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平成２７年度内閣府防災部門 

予算概算要求 

 



◆印は「新しい日本のための優先課題推進枠」による要求

前年度
予算額

27年度
要求額

対前年
増△減額

○　災害予防 714 1,032 318

◆ 実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進 97 240 143

防災を担う人材の育成、訓練の充実 150 180 30

社会全体としての事業継続体制の構築推進 62 61 △ 1

地域防災力の向上推進 35 50 15

防災ボランティア連携促進 21 20 △ 1

地震対策の推進 262 243 △ 19

火山災害対策の推進 56 101 45

大規模水害対策の推進 21 21 0

土砂災害・水害等の災害時における避難の推進 0 30 30

防災計画の充実のための取組推進 10 26 16

◆ 新たな国際的な防災政策の指針・枠組みの普及推進 - 61 61

○　災害応急対応 2,175 2,379 204

◆
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功に向けた首都直
下地震対策等に係る取組推進

62 115 53

◆ 災害対応業務標準化の推進 33 16 △ 17

防災情報の収集・伝達機能の強化 239 265 26

◆ 現地対策本部設置のための施設整備 7 184 177

◆ 行政機関の情報通信ネットワーク機能の強化 0 415 415

中央防災無線網の整備・維持管理等 1,698 1,235 △ 463

立川・有明の丘・東扇島施設の維持管理等 137 150 13

○　災害復旧・復興 1,208 1,209 1

被災者支援・復興対策の推進 51 48 △ 3

避難所等の生活環境の整備のための被災者への情報提供等に係
る調査・検討

15 20 5

被災者生活再建支援金補助金 600 600 0

災害救助費等負担金 202 202 0

災害弔慰金等負担金 140 140 0

災害援護貸付金 200 200 0

○　その他 672 673 1

国際関係経費 190 191 1

特定地震防災対策施設運営費補助金 251 251 0

その他一般事務処理経費等 231 231 0

＊ 4,851 4,262 △ 589

＊ 438 1,031 593

＊ 5,288 5,293 5

＊合計には前年度限りの経費含。（注）四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

※復興庁一括計上（東日本大震災分）として、被災者生活再建支援金補助金１９０億円及び災害救助費等負担金等４３７億円

（単位：百万円）

平成２７年度内閣府防災部門　概算要求

区　　　　　　　分
（主要事項名）

合　計

要求枠　計

新しい日本のための優先課題推進枠　計



○訓練事例集の整備 

○訓練フォトコンテストの実施 

 
○ 地震・津波防災を国民運動へ展開するために、「津波防災の日（11月5日）」

を中心に、地域住民を対象にした津波防災訓練を実施するとともに、訓練実施
箇所を対象にしたフォトコンテストの実施や、訓練事例集の整備を行う。 

 

実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進①  
平成２７年度概算要求額 １０２百万円 ≪優先課題推進枠≫ 

事業概要・目的 

 

○多数かつ多様な主体が参加する訓練の実施による防災意識の普及啓発・向上 

○地震・津波防災の国民運動への展開 

期待される効果 

事業イメージ・具体例 

地域住民を対象に 
モデル的な 
実動避難訓練の実施 

訓練実施の参考となるような優良事例を収集 

訓練風景をテーマにフォトコンテストの実施 

○住民参加の 
 地震・津波 
 防災訓練 

地震・津波防災の 
国民運動への 

展開 

「津波防災の日」の趣旨にふさわしい行事の実施 



 
 
 
 

 
 国民の実践的な防災行動定着のため、
知識だけでなく態度の「教育」、防災に関す
る「情報」の整理統合、「モチベーション（動
機）」向上のための取組が重要であるとの
認識のもと、以下の施策を展開する。 
  

○教育～津波避難行動調査の実施と津波
避難対策広報 

➣ 津波避難行動における課題を把握する
ための調査を実施し、課題を解決する
コンテンツを開発する。 

➣ 調査結果について広報することで、11
月5日の津波防災の日の認知とともに、
津波避難対策の定着を図る。 

 

 ○情報～防災関連情報のポータルサイト
の運営強化 

➣ 26年度に開設する防災に関する総合
ポータルサイトを通じて、自治体や企
業・民間団体などの取組に関する様々
な情報を継続的に収集・発信するととも
に、防災に関する人材のマッチング機
能を強化する。 

 

 ○動機～防災リーダーの育成とモチベー
ション向上 

➣ 国民に対する普及啓発のハブとなる人
材を選出し、優良事例の共有、連携等
の促進などを行う防災リーダーの集い
を実施し、防災リーダーの育成とモチ
ベーションの向上を図る。 

➣ 広く国民から防災を啓発するアイデアを
募集し、表彰することにより、国民自ら
が防災について考える機会を提供する。 

事業概要・目的 事業イメージ・具体例 

 
○国民一人一人の実践的な防災行動が定着し、国全体の防災力の向上が期待され

る。 
 
 
 

期待される効果 

実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進②  
平成２７年度概算要求額 １３８百万円 ≪優先課題推進枠≫ 

