工夫点



【機密性２】

（３）密集市街地対策について



【機密性２】
密集市街地総合防災事業の概要 平成31年度予算

国費：住宅市街地総合整備促進事業費6.59億円(都市局)

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・緑地等事業

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

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



・市街地大火の延焼防止
・広域避難の確保

道路等の整備、

沿道建築物の
不燃化

広域的避難場所
の整備

・街区レベルの延焼防止による市
街地大火への拡大の防止
・一次避難路の確保

老朽建物の除却、空地の
整備、避難路の確保、沿道
の耐震化

共同建替による
不燃化

道路等による
「防災環境軸」の形成

街区内部の整備

「防災・安全交付金」 「社会資本整備総合交付金」及び「密集市
街地総合防災事業（H27創設補助金）」等により地方公共団体
の取り組みを支援

都府県 市区町村 面積
面積

（H28年度末）
面積

（H29年度末）

埼玉県 川口市 ５４ha ５４ha ５４ha

千葉県 浦安市 ９ha ８ha 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 ８２４ha ４８２ha

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 １０３ha

滋賀県 大津市 １０ha １０ha １０ha

京都府 京都市、向日市 ３６２ha ３６２ha ３５７ha

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 １，９８０ha

兵庫県 神戸市 ２２５ha １９９ha １９９ha

和歌山県 橋本市、かつらぎ町 １３ha １ha ０ha

徳島県 鳴門市、美波町、牟岐町 ３０ha ２６ha ２６ha

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 １２０ha １２０ha

大分県 大分市 ２６ha ０ha ０ha

沖縄県 嘉手納町 ２ha ２ha ２ha

合計 ４１市区町 ５，７４５ha ４，０３９ha ３，４２２ha

密集市街地の改善整備について

○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29年度末までに2,323ha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3,422ha。

【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】



今後の密集市街地の整備改善・評価基準に関する検討会

■設立趣旨
１ 趣旨・目的

「地震時等に著しく危険な密集市街地」に係る平成32年度の
現目標期間の終了を見据え、現下の密集市街地に係る整備
状況及び今後の解消見込み、整備・改善に係る課題、取り巻く
環境の変化を踏まえた、新たな密集市街地の整備・改善に係
るあり方を検討するとともに、これに対応した密集市街地に係
る評価手法・基準について検討を行う。

２ 検討内容

①今後の密集市街地の整備改善・評価基準に関する検討
の方向性

②今後の密集市街地の整備・改善のあり方

③密集市街地の状況及び整備・改善に係る取組状況に係る
評価基準

④今後の密集市街地の整備・改善のために今後進める施
策（建築規制、財政支援等）

３ スケジュール

・平成29年12月 第１回を開催

・平成30年度中 ４～５回開催し、中間取り纏め

・平成30年度後半～平成31年度に各地方公共団体と調整を
実施（予定）

・平成32年度 住生活基本計画への反映（予定）

■検討会委員

（学識）

糸井川栄一（筑波大学教授） 【座長】

加藤孝明（東京大学准教授）

関澤愛（東京理科大学教授）

野澤康（工学院大学教授）

牧紀男（京都大学教授）

真野洋介（東京工業大学准教授）

（地方公共団体）

東京都防災都市づくり課

大阪府建築防災課

横浜市防災まちづくり推進室
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今後の密集市街地の整備改善・評価基準の検討に向けた基本的方向性について

③ 地域強靱力を視点として追加

【第1回 今後の密集市街地の整備改善・評価基準に関する検討会（H29.12.4 座長：糸井川教授（筑波大学））】において以下をとりまとめ。

これまでの取組により密集市街地は着実に減少。
地震時等に著しく危険な密集市街地は平成28年度末時点で約
4,039ha残っており、引き続き安全確保に係る取組を進めることが必要。
密集市街地においても、高齢化・空家の増加が見られ、こうした環境変
化を十分に認識することが必要

