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都市防災 支援策



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

１． 都市防災総合推進事業
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（１）大規模盛土造成地等の滑動崩落にかかる変動予測に関する調査の費用の１/３
（２）大規模盛土造成地の滑動崩落を防止するために行われる事業に要する費用の1/４※（国費ﾍﾞｰｽ上限：4000万円/ha）

（※平成３０年度までに大規模盛土造成地マップが公表されている地域･区域であること等、一定の要件に該当する場合は１/３）

大地震時等における大規模盛土造成地の滑動崩落による宅地地盤の被害を防止するため、造成宅地の変動予測調査
及び滑動崩落防止対策を推進する。

交付対象事業・基礎額

要 件

事業概要

交付金事業者

○都道府県、市町村
○宅地所有者等((1)変動予測に関する調査は除く)

（１）：（２）①の勧告又は区域の指定のために調査が必要な地域であること
（２）：下記の各号に該当する地区で行われるものであること
①宅地造成等規制法第16条第2項の勧告（都道府県知事等が行う災害防止措置をとることの勧告）又は同法第20条第1項の指定（相当数の居住者等に危害を
生ずる災害の発生のおそれが大きい一団の造成宅地）を受けた区域（造成宅地防災区域）であること
②地震時に滑動崩落するおそれの大きい大規模盛土造成地であって、次のいずれかに該当すること
ア） 盛土部分の面積が3,000㎡以上 かつ その盛土上に存在する家屋が10戸以上
イ） 盛土前の地盤面の勾配が20度以上 かつ 盛土高さ5ｍ以上 かつ その盛土上に存在する家屋が5戸以上
③滑動崩落により、道路（高速自動車国道、一般国道、都道府県道）、河川、鉄道、地域防災計画に記載されている避難地又は避難路に
被害が発生するおそれがあること

２．宅地耐震化推進事業（大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）

事業の特徴

滑動崩落防止事業 対策工事イメージ

地下水位

地 山

地下水排除工

間隙水圧排除工

アンカー工

擁壁

地表水排除工

抑止杭工

盛土

すべり面
（盛土の境界）災害により現に被害を受けた造成宅地においても、上

記の要件を満たす場合は、再度災害による被害拡大を防

止するため、本事業を活用することができる。
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人工的な振動を発生させ、振動の速
度から地盤の固さを把握する。盛土
は地山より柔らかいため、盛土の分
布を把握することができる。

（１）変動予測調査のイメージ

◎地盤調査のイメージ

ボーリング調査

地中に穴を掘りながら、土や岩など
を採取し、採取した土や岩などを観
察して、地層の構成を明らかにする。

表面波探査

地盤に亀裂が生じている箇所をまた
ぐように杭を設置する。その上で、片
方の杭にワイヤｰを固定し、反対側
には巻き取り機を設置し、時間ごと
の亀裂の変化量を把握する

地盤伸縮計設置・観測

亀裂
：地盤伸縮計

設置・計測

道路

道
路

ボーリン
グ
位置

ボーリン
グ
位置

２．宅地耐震化推進事業（大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）
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（２）滑動崩落防止工事等のイメージ

抑止杭工 アンカー工

地下水位
地 山すべり面

地下水排除工

アンカー工

擁壁

地表水排除工

固 定

地下水位の低下

抑止杭工

◎滑動崩落のイメージ

◎滑動崩落防止対策工のイメージ

地表面から抑止杭を打設して地山に固定し、杭
の曲げやせん断破壊に対する抵抗によって、盛
土が滑るのを防止する対策工法

擁壁と地山をアンカーでつなぎ、アン
カーの引張力で盛土を安定させる工
法

地下水排除工

地盤内に浸透した水を速やかに外
部に排除することで、地震時に盛土
が流動化するのを防止する工法

盛土内の地下水や不安定な土層などにより、

地震時等に盛土の自重による盛土の滑り出

す力が抵抗力を上回り、地山と盛土の境界

や盛土内の滑り線に沿って生じる地滑り的

変動。

台地・丘陵地 

斜面 

低地 

 

盛土

地山

２．宅地耐震化推進事業（大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）
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３．都市再生整備計画事業

市町村における地域の特性を活かした個性あふれるまちづくりを支援する観点から、地域のまちづく
りに対する計画（都市再生整備計画）に基づき、公共施設等のハード事業と社会実験等のソフト事業
を総合的に支援。

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ
社会実験

駐輪場

地下通路

公園

空き店舗活用

（提案事業）

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの社会実験等の
ソフト事業等

市町村は都市再生整備計画を作成、提出
（事前評価＋公表。期間は３～５年。目標、区域、事業等を設定）

＋

（基幹事業）

道路、公園、河川、下水道、
地域交流センター、地域生
活基盤施設（駐車場等）、
既存建造物活用事業等

歩道整備
地域交流
センター

活用イメージ

防災広場や調整池、避難看板等の整備

備蓄倉庫

防災広場

［国費率］概ね４割程度

【対象エリア】
○立地適性化計画を作成している場合：居住誘導区域内
○立地適性化計画を作成していない場合：鉄道・地下鉄駅から半径１ｋｍの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場から半径５００ｍの範囲内の区域※1・※2