津波避難行
動調査 
○津波避難に関
する意識調査に
よる課題把握 
○課題を解決す
るコンテンツの開
発 

防災リーダーの集い 
○モチベーション向上のための表彰 
○全国の優良事例の共有と連携の促進 

・普及啓発の
補助ツール 
・恒常的な情
報交換の場 

津波避難
対策広報 
左記の調査結
果について広
報することで、
11月5日の津
波防災の日の
認知とともに、
津波避難対策
の定着を図る。 

調査結
果の広
報 

・情報の更新、
交流の促進
によるサイト
の活性化 
 

サイト 
の情報
強化 

防災啓発アイデ
アの表彰 
防災について考える機
会の提供 

発
信 募集

告知 

 
 
 

ポータルサイト 
○防災リーダーの参考となる情報を収集・発信 
○防災リーダー同士の情報交換・連携を促進 



 
 「危機事態に迅速・的確に対応できる人」、「国・地方のネットワークを形成

できる人」を育成するために、国や地方公共団体の職員等に対する研修を行う。 

 また、人材育成の方法等についての検討会を開催するとともに、標準テキスト

の作成など、体系的な人材の育成を実施する。 

事業概要・目的 

 
 
 
 
 

 
○ 国及び地方において防災のスペシャリストとなる人材が育成され、災害対応
能力が向上する。 

○ 研修等を通じて職員間のネットワークが構築され、国・地方公共団体及び地
方公共団体相互が緊密に連携した広域的な災害対応が可能となる。 

○ 市町村担当者等の地区防災計画についてのスキルや意識が向上することで、
地域防災力の向上が図られる。 

期待される効果 

事業イメージ・具体例 

【平成２６年度からの変更点】 
○ 基礎的な能力についてまとめられ、それに基づいて研修を組み立てるこ
とができる「標準テキスト」を整備する。 

○ 基礎的な知識について、自習できる「eラーニング」を整備する。 
○ 地域住民等に対する支援（地区防災計画の作成支援等）のためのスキル
向上を図るための研修会等を実施する。 

○ 地方公共団体等の職員に対して、内閣府防災でOJT研修や防災に関する研
修を行う。 

○ 国・地方公共団体の職員等に対して、有明の丘基幹的広域防災拠点を活
用した研修や、各地域へ出向いた研修を行う。 

○ 災害対応に関する人材育成の方法等についての検討会を開催するととも
に、標準テキストやeラーニングの整備を行う。 

○ 市区町村の職員等に対して、地区防災計画の作成支援等のための研修等
を行う。 

防災を担う人材の育成、訓練の充実①  
平成２７年度概算要求額 １５６百万円 



 
○ 災害発生時には、防災関係機関が一体となって対応する必要があり、災害対

策基本法、防災基本計画等にも防災訓練の実施が定められている。 
 
○ 「総合防災訓練大綱」に定められる各種防災訓練を実施することで、 
  ・防災関係機関の機能確認、相互の協力の円滑化 
  ・防災計画等の課題を発見し継続的な改善 
  ・住民の防災に関する意識の高揚と知識の向上 
  ・行政機関、民間事業者の各防災担当者の日常の取組についての検証 
 を図ることを目的とする。 

防災を担う人材の育成、訓練の充実② 

平成２７年度概算要求額 ２４百万円 

事業概要・目的 

 

○訓練を通じた課題抽出・改善、防災関係機関の連携強化による災害対応力向上。 

○多数かつ多様な主体が参加する訓練の実施による防災意識の普及啓発・向上。 

期待される効果 

 
 
○ 政府が実施する防災訓練の主なもの 
 
①「防災の日」（９月１日）総合防災訓練 

 官邸での政府本部運営訓練、政府現地調査訓練を実施する。 

 

②政府図上訓練 

緊急災害対策本部事務局における業務及び関係機関との連携についての訓練を
実施する。 

 

③緊急災害現地対策本部運営訓練 

緊急災害現地対策本部の運営及び緊急災害現地対策本部事務局の図上訓練を実
施する。 

 

④広域医療搬送訓練 

 広域医療搬送に関する総合的な実動訓練を実施する。 

事業イメージ・具体例 



 
○首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の発生に備え、災害時に国民生活等への

影響を最小化するため、社会全体の事業継続体制を強化する必要がある。 
○中央省庁における業務継続体制については、政府業務継続計画（平成26年3月28

日閣議決定）に基づき、各省庁の業務継続計画が見直されること等を踏まえ、
有識者による評価を行い、当該評価等を勘案して、政府業務継続計画等を見直
すなど、その実効性を確保する必要がある。 

○地方公共団体の業務継続体制については、積極的に業務継続計画策定等に取り
組まれている地域がある一方で、このような取組が進んでいない地域も多く、
普及・推進を図る必要がある。 

○民間企業の事業継続体制については、積極的に取り組む企業がある一方、これ
ら取組を行っていない企業が増加傾向にあり、民間企業等の自発的な防災の活
動の取組を促進する必要がある。 

