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「流域治水プロジェクト」関係地方支部局での連絡調整会議を設立

参考資料３－１

○実効的なプロジェクト推進に向けた支援体制の構築を目的として、関係地方支部局での「連絡調整会議」を設立。
〇プロジェクト推進における課題・要望・提言等に対する助言を図っていくため、議論や意見交換をスタートし、スマート田んぼダム実証
事業の実施予定や中小企業向けの事業継続力強化の法制度の活用など支援策について情報共有及び意見交換を実施。

開催日時・概要
➢日

時：令和３年５月２５日（火）10:00-12:00

〇出席者：東北農政局

所：仙台合同庁舎B棟 13F水災害予報センター

地方参事官
東北地方整備局 河川部 河川調査官
設計課、事業計画課、
河川計画課、地域河川課、水災害予報センター
水利整備課、農地整備課、防災課
建政部 都市調整官
東北経済産業局 総務企画部 総務課
都市住宅整備課
東北運輸局 総務部 安全防災・危機管理調整官
〇内容：・規約（案）について
気象庁 仙台管区気象台 気象防災部 予報課
・推進における課題・要望・提言等について
東北森林管理局 企画調整課（web参加)
・地域への浸透のための広報展開について
※森林整備センターへは今回、資料配付のみ
・R3以降の進め方について ・意見交換

主な発言、意見交換等

農村振興部

➢場

〇：整備局

●：農政局

◎：森林管理局

●：経産局 ●：運輸局

●気象台

〇流域治水プロジェクトを進める中で、地域の困りごとや要望に対して、このような場で意見を出し合いながら、タッグ
を組んで適切な助言をしていきたい。
●課題や要望については、田んぼダム、ため池、水利施設の３つに大別される。田んぼダムに取り組む場合には、交付金
の加算措置の支援があり、先行事例を紹介することにより、地域の浸透を図っていきたい。R3年度より、「スマート田
んぼダム実証事業」を創設し、全国８箇所のうち、東北では宮城県大崎市、秋田県美郷町の２箇所で、調整板設置、自
動給排水栓制御、対策無しのケースを比較しながら、効果の検証・分析を実施していく予定である。
◎課題や要望については、開発にかかる規制、森林整備の補助制度の２つに大別される。
規制については、保安林制度、林地開発許可制度等において規制しており、個別具体に判断する方針は変わらない。
補助制度としては、公共の森林整備事業のほか、県単事業による支援策等がある。具体の拡充要望をご相談いただけれ
ば、林野庁や県へ要望伝達を行っていきたい。
●R元年7月に中小企業向けの事業継続力強化の法制度を一部改正し、水害を含めた災害対策に取り組む企業の経済産業大
臣の認定制度が創設された。認定を受けた中小企業は「中小企業防災・減災投資促進税制」を活用し防災投資への支援
が可能となっている。この他の燃料備蓄の支援制度等を紹介、防災意識の向上などに繋げていきたい。
●減災に向けて運輸関係事業者への支援にも取り組んでいる。
●防災気象情報、過去の災害時の気象データなどの情報提供、紹介といった面でお手伝いできるのではないかと思うので、
お声がけいただければと思う。
〇東北地方では生業としての農業との両立が重要となってくる。どう地域の理解を得ていくかが課題である。
個別地区の事例と照らし合わせながら、体系整理を行っていきたい。各省庁の施策について勉強する機会を設け、各施
策がどうつながるのかというシナリオをつくっていきたい。
地域の課題に対して知恵を出し合ってフィードバックしていけるよう、引き続きご協力をお願いする。

WEB併用で開催

会議開催状況
止水壁の設置イメージ

東北経済産業局より、紹介があった「中
小企業向けの事業継続力強化の法制度」
⇒設備投資に関する特別償却で建物附
属設備（止水壁等）も対象となる

1

流域治水連絡調整会議

～実効的なプロジェクト推進に向けた支援体制の構築に向けて～

・流域治水プロジェクトを着実に進めていくために、関係機関間の連携をより強化する。
・また、流域治水プロジェクトの検討中メニューについては、具体の取り組みに向け各種調整が必要があり、事業化
に向けた様々な課題等も生じてくることが想定される。
・以上により、東北管内１３の流域プロジェクトを実効的に進めて行くため、地方局レベルで各流域治水協議会を支
援する体制を構築する。
■目的
各流域治水協議会構成機関が実施する「流域治水プロジェクト」の実施メニューを確実に実施するため、各省庁が連携
した財源確保に資する補助事業、制度・法令の創設・緩和等に関する連絡調整をはじめ、事業推進における課題・要望・
提言等に対する助言等を行うことを目的とする。
■構成機関（当面）
・東北農政局、東北経済産業局、東北運輸局、東北森林管理局、仙台管区気象台、東北地方整備局など
■開催頻度
・Ｒ３年度５月２５日に設置
・以降、必要に応じて開催
流域治水協議会
（東北管内協議会）
補助・制度に関する助言等
・補助事業の提案・助言
・予算制度に関する助言
・障害の取り除き等

事業推進における課題・要望・提言等
・事業スケジュール
・事業化に向けた課題
・予算制度に関する課題

連絡調整会議
2

流域治水連絡調整会議

～実効的なプロジェクト推進に向けた支援体制の構築に向けて～

○実効的なプロジェクト推進に向けた支援体制の構築として、関係地方支部局での「連絡調整会議」を令和3年5月25日に設立。
〇プロジェクト推進における課題・要望・提言等に対する助言を図っていくため、議論や意見交換をスタートし、スマート田んぼダム導入実証事業の実
施予定や中小企業向けの事業継続力強化の法制度の活用など支援策について情報共有及び意見交換を実施。
〇協議結果を次回以降の各流域治水協議会に共有し、プロジェクトに反映させていく。
WEB併用で開催

会議で出た主なキーワード

スマート田んぼダム導入実証事業

全国で８箇所のうち、東北では宮城県大崎市、
秋田県美郷町の２箇所で実施予定。

東北農政局より
・先行事例を紹介しながら、地域への浸透を図っていく
・東北地方は農業を生業としているため、地元への説明ぶりが大切

会議開催状況
止水壁の設置イメージ

中小企業防災・減災投資促進税制
東北経済産業局より

・R元年7月に中小企業向けの事業継続力強化の法制度を一部改正し、
水害を含めた災害対策に取り組む企業の認定制度が創設され、複数認
定している。 止水壁の整備など防災投資への支援が可能となっている。

・阿武隈川流域の郡山市で活用できないか検討・調整
・他流域でも、中小企業を抱える工業地帯で制度活用できないか展開

勉強会の開催

東北経済産業局より、紹介があった「中小
企業向けの事業継続力強化の法制度」
⇒設備投資に関する特別償却で建物附
属設備（止水壁等）も対象となる

各省庁の施策策の個表を作成し、各流域治水協議会で勉強会を
実施していきたい

東北地方整備局より
・担当者の資質向上
・地域の課題に対して知恵を出し合ってフィードバックしながら、対策の具現化へ

各流域治水協議会から
課題や要望等を確認・集約
￬
対応方針や回答を調整し、
今後、各流域治水協議会
に情報提供を実施

3

「流域治水プロジェクト推進における課題・要望・提言等」について
NO

課題又は要望内容

課題 要望 提言

農業用として使われていないため池の有効活用に向けた財政支
1 援（雨水貯留機能を確保するための整備にかかる財政支援制度
の拡充）

○

止水壁設置にあたっての支援施策について
2 ・設置助成金や固定資産税の減免等
・設置に伴う各種手続きの簡素化（迅速化）

流域治水協議会

馬淵川流域治水協議会

：整備局
発言機関

八戸市

○

岩木川流域治水協議会

〇

北上川水系（北上川上流）流域
治水協議会

岩手県

〇

北上川水系（北上川上流）流域
治水協議会

流域市町

家屋移転支援について、単独事業に対する国の補助制度が必
5
要。

〇

北上川水系（北上川上流）流域
（今後想定される意見）
治水協議会

流域市町の治水上の問題等が整理・抽出されておらず、具体的
6 な対策立案が必要。協議会に先行し、上・中・下流ブロック等に分
けて、幹事会を開く方向。

〇

水田貯留については農家・土地改良区の理解を得る必要があ
3 る。流域治水の取組を理解していただくアプローチを国レベルで
整備してほしい。

4

7

水田貯留については取組関係者（土地改良区・農家・耕作者）の
理解を得る必要がある。

農業用ため池の洪水吐の再整備等に膨大な予算が必要となるこ
とから、国及び県の支援が必要。

〇

民間企業

関係省庁・部

鳴瀬川水系流域治水協議会

東松島市

：森林管理局

：経産局

既存の関係する支援事業

東北地方整備局
総務省自治財政局

地方債 緊急浚渫推進事業

参考資料３－２
対応方針・回答など

農業用ため池以外にも緊急浚渫推進事業が活用出来ないか確認す
る。
緊急浚渫推進事業がR6年度までの時限措置のため、流域治水を推進
するにあたっては継続が必要と認識はしている。

税制等

事前防災として活用できる支援策が必要。
【東北経済産業局回答】
中小企業の自然災害に対する事前対策（防災・減災対策）を促進し、事
後のいち早い復旧を支援するため、「中小企業の事業活動の継続に資
するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」（略称：
中小企業強靱化法）が2019年7月16日に施行されております。
中小企業防災・減災投資促
中小企業は「事業継続力強化計画」を策定し、経済産業省の認定を受
進税制
けると設備投資に関する特別償却や補助事業の審査において加点さ
れる等の支援策を活用することが出来ますので、詳細は以下のURLを
ご覧下さい。
→ https://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/kyoujinka.html
なお、別添として「計画認定の流れ」と「特別償却制度の紹介」（中小企
業防災・減災投資促進税制）の資料を添付致します。

東北農政局・県

交付金

田んぼダムは、集落単位等のまとまった面積で取り組むことが効果的
です。このため、集落単位等で活動している多面的機能活動組織に田
んぼダムの取組への理解を深めてもらうため、活動組織への研修会等
で先進地区事例などの情報を提供していくことを考えています。また、
要望があれば個別に説明・相談に伺うことも考えています。

東北農政局・県

〃

東北経済産業局
東北地方整備局

東北地方整備局

建政部

河川部
建政部

北上川水系（北上川上流）流域
岩手河川国道事務所
治水協議会

〇

：農政局

〃

補助

-

農村地域防災減災事業

土地利用一体型水防災事業等の拡充等が必要。
防災集団移転促進事業については、浸水地域などの災害エリアからの
移転を促進するため、要件などの拡充等を実施してきたこところです。
また、がけ地近接等危険住宅移転事業でも浸水エリアから移転が可能
となっております。どちらも制度を活用する場合は要件がありますので
要件を満たさない地区などがありましたら個別に相談ください。
協議会の運営手段として有効であるため、意見を踏まえ役立てていき
たい。
農業用ため池の整備については、農村地域防災減災事業により実施
することができます。

農地整備事業では、区画整理等の基盤整備事業と一体的に、田んぼ
ダムを実施するための排水桝や排水調整板を整備することが可能で
農業競争力強化農地整備事 す。また、多面的機能支払交付金においても同様に排水桝や排水調整
補助金
業
板の整備が可能となっています。なお、市町村が策定した水田貯留機
交付金 多面的機能支払交付金
能強化計画の下、活動組織が資源向上支払（共同）の交付金を受ける
水田面積の１／２以上で田んぼダムを取り組む場合には、交付金の加
算措置の支援を行っています。

8 田んぼダムの施設の整備は、国又は県による支援が必要。

〇

鳴瀬川水系流域治水協議会

東松島市

東北農政局・県

9 市単独事業（宅地かさ上げ等）に対する国の補助制度が必要。

〇

北上川水系流域治水協議会
鳴瀬川水系流域治水協議会

大崎市

東北地方整備局

建政部

交付金

宅地嵩上げ安全確保事業
都市再生区画整理事業

居住誘導区域にある個人宅地をかさ上げする場合について、独自の補
助金制度の設けている市町村があることを認識しているところです。国
として財政支援ができるかは今後の検討課題であり、具体例などを相
談ください。

〇

北上川水系流域治水協議会
鳴瀬川水系流域治水協議会

大崎市

東北地方整備局

建政部

防災集団移転促進事業等
補助金
がけ地近接等危険住宅移
交付金
転事業

災害ハザードエリアから安全な住居の移転は、住まいの工夫として重
要であります。個別に移転する場合の制度については今後の検討課題
であり、具体例などを相談ください。

10

高台移転制度の継続だけでなく、徐々にでも移転できる制度が必
要。

田んぼダムの実施に際し、農作物に被害が生じた場合の補償制
11
度が必要。

12 山林開発に対する規制が必要。

〇

〇

鳴瀬川水系流域治水協議会

鳴瀬川水系流域治水協議会

大和町

大和町

東北農政局・県

東北森林管理局・県

農業用ため池
は、防災重点
農業用ため池
に選定されれ
ば、緊急浚渫
推進事業の対
象になる。

〃

土地利用一体型水防事業
交付金 防災集団移転促進事業
補助金 がけ地近接等危険住宅移
転事業

-

東北農政局・県

多面的機能支払交付金

備 考

－

-

－

田んぼダムは、大雨時に水田下流域の湛水被害リスクを軽減させるた
め、農業者の理解を前提として行うボランタリーな取組であり、穂孕み
期から出穂期といった稲の生育に支障があるような期間に取り組むこと
は難しいと考えています。また、豪雨時に水田貯留することで法面崩壊
等の恐れがあるような水田地域は、慎重に取組の検討・判断していた
だくことが大切です。

-

保安林制度、林地開発許可制度等において規制しているところです。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネルギー事業
導入促進の動きが活発化していますが、再エネ関係の山林開発であっ
ても、森林の有する公益的機能の発揮に支障がないかの観点から個
別具体に判断する方針に変わりありません。個別具体の御懸念等につ
いては、管轄の県や森林管理署へ御相談願います。

1

「流域治水プロジェクト推進における課題・要望・提言等」について
NO

課題又は要望内容

課題 要望 提言

13 植林や森林の維持管理に対する補助制度が必要。

〇

流域治水協議会

：整備局
発言機関

：農政局

関係省庁・部

鳴瀬川水系流域治水協議会

大和町

東北森林管理局・県

：森林管理局

既存の関係する支援事業

補助金等 森林整備事業等

14

大小のため池があるが、洪水調節機能を有しているものはほぼ
無い。

〇

鳴瀬川水系流域治水協議会

大和町

東北農政局・県

-

-

15

復興特需による山砂採取や太陽光発電等の山林開発が盛んに
行われている。

〇

鳴瀬川水系流域治水協議会

大郷町

東北森林管理局・県

-

-

鳴瀬川水系流域治水協議会

大郷町

総務省

鳴瀬川水系流域治水協議会

大衡村

東北地方整備局
・県

国の補助事業である緊急浚渫推進事業のR7年度以降の事業継
16
続が課題。
一定規模以上の開発について、貯留施設の設置を義務化・厳格
17
化していくことを検討。

18

水田地権者の理解と協力が必要不可欠であり、そのための補償
を検討。

〇
〇

〇

鳴瀬川水系流域治水協議会

大衡村

東北農政局・県

参考資料３－２

：経産局

対応方針・回答など
公共の森林整備事業のほか、県単事業による支援策等もあります。市
町村へ配分される森林環境譲与税の活用を検討いただくほか、具体の
拡充要望を御相談いただければ、林野庁や県へ要望伝達を行ってまい
ります。

No.12と同様。

緊急浚渫推進事業
建政部

－

交付金

多面的機能支払交付金

・田んぼダムは、集落単位等のまとまった面積で取り組むことが効果的
です。このため、集落単位等で活動している多面的機能活動組織に田
んぼダム取組への理解を深めてもらうため、活動組織への研修会等で
先進地区事例などの情報を提供していくことを考えています。また、要
望があれば個別に説明・相談に伺うことも考えています。
・田んぼダムは、大雨時に水田下流域の湛水被害リスクを軽減させる
ため、農業者の理解を前提として行うボランタリーな取組であり、穂孕
み期から出穂期といった稲の生育に支障があるような期間に取り組む
ことは難しいと考えています。また、豪雨時に水田貯留することで法面
崩壊等の恐れがあるような水田地域は、慎重に取組の検討・判断して
いただくことが大切です。

〇

鳴瀬川水系流域治水協議会

大衡村

東北森林管理局・県

〇

鳴瀬川水系流域治水協議会

加美町

東北森林管理局・県

栗原市

東北地方整備局
東北農政局・県

－

－

東北地方整備局

－

－

勉強会を開催することが出来ないか調整が必要。
都市部局は４月の調査担当課長等会議や地方整備局内の研修で実施
予定。
農水部局、森林部局についても開催が出来ないか調整。

東北地方整備局

－

－

協議会の運営手段として有効であるため、意見を踏まえ役立てていき
たい。

－

－

連絡調整会議を活用しながら対応していく。

－

－

〇

北上川水系流域治水協議会

22

農水部局、森林部局、都市部局など、関係機関が多く、各部局の
交付金制度などの知見も少ない。
事務局として、流域治水をとりまとめていく、人材の知識の取得や
育成が必要。

〇

子吉川圏域流域治水協議会

流域治水の取り組みの推進を図るため、各機関の取り組みの視
23 察会など実施してもよい。
（鳥海ダムの視察会など）
各自治体が抱える治水に関する課題を把握するとともに、その課
題解決に向けた支援事業のマッチングなど、自治体を更にサ
ポートする仕組みを作ることが必要
24 〇自治体をサポートするための、流域治水相談室(仮称)を設置
※各県の道路のメンテナンス会議は、自治体支援という点で参考
になるところがあるのではないか（事務所のメンテメンバーが責任
を持って自治体をバックアップ）

〇

〇

流域治水プロジェクトへの位置付けにより、国土強靱化地域計画
25 のように交付金、補助金の採択要件にするなどインセンティブの
付与が効果的。

-

開発許可権者が定める開発許可基準の改正が必要

20 造林事業の補助率や保育事業適用の拡充。
水利施設の高度利用については、予報が外れた場合の対応が
課題。

-

－

19 山林開発規制の法整備の厳格化も検討。

21

補助金等 森林整備事業等

子吉川圏域流域治水協議会

由利森林管理署

米代川圏域流域治水協議会

能代河川国道事務所

○ 最上川水系流域治水協議会

山形河川国道事務所

東北地方整備局

河川部

No.12と同様。
No.13と同様。
事前放流⇒補てん措置の拡充
（排水路から揚水ポンプでかんがいしていることを想定）
降雨予報がより確実となる時点（前日）から、排水路内の水位低下を
行うなど、深刻な水不足を生じない範囲で取り組む必要があると考えま
す。

〃

26

重要物流道路や緊急輸送道路の浸水対策のための支援制度を
創設できないか

○

最上川水系流域治水協議会

山形河川国道事務所

東北地方整備局

道路部
建政部

交付金

都市防災総合推進事業
（避難路）

重要物流道路や緊急輸送道路は国道、主要地方道、県道などが想定
されるが道路部とも調整が必要。
地域内の生活道路であれば、都市防災総合推進事業で支援が可能と
なる場合があるので、個別に相談ください。

27

防災拠点等整備において、自治体が行う用地買収等への支援制
度を創設できないか

○

最上川水系流域治水協議会

山形河川国道事務所

東北地方整備局

河川部
建政部

交付金

都市防災総合推進事業
（避難地、避難センター）

都市防災総合推進事業を活用し、地区緊急避難施設（避難センター、
津波避難タワー、耐震性貯水槽、備蓄倉庫、非常時通信システム等の
整備）を整備する場合は用地費も支援（交付率１／３）します。具体的に
は個別に相談ください。

「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の
28 推進事業費補助金（経産省）」など、災害対応力強化に資する支
援事業（国交省以外）などについて、紹介して欲しい

○

最上川水系流域治水協議会

山形河川国道事務所

東北地方整備局

河川部

○ 最上川水系流域治水協議会

山形河川国道事務所

東北地方整備局

29

自治体に流域治水に関連する交付金制度を理解してもらうため、
関連省庁と連携した勉強会（・講習会）を開催して欲しい

備 考

－

－

No.22と同様。
勉強会を開催することが出来ないか調整が必要。

－

－

No.22、28と同様。
関係省庁の出先も含め勉強会を開催することが出来ないか調整が必
要。

2

「流域治水プロジェクト推進における課題・要望・提言等」について
NO

課題又は要望内容

課題 要望 提言

（田んぼダム）
30 水田地権者（耕作者）の理解と協力が必要。そのための補償又は
共済による救済制度も検討する必要がある。

（田んぼダム）
31 下流域においては河川水位が上昇する前から貯留することで内
水氾濫のリスクが高まる懸念がある。

（田んぼダム）
広域的に実施することで大きな効果が期待できるため、地権者・
32 営農者単位というより、集落単位の理解と協力が必要。土地改良
区との連携も重要。また耕作に影響がないようにするには、どの
ようなものを設置したらよいのか等技術的な指導も必要。

自主防災組織について、如何に危機感を持たせる事ができるかが、自治

33 体の課題である。

行政と市民との間に、情報ギャップ（事業進捗等）があるためどう埋める

34 かが課題である。

○

○

流域治水協議会

：整備局
発言機関

関係省庁・部

参考資料３－２
対応方針・回答など

三川町

東北農政局・県

交付金

多面的機能支払交付金

最上川流域治水協議会・赤川
流域治水協議会

三川町

東北農政局・県

－

－

・田んぼダムは上流域での流出抑制による効果が大きいため、下流域
での取組は内水氾濫を生じないような田んぼダムの取組と排水ポンプ
の整備による迅速な内水排除が重要と考えています。
・湛水被害等の発生が予測される地域は、取組から除外するなどの対
応が大切です。

多面的機能支払交付金

・田んぼダムは、集落単位等のまとまった面積で取り組むことが効果的
です。このため、集落単位等で活動している多面的機能活動組織に田
んぼダム取組への理解を深めてもらうため、活動組織への研修会等で
先進地区事例などの情報を提供していくことを考えています。
また、要望があれば個別に説明・相談に伺うことも考えています。
・田んぼダム用の排水調整板構造等について、先進地区や研究機関
等より情報収集し、情報を提供していきたいと思います。

都市防災総合推進事業
（まちづくり活動支援）

建政部にて、内水氾濫等浸水シミュレーション、地域のHM作成、住民
WS等の開催について支援可能
広報展開を考え、課題解決を図っていきたい。

東北農政局・県

○

阿武隈川上流流域治水協議会

本宮市

東北地方整備局

○

阿武隈川上流流域治水協議会

郡山市

東北地方整備局

〇

既存の関係する支援事業

：経産局

最上川流域治水協議会・赤川
流域治水協議会

酒田市

〇

：森林管理局

・田んぼダムは、集落単位等のまとまった面積で取り組むことが効果的
です。このため、集落単位等で活動している多面的機能活動組織に田
んぼダム取組への理解を深めてもらうため、活動組織への研修会等で
先進地区事例などの情報を提供していくことを考えています。また、要
望があれば個別に説明・相談に伺うことも考えています。
・田んぼダムは、大雨時に水田下流域の湛水被害リスクを軽減させる
ため、農業者の理解を前提として行うボランタリーな取組であり、穂孕
み期から出穂期といった稲の生育に支障があるような期間に取り組む
ことは難しいと考えています。また、豪雨時に水田貯留することで法面
崩壊等の恐れがあるような水田地域は、慎重に取組の検討・判断して
いただくことが大切です。

最上川流域治水協議会・赤川
流域治水協議会

〇

：農政局

交付金

建政部

交付金
－

－

備 考

広報展開を考え、課題解決を図っていきたい。

3

緊急浚渫推進事業の創設
○

参考資料３－３

令和元年台風第19号による河川氾濫等の大規模な浸水被害等が相次ぐ中、被災後の復旧費用を考慮しても、維持管理
のための河川等の浚渫（堆積土砂の撤去等）が重要

○ このため、地方団体が単独事業として緊急的に河川等の浚渫を実施できるよう、新たに「緊急浚渫推進事業」を
地方財政計画に計上するとともに、緊急的な河川等の浚渫経費について地方債の発行を可能とするための特例措置を
創設（地方財政法を改正）
１．対象事業
各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に緊急的に実施する必要がある箇所として位置付けた河川、ダム、砂防、
治山に係る浚渫
※１ 河川は、一級河川、二級河川、準用河川、普通河川が対象
※２ 浚渫には、土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含む
※３ 河川、ダム、砂防、治山に係る浚渫について、国土交通省等より対策の優先順位に係る基準を地方団体に対して示した上で、
各地方団体において各分野の個別計画に緊急的に実施する箇所を位置付け
２．事業年度
令和２～６年度（５年間）
３．地方財政措置
充当率：１００％

元利償還金に対する交付税措置率：７０％

４．事業費
９００億円（令和２年度）
※ 令和２～６年度の事業費（見込み）：４，９００億円
＜参 考＞ 河川の浚渫の例
堆積土砂率や人家への危険度に応じて、対策の優先度の高い箇所を河川維持管理計画等に位置付け、緊急的に浚渫を実施
【河川の区間区分（イメージ）】
ａ区間