等※１ ピーク時間運行本数が片道で１時間当たり３本以上あるものに限る
※２ 平成30年度末までに提出される都市再生整備計画に基づく事業については、市街化区域又は非線引き用途地域内

［社会資本整備総合交付金］

調整池

避難看板
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４．土地区画整理事業

整理前

整理後

Ａさん

Ｂさん Ｅさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさんの整理前の宅地

換 地

（Ａさんの整理後の宅地）

減 歩

整
形
化

Ｂさん
Ｅ
さ
ん

Ｃさん Ｄさん
公

園

保
留
地 公共減歩

（道路や公園等の用地となる）

保留地減歩

（売却して事業費の一部に充てる）

地権者からその権利に応じて
少しずつ土地を提供してもらう

公共施設の整備や宅地の整地により
使い勝手の良い宅地が取得できる

整理前

整理後

Ａさん

Ｂさん Ｅさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさんの整理前の宅地

換 地

（Ａさんの整理後の宅地）

減 歩

整
形
化

Ｂさん
Ｅ
さ
ん

Ｃさん Ｄさん
公

園

保
留
地 公共減歩

（道路や公園等の用地となる）

保留地減歩

（売却して事業費の一部に充てる）

整理前整理前

整理後

Ａさん

Ｂさん Ｅさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさんの整理前の宅地

換 地

（Ａさんの整理後の宅地）

減 歩

整
形
化

Ｂさん
Ｅ
さ
ん

Ｃさん Ｄさん
公

園

保
留
地 公共減歩

（道路や公園等の用地となる）

保留地減歩

（売却して事業費の一部に充てる）

地権者からその権利に応じて
少しずつ土地を提供してもらう

公共施設の整備や宅地の整地により
使い勝手の良い宅地が取得できる

○保留地処分金 等

○公共側の支出
・交付金
・公共施設管理者負担金
・公共団体単独費

収 入

○道路等の公共施設整備費

○建物等の移転補償費

○宅地の整地費 等

支 出

土地区画整理事業は一般の公共事業のような用地買収方式によらず、換地手法による。

（１）土地区画整理事業とは

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図る
ため、（中略）土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業

（土地区画整理法第２条）

（２）基本的な仕組み
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8

５．都市公園事業

機能区分 役割 公園種別 面積等

一次避難地 大震火災等の災害が発生した場合において主
として一時的避難の用に供する都市公園

近隣公園
地区公園等

面積
2ha以上

避難路 広域避難地又はこれに準ずる安全な場所へ通
ずる避難路となる都市公園

緑道 等
幅員
10m以上

広域避難地 大震火災等の災害が発生した場合において広
域的避難の用に供する都市公園

都市基幹公園
広域公園等

面積
10ha以上

広域防災拠点 主として広域的な復旧・復興活動の拠点となる
都市公園

広域公園等
面積
概ね50ha以上

地震災害時に復旧・復興拠点や復旧のための生活物資等の中継基地等となる防災拠点、周辺地区からの避難
者や帰宅困難者を収容し、市街地火災等から避難者の生命を保護する避難地等となる都市公園等について、緊急
に整備を推進。

■事業の概要

■防災公園の整備
○地域防災計画に位置付けられている避難地、避難路、広域防災拠点等となる都市公園
の整備を重点的に支援

■予算制度
○社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金 （国費率 用地費１／３、施設費１／２）

発災時の食糧の備蓄、及び救助等
に必要な器具を保管する施設

備蓄倉庫

災害によって水道等のライフライン
が断絶した場合の当面の飲料水や
消防用水の確保をする施設

耐震性貯水槽

●災害応急対策施設

○災害発生時に住民が安全に避難でき
るよう備蓄倉庫や耐震性貯水槽などの
災害応急対策施設の整備を推進

屋外スピーカー等、避難者等へ
の災害や物資の配給等に関する
情報の発信を行う施設

放送施設

（整備事例）

大洲防災公園（市川市、2.8ha、市事業）

緊急車両が通行可能な
広幅員の園路

三木総合防災公園(三木市、202ha、県事業)

広域防災拠点一次避難地 広域避難地

城北中央公園（板橋区、26ha、都事業） 避難地となる芝生広場

荷さばき場となる四阿

防災トイレ

備蓄倉庫

物資の集積・配送拠点となる
運動施設

※その他、主として都心部から郊外部への帰宅者の休憩、情報提供等の場所となる帰宅支援場所がある。



６．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 9
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がけ崩れ、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険から住民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内にある既
存不適格住宅等の移転を行う者に対し補助金を交付する地方公共団体に対して、交付金を交付する事業 【昭和47年度～】