○平成２７年度においては、これらの課題に対応するため、引き続き社会全体と
しての事業継続体制の構築に取り組む。 

社会全体としての事業継続体制の構築推進 
 

平成２７年度概算要求額 ６１百万円 

事業概要・目的 

 
○社会全体の事業継続体制が構築されることにより、大規模災害時における国民

経済及び国民生活への影響を低減することができる。 

 
具体的には、次のことを実施する。 
①中央省庁における業務継続体制の確保 
 ・各省庁業務継続計画に係る有識者による評価 
 ・評価結果に基づいた政府業務継続計画及び各省庁業務継続計画の見直し等に  
  係る調査 
 ・霞ヶ関地区及び立川広域防災基地（政府代替拠点）周辺における執務環境の 
  確保のためのライフライン等に係る調査 
②地方公共団体の業務継続体制の確保に係る取組推進 
 ・地方公共団体における取組方策の調査、分析、課題の抽出 
 ・普及・推進を図る効果的な方策の検討 
③民間企業・団体の事業継続体制の構築及び防災の活動に係る取組促進 
 ・民間企業・団体の事業継続体制（ＢＣＰの策定状況）に関する実態調査 
 ・民間企業等が自発的に防災の活動を行うために必要な要素（社会的・経済的

効果）について調査、分析、課題の抽出 
・民間企業等における防災の活動の取組促進のための効果的な方策の検討 

事業イメージ・具体例 

期待される効果 



 
  

 
○住民や多様な主体の「自助」・「共助」の精神に基づく防災活動は、地域防災
力の向上の観点から極めて重要である。 

○南海トラフ地震等の大規模広域災害等が発生した場合、住民の避難、避難所の
開設・運営等については、「公助」と連携しつつ、地域コミュニティが自ら計
画的に行える体制づくりが喫緊の課題となっている。 

○このため、平成25年の災害対策基本法改正において、地域における防災力を高
めるため、地域コミュニティの住民及び事業者による防災活動に関する計画で
ある「地区防災計画制度」が創設され、平成26年４月より施行されたところ。 

○同制度の全国展開を図るため、平成27年度は、全国から30地区程度を選定して、
地区防災計画の作成支援等を行い、それらの事例を広くPRし、制度の普及啓発
を図る（平成26年度及び27年度で、47都道府県全てで１つ以上の地区を選定）。 

 
○「自助」・「共助」の精神に基づく、地域コミュニティによる地域防災力の向
上を推進。 

期待される効果 

地域防災力の向上推進  
平成２７年度概算要求額 ５０百万円 

事業概要・目的 

事業イメージ・具体例 

住民、 
事業者等 

国 

市区町村 

地区防災計画の作成 
（災対法42条Ⅲ、 

42条の２） 

・計画提案を踏まえ、市町村地域 
 防災計画に地区防災計画を定め 
 る必要があるか判断 
・必要があると判断した場合、  
 市町村地域防災計画に地区防災 
 計画を規定      

・地区防災計画の素案作成 
・計画提案 

  

都道府県 

・制度の普及促進、計画の 
 策定状況の取りまとめ等 

・優良事例に関する情報の収集、
提供等 



防災ボランティア連携促進 

平成２7年度概算要求額  ２０百万円 

事業イメージ・具体例 

 

○ 首都直下地震、南海トラフ地震等の大規模災害に備え、日頃から防災活動を
行っているNPO等民間団体から災害時に活動を行う一般的なボランティアまで、
広域連携対策をまとめることにより、防災ボランティア活動の総合的な推進が図
られる。 

○ 防災活動の専門家から一般的なボランティアまで、防災ボランティア活動の裾
野が広がる。 

期待される効果 

○ 大規模災害時のボランティア活動の体制づくり等に関する調査 

   東日本大震災における災害ボランティアセンター等を通じた一般的なボラ

ンティアの活動実態を把握するとともに、平成26年度までに調査したNPO等

民間団体の活動実態と合わせ、大規模災害時の防災ボランティア活動のシ

ミュレーション構築を行い、広域連携対策をまとめる。 

 

○ 防災ボランティアの交流促進 

  日頃より防災ボランティア活動を行っている有識者や活動者を対象とした

「防災ボランティア活動検討会」 と、災害時に活動を行う一般的なボランティ

アを対象とした「防災とボランティアのつどい」を合同開催し、防災活動の専

門家から一般的なボランティアまで、防災ボランティア活動に関心を持つ

人々が広く集まり、意見交換、発表会等その活動の裾野を広げる取組を行う。 

 

○  東日本大震災では、日頃より防災ボランティア活動を行っているNPO等民間
団体が、積極的な支援活動を行ったものの、支援すべき地域が極めて広大で
あったため、十分に被災地をカバーすることができず、団体間での効果的な連
携もできなかった。また、これらの団体と被災時に災害ボランティアセンター等を
通じて活動を行う一般的なボランティアとの連携についても大きな課題を残した。 