ｂ区間

ｃ区間

：土砂堆積等による危険箇所

【危険度の区分】
ａ区間：維持管理上特に重要な区間（洪水予報河川、水位周知河川、水防警報河川等）
ｂ区間：維持管理上重要な区間（ａ区間以外で氾濫による人家への影響が生じる河川の
区間)
ｃ区間：氾濫による人家への影響が殆どない河川の区間
1
※ただし、複数箇所で氾濫する場合や、浸水範囲に要配慮施設や道路等が
含まれる場合など、影響が大きい場合がある。

制定
改正
改正
改正

令和元年７月１９日
20190709 中 第 3 号
令和２年７月１５日
20200706 中 第 9 号
令和３年３月３１日
20210323 中 第 9 号
令和３年６月１６日
20210615 中 第 8 号

中小企業防災・減災投資促進税制
（特定事業継続力強化設備等の特別償却制度）
の運用に係る実施要領

【令和３年６月１６日版】

中小企業庁事業環境部企画課経営安定対策室

※この実施要領において使用する用語は、中小企業等経営強化法及び租税特別措置法
において使用する用語の例による。
-1-

2

１．中小企業防災・減災投資促進税制の概要及び措置内容
・ 中小企業防災・減災投資促進税制（特定事業継続力強化設備等の特別償却制
度）は、中小企業が自然災害等に備えた事前対策を強化するための設備投資
を後押しするため、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号。以下「税法」
という。）第１１条の３、第４４条の２及び第６８条の２０において措置さ
れた。
・ 青色申告書を提出する中小企業者等であって、中小企業の事業活動の継続に
資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律（令和元年法律
第２１号）の施行の日（令和元年７月１６日）から令和５年３月３１日まで
の間（以下「認定対象期間」という。）に中小企業等経営強化法（平成１１
年法律第１８号。以下「法」という。）第５６条第１項又は法第５８条第１項
の認定を受けた中小企業者が、その認定を受けた日から同日以後１年を経過
する日までの間（以下「適用対象期間」という。）に、その認定に係る法第５
６条第１項に規定する事業継続力強化計画又は法第５８条第１項に規定す
る連携事業継続力強化計画（法第５７条第１項又は法第５９条第１項の規定
による変更の認定があったときは、その変更後のもの。）に記載された対象設
備を、取得等をして事業の用に供した場合に、特別償却２０％（令和５年４
月１日以後に取得等をする対象設備は特別償却１８％）の税制措置を受ける
ことができる。
２．適用対象者
・ 青色申告書を提出する中小企業者等（注）で、認定対象期間内に法第５６条
第１項又は法第５８条第１項の認定を受けた法第２条第１項に規定する中
小企業者に該当する者。
（注）中小企業者等とは
・ 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人
・ 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が１，００
０人以下の法人
※ただし、以下の法人は対象外
①同一の大規模法人（資本金の額若しくは出資金の額が１億円超の法人、
資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が１，
０００人超の法人、又は大法人（資本金の額又は出資金の額が５億円
以上である法人等）との間に当該大法人による完全支配関係がある法
人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。）から２分の１以上
の出資を受ける法人
②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人
③前３事業年度の平均所得金額が１５億円超の法人
-2-
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・ 事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同
組合連合会、商店街振興組合
・ 常時使用する従業員数が１，０００人以下の個人事業主
３．適用対象期間及び適用手続きの手順
（１）適用対象期間
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた日から
同日以後１年を経過する日まで。
※認定対象期間内に事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の
認定を受けることが必要。
（２）適用手続きの手順
①事業継続力強化計画、連携事業継続力強化計画の作成及び認定の申請
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画を作成し、事業継続
力強化計画を作成した中小企業者又は連携事業継続力強化計画の代表者
の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局に認定を申請する。
②設備の取得等
認定対象期間内に経済産業大臣の認定を受けた後、事業継続力強化計
画又は連携事業継続力強化計画に記載された対象設備を、当該計画の認
定を受けた日から１年以内に取得等をする。
③税務申告
対象設備の取得等をした後、税務申告を行う。
なお、税務申告の際は、対象設備の償却限度額の計算明細書を添付す
るものとする。
４．対象設備
・ 本税制の対象となる設備は、次の表に該当するもののうち、認定を受けた事
業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画における目標の達成及び内
容の実現に資するものであることにつき、経済産業大臣の確認を受けたもの
とする。
・ 当該確認は、経済産業大臣が事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計
画を認定する際に、併せて行うものとする。
・ ただし、上記の要件を満たす設備であっても、以下の①から③のいずれかに
該当する設備は対象外とする。
① 消防法（昭和２３年法律第１８６号）及び建築基準法（昭和２５年法律第
２０１号）に基づき設置が義務づけられている設備
② 中古品、所有権移転外リースによる貸付資産
③ 設備の取得等に充てるための国又は地方公共団体の補助金等の交付を受け
-3-
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て取得等をする設備
【対象設備の種類等】
対象設備の種類等は、中小企業等経営強化法施行規則（平成１１年通商産業省
令第７４号）第２９条の規定に基づき、自然災害（「器具及び備品」については、
自然災害又は感染症）の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有
する減価償却資産のうち、次に掲げるものとする。
減価償却資産の種類

対象となるものの用途又は細目

自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、制
機械及び装置（※） 震・免震装置
（１００万円以上） （これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与え
る影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）
自然災害：全ての設備
器具及び備品（※） 感染症：サーモグラフィ装置
（３０万円以上） （同等に、感染症の発生が事業活動に与える影響の軽
減に資する機能を有するものを含む。）

建物附属設備
（６０万円以上）

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、
配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停
電電源装置、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水
ポンプ、格納式避難設備、止水板、制震・免震装置、架
台（対象設備をかさ上げするために取得等をするもの
に限る。
）、防水シャッター
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与え
る影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

※「機械及び装置」及び「器具及び備品」には、「対象となるものの用途又は
細目」欄に掲げる対象設備をかさ上げするための架台で、資本的支出により
取得等をするものを含む。
附 則
（施行期日）
１ この実施要領は、令和３年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この実施要領の規定（対象設備の種類等のうち器具及び備品並びに建物附属
設備に係る部分に限る。）は、中小企業者（法第２条第１項に規定する中小企
業者をいう。以下同じ。）がこの実施要領の施行の日以後に法第５６条第１項
又は法第５８条第１項の認定（法第５７条第１項又は法第５９条第１項の規
定による変更の認定を含む。以下単に「認定」という。）の申請をする事業継
-4-
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続力強化計画又は連携事業継続力強化計画について適用し、中小企業者が同
日前に認定の申請をした事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画に
ついては、なお従前の例による。
附 則
（施行期日）
この実施要領は、令和３年６月１６日から施行する。
以上

-5-
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⽇本型直接⽀払のうち

多⾯的機能⽀払交付⾦

【令和３年度予算額 48,652 （48,652）百万円】

＜対策のポイント＞
地域共同で⾏う、多⾯的機能を⽀える活動や、地域資源（農地、⽔路、農道等）の質的向上を図る活動を⽀援します。
＜事業⽬標＞
○ 農地・農業⽤⽔等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な⼈材の参画率の向上
○ 農地・農業⽤⽔等の保全管理に係る地域の共同活動により広域的に保全管理される農地⾯積の割合の向上
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．多⾯的機能⽀払交付⾦ 47,050（47,050）百万円
① 農地維持⽀払
地域資源の基礎的保全活動等の多⾯的機能を⽀える共
同活動を⽀援します。
② 資源向上⽀払
地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の⻑寿命化
のための活動を⽀援します。
（円/10a）
都府県

北海道

❶農地維持⽀払 ❷資源向上⽀払 ❸資源向上⽀払
❶農地維持⽀払 ❷資源向上⽀払 ❸資源向上⽀払
(共同) ※1
(⻑寿命化) ※1,2,3
(共同)※1
(⻑寿命化) ※1,2,3

⽥

3,000

2,400

4,400

2,300

1,920

3,400

畑

2,000

1,440

2,000

1,000

480

600

250

240

400

130

120

400

草地

・農地法⾯の草刈り、⽔路の泥上げ、農道の路⾯維持
等
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域
資源の保全管理に関する構想の策定 等

農地法⾯の草刈り

交付単価

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適⽤］
※１︓➋、❸の資源向上⽀払は、➊の農地維持⽀払と併せて取り組むことが必要
※２︓➊､➋と併せて❸の⻑寿命化に取り組む場合は､➋に75％単価を適⽤
※３︓❸の⻑寿命化において、直営施⼯を⾏わない等の場合は、5/6単価を適⽤

２．多⾯的機能⽀払推進交付⾦ 1,602（1,602）百万円
都道府県、市町村等による事業の推進を⽀援します。
定額

都道府県

⽔路の泥上げ

市町村

定額

農業者等

⽔路のひび割れ補修

農道の窪みの補修

ため池の外来種駆除

（円/10a）

【加算措置】

項⽬

都府県

多⾯的機能の更なる増進

多⾯的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等
※「⿃獣被害防⽌対策及び環境改善活動の強化」の中で「⿃獣緩衝帯の
整備・保全管理」も対応可

農村協働⼒の深化

上記の⽀援を受けた上で、構成員のうち⾮農業者等が４割以上を占め、かつ実践
活動に構成員の８割（役員に⼥性が２名以上参画している場合は６割）以上
が毎年度参加する場合

⽔⽥の⾬⽔貯留機能の強
化（⽥んぼダム）の推進

資源向上⽀払（共同）の交付を受ける⽥⾯積の１/２以上で取り組む場合

⼩規模集落⽀援

既存活動組織が、地域資源の保全管理が困難な⼩規模集落を取り込み、集落
間連携により保全管理を⾏う取組を⽀援
項⽬

定額

農道の路⾯維持

・⽔路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や⽣
態系保全などの農村環境保全活動 等
・⽼朽化が進む⽔路、農道などの⻑寿命化のための
補修 等

実 施 主 体︓農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）
対象農⽤地︓農振農⽤地及び多⾯的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農⽤地

＜事業の流れ＞
国

資源向上⽀払

農地維持⽀払

広域化への⽀援

※下線部は拡充内容

北海道

⽥

400

320

畑

240

80

40

20

⽥

400

320

⽥

1,000

700

畑

600

300

80

40

草地

草地

都府県

北海道

交付⾦（定額）

３集落以上または50ha以上

３集落以上または1,500ha以上

４万円/年・組織

3,000ha以上

８万円/年・組織

広域活動組織の⾯積規模等に応じ
200ha以上
た交付額
1,000ha以上

15,000ha以上

7 16万円/年・組織

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2197）

防災集団移転促進事業の概要

※赤字下線部は法改正事項

災害危険エリアにおいて、地域コミュニティを維持しつつ、防災性向上を図るため、住居の集団的移転を促進することを目的とした、
住宅団地の整備、住居の移転、移転元地の買取等に対し事業費の一部を補助
【事業の概要】

【国庫補助の対象となる主な経費】 （補助率３/４）

事業主体
市町村、都道府県（市町村からの申出に基づく）、都市再生機構（自治体

① 住宅団地の用地取得及び造成

（関連して移転する要配慮者施設に係る土地の整備を含む。なお、分譲の場
合は補助対象外。）

からの委託に基づく）

② 移転者の住宅建設・土地購入に対する補助

移転元地（移転促進区域）
自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある区域(※)

（住宅ローンの利子相当額）

※災害危険区域、浸水被害防止区域、地すべり防止区域、土砂災害
特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域
移転先（住宅団地）
５戸以上(※)かつ移転しようとする住居の数の半数以上
※ただし、災害ハザードエリア外からの移転については１０戸以上
事業イメージ

移転先

①住宅団地の用地取得及び造成

③ 住宅団地に係る公共施設の整備
④ 移転元地の土地・建物の買取
（やむを得ない場合を除き、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対する補助
⑥ 事業計画等の策定に必要な経費 （補助率１/２）
補助と地方財政措置をあわせて約94％が国の負担

移転元地

国庫補助金 3/4

②移転者の住宅建設･土地購入
に対する補助
③公共施設(道路､公園､集会所､
共同作業所等)の整備

一般補助施設整 一般
備等事業債
財源
(充当率90%)

元利償還の80%を特別交付税措置

④移転元地の土地・建
物の買取

：国の負担分

：地方の負担分

50%を特別交付税措置

地方財政措置

移転先

⑤移転者の住居の移
転に対する補助

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。
※⑥事業計画等の策定に必要な経費についても同様。
※都道府県が実施する場合は、特別交付税措置の対象外。
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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）
社総交（防安交含む）

事業概要
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～】

補助対象
（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：975千円/戸）

交付率
交付団体

（３）事業推進経費
○事業計画の策定、対象地域の調査等に要する費用

※ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6月を経過している
住宅に限る

ある場合は都道府県。）
地震防災対策
強化地域

特殊土壌地帯

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

公共団体が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅

市町村（市町村が事業主体となりがたい事情が

【限度額が引き上げられる地域】

限度額： 【通
常】 4,210千円/戸 （建物3,250千円/戸、土地960千円/戸）
【特殊地域】 7,318千円/戸 （建物4,650千円/戸、土地2,060千円/戸、敷地造成608千円/戸）※

（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）
○ 土砂災害特別警戒区域への指定が見込まれる区域 （土砂災害防止法第４条）
○過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 （災害救助法第２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若しくは生活上の支障が生じ、地方

都道府県、市町村

事業実施主体

（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。）及び改修のため、
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）

補助要件

国：１／２、地方公共団体：１／２

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）

＜適用イメージ＞

移転費等への助成

安全な土地
災害危険区域等
除却等への助成

建設費への助成
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39

農村地域防災減災事業＜公共＞

【令和２年度予算概算決定額 43,842（43,842）百万円】
〔「臨時・特別の措置」を含む令和２年度予算概算決定額 63,842 百万円〕 （令和元年度補正予算額 25,023百万円）

＜対策のポイント＞
地震・集中豪⾬等による災害を防⽌し、農村地域の防災⼒の向上を図るための総合的な防災・減災対策を実施します。
＜政策⽬標＞
湛⽔被害等が防⽌される農地及び周辺地域の⾯積約34万ha（うち農地⾯積約28万ha） [令和２年度まで]
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．防災・減災対策にかかる計画の策定（調査計画事業）
施設整備のために必要な、農村地域防災減災総合計画の策
定、ため池の諸元等の詳細情報（浸⽔想定区域図の作成を含
む）の整備等を⽀援します。
（ため池の諸元等の詳細情報の整備については定額助成（令
和２年度まで））

総合的な防災減災計画に基づき、優先順位に応じて以下の防災・減災対策を推進

２．農業⽤施設等の整備（整備事業）
⾃然的、社会的要因で⽣じた農業⽤施設等の機能低下の回
復や災害の未然防⽌を図るための整備、防災機能を維持するた
めの⻑寿命化対策の実施等を⽀援します。
また、農業⽔利施設の安全対策を緊急的に推進するため、農
業⽔利施設の危険箇所の把握や優先度に応じた安全施設の整
備を定額で⽀援します。（定額助成は令和２年度まで）
３．ため池の管理体制の強化（防災環境整備事業）
ため池の状況を速やかに把握するための⽔位計等の管理施設
の整備、代替⽔源の整備を伴うため池の統廃合について定額助
成で⽀援します。
（⽔位計等の管理施設の整備は令和２年度まで）
※下線部は拡充内容
＜事業の流れ＞
1/2、定額 等

国

1/2、定額 等

・洪⽔調節のための
ダムの改修等

地すべり対策

調査計画

・農村地域防災減災総
合計画策定
・ため池の諸元等の詳
細情報を整備

農業⽤河川⼯作物
応急対策

・河川⼯作物（頭⾸⼯
等）の整備

⽤排⽔施設整備

・湛⽔を防⽌するための
排⽔機場等の整備
・地盤沈下対策

公害防除対策

ため池整備

・ため池の整備（豪⾬・地震対
策、⻑寿命化対策等）
・ため池群の整備
・ため池の統廃合、しゅんせつ
・管理体制の強化 等

・客⼟、排⼟、区画整理

農村防災施設整備

・避難路、避難施設、安
全施設の整備 等

地域防災機能増進
・⽤排⽔路の分離
・⽔質浄化施設の設置

市町村 等

防災ダム整備

⽯綿管対策

・⽯綿管の撤去・
交換

・地すべり防⽌施設
の整備

⽔質保全整備

都道府県
都道府県

農地保全整備

・農地侵⾷防⽌のため
の排⽔施設等の整備

⻑寿命化対策

・⻑寿命化計画策定
・施設の補修・補強

耐震対策

・耐震性向上のた
めの施設整備

豪⾬対策

・総合的な地域排
⽔機能の強化

農道の防災対策

・農道橋等の耐震対策、防
災上危険な箇所の整備

［お問い合わせ先］農村振興局防災課（03-6744-2210）

10

農業競争力強化基盤整備事業のうち

農業競争力強化農地整備事業＜公共＞

【令和３年度予算概算決定額 68,045（71,628）百万円の内数】
（令和２年度第３次補正予算額 95,519百万円の内数）

＜対策のポイント＞
農地中間管理機構等による担い手への農地集積・集約化や、農業の高付加価値化に取り組む地区等を対象として、農地の整備等を実施します。
＜事業目標＞
担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進 ［令和５年度まで］
基盤整備完了区域（水田）における作付面積（主食用米を除く）に占める高収益作物の増加
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．農地整備事業
農業の競争力強化に向けて効率的かつ安定的な農業経営を確保するため、地域
農業の展開方向、生産基盤の状況等を踏まえつつ、必要な生産基盤及び営農環
境の整備と経営体の育成を一体的に支援します。

地域全体の一体的な農地整備によって、労働・土地生産性が向上し、併せて担い手へ
の農地集積や高収益作物の導入を図ることで、競争力ある農業の実現に寄与します。

２．草地畜産基盤整備事業
飼料生産基盤に立脚した力強い畜産経営の実現を図るため、畜産経営規模の
拡大や畜産主産地の形成に必要となる草地の基盤整備等を支援します。
３．農業基盤整備促進事業
畦畔除去による区画拡大、暗渠排水等、地域の実情に応じたきめ細かな農地の
整備を支援します。
４．スマート田んぼダム実証事業
近年多発する豪雨災害に対応するため、水田の持つ雨水貯留機能を最大に発揮
する「スマート田んぼダム」について実証します。

（事業前）小規模で不整形な農地

（事業後）大区画化・整形した農地

※ 下線部は、拡充内容
水稲

＜事業の流れ＞
1/2 等
定額、1/2 等

国

定額、1/2 等
定額

都道府県

（１、２の事業）

都道府県

（３の事業）

都道府県
都道府県

市町村等
（４の事業）

暗渠の整備により水田の汎用性
の向上を図り、収益性の高い作
物の作付を可能にします。
（写真は収穫中のタマネギ）

（３の事業）
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［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2208）

農

地

整

備

事

業

○ 我が国農業の競争力を強化するためには、担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化等
を推進することにより、農業の構造改革を図ることが不可欠。
○ 大区画化・汎用化等の農地整備については、農地中間管理機構とも連携して推進。
１．事業内容
農地整備事業

①農地整備
工

種：区画整理、暗渠排水、土層改良、
農業用用排水施設整備 等

効率的かつ安定的な農業経営を確保するた
め、地域農業の展開方向、生産基盤の状況等
を勘案し、必要な生産基盤及び営農環境の整
備と経営体の育成・支援を一体的に実施

＜整備前＞

中心経営体農地集積促進事業（促進費）

＜整備後＞

附帯事業：中心経営体農地集積促進事業 等
【限度額：事業費の12.5％】

・事業実施主体：都道府県、市町村、土地改良区
・対象事業：都道府県営農地整備事業、国営農地再編整備事業
・助成割合

②実施計画策定等
工

種：計画策定 等
【実施期間：２年以内】

補 助 率：１／２ 等

都道府県営農地整備事業

大区画化により農作業効率が向上

国営農地再編整備事業

中心経営体
集積率

助成割合

集約化加算※

助成割合

集約化加算※

85％以上

8.5％

＋4.0％（計12.5％）

2.2％

＋1.0％（計3.2％）

75～85％

7.5％

＋3.0％（計10.5％）

1.9％

＋0.8％（計2.7％）

65～75％

6.5％

＋2.0％（計8.5％）

1.7％

＋0.5％（計2.2％）

55～65％

5.5％

＋1.0％（計6.5％）

1.4％

＋0.3％（計1.7％）

水稲

タマネギ

※中心経営体に集積する農地面積の80％以上を集約化（面的集積）する場合

暗渠排水整備により水田の汎用性が向上

２．実施主体

３．実施要件

都道府県

・受益面積20ha以上（中山間地域等においては10ha以上）
・担い手への農地集積率50％以上 等

等
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農業基盤整備促進事業
○ 我が国農業の競争力を強化するためには、農地の大区画化・汎用化等の基盤整備により、担い手への農地集積・集約化や農業の
高付加価値化等を図ることが重要。
○ その際、既に区画が整備されている畦畔除去による区画拡大、暗渠排水、客土、除礫等の簡易な整備については、農業者の自力
施工を活用し、安価かつ迅速に実施することが有効。
○ このため、農地中間管理機構とも連携しつつ、地域の実情に応じたきめ細かな農地の整備等を推進。
１．事業内容
①きめ細かな基盤整備（定率助成）
・基盤整備

暗渠排水、土層改良、区画整理、農
作業道、農業用用排水施設、農用地
の保全

・調査調整

権利関係、農家意向、農地集積、基
盤整備等に関する調査・調整

・指

指導・助言活動、施工実態の把握、
外部監査 等

導

・補助率：50％ 等

②整備済み農地の簡易な整備（定額助成）※
事業種類

田(畑)の
区画拡大

条件
高低差10cm超
表土扱い有

12万５千円/10a
（25万円/10a）

高低差10cm以下
表土扱い無

５万５千円/10a
(17万５千円/10a)

畦畔除去のみ

３万円/100m

バックホウ

15万円/10a

トレンチャ

10万円/10a

掘削同時埋設

７万５千円/10a

バックホウ

15万円/100m

暗渠排水

湧水処理

暗渠排水

２．実施要件
①
②
③
④

農業競争力強化に向けた取組を行う地域
総事業費200万円以上
受益者数２者以上
受益面積５ha以上

助成単価 ※
【主なもの】

末端
畑かん施設

15万５千円/10a
(24万５千円/10a)

客土

層厚10cm以上

11万５千円/10a

除礫

深度30cm以上

20万円/10a

助成単価は現場条件等に応じた標準的な工事費の１／２相当

備考

（ ）は水路変更（管水
路化等）を伴う場合

助成単価の加算
○地下かんがい導入
＋２万５千円/10a
○実施設計(外注)
＋１万５千円/10a

区画拡大前

畦畔除去

（ ）は樹園地の場合

区画拡大後

注） 中心経営体に集約化（面的集積）する農地については、助成単価を２割加算
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３．実施主体
・都道府県

・市町村

・土地改良区、農業協同組合、農地中間管理機構

等

ス マ ー ト 田 ん ぼ ダ ム 実 証 事 業（新規）
○ 近年多発する豪雨災害への対策に向け、水田の持つ雨水貯留能力の更なる活用を検討する必要があることから、農業競争力強化
農地整備事業に「スマート田んぼダム導入実証事業」を創設し、まとまった面積の水田において自動給排水栓を用いた豪雨前の一斉落
水、豪雨中の一斉貯留や流出制限を行い、その防災上の効果を実証する。
１．事業内容
① スマート田んぼダム現地実証調査
○

（定額支援）

② 指導・助言、横展開の検討
通信基地局設置

自動給排水栓設置

実証農地へ自動給排水栓等整備

○

実証対象農地へ、自動給排水栓設
置と遠隔操作システムを整備、田ん
ぼダム実施のための簡易整備

○

現地実証調査への指導・助言
現地実証調査を行う各事業実施主体への技術指導や助言を行う

スマート田んぼダム実施体制整備

実施体制の整備

○
平時

農業者

豪雨時の一斉操作体制整備、地域
の調整を支援。

自動給排水栓
営農に利用

豪雨時

実施主体

横展開を図る手法の検討

現地実証調査の結果を踏まえたスマート田んぼダムの取組の
効果分析と実施の手引き作成

自動給排水栓
実施主体が一斉操作

３．実施主体

２．実施要件
（現地実証） 基盤整備が実施され、排水系統を同一にする一定程度のまとまり
のある水田であること
（指導・助言）水田の雨水貯留・河川流出について専門的知識を有すること
スマート田んぼダム
豪雨災害から地域
を守るため、自動給
排水栓による遠隔操
作で、豪雨前の水田
の一斉落水、豪雨中
の貯留・流出抑制を
行い、水田の持つ雨
水貯留能力を最大限
に発揮する取組であ
る。

