
1 

１ 災害に強いまちづくりの推進について 

（内閣府，総務省，財務省，国土交通省，農林水産省） 

 提案の要旨 

１ 防災・減災対策に係る各種ソフト施策の充実 

２ 土砂災害警戒区域等の指定の加速化支援 

３ ８．２０豪雨災害の復旧等への支援 

４ 防災・減災に資する社会資本整備の推進 

５ 社会資本の適正な維持管理の推進・強化 

 現状及び課題 

平成 26 年８月に発生した土砂災害などを踏まえ，被災地の一日も早い復旧・復興に取り
組むとともに，計画的なハード整備に加え，ソフト対策と一体となった効果的な防災・減災

対策を進める必要がある。 
 

１ 防災・減災対策に係る各種ソフト施策の充実 
 本県では，８．２０豪雨災害を踏まえ，これまで行政が中心となって進めてきた，ハー
ド・ソフト両面からの防災・減災対策をこれまで以上に推進するとともに，「災害死をゼ
ロにする」という新たな目標を掲げた条例を制定し，県民，自主防災組織，事業者，市町，
県及び国の機関等が一体となって広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動を展開してい
る。 
 国においても，各界各層の有識者により構成する「防災推進国民会議」を組織し，国民
の防災に関する意識向上に関し広く各界各層との情報及び意見の交換並びにその他の必
要な連携を図ることとしている。また，現在地の災害危険性を表示し，適切な避難行動を
支援する多言語対応の全国版防災アプリ（避難支援アプリ）を整備するなど，防災情報の
伝達体制の整備を行うこととしている。 

 このため，国とも連携しながら，県民の防災意識の醸成や，自主防災組織の育成強化，
県民への防災情報伝達システムの充実等，「自助」，「共助」，「公助」のそれぞれの取組が
有効かつ効果的なものとなるような仕組みを構築する必要がある。 
 

２ 土砂災害警戒区域等の指定の加速化支援 
土砂災害警戒区域等の指定については，平成 27 年６月末時点で，土砂災害警戒区域は

14,171箇所（全国８位），土砂災害特別警戒区域は 12,184箇所（全国４位）の指定が完了
した。しかし，県全体で約 32,000 箇所の土砂災害危険箇所があるため，８．２０豪雨災
害を踏まえて設定した，全県の基礎調査を平成 30 年度末までの４年，区域指定を平成 31
年度末までの５年で完了させるという目標の達成に向け，取り組んでいるところである。 
また，この度の災害で甚大な被害を受けた，「八木・緑井地区」においては，想定を上

回る土砂の流出が確認されたことから，「広島県土砂災害警戒区域等法指定検討委員会」

を立ち上げ，学識経験者の意見を踏まえた上で，土石流の特別警戒区域の指定に関する基
準の見直しも実施した。 
引き続き，未指定の土砂災害危険箇所において，早期に土砂災害警戒区域等に指定し，

市町による警戒避難体制の整備と，住民への危険性の周知が図られる必要がある。 
 

３ ８．２０豪雨災害の復旧等への支援 
平成 26 年８月の集中豪雨により，広島市安佐南区及び安佐北区を中心に，土石流 107

箇所，がけ崩れ 59 箇所もの甚大な土砂災害が発生し，これらの地域においては，地盤の
緩み等で，土砂災害がより少ない降雨で発生することが懸念され，下流域を含め地域の安
全を脅かしていることから，砂防堰堤などの早期完成が求められている。 
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平成 28年度概算要求等の状況 

 

○ 実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進（内閣府） 

                        230百万円（対前年度比 113.3％） 

○ 土砂災害・水害等の災害時における避難対策等の推進（内閣府） 

                        50百万円（対前年度比 100.0％） 

○ 地域防災リーダー育成事業（総務省）     70百万円（対前年度比 140.0％） 

○ 災害伝承 10年プロジェクト（総務省）     20百万円（新規） 

○ 防災情報の伝達体制の整備（総務省）     160百万円（対前年度比 177.8％） 

○ 防災・安全交付金（全国枠国費）    1,285,253百万円（対前年度比 117.4％） 

 

提 案 の 内 容 

 