 
○ 大規模災害時における防災ボランティアの活動を総合的に推進するため、日

頃より防災活動を行っているNPO等民間団体に加え、災害時に災害ボランティ
アセンター等を通じて活動を行う一般的なボランティアを含めた広域連携対策を
まとめる。 

事業概要・目的 



 

   東日本大震災の教訓等を踏まえ、甚大かつ広域な被害を及ぼすおそれがある大規模
地震について、総合的な防災対策を検討するための基礎調査として、想定地震の再評
価及び被害想定等を行う。 

  具体的には、 
 ①日本海溝・千島海溝周辺の海溝型地震について、今年度に引き続き、最新の科学的

知見を用いた地震動・津波の推定及び被害想定の見直しを行う。 
  （H18.1.15：被害想定、H19.6.21：応急対策活動要領、 
   H20.12.12：地震防災戦略） 
 ②中部圏・近畿圏の直下型地震について、今年度に実施予定の地震動・津波の推定の

結果等に基づき、地震防災戦略の策定を行う。 
  （H20.12.5：被害想定） 
 

  また、首都直下地震及び南海トラフ地震等の大規模地震の発生に備えて、二次的な
被害の軽減方策や広域的な避難誘導の在り方等について検討を行うとともに、我が国
の防災対策に関する調査研究を効率的、効果的、戦略的に推進するための仕組みの検
討及び構築を行う。 

地震対策の推進 

平成２７年度概算要求額 ２４３百万円  

事業概要・目的 

 

○最新の知見による被害想定等を踏まえ、 
 ①北海道及び東北圏等の積雪寒冷地域 
 ②中部圏・近畿圏の広域な市街地、石油コンビナート等の工業地帯等 
 において、より適切な地震防災対策の推進及び被害の軽減が図られる。 
○市街地火災等における広域的な避難行動指針の作成・周知により、発災時における適

切な避難誘導、住民避難が図られる。 
○我が国の防災対策に関する調査研究の効率的、効果的、戦略的推進が図られる。 

期待される効果 

事業イメージ・具体例 

○ 想定地震の再評価、震度分布・津波高の推計、被害想定 
○ 電気火災による被害軽減を目的とするガイドラインの作成、大規模地震発生時の

火災避難行動指針の作成 
○ 防災対策に係る研究機関等の調査・研究成果を集約したデータベースの構築 

①想定地震の見直し 

③地震発生時の市街地火災 
津波高 震度分布図 

②電気火災による被害軽減 

例：感震ブレーカー 

モデル検討 

https://www.google.co.jp/url?q=http://blog.livedoor.jp/info_matsusaka/archives/cat_50032167.html&sa=U&ei=UQRGU5G0GMjWkgW7jYGIDQ&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNG43q2sWYeeABL-Bnk7VwFGAjTXKA


 

  平成25年５月に有識者検討会において取りまとめられた「大規模火山災害対策への
提言」を踏まえ、抜本的に火山防災体制を強化するため、次の施策を推進する。 

 
○抜本的な火山防災体制の強化のため、火山専門家を活用する仕組みの構築、火山専門

家の育成、監視観測・調査研究体制の整備について、将来を見据えた検討を行い、具
体的な仕組み・体制を整備。 

 
○降灰経験地域及び首都圏をモデルケースとして、大規模降灰が都市に与える影響の検

証及び対応策について検討。 
 
○各火山地域の火山防災体制の構築を一層推進するため、火山防災エキスパートの派遣、

火山防災連携会議等の開催、指針・手引等を用いた研修の開催や、モデル火山地域で
の具体的な避難計画の策定支援を実施。 

火山災害対策の推進 

平成２７年度概算要求額 １０１百万円  

事業概要・目的 

○大規模降灰時の対処計画の作成や社会システムの整備・改善、火山の監視観測・調査
研究体制の整備、及び一か所でも多くの火山防災協議会設置や避難計画策定により、
大規模火山災害時の国及び地方公共団体の対応力が向上し、被害の軽減が期待される。 

期待される効果 

 

○火山専門家を活用する仕組みの構築、火山専門家の 
 育成、監視観測・調査研究体制の整備に関する検討 
 ①海外の組織・体制に関する調査 
 ②関係者による検討会の開催～体制整備のロード 
  マップ、人材育成計画等の策定等に向けた検討～ 
 
○大規模降灰時の影響の検証及び対応策の検討（新規） 
 ①専門家や関係機関へのヒアリング 
 ②降灰影響シミュレーション及び対応策の検討 
 ③関係者による検討会の開催～除灰作業指針（仮称）、 
  降灰対処計画（仮称）作成に向けた検討～ 
 
○各火山地域における火山防災の取組の支援 
 ①火山防災エキスパート制度の運用 
 ②火山防災連携会議の開催 
 ③各火山地域の防災体制構築に関する課題調査 
 ④指針・手引き等を用いた研修の開催及びモデル 
  火山地域での具体的な避難計画の策定 

事業イメージ・具体例 



 