（定額支援）

事前の準備

豪雨予報時

事前の話し合い
給排水栓管理体制
通常使用→実証への
移行判断基準
協力農家への十分な
説明、体制整備

落

水

（現地実証）都道府県、市町村、土地改良区等
(指導・助言）公募で選定された団体
豪雨後

豪雨中

一斉操作体制へ
判断基準に基づき、
貯 留
通常使用から一斉
操作体制へ移行
豪雨前に水田の貯
留水を排水

流出のコントロール
降水の一時貯留と流
出制限

流出ピークを最も低
減できるよう、降雨
の状況を見ながら柔
軟に一斉操作
まとまった降雨のたびに繰り返し実施

検証と全国展開

効果の分析
実証ほ場と対照ほ場
の流出量の違いから
効果を分析
最も効果を高めるた
めの自動給排水栓操
作方法を検証

手法の一般化
現地調査結果から、スマート田ん
ぼダムの効果と最適な手法を分析
自動給排水栓操作手法や体制整備
等をスマート田んぼダムの手引き
として取りまとめ、全国への横展
開を図る
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都市再生区画整理事業（予算制度の拡充）

社総交（防安交含む）

○ 令和元年台風第19号等の水災害等の宅地災害等を踏まえ、増大する自然災害リスクに対応するため、立地適正化計画における
防災対策の位置付けを推進するとともに、当該防災対策に基づく取組への支援を強化。

■拡充内容
・ 居住誘導区域内の浸水被害の防止・低減を図るため、立地適正化計画に位置づけた防災対策として実施する土地区画整理事業につ
いて、土地の嵩上げ費用を補助限度額の算定項目に算入することが可能。（令和二年度予算より措置）

【土地の嵩上げによる浸水対策のイメージ】

居住誘導区域内の浸水想定区域で
土地区画整理事業を実施

市街化調整区域
市街化区域
居住誘導区域
浸水想定区域

【対象要件】
①、②および③を満たす場合について、土地の嵩上げ費用を都市再生区画整理事業の補助限度額に算入
①その面積が20ha以上であり、被災が想定される棟数が1,000棟以上の浸水想定区域内で行われる事業
②居住誘導区域内であり、人口密度40人/ha以上の区域内で行われる事業
③立地適正化計画に浸水対策が記載されており、当該立地適正化計画に即して行われる事業
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森林整備事業：林野庁
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森林整備事業
背景
森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、木材をはじめとする林産物の供給等の多面的機能を有しており、国民
生活及び国民経済に大きく貢献しています。このような機能を持続的に発揮しつつ、林業の成長産業化を実現していくために
は、植栽、保育、間伐等の森林整備を適切に行うことによって、健全な森林を造成し、資源の循環利用を進めていく必要があ
ります。
特に、我が国の森林が利用期を迎える中、森林施業の集約化や路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ、計画的に間伐
や主伐後の再造林等の森林整備を進めることが重要です。
また、奥地等の条件不利地や、気象害、鳥獣害等を受けた被害森林のような、林業的な取り組みで対応できない森林について
は、公的な関与による森林整備を強化することが必要です。
このような多様な森林に対応した整備を推進していくため、「森林整備事業」を実施しています。

森林整備に対する支援
森林整備事業では、植付、下刈り、間伐等への作業に対し、補助が行われます。作業を実施した者は、都道府県に補助金の交
付を申請し、都道府県が検査を行った後、補助金が交付されます。
森林整備事業のあらまし（森林整備事業の紹介）

関係通知等
森林環境保全整備事業実施要綱（令和3年3月31日最終改正）(PDF : 108KB)
森林環境保全整備事業実施要領（令和3年3月31日最終改正）(PDF : 311KB)
森林環境保全整備事業要領の運用（令和3年4月14日最終改正）(PDF : 2,818KB)
森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について（令和3年3月31日最終改正）(PDF : 298KB)
「造林補助事業竣工検査内規例について」の制定について(令和2年12月25日最終改正）(PDF : 222KB)

森林整備事業の実績
森林環境保全整備事業等実績定期報告（令和元年度）(PDF : 1,123KB)
令和元年度森林整備事業実績（民有林補助）(PDF : 2,606KB)

森林整備事業の申請・検査（ドローン等の活用）
森林整備事業の申請・検査の際、図面や写真を添付することとしていますが、2020（R2）年4月より、GISデータやドローン
等の画像の使用も可能としました。

森林づくりの新たな技術
林野庁、森林総合研究所や各都道府県が行った低密度植栽や早生樹活用などの森林づくりに関する新たな技術に関する調査報
告書やパンフレット、これまでに開催したシンポジウムの資料などの資料をまとめました。
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森林整備事業：林野庁

Page 2 of 2

その他
都道府県問い合わせ先一覧(PDF : 198KB)

関連ページへのリンク
間伐等の推進について
路網整備の推進について
森林経営計画について
森林整備地域活動支援交付金について

お問合せ先

森林整備部整備課造林間伐対策室
担当者：造林間伐企画班
代表：03-3502-8111（内線6177）
ダイヤルイン：03-3502-8065
FAX番号：03-3502-6329

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

公式SNS

住所：〒100－8952 東京都千代田区霞が関1-2-1
電話：03-3502-8111（代表）代表番号へのお電話について
法人番号：4000012080002
サイトマップ

関連リンク集

農林水産省
トップページへ

ご意見∙お問い合わせ

アクセス∙地図

イベント情報

プライバシーポリシー

リンクについて・著作権

免責事項

Copyright : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
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都市防災総合推進事業（予算制度の拡充）

19

参考資料３－４

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する
法律（令和３年法律第31号）について
【公布：R３.5.10 / 施行：公布から３ヶ月又は６ヶ月以内】

～流域治水関連法～
改正法律
特定都市河川浸水被害対策法、河川法、下水道法
水防法、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
都市計画法、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律
都市緑地法、建築基準法

国 土 交 通 省
水管理・国土保全局
都
市
局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

● 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和3年法律第31号）
背景・必要性

＜予算関連法律＞

【公布：R3.5.10 / 施行：公布の日から３ヶ月又は６ヶ月以内で政令で定める日】

○近年、令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等、全国各地で水災害が激甚化・頻発化
○気候変動の影響により、21世紀末には、全国平均で降雨量１．１倍、洪水発生頻度２倍になるとの試算 （20世紀末比）
降雨量の増大等に対応し、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国、流域自治体、
企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的枠組み「流域治水関連法」を整備する必要

法律の概要
１．流域治水の計画・体制の強化

【特定都市河川法】

◆ 流域水害対策計画を活用する河川の拡大
－ 市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、自然的条件
により困難な河川を対象に追加（全国の河川に拡大）

◆ 流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実
－ 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し、官民による雨水貯留浸透
対策の強化、浸水エリアの土地利用等を協議
－ 協議結果を流域水害対策計画に位置付け、確実に実施

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策

【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

◆ 河川・下水道における対策の強化 ◎ 堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）
－ 利水ダムの事前放流の拡大を図る協議会（河川管理者、電力会社等の利水者等が
参画）の創設（※予算・税制）
－ 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速
－ 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、河川等から市街地への
逆流等を確実に防止
◆ 流域における雨水貯留対策の強化
－ 貯留機能保全区域を創設し、沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保
－ 都市部の緑地を保全し、貯留浸透機能を有するグリーンインフラとして活用
－ 認定制度、補助、税制特例により、自治体・民間の雨水貯留浸透施設の
整備を支援 （※予算関連・税制）

３．被害対象を減少させるための対策

【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

◆ 水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫
－ 浸水被害防止区域を創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認（許可制）
－ 防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等により、危険エリアからの移転
を促進 （※予算関連）
－ 災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により、市街地の
安全性を強化 （※予算関連）

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
【水防法、土砂災害防止法、河川法】

－ 洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等まで拡大し、リスク情報
空白域を解消
－ 要配慮者利用施設に係る避難計画・
訓練に対する市町村の助言・勧告に
よって、避難の実効性確保
－ 国土交通大臣による権限代行の対象
を拡大し、災害で堆積した土砂の撤去、
準用河川を追加
流域治水のイメージ

【目標・効果】 気候変動による降雨量の増加に対応した流域治水の実現
(KPI) 〇浸水想定区域を設定する河川数：2,092河川（2020年度）⇒約17,000河川（2025年度）

１

法改正の背景・必要性
気候変動の影響
速やかに対応
〇 今既に激甚化している水災害に対応するため、国・都道府県・市町村が早急に実施すべきハード・
ソフト一体となった対策の全体像を明らかにする「流域治水プロジェクト」を速やかに実施

（令和２年度内に全１級109水系で策定済）

国管理河川で戦後最大規模洪水に、都市機能集積地区等で既往最大降雨による内水被害に対応

将来の気候変動（降雨量の増大等）を見込んだ治水計画の見直し
将来の気候変動を見込んだ更なる対応
○ 現行計画よりも増大する降雨等（外力）に対応するため、河川対策の充実をはじめ、上流・下流や
本川・支川の流域全体を俯瞰した、関係者による流域治水を更に拡充
法的枠組「流域治水関連法」の整備が必要
森林・治山施設の整備
治水ダムの建設・再生

利水ダム活用

砂防施設の整備

ハザードマップ作成
防災集団移転事業

浸水被害防止区域

堤防強化

貯留機能保全区域
地区計画

雨水貯留浸透施設
避難拠点の整備

下水道整備

流域治水のイメージ

２

１．流域治水の計画・体制の強化

【特定都市河川法】

（１）流域水害対策計画を活用する河川の拡大
〇 計画策定の対象河川に、市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、自然的条件
により被害防止が困難な河川※を追加（全国の河川に拡大）
※バックウォーター現象のおそれがある河川、狭窄部の上流の河川等

（特定都市河川法）

（２）流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実
〇 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し（協議会）、雨水貯留浸透対策の強化、浸水エリアの
土地利用等を協議
様々な主体が流域水害対策を確実に実施
〇 協議結果を流域水害対策計画に位置付け
【協議会のイメージ】

◎ 河川管理者による河道等の整備に加えて、流域におけ

河川管理者
下水道
管理者

【流域水害対策計画の拡充】
る雨水貯留浸透対策などで被害防止

都道府県知事

現行
○

河川・下水道管理者による雨水貯留浸透対策が中心

追加
民間事業者等

学識経験者

市町村長

関係行政機関

○ 地方公共団体と民間による雨水貯留浸透対策の強化
（地方公共団体の施設と認定民間施設による分担貯留量の
明確化）
○ 土地利用の方針（保水・遊水機能を有する土地の保全、
著しく危険なエリアでの住宅等の安全性の確保）
（特定都市河川法）

３

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策

【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

（１）河川・下水道における対策の強化
◎ 中長期的計画に基づく堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）
〇 河川管理者、利水者（電力会社等）等で構成 〇 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画
に位置付け、整備を加速（下水道法）
する法定協議会を設置。利水ダムの事前放流の
〇 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、
拡大を協議・推進（河川法）
河川等から市街地への逆流等を確実に防止（下水道法）
事前放流によ り
容量を確保

事前放流

利水容量

※予算：・二級水系の事前放流に伴う損失補填
・河川管理者による放流施設整備

＜下水道整備による浸水対策の例＞

＜樋門による逆流防止のイメージ＞

※税制：放流施設に係る固定資産税非課税措置
ゲート
名古屋中央雨水調整池（建設中）
（貯留量：約104,000ｍ3）

事前放流の
イメージ

×

下水道

河川

（２）流域における雨水貯留対策の強化
○

沿川の保水・遊水機能を有
する土地を、貯留機能保全区
域として確保（盛土行為等に対す
（特定都市河川法）
る届出義務と勧告）

〇

貯留浸透に資する
都市部の 緑地を 保全し、
水害の被害を軽減する
グリーンインフラとし
て活用 （都市緑地法）

○

認 定制 度 、 補助 、 税制 特例 、地 区計 画 等を
駆使して、官民による雨水貯留浸透施設の整備
を推進 （特定都市河川法、下水道法、都市計画法）
＜雨水貯留浸透施設整備のイメージ＞

河川

法律補助で、地方公共団体による
整備を促進（※予算関連）

保水・遊水機能を
有する土地

都道府県知事等の認定（法律補
助や固定資産税軽減）で、 民間
による整備を促進（※予算関連・税制）

雨水貯留
浸透施設
貯留機能保全区域のイメージ

グリーンインフラのイメージ

地区計画に位置づけることで、施設
の整備を担保

４

３．被害対象を減少させるための対策

【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫
①

浸水被害防止区域を創設し、住宅や
③ 防災集団移転促進事業を拡充し、危険なエリア
要配慮者施設等の安全性を事前確認（特定都市河川法）
から安全なエリアへの移転を促進（防集法）（※予算関連）

－浸水被害の危険が著しく高いエリア

－防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充

－都道府県知事が指定

【現行の区域】 災害が発生した地域・災害危険区域
【追加】 浸水被害防止区域のほか、地すべり防止区域
急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域を追加

－個々の開発・建築行為を許可制に

（居室の床面の高さが浸水深以上、建築物が倒壊等しない安全な構造）
※平成30年７月豪雨では、死亡者の多くが住宅で被災

－事業の担い手を都道府県・URに拡充
①都道府県による事業の計画策定
②URによる事業の計画策定・事業実施の本来業務化

浸水被害の危険が著しく高いエリアのイメージ

②

④

地区単位の浸水対策を推進（都市計画法）

災害時の避難先となる拠点の整備（都市計画法）
－ 水災害等の発生時に住民等の避難・滞在の拠点
となる施設を都市施設として整備 (※予算関連)

－地域の実情・ニーズに応じたより安全性の高い
防災まちづくり
－地区計画のメニューに居室の床面の高さ、

＜イメージ図＞

敷地の嵩上げ等を追加

避難路となる
歩行者デッキ
避難者の
一時滞在施設
購買施設・医療施設

浸水深

規制前

高床化

ピロティ等

敷地の嵩上げ

避難場所となる広場

５

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策 【水防法、土砂災害防止法、河川法】
（１）リスク情報空白域の解消

（２）要配慮者施設に係る避難の実効性確保

〇 想定最大規模の洪水、雨水出水、高潮に対応したハザー
ドマップ作成エリア（浸水想定区域）を、現行の大河川等
から住家等の防御対象のあるすべての河川流域、下水道、
海岸に拡大（水防法）
※

令和元年東日本台風では、阿武隈川水系の中小河川において、
人的被害が発生

〇 要配慮者施設に係る避難計画や避難
訓練に対し、市町村が助言・勧告

（水防法、土砂災害防止法）

※

令和２年７月豪雨により、避難計画が
作成されていた老人ホームで人的被害が
発生。

※

浸水想定区域を設定する河川の目標数
（現在）約2,000河川 ⇒ （今後）約17,000河川（2025年度）

（３）被災地の早期復旧
〇

国土交通大臣による権限代行の対象を拡大（河川法）

あ か た に

土砂崩壊多数 赤谷川
な ら が た に

【対象河川】
・都道府県管理河川

（１級河川の指定区間、２級河川）

（追加）
・市町村管理河川
（準用河川）

奈良ヶ谷川
市が災害復旧
（朝倉市管理）

お と い し

乙石川

お お や ま

大山川

ち く ご

国が
災害復旧を
代行
（福岡県管理）

筑後川
（国管理）
な ら が た に

奈良ヶ谷川
（朝倉市管理）

【対象事業】
・改良工事・修繕
・災害復旧工事

本来の流路
（土砂で埋塞）

（追加）
・災害で堆積した
河川の土石や流木等の排除
国が準用河川の災害復旧を代行することが想定される例
（平成29年九州北部豪雨（福岡県・筑後川水系））

６

参考資料３－５

令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日
都 市 局 都 市 計 画 課
水管理・国土保全局河川計画課
住 宅 局 建 築 指 導 課

「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」を作成しました
～気候変動により増大する水災害リスクを踏まえた防災まちづくりを推進します～
国土交通省では、気候変動により増大する水災害リスクに対する水災害対策とまち
づくりのより一層の連携を推進するための方策等について検討するため、「水災害対
策とまちづくりの連携のあり方」検討会を設置し、有識者による議論を重ね、昨年８
月に提言がとりまとめられました※。
今般、本提言に沿って防災まちづくりに取り組む地方公共団体等を支援するため、
「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」（別添１）を作成しまし
たので、公表します。
※検討会及び提言については、以下の国土交通省ウェブページを参照ください。
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000059.html

＜「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」の概要（別添２）＞
治水部局やまちづくり部局など関係者が連携して防災まちづくりに取り組むことが
できるよう、以下の項目について基本的な考え方を提示。
①多段階の頻度における浸水想定や河川整備前後の浸水想定等の防災まちづくりに活
用できる水災害に関するハザード情報の充実
②ハザードの特性や地域の状況に応じた地域ごとの水災害リスクの評価
③水災害リスクの評価に加え、地域の持続可能性やまちづくり全体との総合的なバラ
ンスを考慮した、防災まちづくりの方向性の決定
④水災害リスクが存在する区域における、リスクを軽減又は回避するための総合的な
対策の検討及び地域の関係者との合意形成
⑤流域・広域の視点からの関係者の連携体制の構築、人材の確保・育成等
※本ガイドラインは、以下の国土交通省ウェブページに掲載されます。
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000059.html
今後、国土交通省では、本ガイドラインを地方公共団体等に積極的に周知し、流域
治水プロジェクトや立地適正化計画の作成等において、水災害リスクを踏まえた防災
まちづくりが推進されるよう、支援してまいります。
【問合せ先】
国土交通省 都市局 都市計画課 原田、矢吹
TEL 代表 03-5253-8111（内線：32653） 直通 03-5253-8410 FAX 03-5253-1590
国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 河川計画調整室 松山、石田
TEL 代表 03-5253-8111（内線：35376） 直通 03-5253-8445 FAX 03-5253-1602
国土交通省 住宅局 建築指導課 建築物防災対策室 大島、佐瀬
TEL 代表 03-5253-8111（内線：39569） 直通 03-5253-8514 FAX 03-5253-1630
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水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン【概要】①
概要

別添２

○近年、激甚な水災害が全国各地で発生し、今後、気候変動の影響による降雨量の増加等により、さらに頻発化・激甚化することが懸念されることから、河
川整備等と防災まちづくりの総合的・重層的な取組により、水災害に強いまちづくりを目指すことが必要。
○このような状況を受け、国土交通省は「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会を設置し、令和2年8月に提言をとりまとめ。今般、提言に基づき、水
災害ハザード情報の充実や防災まちづくりを進める考え方・手法を示す「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」を作成。
○地方公共団体の治水、防災、都市計画、建築等の各分野の担当部局が、これまで以上に連携を深め、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりに取り組んで
いけるよう、本ガイドラインを周知し、支援。
○本ガイドラインの内容は、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりについて、現時点で妥当と思われる基本的な考え方を整理したもの。今後、各地域での取組
を通じて得られた知見を随時反映し、法制度の改正等も踏まえ、必要に応じて見直し、充実。
「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会
開催経緯
令和２年１月 ８日 第１回検討会
４月１７日 第２回検討会
６月１２日 第３回検討会
７月１６日 第４回検討会
８月２６日 提言とりまとめ
令和３年３月１７日 第５回検討会
５月２８日 ガイドラインとりまとめ
委員名簿

取組主体：市町村（主な実施者）、国及び都道府県（重要な協力者）を想定。
水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの全体の流れ
ハザード情報を整理し、防災まちづくりの検討に必要なハザード情報を充実。
ハザード情報をもとに、地域ごとに水災害リスクの評価を行い、防災まちづくりの方向性を検討。
水災害リスクの評価内容に応じて、当該リスクを軽減又は回避する対策を検討し、防災まちづくりの目
標を設定。新たなハザード情報が必要となった場合には、情報をさらに充実。
まちづくりにおける対策では地域の水災害リスクの軽減に限界がある場合には、治水部局において、水
災害ハザードを軽減させるために更なる治水対策等の取組を検討。

（◎座長、○副座長 敬称略、五十音順）

岡安 章夫
小山内 信智
加藤 孝明
木内 望
○ 立川 康人
◎ 中井 検裕
中村 英夫
藤田 光一
事務局

ガイドラインの全体像

東京海洋大学海洋資源エネルギー学部門教授
政策研究大学院大学教授
東京大学生産技術研究所教授
建築研究所主席研究監
京都大学大学院工学研究科教授
東京工業大学環境・社会理工学院教授
日本大学理工学部教授
河川財団河川総合研究所長

国土交通省 都市局、水管理・国土保全局、住宅局

防災まちづくりの推進に当たっては、流域
全体のリスク分担のあり方の検討など、流
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域・広域の観点からの連携が必要。

水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン【概要】②
ガイドラインの概要

１．防災まちづくりに活用できる水災害に関するハザード情報

２．地域における水災害リスク評価

①既に公表されているハザード情報（法定の洪水浸水想定区域、治水地形分類図
等）に加え、防災まちづくりに活用できるハザード情報（より高頻度の浸水想定
や河川整備前後の浸水想定等）を新たに作成。

①１．のハザード情報に加えて、暴露及び脆弱性の情報により、水災害による損
失を表す「水災害リスク」を評価。

大阪府流域整備後。神崎川ブロック河川整備計画完了時。安
威川ダム完成。各河川ため池貯留。神崎川掘削（1/40）後

（洪水・雨水出水・津波・高潮、土砂災害）

（ハザードを被る人命、財産等）

（被害の受けやすさ）

②ハザードの特性や地域の状況に応じて、水災害リスクの評価項目を設定。
・人的被害（深い浸水による人の死亡、氾濫流による家屋倒壊 等）
・経済的被害（家屋、事業所資産の浸水被害、交通の途絶 等）
・都市機能上・防災上重要な施設（庁舎、医療施設等）の機能低下
②で設定した項目ごとに①に従って水災害リスクを評価し、視覚化した上で、水災害リスクが高い地区を抽出。
深い浸水による
人的被害リスク

多段階の浸水想定区域図のイメージ

水災害リスクが高い地区の抽出のイメージ

床上浸水による事業所
資産の被害リスク

河川整備前後の浸水想定の例

凡例

浸水深3.0ｍ 以上となる洪水規模
1/10未満
1/10～1/50
1/50以上

氾濫流による家屋倒壊による
人的被害リスク
急傾斜地の崩壊による住宅の
倒壊による人的被害リスク
浸水による都市機能上・防災上
重要な施設の機能低下リスク

③ハザードの発生頻度ごとに水災害リスクの大きさを評価し、地域の水災害リスク
の構造を把握。
① 中頻度～低頻度で大きな被害を受けるおそれの

凡例

浸水深

0.5m 未満
0.5以上3.0ｍ 未満
3.0以上5.0ｍ 未満
5.0以上10.0ｍ 未満
10.0以上20.0ｍ 未満

：浸水深3.0m（※）以上となる浸水頻度
※水平避難が必要となる目安として仮設定

20.0ｍ 以上

多段階の浸水想定区域図を用いた危険浸水深の発生しやすさの評価

②①の新たなハザード情報は、河川管理者等（各地方整備局河川部又は当該
河川の河川国道事務所及び都道府県等）が、防災まちづくりの取組主体である
市町村との連携・調整のもと作成。

ある地域のリスクカーブ
② 高頻度では被害は受けないが、低頻度で甚大な
被害を受けるおそれのある地域のリスクカーブ
③ 高頻度と低頻度で被害を受けるおそれのある地
域のリスクカーブ
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水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン【概要】③
ガイドラインの概要

３．水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの方向性
①２．で評価した水災害リスクを可能な限り避けることを原則としつつ、都
市の構造、歴史的な形成過程、人口・経済・土地利用の動態等を踏
まえ、地域の持続可能性やまちづくり全体との総合的なバランスを考慮し、
防災まちづくりの方向性を決定。

４．水災害リスクを軽減又は回避する対策
①３．の防災まちづくりの方向性の実現に向け、水災害リスクが存在する区域に
ついて、リスクを軽減又は回避するための対策を総合的に検討。

都市計画の内容

②対策を計画的に実行していくために、防災まちづくりの目標を設定。

都市の歴史的な形成過程

人口・経済の動態

③地域にどのような水災害リスクが存在し、そのリスクを軽減又は回避するために
どのような対策を行う必要があるのか、地域の関係者との合意形成が図られ
ることが重要。

②水災害リスクが存在する区域ごとに、以下の方向性を検討。
• 都市機能上の必要性等を勘案し、水災害リスクを軽減し、又はこれ以上増加させ
ない対策を講じながら、都市的土地利用を継続。
• 残存する水災害リスクが大きいことが見込まれることから、都市的土地利用を回避。

建築物の浸水対策
（脆弱性を小さくする対策）

５．関係者間の連携
①上流・下流、本川・支川の治水バランスを確保し、流域全体で安全を
確保するため、流域・広域の視点から関係者が連携。
②関係部局間の連携体制の構築、各分野横断的な知識を有する人材
の確保・育成、専門家の協力体制の構築。

土地利用の規制、
安全な区域への移転
（暴露を小さくする対策）

避難路・避難施設の整備
（脆弱性を小さくする対策）
防災まちづくりの対策内容
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流域治水推進のための水災害リスク情報の充実について

参考資料３－６
【機密性２】

発出元 → 発出先
作成日_作成担当課_用途_保存期間
○水災害リスク情報の更なるデータの充実とその利活用（まちづくりや住まい方の工夫、将来の宅地開発や企業の立地
選択等）の推進に向け、想定最大規模降雨のみならず中高頻度の降雨（例えば10年や30年に一度程度発生する降
雨）を想定した場合の水害リスク情報を重ね合わせ、浸水の頻度を示した水害リスクマップ（仮称）の作成等を進める。
○まちづくりとの連携や流域対策も含めた事業効果の見える化等、様々な活用目的ごとに合わせたアウトプットも必要と
考えられるため、今後各分野で検討。

