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○ 国土面積の約10%の洪水氾濫区域に人口の50％、資産の75%が集中。
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我が国の土地利用



近年の自然災害の状況

平成27年9月関東・東北豪雨

①鬼怒川の堤防決壊による浸水被害
（茨城県常総市）

③小本川の氾濫による浸水被害
（岩手県岩泉町）

平成28年8月台風10号 平成29年7月九州北部豪雨

④桂川における浸水被害
（福岡県朝倉市）

7月豪雨

⑤小田川における浸水被害
（岡山県倉敷市）

台風第21号

⑥神戸港六甲アイランドにおける浸水被害
（兵庫県神戸市）

北海道胆振東部地震

⑦土砂災害の状況
（北海道勇払郡厚真町）

平成28年熊本地震

②土砂災害の状況
（熊本県南阿蘇村）

⑧電柱・倒木倒壊の状況
(千葉県鴨川市)

房総半島台風

④

③

⑩

①

⑦

⑤⑥

②

⑧
東日本台風

⑨千曲川における浸水被害状況
(長野県長野市)

⑨

令
和
元
年

平
成
30
年

平
成
27
～
29
年

令
和
2
年

７月豪雨

⑩球磨川における浸水被害状況
(熊本県人吉市) 3

○ 毎年のように全国各地で自然災害が頻発している。



■決壊幅 約200ｍ
■平成27年9月10日 １2時50分 堤防決壊

常総市三坂町地区

平成２７年９月１１日平成１８年

被災状況（全景写真）

被災状況（拡大写真）

：鬼怒川流域
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平成27年9月関東・東北豪雨による鬼怒川の災害

○ 9月10日に茨城県常総市で鬼怒川左岸の堤防が決壊。

○ 決壊に伴う氾濫により常総市の約1/3の面積に相当する約40km2が浸水し、決壊
箇所周辺では、氾濫流により多くの家屋が流出するなどの被害が発生。



【福岡県：筑後川水系赤谷川（県管理）】
浸水被害だけでなく、大量の土砂・流木が発生

【大分県：筑後川水系花月川（国管理）】
JR久大本線の鉄道橋が流失

【福岡県：筑後川水系奈良ヶ谷川（県管理）】
流木による被害状況

国交省レーダ雨量画像

【大分県：筑後川水系花月川（国管理）】
洪水流下状況

7/5 12:00

7/5 18:00

な ら が た に か わ
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○ 九州北部地方で、7月5日から6日にかけて線状降水帯が形成・維持され、福岡県朝
倉市で545.5mm、大分県日田市で 370.0mmを記録するなど大雨となった。

○ 筑後川支川赤谷川等では、洪水が大量の土砂や流木とともに氾濫し、福岡県と大分
県で、死者40人、行方不明者2人、住家全壊・半壊1,432棟、床上・床下浸水
1,661棟、JR久大本線花月川橋梁の流失など、甚大な被害が発生。

平成29年7月九州北部豪雨における筑後川流域の災害



あきぐん さかちょう

広島県安芸郡坂町
きたきゅうし もじく

福岡県北九州市門司区

あやべしうえすぎちょう

京都府綾部市上杉町

■各地で土砂災害が発生

高梁川水系小田川左岸及び
複数の支川の決壊、右岸の越水により、多数の家屋浸水
7/8 13:00頃より排水作業を実施した結果、
7/11までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消

■岡山県倉敷市真備町の浸水及び排水状況

たかはしがわ おだがわ
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平成30年７月豪雨における災害（高梁川水系小田川等）

○ 梅雨前線等の影響によって、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨とな
り、多くの観測地点で観測史上1位の降雨量を更新。

○ 高梁川水系小田川での堤防決壊等、広域的かつ同時多発的に河川の氾濫による浸水
被害が発生。

○ 崖崩れや土砂・洪水氾濫などの土砂災害も多発。



出典：「令和元年8月六角川水系の水害を踏まえた「六角川水系緊急治水対策プロジェクト」～国、県、市町等が連携し、逃げ遅れゼロと社会経済被害の最小化を目指す
～【主な取組項目の概要】」多久市、武雄市、小城市、大町町、江北町、白石町 佐賀県 気象庁 佐賀地方気象台 国土交通省 武雄河川事務所

浸水に伴う油流出状況
（六角川21k付近左岸 令和元年8月28日15時頃）

浸水に伴う油流出状況（鉄工所付近）

浸水に伴う油流出状況（順天堂病院付近）

六角川

順天堂病院

21k400

国道34号JR佐世保本線

六角川管内図（一般被害
状況）
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令和元年8月の前線に伴う大雨による六角川の災害

○ 九州北部を中心に大きな被害をもたらした大雨により、佐賀県大町町の鉄工所が浸
水し、最大約11万リットルの油が住宅地や農地に流出した。



北陸新幹線
車両基地

破堤点
（千曲川左岸
58.0k付近）

信濃川水系千曲川（長野県長野市） 阿武隈川水系阿武隈川（福島県須賀川市他）

上田電鉄別所線（千曲川橋梁） 鳴瀬川水系吉田川（宮城県黒川郡大郷町）
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令和元年10月台風第19号による災害（千曲川、阿武隈川等）

○ 広い範囲で記録的な大雨となり、関東・東北地方を中心に計142箇所で堤防が決壊
するなど、多数の河川が氾濫し、国管理河川だけでも約25,000haが浸水。



○ 球磨川や筑後川などで氾濫などの浸水被害が発生。

○ 全国で約13,000haが浸水。

国が管理する河川で氾濫が発生した河川
（７水系8河川）

筑後川

大分川

遠賀川

球磨川

筑後川流域の浸水被害

球磨川流域の浸水被害

福岡県久留米市

久留米市や佐賀市などで約9,000ha、約2,000戸が浸水

熊本県人吉市

人吉市、球磨村などで約1,060ha、約7,400戸が浸水

※本情報は速報値であるため、今後の調査等で変わる可能性があります。 9

令和2年7月豪雨による災害（球磨川等）

※このほか、最上川（東北）、江の川、神野瀬川（中国）、吉野川（四国）
で氾濫が発生
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人吉市街部の上空より撮影人吉市街部の上空より撮影

建物の一階部分まで浸水（人吉市紺屋町）高さ３ｍ付近に洪水痕跡を確認（国道４４５号通り）

洪水痕跡
洪水痕跡

7月4日午前撮影（市民提供）

球磨川

万江川
球磨川

第１回令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料（R2.8.25）より転載

熊本県人吉市の浸水状況
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渡地区の上空より撮影

球磨川右岸から約50ｍ離れた場所での家屋倒壊球磨川右岸から約50m離れた場所での家屋倒壊

千寿園付近の上空より撮影

球磨川

小川

特別養護老人ホーム

千寿園特別養護老人ホーム

千寿園

第１回令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料（R2.8.25）より転載

熊本県球磨村の浸水状況
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1時間降水量50mm以上の年間発生回数（アメダス1,000地点あたり）

