
    

 ２）各機関等の役割と責任の明確化による応急対応の迅速化 

 １）災害リスクの徹底した評価と社会的な共有化が防災・減災の基本 

 ３） 専門家の役割と専門家による意思決定への支援 

○ 最悪の状況を含めた災害のリスク評価 
○ リスク評価の社会的共有 
○ 発生を前提に様々な主体・機関による防災・減災 
○ 専門家が科学的知見に基づきリスク評価 

○ 連邦の果たすべき役割・機能と担う専門組織 
○ 連邦は州、市等との共同現地事務所を設置 
               （現場に権限と予算を委任して迅速な意思決定） 
○ 「タイムライン」で、上陸時に向け時系列で対策を実行 

○ 連邦、州、市等のトップが専門家（組織）の支援の下で災害対応 
○ 専門家によるリスクの評価や分析・予測を踏まえた意思決定 

  先進国の大都市を歴史上初めて襲った 
     NY都市圏大水害に学ぶ－ ハリケーン・サンディ －                    
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施策・法等  総合治水       土砂災害防止法   津波防災地域づくり法 

時期・背景 
都市水害の激化 

                    平
成11年の広島災害等 

           東日本大震災 

昭和55年 平成12年法制定 平成24年法制定 
基本指針等 事務次官通達  国土交通大臣  国土交通大臣 

対象外力 当面の目標降雨 
急傾斜、地滑り、土石流 

二段階の外力（最大規模、ハード整備対象） 
    

  保水、遊水、低地区分 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 津波災害警戒区域 津波災害特別警戒区域 

      （協議会確認事項）         

  市街化区域の線引き配慮 急傾斜、地滑り、土石流 建築物に作用する土砂の力     

地域指定等 災害危険区域の設定 情報伝達、避難警戒体制 特定開発行為許可性 警戒避難体制の整備 特定開発行為の制限 

及び      （行政間協議）         

土地利用   （市町村地域防災計画） 建築物の構造規制   特定建築行為の制限 

  耐水性建築、盛土高調整 避難警戒体制 建築物移転等勧告と支援措置   住宅等の規制 

     （住民への働きかけ） （災害時要援護者関連施設利用者） 宅地建物取引における措置     

    宅地建物取引の重要事項       

  
・リスク評価を含め
大半が任意の 

    
・地域のリスク評価を位置付け 
・リスク評価を基本に 

特徴       施策  ・ 避難警戒体制     ハード・ソフト施策 

  ・流域対策は暫定  ・ 区域指定し土地利用、建築物に規制 ・二段階の外力設定 

         （最大規模、ハード整備） 

  ・   ・区域指定し   

        土地利用、建築物に規制 
          

            

 地域と防災 
 外部条件 

内部化へ 
（地域の役割） 

            

施策・法 　　総合治水 　　　　　土砂災害防止法 　津波防災地域づくり法
背景 都市水害の激化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成11年の広島災害等 　　　　　　　　　東日本大震災
時期 昭和55年 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成12年法制定 　　　　　　　　平成24年法制定
基本指針等 事務次官通達 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通大臣 　　　　　　　　　　国土交通大臣

対象外力 当面の目標降雨 　　　　　　　　急傾斜、地滑り、土石流 二段階の外力
（５０ｍｍ） 　　　（最大規模、ハード整備対象）
保水、遊水、低地区分 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 津波災害警戒区域 津波災害
　　　　（協議会確認事項） 　　　特別警戒区域

市街化区域の線引き配慮 急傾斜、地滑り、土石流 建築物に作用する土砂の力
地域指定等 災害危険区域の設定 情報伝達、避難警戒体制 特定開発行為許可性 警戒避難体制の整備 特定開発行為の制限
及び 　　　　　（行政間協議）
土地利用 （市町村地域防災計画） 建築物の構造規制 特定建築行為の制限

耐水性建築、盛土高調整 避難警戒体制 建築物移転等勧告と 住宅等の規制
　　　（住民への働きかけ） （災害時要援護者 　　　　　　　支援措置

　　　　　関連施設利用者） 宅地建物取引における措置
宅地建物取引の重要事項

・大半が任意施策 　・　避難警戒体制 ・リスク評価を位置付
特徴 　（リスク評価含） 　・　区域指定し土地利用、建築物に規制・地域のリスク評価を基本に

　　　　ハード＆ソフト施策
・流域対策は ・二段階の外力
　　　　　当面の暫定 　　（最大規模、ハード整備）
　　　　　 ・区域指定し土地利用、
・特定の河川で 　　　　　　　建築物に規制