１ 防災・減災対策に係る各種ソフト施策の充実 

県民，自主防災組織等が災害から命を守るために適切な行動をとることができるよう，

国においても，様々な主体と連携しながら，県民の防災意識の向上に関する取組を強力に

推進すること。 

また，国の防災情報の伝達体制の整備に当たっては，地方公共団体や防災専門家の意見

を広く反映させることにより，県民が災害危険性を察知しやすいシステムを整備するこ

と。 

さらに，地方公共団体が行う防災知識の普及・啓発，自主防災組織のリーダー育成をは

じめとする自主防災組織の活性化に係る取組及び県民へ防災情報を伝達するためのシス

テムの更新・改修について，十分な財政措置を行うこと。 

 

２ 土砂災害警戒区域等の指定の加速化支援 

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定を加速化し，平成 31 年度末までに

区域指定を完了させることとしており，引き続き，未指定の土砂災害危険箇所において，

早期に警戒区域等に指定し，住民に対し危険性を周知する取組を計画どおり進められるよ

う，土砂災害警戒区域等の指定に係る交付金について所要額を確保するとともに，地方の

実情に即した配分とするなど，財政的支援に配慮すること。 

 

３ ８．２０豪雨災害の復旧等への支援 

 平成 26年８月の集中豪雨により，甚大な土砂災害，山地災害を被った箇所が多数あり，

早期に復旧を図る必要があるため，現在整備を進めている，治山等激甚災害対策特別緊急

事業，特定緊急砂防事業等が計画どおり進捗するよう，格段の配慮をするとともに，引き

続き，直轄事業として行う高度な技術力と集中投資を必要とする箇所の早期整備を進める

こと。 

 また，今回の土砂災害の復旧に当たっては，国・県・広島市相互が連携しながら早期復

旧を図る必要があることから，引き続き，「８．２０土砂災害 砂防・治山に関する施設整

備計画」の推進に対して格段の配慮をすること。 

さらに，今回の豪雨災害を踏まえ，被災地以外の地域においても，山地災害防止のため

の治山事業や土砂災害防止のための砂防事業，地すべり対策事業，急傾斜地崩壊対策事業

を推進していく必要があることから，これら公共事業予算枠の大幅な増額や補助率の拡充

等の財政的支援に配慮すること。 
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現状及び課題 

 

４ 防災・減災に資する社会資本整備の推進 

国においては，「強くてしなやかな国づくり」を目指して平成25年12月に国土強靭化基

本法を施行し，国土強靭化に向けた取組を関係省庁横断的に，地方公共団体や民間とも連

携して，総合的に推進することとされている。 

一方，本県では，「社会資本未来プラン（平成23年３月策定）」等を定め，災害に強い

県土づくりを実現するため，計画的に社会資本整備などを進めているところであるが，近

年の公共事業予算の削減により，真に必要とする防災上重要な社会資本整備を着実に実施

することが厳しい状況が続いている。 

このような中，平成26年８月に大規模な土砂災害が発生したことを受け，豪雨はもとよ

り高潮や地震・津波などあらゆる災害に強い県土づくりに向けた防災・減災対策の一層の

推進が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 社会資本の適正な維持管理の推進・強化 

高齢化した公共土木施設の割合が増大し，社会資本の安全性や機能の低下が懸念されて

いる中，本県では，「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み（平成 26 年９月策定）」及

び橋梁，トンネル等の主要な公共土木施設の「修繕方針（平成 26年８月策定）」を定め，

適切な維持管理に取り組むこととしている。 

県民の安全で快適な日常生活を維持することはもとより，災害時においても既存施設の

機能が十分に発揮されるためには，今後，増大が見込まれる施設の適正な維持管理・更新

を推進・強化していくことが極めて重要であるが，近年の公共事業予算の削減により，こ

れらを着実に実施することが厳しい状況となっている。 

 

