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内閣府HPより
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１．我が国の自然災害

世界の地震分布とプレート



H23.4.27中央防災会議資料
（東京大学 阿部勝征 名誉教授）

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 発生年 発生場所

Mw ９．５ 1960 チリ地震

Mw ９．２ 1964 アラスカ地震

Mw ９．１ 1957 アリューシャン地震

Mw ９．０ 2011 東北地方太平洋沖地震

Mw ９．０ 2004 スマトラ島沖地震

Mw ９．０ 1952 カムチャッカ地震

世界の超巨⼤地震
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集中豪⾬の頻発
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１．我が国の自然災害



出典：「日本の水資源」（国土交通省土地・水資源局水資源部）に河川局が加筆
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災害名 発生年 死者・行方不明者

１．関東大震災 (M7.9) 大正１２年 105,385 人 （注１）

２．明治三陸地震 (M8.5) 明治２９年 22,072 人

東日本大震災 (M9.0) 平成２３年 18,915 人（注２）

３．濃尾地震 (M8.0) 明治２４年 7,233 人

４．阪神淡路大震災 (M7.3) 平成 ７年 6,437 人 （注３）

５．伊勢湾台風 昭和３４年 5,098 人

災害名 発生年 死者・行方不明者

１．伊勢湾台風 昭和３４年 5,098 人

２．枕崎台風 昭和２０年 3,756 人

３．カスリーン台風 昭和２２年 1,930 人

４．洞爺丸台風 昭和２９年 1,761 人

５．狩野川台風 昭和３３年 1,269 人

（注1） 2006年版理科年表（従来は142,807人）

（注２）内閣府 平成２４年５月
（注３） 阪神・淡路大震災について（確定報） ： H18.5 消防庁

戦後の風水害

近代史上 死者・行方不明者 5,000人以上の災害
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国⼟の１割の洪⽔氾濫域に ⼈⼝の半分、資産の３／４が集中

７
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５ １００ １５ ２０ （％）

面積（0.25％）

人口（２％）

H22 防災白書より

災害被害額（11.9％）

活火山数（7.0％）

Ｍ６．０以上の地震回数（20.5％）

面積（0.25％）

人口 （２％）

災害死者数（0.3％）

全世界における「⽇本の災害」の割合
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年 契機となった災害 災 害 対 策 に 係 る 法 制 度

1,946 昭和21年 南海地震

1,947 昭和22年 災害救助法

1,950 昭和25年 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

1,951 昭和26年 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

1,959 昭和34年 伊勢湾台風

1,960 昭和35年 治山治水緊急措置法

1,961 昭和36年 災害対策基本法

1,962 昭和37年 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
豪雪地帯対策特別措置法

1,964 昭和39年 新潟地震

1,966 昭和41年 地震保険に関する法律

1,972 昭和47年 防災のための集団移転促進事業に係わる国の財政上の特別措置等に関
する法律

1,973 昭和48年 災害弔慰金の支給等に関する法律
活火山対策特別措置法

1,978 昭和53年 大規模地震対策特別措置法

1,995 平成 7年 阪神・淡路大震災 地震防災対策特別措置法

1,996 平成 8年 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関
する法律

1,997 平成 9年 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

1,999 平成11年 広島豪雨災害
JOC臨界事故

被災者生活再建支援法
原子力災害対策特別措置法

2,000 平成12年 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

2,011 平成23年 東日本大震災 津波対策の推進に関する法律
津波防災地域づくりに関する法律 ９
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２．災害対策基本法 ～概 要 ～

○国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって。社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする

１．防災に関する責務の明確化
○国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務＝防災に関する計画の作成・実施、相互協力等
○住民等の責務＝自らの災害への備え、自発的な防災活動への参加等

１．防災に関する責務の明確化
○国、都道府県、市町村、指定公共機関等の責務＝防災に関する計画の作成・実施、相互協力等
○住民等の責務＝自らの災害への備え、自発的な防災活動への参加等

２．防災に関する組織＝総合的防災行政の整備・推進
○国＝ 中央防災会議、非常（緊急）災害対策本部
○都道府県・市町村＝地方防災会議、災害対策本部

２．防災に関する組織＝総合的防災行政の整備・推進
○国＝ 中央防災会議、非常（緊急）災害対策本部
○都道府県・市町村＝地方防災会議、災害対策本部

３．防災計画＝計画的防災行政の整備・推進
○中央防災会議＝防災基本計画
○指定行政機関・指定公共機関＝防災業務計画
○都道府県・市町村＝地域防災計画

３．防災計画＝計画的防災行政の整備・推進
○中央防災会議＝防災基本計画
○指定行政機関・指定公共機関＝防災業務計画
○都道府県・市町村＝地域防災計画

４．防災対策の推進
○災害予防、災害応急対策、応急復旧という段階ごとに、各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定

＊市町村長に避難の指示、警戒区域の設定、応急公用負担等の権限を付与（市町村長は防災対策の第一次的責務を負う）

４．防災対策の推進
○災害予防、災害応急対策、応急復旧という段階ごとに、各実施責任主体の果たすべき役割や権限を規定

＊市町村長に避難の指示、警戒区域の設定、応急公用負担等の権限を付与（市町村長は防災対策の第一次的責務を負う）

５．財政金融措置
○【原則】実施責任者負担
○【例外】激甚な災害については、地方公共団体に対する国の特別の財政援助等

→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

５．財政金融措置
○【原則】実施責任者負担
○【例外】激甚な災害については、地方公共団体に対する国の特別の財政援助等

→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

６．災害緊急事態
○災害緊急事態の布告 ⇒ 緊急災害対策本部の設置
○緊急措置（生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の支払猶予、海外からの支援受け入れに係る緊急政令の制定）