事業概要

（１）除却等費
○危険住宅の除去などに要する費用で撤去費、動産移転費、仮住居費、
跡地整備費等（限度額：802千円/戸）

（２）建設助成費
○危険住宅に代わる新たな住宅の建設（購入を含む。）のため、
金融機関等から融資を受けた場合の利息に相当する額（借入利率：年8.5％を限度）

限度額： 【通 常】 4,150千円/戸 （建物3,190千円/戸、土地960千円/戸）

【特殊地域】 7,227千円/戸 （建物4,570千円/戸、土地2,060千円/戸、敷地造成597千円/戸）

※特殊地域～特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域、出水による災害危険区
域

（１）対象地区要件
○ 地方公共団体が条例で指定した災害危険区域 （建築基準法第39条第１項）

○ 地方公共団体が条例で建築を制限している区域 （建築基準法第40条）

○ 都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域 （土砂災害防止法第９条）

（２）対象住宅要件
○既存不適格住宅
○建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁
が是正勧告等を行った住宅

補助対象

補助要件

国：１／２、地方公共団体：１／２
都道府県、市町
村交付団体

事業実施主体

７．がけ地近接等危険住宅移転事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）

交付率

市町村（市町村が事業主体となりがたい事情がある場合は都道府県。）

安全な土地

災害危険区域等

除却等への助成

＜適用イメージ＞
移転費等への助成

建設費への助成

【限度額が引き上げられる地域】

特殊土壌地帯
地震防災対策
強化地域

急傾斜地崩壊
危険区域

災害危険区域

根
拠
法

特殊土壌地帯災害防
除及び振興臨時措置
法

大規模地震対策特別
措置法

急傾斜地の崩壊によ
る災害の防止に関す
る法律

建築基準法

指
定
権
者
等

国土交通大臣、総務
大臣、農林水産大臣

内閣総理大臣 都道府県知事 地方公共団体
（条例）



８．住環境整備事業（小規模住宅地区改良事業）

良住宅 不良住宅 地区施設（集会所等）改良住宅

小規模住宅地区改良事業実施事例（奈良市）

１．概要

２．根拠 ３．対象地区 ４．補助対象

不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅れている地区において、地方公共団体が
不良住宅を除却し、従前居住者向けの住宅（小規模改良住宅）を建設するとともに、生活道路、児
童遊園等を整備する。

小規模住宅地区等改良
事業制度要綱
（平成９年住宅局長通達）

・面積要件 なし
・不良住宅戸数 15戸以上
（※過疎地域における激甚災害に係る事業

の場合は5戸以上に要件緩和）

・不良住宅率 50%以上
・住宅戸数密度要件 なし

・不良住宅の買収・除却
・小規模改良住宅整備
・小規模改良住宅用地取得
・公共施設・地区施設整備
・津波避難施設等整備
※ 跡地非公共は1/3

（補助率）

(1/2)
(2/3)
(1/2)
(1/2)
(1/2)

※
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８．住環境整備事業（空き家再生等推進事業【除却事業タイプ】）

○対象地区 ○補助内容･補助率

活用例① 不良住宅の除却

≪留意点≫

○居住環境の整備改善を図るため、災害で著しく損壊した住宅など不良住宅等の除却を
行う。（社会資本整備総合交付金等の基幹事業）

・不良住宅等の集積が居住環境等を阻害しし
ている地区 等
・上記の区域を「地域住宅計画」に定めること

○対象施設
・不良住宅、空き家（非住宅を含む）
※不良住宅でないものは除却後の跡地を地域活性化の
ために供されるものに限る

・地域に対象施設が2棟以上集積していれば1棟の除却も実施可能
・地域住宅計画は県計画、市町村単独計画いずれでも可
・直接補助、間接補助どちらでも活用可能
・空き家住宅及び空き建築物の除却については、空家等対策計画に基づくものに限る。

直接補助 間接補助

地方公共団体

国費 2/5

2/5

1/5民間

地方公共団体

国費 2/5

2/5

1/5地方公共団体

※除却等に要する費用は赤枠が交付対象限度額

・不良住宅等の除却等
に要する費用
・不良住宅等の所有者
の特定に要する費用
等

活用例② 空き家の除却（跡地はポケットパークとして利用）
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防災街区整備事業

防災施設建築物

個別利用区

－除却 －土地への権利変換

受け皿住宅
の確保

地区施設
の整備

共同化による防災性の向上
（耐火又は準耐火建築物）

権利変換方式
（除却、移転についての強制力の付与）

事業前

事業後

調査設計計画（権利変換計画作成を含む）
土地整備、共同施設整備（交付率：1/3）

種地

○密集住宅市街地において、老朽住宅等の建替えと公共施設の整備を促進し、住
環境改善、防災性の向上等を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う