地域と防災 外部条件 内部化へ
（地域との役割分担）

＜東日本大震災に学ぶ＞ 津波防災地域づくり法が目指す防災 
 

津波防災地域づくり法と防災施策 
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  ＜即値的かつ具体的な防災対策が無い＞ 
      ・ 即地的かつ具体的な防災対策は、 
               基本的に記述されず、また、制度的枠組みがない 
                                            ＊＊都市再生の推進に係る有識者ボード 防災ＷＧ＊＊ 

 
  ＜災害リスクの評価は任意・暫定でスタート＞ 
      ・ 総合治水等災害リスクの評価は任意・暫定でスタートし 
         順次、制度等の組み立て 
       ・ 災害リスクは地域の「外部条件」 
       ・ 首都圏の大規模水害に関する検討 
         のような先進的な取り組みも社会的共有化に至らず 
   

  ＜津波防災地域づくり法から防災の内部化へ＞ 
       ・ 地域・社会・国土で「防災の内部化」へ 
       ・  制度で位置づけられた災害リスクの評価 
       ・ 災害リスクの共有化から災害対応の役割・責任分担 
       ・ ハードとまちづくり・避難等を組み合わせ多重防御 

 「津波防災地域づくり法」と「防災の内部化」  
          － リスクと課題への共通認識から始まる － 



宅地の嵩上げ

海岸堤防

津波防護施設
（兼用工作物）

津波防護施設
（閘門） 避難路

避難場所（高台）

津波避難
タワー津波避難ビル

指定津波防護施設
（既存道路）

津波災害特別警戒区域 【オレンジゾーン】津波災害特別警戒区域 【オレンジゾーン】

津波災害特別警戒区域のうち
市町村長が条例で定めた区域
津波災害特別警戒区域のうち
市町村長が条例で定めた区域

住宅等の居室等
の全部が津波の
水深以下

住宅等の居室等の一
部が津波の
水深以上

地域の選択により、都道府県知事が｢津波災害特別
警戒区域｣を指定できる。津波浸水想定

浸水が防止される区域

浸水が防止される区域

津波避難ビル

津波避難
タワー

①病室等の居室の床面の高さが津波の水
深以上

②病院等の建築を予定した盛土等の開発
行為の規制

津波

【レッドゾーン】

津波災害警戒区域 【イエローゾーン】

・津波警戒避難体制の整備（避難施設・避難
経路、津波避難訓練、情報伝達等）
・市町村による津波ハザードマップの作成 等

津波災害警戒区域 【イエローゾーン】

・津波警戒避難体制の整備（避難施設・避難
経路、津波避難訓練、情報伝達等）
・市町村による津波ハザードマップの作成 等

37 

法律に基づいたリスク評価を基本に多重防御 

＜東日本大震災に学ぶ＞ 津波防災地域づくり法が目指す防災 

法律に基づいたリスク評価を基本に多重防御 



自然地の保全 

防災調整池 

盛土の抑制 

雨水貯留浸透施設 

各戸貯留浸透施設 

市街化調整区域の保持 

透水性舗装 

浸透ます 

河川の整備 

多目的遊水池 

雨水調整池 

公園貯留 

地下河川 

雨水貯留浸透施設 排水機場の整備 

耐水性建築 

河川対策 

流域対策 

被害軽減対策 

警報避難システムの確立 

5 

ダムの整備 

＜東日本大震災に学ぶ＞ 津波防災地域づくり法が目指す防災 
 

総合治水を振り返る（１） 
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米国ハリケーン・サンディに関する 
国土交通省・防災関連学会合同調査団による 

緊急メッセージ 

～想定外に対応せよ～ 
 
○地球温暖化に伴う影響が懸念される昨今、巨大台風による大規模

水害は明日起こるかもしれない。甚大な人的被災や都市機能が停

止するような大規模な浸水の発生を前提として、対応力を強化せ

よ。  
 

○科学的知見に基づき、広大な地下空間やゼロメートル地帯を有す

る３大都市圏の大規模水害のリスク評価を速やかに行い、国民に

周知せよ。  
 

○地方公共団体、民間企業と連携し、台風情報を活用した災害対応

の行動計画を策定・共有せよ。 
 

○災害対応後にその内容を検証・改善する仕組みを構築せよ。 

   ハリケーン・サンディ災害に学ぶ 

           調査団緊急メッセージ（１）        
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大規模水害の発生を前提とした対応力の強化

 

ハリケーン・サンディ災害に学ぶ 

           調査団緊急メッセージ（２）        