S52.9 沖永良部台風

S57.7 豪雨

S58.7 豪雨

H5.8 豪雨

H16.7新潟・福島豪雨、福井豪雨、H16.10台風23号

H24.7九州北部豪雨

H27.9関東・東北豪雨
H26.8豪雨(広島土砂災害等)

H18.7月豪雨
H20.8月末豪雨

H21.7中国・九州北部豪雨、H21.8台風9号
H23.7新潟・福島豪雨、H23.8台風12号

(H28)(H23)(H18)(H13)(H8)(H3)(S61)(S56)(S51)

H17.9台風14号

H29.7九州北部豪雨

H25.9台風18号

H28.8台風9,10,11号
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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。



※RCP2.6、4.6、6.0（3ケース）、RCP8.5（9ケース）における将来気候の予測（2080～2100年平均）と現在気候（1984～2004年平均）の変化率を示す

※各シナリオにおける全ケースの平均値、括弧内に平均値が最小のケースと最大のケース（年々変動等を含めた不確実性の幅ではない）を示す

表 上位5％の降水イベントによる日降水量の変化

出典：日本国内における気候変動予測の不確実性を考慮した結果について（お知らせ）【環境省、気象庁】

（参考）RCP2.6（2℃上昇に相当）相当の降雨量の変化倍率の算出方法

気候変動による将来の降雨量の変化倍率

前提となる気候シナリオ 降雨量変化倍率
（全国一級水系の平均値）

RCP8.5（4℃上昇に相当） 約1.3倍

RCP2.6（2℃上昇に相当） 約1.1倍

（http://www.env.go.jp/press/19034.html）より

以下の表から得られる地域毎のRCP8,5、RCP2.6の関係性より換算

（東日本太平洋側での換算例）

※20世紀末（1951年-2011年）と比較した21世紀末（2090年）時点における一級水系の治水計画の目標とする規模の降雨量の変化倍率の平均値
※ＲＣＰ8.5シナリオ（4℃上昇に相当）は、産業革命以前に比べて全球平均温度が4℃上昇した世界をシミュレーションしたｄ4ＰＤＦデータを活用して試算

出典：国土技術政策総合研究所による試算値
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気候変動による将来の降雨量の変化

○ 温室効果ガスの排出量が最大となるRCP8.5シナリオ（4℃上昇に相当）では、21
世紀末の降雨量 の変化倍率は約1.3倍と予測。

○ 将来の気温上昇を2℃以下に抑えることを前提としたRCP2.6シナリオでは、21世
紀末の降雨量の変化倍率は約1.1倍と予測。



集水域

河川区域

氾濫域

集水域

流水の貯留
[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

[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

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

浸水範囲を減らす
[国・県・市]
二線堤の整備、
自然堤防の保全

リスクの低いエリアへ誘導／
住まい方の工夫

[県・市、企業、住民]
土地利用規制、誘導、移転促進、
不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融による誘導の検討

河川区域

県 ：都道府県
市 ：市町村
[ ]：想定される対策実施主体

氾濫域 氾濫域土地のリスク情報の充実
[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

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

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

②被害対象を減少させるための対策①氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復
興のための対策
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流域全体で行う治水対策、「流域治水」へ転換

○ 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。

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 をハード･ソフト一体で多層的に進める。

③ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策



浸水想定区域、ハザードマップ
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洪水ハザードマップ

内水ハザードマップ

高潮ハザードマップ

津波ハザードマップ

※内水・・大雨が発生した際に、下水道等に雨水を排水できないこと又は
下水道等から公共の水域等に雨水を排水できないことによる出
水（水防法に規定される雨水出水と同じ）

土砂災害ハザードマップ
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ハザードマップの種類

○ ハザードマップには洪水、内水(雨水出水)、高潮、津波、土砂災害の種類がある。



洪水浸水想定
区域の指定

（国・都道府県）
【水防法第14条】

内水浸水想定

区域の指定
（都道府県・市町村）

【水防法第14条の2】

高潮浸水想定
区域の指定
（都道府県）

【水防法第14条の3】

津波浸水想定

の 設定
（都道府県）
【津波法第8条】

ハザードマップの作成・周知（市町村）
【水防法第15条３項、津波法第55条、土砂災害防止法第8条３項】

市町村地域防災計画に必要事項を規定（市町村）
【水防法第15条１項、津波法第54条、土砂災害防止法第8条１項】

津波災害警戒区域
の指定

（都道府県）
【津波法第53条】

土砂災害警戒

区域の指定
（都道府県）

【土砂災害防止法第7条】
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ハザードマップに関する法制度

○ ハザードマップは「水防法」、「津波防災地域づくりに関する法律」（津波法）、
「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」（土砂災害
防止法）に規定されている。



遠賀川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
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浸水想定区域図の事例

○ 想定される浸水範囲のほか、浸水深、浸水継続時間、家屋倒壊等の危険性を把握で
きる。



20m ～

10m ～ 20m

5m ～ 10m

3m ～ 5m

1m ～ 3m

0.5m ～ 1m

0.3m ～ 0.5m

～ 0.3m

1.0ｍ～3.0ｍ未満
（１階床上～軒下浸水）

3.0ｍ～5.0ｍ未満
（２階床上～軒下浸水）

遠賀川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
[浸水深]

20m ～

10m ～ 20m

5m ～ 10m

3m ～ 5m

1m ～ 3m

0.5m ～ 1m

0.3m ～ 0.5m

～ 0.3m

1.0ｍ～3.0ｍ未満
（１階床上～軒下浸水）

3.0ｍ～5.0ｍ未満
（2階床上～軒下浸水）
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想定浸水深

○ 浸水深を色分けで表示している。3ｍ以上の場所は2階も浸水することに留意が必
要。



出展：大規模水害対策に関する専門調査会報告（参考資料）
自宅に留まった場合の生活環境イメージ

遠賀川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
[浸水継続時間]
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想定浸水継続時間

○ 浸水継続時間を色分けして表示している。在宅避難は、電気、ガス、上下水道等が
停止することを想定し、浸水継続時間に応じた飲料水、食料、簡易トイレ等の準備
が必要。
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氾濫流による家屋倒壊