９．住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）

【整備地区の要件】
・重点整備地区を一つ以上含む地区
・整備地区の面積が概ね５ha以上（重点供給地域は概ね２ha以上）
・原則として住宅戸数密度が３０戸/ha以上の地区

【重点整備地区の要件】
・重点整備地区の面積が概ね１ha以上（重点供給地域は概ね０．５ha以上）
・地区内の換算老朽住宅戸数が５０戸以上（重点供給地域は２５戸以上）
・住宅戸数密度と老朽住宅の割合が一定以上

事業に関連する公共施設の整備

道路・都市公園・河川等の整備

関連公共施設整備

（交付率：通常事業に準ずる）

老朽建築物等の除却・建替え

沿道建築物の不燃化

延焼遮断帯形成事業

一定の要件を満たす沿道建築物の外壁・開口部・
屋根等の整備等（交付率：1/3)

共同・協調化建替

除却等、階段や通路等の共同施設整備、空地整備等
（交付率：１/3）

防災建替え・認定建替えにより個別
の建替を助成（戸建住宅にも助成）

除却等、階段や通路等の共同施設整備、空地整備等

（交付率：1/3)

老朽建築物、空き家等の除却

買収費、除却工事費、通損補償等

（交付率：1/2、1/3、２／５)

受け皿住宅の整備

従前居住者用の受け皿住宅の整備

都市再生住宅等整備事業

調査設計計画、従前居住者用賃貸住宅整備等（交付率：1/３、1/2、2/3）

地区内の公共施設の整備

道路・公園等の整備

コミュニティ施設の整備

（集会所、子育て支援施設等）

（交付率：1/2、1/3）

建築物への権利変換による土地・建物
の共同化を基本としつつ、個別の土地
への権利変換を認める柔軟かつ強力な
事業手法を用いながら、老朽化した建
築物を除却し、防災機能を備えた建築
物及び公共施設の整備を行う
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１０．空き家対策総合支援事業

空家等対策計画に基づき実施する空き家の活用や除却などを地域のまちづくりの柱として実施する
市町村に対して、国が重点的・効率的な支援を行うため、社会資本整備総合交付金とは別枠で措置

①空家対策特別措置法に基づく「空家等
対策計画」を策定している
②空家対策特別措置法に基づく「協議会」
を設置するなど、地域の民間事業者等と
の連携体制がある

補助対象市区町村

・空き家の活用
（例：空き家を地域活性化のための観光交流施設に活用）

・空き家の除却
（例：ポケットパークとして利用するための空き家の解体）

・関連する事業
（例：周辺建物の外観整備）

補助対象事業

空き家を地域活性化のため、
地域交流施設に活用

法定の「協議会」など民間事業者等と連携

空き家の活用 空き家の除却

市区町村による「空家等対策計画」に基づく事業を支援

居住環境の整備改善のため空き家
を除却し、防災空地として整備

※社会資本整備総合交付金でも同様の支援が可能

〈事業活用イメージ〉

Befor
e

After

Befor
e

After

Befor
e

Befor
e

など

など

活用 除却

地方公共団体 １／２ ２／５

民間事業者等
（地方公共団体補助の１／２以内）

１／３ ２／５

【上記計画に基づく事業】

事業主体・補助率

AfterAfter
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【事例２】

津波災害特別警戒
区域指定の取組

16

高台移転や土地利用規制、立地適正化計画による誘導など、先進的な津波対策事
例を紹介

出典：国土地理院地図

静岡県伊豆市

【事例３】

立地適正化計画の策定の
取組

和歌山県串本町

【事例１】

公共施設の高台移転の
取組

津波災害への事前防災対策
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【事例１】和歌山県串本町 公共施設の高台移転の取組

出典：串本町津波防災地域づくり推進計画

・浸水区域に様々な公共施設が存在していたため、高台へ移転することにより、高台地
域の利便性が向上した。
→高台地域の既存の住宅地へ浸水地域からの移転が進んだ。

津波災害への事前防災対策

移転予定

既存の住宅団地
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【事例２】静岡県伊豆市 津波災害特別警戒区域指定の取組

■愛称の公募 ■警戒区域の周知

○静岡県伊豆市は、平成30年3月、全国で初め
て津波災害特別警戒区域を指定した。

○市民や観光客に津波災害特別警戒区域を指
定することは、津波対策を推進するより安全な地
域づくりを行うものであると正しく伝えるため、愛
称の公募や警戒区域の周知などを工夫して実践
している。

津波災害への事前防災対策
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【事例３】神奈川県藤沢市 立地適正化計画の策定の取組