１．現状認識

２．今後の安全確保に係る進め方

従来型アプローチの転換

これまでの公共施設整備や共同建替等の
面的アプローチに加え、きめ細かなアプ
ローチにより安全性確保に係る取組を推進

空家の除却
・有効利用

不燃建築物
への

建替促進

耐震・防火
改修の促進

きめ細かなアプローチ

長期のタイムスパ
ンの視点

今後見込まれる世代
交代も見据えた、よ
り中長期の視点から
の施策も充実してい
くことが必要

推進体制の多様化

従来型アプローチから
の転換を図るため、地
域のNPO、民間事業
者等と行政との連携に
より推進していくことが
必要。

コンセプトの転換

安全性確保のみに着
目せず、地域の価値
を創造する取組の結
果として安全性確保に
つなげる、総合的なア
プローチが必要

地域の特性に応じ
たアプローチ

大都市だけを念頭に
置いた施策だけでなく、
地方部等においては
地域の特性に応じた
アプローチが必要

３．今後の評価・目標指標の検討の考え方

現行の安全確保に係る考え方として
の「延焼危険性」「避難困難性」は継
続する

密集市街地の抽出と取組の
進捗評価を分離。進捗評価
指標についてはわかりやす
いものとする。

準耐火建築物を不燃建物と
して評価するなど、技術進歩
を反映することにより指標を
精緻化する

事前防災だけでなく地域の特性を踏
まえた災害時の対応等も含めた総
合的な地域の強靱性を視点として追
加する

① 安全確保の考え方は継続 ② 指標の精緻化・わかりやすさの確保

地震時等に著しく危険な
密集市街地の状況（面積ベース）
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今
後
の
検
討
方
針
の
策
定

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度
12月 4月 ３月

第２回～第６回(予定）第1回

データ収集、分析

報
告

国
土
交
通
省

検
討
会

住
生
活
基
本
計
画
の
改
定

必
要
な
分
析
・

情
報
収
集
の
提
案

公共団体からの
ヒアリング

今後の密集市街地の
整備・改善のあり方の検討

次期目標設定,
取組評価基準に係る検討

今後進めるべき施策の検討

3月(予定）

地方公共団体との調整、現状値等の確定

適宜開催適宜開催

次期目標設定,
取組評価基準に係る検討

（実態からの修正など）

各委員の意見徴収
・学識経験者
・地方公共団体

仮まとめ地方公共団体向け
説明地

方
公
共
団
体

地方公共団体における

次期目標設定に向けた検討



（４）都市防災推進協議会について



都市防災推進協議会の概要

都市防災についての調査研究や情報交換等を実施することにより、都市の防災対策の
推進を図ることを目的として地方公共団体及びＵＲ都市機構より構成された協議会。

○昭和53年に設立
○平成30年度は加盟団体数48団体
○主な取組内容（平成30年度）

■研修会の開催
・国交省による都市防災対策、復興事前準備等に関する講演
・兵庫県立大学 木村玲欧准教授による災害過程論の講演
・姫路市による姫路駅周辺再整備に関する事業紹介・現地視察

■勉強会の開催
・国交省による都市防災対策等に関する講演
・都市防災総合推進事業に関する意見交換等

■防災まちづくりに関する取り組みへの講師派遣支援
■防災まちづくり関連映像の貸出し

研修会（講演）の様子 勉強会の様子研修会（現地視察）姫路駅北側周辺地区

当協議会は、全国の自治体が連携し、
都市防災の推進を図る機関。

国土交通省の施策をはじめ、防災に
関する取り組み情報を協議会を通して、
より早く、詳細に得ることが可能。
加盟団体を募集中！！

【お問合わせ先】
都市防災推進協議会事務局

大阪府 都市整備部 都市計画室
計画推進課 計画調整グループ

電話：06-6944-9273
H  P：http://www.toshibou.jp/



【参考１】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］ 地方公共団体、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］ 地方公共団体、防災街区整備推進機構、地域のまちづくり団体

［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］ 地方公共団体、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］ 地方公共団体

［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．木造老朽建築物除却事業

［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、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

６．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、※１

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 ）※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］ 地方公共団体

※１：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

※２：景観法に基づく景観計画区域等及び被災市街地復興特措法に規定する被災市街地復興推

進地域は１／２）

＜事業イメージ＞



【対 象 地 域 等】

○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ × ×

○ ○ ○ ○ × ×

× ○ ○ ○ ○
重点密集市街地に限る

×

○ ○ ○ ○ × ×

× × × × × ○

地方公共団
体、防災街
区整備推進
機構

地方公共団
体、防災街区
整備推進機
構、地域のま
ちづくり団体

地方公共団
体、防災街
区整備推進
機構　等

地方公共団
体

民間事業者
地方公共団
体　等

1/3 1/3
1/2, 1/3

2/3※４
1/2

(調査1/3）
1/3 1/2, 1/3

大規模な災害による被災地※３

事業主体

交付率

大規模地震発生の可能性の高い地域
※１

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

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

都市防災
不燃化促進

木造老朽建築
物除却事業

被災地における
復興まちづくり
総合支援事業

交付対象要件等（都市防災総合推進事業）

注）

※１：

※２：

※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。

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
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」