河岸侵食による家屋倒壊

家屋倒壊等氾濫想定区域図

家屋倒壊等氾濫想定区域

○ 氾濫流や河岸侵食によって家屋倒壊等のおそれがある区域を「家屋倒壊等氾濫想定
区域」として示している。

○ 家屋倒壊等氾濫想定区域については、原則として立退き避難が必要。



浸水想定区域図（国・県等） ハザードマップ（市町村）

避難場所等の
情報を追加

22

浸水想定区域図とハザードマップの違い（洪水の例）

○ 洪水浸水想定区域図に避難所等の情報や情報伝達の方法等を示したものがハザード
マップである。



38%

62%

95%

5%

95%

5%

高潮ハザードマップ
R3.10末時点

対象

687
市区町村

津波ハザードマップ

R3.9末時点（※2）

対象
1,071

市区町村

内水ハザードマップ

R3.3末時点（※3）

公表済

418市区町村

未公表

653市区町村

98%

2%

対象
1,403

市区町村

公表済

1,378市区町村

未公表

25市区町村

洪水ハザードマップ

R3.7末時点（※1）

29

%

71

%

対象
147

市区町村

公表済

42市区町村

未公表

105市区町村

対象

1,601

市区町村

公表済

1,525市区町村

未公表

76市区町村

土砂災害ハザードマップ

R3.9末時点

公表済

652市区町村

未公表

35市区町村

※２ 津波防災地域づくりに関する法律に

基づかないハザードマップを含む

※３ 水防法に基づかないハザードマップを含む

※１ 計画規模降雨相当を含む

23

ハザードマップの作成・公表状況

○ 洪水ハザードマップは、98％の市区町村で作成、公表されている。



対象
市区町村数

1,400

指定済み河川数

国
管
理
河
川

都
道
府
県
管
理
河
川

対象河川数

洪水浸水想定区域の指定
洪水ハザードマップの公表

想定最大規模 計画規模

水位周知河川
150

150

（100%）

150

（100%）

洪水予報河川
298

298

（100%）

298

（100%）

448

（100%）

448

（100%）

水位周知河川
1,587

1,576

（約99%）

1,577

（約99%）

洪水予報河川
128

128

（100%）

128

（100%）

1, 704

（約99%）

1,705

（約99%）

計 2,163
2,152河川

（約99％）

2,153河川

（約99％）

想定最大規模 計画規模

1,199市区町村
（約86%）

1,377市区町村
（約98%）

計 448

計 1,715

令和3年9月末時点

24

洪水浸水想定区域の指定と洪水ハザードマップの公表状況

○ 洪水予報河川及び水位周知河川における洪水浸水想定区域(想定最大規模)の指定率
は約99%。

○ 洪水ハザードマップの作成率は、想定最大規模対応は約86%、計画規模対応は約
98%。



阿武隈川水系阿武隈川洪水浸水想定区域図
（想定最大規模）平成２８年６月１０日

✓ 10月14日18時時点で国土地理院で収集した情報と標高データを用いて、
浸水範囲における水深を算出して深さごとに色別に表現した地図

✓ 実際に浸水のあった範囲でも把握できていない部分、浸水していない範
囲でも浸水範囲として表示されている部分がある

東日本台風浸水推定段彩図（国土地理院作成）

凡例
×：人的被害箇所
出典：静岡大学防災総合センタ
ー牛山教授レポートより

×

×
×

×

阿武隈川水系阿武隈川洪水浸水想定区域図

洪水予報河川や水位周
知河川以外の河川の氾
濫により浸水被害が発
生しているエリア

25

洪水浸水想定区域の指定義務が無い中小河川における浸水被害

○ 従来、水防法では「洪水予報河川」や「水位周知河川」について浸水想定区域の指
定を義務付けしていたが、令和元年東日本台風等では、浸水想定区域の指定義務が
無い中小河川において浸水被害が発生。



※全ての一級・二級河川や下水道とは、住宅等の防護対象のある全ての一級・二級河川や浸水対策を目的として整備された下水道のこと。

洪水予報河川及び水位周知河川（約2,000河川）や水位周知下水道（約20団体）に加え、周辺に住宅等の防護対象
のあるものについて指定対象に追加し、洪水浸水想定区域では約15,000河川、内水想定区域では約1,000団体が新
たに指定対象として追加。

洪水浸水想定区域及び内水浸水想定区域の指定対象数

26

洪水浸水想定区域指定とハザードマップ作成対象河川の拡充

○ 水害リスク情報の空白域を解消するため、水防法を改正(令和3年7月施行)し、浸
水想定区域図及びハザードマップの作成・公表の対象を全ての一級・二級河川や下
水道※に拡充した。



紙媒体と同様の内容をPDFで掲載（京都市福知山市HP）

GISを活用した神戸市情報マップ
【広島県広島市の事例】 避難情報の発令のプッシュ通知+危険場所を回避した避難所への経路案内

（出典：「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム 第1回セミナー」ファーストメディア株式会社 発表資料）

避難情報の発令区域の地図表示 開設避難所へのルート案内機能

まるごとまちごとハザードマップ

27

ハザードマップの周知

○ ハザードマップは、紙媒体による全戸配布による周知が主な方法であるが、ホーム
ページへのPDF版の掲載や電柱への標識掲示(まるごとまちごとハザードマップ)等
も実施されている。また、先進的な取組として、GISやスマートフォン等による
GPS機能を活用したハザードマップの周知も行われている。



遠賀川（福岡県直方市付近）

28

重ねるハザードマップ（国土地理院）

○ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域、避難所を地図上に重ねて見ることができる。

ハザードマップポータルサイト： https://disaportal.gsi.go.jp/



民間等のWebサイトや
アプリで活用

GISデータの活用

タイル画像データ
の活用

情報サイトや防災アプリ 等

法定義務 国によるデータ公開 民間等による活用

国・都道府県（河川管理者）

洪水浸水想定区域図

洪水ハザードマップ

官報、広報、ホームページ掲載等

紙媒体の配布、ホームページ掲載等

市町村

国土地理院

重ねるハザードマップ

国土交通省
（不動産・建設経済局）

国土数値情報

GIS
データ

タイル画像
データ

NHKニュース防災アプリ
Yahoo!防災速報アプリ 等

情報サイトや防災アプリ、データ解析 等

29

洪水浸水想定区域・洪水ハザードマップのデジタルデータ公開

○ 洪水浸水想定区域図は国や都道府県が作成・公表し、洪水ハザードマップは市町村
が作成・公表する。

○ 国は、都道府県等のデータを収集して、国土地理院の電子地図に重ねて閲覧できる
ようにするとともに、国土数値情報としてデータを公開。



１０日後

7%
6%

18%

4%

1%
2%

60%

2%
約３割

Ｑ．ハザードマップを見たことはありますか？

全体
N=512

■ 家族でハザードマップの内容を確認している

■ ハザードマップを見て自分の家がどの程度浸水する可能性があるかわかっている

■ ハザードマップを見たことはあるが、どこにしまってあるかわからない

■ ハザードマップをしまってある場所はわかっているが内容は見ていない

■ 大雨時や緊急時に見るからよい

■ ハザードマップを見なくても自分の家がどの程度浸水する恐れがあるかわかっている

■ ハザードマップを知らない、見たことがない ■ 未回答

●平成27年関東・東北豪雨に関する調査

〔H27中央大学河川・水文研究室調べ〕

上空から撮影した決壊地点(常総市三坂町)の様子

家屋等の流出の様子 常総市役所付近の様子 30

ハザードマップの認知状況（平成27年 関東・東北豪雨）

○ 鬼怒川では、堤防決壊等に伴う氾濫により、4,300名の逃げ遅れが発生。

○ ハザードマップを見たことがあるのは、約３割であった。



ハザードマップ周知と活用

31



浸
水
す
る
か
確
認

す
る
こ
と
が
大
切

ね
！

あなたにとっての危険な場所をよけて
逃げるには?