○利根川・荒川の堤防の決壊及び東京湾の高潮災害に関して、水害毎に、浸水が想定さ
れる全市区町において広域避難のシミュレーションを実施し、広域避難の受入れ等に
ついて各市区町と調整し、浸水が想定される全81市区町（利根川46、荒川49、高潮
30）の堤防決壊前の避難に係る対処計画の作成を支援する。 

○また、堤防決壊後の対処計画の作成を支援するため、ライフライン・インフラの被害
及び復旧の想定を行う。 

 

○大規模水害対策については、発災した場合の影響が特に大きい首都圏を対象として、
対策のマスタープランである「首都圏大規模水害対策大綱」が平成24年９月に中央防
災会議で策定されており、この中で、大規模水害発生時における適時・的確な避難
（広域避難を含む）に関する検討が課題である。 

○平成26年度は、大規模水害発生時の堤防決壊までの避難に係る具体の対処計画を主な
関係機関（国、地方公共団体、交通機関、企業等）で策定することとしており、それ
らを踏まえ、浸水が想定される全市区町において、広域避難を含めた対処計画を策定
していくことが必要である。 

○このため、平成27年度は、浸水が想定される全81市区町（利根川46、荒川49、高潮
30）の要避難者数を集約し、水害毎に広域避難のシミュレーションを実施して各市区
町と調整し、市区町の避難に係る対処計画の作成支援を行い、対処計画の策定手順を
取りまとめる。 

○また、氾濫に伴う孤立住民の救助対策やインフラの被害軽減対策等の応急対応に関す
る対処計画の基礎とするため、堤防決壊後の氾濫地域内のライフライン・インフラの
被害及び復旧の想定を実施する。 

大規模水害対策の推進 

平成２７年度概算要求額 ２１百万円  

事業概要・目的 

○浸水地域に居住する100万人を超える住民の具体的な避難方策を検討し、人的被害の軽
減を図る。 

○首都圏で大規模水害が発生した場合に、速やかに応急対策活動を実施し、想定される
被害の軽減を図る。 

期待される効果 

事業イメージ・具体例 

（堤防決壊前）広域避難 

（堤防決壊後）救助救援活動 図 利根川における最大浸水深（４６市区町） 



 
○平成26年８月の広島県土砂災害や、同年に発生した台風８号・11号・12号に
よる災害など、平成26年度に発生した災害について、現地ヒアリング、アン
ケート等を実施し、住民避難に関する検証・分析を行う。 

○上記の検証・分析結果を踏まえ、住民一人ひとりがあらかじめ災害の種別毎
にどのように避難すべきか等の情報を記載した「災害・避難カード」（避難
勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインでも提案）について、モデ
ル地域を設定し、自治体や自治会と連携して、カードの作成方法に関する各
種情報の収集整理・説明会の開催など、住民一人ひとりによるカード作成へ
の支援を積極的に行う。 

○併せて、このような取組を全国に展開するため、上記の取組を整理し、災
害・避難カードの作成に係るポイント等をガイドラインとしてとりまとめる。 

 
○各市町村が適時適切に避難勧告等を発令することができるよう、平成26年４
月、内閣府（防災担当）において、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作
成ガイドライン」の見直しを行った（現在、ガイドラインに基づき、各市町
村において避難勧告等の判断基準の見直し又は設定を実施中）。 

○このような中、平成26年８月の広島県土砂災害をはじめ、全国で土砂災害・
水害が発生し、改めて住民避難の在り方について課題が顕在化してきたとこ
ろである。 

○このため、平成26年度に発生した災害について検証・分析を進めるとともに、
当該結果を踏まえ、土砂災害・水害等の災害時に住民がとるべき適切な避難
行動等、住民避難に関する検討を実施する。 

土砂災害・水害等の災害時における避難の推進 

平成２７年度概算要求額 ３０百万円  

事業概要・目的 

 

○土砂災害・水害等の災害時に地域住民一人ひとりが適切な避難行動をとる
ことができるようになり、被害の最小化に資する。 

期待される効果 

事業イメージ・具体例 

災害・避難カードの記載イメージ 
（「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」より） 土砂災害及び水害による被害の様相 



 
 
○ 平成２６年度までに行った検討会で示された課題の解決を図り、防災基本計 
 画の実効性を高めるため、防災基本計画の見直し・改善に向けた記述内容等の 
 整理・検討を行う。 
○ 見直し後の防災基本計画について、電子データで整理を行うことで、閲覧性 
 の向上を図る。また、防災基本計画に関する基礎データの更新を行う。 

防災計画の充実のための取組推進① 

平成２７年度概算要求額 １６百万円  

事業概要・目的 

 
○ 防災基本計画の実効性を高め、同計画に基づく防災対策のより効果的な推進 
 を図る。 
 

期待される効果 

事業イメージ・具体例 

○ 防災基本計画は、防災に関する基本的・総合的
な計画であり、これを基に防災業務計画及び地域
防災計画が作成されている。  

○ 防災基本計画については、「防災基本計画の在 
 り方に関する検討会」において、実効性を高め 
 るため、その在り方の検討を行っているところ。 
○ 本事業では、上記の検討を踏まえ、防災基本