【水害リスクマップ（仮称）イメージ図】

【活用例（目的）】
＊まちづくり
・都市計画・立地適正化計画等（開発規制や居
住誘導等）での活用、住まい方の工夫
→地域毎の水害リスク評価
→防災まちづくりの方向性の検討

＊治水対策

音更町

・流域対策も含めた事業効果の見える化
→より高頻度の浸水想定
→河川整備前後の浸水想定

＊避難行動

帯広市

・タイムラインの作成
幕別町
出典：北海道開発局帯広開発建設部浸水頻度マップ
（帯広市、音更町、幕別町）

浸水頻度を踏まえた避難路等の設定
→新たなハザードマップの情報

【農業や雪国等の東北地方の特性を考えた流域治水プロジェクトのメニュー（案）】
（多機能インフラを念頭に～平常時・洪水時・大雪時～）

洪 水 時

平 常 時

参考資料３－７

大 雪 時

⑤

⑥

⑤

⑥
③
④

⑥

①②

①水田
②耕作放棄地の集約
③校庭・緑地・公園
④水防災拠点
⑤防護柵・外壁
⑥高床式住宅、集合住宅化（避難所併設など）
家屋移転時の集約化、盛土、ピロティ
（住まい方の工夫：高齢化や空き家対策も考慮）

雨水貯留機能増強
雨水貯留施設

雪捨て場

防水壁

除雪車転回場所
防雪柵・防風林

浸水被害軽減

積雪障害軽減

自家用車・農機具等一時的な避難場所

多機能の
イメージ
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他水系の流域治水協議会での議論例
○地区ごとの特徴・被害形態が様々なことを踏まえ、まちづくりとも連携した取り組みをパッケージ的【ミニ流域治水】に検討。
〇令和元年東日本台風で大きな被害が生じた郡山市や須賀川市等で議論を実施。

■阿武隈川上流

2

他水系の流域治水協議会での議論例
○流域治水の取り組みを推進していくにあたり、県、市町村等にアンケートを取り、各地区における具体的な課題を抽出・整理。
〇課題を解決するため、必要な取り組みを検討し、協議会で議論を実施。

■鳴瀬川水系
吉田川
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流域治水の推進

（広報の取組）

○流域治水の取り組みを着実に進めていくためには、地域の協力が不可欠。
〇関係者全員で流域治水に取り組む意識を持続させることが必要と考え、新聞広告や流域治水の取組に特化した情報連携誌を新たに発行。
情報連携誌は県、自治体、報道機関等に対しメールによるニュース配信にて実施。

情報連携紙の発刊

整備が完了したものを
タイムリーに地域にお知らせ
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【82東北地整】

流域治水の推進

（広報の取組）

「阿武隈川上流 流域治水シンポジウム」を開催

～水害から命を守るために～

１．概要
近年激甚化・頻発化が懸念されている水害に備え、流域全体のあらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住民等）が協働して、水害
を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進する必要がある。
令和元年東日本台風で大きな被害が生じた阿武隈川において、流域関係者の水害への関心を更に高め、流域治水という新しい治水の考え方
について理解を深めていただくため、シンポジウム（基調講演・パネルディスカッション）を開催。
２．日時／聴講人数

基調講演の様子

パネル展示の状況

➢日 時：令和３年６月２０日(日)14:00-16:00
➢場 所：福島県福島市 こむこむ館
➢出演者：市長を含む10名（内2名Web参加）
３．講演内容/講演者
・基調講演① 講演者：風間 聡（東北大学 教授）
『気候変動下のおける流域治水の必要性について』
・基調講演② 講演者：土井 邦裕（気象予報士）
『気候変動を気候変動下における世界』
・パネルディスカッション
『阿武隈川流域の推進に向けて』
コーディネーター：長林 久夫（日本大学 名誉教授）
スピーカー：
・木幡 浩（福島市長）・橋本 克也（須賀川市長）
・風間 聡（東北大学 教授）・川越 清樹（福島大学 教授）
・小川 則雄（郡山中央工業団地会 会長）
・浅沼 秀俊（福島県建設業協会 副会長）
・土井 邦裕（気象予報士）
・佐藤 健司（東京海上日動火災保険(株) 次長）
・福島 陽介（福島河川国道事務所 事務所長）

風間 聡（教授）

土井 邦博（気象予報士）

パネルディスカッションの様子

福島 陽介
（事務所
長）

長林 久夫（日本大学 名誉教授）

川越 清樹
（福島大学 教授）

木幡 浩
（福島市長）

小川 則雄
（郡山中央工業
団地会長）

橋本 克也（須賀川市長）

佐藤 健司
（東京海上日動火災保険(株))
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参考資料３－８
参考資料－５

東北地方整備局 建政部

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「流域治水プロジェクト」について
〇令和３年３月３０日に、 東北地整管内全ての一級水系（１ ２水系）、 二級水系のうち小本川（岩手県）において、 「流域治水
プロジェクト」を公表。 引き続き、 他の二級水系においても策定・公表を進めていく予定。
〇今後、 各種対策を具体化していくことが必要であり、 河川のみならず、 下水道、 都市（公園を含む）、 住宅、 道路、 海岸
保全施設（港湾を含む）等と連携し、取り組んでいくことが必要。
流域のあらゆる関係者が協働して行う対策
■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
森林整備・治山対策

集水域

砂防関係施設
の整備

利水ダム
の活用

治水ダムの
建設・再生

水田貯留

ため池等
の活用

雨水貯留施設
の整備

バックウォータ―対策

排水機場の整備

リスクが低い
地域への移転

リスクの高い地域

堤防整備・強化
雨水貯留・排水
施設の整備

河川区域

・利水ダム等の事前放流
・利水ダムの事前放流等の判断に資する雨量予測の高度化
・水田の貯留機能の向上
・森林整備、治山対策
・民間企業等による雨水貯留浸透施設の整備
・未活用の国有地を活用した遊水地・雨水貯留浸透施設等の整備など
■被害対象を減少させるための対策

氾濫域

遊水地整備
河道掘削

・河川堤防や遊水地等の整備
・治水ダムの建設・再生
・雨水貯留浸透・排水施設の整備
・砂防関係施設の整備
・海岸保全施設の整備

学校施設の
浸水対策

・高台まちづくりの推進（線的・面的につながった高台・建物群の創出）
・リスクが高い区域における立地抑制・移転誘導 など
■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・ハザードマップやマイタイムライン等の策定
・要配慮者利用施設（医療機関、社会福祉施設等）の浸水対策
・渡河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流失防止対策
・地下駅等の浸水対策、鉄道橋梁の流出等防止対策
・学校及びスポーツ施設の浸水対策による避難所機能の維持 など

海岸保全施設の整備

あらゆる関係者が協働して行う「流域治水」

あらゆる関係者が協働して、「流域治水プロジェクト」を策定し、実行
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都市再生特別措置法等の一部改正について
背景・必要性
○頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の
抑制、移転の促進、防災まちづくりの推進の観点から総合的な対策を講じることが喫緊
の課題
○こうした取組に併せて、生産年齢人口の減少、社会経済の多様化に対応するため、まち
なかにおいて多様な人々が集い、交流することのできる空間を形成し、都市の魅力を向
上させることが必要

法案の概要
安全なまちづくり【都市計画法、都市再生特別措置法】
災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制

○開発許可制度の見直し
-災害レッドゾーンでの開発について、自己業務用施設も原則禁止
-市街化調整区域の浸水ハザードエリアにおける住宅等の開発を抑制
○住宅等の開発に対する勧告・公表
-立地適正化計画の居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅
等の開発について勧告を行い、これに従わない場合は公表できることとする

災害ハザードエリアからの移転の促進

○市町村による移転計画制度の創設
-災害ハザードエリアからの円滑な移転を
支援するための計画を作成

(予算)
防災集団移転の戸数要件の緩和(10戸→５
戸)など住宅、病院等の移転に対する支援

災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくり

＜災害レッドゾーン＞
-立地適正化計画の居住誘導
・災害危険区域（崖崩れ、出水等）
区域から災害レッドゾーンを原
・土砂災害特別警戒区域
則除外
・地すべり防止区域
-立地適正化計画の居住誘導
・急傾斜地崩壊危険区域
区域内で行う防災対策・安全
＜災害イエローゾーン＞
確保策を定める「防災指針」の
災害レッドゾーン以外の災害ハザードエリア
作成
（浸水ハザードエリア等）
⇒避難路、防災公園等の避難地、避難施設等の整備や警戒避難体制
の確保等

⇒

安全で魅力的なまちづくりの推進が必要

「国土強靱化基本計画」、「経済財政運営と改革の基本方針2019」、 「成長戦略実行計
画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画」、「まち・ひと・し
ごと創生基本方針2019」（閣議決定）において、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくりの
推進、災害リスクの高いエリアの立地規制やエリア外への移転促進、スマートシティの推進、コン
パクト・プラス・ネットワーク等を位置づけ

魅力的なまちづくり【都市再生特別措置法、都市計画法、建築基準法】
「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出

都市再生整備計画*に「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域を設
定し、以下の取組を推進＊都市再生整備計画：市町村が作成するまちづくりのための計画
○「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出
整備前
-官民一体で取り組むにぎわい空間の創出
例）公共による街路の広場化と民間によるオープンスペース提供

(予算)公共空間リノベーションへの交付金等による支援
(税制)公共空間を提供した民間事業者への固定資産税の軽減

-まちなかエリアにおける駐車場出入口規制等の導入
○まちなかを盛り上げるエリアマネジメントの推進

-都市再生推進法人*のコーディネートによる道路・公園の占用手続の
円滑化
＊都市再生推進法人：NPO、まちづくり会社等の地域におけるまちづ
くり活動を行う法人（市町村が指定）
(予算)官民連携によるまちづくり計画の策定等を支援
(予算)都市再生推進法人への低利貸付による支援

居住エリアの環境向上

車道中心の駅前広場
整備後

駅前のトランジットモール化、広場
整備など歩行者空間の創出

○日常生活の利便性向上
-立地適正化計画の居住誘導区域内において、住宅地で病院・店舗など日常生
活に必要な施設の立地を促進する制度の創設
○都市インフラの老朽化対策
-都市計画施設の改修について、立地適正化計画の記載事項として位置づけ
⇒ 改修に要する費用について都市計画税の充当等

【目標・効果】

○「防災指針」に基づく対策を強化し、安全なまちづくりを実現
（ＫＰＩ）防災指針の作成：約600件（全ての立地適正化計画作成自治体）（2021年～2025年［2021年:100件 ↗ 2025年:600件］）
○多様な人々が集い、交流することのできる「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを創出し、魅力的なまちづくりを実現
（ＫＰＩ）「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域を設定した市町村数：2025年度までに100市町村以上
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（総論）頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」
【都市計画法、都市再生特別措置法】
〇 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、
立地適正化計画の強化など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じる。
◆災害ハザードエリアにおける開発抑制

◆立地適正化計画の強化

（開発許可の見直し）

（防災を主流化）

＜災害レッドゾーン＞
-都市計画区域全域で、住宅等（自己居住用
を除く）に加え、自己の業務用施設（店舗、病
院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場等）の開発
を原則禁止
＜浸水ハザードエリア等＞
-市街化調整区域における住宅等の開発許
可を厳格化（安全上及び避難上の対策を許可の
条件とする）

-立地適正化計画の居住誘導区域から災害
レッドゾーンを原則除外

開発許可を
原則禁止
開発許可を
原則禁止

避難路、防災公園等の避難地、
避難施設等の整備、
警戒避難体制の確保等

開発許可
の厳格化

【都市再生特別措置法】

（住宅等の開発に対する勧告・公表）

◆災害ハザードエリアからの移転の促進

-災害レッドゾーン内での住宅等の開発※につい
て勧告に従わない場合は公表できることとする

※ ３戸以上又は1000㎡以上の住宅等の開発で開発許可
の対象とならないもの
区

域

災害レッドゾーン

開発許可を
原則禁止

浸水ハザードエリア等

市街化調整区域

開発許可の
厳格化

【都市計画法、都市再生特別措置法】
災害レッドゾーン
・災害危険区域（崖崩れ、出水等）
・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域

-市町村による防災移転支援計画
市町村が、移転者等のコーディネートを行い、移転に
関する具体的な計画を作成し、手続きの代行 等

勧告・公表

対応

市街化区域
市街化調整区域
非線引き都市計画区域

-立地適正化計画の居住誘導区域内で行う
防災対策・安全確保策を定める「防災指
針」の作成

※上記の法制上の措置とは別途、予算措置を拡充
（防災集団移転促進事業の要件緩和
（10戸→5戸 等））
【都市再生特別措置法】

市街化調整区域

既存の住宅
・施設の移転

市街化区域
居住誘導区域
災害レッドゾーン
浸水ハザードエリア等
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立地適正化計画について
○人口減少下においても、医療、福祉、商業等の必要な生活サービスが確保され、住民が安心して暮らせる都市をつくる
ための包括的なマスタープランであり、
○まちなかや公共交通の沿線に都市機能や居住を誘導し、ネットワークでつなぐ、コンパクトシティを実現するためのツール
となるものです。

立地適正化計画区域
＝都市計画区域
市街化区域等
居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと誘導
する施設を設定

○都市のコンパクト化を進め、一定の人口密度を確保することによって、
・ 生活サービス施設の立地と経営を支え、市民の生活利便性の維持・向上が期待されます。
・ まちなかの土地利用が増進し、地価が維持され固定資産税収の確保が期待されます。
・ 公共施設やインフラの維持・管理業務やゴミ収集等の行政サービスが効率化されることが期待されます。

4

立地適正化計画の作成状況［東北地方整備局］
○５５都市が立地適正化計画について具体的な取組を行っている。 （令和２年１２月３１日時点）
○このうち、２９都市が令和２年１２月３１日までに計画を作成・公表済。
・令和２年１２月３１日までに作成・公表済の都市 ［
・現在計画作成中の都市（作成意向も含む） ［

青森県

公表日

◎ 青森市 H30.3.30
◎ 弘前市 H29.3.31
◎ 八戸市 H29.3.31
◎ 黒石市 H31.3.31
◎ 五所川原市 H31.3.29
◎ 十和田市 H30.3.30
三沢市
◎ むつ市 H29.2.20
つがる市
平川市
平内町
今別町
蓬田村
外ヶ浜町
鰺ヶ沢町
深浦町
西目屋村
藤崎町
大鰐町
★田舎館村 R4年度内
板柳町
鶴田町
中泊町
★ 野辺地町
◎ 七戸町 R3年度内
六戸町
横浜町
東北町
六ヶ所村
★ おいらせ町 R5年度以降
大間町
東通村
風間浦村
佐井村
三戸町
★ 五戸町 R4年度内
田子町
南部町
◎ 階上町 R3年度内
新郷村
40 自治体

改定日

岩手県

公表日

◎ 盛岡市
宮古市
◎ 大船渡市
◎ 花巻市
◎ 北上市
久慈市
遠野市
一関市
陸前高田市
釜石市
◎ 二戸市
八幡平市
奥州市
滝沢市
◎ 雫石町
葛巻町
岩手町
紫波町
矢巾町
西和賀町
金ケ崎町
平泉町
住田町
大槌町
★山田町
岩泉町
田野畑村
普代村
軽米町
野田村
九戸村
洋野町
一戸町
33

R2.3.31

改定日

未定（作成を検討中）

未定（作成中）

H28.6.1 R2.8.25
H30.3.30

R2年度内
未定（作成中）

宮城県

公表日

◎ 仙台市
石巻市
塩竈市
気仙沼市
白石市
名取市
角田市
多賀城市
岩沼市
◎ 登米市
栗原市
東松島市

R5年度以降

◎ 大崎市
R3年度内

未定（作成を検討中）

自治体

公表済
作成中
◎ 集約都市形成支援事業活用自治体（活用済含む）
★ 集約都市形成支援事業活用予定自治体（R３以降）

： ２９都市］
： ２６都市］

R3年度内
R3年度内
都市機能：Ｈ29.3.31

居住誘導：H31.3.29

蔵王町
七ヶ宿町
大河原町
村田町
◎ 柴田町 R3年度内
川崎町
丸森町
亘理町
山元町
松島町
七ヶ浜町
利府町
大和町
大郷町
富谷市
大衡村
色麻町
加美町
涌谷町
美里町
女川町
南三陸町
35 自治体

改定日

秋田県

公表日

◎ 秋田市
◎ 能代市
★横手市
◎ 大館市
男鹿市
◎ 湯沢市
鹿角市
由利本荘市
潟上市
◎ 大仙市
北秋田市
にかほ市
仙北市
★ 小坂町
上小阿仁村
藤里町
三種町
八峰町
五城目町
八郎潟町
井川町
大潟村
美郷町
羽後町
東成瀬村
25

H30.3.30
R3年度内

H31.3.29
H31.3.29
H30.3.30

H30.3.26

R3年度内

自治体

改定日

山形県

公表日

◎ 山形市
◎ 米沢市
鶴岡市
◎ 酒田市
新庄市
寒河江市
◎ 上山市
◎ 村山市
◎ 長井市
◎ 天童市
東根市
◎ 尾花沢市
◎ 南陽市
山辺町
◎ 中山町
河北町
西川町
朝日町
★大江町
★ 大石田町
金山町
最上町
舟形町
真室川町
大蔵村
鮭川村
戸沢村
高畠町
川西町
小国町
◎ 白鷹町
飯豊町
三川町
庄内町
遊佐町
35

R3年度内
R2年度内

H29.4.1
R1.7.1

改定日

福島県
◎ 福島市

公表日
都市機能：Ｈ29.3.25
居住誘導：Ｈ31.3.29

◎ 会津若松市 R3年度内
◎ 郡山市

都市機能：Ｈ29.3.31
居住誘導：Ｈ31.3.29

未定（作成を検討中

R2年度内

R2.3.26
H31.3.29
R3年度内
R3年度以降

R3年度内
H30.10.22

R4年度内

R3年度内

◎ いわき市
◎ 白河市
◎ 須賀川市
◎ 喜多方市
相馬市
◎ 二本松市
◎ 田村市
南相馬市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
川俣町
大玉村
鏡石町
天栄村
下郷町
檜枝岐村
只見町
南会津町
北塩原村
西会津町
磐梯町
◎ 猪苗代町
会津坂下町
湯川村

R1.10.8
R2年度内

R1.6.30
H31.4.1
H31.3.31
R3年度内

R3年度内

R2年度内

改定日

福島県
柳津町
三島町
金山町
昭和村
会津美里町
西郷村
泉崎村
中島村
◎ 矢吹町
棚倉町
矢祭町
塙町
鮫川村
石川町
玉川村
平田村
浅川町
古殿町
三春町
小野町
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
◎ 新地町
飯舘村

公表日

改定日

H30.3.30

59 自治体

自治体
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防災指針の検討について
防災まちづくりの将来像、取組方針の検討
１） 地区ごとの課題を踏まえた取組方針の検討
■防災上の対応方針（ターゲット）と将来像、地区ごとの取組方針の例
防災上の対応方針
（ターゲット）

より安全な地域への居住・都市機能を誘導する堅牢なまちづくり
雨水出水（内水）
(案)

雨水貯留浸透機能を
高める対策を講じる

(案)

土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

洪水

⇒ リスクの低減

洪水

⇒ リスクの回避

避難場所・避難路の
確保を行う

⇒ リスクの回避

⇒ リスクの回避

砂防堰堤等の整備により安全
度が高まるまで、誘導区域か
らの除外を図る
⇒ リスクの低減

災害時行動計画の策定等警
戒避難態勢を強化する

⇒ リスクの低減

建築物のハード対策により浸水リ
スクを低減するとともに避難計画・
備蓄計画を強化する
洪水

土砂

土砂

河川整備により安全度が高まるま
で誘導区域からの除外を図る
洪水

※各取組方針に基づく取組の結果の
イメージを併せて示すことが考えられる

洪水

建築物の構造規制を行う

⇒ リスクの回避

津波

居住の移転を促進する
居住地の移転促進により被害を
回避する

⇒ リスクの低減

高潮

⇒ リスクの低減

浸水深を低減させる
対策を講じる

⇒ リスクの低減

要配慮者の利用を考慮した
避難場所を充実させる
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流域治水対策等の主な支援事業 １／４

7

流域治水対策等の主な支援事業 ２／４

8

流域治水対策等の主な支援事業 ３／４

9

流域治水対策等の主な支援事業４／４

10

コンパクトシティ形成支援事業 （集約都市形成支援事業）

個別補助

○ 立地適正化計画等の計画策定や、医療、福祉施設、居住機能の移転の促進等、コンパクトなまちづくりを推進する自治体に対して、
重点的な支援を実施。【補助率：地方公共団体 1/2、民間事業者 1/2、1/3】
■計画策定の支援

コンパクトシティ形成支援事業の概要

計画を作りたい

補助対象者

【計画策定の支援】
①立地適正化計画※
②PRE活用計画
③広域的な立地適正化の方針

市町村都市再生協議会
地方公共団体

PRE活用協議会
鉄道沿線まちづくり協議会

④低炭素まちづくり計画
※人口10万人未満かつ人口減少率が20％以上の都市のみ、上限550万円まで定額補助

【コーディネート支援】

計画に基づく各種施策の推進のための合意形成等を支援

○立地適正化計画の検討にあわせて、未着手都市計画道路やイン
フラ老朽化についても把握することが重要。そういった調査を行う場合
には、条件によっては策定支援を活用できる。

■誘導施設等への支援
【誘導施設等の移転促進支援】

移転を促進したい

誘導施設等の跡地の除却処分・緑地等整備の支援
- 医療施設、社会福祉施設等（延床面積1,000㎡※ ）
- 商業施設（上記と一体的に立地するもの）

令和２年度 拡充事項

※人口10万人未満かつ人口減少率が20％以上の都市のみ、延べ床面積500㎡以上へ緩和

【建築物跡地等の適正管理支援】

立地適正化計画に跡地等管理区域として位置付けられた区域等に
おける建築物跡地等の適正管理を支援

■居住機能への支援
【居住機能の移転促進に向けた調査支援】

※上限500万円

防災対策を位置付けた立地適正化計画に基づく居住誘導区域外の
災害ハザードエリアから、居住誘導区域内への居住機能の移転促進に
向けた調査を支援

■人口10万人未満かつ2015年から2030年における人口減少率が20％以上
の都市に対して、計画策定の支援を定額補助（上限550万円）にて支援
■人口10万人未満かつ2015年から2030年における人口減少率が20％以上
の都市に対して、誘導施設移転に係る除却対象の移転後の延床面積要件
を、1,000㎡以上から500㎡以上に緩和
■複数自治体が共同して立地適正化計画を作成する場合、計画策定の支援
の補助対象者に「市町村都市再生協議会」を追加
■立地適正化計画において防災対策が位置づけられた居住誘導区域外の災
害ハザードエリアから、居住誘導区域内への居住機能の移転促進に向けた調
査への支援を追加
11

都市構造再編集中支援事業 （令和２年度創設）

個別補助

必要な都市機能を誘導するための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画を作成

都市再構築戦略事業
○事業の特徴
・生活に必要な都市機能（医療・社会福祉・教育文化・子育て支援・体育※）を都市機能誘導区域内へ誘導する
ため、社会資本整備総合交付金により整備を支援。
・交付率をかさ上げして支援。（交付率40%→50%）
・民間事業者が事業主体で間接交付を行う場合、「①低・未利用地の活用」「②複数の敷地の集約・整序」
「③既存ストックの活用」「④都市機能の複合整備」を行う事業については、交付対象事業費のかさ上げを
行い、民間負担を軽減。
○事業の構成
（１）中心拠点区域内・連携生活拠点区域内における
誘導施設の整備事業。
：医療施設、社会福祉施設、
教育文化施設、子育て支援施設
・連携生活拠点誘導施設：医療施設、社会福祉施設、
教育文化施設地域交流センター

○事業イメージ
居住誘導区域

・中心拠点誘導施設

（２）生活拠点区域内における誘導施設の整備事業。
（３）中心拠点区域内又は生活拠点区域内において、
事業を推進するため（１）又は（２）の事業と一体
的に実施する都市再生整備計画事業のその他
の交付対象事業。（道路、公園、地域交流センター等）

生活拠点区域
都市機能
誘導区域

公共交通

誘導施設

都市再生整備
計画区域
中心拠点区域

駅

※ 体育施設本体の整備に要する費用については支援対象外。体育施設を市町村等が自ら整備する場合に、（３）について、 交付率を50％に嵩上げして支援を実施。

12

都市防災総合推進事業

社総交（防安交含む）

※赤字下線部はR3拡充事項
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（仮称）志田谷地防災センター（宮城県大崎市）
〇 大崎市では、国土交通省が整備する防災拠点に地域の一時避難所（（仮称）志田谷地防災センター）を併設。
〇 令和３年度より都市防災総合推進事業を活用し整備する（令和５年度完了見込み）。