浸水想定

出典：藤沢市立地適正化計画

出典：藤沢市地震・津波対策アクションプラン

藤沢市の津波対策事業の体系

防災対策先導区域にお
いて重点的に各種取組を

実施。

立地適正化計画において、市独自の“防災対策先
導区域を設定するとともに、届出制度を活用し、災
害に対する地域住民への意識啓発を行っている。

届出制度を活用し、開発行
為を行う事業者や住民に対
し、区域設定の趣旨等の周
知するとともに、そのハザー
ドエリアの状況や避難対策
の状況、避難方法等を周知

津波浸水、洪水浸水区域居
住誘導区域から除外した防
災対策先導区域を設定

津波災害への事前防災対策



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
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洪水災害への事前防災対策の事例（茨城県猿島郡境町）

課題・背景等

さしまぐん さかいまち

○茨城県猿島郡境町では、平成27年9月の関東・東北豪雨時の内水氾濫の教訓を踏まえるとともに、利根
川が氾濫した場合に備え、孤立した住民の緊急避難施設として、防災・安全交付金（都市防災総合推
進事業）を活用し、指定緊急避難場所となる水害避難タワーや備蓄倉庫等を整備。

○利根川氾濫対策と緊急避難場所の必要性
• 利根川氾濫時は、町の90％以上（人口域95％以上）が浸水
域と想定され、役場でも約7mの浸水深であり、町外への広域避
難が必要。

• 町は概ね平坦で高所がなく、内水氾濫で孤立者が発生した場合に
は逃げ遅れ者が発生する可能性がある。

• 鬼怒川下流の常総市で堤防が決壊し洪水被害が発生したが、境町においても、
平成27年9月９日から10日にかけての累積雨量が337mmとなる記録的大雨。

• この大雨により、境町では、死者1名、負傷者3名、床上浸水246棟等、被害
総額約20億円の甚大な被害が発生。

• また、災害時の防災拠点となる境町役場周辺の境地区においても、排水能力を
超えたため一帯が浸水し、周辺の道路が冠水して孤立化。古くから町の中心地
で人口密集地であり、建物被害の約6割がこの地域に集中。

利根川

［平成27年9月の関東・東北豪雨被害状況］

境町役場

対策を
見直し

○平成27年9月の関東・東北豪雨の被害状況

• 町が行った利根川氾濫時に早期に町外へ広域避難した場合のシュ
ミレーション結果では、境地区で約200人の逃げ遅れ者が発生。

事業概要

［平成28年7月 境町洪水ハザードマップ］
21



境町水害避難タワー（指定緊急避難場所）を整備

一時避難最大1000人
（避難タワー200人＋庁舎800人）

避難タワーの2階と庁舎の3階
部分を連結し、最大1,000人
まで一時的に避難可能。

約10畳のスペースに備蓄倉庫
を設置。約200人×2日分の水、
食料等を備蓄。

境町水害ハザードマップ「逃げどきマップ」を作成

防災・安全交付金
（都市防災総合推進事業）緊急防災・減災事業債

防災・安全交付金
河川事業（総合流域防災事業）［効果促進事業］

避難所までの避難路を整備

ハード対策

• 地域防災計画で避難所に指定している中学校への避難路の未整
備部分を整備

避難路整備イメージ

・建築面積：139.27㎡
・延床面積：320.61㎡

2階 避難場所、備蓄倉庫等
3階 避難場所
屋上 レスキュースペース

・最高高さ ：13.6m
・収容人数：1000人
（避難タワー200人＋庁舎800人）
・構 造：鉄骨造

• シミュレーション結果による逃げ遅れ者200名の一時避難場所を確保するため、防災拠点となる役場敷地内に水
害避難タワーを整備

• 避難場所の高さは、利根川決壊時の想定最大浸水深7.15mを考慮して、8ｍ以上に設定

• 住民が「いつ」「どこへ逃げるか」を示したハザードマップ「逃げどきマップ」
を作成

備蓄倉庫を設置
避難棟を整備

庁舎連絡通路を設置

庁舎の地下に設置していた非
常用電源を避難タワーに隣接
する発電機棟に設置。

非常用電源を設置

境第一中学校
（避難所）

避難路整備
約1330m
幅員約5m

を組み合わせて実施
ソフト対策（逃げ時ハザードマップの作成等） ハード対策（避難場所の確保や避難路整備）と

ハード対策

逃げどきマップ 境地区
ソフト対策
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事業計画図

住民と一体となった防災まちづくりの事例（新潟県糸魚川市）

整備実績等

事業概要

○火災時の延焼危険度及び避難危険度の判定や地震時の津波避難対策を検討するため、災害危険度判定調査を実施した。
○具体的には、地域防災力の向上を目的とした住民ワークショップを開催し、自主防災組織を立ち上げるとともに、防災マップを
活用しながら、地域における防災の取り組みについて検討した。