施設 項     目 単位 実 績 備 考 

道路 

緊急輸送道路の整備率 ％ 95.3  H26.3 

緊急輸送道路における橋梁耐震補強の整備率
（落橋・倒壊のおそれのある橋梁への対策） 

％ 79.6  H26.3 

道路法面における落石崩壊等に対する要対策

箇所の整備率 （現在，道路法面防災計画を策定中） 
％ 51.4 H26.3 

河川 洪水・高潮に対する防護達成人口率 ％ 57.2 H27.3 

砂防 土砂災害防止施設の整備率 ％ 30.4 H26.3 

海岸 
高潮に対する整備率（建設・港湾・漁港・農地

海岸） 
％ 65.2 H27.3 

治山 山地災害危険区域の整備率 ％ 33.3 H27.3 

平成 28年度概算要求等の状況 

○ 治水事業（全国枠国費）         873,125百万円（対前年度比 116％） 

○ 海岸事業（全国枠国費）          27,562百万円（対前年度比 116％） 

○ 社会資本整備総合交付金（全国枠国費） 1,057,435百万円（対前年度比 117％） 

○ 防災・安全交付金（全国枠国費）    1,285,253百万円（対前年度比 117％） 

○ 農山漁村地域整備交付金（全国枠国費）   124,283百万円（対前年度比 117％） 

○ 農村地域防災減災事業（全国枠国費）      44,216百万円（対前年度比 158％）  

○ 治山事業費（全国枠国費）         71,749百万円（対前年度比 117％） 

※その他，落橋により社会的な影響が大きい渡海橋や広域緊急輸送道路上の橋梁について，耐震性能を上げた対策を行う。 
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提 案 の 内 容 

 

４ 防災・減災に資する社会資本整備の推進 

平成26年８月の豪雨災害を踏まえ，高潮や地震・津波などあらゆる災害の未然防止及び

発災後の迅速な対応を図るための道路，河川，港湾，海岸，砂防，急傾斜，農林基盤，治

山等各種公共施設の整備を早期に図る必要があることから，これら公共事業予算枠の大幅

な増額や補助率の拡充等の財政的支援に配慮すること。 

また，予算配分に当たっては，地方の要望を十分反映し，地方の実情に即した配分とす

ること。 

 

⑴ 河川・海岸・ため池における堤防嵩上げ等による堤防強化，水門設置などの高潮・津

波対策及び河川改修による治水対策を強力に推進すること。また，広島港海岸など，特

に背後にゼロメートル市街地を抱える海岸堤防等について，最大クラスの地震・津波へ

の減災対策の推進により早期完成を図ること。 

河川 
河川改修 太田川，江の川，芦田川等（直轄事業），手城川，堺川等 

高潮対策 猿猴川，沼田川 

海岸 

高潮対策 

広島港海岸等（中央西，中央東（直轄事業），坂，廿日市南地区等） 

地御前漁港海岸等（地御前地区） 

大野海岸等（大国蛭ヶ崎地区） 

倉橋海岸（脇田地区）等 

耐震(減災)

対策 

広島港海岸（中央西，中央東地区（直轄事業）） 

尾道糸崎港海岸（機織地区） 

ため池 ため池改修 東広島１期地区（菅田大池）等 

⑵ 緊急物資の輸送ルートや輸送拠点を確保し，円滑な復旧・復興体制の整備と迅速な対

応等により，経済活動への影響を最小限にするため，緊急輸送道路の整備，橋梁の耐震

補強等及び港湾における耐震強化岸壁や防災拠点の整備を推進すること。 

緊急輸送道路 

（国）３１３号 神辺バイパス：道路改良 

（主）呉平谷線：道路改良 

（国）３１７号 尾道大橋：橋梁補修 

（国）４８７号 早瀬大橋：橋梁耐震補強 

（主）三原東城線（三原市）：法面対策 

（国）１９１号 安芸太田町坪野：法面対策 

（臨）廿日市草津線：臨港道路整備（４車線化）等 

耐震強化岸壁 広島港宇品地区（直轄事業） 

防災拠点 尾道糸崎港 松浜地区 

⑶ 土砂災害防止施設等の整備を推進すること。 

砂防，急傾斜地崩壊対策 広島西部山系直轄砂防事業，砂防事業，急傾斜地崩壊対策事業 

治山 復旧治山事業，予防治山事業  

 

５ 社会資本の適正な維持管理の推進・強化 

  県民の貴重な財産である社会資本を次世代に確実に引き継ぐため，既存施設の維持管

理・更新を適切かつ確実に進めることができるよう，施設の維持管理に係る国庫補助対象

の大幅な拡大などを実施し，社会資本の適正な維持管理を推進・強化する地方の取組を支

援すること。 

 