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

　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。



都市防災総合推進事業の拡充等の経緯 

1980年度 

（昭和55年度） 

●都市防災不燃化促進制度の創設 

1997年度 

（平成9年度） 

●都市防災構造化推進事業の創設 

・災害危険度判定等調査事業 

・住民等のまちづくり活動支援事業 

・地区公共施設等整備事業 

・都市防災不燃化促進事業 

2002年度 

（平成14年度） 

●都市防災総合推進事業の創設 

・都市防災推進事業の統合補助金化 

2003年度 

（平成15年） 

○都市防災不燃化促進の拡充 

・事業対象区域に耐火、準耐火建築物以外の建築を条例で禁止する地域を追加 

・助成対象建築物に避難地、避難路及び延焼遮断帯周辺等において準耐火建築物を追加 

2007年度 

（平成19年度） 

○密集市街地緊急リノベーション事業の創設 

2008度 

（平成20年度） 

○被災地における復興まちづくり総合支援事業の創設 

○地震に強い都市づくり緊急整備事業の創設 

2010年度 

（平成22年度） 

●社会資本整備総合交付金の創設 

 

2011年度 

（平成23年度） 

（●東日本大震災復興交付金の創設【三次補正】の基幹事業に位置付け） 

○被災地における復興まちづくり総合支援事業に東日本大震災被災地（特定被災地方公共 

団体）を追加【三次補正】 

2012年度 

（平成24年度） 

○密集市街地緊急リノベーション事業の延長（平成28年度まで） 

○都市防災不燃化促進の対象区域の拡充【補正】 

○都市防災不燃化促進の対象建築物要件の緩和【補正】 

○都市防災不燃化促進の除却工事費切り出し、仮住居等追加【補正】 

2013年度 

（平成25年度） 

○防災まちづくり拠点施設に南海トラフ地震による津波被害想定地域の用地費及び補償費

を追加 

○地区公共施設等整備の南海トラフ地震による津波被害想定地域の避難路の用地費に幅員 

４ｍ未満も追加、 補償費に幅員４ｍ以上の道路を追加 

2014年度 

（平成26年度） 

○地区公共施設等整備に危険密集における避難経路転換用地買収を追加 

○南トラ特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画への位置付けにより避難施設及び避難 

路整備の国費率を２／３に嵩上げ 

2015年度 

（平成27年度） 

○木造老朽建築物除却事業を追加 

○三位一体による財源移譲済事業への支援を経過措置扱い（地震に強い都市づくり緊急整 

備事業による防災行政無線等） 

2016年度 

（平成28年度） 

○住民等まちづくり活動支援に地域のまちづくり団体を追加 

 

2018年度 

（平成30年度） 

○重点配分対象に「地域防災計画で避難所となる小学校等の周辺において実施される市街 

地の防災性・安全性の向上に資する事業」を追加 

○地区公共施設のその他の施設として、事前防災対策に資する水路整備を追加 

○復興まちづくり支援施設等の整備について、被災市街地復興推進地域においては国費率 

を１／２に嵩上げ【二次補正】 

○被災市街地復興推進地域の避難誘導施設の整備を追加【二次補正】 

2019年度 

（平成31年度） 

○重点配分対象の津波避難施設整備に「津波防災地域づくりに関する法律による推進計画 

及び都市再生特別措置法による都市再生安全確保計画に基づく避難施設等」を追加 
 



【機密性２】

（５）防災集団移転促進事業



【機密性２】
防災集団移転促進事業

【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、集団移転促
進事業計画を定める。

【目的】

住民の生命等を災害から保護するため、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
ことを目的として、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。

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
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
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
※事業区域を建築基準法第39条の災害危険区域として建築禁止である旨を
条例で定める。

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

国庫補助の対象となる経費
（下線部は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の適
用を受ける場合に限る）

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

※東日本大震災の被災地については、東日本大震災復興特別区域法等に基づく特例措置あり



【機密性２】防災集団移転促進事業の活用実績

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H22

土石流 噴火 洪水
地すべり 地震（土砂） 津波

雪崩

集
中
豪
雨

台
風
１
７
号

有
珠
山
噴
火

宮
城
県
沖
地
震
等

雪
崩
等

集
中
豪
雨

地
す
べ
り

三
宅
島
噴
火

雲
仙
・
普
賢
岳
噴
火

北
海
道
南
西
沖
地
震

有
珠
山
噴
火

新
潟
中
越
地
震

37000 (27)

東
日
本
大
震
災

昭
和
４
７
年
７
月
豪
雨
等

○これまで（昭和47年7月豪雨～東日本大震災）に、防災集団移転促進事業により、約３万９千戸の住
宅が危険な区域から移転し、約１万４千戸の住宅団地を整備

※東日本大震災の移転戸数及び住宅団地入居戸数については、事業が完了していないため概数
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【凡例】

【災害発生年度別の防災集団移転戸数】

( )市町村数

(10)

(1)
(2)

(3) (2)

(1)
(2)

(1) (1)

(1)

(2)
(3)

(1)
(3)

（移転戸数）

移転戸数 住宅団地
入居戸数

東日本大震災以前 １，８５４ １，４７８
（うち公営住宅３５２）

東日本大震災 約３７，０００ 約１３，０００
（うち公営住宅約４，４００）

合計 約３９，０００ 約１４，０００
（うち公営住宅約５，０００）

(2)