６．災害緊急事態
○災害緊急事態の布告 ⇒ 緊急災害対策本部の設置
○緊急措置（生活必需物資の配給等の制限、金銭債務の支払猶予、海外からの支援受け入れに係る緊急政令の制定）
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２．災害対策基本法 ～国・都道府県・市町村の責務～

（目的）

第一条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共
団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災
害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることによ
り、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会と秩序の維持と公共の福祉の確保に資するこ
とを目的とする。

国の責務（第三条） 都道府県の責務（第四条） 市町村の責務（第五条） 住民等の責務（第七条）

○国は、防災に関し万全の措
置を講ずる責務。

○災害予防、災害応急対策び
災害復旧の基本となるべき
計画を作成・実施。

○災害に係る経費負担の適
正化

○指定行政機関及び地方指
定行政機関は国の責務が
十分に果たされるよう相互
に協力。

○指定行政機関の長及び地
方指定行政機関の長は、都
道府県及び市町村の地域
防災計画の作成及び実施
が円滑に行われるように、
勧告・指導、助言

○当該都道府県の地域に係
る防災に関する計画を作し、
及び法令に基づきこれを
実施。

○区域内の市町村及び指定
地方公共機関が処理する
防災に関する事務又は業
務の実施を助け、かつ総
合調整を行う責務。

○基礎的な地方公共団体
として、住民の生命、身体
及び財産を災害から保護す
るため、当該市町村の地域
に係る防災に関する計画を
作成し、及び法令に基づき
これを実施する責務。

○市町村長は、消防機関、水
防団等の「自主防災組織」
の充実を図り、市町村の有
する全ての機能を十分発揮
するよう努める。

○地方公共団体の区域内
の公共的団体等防災に
関する責務を有する者
は、法令又は地域防災
計画の定めるところによ
り、誠実にその責務を果
たさなければならない。

○住民は、自ら災害に備
えるための手段を講ずる
とともに、自発的な防災
活動への参加、過去の
災害から得られた教訓
の伝承等防災に寄与す
るよう努めなければなら
ない。

○災害対策基本法【第一条：抜粋】

○国・都道府県・市町村・住民等の責務（ポイント）
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【防災組織】

２．災害対策基本法 ～防災計画～

国レベル 都道府県レベル 市町村レベル

内閣総理大臣
｜

中央防災会議
｜

指定行政機関
指定公共機関

知 事
｜

都道府県防災会議
｜

指定地方行政機関
指定地方公共機関

市町村長
｜

市町村防災会議

【防災計画の概要】

災害対策基本法第３４条、３５条

災害対策基本法第３６条、３９条

災害対策基本法第４０条、４２条

○防災基本計画 （防災分野の最上位計画）
・災害対策 基本法に基づき、中央防災会議が定める
・防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興の迅速適切化、防災に関する科学技術及び研究の振興等

についての基本的な方針

○防災業務計画
・防災基本計画に基づき、各指定行政機関の長及び指定公共機関が所掌事務又は業務に関し作成する計画

○地域防災計画
・防災基本計画に基づき、都道府県防災会議、市町村防災会議が当該地域の防災に関して作成する計画
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２．災害対策基本法 ～防災基本計画と防災業務計画～

防災基本計画
（中央防災会議）

国土交通省
防災業務計画

北陸地方整備局
防災業務計画

自
然
災
害

地震災害対策編 地震災害対策編 地震災害対策編

津波災害対策編 津波災害対策編 津波災害対策編

風水害対策編 風水害対策編 風水害対策編

火山災害対策編 火山災害対策編 火山災害対策編

雪害対策編 雪害対策編 雪害対策編

事
故
災
害

海上災害対策編 海上災害対策編 海上災害対策編

航空災害対策編 航空災害対策編

鉄道災害対策編 鉄道災害対策編

道路災害対策編 道路災害対策編 道路災害対策編

原子力災害対策 原子力災害対策 原子力災害対策

危険物等災害対策編 河川水質事故災害対策編
港湾危険物等災害対策編

河川水質事故災害対策編
港湾危険物等災害対策編

大規模火事災害対策編 大規模火事災害対策編 大規模火事災害対策編

林野火災対策編
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３．災害対策基本法の見直し（H２４．６） ①
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３．災害対策基本法の見直し（H２４．６） ②
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４．津波防災地域づくり関する法律（H23.12）～制定経緯～

○平成２３年

３月１１日 東北地方太平洋沖地震

６月２４日 「津波対策の推進に関する法律（平成２３年法律第７７号）」公布・施行

６月２５日 「復興への提言～悲惨の中の希望」（東日本大震災復興構想会議）

７月 ６日 緊急提言「津波防災まちづくりに関する考え方」（社会資本整備審議会・交通政策審議

会計画部会）

７月２９日 「東日本大震災からの復興の基本方針」（東日本大震災復興対策本部）

９月２８日 「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」報告・提言

（中央防災会議）

１０月２８日 閣議決定

１２月 １日 衆議院本会議において全会一致で可決（付帯決議あり）

１２月 ７日 参議院本会議において全会一致で可決・成立（付帯決議あり）

１２月１４日 「津波防災地域づくりに関する法律」公布（津波災害特別警戒区域関連の規定を除く）

１２月２７日 「津波防災地域づくりに関する法律」施行（津波災害特別警戒区域関連の規定を除く）

１２月２７日 「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」を決定

○平成２４年

１月１６日 基本指針の告示（国土交通省告示５１号）

６月１３日 法律の全部施行
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○津波対策の推進に関する法律（H23.6)
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４．津波防災地域づくり関する法律（H23.12）
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将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、ハード・ソフトの施策
を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進。