計画の実効性を高めるため、防災基本計画の記
述の整理、閲覧性の向上等を内容とする防災基
本計画の見直し・改善に必要な調査・検討を行
う。 

各種防災計画の基本 

防災基本計画（国） 

防災業務計画 
（指定行政機関） 

防災業務計画 
（指定公共機関） 

地域防災計画 
（地方公共団体） 

 

○防災基本計画に関する基礎データの収集・整理 
○現行防災基本計画における記述の分析 
○検討会において課題の整理 
※ 検討されている課題（例）：関連計画との整理等防災計画体系の検討、 
    全体構成の見直し、施策主体の明確化、閲覧・参照しやすさの向上 

防災基本計画の効果的な推進 

２５・２６年度 
【検討・課題

整理】 

○防災基本計画の閲覧性を向上するための整理（電子データ化） 

○これまでの検討を踏まえた防災基本計画の見直し  等 

２７年度 
【計画の見直
し・改善】 



防災計画の充実のための取組推進② 

平成２７年度概算要求額 １０百万円  

事業概要・目的 

 
 首都直下法に基づく各種計画の作成とこれに基づく取組を促進することで、首

都直下地震対策の推進を図る。 
 

期待される効果 

 
○ 地方公共団体が作成する「首都中枢機能維持基盤整備等計画」及び「特定緊 
 急対策事業推進計画」について、関連する取組事例を始め計画の作成に資する 
 情報収集等の調査などを通じて、計画作成過程における留意点の整理を行う。 
○ 収集・整理した情報について、計画作成の際に参考となる施策等資料集とし 
 て取りまとめ、地方公共団体に提供する。 
 

事業イメージ・具体例 

○ 首都直下地震対策を推進するため、首都直下地
震対策特別措置法（以下「首都直下法」とい
う。）が新たに制定され、平成25年12月に施行さ
れた。また、本年３月には、同法に基づく首都直
下地震緊急対策推進基本計画が閣議決定された。 

○ 首都直下地震対策は、基本計画に基づき、国、
地方公共団体、公共機関等関係者が連携して取組
を推進することが必要であり、本事業では、首都
直下法に規定する「特定緊急対策事業推進計画」
等について、地方公共団体が計画作成の際に参考
となる施策等資料集を取りまとめ、地方公共団体
による計画作成と計画に基づく取組を促進する。 
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特定緊急対策事業 
推進計画 

首都中枢機能維持 
基盤整備等計画 

行政中枢機能の維持に係る緊急対策
実施計画 

(政府業務継続計画) 

首都直下地震緊急 
対策推進基本計画 

地方緊急対策実施計画 

閣議決定 

閣議決定 

〈作成主体〉 
 基盤整備等地区内の地方公共団体 

〈作成主体〉 
 緊急対策区域内の都県知事 

〈作成主体〉 
 緊急対策区域内の都県知事 

首都中枢機能維持 
基盤整備等計画 

○作成 
 基盤整備等地区内の地方公共団体 
○記載事項 
 ライフライン等の基盤整備事業 
 に関する事項、首都直下地震が 
 発生した場合の滞在者等の安全 
 確保に関する事項等 
○特例措置 
 開発許可等の特例、都市再生特別 
 措置法の適用 等 

特定緊急対策 
事業推進計画 

○作成 
 緊急対策区域内の地方公共団体 
○記載事項 
 避難施設等の地震防災対策の推進に必要な建 
 築物の整備等に関する事項等 
○特例措置 
 建築基準法の特例、補助金等交付財産の処分 
 の制限に係る承認の手続の特例 
 

これらの計画作成及び計画に基づく取組の促進により、首都直下地震対策を推進 

留意点や事例等を取りまとめて提供 



 
 
 

新たな国際的な防災政策の指針・枠組みの推進 

平成２７年度概算要求額 ６１百万円 ≪優先課題推進枠≫   

事業概要・目的 

 

○ポスト兵庫行動枠組の普及・定着を図ることにより、各国における本枠組の着
実な実施を推進し、世界の災害被害の軽減を図る。 

○我が国の顔の見える貢献として、防災分野における国際協力を推進することに
より、我が国の国際社会におけるプレゼンスを確保する。 

期待される効果 

 
○平成27年３月に第３回国連防災世界会議を仙台で開催。 
   新たな国際的な防災の取組指針となる「ポスト兵庫行動枠組」の策定。 
○ポスト兵庫行動枠組が国内外において着実に実施されることが重要。 
 

【背景】 

第３回国連防災世界会議で策定される「ポスト兵庫行動枠組」の国内外における
普及・定着を図るため、我が国の災害から得られた経験・知見・技術を活かしつ
つ、より良い復興事業の事例の発信、災害統計データの共通化に係る検討等を推
進する。 