○また、災害危険度判定結果に基づき、火災や津波からの避難のため、空き家の取り壊しによる避難空間の整備や避難階段の
整備を実施した。

事業概要

○基幹事業（ソフト事業）
・災害危険度判定調査（A１） 6.2ha
・住民等のまちづくり活動支援（A２） 6.2ha

整備前

○基幹事業（ハード事業）
・地区公共施設等整備 避難階段整備（A３） ３箇所
・地区公共施設等整備 避難空間整備（A４） １箇所

避難空間整備（A4)
災害危険度判定調査（A１）
住民等のまちづくり活動支援（A2）

図

整備後
防災マップ

整備前

整備後

避難圏域

対象区域

避難地

避難空間整備

避難階段

【凡例】

位置図

避難階段整備（A３）

災害危険度判定調査

住民ワークショップ

※筒石地区
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災害に強いまちを目指した防災まちづくりの事例（京都府京都市）

整備実績等

社会資本総合整備計画名

事業概要

京都府京都市

事業主体

○歴史都市京都の特性をいかしつつ、市民が安心・安全に住み続けられる災害に強いまちづくりを進めるため、「歴史都市京都
における密集市街地対策等の取組方針」を策定するとともに、市内の密集市街地７０地区の中から、地域と行政が一体となり、
優先的に取組を進める「優先的に防災まちづくりを進める地区（１１地区）」を選定。

○この方針等に基づき、平成２４年度以降、地域と行政との協働による防災まちづくりを推進してきたところであり、平成３１年度
以降も密集市街地における防災まちづくり活動を推進。

京都市における住宅・建築物の安全性の向上と老朽住宅の除却（防災・安全）

事業概要

優先的に防災まちづくりを進める地区等において、地域・行政・専門家
が連携のもと、地域内の危険箇所等を点検する「防災まちあるき」、「住民
ワークショップの開催」、「防災まちづくりマップの作成」、地域の防災まち
づくりに関する目標、方針、将来像等を示した「防災まちづくり計画作成」
等の防災まちづくりの取組を実施。

整備後

整備前

身近な防災上の課題を発見・
再確認する

「防災まちあるき」

具体的な対策を意見交換する

「住民ワークショップ」

○都市防災総合推進事業（住民等まちづくり活動支援）

防災上危険なところをまとめた

「防災まちづくりマップ」

除却後

除却前

◆効果促進事業（細街路対策）

２方向避難の確保のため、
緊急避難扉を設置

◆住宅市街地総合整備事業

安全対策として、袋路に面
した老朽木造建築物を除却

防災まちづくりの取組の結果、以下の対策を実施
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大規模盛土造成地滑動崩落防止事業について （H31.3時点）

事業主体及び実施地区数 事業名

新潟県中越沖地震
（H19.7.16）

（新潟県） 柏崎市１ 宅地耐震化推進事業
（大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）

東日本大震災
（H23.3.11）

（岩手県）

（宮城県）

（福島県）

（茨城県）

（栃木県）

一関市１

仙台市１４７、塩竃市３、白石市２、亘理町１、
利府町１

福島市１、郡山市２、いわき市２、須賀川市１、二本松
市１、桑折町１、矢祭町１、石川町１、広野町１、鏡石町
１、楢葉町１、西郷村４

ひたちなか市４、東海村２、鹿嶋市１

矢板市３

（小計） 12市8町2村 182地区

造成宅地滑動崩落緊急対策事業

熊本地震
（H28.4.16）前震4.14

（熊本県） 熊本市９、宇土市１、益城町３９、大津町４、
御船町３、西原村１１、

（小計） 2市3町1村 67地区

小規模宅地擁壁対策（熊本市、宇土市、阿蘇市、美里
町、御船町、益城町、山都町、西原村、南阿蘇村）

（小計） 3市4町2村

宅地耐震化推進事業
（大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）

北海道胆振東部地震
（H30.9.6）

（北海道） 札幌市１、北広島市１、厚真町２、安平町２
（小計）2市2町 6地区

宅地耐震化推進事業
（大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）

※調査による事前対策 （大阪府）
（兵庫県）

岬町１ （H27-28）
西宮市１ （H28-29）

（小計）1市1町 2地区

宅地耐震化推進事業
（大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）

〇 被災した宅地の事後復旧が大半を占める。事前対策の実施は大阪府岬町、兵庫県西宮市の２市町。

〇 熊本地震により３市５町２村、北海道地震により２市２町が事業実施中。

〇 被災した宅地の事後復旧が大半を占める。事前対策の実施は大阪府岬町、兵庫県西宮市の２市町。

〇 熊本地震により３市５町２村、北海道地震により２市２町が事業実施中。
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〇阪神・淡路大震災を契機に、盛土マップに掲載された
市内100箇所の調査を行い、変状が発生している１箇
所の要対策箇所が判明。