市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計画）を作成す
ることができる。

推進計画の作成（第10条・第11条）

津波防災住宅等建設区の創設
（第12条～14条）

都道府県による集団移転促進事業
計画の作成（第16条）

津波避難建築物の
容積率規制の緩和(第15条）

特例措置

都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定（津波により浸水するおそれがある土地の区域及び浸水した場合に想定される水
深）を設定し、公表する。

津波浸水想定の設定（第6条～第9条）

・都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができる。

・都道府県知事は、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び身体を保護するために一定の開発行為及び建築を制限すべき土地
の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。

都道府県知事又は市町村長は、盛土構造物、閘門等の津波防護施設の新設、改良その他の管理を行う。

津波防護施設の管理等（第18条～第52条）

一団地の津波防災

拠点市街地形成施設に関する都
市計画(第17条)

（推進計画区域内における特例）

津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定（第53条～第92条）

概要

基 本 指 針 （国土交通大臣） （第3条～第5条）

４．津波防災地域づくり関する法律（H23.12）
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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のうち条例で定めた区域（レッドゾーン）

津波災害警戒区域（イエローゾーン）
①市町村地域防災計画への津波警戒避難体制

（避難施設・避難経路、津波避難訓練、情報伝
達等）に関する事項の記載

②市町村による津波ハザードマップの作成

③市町村による避難施設の指定・管理協定（承継
効有り）の締結

④地下施設、避難困難者利用施設における避難
確保計画の作成、津波避難訓練の 実施

いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ

住宅等の居室の
全部が津波の
水深以下

住宅等の居室の
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。

浸水想定区域

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
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①津波防災地域づく
りの推進に関する
基本的な事項

②基礎調査につい
て指針となるべき
事項

③津波浸水想定の設
定について指針とな
るべき事項

④推進計画の作成
について指針とな
るべき事項

⑤警戒区域及び特別警
戒区域の指定につい
て指針となるべき事
項

策定者：国土交通大臣
社会資本整備審議会意見

基本指針に基づいて
実施

推進計画
地域の実情に応じて

津波防災地域づくりの方針や
施策等を定める

・推進計画区域の設定
・海岸保全施設、津波防護施設等の整備
・市街地の整備改善のための事業
・避難路・避難施設等の整備 等

津波災害警戒区域
避難訓練の実施、避難施設の確保、

ハザードマップの作成等による
円滑かつ迅速な避難を確保

（警戒避難体制の整備）

推進計画区域における
特別の措置

・土地区画整理事業
・津波避難建築物の容積率
・集団移転促進事業の特例

内閣総理大臣、
総務大臣、農林水産大臣

協議

【記載事項】

○津波防災地域づくり法に基づく津波防災地域づくりを総合的に推進するための基本的方向を示す。
○法に基づく様々な措置の基本となる。
○国土交通大臣が策定。

【策定手続】

【基本指針】

津波災害特別警戒区域

一定の開発行為・建築物の建築等に対
する都道府県知事の許可制

津波浸水想定（基礎調査の結果を踏まえ設定）

４．津波防災地域づくり関する法律（H23.12）～基本指針の概要 ①～
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津波防災地域づくりを総合的に推進するための基本的な指針として国土交通大臣が定める。

基 本 指 針 と は

記 載 事 項

○ 東日本大震災の経験や津波対策推進法を踏まえた対応
○ 最大クラスの津波が発生した際も「なんとしても人命を守る」
○ ハード・ソフトの施策を総動員させる「多重防御」
○ 地域活性化も含めた総合的な地域づくりの中で効果的に推進
○ 津波に対する住民等の意識を常に高く保つよう努力

○ 津波対策の基礎となる津波浸水想定の設定等のための調査
○ 都道府県が、国・市町村と連携・協力して計画的に実施

○ 海域・陸域の地形、過去に発生した地震・津波に係る地質等、土地
利用の状況等を調査

○ 広域的な見地から必要なもの（航空レーザ測量等）については国
が実施

○ 都道府県知事が、最大クラスの津波を想定し、悪条件下を前提に
浸水の区域及び水深を設定
○ 津波浸水シミュレーションに必要な断層モデルは、中央防災会議

等の検討結果を参考に国が提示
○ 中央防災会議等で断層モデルが検討されていない海域でも、今後、

過去の津波の痕跡調査等を実施し、逆算して断層モデルを設定
○ 広報、印刷物配布、インターネット等により、住民等に十分周知

＜津波災害警戒区域＞

○ 住民等が津波から「逃げる」ことができるよう警戒避難体制を特に
整備するため、都道府県知事が指定する区域
○ 避難施設や特別警戒区域内の制限用途の建築物に制限を加え

る際の基準となる水位（基準水位）の公示
○ 警戒区域内で市町村が以下を措置。

－ 実践的な内容を盛り込んだ市町村防災計画の作成・避難訓練
の実施

－ 住民の協力等による津波ハザードマップの作成・周知
－ 指定・管理協定により、地域の実情に応じて避難施設を確保
－ 社会福祉施設等で避難確保計画の作成・避難訓練の実施

＜津波災害特別警戒区域＞

○ 防災上の配慮を要する者等が建築物の中に居ても津波を「避け
る」ことができるよう、都道府県知事が指定する区域
○ 生命・身体に著しい危害が生ずる恐れがあり、一定の建築行為・