国・都道府県・市区町村等が連携し、
様々な地域でワークショップを開催中 32

ハザードマップの周知と活用（マイ・タイムライン）

○ ハザードマップの情報の理解促進と活用を図るため、「いつ」・「何をするのか」
をあらかじめ時系列で整理した「自分自身の防災行動計画＝マイ・タイムライン」
の取組を促進している。



①「台風が発生」してから「川の水が
氾濫」するまでを知る

②「台風が発生」してから「川の水が
氾濫」するまでの備えを考える

③マイ・タイムラインを作成

タイムラインの考え方を知るのに、小学生
にもわかりやすい表現を用いた

時系列の避難準備行動を意識づけるよう、
並び替えクイズ形式を採用

普段、文字を書き慣れない方への配慮とし
て、シールを貼る方式を採用 33

マイ・タイムライン作成ツール「逃げキッド」

○ 簡単かつ短時間で小中学生でもマイ・タイムラインの骨格を学べる「逃げキッド」
を作成(平成29年9月)

○ 「逃げキッド」は、クイズの採用などにより、楽しく、簡単に、降雨による河川の
水位上昇、氾濫発生までの刻々と変化する一連の状況を理解し、命を守るための準
備や行動を考えことができるよう配慮。



「逃げキッド」 使い方ガイド（動画） マイ・タイムラインリーダー向け逃げキッド活用ガイド

※ 鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会の事務局である国土交通省下館河川事務所ホームページにて公開

Part1 「逃げキッド」ってなぁに？
Part2 リスクを知ろう
Part3 タイムラインの考え方を知ろう(1)
Part4 タイムラインの考え方を知ろう(2)
Part5 マイ・タイムラインを作ろう、使おう

視聴時間：
約２～３分／Part

※ マイ・タイムラインリーダー
マイ・タイムラインを普及し、地域に根付かせていくため、防災・減災
の知識や経験を持ち、地域に発信できる人材を認定して、地域に広
げる活動を推進する同協議会の制度

シナリオ（例）
自分の住んでいる近くの水位観測所の位

置を把握していますか？災害時に急に情
報を見ようとしても、なかなか必要な情報に
たどり着けません。平常時に一度ホーム
ページを確認しておきましょう。

避難時の留意事故
など、説明時に必
要な知識等を記載

34

「逃げキッド｣の活用のための支援ツール

○ 「逃げキッド」のシート型教材のほかに「逃げキッド」を用いた検討の取組を実施
する支援ツールを公表している。

○ マイ・タイムラインの考え方や「逃げキッド」の使い方を解説する動画、マイ・タ
イムライン作成講座のファシリテーター(進行役)向けの「逃げキッド活用ガイド」
や取組の記録などを公開。

• マイ・タイムラインを普及し、地域に根付かせていくため、
マイ・タイムラインリーダー※が、地区で「逃げキッド」を
活用して、マイ・タイムラインを検討していく際の留意事
項を取りまとめたもの

• 講座をより良くするための話し方の工夫や解説する際
のシナリオ例の解説、講座の工夫を記載



【事例①】常総市小中学校一斉学校防災訓練

【実施場所】常総市内 小中学校（６校）
【参加人数】約８００名
【概 要】学校の職員、大学生らが、自ら講師と
なって、マイ・タイムラインの作成をサポート

【事例③】龍ケ崎市河原代地区の住民向け講座

【実施場所】龍ケ崎市河原代ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
【参加人数】約４０名
【概 要】自治体職員が、自らファシリテーターと
なり、気象の講座も交えながら地区住民とマイ・タイ
ムラインを作成

【事例②】気象キャスターとつくるマイ・タイムライン

【実施場所】宇都宮大学
【参加人数】約１００名
【概 要】気象キャスターによる、気象や水害の
話を聞きながら、市民がマイ・タイムラインを作成

【事例④】自主防災組織を対象とした講座

【実施場所】さくら市蒲須坂公民館
【参加人数】約３０名
【概 要】自主防災組織からの要請を受け、下館
河川事務所の職員がファシリテーターとなり、マイ・
タイムライン作成講座を実施

35

マイ・タイムラインの取組事例（鬼怒川流域）



★地域を巻き込んで、要配慮者が避難できる仕組みを（岡山県倉敷市）

事例のポイント：要配慮者（または家族）、隣近所の地域住民、福祉事業所が対面で話をすること

要配慮者マイ・タイムライン
作成中の様子

要配慮者マイ・タイムラインにもとづき
避難訓練を実施

劇団OiBokkeShiによる
要配慮者マイ・タイムライン作成動画

要配慮者マイ・タイムライン
作成ヒント集

作成者の声

期待される効果： ・日頃から地域全体のコミュニケーションが活性化される
・要配慮者が計画的に避難できる
・避難支援が支援する側の避難スイッチにつながり、地区全体の早期の避難促進につながる

36

高齢者等の個別避難計画と連携したマイ・タイムライン



【水害リスクの認識に関する意見】

地域の洪水に対するリスクの程度を理解できました。あらためて、リスクの高い地域に
住んでいると感じました。（40代・男性）

浸水継続時間と下流で堤防決壊したときの到達時間を知ることができたことが有意義
だった（50代・男性）

決壊してから浸水時間がどの位かかるかで避難の準備の仕方が変わってくる事がわかっ
た。（50 代・女性）

【共助に関する意見】

自治会規模で避難を考えねばいけないと痛感しています。動けない人をどうするか、
もっと具体的に話せればと思います。（50代・女性）

防災において地域コミュニティーの結びつきが重要なことが再認識できた。（50代・男
性）

災害に対しては、自助・共助・公助が必要である。本日参加した人たちは、災害に対し
意識を持っている人たちでしょうから、今後は地元に帰ってその人たちで共助を進めて
いくべきと考える。（50代・男性）

今までは自分及び家族単位のタイムラインを想定していたが地区全体で避難、前後で出
来ること等を考える事ができた。（60代・女性）

自分の身は自分で守ることを基本に思える、気付けました。周囲の方々にも目を向けて、
地区の協力を強くしていきたい。

●マイ・タイムライン検討における住民の意見
（対象：モデル地区のマイ・タイムライン検討者）

意見交換の様子
「みんなでタイムラインプロジェクト
常総市モデル地区における検討の記録」を引用

37

マイ・タイムラインの取組効果

○ マイ・タイムライン検討会に参加した住民からは、水害リスクの認識に関する意見
の他に、住民が相互に意見交換を行い、自分自身や同居家族を守るための防災行動
と近隣や地区での共助に関する行動を考える機会となったとの声があった。