【目的・事業概要】 

 
(1)国内外におけるポスト兵庫行動枠組の普及・定着の推進 

• 国内においてシンポジウムを開催し、ポスト兵庫行動枠組の理念及び概要を
防災関係機関や国民に対し分かりやすい形で発信し、普及を図る。 

• ポスト兵庫行動枠組に関する日本政府の取組について、防災グローバル・プ
ラットフォーム等の国際会議においてセミナー等を実施することにより、国
際社会におけるポスト兵庫行動枠組の普及・定着を図る。 

 

(2)より良い復興事業の事例の発信 
 東日本大震災からの復興事業や災害に対して強靭な社会の構築に向けた我が国

の取組について調査・分析を行い、シンポジウムの開催を通じて優良事例を取
りまとめ、兵庫行動枠組の取組で不十分と認識されている「より良い復興」へ
の国際社会の取組の促進に資する。 

 

(3)災害統計に係るコアデータの共通化に係る検討 
 各国の災害状況を客観的に比較可能とするため、複数国を対象とした災害統計

の調査を行い、日本の災害統計データとの比較を行いつつ、海外と共通化を図
るべきコアとなる災害統計データについて検討する。 

 

事業イメージ・具体例 



2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功 
に向けた首都直下地震対策等に係る取組推進 

平成２７年度概算要求額 １１５百万円 ≪優先課題推進枠≫ 

事業概要・目的 

【目的】 
○ 2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会の成功に向けて、防災担当大

臣及び東京都知事との間で交わされた協定に基づき、国と東京都が一体となっ
て首都直下地震対策を推進する必要がある。 

 
○このため、首都直下地震のほか、南海トラフ地震も含め、平成26年度内に策定

する応急対策活動の具体計画について、発災時において有効に機能するものと
なるよう、検証作業を通じて課題等を洗い出し、具体計画の見直しのほか、各
省庁の対応計画、地域防災計画等に反映し、より実効性の高いものとする。 

 
○特に、大規模災害発生時に備えた災害医療の体制整備については、省庁横断の

災害医療合同検討チーム（仮称）等において、被災地内における医療の確保、
海からのアプローチによる医療機能の提供等を検討し、具体計画等に反映させ
る。 

 

【概要】 
○具体計画に定めた、緊急輸送ルート確保、被災地内の医療確保といった応急対

策活動の一連の手順、各防災関係機関の活動内容等について、活動テーマ毎に
モデル地域を設定して、実効性の観点から検証を行う。 

 
○具体計画に定めた物資調達計画及び平成26年度の物資供給の仕組みの検討を踏

まえ、27年度は「物資調達・輸送調整等支援システム」の機能改善を行い、同
システムを活用した一連の手順、関係機関の活動計画について実証を行う。ま
た、物資調達の確実性向上に向けた流通在庫等の活用等について検討する。 

 

○ 2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会 
の成功に向けた、首都直下地震対策に関する 
防災担当大臣と東京都知事との間の協定締結 

（合同検討チームの設置） 

○首都直下地震及び南海トラフ地震における 
応急対策活動に関する具体計画の策定、国・都・

民間の検討会での物資供給の仕組み検討 

○災害医療合同検討チーム（仮称）による、 
災害医療体制の検討等 

○緊急輸送ルート、被災地内の医
療確保といった活動の手順、内容
についての実効性の検証 
 
○物資調達システムの機能改善と
これを活用した活動の手順、内容
についての実効性の検証 

＜事業概要＞ ＜検討の背景＞ 



 
 
 

 

 

    

 

 
○首都直下、南海トラフ地震発生時の、緊急輸送ルートの確保、被災地内医療確
保、物資調達の仕組みを構築、強化することで、円滑な被災地支援が可能となる。 
○検証の結果を受けて、具体計画の見直しのほか、各省庁の対応計画、地域防災
計画等に反映させることにより、首都直下、南海トラフ地震発生時において、よ
り適切な初動対応の実施が可能となる。 

期待される効果 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  
  
  

  

事業イメージ・具体例 

首都直下地震、南海トラフ地震
発生時におけるより適切な初動
対応の実施、オリンピック・パ
ラリンピック東京大会の成功 

【～26年度】 
○首都直下地震対策に関する国と東京都との協定に基づく合同検討チームでの検討 

→ 内閣府政策統括官（防災担当）及び東京都危機管理監をヘッドとする合同検討チーム 
   において対策を検討 

  
○首都直下地震、南海トラフ地震における応急対策活動の具体計画の検討・策定 

→ 中央防災会議の枠組みにより平成26年度内に具体計画を策定 
→ 関係省庁、東京都、民間事業者等による検討会における円滑な物資供給の仕組みの検討 

 
○災害医療合同検討チーム（仮称）による、災害医療体制の検討等 

→  内閣府及び厚生労働省ほか、関係省庁による省庁横断的な災害医療合同検討チーム 

     における検討 
 

○海からのアプローチによる医療機能提供に係る課題の検討 
→  既存船舶に医療資機材を搭載して実証訓練を行い、機材、運用等に係る課題を明確化 

検証結果を既存計画に反映 
（具体計画、各省庁対応計画、地域防災計画等） 

具体計画に定められた事項等の実効性確保 
（検討項目ごとにモデル地区を設定し検証を実施） 

テーマ１．実動部隊、物資・燃料輸送車両が通行する緊急輸送ルート（道路）確保 
・ 緊急輸送ルートの確保のため、具体計画に定めた一連の手順（道路管理者、自治体等と連携し