開発行為を制限すべき区域を指定
○ 指定の際には、公衆への縦覧、関係市町村の意見聴取等により、

地域の実情を勘案し、地域住民の理解を深めつつ実施

１．津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項

２．基礎調査について指針となるべき事項

３．津波浸水想定の設定について指針となるべき事項

５．警戒区域・特別警戒区域の指定について指針となるべき事項

○ 市町村が、ハード・ソフトの施策を組み合わせ、津波防災地域づく
りの姿を地域の実情に応じて総合的に描く
○ 既存のまちづくりに関する方針等との整合性を図る

○ ハード事業と警戒区域の指定等のソフト施策を効果的に連携
○ 効率性を考えた津波防護施設の整備
○ 防災性と生活の利便性を備えた市街地の形成
○ 民間施設も活用して避難施設を効率的に確保
○ 記載する事業等の関係者とは、協議会も活用して十分に調整
○ 対策に必要な期間を考慮して将来の危機に対し効果的に対応

４．推進計画の作成について指針となるべき事項

右上に続く

４．津波防災地域づくり関する法律（H23.12）～基本指針の概要 ②～
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基礎調査（都道府県、国土交通大臣）

最大クラスの津波の断層モデル（波源域及びその変動量）の設定

津波浸水シミュレーション

最大クラスの津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深

 国土交通大臣への報告
 関係市町村長への通知
 公表（都道府県の広報、印刷物、インターネットなど）

公 表

 最大の浸水域及び浸水深を表示

 海域及び陸域の津波の伝播を津波浸水シミュレーション（平面２次元モデル）により表現
 地形データをシミュレーションに反映
 建築物等による流れの阻害を土地利用状況に応じた粗度係数として設定
 安全マップとならないように悪条件のもとで設定（朔望平均満潮位※、海岸堤防の倒壊等）

 国（中央防災会議等）において検討された断層モデルを都道府県に提示
（都道府県独自に設定することも可）

 地形データの作成（海域及び陸域）
 地質等に関する調査
 土地利用状況の把握等
 広域的な見地から必要とされるもの（航空レーザ測量等）は国土交通大臣が実施し、都道府県に提供

第６条及び第７条関係

※朔（新月）と望（満月）の日から５日以内にあらわれる各月の最高満潮位の平均値

津波浸水想定の設定・公表（都道府県） 第８条関係

４．津波防災地域づくり関する法律（H23.12）～基礎調査、津波浸水想定～
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○津波防災地域づくりを総合的に推進するため市町村が作成する計画。

○様々な主体が実施するハード・ソフト施策を総合的に組み合わせ津波防災地域づくりの姿を地域の実情に応
じて描く。

推進計画とは

○推進計画の区域

○津波防災地域づくりの総合的な推進に関する基本的な方針

○浸水想定区域における土地利用・警戒避難体制の整備

○津波防災地域づくりの推進のために行う事業又は事務
・海岸保全施設、港湾施設、漁港施設、河川管理施設、保安施設事業に係る施設の整備
・津波防護施設の整備

・一団地の津波防災拠点市街地形成施設の整備に関する事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業そ
の他の市街地の整備改善のための事業

・避難路、避難施設、公園、緑地、地域防災拠点施設その他の津波の発生時における円滑な避難の確保の
ための施設の整備及び管理
・集団移転促進事業
・地籍調査の実施
・津波防災地域づくりの推進のために行う事業に係る民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用の促進

推進計画の記載事項

４．津波防災地域づくり関する法律（H23.12）～推進計画の概要～
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今般の震災の被災地域では、津波により、住宅や当該住宅の居住者の共同の福祉又は利便のために必要な
市役所、学校、病院、商店等が壊滅的な被害を受けている。津波による災害の発生のおそれの著しい地域では、 宅地
の盛土・嵩上げ等、津波災害の防止措置を講じた、又は講じられる土地へ住宅及び公益的施設を集約し、津波被害に対
する安全性の向上を図ることが喫緊の課題である。

趣旨

推進計画区域内で施行される土地区画整理事業の施行地区内の津波災害の防止措置を講じられた又は講じ
られる土地に、住宅及び公益的施設の宅地を集約するための区域を定め、住宅及び公益的施設の宅地の所有者が、当該
区域内への換地の申出をすることができる申出換地の特例を設ける。

内容

○津波防災住宅等建設区制度の創設

施行地区イメージ図

【津波防災住宅等建設区】

防潮堤幹線道路

公園・緑地エリア

市役所

住宅 商店
学校 工場 業務施設

【土地区画整理事業施行地区】

切土・盛土等
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津波避難建築物の整備を推進するため、建築基準法の特例として、容積率規制を
緩和するもの

特例の⽬的

迅速な緩和が可能となり、
津波避難ビルの整備に資する

容積率
不算⼊

例）都市計画上の指定容積率200％
→220％相当に

推進計画区域内において、津波からの避難に資する
⼀定の基準を満たす建築物の防災⽤備蓄倉庫等につ
いて、
建築審査会の同意を不要とし、特定⾏政庁の認定に
より、容積率を緩和できることとする

特例措置

避難スペース

防災⽤備蓄倉庫

⾃家発電設備室

都市計画等で
定められた容積率

避
難
⽤
外
階
段

※本特例の適用を受ける建築物については、
指定避難施設又は管理協定の制度により
避難施設として位置づけることが望ましい。

○津波避難建築物の容積率規制の緩和
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＜整備手法の例＞

○拠点市街地の整備に関する制度

○内容：安全な拠点市街地を整備するために必要な費用（拠点市街地を整備するにあたり必要となる計画作成費等の支援、
公共施設等整備費、用地取得造成費） ※上物の整備については、既存制度がある場合は当該制度で対応