〇23回の住民説明会を実施し、地元住民の｢斜面対策
協議会｣において、工事への合意形成を図った。

〇2017年7月に工事着手、2018年10月に対策工事
を完了。

〇2009年度、地元自治会より擁壁の亀裂等の変状の
通報をうけて応急処置を実施。

〇2013年度より、当該箇所が防災上重要な道路(府
道岬加太港線)に隣接していることも踏まえ、調査及
び対策を検討。

〇2016年6月に工事着手、2017年3月に対策工事
を完了。

西宮市の盛土マップ

100箇所の盛土のうち、1箇所が地震
に脆弱なことが判明

要対策箇所

斜面の強化や地下水の排除を行い、
宅地の耐震化を図った

対策工事の実施状況

擁壁上部に亀裂が発生

通報により判明した宅地の変状

アンカー設置による斜面の安定化、
幹線道路の保全を図った

対策工事の実施状況

兵庫県西宮市による取組事例 大阪府岬町による取組事例

宅地耐震化推進事業による事前対策の実施事例
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宅地耐震化推進事業による被災宅地復旧の実施事例【滑動崩落対策】

27

地下水排除工
（φ300㎜有孔管）

固結工

仙台市（折立五丁目地区）

着手前 完 成

宇土市（花園台地区）

アンカー工
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宅地液状化防止事業について （H31.3時点）

東日本大震災
都道府県 市町村

事業検討地区数
（液状化対策事前計画

案作成事業）

事業実施地区数
（市街地液状化対策推

進事業）

事業実施中
地区数

事業完了
地区数

【参考】
工法

茨城県

潮来市 ２地区 １地区 １地区 ー 地下水位低下

神栖市 ２地区 １地区 １地区 ー 地下水位低下

鹿嶋市 ６地区 ３地区 ３地区 ー 地下水位低下

稲敷市 ５地区

ひたちなか市 １地区

千葉県

千葉市 ５地区 ２地区 ２地区 ー 地下水位低下

香取市 ３地区 １地区 ー １地区 側方流動

浦安市 １６地区 ３地区
１地区

（中止２地区）
ー 格子状地中壁

習志野市 １地区

旭市 １地区

我孫子市 １地区

埼玉県 久喜市 １地区 １地区 １地区 ー 地下水位低下

計 ４４地区 １２地区 ９地区 １地区

市街地液状化対策事業

宅地耐震化推進事業（宅地液状化防止事業）
熊本地震

都道府県 市町村
事業実施地区数

（宅地液状化防止事業） 工事中地区 完了地区 工法

熊本県
熊本市 ２地区 １地区 ー 地下水位・側方流動

甲佐町 １地区 １地区 ー 地下水位低下

計 ３地区 ２地区

〇 東日本大震災により３県で７市、熊本地震により１県で１市１町が事業実施中。（事前対策の実施は無し）

〇 平成３１年２月末現在、工事が完了した地区は１地区。

〇 東日本大震災により３県で７市、熊本地震により１県で１市１町が事業実施中。（事前対策の実施は無し）

〇 平成３１年２月末現在、工事が完了した地区は１地区。

※稲敷市、ひたちなか市、習志野市、旭市、我孫子市は液状化対策事前計画（事前調査）で終了。
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29