マイ・タイムライン検討ツール「逃げキッド」
→ 全国版の公開

マイ・タイムラインかんたん検討ガイド ワークショップ虎の巻
気象キャスターと連携したワークショップの開催 38

マイ・タイムラインの取組みの普及拡大

○ マイ・タイムラインの作成・普及を促進させるための支援策として、

・避難の実効性を高める取組の要点「マイ・タイムラインかんたん検討ガイド」にとりまとめ

・ワークショップの主催者向けに、ワークショップの進行手順や用いる資料などを具体的に示し

た「ワークショップ虎の巻～」を公開

・気象キャスター等とも連携し、全国でワークショップを展開中



≪多様な機関との連携≫

要配慮者を対象としたマイ・タイムライン作成促進

日本防災士機構・日本防災士会と
連携した研修会（R3.3.6）

消防団員（水防団員）を対象とした講習会（R3.2.21 山形県酒田市）
You Tube配信によるマイタイムライン作成講座

39

さらなるマイ・タイムラインの普及拡大に向けた取組み

○ 防災士を対象とした、ウェブ会議形式での講習会開催

○ 消防団員（水防団員）を対象とした講習会・意見交換を開催

○ 全国でのマイ・タイムライン取組事例を取りまとめ、国交省のWEBサイトに公開



指導したことが

ある, 41, 18%
指導したこ

とがない,

188, 82%

マイ・タイムラインを地元で

指導したことがあるか

○ マイ・タイムラインのファシリテーター養成を目的として、日本防災士機構・日本防災士会と連携し、防災士
を対象とした研修会を令和3年10月9日(土)に実施し、281名が参加。

○ 研修後のアンケートによると、
• 受講者の9割以上が、マイ・タイムラインは逃げ遅れゼロに「有効」と回答。
• 受講者の9割以上が、講習内容に「満足」と回答。
• 受講者の9割以上が、マイ・タイムラインの講師として「活躍したい」と回答。

○ 引き続き、日本防災士機構と連携しファシリテーターの養成を進めていくとともに、マイ・タイムラインワー
クショップの主催者と防災士(ファシリテーター)をマッチングさせる仕組みを検討していく。

【研修プログラム】
1. 開催日時：令和3年10月9日
2. 開催方式：web開催
3. 参加者（防災士）：計281名（午前の部196人、午後の部85人）

• 午前の部：大和川を対象に、主に奈良県や近畿地方の防災士
• 午後の部：夏井川を対象に、主に福島県の防災士

※対象地域の選定の考え方
マイ・タイムラインの取組の全国に拡大するため、まずは、関東から近畿・東北へ展
開。直轄河川流域と県管理河川流域で一箇所づつ選定した。11月13日には北陸へ展開
することとし、主に富山県（神通川流域）の防災士を対象として開催予定。

マイ・タイムライン作成手順の紹介

■研修会の状況

有効だと思わない, 

3, 1%

有効だと思う, 

226, 99%

マイ・タイムラインは

有効だと思うか

思う,

206, 90%

思わない, 

23, 10%

講師として活躍したいと

思うか

大変満足した,

156, 68%

満足した, 

70, 31%

あまり満足しな

かった, 3, 1%

本日の講習を受けての感想

■研修会の概要 ■アンケート結果

Web研修会の様子

N=229
N=229

N=229 N=229
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防災士を対象としたマイ・タイムライン研修会（防災士機構と連携したファシリテーター養成）



避難の
タイミングです

！

○○川
××観測所

3.15m になりました

避難場所情報 >

防災情報通知

河川カメラ >

テレビの天気予報を注意

ハザードマップで避難所
を確認！

非常持出袋の準備
足りない物を買い出し！

川の水位をインターネッ
トで確認。

住民等市国

おじいちゃんと一緒に
早めの避難開始！

避難所に避難完了！
避難
指示

Lv4

相当

高齢
者等
避難

Lｖ３
相当

3日前

氾濫
発生

一人ひとりのマイ・タイムライン（イメージ）

リスクコミュニケーションの活性化と防災情報のパーソナライズ化により、適切な避難行動を促進

マイ・タイムラインを
スマホに登録・状況確認

■「マイ・タイムライン」とスマートフォンアプリの防災情報のプッシュ通知機能などデジタル技術を融合。
■地域のワークショップによる平時におけるマイ・タイムラインの検討の過程で、自宅の浸水リスクや逃げるタイミング等をスマートフォンに
登録しておき、水害などの危険が迫った際には、自らが決めた避難のトリガー情報のプッシュ通知により、確実な避難行動を後押し。

洪水ハザードマップによる地域の水害リスクの認識、家族構
成や生活環境に合わせた避難のトリガー情報の検討や行
動計画の作成を行う。

避難のタイミングで
プッシュ通知！

地域のワークショップや学校の授
業によるマイ・タイムラインの作成

マイ・タイムラインの作成
（従来からの取り組み）

マイ・タイムラインに基づく行動をスマホで状況確認し、
避難のタイミング等をPUSH通知

デジタル
技術と
融合

マイ・タイムラインのイメージ

避難のトリガー等のマイ・タイムラインをスマホで作成。
避難のタイミングになった際は、プッシュ型で情報を受信。

国 市

テレビの天気予報
を注意

ハザードマップで
避難所を確認！

非常持出袋の準
備足りない物を買
い出し！

川の水位をイン
ターネットで確認。

行動計画

3日前

おじいちゃんと
避難開始！

避難所に
避難完了！

避難
指示

Lv4

相当

高齢
者等
避難

Lｖ３
相当

氾濫
発生

現在

マイ・タイムライン

デジタル技術活用によるマイ・タイムラインの取組み
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Q. 自分が住んでいる市区町村の水害ハザード
マップを見たことがありますか

見たことがある 見たことがない

全体
N=1500

1039
(69%)

461
(31%)

0 100 200 300 400 500 600 700

その他

防災訓練などへの参加

ニュース等の呼びかけ

市区町村からの配布

避難に備える

Q. 見ようとおもったきっかけは何ですか

0 20 40 60 80 100 120 140 160

その他

見るのが面倒

ハザードマップが何か知らない

見方がよくわからない

どこで見たらよいかわからない

水害の危険が無いと思っている

これまで危険が迫っていない

Q. 見ないのはなぜですか
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ハザードマップの認知状況

○ ハザードマップが作成されている市区町村に居住する一般住民1500人に対しwebアンケート
を令和3年8月に実施。

○ ハザードマップを見たことがある人は約７割であった。

○ 閲覧のきっかけは、①「避難に備える」、②「市町村から配布された」の順である。

○ 閲覧しない理由は、①「これまで水害の危険が迫ってない」、②「水害の危険が無いと思っ
ている」の順であり、防災意識の低い方への周知・啓発が課題である。



Q. ハザードマップは避難や避難判断に
役立っていると思いますか

大いに役に立っている ある程度役に立っている

あまり役に立っていない まったく役に立っていない

わからない

全体
N=1039

241
(23%)

89
(9%)

0 10 20 30 40 50 60

情報に不足がある

どこに避難したらよいか分からない

いつ避難したらよいか分からない

どこを通って避難したらよいか分からない

どのような危険があるか分からない

自宅にとどまってよいか避難所に行く必要が

あるのか分からない

Q. 「あまり役にたっていない」、「まった
く役に立っていない」と回答した方は、
なぜそのように感じていますか。

N＝123 ※複数選択あり

586
(56%)