国土交通省スペース

（仮称）志田谷地防災センター
大崎市

（仮称）志田谷地防災センター
大崎市

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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福祉避難所・防災拠点施設整備（山形県舟形町）
○水防拠点の拡張・増設（防災拠点の整備）（都市防災総合推進事業の活用事例）
〇防災対応の拠点となる町役場が浸水し災害対策本部の機能が低下。
〇防災拠点施設及び福祉避難所整備により、災害時における防災体制の構築及び避難体制の確保が図られる。

位置図

事業概要

山形県舟形町

介護老人保健施設 舟形徳洲苑 浸水状況（平成３０年８月６日）
※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
出典：最上川水系流域治水プロジェクト
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宅地耐震化推進事業

社総交（防安交含む）

大地震時等における滑動崩落や液状化による宅地の被害を軽減するため、変動予測調査を行い住民への情報提供等を図るとともに、対
策工事等に要する費用について補助する。

○ 大規模盛土造成地の変動予測調査等
大地震等が発生した場合に、大きな被害が生ずるおそれのある大規模盛土造成
地の変動予測調査等（大規模盛土造成地マップの見直しや宅地液状化マップ作
成、及び宅地擁壁等の危険度調査、応急対策工事等）に要する費用の一部を補助
。 事業主体 地方公共団体、宅地所有者（間接補助）等
交付率
１／３、１／２ （H30補正で措置、2020年度まで）
交付対象 ・大規模盛土造成地及び宅地の液状化による変動予測調査
・宅地擁壁等の危険度調査 ・宅地擁壁等の応急対策工事

避難路

液状化しやすさマップ（千葉県）

擁壁の防災対策

擁壁の危険度調査

○ 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業

○ 宅地液状化防止事業

大地震等に、一定の要件を満たす大規模盛土造成地が滑動崩落することを防
止するために行われる事業に要する費用の一部を補助。

宅地と一体的に行われる道路等の公共施設の液状化対策事業に要する費用
の一部を補助。

現在の地下水位
地下水排水溝

対策後の地下水位

地下水排水溝

大規模盛土造成地の滑動崩落防止工法のイメージ
事業要件
①宅造法第16条第2項の勧告又は第20条第1項の指定を受けた区域であること
②下記のいずれかに該当すること
・盛土面積3,000㎡以上かつ住戸10戸以上
・勾配20度以上かつ盛土高さ5ｍ以上かつ住戸5戸以上
・盛土高さ2m以上かつ住戸2戸以上（震度7の地震による激甚災害指定、擁壁被害1万件以上等が要件）
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、
避難地又は避難路等に被害が発生するおそれのあるもの

道路と宅地との一体的な液状化対策を行う工法のイメージ（地下水位低下工法）
事業要件
①当該宅地の液状化により、公共施設（道路、公園、下水道、河川、水路その他公共の用に
供する施設をいう。）に被害が発生するおそれのあるもの
②変動予測調査等により、液状化による顕著な被害の可能性が高いと判定された3,000㎡以上
の一団の土地の区域でありかつ、区域内の家屋が10戸以上であるもの
③宅地液状化防止事業計画の区域内の宅地について所有権を有する全ての者及び借地権を
有する全ての者のそれぞれ3分の2以上の同意が得られているもの
④公共施設と宅地との一体的な液状化対策が行われていると認められるもの

事業主体 地方公共団体、宅地所有者（間接補助）等
交付率
１／４、１／３、１／２（熊本地震および北海道胆振東部地震の被災宅地の復旧に限る）
交付対象 大規模盛土造成地の滑動崩落防止工事に要する設計費及び工事費

事業主体 地方公共団体
交 付 率 １／４、１／２（熊本地震および北海道胆振東部地震の被災宅地の復旧に限る）
交付対象 宅地と一体的に行われる公共施設の液状化防止工事に要する設計費及び工事費

●大規模盛土造成地滑動崩落防止事業 及び 宅地液状化防止事業 共通
上記の現行要件に加え、平成１９年４月１日以前に造成に着手された宅地で、以下①～③いずれかに該当するものについて地方公共団体が事業主体のものは交付率１/２
①立地適正化計画において宅地の防災対策が定められる場合 ②滑動崩落により人家１０戸（避難路を有する場合は５戸）以上へ流出する場合 ③震度５弱相当で滑動崩落する場合
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出典：北上川下流河川事務所資料
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令和３年度 大郷町の防災拠点及び宅地嵩上げについて
〇 令和元年度台風19号において浸水被害を受けた中粕川地区において、河川管理者による決壊箇所の堤防改修が実施されるが、より安全
度の高い地域とするため、防災拠点の整備や宅地の嵩上げを実施する。
〇 都市防災総合推進事業については、令和3年度よりコミュニティセンター（避難施設）、避難道路、防災避難緑地に関する測量設計を実施
し、準備が整った箇所から用地補償を行う。（令和6年度完了見込）
〇 宅地嵩上げ安全確保事業については、令和3年度より宅地嵩上げに関する測量設計を実施し、工事に着手する。（令和5年度完了見込）
避難道路（堤防上）

A－A‘ 断面

避難道路（堤防上）
測量設計【R3】
用地補償【R3～R4】
工事
【R4～R6】

避難道路

避難道路
測量設計【R3】
用地補償【R3～R5】
工事
【R5～R6】
中粕川地区
吉田川

大郷町役場

宅地嵩上げ（H=1m）

防災避難緑地

コミュニティセンター（避難施設）
測量設計【R3】
用地補償【R3】
工事
【R3～R6】
宅地嵩上げ
測量設計【R3】
工事
【R3～R5】

防災避難緑地
測量設計【R3】
用地補償【R3】
工事
【R3～R5】
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令和元年東日本台風（台風１９号）における堆積土砂排除事業実施状況
〇台風第19号に伴う出水等により東北管内の各地で多量の土砂が堆積。
〇都市局所管の「堆積土砂排除事業」の活用に向け令和2年1月20～22日に災害査定を実施
〇令和2年度内の撤去完了
丸森町における災害査定実施状況（令和２年１月２０日）

【東北管内における堆積土砂排除事業活用状況】
久慈市
青森県

普代村
秋田県
岩手県

山田町
薄平地区

土砂仮置場
山形県

土砂堆積・撤去状況
久慈市

宮城県

丸森町

福島県

［令和２年１月末時点］

都道府県名

市町村名

撤去後

撤去前

岩手県

普代村

宮城県
合
撤去前

撤去土砂量
（ｍ3）

撤去後

計

久慈市

1,810

普代村

380

山田町

1,200

丸森町

108,690
112,080
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防災集団移転促進事業

個別補助

○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、市町村が行う住宅団地の整備等に対し事業費の一部を補助
○地域の合意形成の下、地域まるごとの集団移転を行い、地域コミュニティの維持、防災性向上を実現
【国庫補助の対象となる主な経費】 （補助率３/４）

【事業の要件】
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、集団移転促進事業計画を定める。
移転元地（移転促進区域）
自然災害が発生した地域又は災害のおそれのある災害危険区域
移転先（住宅団地）
10戸以上（かつ移転しようとする住居の数の半数以上）
ただし、災害ハザードエリアからの移転については５戸以上（事前移転の促進）
②移転者の住宅建設･土地購入に対する補助

① 住宅団地の用地取得及び造成に要する費用
（団地を移転者に分譲する場合は国庫補助対象外）
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
（住宅ローンの利子相当額）
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経費
④ 移転促進区域内の土地の買取に要する経費
（やむを得ない場合を除き、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経費（引っ越し費用等）に対する補
助に要する経費
⑥ 事業計画等の策定に必要な経費 （補助率１/２）

⑤移転者の住居の移
転に対する補助

移転元地
④移転促進区域内の土
地の買取

住宅団地

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

①住宅団地の用地取得造成
③公共施設等(道路､公園､集会
所､共同作業所等)の整備

：国の負担分

一般補助施設
一般
整備等事業債
財源
(充当率90%)

元利償還の80%を特別交付税措置
：地方の負担分
50%を特別交付税措置

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。
※⑥事業計画等の策定に必要な経費についても同様。
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都市再生区画整理事業（予算制度の拡充）

社総交（防安交含む）

○ 令和元年台風第19号等の水災害等の宅地災害等を踏まえ、増大する自然災害リスクに対応するため、立地適正化計画における
防災対策の位置付けを推進するとともに、当該防災対策に基づく取組への支援を強化。

■拡充内容
・ 居住誘導区域内の浸水被害の防止・低減を図るため、立地適正化計画に位置づけた防災対策として実施する土地区画整理事業につ
いて、土地の嵩上げ費用を補助限度額の算定項目に算入することが可能。（令和二年度予算より措置）

【土地の嵩上げによる浸水対策のイメージ】

居住誘導区域内の浸水想定区域で
土地区画整理事業を実施

市街化調整区域
市街化区域
居住誘導区域
浸水想定区域

【対象要件】
①、②および③を満たす場合について、土地の嵩上げ費用を都市再生区画整理事業の補助限度額に算入
①その面積が20ha以上であり、被災が想定される棟数が1,000棟以上の浸水想定区域内で行われる事業
②居住誘導区域内であり、人口密度40人/ha以上の区域内で行われる事業
③立地適正化計画に浸水対策が記載されており、当該立地適正化計画に即して行われる事業
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下水道による浸水対策に関する事業制度
【事業メニュー】

【事業目的】

通常の下水道事業

交付対象管のみを整備
再度災害防止等の観点から
浸水安全度を早急に高める

防安交

行政と住民等が連携して、既存施設を
最大限活用した対策を実施

【支援内容】
・交付対象管渠となる雨水管等の整備を支援。

下水道浸水被害軽減総合事業

・再度災害防止や事前防災・減災の観点から、浸水安全度を早急に
高めるため、ハードとソフトを組み合わせた総合的な浸水対策を支援。
（下水道浸水被害軽減型）
・既存施設を最大限活用した下水道整備や止水板の設置等を支援。
（効率的雨水管理支援型）

下水道と河川のネットワーク化施設等を
整備

都市水害対策共同事業

・下水道の雨水貯留施設と河川の洪水調整施設をネットワーク化する
ための施設等の整備を支援。

各戸貯留浸透等

新世代下水道支援事業

・個人・民間事業者等による雨水貯留浸透施設等の設置を支援（
地方公共団体を通じた間接補助）

大規模な雨水貯
留施設等

特定地域都市浸水被害対策事業

民間の雨水貯留
施設等の整備を
推進

個別補助

都市機能集積地区の
浸水安全度を早急に高める

下水道床上浸水対策事業

・浸水被害対策区域（下水道法に基づき市町村等が条例で指定）
や都市機能誘導区域において民間の雨水貯留施設等の整備を支援
。
・都市機能集積地区等における早急な再度災害防止を図るため、計
画的に実施する大規模な浸水対策を支援。

河川事業と連携し
浸水安全度を早急に高める

事業間連携下水道事業

・内水による深刻な影響を回避するため、下水道整備と河川事業を
一体的かつ計画的に実施する浸水対策を支援。

大規模な雨水処理施設の
設置・改築

大規模雨水処理施設整備事業

・計画的な整備や適切な機能確保を図るため、大規模な雨水処理
施設の設置又は改築を集中的に支援。

河川とのネットワーク管の整備（都市水害対策共同事業）
各戸貯留浸透施設等の整備
（新世代下水道整備事業）
交付対象管渠の整備
（通常の下水道事業）
再度災害防止等の観点から浸水安全度を早急に高める
（下水道浸水被害軽減総合事業 下水道浸水被害軽減型）

既存施設を活用した整備や止水板等の整備
（下水道浸水被害軽減総合事業 効率的雨水管理支援型）
大規模な雨水処理施設の整備
（大規模雨水処理施設整備事業）

浸水被害対策区域における民間の雨水貯留施設等の整備
（特定地域都市浸水被害対策事業）
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個別補助制度の拡充による整備の加速化

個別補助

○下水道による大規模な再度災害防止対策や河川事業と連携した内水対策について、計画的・集中的に支援する
ための補助事業制度を令和元年度より創設。
○一定期間に集中的な投資が必要となる大規模な雨水処理施設について、計画的な整備や適切な機能確保を図るため、
集中的に支援する補助事業制度を令和２年度より創設。
○これらの補助事業の活用を促進し、整備を加速化。

【対策イメージ】

下水道床上浸水対策事業
＜大規模な再度災害防止対策＞
令和元年度より創設

○浸水被害のリスクが高い都市機能集積地区等における
早急な再度災害防止を図るため、下水道整備による浸水
対策を集中的に支援。
・概ね5年以内で完了する事業
・過去概ね10年以内に床上浸水50戸以上 等の要件
事業間連携下水道事業

雨水ポンプの整備

＜河川事業と連携した内水対策＞

雨水貯留管の整備

○内水による深刻な影響を回避するため、河川事業と一体的
かつ計画的に実施する下水道整備を集中的に支援。
・概ね5年以内で完了する事業
・想定される浸水家屋が25戸以上 等の要件
令和２年度より創設

大規模雨水処理施設整備事業
＜大規模な雨水処理施設の設置・改築＞
○計画的な整備や適切な機能確保を図るため、大規模な
雨水処理施設の設置又は改築を集中的に支援。
・概ね10年以内で完了する事業
・総事業費が5億円以上

を要件

貯留施設の整備
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下水道床上浸水対策事業

個別補助

※令和元年度創設

背景・課題

○平成３０年７月豪雨では、全国の浸水戸数約２．９万戸のうち、内水被害が約１．９万戸を占め、多数の内
水被害が発生するなど、近年、全国の都市において内水被害が頻発しており、浸水によって、市民生活
や地域経済への甚大な影響が発生
○特に、都市機能が集積しており、近年、浸水実績のある浸水リスクが高い重要な地区においては、計画
的に実効性のある再度災害防止対策を講じることが必要
概要

○浸水被害のリスクが高い都市機能集積地区における早急な再度災害防止を図るため、下水道整備によ
る浸水対策を計画的に実施
【対策メニュー】雨水管、雨水貯留管、雨水ポンプの整備 など
対策イメージ

採択要件
・・・ハード整備
・・・ソフト対策
・・・自助（ハード整備）

河川

駅周辺地区に代表される都市機能が集積する地区で、過
去概ね10年間で床上浸水被害が発生した実績があり、以
下のいずれかに該当する地区
・過去概ね10年間に、延べ床上浸水被害戸数が50戸以上、
延べ浸水被害戸数が延べ200戸以上発生した地区
・内水浸水シミュレーションにより、床上浸水被害戸数が50
戸以上、浸水被害戸数が200戸以上想定される地区
ハード・ソフト対策からなる総合的な計画を立案
概ね5年で床上浸水対策を計画的に実施
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事業間連携下水道事業

個別補助

※令和元年度創設

背景・課題

○近年、全国の都市において浸水被害が頻発しており、被害を受けた地区には、市役所、避難所、消防署
、緊急輸送道路、地下街等の重要施設が存在し、浸水によって、それらの施設が機能不全を起こし、人
命を脅かす事態や地域経済への甚大な影響が発生
○内水被害対策の推進にあたっては、下水道と河川が一体的に進める必要があるが、各事業の優先度合
が異なる場合、効果が十分に発揮できていない
○激甚化する内水被害に対して、効果をより発現させる観点から、総合的な計画に基づき、一定期間内（概
ね５年）に集中的に対策を講じることが効果的
概要

○内水での深刻な影響を回避するため、下水道整備を河川事業と一体的に計画的・集中的に実施
【対策メニュー】雨水管、雨水貯留管、雨水ポンプの整備 など
採択要件

対策イメージ
【庄内川水系土岐川での連携事例】
（概要）
・浸水対策として雨水貯留
施設やポンプ場等の整備
を実施するとともに、受け
皿となる河川の改修を実
施。ハザードマップ作成等
のソフト対策も実施
・総事業費：約57億円
・事業期間：H25年～29年

下水道事業 ●
河川事業
●

浸水の恐れがある地域に、以下のいずれかを含む地域
• 浸水想定区域内に、市役所、要配慮者利用施設等の重要施設
• 近10年に家屋の浸水実績
総合的な計画を立案
概ね５年で実施
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大規模雨水処理施設整備事業

個別補助

※令和２年度創設

背景・課題

○令和元年台風19号や、平成30年7月豪雨など、近年、全国の都市において内水被害が頻発してお
り、浸水によって、市民生活や地域経済への甚大な影響が発生。
○特に、一定期間に集中的な投資が必要となる大規模な雨水処理施設について、計画的な整備や
適切な機能確保を図るため、集中的な支援が必要。
概要

○雨水処理を担う下水道施設の計画的な整備や適切な機能確保を図るため、概ね10年以内で完了
し、事業費が5億円以上の雨水処理施設の設置又は改築を計画的・集中的に実施する。
【対策メニュー】雨水管、雨水貯留管、雨水ポンプの整備

など
採択要件

対策イメージ

雨水処理を担う下水道施設の設置又は改築
を実施する事業であり、以下のすべてに該当
するもの
・事業期間が概ね10年以内
・総事業費が5億円以上
雨水ポンプ場の整備

雨水貯留管の整備
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下水道浸水被害軽減総合事業

【下水道浸水被害軽減型】

社総交（防安交含む）

○雨水貯留・浸水施設の整備（ハード対策）、住民に対しリアルタイムに情報提供するための装置、止水板等の設
置（ソフト対策）等が交付対象事業であり、これらを効果的に組み合わせて総合的な浸水対策を図り、浸水に対
する安全度を早急に高めることを目的。
○駅周辺地区など都市機能が集積した地区で一定規模以上の浸水被害の実績がある地区、浸水シミュレーション
の結果により一定規模以上の浸水被害が想定される地区、100mm/h安心プランに登録された地区等が交付対
象の要件。
下水道浸水被害軽減型を活用した、下水道による総合的な浸水対策のイメージ
効果的なハード対策

自 助
・・・ハード整備
・・・ソフト対策
・・・自助（ハード整備）

ソフト

ハード

重点的かつ効率的な施設の整備
と効果的な運用
○ 貯留・浸透施設の積極的導入 等

ソフト対策の強化
自助を支える情報収集・提供等
の促進
○ 内水ハザードマップの公表
○ リアルタイム情報提供の促進 等

自助の促進
自助の促進による被害の最小化
○ 浸水時の土のう、止水板設置
○ 自主避難 等
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100mm/h安心プランに登録された事業の効果【福島県郡山市】

6月18日(火)に暫定供用を開始
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新世代下水道支援事業

【各戸貯留等による浸水対策】

社総交（防安交含む）

○個人住宅等に設置する貯留タンク、雨水浸透ますなどの小規模な施設に対して、地方公共団体が住民等に設置
費用を助成する場合、国が地方公共団体に対して支援を実施。
各戸貯留浸透施設（支援対象）のイメージ

取組事例（新潟市）
新潟市では、総合的な雨水対策として雨水流出抑制を地域全体で
拡大するため、宅地内の雨水浸透ます設置の助成を平成12年度よ
り開始した。
市民から助成を積極的に活用してもらうため、様々な普及啓発活動
の展開に努め市民の理解と協力を得た成果として、平成25年度末
までに、累計で約6万基の雨水浸透ます、雨水貯留槽の設置を行っ
た。

新潟市の雨水貯留浸透施設の設置件数
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
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内水ハザードマップの作成推進

【住民の自助促進のためのソフト対策】

社総交（防安交含む）

〇社会資本整備重点計画(H24)では、対象となる484市区町村において、平成28年度末までに内水ハザードマ
ップを作成・公表し、防災訓練等を実施することを目標。
〇令和元度末において、361市区町村（約75%）で内水ハザードマップを作成・公表し、295市区町村（約
61%）で防災訓練等を実施。
○埼玉県では、県がリーダーシップを発揮し、勉強会を通じて内水ハザードマップの作成が進んでいる。
（平成27年度国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」レジリエント部門受賞）

勉強会の開催実績
（埼玉県の例）
第1回：H24年9月
○内水ハザードマップ作成手法の説明および質疑応
答 水コン協
○事例紹介
○浸水実績を活用した内水ハザードマップ作成に関す
る意見交換
第2回：H24年11月
○県下自治体による事例発表
・さいたま市（さいたま市防災マップ）
・戸田市（浸水シミュレーションによる浸水想定）
・川口市（洪水HMを活用した内水HMの策定）
・飯能市（浸水想定区域図の作成）
第3回：H25年5月
○県下自治体による事例発表
・上尾市（内水ハザードマップの作成について）
・秩父市（内水ハザードマップの作成について）
・栃木県（内水ハザードマップ作成促進の取り組
み）
・浸水実績に基づいた簡易な内水ハザードマップ作
成の提案

■市町村向けの勉強会を開催し、具体的な
作成手順・作成例を示した。
手順

作業項目

内容

洪水HMが活用
できる項目

①

凡例の作成

・作成例を参考に凡例を作成する

②

浸水想定区域図の作成

・使用する図面は1/10000～1/25000程度
・浸水想定区域は、下図が見えるように表示する

③

避難所、役所、消防、警察、病 ・洪水ハザードマップや地域防災計画等から左記施設の
院の所在確認
住所、電話番号を確認する

○

④

・作成例を参考に一覧表を作成する
避難所、役所、消防、警察、病
・対象施設にナンバリングを行う（通し番号）
院の一覧表を作成
・表示にあたっては、シールの活用も可

○

⑤

コメントの作成

・住民の誤解を招かないために、どのようなデータにより
浸水想定区域を表示したかを明示する

⑥

仕上げ

・凡例や施設一覧、コメントを浸水想定区域図に貼り付ける
・タイトルも忘れずに付ける

⑦

・作成したものに少し手を加えれば、公表や配布は可能です
内水（浸水）ハザードマップの
・作成したハザードマップを基に関係部局等と協議を進めて、
完成
公表に向けた調整を進めて下さい

⑧

公表

○

段階的な作成手法

・印刷物の配布
・ホームページへの掲載等

平時における、浸水リスクの周知
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官民連携浸水対策下水道事業の創設

【令和３年度新規事項】

下水道防災事業補助金

背景
○近年甚大な水害が全国各地で頻発しており、
今後、気候変動により更なる降雨量の増加や
水害の頻発化・激甚化が懸念されている。
○都市機能が相当程度集積し、下水道の整備
のみでは浸水被害の防止を図ることが困難で
ある浸水被害対策区域（※）においては、流
域治水の観点から、民間事業者等による雨水
貯留浸透施設の整備促進を図る必要がある。
（※）下水道法第２５条の２に基づき、地方公共団体が指定する
区域

概要
〇浸水被害対策区域内において公共下水道管
理者等の認定を受けた民間の雨水貯留浸透
施設の整備に対し、公共下水道管理者が費
用の一部を負担する場合、国が民間事業者
等を重点的に支援する制度を創設する
（補助率１／２）。
35
3

改良復旧事業の創設

【令和３年度新規事項】

災害復旧等

背景
○下水道施設が被災した場合の災害復旧事業
は、現状では原形復旧の範囲内に限られてい
るが、災害の激甚・頻発化により、下水道施設
の被災による社会的影響が顕著となり、再度
災害防止を図る必要性が高まっている。

概要
〇内水浸水により雨水ポンプ場の機能停止が生
じた場合等、原形復旧に合わせて、再度災害
防止のための機能増強等を行う改良復旧事
業（災害関連事業）を創設する。

36
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都市公園・緑地等事業、グリーンインフラ活用型都市構築支援事業

37

事例：仙台市（名取川流域治水プロジェクト）
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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）
社総交（防安交含む）

事業概要
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～】

補助対象
（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：975千円/戸）

交付率
交付団体

（３）事業推進経費
○事業計画の策定、対象地域の調査等に要する費用

※ただし、避難勧告及び避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6月を経過している
住宅に限る

ある場合は都道府県。）
地震防災対策
強化地域

特殊土壌地帯

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

公共団体が移転勧告、是正勧告、避難勧告、避難指示等を行った住宅

市町村（市町村が事業主体となりがたい事情が

【限度額が引き上げられる地域】

限度額： 【通
常】 4,210千円/戸 （建物3,250千円/戸、土地960千円/戸）
【特殊地域】 7,318千円/戸 （建物4,650千円/戸、土地2,060千円/戸、敷地造成608千円/戸）※

（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）
○ 土砂災害特別警戒区域への指定が見込まれる区域 （土砂災害防止法第４条）
○過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 （災害救助法第２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若しくは生活上の支障が生じ、地方

都道府県、市町村

事業実施主体

（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。）及び改修のため、
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）

補助要件

国：１／２、地方公共団体：１／２

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）

＜適用イメージ＞

移転費等への助成

安全な土地
災害危険区域等
除却等への助成

建設費への助成
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住宅・建築物安全ストック形成事業（土砂災害関係）
社総交（防安交含む）

■目的
○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に基づき指定された土砂災害特
別警戒区域内の既存不適格建築物の土砂災害対策改修に対する支援を行うことにより、建築物の安全
性を確保することを目的とする。
■事業内容
○ 土砂災害特別警戒区域内の既存建築物であって、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していな
いものに対して、改修に必要な費用を支援する。