○対象：被災地限定

○内容：新たな都市施設に関する収用代替資産の取得に係る5,000万円控除等（所得税・法人税）

予算概要

行政施設
(役所・役場)

集合住宅

医療・福祉施設

住宅・公益系

避難塔

工場

加工施設

倉庫
業務系

津波が発生した場合においても都市機能を維持するための拠点となる市街地を整備するため、住宅・業
務・公益等の各種施設を一体的に整備するための都市計画を決定できることとする（全面買収方式で整備することを
可能とする。） 。

内容

インフラ
（道路等）

公的施設
（官公庁施設等）

民間施設
（住宅・工場等）

上物の整備 ※ － 公共 民間

用地の取得・造成 公共 公共
公共→

民間（譲渡等）

・公共団体等は全体の用地の取得・造成、道路等の公共施設を整備し、民間は公
共団体から用地の譲渡等を受け、上物の整備を実施

・公共団体等は全体の用地の取得・造成、道路等の公共施設を整備し、民間は公共
団体から借地等を行い上物の整備を実施

インフラ
（道路等）

公的施設
（官公庁施設等）

民間施設
（医療施設等）

上物の整備 ※ － 公共 民間

用地の取得・造成 公共 公共
公共→

民間（借地等）

税制概要
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○津波防災地域づくり法の実施フロー（例）

推進計画
の作成に参加

（県事業）

警戒区域等
の指定検討

国

都道府県

市町村

基
本
指
針
策
定

基礎調査

津波浸水想
定の設定

（注２）
基礎調査

推進計画
の作成

津波防災地域づくり
の実施

推進計画の事業
警戒避難体制の整備

建築制限等
等

推進計画
の作成に参加
（直轄事業）

（注１）東海・東南海・南海地域を想定したモデルケース

（注３）一つのモデ
ルケースであり全
ての措置が同時に
開始するとは限ら
ない

（注２）国による断層モデルの提示を待たずに津波浸水想定を設定することも可能

結果の提供

中央防災会議によ
る断層モデルの検
討結果の提供（注
２）
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資料の入手先

国土交通省HPより

www.mlit.go.jp ①「総合政策」

②「津波防災地域づ
くりに関する法律に

ついて」

○資料の入手先
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・これまでの国による緊急応援はその都度体制をとって対応

事前に

・人員・資機材の派遣体制、

受入体制を整備

５．国土交通省の災害支援 ～TEC-FORCE～
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6

本省：災害対策本部

又は非常体制0 400km人口（2000年）

（万人）

633.5

北海道開発局

関東地整

照明車

近畿地整九州地整

国総研・土研
（専門家）

東北地整

国土交通省国土交通省
「危機管理全体の「危機管理全体の

総括的指揮」総括的指揮」

中部地整

（北陸地整管内が被災した場合を想定）

リモコン式無人バックホウ

排水ポンプ車

衛星通信車

北陸地整以外からの
広域危機管理

[ 国土交通省本省 ]

派遣を指揮

対策本部車衛星通信車

排水ポンプ車

[ 各地方支分部局 ]

隊員を派遣

災害対策本部車
本省：災害対策本部
本部又は非常体制

災害対策用ヘリコプター

本省は、総括的指揮

TEC-FORCEは、
被災地整指揮下

注：現地への往復路は、
派遣元地整指揮下

５．国土交通省の災害支援 ～TEC-FORCE派遣イメージ～
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先遣隊：先行的に派遣し、応援・支援の必要性や規模
を把握のうえ、派遣元の地整へ報告
〔地整等職員〕

現地支援班：現地の緊急災害対策（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）
各班及び被災地整等災害対策本部との連絡
調整、災害情報、応急対策活動状況等の情
報収集、現地支援センターとしての被災地の
支援ニーズの把握等を実施
〔地整等職員〕

情報通信班：衛星通信車、Ｋｕ－ＳＡＴ、照明車を派遣
し、被災状況の映像を配信
〔地整等職員〕

高度技術指導班：河川、砂防、海岸、道路、港湾等の
所管施設について、特異な被災事例等に対
する技術指導、被災施設等の応急措置及び
復旧方針樹立の指導
〔本省職員、地整等職員、国総研職員、土研
職員、港空研職員〕

被災状況調査班：
（防災ヘリグループ）

防災ヘリにより、被災状況を把握
〔地整等職員〕

（現地調査班）
踏査等により、河川、砂防、海岸、
道路、港湾等の所管施設の被災
状況を調査

〔本省職員、地整等職員〕

応急対策班：
・排水ポンプ車、照明車を派遣し、
排水を実施

・無人化施工機械、照明車を派遣し、二次災害の危険
のある箇所の土砂を撤去

・応急組立橋、資材を用いて、迂回路の設置等の応急
復旧を実施

・変位等の計測、ポンプ排水や押さえ盛土等の実施
・堤防決壊による河川の氾濫が発生した場合に、ポン

プ排水、応急仮締め切り等を実施
〔地整等職員〕

先遣隊 現地支援班 情報通信班 応急対策班

現地調査班

防災ヘリグループ

５．国土交通省の災害支援 ～TEC-FORCEの班編制～
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◆北陸地方整備局防災訓練