106
(10%)

17
(2%)
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ハザードマップの情報の有用性

○ ハザードマップは避難等に「大いに役に立っている」「ある程度役に立っている」
と回答した方は約８割であった。

○ 「まったくに役に立っていない」「あまり役に立っていない」と回答した人のうち
約４割は、その理由として、「自宅にとどまってよいか避難所に行く必要があるか
分からない」「どのような危険があるか分からない」を回答しており、ハザーマッ
プの情報の理解と避難行動への活用が課題である。



作成済 作成中・検討中 作成の予定なし 無回答

対象
1591

市区町村

1471
(92.5%)

26
(1.6%)

41
(2.6%)

53
(3.3%)

作成済みハザードマップの
記載内容の伝達方法※複数回答有

0 5 10 15 20 25 30 35

その他

デイジー

手話

点字

音声

※その他の主な回答
・イラスト表示 ・パンフレット
・市ウェブサイト

Q. 障害の特性に応じた水害ハザードマップを作成していますか
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障害の特性に応じたハザードマップの作成状況

○ 障害の特性に応じた水害ハザードマップの作成自治体は41自治体と非常に少ない。

○ 作成している41自治体のうち、伝達方法は、地図情報を取得しづらい視覚障害者
等への対応となる「音声対応」が最も多い。



■委員
田村 圭子 新潟大学 危機管理本部 危機管理室 教授
中野 泰志 慶応義塾大学 経済学部 教授
阪本 真由美 兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科 教授
磯打 千雅子 香川大学 地域強靱化研究センター 准教授
三宅 隆 日本視覚障害者団体連合 組織部長
柴田 健剛 日本放送協会 災害・気象センター 副部長
梶谷 匡佑 ヤフー株式会社 メディア統括本部 天気・災害企画

デザイン部 リーダー
河井 英隆 東京都大田区 防災危機管理課長

■ スケジュール

■オブザーバー
内閣府防災（調査・企画担当、避難生活担当）
消防庁 （国民保護・防災部 防災課）
厚生労働省（障害保健福祉部 自立支援振興室）
国土交通省
総合政策局（バリアフリー政策課）
水管理・国土保全局
（河川計画課 河川情報企画室）
（砂防部 砂防計画課）
（下水道部 流域管理官）
国土地理院 （応用地理部 地理情報処理課）

■ 事務局
国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 45

ハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討会

○ ハザードマップは、住民の避難に役立つことが期待されている一方、情報の理解に
は一定のハードルがあり、活用に結びついていない場合があることや、現在のハ
ザードマップは利用者の特性、例えば視覚障害に対応しておらず、ハザードマップ
の情報へのアクセスが困難な場合があることを踏まえ、本検討会を設置し、「わか
る・伝わる」ハザードマップのあり方について検討する。



高齢者施設等の避難確保
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土砂災害警戒区域

土石流

土石流

被災した特別養護
老人ホーム

被災前

被災後

※国際航業提供

土砂災害警戒区域内の
特別養護老人ホームが被災

○ 平成28年8月台風第10号による豪雨で、岩手

県小本川が氾濫し、「グループホーム楽ん楽
ん」の入居者9名が犠牲となる被害が発生

小本川
ふれんどりー岩泉

写真）「平成28年8月岩手県岩泉町の介護老人保健施設の被災動画」国土地理院撮影

楽ん楽ん
らら

○ 要配慮者利用施設の管理者等に防災情報が理解さ

れておらず、避難確保計画の作成や避難訓練の実施

等の対応が十分ではなかった。

要配慮者利用施設における避難確保計画作成と

訓練実施を義務化（平成29年水防法等改正）。

○ 平成21年7月豪雨で、山口県防府市の特別

養護老人ホーム「ライフケア高砂」を土石流
が襲い入居者7名が犠牲となる被害が発生

民生部局と砂防部局間で情報共有等連携の強

化を図るよう、厚労省と国交省が連名通知。

○ 要配慮者利用施設の土砂災害対策推進のためには、

民生部局と砂防部局の間で日頃から緊密な連携を図

ることの重要性が認識された

課題・対策 課題・対策

高齢者施設における人的被害の発生
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➢ 水防法 第15条の3第2項（洪水害）
➢ 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 第8条の2第2項（土砂災害）
➢ 津波防災地域づくりに関する法律 第71条（津波災害）

浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内、津波災害警戒区域内にあり市町村
が作成する地域防災計画に定められた要配慮利用施設に対し義務付け。
• 避難確保計画の作成及び市町村への報告
• 避難訓練の実施 （R3法改正にて訓練報告を義務化）

➢ 水防法施行規則 第16条
➢ 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施行規則 第5条の2

➢ 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第32条

【避難確保計画に定める事項】
• 計画の目的
• 計画の適用範囲
• 防災体制
• 情報収集及び伝達
• 避難の誘導
• 避難確保を図るための施設の整備
• 防災教育及び訓練の実施
• 自衛水防組織の業務（自衛水防組織を設置する場合に限る。）

要配慮者利用施設の避難確保計画

○ 避難確保計画には、防災体制、情報収集及び伝達、避難の誘導、避難確保を図るた
めの施設の整備、防災教育及び訓練の実施等について定めることとしている。
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令和3年9月末時点

31,208 
38,372 

50,481 

67,901 
77,964 

96,508 

105,310 

716 3,072 
8,948 

24,234 

37,659 

63,776 

77,595 

2% 8%
18%

36%

48%

66%
74%

0%

20%

40%

60%

80%

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

H28.3 H29.3 H30.3 H31.3 R2.1 R3.3 R3.9

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成推移

対象施設数 作成数 作成率

区分 対象施設 計画作成済み 作成率

要配慮者利用施設 105,310 77,595 74%

うち社会福祉施設 85,209 63,519 75%

（中間まとめ）

水防法に基づく要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況

○ 令和3年9月末時点で、対象施設※は105,310施設、うち計画作成済みは77,595
施設(約74%)。

○ 前回調査の令和3年3月末から6ヶ月間で13,819施設増え、作成率は66%から8ポ
イント増加。

※ 市町村の地域防災計画に定めた要配慮者利用施設
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球磨川の浸水区域と千寿園の位置

千寿園

小川

球磨川

球磨川

小川

千寿園

※1）洪水痕跡調査などにより浸水区域・浸水深を推定。
※2）本資料は「速報」であり、今後変わる場合がある。

：R2.7浸水区域

令和2年7月豪雨において再び高齢者施設で人的被害が発生

○ 令和2年7月豪雨で、球磨川等が氾濫し、球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」
において入所者65名のうち14名が犠牲となる人的被害が発生した。
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避難の実効性を高める方策