○補助対象： 以下の要件を満たす建築物。
・土砂災害特別警戒区域内の建築物
・建築基準法施行令第８０条の３について既存不適格である建築物
○補助率：２３％（うち国費１１．５％）
○補助対象限度額：３３６万円/棟
40

小規模住宅地区改良事業

社総交（防安交含む）

１．概要
不良住宅※が集合すること等により生活環境の整備が必要とされる地区において、地方公共団体により、不良
住宅の除却、従前居住者向けの住宅（小規模改良住宅）の建設、生活道路又は児童遊園等を整備する事業。
※地方公共団体が移転勧告等を行った住宅や災害で著しく損傷した住宅も該当する。

２．根拠
小規模住宅地区等改良事業
制度要綱（住宅局長通達）

３．対象地区

４．補助対象

・不良住宅戸数

15戸以上

・不良住宅率

50%以上
等

従 前

（補助率）
・不良住宅の買収・除却
(1/2) ※
・小規模改良住宅整備
(2/3)
・小規模改良住宅用地取得 (1/2)
・公共施設・地区施設整備 (1/2)
・津波避難施設等整備
(1/2)

等

※ 跡地非公共は1/3

小規模改良地区

良住宅

不良住宅

小規模改良住宅

地区施設（集会所等）

緑地・公園等

道路

災害危険区域

従 後

小規模改良地区

災害危険区域

41
小規模住宅地区改良事業の実施事例（奈良県野迫川村）

災害危険区域内建築物防災改修等事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）

【機密性２】

社総交（防安交含む）

災害危険区域を指定しやすい環境整備及び区域内における既存不
適格建築物の安全性向上のため、災害危険区域（建築禁止エリアは
除く）に存する既存不適格建築物について、建築制限に適合させる改
修費用等の一部を補助する地方公共団体に対して支援を行う。

＜災害危険区域内における建築制限のイメージ＞

住宅
計画策定

地方公共団体実施：国１／２

建築物

基準適合調査 民間実施：国と地方で２／３

計画策定

地方公共団体実施：１／３

地方公共団体実施１／２

基準適合調査

通常支援

パッケージ支援(重点支援）

改修、建替え

改修、建替え

■ 対象となる住宅

■ 対象となる住宅

災害危険区域内の既存不適格建築物である
住宅(注1)

■ 交付率
国と地方で２３％

■ 補助限度額
２８０万円／棟
ただし、複数の改修工法を比較し、最も低
い改修工事費（増工分）を限度とする
※建替えは改修工事費用相当額に対して助成

要件を満たす災害危険区域内の既存不適格建
築物である住宅(注1)

■ 交付額
国と地方で１００万円／棟

■ 補助限度額
改修工事費の８割
ただし、複数の改修工法を比較し、最も低
い改修工事費（増工分）を限度とする
※建替えは改修工事費用相当額に対して助成

民間実施：国と地方で２／３
地方公共団体実施：国１／３

改修、建替え
■ 対象となる建築物
災害危険区域内の既存不適格建築物で、地域
防災計画において指定された避難所等及び一
時集合場所等(集合住宅の共同利用施設を含む)
(注1)

■ 交付率
対象建築物

交付率

避難所等

民間実施：国と地方で２／３
地方公共団体実施：国１／３

一時集合
場所等

民間実施：国と地方で２３％

■ 対象となる災害危険区域の要件
事業期間

〇令和３年度以降の新規指定区域

令和３年度～令和７年度

〇立地適正化計画における防災指針又は流
域治水プロジェクト等※を定めている地方
公共団体の既存区域

ただし、令和８年度以降の区域指定であって
も、令和７年度までに計画策定等した場合は
経過措置あり

※土地利用等に関する対策を記載するもの

■ 補助限度額
２８０万円／棟
ただし、複数の改修工法を比較し、最も低
い改修工事費（増工分）を限度とする
※建替えは改修工事費用相当額に対して助成

（注1)災害危険区域等の条例の規定が施行されることにより既存不適格になる予定の住宅及び建築物を含む
（注2)本事業は、浸水による被害の防止又は軽減の観点から建築物の敷地、構造等に関する制限を定める地区計画等に基づく条例も補助対象とする予定。 42

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業

【機密性２】

43

流域治水関係施策リスト（国交省内）

参考資料3ｰ9
予算費目
「流域治水」の各対策との関連性

取組

関係者

事業・施策・制度名

「流域治水」の推進に資する新たな取組
※流域治水に関連して新たに実施しようと考えている（もしくは既に
実施・検討している）取組があれば、ご記入ください。
（予算や制度要求を伴う、伴わないに関わらず記載をお願いしま
す。）

予算・非予算

災害ハザードエリアにおける新たな開発の規制

・災害レッドゾーンにおける自己の業務用施設の開発を原則禁止。
（法改正。令和4年4月施行予定）
・市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における開発許可を厳格
化。
非予算
（法改正。令和4年4月施行予定）
・開発行為を行うのに適当でない区域として浸水被害防止区域（仮
称）を追加。
（次期通常国会にて法改正予定）

②リスクの低いエリアへ誘導

防災の観点からの立地適正化計画の強化

・立地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除
外。
（政令改正。令和3年10月施行予定）
非予算
・立地適正化計画に居住誘導区域等の防災・減災対策を定める「防
災指針」を
位置付け。（令和2年9月）

②リスクの低いエリアへ誘導

防災の観点からの立地適正化計画の強化

・立地適正化計画に記載された防災指針に即した居住誘導区域外
の災害ハザードエリアから居住誘導区域内へ居住機能の移転促進 予算
に向けた調査・評価の支援を追加（令和２年予算より）

一団地の都市安全確保拠点施設（仮称）の創設

③経済被害の最小化

都市施設の対象に一団地の都市安全確保拠点施設
(仮称)を追加

災害時における居住者等の安全確保に必要な行政、医療、避難施
設等の機能を一体的に有する一団地の都市安全確保拠点施設(仮
非予算
称)を都市施設に追加
（今期通常国会にて法改正予定)

地区レベルの防災性を向上させるための地区計画制度の拡充

①雨水貯留機能の拡大
③避難体制を強化する

地区施設の対象に雨水貯留浸透施設を追加するとと
もに、街区レベルで敷地の嵩上げや居住の高床化の
ルール化を促進

地区計画制度について、防災性向上の観点から、地区施設の対象
に雨水貯留浸透施設を追加する等の拡充（今期通常国会にて法改 非予算
正予定)

都市における水災害対策の促進に係る容積率の
緩和

①雨水貯留機能の拡大

都市開発プロジェクトに併せて実施される水災害対策
に資する取組を評価し、建築物の容積率を緩和する
ことにより、民間事業者による水災害対策の取組を促
進

都市開発プロジェクトに併せて実施される水災害対策に資する取組
を評価し、建築物の容積率を緩和する考え方について、地方公共団 非予算
体に通知。（令和2年9月）

②リスクの低いエリアへ誘導
居住誘導区域等権利設定等促進計画

災害危険区域等からの住居の移転

・災害ハザードエリアに立地している住宅等の移転を促進するため
の計画制度を創設。（法改正。令和2年9月施行）
・ 災害ハザードエリア内にある施設又は住宅の移転のうち、当該計 非予算
画に基づくものについて、税制上の特例措置を講じる。（R３税制改
正事項）

防災集団移転促進事業

②リスクの低いエリアへ誘導

災害危険区域等からの住居の移転

都市防災総合推進事業

③避難体制を強化する

避難路・避難場所の整備

災害ハザードエリアにおける開発規制

②リスクの低いエリアへ誘導

災害リスクを考慮した居住の誘導

都市計
画課

※別紙２『「流域治水」の施策のイメージ』より、最も近
いと思われる対策を選択ください

実施内容
※流域治水への効果も含め記載をお願いします

災害リスクを考慮した居住の誘導

水災害のリスクのある場所からの移転

都市安 水災害のリスクのある場所からの移転
全課

コンパクトシティ形成支援事業

予算の種類

予算費目(項目）
※主たる費目を記載ください

補助・交付金（市町
村）

（項）都市・地域づくり推進費
（目）集約都市形成支援事
業費補助金

・令和2年度予算より、防災集団移転促進事業における移転先の住
宅団地の規模要件を10戸から5戸に緩和。
予算
・防災集団移転促進事業の移転対象区域及び事業主体の拡充。
（今期通常国会にて法改正予定)

補助・交付金（市町
村）

（項）都市・地域づくり推進費
（目）防災集団移転促進事
業費補助金

予算

補助・交付金（市町
村）

交付金

補助・交付金（市町
村）

交付金

都市局

避難の確保

土地の嵩上げ等による居住安全性の確保

都市再生区画整理事業

②浸水範囲を減らす

浸水被害の防止・低減のため、土地区画整理事業に
おいて土地の嵩上げを実施

・R3概算要求において、防災指針に基づき総合的な浸水対策として
行われる土地区画整理事業について、国費率の嵩上げ等により重
点支援。
・次期通常国会での法改正（予定）にあわせて、①地区施設として定
予算
めた雨水貯留浸透施設や避難施設等の整備に必要な費用を浸水
対策施設整備費の対象に追加（交付対象および補助限度額）、②地
区施設として定められた浸水対策施設の整備費についてその全額
を補助限度額に算入。

避難の確保

市街地再開発事業

③避難体制を強化する

他の事業とも連携した線的・面的につなぐ高台まちづ
くりに資する、浸水時に避難経路として活用できる立
体的遊歩道、一時避難施設及び備蓄倉庫等の整備

今期通常国会での法改正（予定）にあわせて、地区計画に新たに位
置付けられる地区施設（避難施設等）の整備に要する費用を補助対 予算
象に追加。

補助・交付金（市町
村）

交付金

災害ハザードエリアからの都市機能移転、都市機能
の安全性強化に必要な防災対策

R3概算要求において、立地適正化計画に記載する防災指針に位置
付けられた事業で災害ハザードエリアから移転する場合、都市機能
誘導施設整備の支援要件の緩和や、医療・福祉施設等の整備にあ
予算
たって、ピロティ化、止水板の設置及び電源設備の高層階設置等の
防災対策を行う場合、補助対象事業費の上限額の引き上げにより
重点支援。

補助・交付金（市町
村）

（項）都市再生・地域再生整
備事業費
（目）都市構造再編集中支
援事業費補助

市街地
整備課

都市構造再編集中支援事業
災害ハザードエリアからの都市機能移転等の防災対策

②リスクの低いエリアへ誘導

1

一団地の都市安全確保拠点施設（仮称）の整備支 都市安全確保拠点整備事業
援

街路交
通施設 地下街における浸水対策
課

③経済被害の最小化

都市施設の対象に追加される一団地の都市安全確
保拠点施設(仮称)の整備を支援

③経済被害の最小化

避難施設整備、浸水防止対策等

今期通常国会での法改正（予定）にあわせて、都市施設として新た
に位置付けられる一団の都市安全確保拠点施設（仮称）の整備に 予算
要する費用を補助する制度を創設。

補助・交付金（市町
村）

交付金

（項）市街地防災事業費
地下街防災推進事業

予算

補助・交付金（民間） （目）地下街防災推進事業

費補助

避難の確保

③避難体制を強化する

避難地、防災拠点となる防災公園整備

都市公園・緑地等事業
公園緑
地・景
観課

予算

補助・交付金

交付金

予算

補助・交付金

交付金

今期通常国会での法改正（予定）において、特別緑地保全地区の指
定要件に、「雨水貯留浸透地帯（雨水を一時的に貯留し又は地下に
浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地」
を追加し、緑地保全等事業において支援。

①雨水貯留機能の拡大

雨水貯留浸透機能を有する緑化施設の整備

ｸﾞﾘｰﾝｲﾝﾌﾗ活用型都市構築支援事
①雨水貯留機能の拡大
業

雨水貯留浸透機能を有する緑化施設の整備

災害危険区域の指定促進

災害危険区域（建築基準法第39
条）

②リスクの低いエリアへ誘導

出水等による危険の著しい区域については、建築基
準法第39 条の規定に基づく災害危険区域を条例で
指定し、住居の用に供する建築物の建築の禁止その
他建築物の建築に関する制限を当該条例で定めるこ
とで、建替えの際に建築制限を満たした安全な建築
物が整備される効果があるため、国として指定を促進
していく。

地方公共団体が建築制限を条例で定める「災害危険区域」制度の
活用を促すため、「出水等に関する災害危険区域の指定事例等」を
令和2年9月7日周知済み

非予算

河川等の整備

住宅市街地基盤整備事業

①氾濫水を減らす

住宅宅地事業に関連する一級河川又は二級河川に
おける、計画高水流量を低減する調節池等の河川整
備事業

特になし

予算

補助・交付金（市町村）

社会資本整備総合交付金等

既存住宅の浸水対策改修

長期優良住宅化リフォーム推進事
業

③経済被害の最小化

既存住宅の浸水対策改修による防災性の向上

令和３年度当初予算案

予算

補助・交付金（民間）

（項）住宅防災事業費
（目）住宅市街地総合整備
事業費補助

建築物改修による居住安全性の確保

災害危険区域内建築物防災改修
等事業

③住まい方の工夫

災害危険区域を指定しやすい環境整備及び区域内
における既存不適格建築物の安全性向上

令和３年度当初予算案

予算

補助・交付金（市町村）

社会資本整備総合交付金等

水災害のリスクのある場所からの移転

がけ地近接等危険住宅移転事業

②リスクの低いエリアへ誘導

災害危険区域等からの移転

特になし

予算

補助・交付金（市町村）

社会資本整備総合交付金等

小規模住宅地区改良事業
水災害のリスクのある場所を含む地区における住環境の整備

②リスクの低いエリアへ誘導

地方公共団体が移転勧告等を行った住宅など不良住
宅が集合する地区における、住環境の整備改善又は
災害の防止のための、不良住宅の除却、従前居住者
向けの住宅の建設、生活道路等の整備

特になし

予算

補助・交付金（市町村）

社会資本整備総合交付金等

避難の確保

市街地再開発事業

③避難体制を強化する

他の事業とも連携した線的・面的につなぐ高台まちづ
くりに資する、浸水時に避難経路として活用できる立
体的遊歩道、一時避難施設及び備蓄倉庫等の整備

今期通常国会での法改正（予定）にあわせて、地区計画に新たに位
置付けられる地区施設（避難施設等）の整備に要する費用を補助対
象に追加。

予算

補助・交付金（市町村）

社会資本整備総合交付金等

避難場所の確保

地域防災拠点建築物整備緊急促
進事業

③避難体制を強化する

地域の防災拠点となる建築物の整備を促進するた
め、大規模な建築物の耐震化並びに災害時に発生す
る避難者及び帰宅困難者等を一時的に受け入れる
施設の整備をワンパッケージで支援

令和３年度当初予算案

予算

補助・交付金（市町村）

（項）住宅防災事業費
（目）住宅市街地総合整備
事業費補助

公園緑地における雨水貯留

住宅局

地下駅の浸水対策

鉄道安全対策事業費
鉄道網整備事業費

③経済被害の最小化

地下駅等の出入口やトンネルの坑口等の浸水対策

予算

補助・交付金（民間）

(項）鉄道安全対策事業費
(目)鉄道施設総合安全対策
事業費補助
(項）鉄道網整備事業費
(目）都市鉄道整備事業費補
助

落石・なだれ等対策

鉄道安全対策事業費

③経済被害の最小化

落石・なだれ等対策

予算

補助・交付金（民間）

(項)鉄道安全対策事業費
(目)鉄道防災事業費補助

河川橋梁の流失等防止対策
斜面からの土砂流入防止対策

鉄道安全対策事業費

③経済被害の最小化

橋脚の洗掘防止対策や、橋梁の架替、鉄道に隣接す
る斜面の補強等

予算

補助・交付金（民間）

(項）鉄道安全対策事業費
(目)鉄道施設総合安全対策
事業費補助

鉄道局

2

①持続可能な河道の流下能力の維
持・向上

河川に隣接する道路構造物の流失防止対策

河積阻害の解消や水衝部の護岸対策など河川の流
下能力を向上させる道路整備

直轄

（項）道路交通安全対策事
業費
（目）道路維持管理

補助・交付金
（市町村）

交付金

予算

道路
局
道路を浸水の避難場所として活用する施設整備

道路と砂防が連携した防災・減災対策

不動建
局

不動
産業
課

・不動産取引の場における水害リスク情報の提供

不動
産市
場整
備課

・流域治水に貢献した不動産投資の促進

土砂災害対策道路事業

ESG投資等の動向を踏まえた不動
産投資市場の環境整備

・水門の一元監視
公共事
業企画
調整課

③避難体制を強化する

道路の高架区間等を一次避難場所として活用

予算

直轄

（項）道路交通安全対策事
業費
（目）道路維持管理

③避難体制を強化する

土砂災害警戒区域等における道路の土砂災害対策

予算

補助・交付金
（市町村）

（項）道路更新防災等対策
事業費補助
（目））道路更新防災等対策
事業費補助

③住まい方の工夫

不動産取引時における重要事項説明の対象項目とし
て、水防法に基づき作成された水害ハザードマップに
おける取引対象物件の所在地を追加することにより、
購入者等が水害リスクを認知

非予算

③土地のリスク情報の充実

我が国不動産固有の実情も踏まえた気候変動への
対応にかかる情報開示に関する調査検討

我が国不動産固有の実情も踏まえ情報開示に関する参考資料（ガ
予算
イダンス）を策定（令和２年度内を目途）

直轄

不動産市場整備等推進費

②浸水範囲を減らす

異なる施設管理者の水門について、施設管理者を跨
いで一元監視化することで、流域治水の強化を図る。
（農水省所管の水門等とも連携）

予算

直轄

（項）社会資本整備・管理効
率化推進費
（目）社会資本整備・管理効
率化推進調査費

②浸水範囲を減らす

排水機場の信頼性向上及びコスト縮減を目的として、
汎用性エンジンを用いたマスプロダクツ型排水ポンプ
の検討を実施。（農水省所管の排水機場や雨水ポン
プ場とも連携）

予算

直轄

（項）社会資本整備・管理効
率化推進費
（目）社会資本整備・管理効
率化推進調査費

直轄

（項）地球温暖化防止等対
策費
（目）地球温暖化防止等対
策調査費

排水機場設備新技術導入等推進
事業

・マスプロダクツ型排水ポンプの開発

グリーンインフラ官民連携プラットフォーム（R2.3設立）において、雨
水の貯留・浸透等に資するグリーンインフラの社会的な普及、技術
に関する調査・研究、資金調達手法の検討等を進めている。

総政局

環境政 ・グリーンインフラ推進による流域全体の雨水貯
策課 留・浸透の促進

・海岸保全施設の整備

「グリーンインフラ」の取組推進によ
る魅力ある地域の創出のための調
査・検討

海岸事業

①雨水貯留機能の拡大

②浸水範囲を減らす

【内容】水災害に対する防災・減災を目的として、地方
公共団体等が行う海岸保全施設の整備等に対し、事
業費を1/2等補助するもの。
【効果】台風時などの浸水範囲を減らすことで被害対
象の減少に資する事業である。

【R３以降】
雨水の貯留・浸透による防災・減災等に資するグリーンインフラの定 予算
量的な効果の調査・検討を実施する。
グリーンインフラの導入を目指す地域を対象に、専門家派遣等の支
援を行い、官民連携・分野横断による先導的なモデルを形成すると
ともに、グリーンインフラ活用促進に向けたガイドラインを作成し、全
国への展開を図る。

補助・交付金（地方公
共団体等）

関係者が協働して流域全体で浸水被害を防止

・港湾施設の整備

港湾整備事業

・利水ダム等の事前放流の判断に資する雨量予測
気象観測・予測技術の高度化
の高度化

・洪水予測の長時間化、高精度化に向けた雨量予 気象観測・予測技術の高度化
測の高度化

・防災気象情報の提供・理解促進等を通じた地域 JETT（気象庁防災対応支援チー
ム）等
防災力の強化

社会資本整備総合交付金

予算

【内容】国が水災害に対する防災・減災を目的として、
海岸保全施設の整備等を実施するもの。
【効果】台風時などの浸水範囲を減らすことで被害対
象の減少に資する事業である。

海岸
港湾
防災
局
課

気象庁

グリーンインフラ官民連携プラットフォーム（R2.3設立）
の活動や地域への技術的支援等を通じて、グリーン
インフラの効果や活用可能な技術等を多様な主体に
普及することで、エリア全体で分野横断的なグリーン
インフラの社会実装を推進し、流域治水にも資する雨
水の貯留・浸透を促進する。

直轄

海岸事業費

補助・交付金（地方公
共団体等）

港湾整備事業費
社会資本整備総合交付金

②浸水範囲を減らす

【内容】漂砂による港内の埋没防止等を目的として、
地方公共団体等が実施する防砂堤及び導流堤の整
備並びに埋没浚渫に対し、一定の国庫補助負担を行
うもの。
【効果】港内や河口部の埋没を防ぎ、航行安全の確
保や、流下阻害の防止に資する事業である。

・「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイドライン」を
H31.3に改訂し、エリア減災計画の策定を推進
・「港湾の事業継続計画策定ガイドライン」をR2.5に改訂し、直前予
防対応の考え方を盛り込んだ港湾BCPの策定を推進

①流水の貯留

【内容】流域における雨量予測精度を向上させ、利水
ダム等の事前放流による洪水調節の実施判断をより
効果的に行えるよう、観測体制の強化、予測技術の
向上を通じてダム管理に係る雨量予測情報の高度化
を図るもの。
【効果】洪水調節機能の強化することにより、流域に
おける水災害リスクを軽減。

・令和2年度から、ダムの事前放流の判断基準の基となる3日先まで
予算
の予測雨量を提供中。

直轄

観測予報等業務費

③避難体制を強化する

【内容】流域における雨量予測精度を向上させ、洪水
予測のさらなる高精度化、長時間化を図れるよう、観
測体制の強化、予測技術の向上を通じて洪水に係る
防災情報の高度化を図る。これにより、地方整備局と
気象台の合同記者会見等を通じて長時間先の予測
をわかりやすく提供し、自治体や住民による防災活動
を支援するもの。
【効果】洪水予測情報の高度化により、自治体や住民
による避難実施の判断等防災活動を支援。

・令和3年度内に、洪水警報の危険度分布について新たに一日先の
予測を提供
予算
・令和3年度内に、国交省が提供する「水害リスクライン」と気象庁が
提供する「洪水警報の危険度分布」の表示を統合

直轄

観測予報等業務費

③被災自治体の支援体制充実

【内容】災害発生予測時等に、適時的確に防災気象
情報を発信するとともに、自治体にJETT（気象庁防災
対応支援チーム）を派遣し、市町村の避難指示に当
たっての判断支援や、二次災害の防止など気象状況
の変化に伴い留意すべき事項の解説等を実施し、自
治体を支援。
【効果】市町村防災担当者の防災気象情報の知識・
理解促進を通じ、的確な避難情報の発令に寄与する
ことが可能となる。

令和2年度からは、最新のICTを活用し、迅速かつ的確に解説する
体制を強化することにより、自治体の防災対応を様々な防災気象情 予算
報を活用してきめ細やかに支援する。

直轄

観測予報等業務費

予算
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流域治水関係施策リスト（省庁）

参考資料3ｰ10
予算費目

「流域治水」の各対策との関連性

取組

関係者

財務省

文科省

・国有地の遊水機能活用

・防災教育

事業・施策・制度名

※別紙２『「流域治水」の施策のイ
メージ』より、最も近いと思われる対
策を選択ください

未活用の国有地を活用した遊
水地・雨水貯留浸透施設の整 ①雨水貯留機能の拡大
備

【内容】国土交通省、地方公共団体による遊水地・雨水貯留浸透施設の
整備を加速させるため、候補地リストの提示及び国有地の提供を行うも
の。

学校安全総合支援事業

【内容】学校における防災教育を推進するために、新たな防災教育の手
法開発や地域全体での学校安全推進体制づくりの支援をするもの。
【効果】児童生徒等が水害等に対し自らの命を守り抜くための「主体的に
行動する態度」を育成したり、水害等に備えた学校安全体制の構築を
図ったりすることができる。

公立学校施設整備費

③避難体制を強化する

③経済被害の最小化

・要配慮者の避難促進（社会福祉施設等）

（公立社会体育施設）
【内容】公立社会体育施設における施設整備に要する経費に対して、事
業費の一部を補助するもの。
【効果】遊水機能を有する河川敷や緑地等への公立社会体育施設の整
備等、流域治水にも資する整備を行うことが可能。

予算の種類

予算費目(項目）
※主たる費目を記載ください

非予算

都道府県・指定都市教育
委員会対象委託事業

予算

直轄

予算

補助・交付金（市
学校施設環境改善交付金
町村）

【内容】認定こども園における防災機能の向上等のための施設整備に
要する経費に対して、事業費の一部を補助するもの。
【効果】災害発生時の避難所としての役割を果たす認定こども園の浸水
被害を軽減させ、避難所機能の維持に資する施策事業である。

予算

補助・交付金
（県）

国立大学法人等施設整備費
補助金

③経済被害の最小化

【内容】国立大学法人等が行う施設・設備の整備及び不動産の購入に
要する経費に対して、10割（病院施設は1割）の国庫補助を行うもの。
【効果】キャンパスの浸水被害の軽減に資する整備等を行うことが可
能。