災害対策本部での演習状況

非常参集者の
受付状況

災害が発生した際に、危機管理に携わる機関の総合力が速やかに発揮できることが必要。そのため北陸地方整備局では地震・
水害等を想定して地方公共団体との連携による実践に即したロールプレイング方式等の机上演習や実働形式の訓練を行っている。
また、トンネル・油流出・原子力等の災害を想定した情報伝達や実働の訓練を地域の防災機関とともに実施し、さらなる連携の強化
を進めている。

GPS携帯を利用した情報収集

◆非常参集訓練

◆Ｈ２４石川県・輪島市との合同防災訓練

清龍丸（中部地整）へのほくりく号着船訓練 87機関、約7,000人が
訓練に参加

他機関よりリエゾン参加

Ku-SATによる画像伝送訓練「白山」と「清龍丸」による油回収合同訓練

携帯からの
写真情報

強制排水訓練の状況

５．国土交通省の災害支援 ～いざという時のために備えた各種訓練～

無人ﾊﾞｯｸﾎｳによる道路啓開訓練

白山

清龍丸
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○派遣期間：7月16日～10月10日
○派遣協力：東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局
○派遣場所：避難所、被災現場、

可搬式 メタルハライド灯

0.4kw×2灯・発々付

照明車 メタルハライド灯

２kw×6灯

給水車（近畿地整）

＜現地支援センター＞

本部車×2両、衛星通信車、待機支援車

Ｋ
Ｕ
ー
Ｓ
Ａ
Ｔ

＜参考：能登半島地震＞

無人BH（248号「八世乃同門」）

照明車 メタルハライド灯

2kw×４灯

◆災害対策応援等説明会の実施

①北陸地整は「7.13新潟・福島豪雨」及び「新潟県中越地震」等の災害復旧活動の教訓から、災害対策
用機械の効率的な運用と災害時の迅速な復旧活動等を目的に平成16年度から開催。

②対象者は新潟県・富山県・石川県・長野県・福島県及び市町村の防災担当者の他、整備局の関係職員。

能登半島地震や中越沖地震等では、復旧活動が円滑に機能

５．国土交通省の災害支援 ～災害機械貸し付け（中越地震の例）～
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発生日時 ：２０１１年３月１１日 １４時４６分
マグニチュード：９．０（推定）

我が国観測史上最大、世界でも４番目の規模

震 源：三陸沖（牡鹿半島の東南東約130㎞付近）、深さ24㎞（暫定値）

震源域：南北約450㎞（三陸沖、宮城沖、福島沖、茨城沖）、東西200㎞
約100秒の間に連鎖的に複雑な断層の破壊が進行

震 度：震度７ 宮城県北部
震度６強 宮城県南部・中部 福島県中通り・浜通り

茨城県北部・南部 栃木県北部・南部

３月９日から２０日に発生したマグニチュード5.0
以上の地震とマグニチュード7以上の余震の分布

発生年 マグニチュー
ド Ｍ

場 所

1960年5月22日 ９．５ チリ

1964年3月28日 ９．２ アメリカ

アラスカ州

2004年12月26
日

９．１ インドネシア

スマトラ島沖

2011年3月11日 ９．０ 日本

東北地方太平洋沖

1952年11月4日 ９．０ ロシア

カムチャッカ

2010年2月27日 ８．８ チリ

1906年1月31日 ８．８ エクアドル

USGSによる、地震発生年は世界標準時。

○日本周辺のプレート

※図中の矢印は、陸側プレートに対する各プレートの相対運動
※日本海東縁部（図中の点線）に沿って、プレート境界があるとする説がある

ユーラシアプレート

北米プレート

６．東日本大震災における国土交通省の対応
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岩手南部沖GPS波浪計で捉えた津波の初期の波形（図-１）
※ ７波の津波（①～⑦）を観測（最大６ｍ強）

○被害状況（Ｈ２４．４．３現在 内閣府発表）
死者 １５,８５５名 行方不明者 ３,０８４名
建物全壊 １２９,４８３戸 避難者 ３４４,３４５名

○被害額推計：１６兆９千億円（内閣府発表）

○地 震：震源直上の海底の移動量 東南東に約24ｍ移動、約３ｍ隆起
約300秒の長時間にわたり強い揺れが持続
⇒関東地方で広範囲に地盤の液状化被害が発生

○津 波：宮古で38.9ｍの高さまで遡上（観測史上最大）
釜石沖（200ｍ）のGPS波浪計は７波の津波を観測（最大6ｍ強）
津波浸水域は561K㎡と、山手線内側の9倍（国土地理院）

○原発事故：レベル７の重大事故 平成23年6月24日

項　　　目 被害額

建築物等
（住宅・宅地、店舗、事務所、工場、機械等）

約10兆4千億円

ライフライン施設
（水道、ガス、電気、通信・放送施設）

約1兆3千億円

社会基盤施設
（河川、道路、港湾、下水道、空港等）

約2兆2千億円

農林水産施設
（農地・農業用施設、林野、水産関係施設等）

約1兆9千億円

その他
（文教施設、保健医療・福祉関係施設、廃棄物
処理施設、その他公共施設等）

約1兆1千億円

総　　　　計 約16兆9千億円

東日本大震災における被害額の推計

（注）各県及び関係府省からのストック（建築物、ライフライン施設、社会基
　盤施設等）の被害額に関する提供情報に基づき、内閣府（防災担当にお
　いてとりまとめたものである。今後、被害の詳細が判明するに伴い、変動
　があり得る。また、四捨五入のため合計が一致しないことがある。
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出典：平成22年度 国土交通白
書