○ 洪水や土砂災害等の災害リスクに適切に対
応した避難確保計画等の作成の徹底

○ 訓練によって得られる教訓の避難確保計画
等への反映

○ 施設内の垂直避難先や他の施設と連携した立退き避難
先の確保等

○ 地域や利用者の家族と連携した避難支援体制の確保

○ 職員への防災知識の普及と職員の防災スキルの向上

○ 災害リスクの低い場所への高齢者福祉施設の誘導等

○ 職員や利用者の家族等への災害リスクおよ
び避難確保計画等の周知

○ 避難確保計画等に定められている避難先が災害リスクに適切に対応した場所になっていない場合がある。【避難先の課題】
○ 利用者のケアなど避難先での業務継続に懸念があるため、早期の立退き避難を躊躇している。【避難先や避難のタイミングの課題】
○ 避難先に利用者を移動させる訓練まで実施している施設は少ない。【訓練の課題】
○ 大雨や暴風等の事態が進行した状況では、交通が麻痺し、職員が施設に駆け付けることができない場合がある。【職員体制の課題】
○ 令和2年7月豪雨で被災した高齢者福祉施設では、階段を使った上階への避難に大きな労力と多くの時間を要した。【設備の課題】 等

高齢者福祉施設の避難確保に関する課題

災害リスクに適切に対応した避難先等が選定されるよう、市区町
村が施設に対して助言・勧告する支援策を講じる。 等

訓練結果を施設と市区町村が共有し、市区町村が施設に対して
計画の見直し等について助言・勧告する支援策を講じる。 等

避難支援の協力者としての役割が期待される利用者の家族に対
して、避難確保計画等の内容を周知する。 非常災害対策計画と
避難確保計画を一体化して作成するとともに、タイムラインを踏ま
えた分かりやすい計画を作成する。 等

垂直避難スペースやエレベータ、スロープ等の設置を支援する。 施設同士で避
難受け入れ体制を構築する。 業務継続計画の作成の徹底を図る。 等

地域住民や利用者の家族と連携した避難支援の協力体制を構築する。 市区町
村と施設が平時から情報交換するための場を構築する。 等

個々の施設の防災リーダーを育成するための講習会等の実施を推進する。 等

災害リスクを有する場所に新設する場合の補助要件の厳格化を図る。 著しい危
害が生ずるおそれがある区域等の開発・建築行為の厳格化を図る。 等

避難確保計画等の内容や
訓練の内容に関する事項

利用者の避難支援のための
体制や設備に関する事項
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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保に関する検討会



水害や土砂災害など、施設が有する災害リスクの適切な把握

災害リスクに適切に対応した避難先の選定と複数の避難先の確保

個々の施設状況を考慮した避難開始のタイミングの設定

利用者の円滑な避難のための避難支援体制の確保

訓練実施と訓練で得られる教訓の避難確保計画への反映

非常災害対策計画と避難確保計画の一体化による事務負担軽減

職員及び利用者家族等への災害リスク及び避難確保計画の周知

市町村との情報連絡体制の確立

地域防災計画への適切な位置づけ

避難確保計画や訓練に関する助言・勧告の実施

施設との情報連絡体制の確立

福祉部局、土木部局（水防部局）、危機管理・防災部局の連携

社
会
福
祉
施
設
の
対
応

市
町
村
の
対
応
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避難の実効性確保のための留意点



○ 昨今の水災害発生時の被害状況を踏まえ、高齢者等の避難困難者が利用する要配慮者利用施設に係る
避難計画や避難訓練の内容について、市町村による適切性の確認や助言・勧告を通じた避難実効性の確
保を図る必要。

【改正概要】
○ 市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が作成し、市町村に報告する

こととされている「避難確保措置に関する計画（避難確保計画）」について、報告を受けた市町村長による
計画内容に係る助言・勧告制度の創設。

○ 要配慮者利用施設の所有者等の実施義務とされている「避難訓練」について、市町村長への訓練結果の
報告を義務付け、報告を受けた市町村長による訓練内容に係る助言・勧告制度の創設。

【要配慮者利用施設の避難確保措置のイメージ】

要配慮者利用施設
（社会福祉施設、学校、医療施設）

※市町村地域防災計画に位置付けられたものに限る

避難確保計画

避難訓練
助言・勧告

報告
※訓練報告を新たに義務付け

市町村長

（所有者又は管理者）

令和３年７月１５日施行
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改正水防法（要配慮者利用施設における避難の実効性確保）



○ 特別養護老人ホームなどの高齢者施設について、災害レッド
ゾーン※1における新規整備を補助対象から原則除外。

＜厚労省にてR３年度から運用開始＞

○ 都市計画区域内の災害レッドゾーン※1について居住誘導区域か
ら原則除外するとともに、高齢者施設等の自己業務用施設※2の開
発を原則禁止。

※１ 災害レッドゾーン

・病院
・社会福祉施設（高齢者施設、障がい者施設等）

・ホテル
・自社オフィス 等

浸水被害防止区域の創設（特定都市河川）

災害レッドゾーンにおける開発許可の規制強化等

高齢者施設の新設への補助要件の厳格化

災害レッドゾーン

居住誘導区域

災害レッドゾーン

災害リスクの低い場所への高齢者施設等の誘導

高齢者施設の垂直避難設備の設置支援

垂直避難のためのスペースやエレベータ、スロープ等
の設置のための改修等

○ 浸水被害防止区域においては、住宅・要配慮者施設等の開発・
建築行為を許可制とし安全性を事前確認。

国交省

厚労省

厚労省

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

・浸水被害防止区域
・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

※２ 自己業務用施設

居住誘導区域
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社会福祉施設の安全確保に向けた対策（厚労省との連携）

○ 国交省において高齢者施設等を災害リスクの低い場所に誘導するとともに、厚労省において
災害レッドゾーンにおける高齢者施設の新設を原則補助対象外とする措置を実施。

○ 厚労省において既存の高齢者施設を対象とした垂直避難のための設備設置等に対する財政支
援を実施。



■委員
井上 由起子 日本社会事業大学専門職大学院 教授
五代儀 幸司 岡山県知的障害者福祉協会 会長
内田 太郎 筑波大学生命環境系 准教授

◎鍵屋 一 跡見学園女子大 観光コミュニティ学部 教授
川口 淳 三重大学大学院工学研究科 准教授
川﨑 鉄男 全国身体障害者施設協議会 副会長
小林 健一郎 神戸大学 都市安全研究センター 准教授
阪本 真由美 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 教授
佐々木 重光 岩手県岩泉町 危機管理監
種岡 養一 公益社団法人全国老人福祉施設協議会災害対策委員会委員長
林 孝標 長野県建設部 参事兼砂防課長

◎：座長 （五十音順 敬称略）

■行政委員（オブザーバー）
内閣府
消防庁
厚労省（障害福祉課）

■事務局
国交省（河川環境課、

砂防計画課）
厚労省（高齢者支援課）

■スケジュール

R4年春頃（公表予定）

○ 避難確保計画の作成・活用の手
引き（改定版）

○ 施設職員向けeラーニング教材

令和２年７月豪雨災害を踏まえた高齢者福
祉施設の避難確保に関する検討会

（検討成果とりまとめ）

＜令和2年度＞

＜令和3年度＞

第1回検討会（R3年12月20日）

第2回検討会

水防法、土砂災害防止法改正（R3年7月施行）

本検討会
訓練報告の義務化
市町村による助言・勧告制度

避難の実効性確保
（避難確保計画の適正化等）
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令和３年度 高齢者施設等の避難確保に関する検討会（フォローアップ会議）