宅地耐震化推進事業による被災宅地復旧の実施事例【液状化対策】

現在の地下水位

対策後の地下水位

地下水排水管地下水排水溝 地下水排水溝

鹿嶋市

排水管敷設状況

浦安市

地中壁の造成状況

道路に地下排水工を敷設して、地下水位を下げることにより、
地盤の液状化強度を増加。

道路と宅地の境界部分等に格子状の連続壁を造成し、
地盤の変形を抑えて液状化被害を軽減。

【地下水位低下工法】 【格子状地中壁工法】



復興事前準備の取組とは

復興事前準備とは、平時から災害が発生した際のことを想定し、どのような災害が発生しても対応

できるよう、復興に資するソフト的対策を事前に準備しておくことをいいます。被災後に、早期か

つ的確に復興まちづくりに着手するためには、復興事前準備に取り組む必要があります。

復興進めるにあたり、どのような体制で、どの部署
が主体となって進めていくのかを明確に決めておく。

復興体制の事前検討

体制

どのような時期に、どのような対応が生じるのか
を把握、整理し、どのような手順で実施していくの
かを決めておく。

復興手順の事前検討

手順

職員が市街地復興への理解と知見を得るための、
復興訓練を実施する。

復興訓練の実施

訓練

どのような基礎データがあるのかを確認し、まちの課
題を分析する。不足データの追加・充実、継続的な更
新等、基礎データを整備しておく。

基礎データの事前整理、分析

基礎
データ

市町村での被害想定とまちの課題をもとに、被災後
の復興まちづくりの目標と実施方針を検討しておく。

復興における目標等の事前検討

目標

復興事前準備の取組内容と進め方 ステージ 復興事前準備の取組

ステージ１：
復興事前準備の必
要性に気づき、自ら
のまちの取り組み
状況を確認する

Step1：復興事前準備の取組内容を学びその必要性に気づく

Step2：自らのまちの復興事前準備の取組状況を確認する

ステージ２：
復興事前準備に取
り組む

Step3：基礎データと被害想定を重ね、まちの課題を集約し共有す
る

Step4：復興事前準備の必要性を問いかけ、復興まちづくりの課題
を認識する

Step5：復興体制と復興手順を検討する

Step6：計画に復興事前準備の取組を位置づける

ステージ３：
事前復興計画づくり
に取り組む

Step7：事前復興計画を策定する

Step8：基礎データを整理する

フォローアップ：
復興事前準備をフォ
ローアップする

Step1：復興まちづくりに関する実務能力の習熟に向けた訓練を実
施する

Step2：住民を含めて復興まちづくり訓練に取り組む

Step3：復興事前準備の取組や進捗状況を検証する

基

体 手

目

基

訓基

体 手 訓

目体 手 訓基

基

訓

訓

都市防災総合推進事業の住民等まちづくり活動支援を活用し、復興事前準備の取組等の一環として、

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が可能。 30



復興事前準備の取組事例（静岡県富士市：Ｓｔｅｐ３）

「旧耐震基準建築物」と「狭小な道路」
の状況を重ね合わせすることにより、
面的被害が発生する可能性のランク
付け。

地震被害想定による液状化及び津波
浸水想定を重ね合わせ、被災時に想
定される現況、課題を整理。

 

 

 

 

 

「旧耐震基準建築物の立地状況」

「都市の基盤の整備状況（狭小な道路）」

A 被災時に想定される現況、課題の整理

都市計画マスタープランにおける将来
都市構造の拠点を重ね合わせること
で、復興まちづくりに関する問題点を
抽出。

・「吉原中央駅・吉原本町駅周辺都市生活・交
流拠点」で、建物倒壊による面的な被害が予
想される。
・「広見地域生活拠点」で、建物倒壊による面
的な被害が予想される。
・「田子の浦港産業拠点」で、津波による面的な
被害が予想される。

B 復興まちづくりに関する問題点の抽出

「地震想定による液状化及び津波浸水想定」

都市計画マスタープラン

 

31出典：富士市事前都市復興計画

○ 富士市では、「富士市事前都市復興計画」において、都市構造の基礎データと被害想定を重ね合わ
せることで、復興まちづくりにおける問題点を抽出している。



地域防災計画で避難所として指定されている小学校等を中心とするエリアにおいて、災害時に安全に移動するため
の避難路の改善や防災施設の整備を集中的に実施するとともに、子どもの通学路、遊び場の安全対策を併せて実
施することにより、防災性と子どもの安全性を総合的に向上させる。

小学校等（避難所）

【見通しの確保】
・カーブミラー設置、ガードレール
設置、隅切り拡幅 等

【安全性の向上】
・側溝の蓋掛け、カラー舗装、ハン
プ設置

・倒壊危険工作物(塀等)の除却 等

【避難所支援施設整備】

【避難の円滑化（通学路の改善）】
・歩道設置等による歩行空間の確保
・防犯灯設置による視認性の向上

【避難地の確保】
・防災空地の整備
・空き家等の除却

【ハザードマップ公表】

対象エリア

① 交付金の重点配分を実施
② 防災子ども安全まちづくり計画の対象エリアについて、
ハード・ソフト対策を一体的に支援

③ エリア内における関連事業（遊具の更新等の公園事業、通学路等の
街路事業等）を併せて推進

【対象エリア】 地域防災計画で避難所として指定されている小学校等を中心とするエリア（概ね半径１kmまでの範囲）

防災空地の整備 防犯灯設置

防災子ども安全まちづくりの概要
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事業計画図

防災子ども安全まちづくりの事例（静岡県藤枝市）

整備実績等

静岡県

社会資本総合整備計画名

事業概要

静岡県藤枝市

事業主体

地域防災計画で避難所として指定されている葉梨小学校の周辺において、防災まちづくり拠点施設や避難路を整備するととも
に、通学路の安全対策（カーブミラー設置等）を併せて実施することにより、防災性と子どもの安全性を総合的に向上させる。

位置図

地域防災拠点の強化・充実による安全・安心なまち創り

○効果促進事業
・カーブミラー設置（C1) ［3箇所］
・カラー舗装（C2) ［4箇所］
・横断歩道強調表示（C3）［2箇所］ 等

カラー舗装（C2）

事業概要 ○基幹事業
・防災まちづくり拠点施設整備（A1）［１箇所］
・避難路整備（A2） ［１箇所］

整備後（イメージ） 整備後（イメージ）

整備前 整備前

防災まちづくり拠点施設
カーブミラー設置（C1）

交通安全教室

整備後（イメージ）

活動状況

（Ａ1)
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