大震災における犠牲者の死因割合

○仮に、地震だけだったら被害は？

建物等倒壊による圧死 約６００人
（阪神大震災：約５，４００人、関東大震災：約１１，０００人）

火災による焼死 約１５０人
（阪神大震災：約８２０人、関東大震災：約９２，０００人）
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○東北地方整備局災害対策本部（３／１１ 夜）

○大畠国土交通大臣とのテレビ会議
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道路啓開【くしの歯作戦】道路啓開【くしの歯作戦】
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道路啓開【くしの歯作戦】道路啓開【くしの歯作戦】
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道路啓開【くしの歯作戦】道路啓開【くしの歯作戦】
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港湾における航路啓開港湾における航路啓開
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応急復旧【道路】応急復旧【道路】
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応急復旧【河川】応急復旧【河川】
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応急復旧海岸】応急復旧海岸】
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応急復旧【港湾】応急復旧【港湾】

47

６．東日本大震災における国土交通省の対応



宮城県鳴瀬川堤防の被災状況調査
宮城県石巻港の港湾施設の被災状況

【現地調査班（道路班）】

【現地調査班（河川班）】【現地調査班（港湾班）】

気仙沼大橋被災状況調査大船渡港へのアクセス道路の調査 陸前高田市での調査

北上川下流事務所管内の河
川構造物等の被災状況調査

【現地調査班（水門堰班）】

地域支援【テックフォース】地域支援【テックフォース】
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◆北陸地方整備局の支援：災害対策現地情報連絡員（リエゾン） ＜活動期間：3/21～4/26＞

①救援物資の仕分け作業（資材搬入）、

②首長・市町村・住民等のニーズに関する情報の収集・伝達、 ③国土交通省と関係機関との調整

④災害対策車等の必要性の確認・調整、⑤被災情報の収集・報告、⑥定例調整会議

国道４５号気仙大橋の落橋（4/7)

避難所から仮設トイレ
不要との連絡→撤去
を要請 （4/6）

首長及び市土木課長から要望を
聞き取り （4/2）

気仙沼市

陸前高田市

牡鹿半島

仙台市

陸前高田市長へ局長のメッセージを
手渡し （3/23）

資材搬入作業 （3/29）

災害対策本部会議 毎日19時
開催

ＢＨの故障状況を確認

(4/7）

拡大

ピン３本紛失

【陸前高田班】 【気仙沼班】
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○東日本大震災関連トピック ～社会資本が果たした役割（例）～

50



苫小牧

北陸道

関越道

小 樽

上信越道東海北陸道

中央道

磐越道

山形道

秋田道

東北道

大 洗

八 戸

盛 岡

仙 台

名古屋大 阪
東 京

山 形

秋 田

新 潟 石巻
山形道

郡 山

緊急輸送
震災後の物流
通行不能箇所

鉄道による緊急燃料輸送
根岸－新潟－盛岡・郡山
56,741kl 1077両

トラック輸送による緊急支援
物資輸送 237両

高速バス輸送の早期
復旧・増便 533便増

フェリーの寄港地変更によ
る増便 10便増
苫小牧－秋田－新潟（－敦賀）
小樽－秋田－新潟

鉄道貨物の増加
関西、中国、九州から
3月66%増、4月115%増

石油製品を輸送するタンカー
が急増（新潟東港）
入港隻数：3月42%増、4月50%増

○東日本大震災関連トピック ～日本海側の輸送ルートが活躍～
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※地震前：3/7～3/10の日平均交通量
地震後：3/14～3/17の日平均交通量

至 酒田

至 山形・仙台

至 郡山

東北道（矢板IC－西那須野ＩＣ）

29

6
0

10

20

30

地震前 地震後

日
平

均
交

通
量

（
千

台
）

3/13～21緊急
車両のみ通行
可

北陸道（柏崎IC－西山ＩＣ）

18 19
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地震前 地震後
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）

関越道（小千谷C－越後川口ＩＣ）
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国道７号（府屋）
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国道113号（上関）
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国道４９号（天満）
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台
）

新潟港コンテナ取扱量

石油製品を輸送するタン
カーが急増（新潟東港）

入港隻数：3月42%増、4月
50%増

被災地への輸送拠点と
なった油槽所の取扱急増
4月の取扱量25万kl 34%増

6%増

22%増

84%減

84%増

113%増

74%増

直轄国道が救命、復旧、
支援活動に大きな役割を
はたした

新潟港コンテナ取扱量が過去
最高

○東日本大震災関連トピック ～支援物資が新潟を経由し被災地へ～
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釜石市の小学生1,927人、中学生999人のうち、津波襲来時に
学校の管理下にあった児童・生徒については、全員の無事が
確認。（ただし、学校管理下でなかった児童・生徒のうち、５名が津波の犠牲）