○ 令和2年度に設置した「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保に関する
検討会」のとりまとめ成果を受け、本検討会を設置し「避難確保計画の作成の手引き」を改
定するとともに新たに研修教材を整備し提供することで、市町村や施設関係者の取組を支援
する。



高齢者施設等の利用者の安全確保

○ 都市計画区域の災害ハザードエリアにおける開発の抑制 【改正都市計画法】 令和4年4月1日施行予定

○ 水災害の危険性の高い地域を浸水被害防止区域として指定し、開発・建築行為※を許可制とし安全性を事前確認する制度の創
設 【改正特定都市河川浸水被害対策法】令和3年11月1日施行
※開発行為については住宅（非自己）と要配慮者施設、建築行為については住宅・要配慮者施設が対象

○ 水災害リスクを有する場所に新たに設置される高齢者施設に対する補助要件の厳格化 【厚労省において令和3年度より適用】

１．安全な場所への立地誘導

２．避難の実効性確保

○ 災害ハザードエリアから都市機能誘導区域への移転の補助事業のかさ上げ 【都市構造再編集中支援事業】令和2
年度より適用

○ 浸水被害防止区域等を移転対象区域に追加 【改正防災集団移転特別措置法】令和3年11月1日施行

○ 高齢者施設における垂直避難のための設備の設置、施設改修の実施 【厚労省において令和2年7月31日より財政支援措置】

○ 施設管理者等による避難確保計画の改善、訓練の実施 【改正水防法】令和3年7月15日施行 助言・勧告制度、訓練報告義務化

＜市町村や施設管理者等に対する国の技術的支援＞
⚫ 避難確保計画のチェックリストの提供、助言・勧告のための市町村職員向け研修の実施 （令和3年6月～7月）
⚫ 「避難確保計画の作成・活用の手引き（改定版）」の提供 （令和3年度末予定） ← 今回、有識者検討会の開催

既存施設の移転支援

３．在宅高齢者等の避難確保

○ 避難行動要支援者名簿の作成 (義務化）【改正災害対策基本法】平成26年４月１日施行

○ 避難行動要支援者の個別避難計画の作成（努力義務化） 【改正災害対策基本法】令和3年5月20日施行

施設入所から在宅サービスに移行する場合、施設から市町村の避難行動要
支援者名簿の担当部局に情報伝達
（令和3年6月25日 国交省、厚労省、内閣府、消防庁連名通知）

連携

水災害に対する高齢者等の安全確保の取組の全体像
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水害リスクマップ(浸水頻度図)の整備
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【令和４年度の国土交通省としての取組】

・全国109の一級水系において、外水氾濫を対象とした水害リスクマップ
の作成を完了させるとともに、先行して、特定都市河川や水災害リスク
を踏まえた防災まちづくりに取り組む地区において、内水も考慮した水
害リスクマップを作成

水害リスクマップの活用イメージ

○水害ハザードマップ

水害リスク情報の充実

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

現在（外水氾濫のみ） 整備後（外水氾濫のみ）

※2 上記凡例の（ ）内の数値は確

率規模を示していますが、これは
例示です。

内水氾濫浸水解析対象範囲

○水害リスクマップ

※1 当資料の水害リスクマップは床上浸水相当（50cm以上）の浸水が発生
する範囲を示しています。（暫定版）

水害リスクマップの凡例 ※
2

※1

A

ハザードマップの凡例

○住居・企業の立地誘導・立地選択や水害保険への反映等に活用
することで、水害リスクを踏まえた土地利用・住まい方の工夫等を
促進

河川整備による
水害リスクの軽減

○企業BCPへの反映を促進することで、洪水時の事業資産の損害を
最小限にとどめることにより、事業の継続・早期復旧を図る

現在の水害リスクと今後実施する河川整備の効果を反映した
将来の水害リスクを提示し、以下に取り組む

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

AA

※着色範囲は想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水範囲

水害リスク情報の充実（水害リスクマップ（浸水頻度図）の整備）

○ 従来、想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水深を表示した水害ハザードマップ
を提供し、洪水時の円滑かつ迅速な避難確保等を促進。

○ 今後は、これに加えて、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやすく図示した「水害
リスクマップ(浸水頻度図)」を新たに整備し、水害リスク情報の充実を図り、防
災・減災のための土地利用等を促進。
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水害リスクマップの凡例

1/100
1/50

外水氾濫の浸水解析

その他河川・内水氾濫の浸水解析 その他河川・内水氾濫の
水害リスクマップ
（浸水頻度図）

外水氾濫の水害リスクマップ
（浸水頻度図）

内外水統合の水害リスクマップ
（浸水頻度図）

重
ね
合
わ
せ

○多段階の浸水想定図※の作成

○多段階の浸水想定図※の作成

内水氾濫浸水解析対象範囲

○対象とする降雨シナリオ：
①主要河川氾濫型降雨シナリオ

○対象とする降雨シナリオ：
②その他河川氾濫型降雨シナリオ

1/100
1/50

1/30
1/10

ハザードマップの凡例

1/30
1/10

1/200
又は

1/150

1/200
又は

1/150

③内水氾濫型降雨シナリオ

1/101/30
1/50

1/100
1/200
又は

1/150

重
ね
合
わ
せ

重
ね
合
わ
せ

高頻度（1/10）

中高頻度（1/30）

中頻度（1/50）

中低頻度（1/100）

低頻度（1/150又は1/200）

想定最大規模

※降雨確率規模：1/10～1/200

※降雨確率規模：1/10～1/200

水害リスクマップ（浸水頻度図）の作成手順

※ 当資料の水害リスクマップは床上浸水相当（50cm以上）の
浸水が発生する範囲を示しています。（暫定版） 59



洪水ハザードマップ 水害リスクマップ（浸水頻度図）

表す情報 浸水深 （ｍ）、浸水継続時間（h） 浸水頻度 （○○年に１度程度）

主な用途 避難行動 防災・減災のための土地利用

降雨条件 想定される最大規模の降雨 発生頻度の異なる降雨

河道の時点 現在 現在または河川整備後

洪水ハザードマップと水害リスクマップ（浸水頻度図）の違い

○ 洪水ハザードマップは、命を守るための避難行動を促すための情報であり、想定さ
れる最大規模の降雨による河川の水の氾濫範囲とその浸水深を表す。

○ 水害リスクマップ(浸水頻度図)は、防災まちづくりを推進するための情報であり、
降雨の規模ごとに浸水する範囲を表す。

凡例
浸水深（ランク別）

凡例
浸水頻度

※ 当資料の水害リスクマップは床上浸水相当（50cm以上）の浸水
が発生する範囲を示しています。（暫定版） 60

洪水ハザードマップ 水害リスクマップ（浸水頻度図）