予算

補助・交付金（国 国立大学法人等施設整備
立大学法人等） 費補助金

③経済被害の最小化

【内容】私立学校（幼～大）施設における防災機能の向上等のための施
設整備に要する経費に対して事業費の一部（幼、小、中、義務、高、中
等、特支については1/3、高専、短大、大については1/2）を補助するも
の。
【効果】災害発生時の避難所としての役割を果たす私立学校（幼～大）
施設の浸水被害を軽減させ、避難所機能の維持に資する施策事業であ
る。

予算

補助・交付金（民 私立学校施設整備費補助
間）
金

【内容】気候変動を踏まえた治水計画等の適応策等のエビデンスとなる
気候予測データの高精度化、またデータ統合・解析システム（DIAS)の安
定的環境を確保し、台風、豪雨等による洪水予測システム等を開発す
る。
【効果】高精度予測情報を基に気候変動を踏まえた将来降雨量の評価
などを踏まえた治水対策の推進や、DIASによる中小河川も含めた洪水
予測等を通じて浸水による被害軽減に資する。

気候変動モデルの高度化等を通じて、気候
変動を踏まえた降雨量などの予測情報の高
精度化を推進。また、地球環境データを蓄
積・統合解析するデータ統合・解析システム 予算
（DIAS）のこれまでの実績・強みを生かしつ
つ、解析環境の強化等により、DIASの洪水
予測システムの高度化等を実施。

【内容】
令和２年７月豪雨の被害を踏まえ、国土交通省と連携し、高齢者施設等
における避難の課題を確認し、避難の実行性を高める方策をとりまとめ
る。
【効果】
高齢者施設等における災害計画の適切性や避難設備等の確保につい
て検討し、避難の実行性を確保するための施策に反映させる。

令和２年７月豪雨の被害を踏まえて、高齢
者施設等における水害対策に係る施設整備
非予算
改修等の補助メニューを創設しており、本検
討会における意見等を反映させる。

【内容】医療機関における防災・減災対策を推進するため、医療機関が
行う浸水対策に要する費用の一部を補助するもの。
【効果】医療機関において、医療用設備や電源設備の浸水深以上への
移設や止水板の設置を行うことで、被害の最小化を図る。

近年の豪雨災害の激甚化に伴う河川の氾
濫等により医療機関への浸水被害が発生し
予算
ている状況を踏まえ、今回新たに補助事業
により対策を実施することとした。

補助・交付金（民 医療提供体制施設整備交
間）
付金

従前から児童福祉施設等において、垂直避
難用エレベーター・スロープの整備、避難ス
予算
ペースの確保等の浸水対策を実施してい
る。

補助・交付金
（県・市町村）

次世代育成支援対策施設
整備交付金

従前から児童福祉施設等において、垂直避
難用エレベーター・スロープの整備、避難ス
予算
ペースの確保等の浸水対策を実施してい
る。

補助・交付金
（県・市町村）

保育所等整備交付金

私立学校施設整備費補助金

厚労省

（公立学校施設）
【内容】公立学校施設における防災機能の向上等のための施設整備に
要する経費に対して、事業費の一部を補助するもの。
【効果】災害発生時の避難所としての役割を果たす公立学校施設の浸
水被害を軽減させ、避難所機能の維持に資する施策事業である。

候補地リストは、財務省から国土交通省へ
既に提示済。

予算・非予算

認定こども園施設整備交付金 ③経済被害の最小化
・学校及びスポーツ施設の防災機能の向上

・気候変動の将来予測

実施内容
※流域治水への効果も含め記載をお願いします。

「流域治水」の推進に資する新たな取組
※流域治水に関連して新たに実施しようと
考えている（もしくは既に実施・検討してい
る）取組があれば、ご記入ください。
（予算や制度要求を伴う、伴わないに関わら
ず記載をお願いします。）

気候変動適応戦略イニシアチ
③避難体制を強化する
ブ

令和2年7月豪雨災害を踏まえ
た高齢者福祉施設の避難確
③避難体制を強化する
保に関する検討会

・要配慮者利用施設（医療機関、社会福祉施設等）の浸
医療施設浸水対策事業
水対策

③経済被害の最小化

・要配慮者利用施設（医療機関、社会福祉施設等）の浸 次世代育成支援対策施設整
水対策
備交付金

③経済被害の最小化

・要配慮者利用施設（医療機関、社会福祉施設等）の浸
保育所等整備交付金
水対策

③経済被害の最小化

【内容】児童福祉施設等における防災・減災対策を推進するため、社会
福祉法人等が行う施設整備に要する費用に対し、事業費の一部を補助
するもの。
【効果】児童福祉施設等において、垂直避難用エレベーター・スロープの
整備、避難スペースの確保等の浸水対策を行うことで、被害の最小化を
図る。
【内容】保育所等における防災・減災対策を推進するため、社会福祉法
人等が行う施設整備に要する費用に対し、事業費の一部を補助するも
の。
【効果】保育所等において、垂直避難用エレベーター・スロープの整備、
避難スペースの確保等の浸水対策を行うことで、被害の最小化を図る。

直轄

認定こども園施設整備交
付金

地球観測技術等調査研究
委託費
地球観測システム研究開
発費補助金

1

③経済被害の最小化

【内容】障害者支援施設等における防災・減災対策を推進するため、社
会福祉法人等が行う施設整備に要する費用に対し、事業費の1／2を補
助するもの。
【効果】障害者支援施設等において、垂直避難用エレベーター・スロープ
の整備、避難スペースの確保等の改修工事等により、避難の際の有効
な手段の確保と避難自体に要する時間の短縮を図る。

従前から障害者支援施設等に対する、垂直
避難用エレベーター・スロープの整備、避難
予算
スペースの確保等の浸水対策に係る支援を
実施している。

補助・交付金（都
社会福祉施設等施設整備
道府県・指定都
費補助金
市・中核市）

地域介護・福祉空間整備等施
・要配慮者利用施設（医療機関、社会福祉施設等）の浸
設整備交付金
③経済被害の最小化
水対策
（水害対策強化事業）

【内容】
高齢者施設等における防災・減災対策を推進するため、高齢者施設等
が行う水害対策に伴う改修等に要する費用の一部を補助するもの。
【効果】
高齢者施設等において、垂直避難用エレベーター・スロープの整備、避
難スペースの確保等の改修工事等により、避難の際の有効な手段の確
保と避難自体に要する時間の短縮を図る。

令和２年７月豪雨の被害を踏まえて、高齢
者施設等における水害対策に係る施設整備 予算
改修等の補助メニューを創設した。

補助・交付金（都
地域介護・福祉空間整備
道府県、市区町
等施設整備交付金
村）

・要配慮者利用施設（医療機関、社会福祉施設等）の浸 社会福祉施設等施設整備費
水対策
補助金

①雨水貯留機能の拡大
③氾濫水を早く排除する

【内容】水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む地域で
実施される農地整備事業を推進。
また、自動給排水栓を用いた雨水貯留機能の更なる発揮を実証する。
【効果】水路への水の流出を穏やかにすることで、より多くの雨水を水田
に溜め、水路や川への急激な増水が軽減される。農地及び周辺地域の
湛水被害が防止され、農業生産の維持及び農業経営の安定が図られ
る。

国営農用地再編整備事業

予算

補助・交付金
（県・市町村・改
良区）

農業農村整備事業費

①雨水貯留機能の拡大
③氾濫水を早く排除する

【内容】水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む地域で
実施される農地整備事業を推進。
【効果】水路への水の流出を穏やかにすることで、より多くの雨水を水田
に溜め、水路や川への急激な増水が軽減される。農地及び周辺地域の
湛水被害が防止され,農業生産の維持及び農業経営の安定が図られ
る。

予算

直轄

農業農村整備事業費

農地中間管理機構関連農地
整備事業

①雨水貯留機能の拡大

【内容】水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む地域で
実施される農地整備事業を推進。
【効果】水路への水の流出を穏やかにすることで、より多くの雨水を水田
に溜め、水路や川への急激な増水が軽減される。

予算

補助・交付金
（県・市町村・改
良区）

農業農村整備事業費

中山間地域農業農村総合整
備事業

①雨水貯留機能の拡大

【内容】水田の貯留機能向上のための田んぼダム等に取り組む地域で
実施される農地整備事業を推進。
【効果】水路への水の流出を穏やかにすることで、より多くの雨水を水田
に溜め、水路や川への急激な増水が軽減される。

予算

補助・交付金
（県・市町村・改
良区）

農業農村整備事業費

①雨水貯留機能の拡大

【内容】地域で行う、地域資源の質的向上を図る活動を支援するもので、
雨水貯留機能の強化（田んぼダム）の取組も支援対象とするもの。
令和３年度から、資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積の１／２
以上で水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）に取り組む場合に加
算措置を適用し、田んぼダムがより広範囲で取り組まれるよう推進。
【効果】水田が持つ雨水貯留機能の強化に資する。

令和３年度から、資源向上支払（共同）の交
付を受ける田面積の１／２以上で水田の雨
水貯留機能の強化（田んぼダム）に取り組む 予算
場合に加算措置を適用し、田んぼダムがよ
り広範囲で取り組まれるよう推進。

①流水の貯留
③氾濫水を早く排除する

【内容】施設更新に合わせた洪水調節機能の強化に資する施設整備等
を行う。
市街地・集落を含む農村地域の排水を担う排水施設の整備を行う。
【効果】利水機能に支障が生じるリスクを軽減しつつ、農業用ダムの洪
水調節機能を強化。農地及び周辺地域の湛水被害が防止され、農業経
営の安定が図られる。

①流水の貯留
③氾濫水を早く排除する

【内容】施設更新に合わせた洪水調節機能の強化に資する施設整備等
を行う。
また、農業用ダムにおいて、水利用の調査及び洪水調節効果の検証等
を行い洪水機能強化にかかるダム運用の見直しを行う。
市街地・集落を含む農村地域の排水を担う排水施設の整備を行う。
【効果】①利水機能に支障が生じるリスクを軽減しつつ、農業用ダムの
洪水調節機能を強化。②農業用ダムの洪水調節機能の強化による大
雨・洪水時の流出の緩和。農地及び周辺地域の湛水被害が防止され、
農業経営の安定が図られる。

水資源機構かんがい排水事
業

①流水の貯留

【内容】施設更新に合わせた洪水調節機能の強化に資する施設整備等
を行う。
また、農業用ダムにおいて、水利用の調査及び洪水調節効果の検証等
を行い洪水機能強化にかかるダム運用の見直しを行う。
【効果】①利水機能に支障が生じるリスクを軽減しつつ、農業用ダムの
洪水調節機能を強化。
②農業用ダムの洪水調節機能の強化による大雨・洪水時の流出の緩
和。

国営総合農地防災事業

①流水の貯留
③氾濫水を早く排除する

【内容】洪水調節機能の強化に資する頭首工や水門等といった農業用
河川工作物の機能回復を行う。
市街地・集落を含む農村地域の排水を担う排水施設の整備を行う。
【効果】広域的な災害が未然に防止され、農業生産の維持及び農業経
営の安定が図られる。農地及び周辺地域の湛水被害が防止され,農業
生産の維持及び農業経営の安定が図られる。

農業競争力強化農地整備事
業

農水省

・水田の貯留機能向上

「スマート田んぼダム実証事業」を創設し、
自動給排水栓を用いた水田の雨水貯留機
能の更なる発揮について実証する。

多面的機能支払交付金

国営かんがい排水事業

水利施設等保全高度化事業

・農業水利施設の活用

【内容】洪水調節機能の強化に資する頭首工や水門等といった農業用
河川工作物の機能回復を行う。
市街地・集落を含む農村地域の排水を担う排水施設の整備を行う。
【効果】広域的な災害が未然に防止され、農業生産の維持及び農業経
営の安定が図られる。湛水被害を軽減することで、被害地域の縮小を図
り、農業生産の維持及び農業経営の安定に貢献。

令和３年より、施設更新に合わせた洪水調
節機能の強化に資する施設整備を可能にす
るとともに、現在、ダムや排水施設の整備等
予算
を実施している地区の整備を推進

令和３年度より、左記内容の整備を可能に
する事業制度を創設するとともに、現在、ダ
ムの整備等を実施している地区の整備を推
進。

補助・交付金（民
多面的機能支払交付金
間）

直轄

農業農村整備事業費

予算

補助・交付金
（県・市町村・改
良区）

農業農村整備事業費

予算

補助・交付金（水
水資源開発事業費
資源機構）

予算

直轄

農業農村整備事業費

予算

補助・交付金
（県・市町村・改
良区）

農業農村整備事業費

農業農村整備事業費

令和３年より、左記内容の事業を可能にす
る

農村地域防災減災事業

①流水の貯留
③氾濫水を早く排除する

国営農用地再編整備事業

①雨水貯留機能の拡大
③氾濫水を早く排除する

【内容】洪水調節機能の強化に資する排水施設の整備を行う。
【効果】農地及び周辺地域の湛水被害が防止され,農業生産の維持及び
農業経営の安定が図られる。

予算

直轄

調査、管理事業等

①流水の貯留
③氾濫水を早く排除する

【内容】農業用ダムにおける洪水調節効果の検証等の調査や国営造成
施設等の管理、情報網整備などを行う。

予算

直轄、補助・交付
金（県・市町村・ 農業農村整備事業費
改良区）

2

・森林整備事業

・治山事業

【内容】森林の水源涵養機能（洪水緩和機能）の発揮等を目的として、森
林所有者等や国立研究開発法人森林研究・整備機構の実施する間伐
等の森林整備やこれに必要な路網整備に対し、補助するもの（補助率
1/2、3/10、定額等。国自ら実施する直轄事業もあり）
【効果】森林の有する土砂流出防止機能、洪水緩和機能の発揮により、
洪水被害の軽減に資する事業である。

河川上流部の森林において間伐等の森林
整備を実施。

予算

補助・交付金
（県）

森林整備事業費補助

①雨水貯留機能の拡大

【内容】都道府県が行う治山ダムの設置や保安林の整備等に対し、事業
費を1/2（基本補助率）を補助するもの（国自ら実施する直轄事業もあり）
【効果】森林の有する土砂流出防止機能、洪水緩和機能の発揮により、
洪水被害の軽減に資する事業である。

河川上流部の森林において治山施設や保
安林整備を実施。加えて、令和３年から、渓
流における流木化する恐れがある危険木の
事前伐採や、山地の尾根部から崩壊に伴う 予算
大量の土砂流出を抑制する斜面の予防対
策を実施（令和３年度予算 新規拡充事項要
求）

補助・交付金
（県）

治山事業費補助

中山間地域等直接支払交付
金

①流水の貯留

【内容】中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することに
より、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動に対し、事業費
を定額で補助するもの。
【効果】農業生産活動を維持することで、荒廃農地の発生を防止し、農
用地・水路等の維持・保全に資する事業である。

－

予算

補助・交付金（市 中山間地域等直接支払交
町村）
付金

多面的機能支払交付金

①流水の貯留

【内容】地域で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源の質的向上
を図る活動を支援するもの。
【効果】農用地の保全により、洪水防止機能等の農業の有する多面的機
能の維持・発揮が図られる。

-

予算

補助・交付金（民
多面的機能支払交付金
間）

森林整備事業

治山事業

①雨水貯留機能の拡大

・農地の保全

【内容】水災害に対する防災・減災を目的として、地方公共団体等が行う
海岸保全施設の整備等に対し、事業費を1/2等補助するもの。
【効果】台風時などの浸水範囲を減らすことで被害対象の減少に資する
事業である。

・海岸保全施設の整備

海岸事業

②浸水範囲を減らす

交付金（県・市町
農山漁村地域整備交付金
村）

関係者が協働して流域全体で浸水被害を防
予算
止

補助（県・市町
村）

海岸事業費

直轄

海岸事業費

R2年度事業では、２流域程度で生態系機能
予算
ポテンシャルマップを試作する予定

直轄

自然生態系を基盤とする
防災減災推進費

予算

直轄

気候変動影響研究調査費

予算

直轄

気候変動影響研究調査費

予算

直轄

気候変動影響研究調査費

予算

補助・交付金（民 地域環境保全対策費補助
間）
金

【内容】国が水災害に対する防災・減災を目的として、海岸保全施設の
整備等を実施するもの。
【効果】台風時などの浸水範囲を減らすことで被害対象の減少に資する
事業である。

環境省

・グリーンインフラ、生態系を活用した防災・減災

自然生態系を基盤とする防災
②浸水範囲を減らす
減災

・気候変動による災害激甚化に係る適応の強化

気候変動影響評価・適応推進
③土地のリスク情報の充実
事業

・気候変動適応広域協議会における広域アクションプラ 気候変動影響評価・適応推進
③避難体制を強化する
ンの策定
事業

【内容】自然生態系が持つ防災・減災機能の検証や、生態系機能ポテン
シャルマップの作成、技術的知見等の情報提供を行い、流域の自治体
等の合意形成や計画策定を支援する。
【効果】過去に湿地や氾濫原であった場所を再生することで、災害への
暴露を回避しつつ、生態系が持つ保水・貯留機能を流域全体で強化す
る。
【内容】令和元年台風第19号等の、近年日本に甚大な被害をもたらした
台風について、将来の気候変動下で強度や降水量等による影響がどの
ように変化するか評価し、適応策を実施するために必要なデータを整
備・提供する。
【効果】
気候変動影響により将来激甚化が想定される気象災害を考慮した計画
立案や防災対策の検討の一助となる。
【内容】気候変動適応広域協議会（全国7ブロック）において、特に重要な
気候変動影響に関する分科会を立ち上げ、国や地方公共団体、地域住
民や企業等の関係者の連携によるアクションプランを策定する。特に、
北海道地域、関東地域、近畿地域、九州・沖縄地域については、気象災
害対策をテーマとした分科会において議論を開始している。
【効果】
避難体制の強化やEco-DRRの活用など、将来の気象災害に備え、地域
の関係者の連携による効果的な適応策の立案を目指す。

・気候変動を考慮した感染症や気象災害に対する強靭 気候変動影響評価・適応推進
③土地のリスク情報の充実
性強化
事業

【内容】気候変動影響による将来の感染症や気象災害リスクへの対応を
強化することを目的に、想定されるリスクや対応についてのマニュアルを
整備するほか、気象災害を含む複合的な気候変動影響及び影響連鎖
に関する対策を検討する。
【効果】
将来の気象災害を想定した防災計画や適応計画の立案に資する。

・グリーンボンド

適応プロジェクト等のグリーン
プロジェクトの活性化に向けた
グリーンボンド・グリーンローン ③氾濫水を早く排除する
等の発行促進体制整備支援
事業

【内容】気候変動への適応、環境イノベーションに向けた研究開発、循環
経済ビジネス等のグリーンプロジェクトを資金使途とするグリーンボンド、
グリーンローン又はサステナビリティボンドの発行等を支援する者に対
し、その支援に要する費用を補助するもの。
【効果】適応対策に資するインフラ整備への民間資金の導入の加速化

なし

3

気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について

参考資料3－11

○ 近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に
備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協
働して流域全体で行う、流域治水への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。
これまでの対策
施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に備える、水防災意識社会の再構築
洪水防御の効果の高いハード対策と命を守るための避難対策とのソフト対策の組合せ
気候変動の影響
変
化

対策の
重要な
観点
こ
れ
か
ら
の
対
策

社会の動向

人口減少や少子高齢化が進む中、
今後も水災害が激化。これまでの
「コンパクト+ネットワーク」を
水災害対策では安全度の早期向上
基本とした国土形成により地域の
に限界があるため、整備の加速と、 活力を維持するためにも、水災害
対策手法の充実が必要。
に強い安全・安心なまちづくりが
必要。

技術革新
5GやAI技術やビッグデータの活
用、情報通信技術の進展は著しく、
これらの技術を避難行動の支援や
防災施策にも活用していくことが
必要。

強靭性

包摂性

持続可能性

甚大な被害を回避し、早期復旧・
復興まで見据えて、事前に備える

あらゆる主体が協力して
対策に取り組む

将来にわたり、継続的に対策に
取組、社会や経済を発展させる

気候変動を踏まえた、計画の見直し

河川の流域全体のあらゆる関係者が協働して
流域全体で行う持続可能な治水対策
「流域治水」への転換

1

近年、雨の降り方が変化
○ 時間雨量50mmを超える短時間強雨の発生件数が増加。
○ 気候変動の影響により、水害の更なる頻発・激甚化が懸念。

１時間降水量50mm以上の年間発生回数（アメダス1,300地点あたり）
＊気象庁資料より作成

2

日本近海の海面水温について
海面水温の長期変化傾向
全海域平均

日本近海の海域平均海面水温（年平
均）の長期変化傾向（℃/100年）
2019年までの100年間の変化
（左図）と海域区分（右図）

北海道周辺
日本東方海域

北海道周辺
日本東方海域
日本海

日本海

関東沖海域

関東沖海域

左図中の無印の値は信頼度水準99%以上で統計的
に有意な値を、「∗」を付加した値は95%以上で有
意な値を示しています。上昇率が[#]とあるものは、
統計的に有意な長期変化傾向が見出せないことを示
しています。
出典：文部科学省・気象庁「日本の気候変動2020」(令和2年12月）

旬平均海面水温
一般的には台風は海面水温
が２６～２７℃以上の海域
で発生するといわれていま
す。また海面水温が高いほ
ど、台風はより強くなりま
す。

九州・沖縄海
域

1982年8月上旬

日本南方海
域

九州・沖縄海
域

日本南方海
域

2020年8月上旬
2019年8月上旬

※台風の発生・発達は海面水温以外に
も大気の状態も重要な要因であり、海
面水温が高いだけでは台風の発生・発
達につながりません

出典：気象庁ＨＰ（一部加筆）
解説文は気象庁聞き取り

3

気候変動を踏まえた計画へ見直し
治水計画を、過去の降雨実績に基づく計画」から
「気候変動による降雨量の増加などを考慮した計画」に見直し
これまで
洪水、内水氾濫、土砂災害、高潮・高波等を防御する計画は、
これまで、過去の降雨、潮位などに基づいて作成してきた。
しかし、
気候変動の影響による降雨量の増大、海面水位の上昇などを考慮すると
現在の計画の整備完了時点では、実質的な安全度が確保できないおそれ

今後は
気候変動による降雨量の増加※、潮位の上昇などを考慮したものに計画を見直し

※ 世界の平均気温の上昇を２度に抑えるシナリオ（パリ協定が目標としているもの）

4

我が国の治水計画の変遷
○「過去の実績降雨を用いて確率処理を行い、所要の安全度を確保する治水計画」から、「気候変
動の影響による将来の降雨量の増加も考慮した治水計画」へと転換。
明治

大正

昭和

令和

平成

社会動向
主な災害

気候変動の影響が顕在化
今後も水災害が更に激甚化

戦後、大水害が頻発
近代河川工学
が日本へ導入

●S22カスリーン台風
●S28西日本大水害

●H12東海豪雨

●S34伊勢湾台風

河川法

●M29旧河川法

・河川改修の目的が
低水工事から、高水工事へ

●S39新河川法

・治水・利水の一体化
・水系一貫主義の導入

治水計画の考え方

「既往最大主義」

「確率論」の導入

・既往最大洪水を計画の対象

・過去の実績降雨量

●H30.7西日本豪雨
●R1東日本台風
●R2.7豪雨

●H9河川法改正

・目的に環境を追加
・計画に住民意見を反映

を確率処理し、洪水流量を設定

・対象地域の重要度に応じて安全度を設定す
ることで、全国の河川の間で治水安全度のバ
ランスを確保

「気候変動による将来の
降雨量の増加」などを考慮
・過去の年最大降雨を確率処理
して求めた降雨量を1.1倍※
※21世紀末時点での世界の平均地上気
温が２℃上昇した場合を想定（北海道
を除く地域。北海道は1.15倍）

5

総合治水から、水防災意識社会、さらに流域治水へ
総合治水から、水防災意識社会さらに、流域治水へ

・
権限代行の強化
・
事前放流の強化

実効性確保
・
要配慮者施設に係る避難の
・
リスク情報空白域の解消

の創設
・
大規模氾濫減災協議会

水防法 改正

新設 （
洪水予報河川）
・
浸水想定区域の指定を

・
防災集団移転促進事業の拡充
・
浸水被害防止区域による建築等の制限
雨水貯留浸透対策の強化
・
地方公共団体と民間による
・
協議会の創設
浸水被害の防止が困難な河川に拡大
・
自然的条件で河川整備のみでは