釜石市鵜住居地区の浸水範囲と学校位置

釜石東中

鵜住居小

園児と遭遇

ございしょの里
（予めきめておいた避難場所）

介護福祉施設
（次に避難しようとした場所）

石材店
（最終的に避難してきた場所）

避難経路

（出典：群馬大学広域首都圏防災センターHP
http://www.ce.gunma-u.ac.jp/bousai/research02_3.html）

釜石市鵜住居地区（鵜住居小学校、釜石東中学校）の行動
うのすまい

①釜石東中学校：予め決めておいた避難場所（ございしょの里）まで走り始
める

②鵜住居小学校：中学生の避難を見て、すぐに校舎３階からの避難を決断
（釜石東中学校生が率先避難者となった）

③ございしょの里の建物の裏山の崖が崩れており、小中学生はさらに高台
の介護施設までもう一度走り出す。

④中学生は、小学生の手を引き、園児を抱えながら、避難を支援

（生徒たちは教えられたとおり『助ける人』となる）
⑤介護福祉施設に到着したとき、「津波が堤防を越えた！」という叫び声が

聞こえ、さらに高台の石材店まで駆け上がる。

釜石市の防災教育における津波避難３原則

①想定にとらわれるな
ハザードマップはあくまで目安。頭から信じ込まないこと。

②最善を尽くせ
もっと高くまで逃げられないか、など、常に最善を求めること。

③率先避難者たれ
全体の動きを見て避難の群に身を投じるのではなく、率先して避難
することで他の人の避難意識を高めよ。

○群馬大学片田教授の釜石市での実践 ～釜石の奇跡（児童・生徒99.8％が避難して無事）～

津波避難３原則を実践し、全員が助かる

○東日本大震災関連トピック ～避難の重要性（防災教育）～
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【北陸防災連絡会議の目的】

北陸防災連絡会議は、広域かつ大規模な災害が発生した

時に、防災関係機関による災害対応を効果的に推進できる
よう、防災関係機関の災害対策に関する情報の共有及び施
策の連携を行うことを目的として、平成２４年２月に設立しま
した。

【平成２４年度北陸防災連絡会議】

日 時 ： 平成２４年９月２７日（木） １４時～１６時
会 場 ： 北陸地方整備局 ４階 共用会議室

出席者 ： ２７機関、３７名の防災関係者が出席

【構成機関：３３機関】
警察庁（関東管区警察局、中部管区警察局）
総務省（信越総合通信局、北陸総合通信局）
財務省（関東財務局、北陸財務局）
農林水産省（北陸農政局）
経済産業省（関東経済産業局、 中部経済産業局、

関東東北産業保安監督部、
関東東北産業保安監督部東北支部、
中部近畿産業保安監督部）

国土交通省（北陸地方整備局、北陸信越運輸局、
東京航空局、大阪航空局）

国土地理院（北陸地方測量部）
東京管区気象台（新潟地方気象台）
海上保安庁（第九管区海上保安本部）
陸上自衛隊（第１０師団、第１２旅団）
自治体（新潟県、富山県、石川県、新潟市）
高速道路（東日本高速道路(株)新潟支社、

中日本高速道路(株)金沢支社）
鉄道（東日本旅客鉄道(株)新潟支社、

西日本旅客鉄道(株)金沢支社）
電力（東北電力(株)新潟支店、北陸電力(株)）
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ （北陸支社、 新潟支店）

■ 今後の方向について

幹事会における各機関の情報提供や提案議題を踏ま
え、 事務局より以下のとりまとめイメージを提案し、幹事
会で具体化する事を確認。

（１）東日本大震災における各機関及び北陸地方が果

たした役割

（２）北陸地方の大規模災害に対する取り組み

（３）隣接地域における大規模災害に対する取り組み

７．連 携 ～北陸連絡防災会議～
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７．連 携 ～ 各機関・団体との災害時等の相互協力～
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７．連 携 ～業界団体等との災害協定の拡充～
☆ 東日本大震災等の大規模災害では地元建設業との連携が不可欠

☆ 大規模・広域災害への応急復旧対策では北陸地整管外への派遣要請が必要 → 既存協定の見直し

北
陸
地
方
整
備
局
長

新潟県建設業協会会長

関
係
事
務
所
長

24年5月21日

締結

出動要請の優先順位

＜第１順位＞

各事務所長が個別企業と
締結した災害協定に基づく
出動要請

＜第２順位＞

局長が日建連等と締結した
災害協定に基づく出動要請

＜第３順位＞
局長及び関係事務所長が
建設業協会と締結した災害
協定に基づく出動要請
（例：櫛の歯作戦）

各県建設業協会との災害協定

（実施範囲の特例）

第６条 甲又は事務所等の長は、第２条に規定する実施範囲以外において、大規模自然災害等により甚大な被害
が発生又は発生する恐れがあり、災害の状況により特に必要と認めるときは、乙に乙の会員の出動を、要請するこ
とができるものとする。

（１）管外派遣要請条項を追加

（２）自動更新条項を追加

＜確認書＞

「協定書」第３条第３項の取扱い

①大規模災害において高度・専門的な
技術を要する応急対応で、専門技術を
有する諸団体との協定に基づき出動
要請する場合

②比較的限定された局部的な災害に
おける応急対応で、北陸地方整備局
の事務所が締結している「緊急的な災
害応急対策業務に関する協定」等によ
り出動要請する場合

大規模・広域的な災害で大規模な動員
を要する応急対応等の場合で、
上記の①の場合を除き、②の対応では

困難な場合

富山県建設業協会会長

石川県建設業協会会長

長野県建設業協会会長

山形県
建設業協会長井支部長

岐阜県
吉城建設業協会理事長

24年10月5日

締結

福島県建設業協会会長
24年12月12日

締結

24年8月9日

締結
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H23.5.12長岡技術科学大学との協定締結式 H24.4.10金沢工業大学との協定締結式

H24.6.15新潟大学災害・復興科学研究所との協定締結式 H24.6.26金沢大学との協定締結式

７．連 携 ～大学との連携・協力について～

☆ 先端的・総合的な知見・技術を有する大学との防災分野での連携・協力体制の構築

長岡技術科学大学（H23.5.12）に続き、今年度は３大学と協定締結。 富山大学との協定締結に向けて調整中
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