（
防災指針制度創設）
・
居住エリアの安全性強化
の見直し
・
ハザードエリアの開発許可制度
・
移転促進、居住誘導

都市再生特別措置法等
改正

が困難な河川に限定
・
市街化の進展で浸水被害の防止

させるための調整池などの整備
・
雨水貯留浸透機能を回復

流域対策

（
都市化の進行した河川）
（

水防法 改正

６

・
雨水浸透阻害行為が許可制へ

・
保全調整池の指定

・
貯留浸透の努力義務化

・
都市洪水想定区域等の指定

R2

・
権限代行の創設

河川法 改正

・
地域の意見を整備に反映
河川整備計画の策定
・
河川整備基本方針と
・
目的に環境の保全を追加

河川法 改正

水防

総合治水対策の推進

促進
・
多目的遊水地の設置を

河川等

H13

特定都市河川浸水被害対策法 制定 （
総合治水の法制化）（（市街化進展河川）

水防法 改正

を水位周知河川に拡大
・
浸水想定区域の指定対象

水防法 改正

洪水に係る区域に拡充
について、想定最大規模の
・
洪水に係る浸水想定区域

水防災意識社会の再構築

H29
H27
H17

R3
H29
H27
H15
H9
S55

「流域治水」の施策のイメージ
○ 気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、河川の流域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う治水対策、
「流域治水」へ転換。
○ 治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含
めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるため
の対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。
①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策
集水域
雨水貯留機能の拡大
[県・市、企業、住民]
雨水貯留浸透施設の整備、
ため池等の治水利用

流水の貯留
河川区域
[国・県・市・利水者]
治水ダムの建設・再生、
利水ダム等において貯留水を
事前に放流し洪水調節に活用

③被害の軽減、早期復旧・
復興のための対策

②被害対象を減少させるための対策
氾濫域
リスクの低いエリアへ誘導／
住まい方の工夫
浸水範囲を減らす
[県・市、企業、住民]
[国・県・市]
土地利用規制、誘導、移転促進、
二線堤の整備、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
自然堤防の保全
金融による誘導の検討

集水域

避難体制を強化する
[国・県・市]
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握
経済被害の最小化
[企業、住民]
工場や建築物の浸水対策、
BCPの策定

[国・県・市]
土地利用と一体となった遊水
機能の向上
持続可能な河道の流下能力の
維持・向上
[国・県・市]
河床掘削、引堤、砂防堰堤、
雨水排水施設等の整備
氾濫水を減らす
[国・県]
「粘り強い堤防」を目指した
堤防強化等

土地のリスク情報の充実 氾濫域
[国・県]
水害リスク情報の空白地帯解消、
多段型水害リスク情報を発信

氾濫域

河川区域
県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

住まい方の工夫
[企業、住民]
不動産取引時の水害リスク情報
提供、金融商品を通じた浸水対
策の促進
被災自治体の支援体制充実
[国・企業]
官民連携によるTEC-FORCEの
体制強化
氾濫水を早く排除する
[国・県・市等]
排水門等の整備、排水強化

7

総合治水から、水防災意識社会、さらに流域治水へ
総合治水から、水防災意識社会さらに、流域治水へ

・
権限代行の強化
・
事前放流の強化

実効性確保
・
要配慮者施設に係る避難の

・
防災集団移転促進事業の拡充
・
浸水被害防止区域による建築等の制限
雨水貯留浸透対策の強化
・
地方公共団体と民間による
・
協議会の創設
浸水被害の防止が困難な河川に拡大
・
自然的条件で河川整備のみでは

都市再生特別措置法等
改正

・
移転促進、居住誘導

（
防災指針制度創設）
・
居住エリアの安全性強化
の見直し
・
ハザードエリアの開発許可制度

（
流域治水プロジェクトの策定等）
（

・
リスク情報空白域の解消

流域治水の推進

の創設
・
大規模氾濫減災協議会

水防法 改正

新設 （
洪水予報河川）
・
浸水想定区域の指定を

させるための調整池などの整備
・
雨水貯留浸透機能を回復

流域対策

（
都市化の進行した河川）
（

水防法 改正

8

が困難な河川に限定
・
市街化の進展で浸水被害の防止

・
雨水浸透阻害行為が許可制へ

・
保全調整池の指定

・
貯留浸透の努力義務化

・
都市洪水想定区域等の指定

R2

・
権限代行の創設

河川法 改正

・
地域の意見を整備に反映
河川整備計画の策定
・
河川整備基本方針と
・
目的に環境の保全を追加

河川法 改正

水防

総合治水対策の推進

促進
・
多目的遊水地の設置を

河川等

H13

特定都市河川浸水被害対策法 制定 （
総合治水の法制化）（（市街化進展河川）

水防法 改正

を水位周知河川に拡大
・
浸水想定区域の指定対象

水防法 改正

洪水に係る区域に拡充
について、想定最大規模の
・
洪水に係る浸水想定区域

水防災意識社会の再構築

H29
H27
H17

R3
R2
H29
H27
H15
H9
S55

流域水害対策協議会、大規模氾濫減災協議会等の関係

【水防法】
大規模氾濫減災協議会

【河川法】
ダム洪水調節機能協議会
※利水ダム等を有する河川

※洪水により相当な損害が生じる河川
【主な協議事項】
・円滑かつ迅速な避難体制を始めとする
浸水被害防止・軽減に関する事項

【特定都市河川浸水被害対策法】
流域水害対策協議会
※市街化の進展又は自然的条件による
被害防止が困難な河川

【主な協議事項】

・浸水被害防止のための雨水貯留浸水対策に関する事項
・浸水被害防止区域など土地の利用に関する事項

【主な協議事項】

・河川管理者とダム設置者等による事前放流
に関する協定

流域治水協議会
※河川整備が必要な河川
・上記以外の森林や農地等を含めた
総合的な取組に関する事項

９
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東北管内事例

流域治水プロジェクト
①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
≪他省庁≫

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

1

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

【

流水の貯留
機能の拡大

】

東北農政局
北上土地改良調査
管理事務所

事前放流等の実施
北上川水系の農業用ダム（山王海ダム、葛丸ダム、豊沢ダム、煙山ダム、相川ダム、千松ダム）において、令和２年の出水期から洪水調
節機能強化の取組を開始。
位置図

具体的な取組み内容

2

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

東北農政局
北奥羽土地改良調査管理事務所

○流域の雨水貯留機能の向上 －田んぼダム・ため池－
・田んぼダム：水田の排水口への堰板の設置等による流出抑制によって下流域の湛水被害リスクを低減。
農業者が地域共同で取り組む「田んぼダム」の取組を農林水産省の多面的機能支払交付金により支援。
・た め 池 ：農業用ため池が有する洪水調節機能の活用。
具体的な取組み内容

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

3

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 【

流域の雨水貯留
機能の向上

】

盛岡森林管理署

流木・土砂流出抑制対策（治山対策）（北上川流域における国有林の森林整備・治山対策の推進）
北上川上流森林計画区内の国有林は、盛岡森林管理署が管理経営を行っており、森林の有する土砂流出防止や水源涵養機能等の適
切な発揮に向けて各種事業を行っています。
具体的な取組み内容

位置図

北上川

※令和３年度以降の事業量は、
実施計画確定後に掲上する。

国有林野施業実施計画（数値は計画値）
北上川上流森林計画区
事業区分
（H28年度～R2年度）
渓間工
14 箇所
治
山 山腹工
1 箇所
保安林整備
587 ha
間伐
7,192 ha
更新（造林）
806 ha
森林整備 保育（下刈）
1,719 ha
（除伐）
440 ha
林道（開設）
23,680 ｍ

◉ 盛岡森林管理署

【森林整備：間伐(紫波町)】

【森林整備：林道開設(岩手町)】

【治山：渓間工（雫石町）】

【治山：山腹工（雫石町）】

4

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 【

流域の雨水貯留
機能の向上

森林整備

】

（国研）森林研究・整備機構
森林整備センター

（水源林造成事業による森林の整備・保全）

北上川流域内の水源林造成事業地において除間伐等の適切な森林整備を実施することにより、土砂流出防止や水源涵養機能等森林の
有する公益的機能の維持増進を図ります。
位置図

具体的な取組み内容
岩手県

北上川

宮城県

北上川（上流）流域
水源林造成事業地

・水源林造成事業は、奥地水源地域の民有保安林のうち、所有者の自助
努力等によっては適正な整備が見込めない箇所において、針広混交林等
の森林を整備することにより、森林の有する公益的機能の高度発揮を図
る事業です。
・水源林造成事業地において除間伐等の森林整備を計画的に実施するこ
とで、樹木の成長や下層植生の繁茂を促し、森林土壌等の保水力の強化
や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。
・北上川（上流）流域における水源林造成事業地は、約220箇所（12市
町、森林面積 約8千ha）であり、流域治水に資する除間伐等の森林整備
を計画的に実施していきます。（令和３年度においては、約400haの森
林整備を予定。）
森林整備実施イメージ

「電子地形図２５０００（国土地理院）を加工して作成」

流域における水源林の整備

針交混交林（遠野市）

育成複層林（盛岡市）

間伐実施前（一関市）

間伐実施後

5

東北管内事例

流域治水プロジェクト
①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

6

仙台市
雨庭の整備
大雨時の市街地の浸水被害軽減のため、雨水を一時的に貯留し、時間をかけて地中や河川に流す公園
緑地空間の整備「雨庭（あめにわ）」の取り組みを広げていく。
社会資本整備総合交付金 「仙台市みどりの拠点となる都市公園整備の計画」 による公園貯留整備事業の一環

青葉山公園追廻地区
「もりの庭園」整備における、『雨庭』の整備。
仙台市では、自然環境が持つ機能を社会課題の解決に生かす
「グリーンインフラ」の一環で、この『雨庭』の取り組みを市内の官
民施設にさらに広げていく方針。
その第1号として、青葉山公園の一角に整備を進めている「公園
センター」の隣接区域（面積約6,000m2）を活用し、近年求められて
いる雨水流出抑制機能をもたせた「もりの庭園」を整備する。

『雨庭』 の整備イメージ
もりの庭園

公園センター

面積：約6,000m2
中央広場

池
｜
浸透管

＼

＼
浸透枡

広瀬川へ

公園敷地内に、浸透枡と浸透管を埋設し、庭園内には底部に浸
透性を持たせた池（約20㎥）、透水性舗装を用いた遊歩道を整備。
雨水を、浸透機能を持たせた各施設から地中に逃がし、さらに
池で一時的な貯留を行うことで、ゆっくりと時間をかけて広瀬川に
排出するしくみ。

仙台中心市街地

期待される雨庭の機能
【追廻地区】
仙台城跡より撮影

・水害の軽減
・ヒートアイランド現象の緩和
・生物の生息空間の創出
・水質の浄化 など

※『雨庭』とは、地上に降った雨水を下水道に直接放流することなく、一時的に貯留し、ゆっくり地中に浸透させる構造を持った緑地。
雨水流出抑制、修景・緑化の推進、ヒートアイランド現象の緩和などが期待される。 【引用】京都市ホームページより抜粋。
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※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 【

流域の雨水貯留
機能の向上

公園貯留

】

盛岡市

（維持管理が容易で安全性の高い防災調整池）

盛岡南公園の防災調整池は、新設野球場敷地外周の利用頻度の低い駐車場の一部を掘り下げ開渠として確保する。これにより、工事期間中及び供用
開始後の周辺住宅や水田への雨水の流出を着実に防止する。また、開渠とすることで地下式に比べ日常の点検や清掃が容易に行うことができる。

具体的な取組み内容

位置図

第二号調整池
V=2,423m3

平面図・断面図

盛岡南公園
岩手飯岡駅

第一号調整池
V=7,508m3

平面図

盛岡駅

岩手飯岡駅

断面図

駐車場使用時イメージ

パース図
第一号調整池
第二号調整池

調整池の啓発活動
新設野球場

駐車場調整池の啓発活動の一環とし
て、管理者をはじめ地域住民に広く認
識・理解を得られるよう、施設の目
的・効果・概要・注記等を記した看板
（サインボード）を設置することが有効
である。

8

弘前市

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
○三岳川沿川での雨水貯留施設の整備

浸水被害が常襲化している普通河川三岳川の沿川へ雨水貯留施設を整備し、集中的な対策を行うことにより水資源の健全な循環と地域防災力の向上を
図る。
位置図

「岩木川水系」

具体的な取組み内容

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

【全体計画平面図】

貯留施設形状
No

水位(標高)
ｍ

1
2
3
4
5
6

57.70
58.00
58.50
59.00
59.50
60.00

水

深
ｍ

0.00
0.30
0.80
1.30
1.80
2.30

貯留容量
㎥

10
41
184
1,037
2,556
4,233

備

考

凡

例

池底高

計画高水位(HWL)

実施工程
工 程
取組項目

三岳川雨水貯留施設の整備

流域の雨水貯留機能
の向上

対策内容

雨水貯留施設の整
備

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

実施中

9

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

鶴岡市・酒田市・三川町

○雨水貯留機能の活用（田んぼダム事業の推進）

位置図

山形県鶴岡市

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

10

1

東北管内事例

流域治水プロジェクト
②被害対象を減少させるための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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角田市
令和元年東日本台風時の状況

氾濫範囲の現象：市道の止水壁設置

【位置図】

◆被害状況
令和元年東日本台風による豪雨により、
県管理河川 尾袋川が氾濫。並走する市道
駅前花島線を越水し左関地区へ越水したた
め、左関地区では22.8haが浸水し、死者1
名の被害が発生した。また、市道駅前花島
線の冠水により左関地区から指定避難所へ
の車での移動が困難となった。

①

②

左関地区

① ③
②
●避難所
横倉小学校

越水により市道が冠水。
▼
指定避難所への移動が
困難となったもの。

◆事業の効果

◆事業の目的
市道 駅前花島線に止水壁を設置
し尾袋川からの越水対策を実施する
ことで、左関地区への越水流入を防
ぎ、避難経路を確保する。

③

角田市

・浸水面積
22.8ha ⇒ 0ha
・市道への越水区間
約1,300m ⇒ 0m

市道 駅前花島線に越水対策工事（止水壁）を
構築し、地域住民の安全・安心を確保する。

左関地区

【断面図】
左関地区

止水壁工

市道

尾袋川からの越水を防止し、
避難経路を確保する。

尾袋川

▼冠水水位
100cm
市道 駅前花島線

避難路の確保

12 3

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

②被害対象を減少させるための対策
【水災害ハザードエリアにおける土地利用・住まい方の工夫】
○宅地嵩上げ・高床化の支援
浸水の実績区域や、浸水の想定される区域に現存する建築物に対して、嵩上げ、高床化等の工事費用を助成する。

宅地嵩上げ等のイメージ

（事例）宮城県大崎市の宅地嵩上げ支援

■大崎市宅地かさ上げ等
事業補助金

出典：国土交通省

【浸水エリアで考えられる対策】
① 宅地嵩上げ
② 家屋のピロティ化
③ 止水版の設置
④ 家屋の耐水化
⑤ 水害保険の加入

【大崎市古川地区の居住誘導区域】

大崎市では、立地適正化計画
に定める居住誘導区域内にお
いて、浸水被害を軽減するた
め、対象区域内の住宅の所有
者が行う宅地のかさ上げ等に
要する経費について、予算の
範囲内で補助金を交付してい
る。

出典：大崎市HP

着工前

完成

盛土

嵩上げ等に掛かる費用を助成

【大崎市内で実施された盛土工事の事例】
出典：大崎市提供資料を基に作成
0
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※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

青森河川国道事務所・南部町

②被害対象を減少させるための対策
○道路高台等への避難場所の整備・確保

・洪水の浸水想定より高い道路区間を抽出し、洪水時の緊急避難場所として活用していくために、避難施設等の整備に向けて自治体と調整を開始。
・馬淵川流域では、南部町に位置する国道4号において避難路等の整備を実施。
位置図

対策イメージ

●

避難施設整備

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

実施工程
工 程
取組項目

水災害ハザードエリアにおける
土地利用・住まい方の工夫

対策内容
道路高台等への避難場
所の整備・確保

短期
（R7まで）

中期
（R12まで）

中長期
（R12以降）

実施予定
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高瀬川水系流域治水プロジェクト
〇被害対象を減少させるための対策 立地適正化計画による水災害軽減対策の推進～
概要
七戸町立地適正化計画において、ハザードエリアを検討した居住誘導区域の設定に伴い、防災指針に記載するとともに、高瀬川
流域の防災に関し課題を整理し取り組み方針を示す。

163戸

15

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

氾濫被害を減少させるための対策

能代河川国道事務所

〇防災拠点等の整備
・想定最大規模の洪水が発生した場合、北秋田市鷹巣地区は、北秋田市役所、鷹巣駅、学校、福祉施設が浸水することになるが
近隣に防災拠点がないため、洪水等の災害時に復旧活動の基地となる防災拠点等の整備を行う。
・洪水により市街地が浸水する場合は、地域住民の一時避難場所としても活用できる。

米代川水系 洪水想定浸水区域図（想定最大規模）

令和元年台風19号での水防災拠点への避難状況

宮城県大崎市（吉田川）

令和元年10月18日撮影

【防災拠点としての機能】
《主なもの》
・復旧拠点（基地）
・緊急用資機材の備蓄
・ヘリポート
・一時避難場所
・駐車場
・作業ヤード
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被害対象を減少させるための対策

大仙市

移転地造成・移転地内のインフラ整備～災害ハザードエリアからの移転～
平成29年7月洪水時において、住宅や農地が浸水するなど甚大な被害が発生
地区住民などの意見も踏まえ、治水対策として輪中堤の整備を計画
浸水被害を受ける家屋等の輪中堤内への移転を促すため宅地造成・インフラ整備を実施
位置図

防災対策の取組の方向性
過去幾度も浸水被害を受けてきた無堤部の集落を浸水被害から守る
連続堤防の整備には膨大な時間と費用を要することから、大仙市と河川管理者が協議し、
輪中堤による治水対策を検討
大仙市による対象地区住民への意向調査結果を受けて、輪中堤による治水対策決定
大仙市による災害危険区域の指定
大仙市により集団移転地の調査・買収・造成、インフラ整備を実施し住宅団地分譲を実施
造成地①

過去の災害における被害状況

宅地造成完了
（R2年6月）

●平成29年7月洪水（秋田県大仙市岩瀬湯野沢地区）
・浸水家屋70戸、浸水面積72ha
・農地・県道244号冠水、排水処理施設浸水
造成地①
移転地造成

雄物川

H29.7.23撮影

造成地②

輪中堤の
堤防法線

雄
物
川
↓

R2.5.27撮影

R2.10.1撮影

造成地②

R2.10.1撮影

※具体的な対策内容については関係機関で調整中であり、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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氾濫被害を減少させるための対策

由利本荘市

○一番堰まちづくりプロジェクト浸水対策【宅地造成】
• 土地の高さを嵩上げにより浸水被害の減少対策を合わせた官民連携による宅地造成を行う。
• 由利本荘市と民間企業が連携し、社員寮や病院、商業施設が一体となったまちづくりを進める構想。
（居住者４００～５００人の見込み）

R３～R７
宅地造成 約９ha
（薬師堂字一番堰地内）

【想定最大規模の洪水浸水想定区域】

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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②被害対象を減少させるための対策

河川管理者，道路管理者

○重要物流道路や緊急輸送道路のかさ上げにより浸水拡大を抑制
○道路のかさ上げにより、二線堤として浸水拡大を抑制させ、家屋の浸水を低減させるとともに、交通網も
途絶を回避し、基幹産業であるさくらんぼ出荷等の輸送道路を確保する。
○また大規模浸水時の避難路や一時的な避難場所としての活用も図れる。
道路かさ上げのイメージ

鳴瀬川水系の整備事例（宮城県大崎市）
昭和61年8月同等決壊イメージ

二線堤完成前

二線堤完成後
←写真：令和元年東日本台風時に水防災拠点
を農機具等の一時的な避難場所として利用

避難路や農機具等の一時的避難場所
としても活用可能

交通の途絶を回避

須
川

家屋浸水も防止

浸水が想定される水位

かさ上げ後の道路
既存道路
出典：山形県HPより※最上川本川等を加筆
※具体的な対策内容については、関係機関で調整中であり、変更となる場合がある。
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②被害対象を減少させるための対策

山形県尾花沢市

○克雪対策の多機能化（高床式住宅への助成）
ふるさと暮らし応援事業（雪対策への助成）として、市民の負担、危険等の軽減を図り、安心して暮らせる住環境
の整備に向け、克雪住宅の建築等の経費に対して助成を行っており、高床式住宅においては、水害対策としても家
屋被害に有効である。
事業概要

位置図

助成対象の概要
山形県尾花沢市

設備の種類

補助金額

■融雪式住宅
屋根融雪設備（熱利用）

〇一般世帯

■高床式住宅

対象事業費の30％以内（60万円限度）

基礎部1.5m超等
■耐雪式住宅

〇高齢者世帯・子育て世帯等

2.5m以上積雪耐荷重

対象事業費の40％以内（80万円限度）

■住宅敷地内消融雪設備
※融雪設備において、地下水や水道水の
開放利用に伴う工事費等は対象外
■家庭用除雪機械

※融雪設備について、再生可能エネルギーを主熱源とした場合は、
対象事業費の10％（20万円限度）を加算
購入価格の10％以内（5万円限度）
※移住世帯には5万円加算

（雪対策への補助）
住宅の雪下ろしや敷地の除排雪等について、住人の負担、危険等の軽減
を図り、安心して暮らせる住環境の整備のため、高床式住宅にする等克雪住
宅の建築の経費を補助。

浸水時の被害軽減効果
（水害対策にも有効）
高床式住宅は、浸水時の家屋被害軽減に有効なため、水害対策としても
効果が発揮される。
※具体的な対策内容については、関係機関で調整中であり、変更となる場合がある。
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東北管内事例

流域治水プロジェクト
③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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丸森町
大規模浸水時に電気等のライフラインが寸断された場合や、道路が浸水・寸断し燃料供給が滞った場合であって
も、地域の防災拠点及び避難所となる「まちづくりセンター」において、自家発電設備を稼働させるための 燃
料を「自衛的備蓄」として確保することにより、災害対応能力の強化を目指す。
『災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金（経済産業省）の活用

燃料備蓄の推進

◆
◆舘矢間

大張

◆

◆

小斎
◎
丸森 ◆金山
町役場

耕野

LPガスのバルク貯留

発電機

防災の拠点となる施設
多数の避難者が発生する施設

◆大内
宮城県

◆

【 凡 例 】

◆

まちづくりセンター（７箇所）

筆甫

浸水実績区域
宮城県緊急輸送道路ﾈｯﾄﾜｰｸ
に基づく緊急輸送道路
（１次）
（２次）
（３次）

洪水の浸水域から離れた防災拠点である避難
所へ､ＬＰガス燃料の備蓄､供給､発電のシステ
ムを導入。

･長時間の安定的な電源を確保。
・情報の収集や発信手段の確保。
・被災者への即時的な情報提供。
・避難所の安全かつ円滑な運営。
・避難所の生活アメニティの向上。
・調理器具で炊き出しも可能。
物流の拠点としても、大きな効果を発揮する。

福島県
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※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

郡山ブロック 流域治水概要

【実施主体：国、県、市、大学、企業】

阿武隈川本川や支川の改修を進めるとともに、市街地の貯留施設整備や災害リスクを考慮し
市②
たまちづくりにより、郡山ブロックにおける浸水被害の軽減を図る。
市①
地下貯留施設の整備促進（H26～R4）
【ゲリラ豪雨対策9年プラン】
・雨水ポンプ増設
・貯留管整備
・調整池整備

凡 例

県①

県①

市①
国①

逢瀬川河川改修（S63～R7）
・堤防整備
・護岸整備
・橋梁架替
国①

市①

阿武隈川河道掘削（R2～R7）

市②

市②
田んぼダム（R3～）
・河川の急激な水位上昇を緩
和させることを目的に、河川上
流域における水田を活用した「
田んぼダム」の普及促進

市①
市①

企業
民間施設との災害協定

企業

市②

県②
市①

谷
←田川

避難所入居状況の可視化
・災害時に、市内避難所の
入居状況をリアルタイムに
可視化。

国

県

簡易型河川監視カメラ（R1～）
：国
：県
河川監視カメラ（従来整備）
：国

市⑤

防災指針策定（R2）
・地域の災害リスクの低減により、安全・
安心な居住と都市機能の継続性を確保
したまちづくりを推進するため、防災指針
を作成
市③

：R元年東日本台風
実績浸水区域

国

県

危機管理型水位計（R1～）
：国
：県
水位計（従来整備）
：国及び県
県②

工場や建築物の浸水対策
・嵩上げ、
防水壁、
BCP策定等
・BCP策定支援
【市】

谷田川河川改修（R2～）
・河道掘削・伐木
・護岸整備
・堤防強化

ソフト対策

市④
準用河川の整備（R2～）
・照内川、愛宕川、徳定川

市④

市②

大学

国②
阿武隈川堤防整備（R1～R2）

国②

キャンパス強靱化（R1～）
・学生の住環境、
避難行動の強化
・浸水対策

ソフト対策（R2～）
・3D都市モデルによる浸水リスク可視化【国・市】
・避難案内看板表示内容の見直し、新設【市】
・地区防災マップ作成の普及【市】
・マイ・タイムライン作成の普及【市】
・地域防災リーダーの育成【市】
・雨水流出抑制施設の設置費用補助【市】
・止水板の設置補助【市】
・建物の構造上の工夫（ピロティ化等）への支援策検討【市】
・マイ避難の普及啓発【県】
・防災に関する出前講座等の実施【県】
・Twitterによる防災情報の発信【国・県】
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