た、①被害情報の収集、②道路啓開・交通規制（必要に応じて代替ルート確保）、③物資運搬車両

や実動部隊等への速やかな情報提供）について、被害想定を踏まえた検証を行い、手順の実効

性について確認を行う。 

 

テーマ２．被災地内における医療の確保に関する検討 
・ 被災地内における医療対応力不足に対するＤＭＡＴ等の支援オペレーションや、医療資源不足に  
 対する支援（臨時医療施設の開設、医薬品の補充等）の手順等の確認を行う。 
・ 海からのアプローチによる医療機能の提供について、Ｈ２５、２６年度の検証の結果を踏まえ、災 
 害医療全体における役割、必要な医療資機材、平時活用方策等の検討を行う。 
 

テーマ３．物資調達・輸送調整等支援システムの改善による効果的な支援 
・ 物資調達・輸送調整等支援システムの機能改善、都道府県等へのネットワーク拡張 
・ 拡張した物資調達・輸送調整等支援システムを活用した物資供給の仕組みの実証 
・ 物資調達の確実性向上に向けた流通在庫等の活用の検討 等 

【27年度】 



 
【目的】 
  首都直下地震等大規模広域災害は、発生の切迫性が高まっており、いつ発生し

てもおかしくない状況。この大規模広域災害においては、国及び地方公共団体
のみならず、指定公共機関等様々な組織が連携して対応する必要がある。この
連携を迅速かつ効果的に行うためには、災害対応に係る各種の業務の標準化を
可能な限り進めておくことが極めて重要。 

 
【概要】 
○ 中央防災会議の専門調査会である防災対策実行会議の下に設置されている

「災害対策標準化推進ＷＧ」において、関係省庁、地方公共団体の意見を踏ま
えながら、標準化すべき業務とその具体的な方策等について災害対策ガイドラ
インとして作成する。 

 
○ 本ＷＧで討議した内容に基づき、災害対応業務に関する国際標準化に対応す

るとともに、我が国から災害対応業務に関して海外への国際標準化への提言を
行っていくことで、我が国におけるＪＩＳ化等について迅速な国内対応が可能
となる。 

 
○ 実動省庁（防衛省、警察庁、海上保安庁、消防庁）等によるワーキンググ

ループを作り、通信手段や地図等災害現場における実動組織間の連携手段等に
ついて検討し、具体化を図る。 

災害対応業務標準化の推進 
 

２７年度概算要求額 １６百万円 ≪優先課題推進枠≫ 

事業概要・目的 

 
○ 災害対応に係る業務の標準化を進めるとともに、当該取組について国際標準

化に合致したものとする。 

期待される効果 

事業イメージ・具体例 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

防災情報の収集・伝達機能の強化  

平成２７年度概算要求額  ２６５百万円  

事業概要・目的 

事業イメージ・具体例 

期待される効果 

○総合防災情報システムによる防災情報の収集 
 総合防災情報システムと他省庁の保有システムとの連携強化を図る。
また、次期システムの構築に向けた基本設計を行う。 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

○他機関が運用するシステムとの連携、昨今のＩＴ技術の進捗に対応し
たシステムへの更改、民間等の情報の活用により、迅速な災害対応の
実施が図られる。 

○ＳＮＳを活用した情報発信・収集の支援体制確保 
 ＳＮＳを活用した情報発信・収集を２４時間体制で行うための支援体
制を確保する。 

○防災情報の収集・伝達については、指定行政機
関からの情報を総合防災情報システムにより収
集・共有しており、情報収集機能の強化のため、
他機関が保有する情報システムとの連携強化が
必要である。また、リース期限を迎え、基本設
計が古くなっている現在の総合防災情報システ
ムの更新を行う必要がある。 

○また、情報収集機能の強化の観点から、ＳＮＳ
を活用した情報収集・発信や、民間や研究機関
等が保有する災害リスク情報を位置情報付きの
状態で収集することが重要である。 

○国土災害リスク情報の収集・共有等の推進 
 民間や研究機関等が保有する災害履歴や被害予測などの災害リスク情
報の整備、更新状況に関する調査、これらデータを位置情報付きで整備
するための仕組みの検討を行う。 



 
○南海トラフ地震又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生し、現地対策本

部を設置する場合の設置場所候補である施設について、現地対策本部の円滑な
活動に資するための施設の改修を行う。 

現地対策本部設置のための施設整備 
平成２７年度概算要求額 1８４百万円 ≪優先課題推進枠≫ 

事業概要・目的 

 
○南海トラフ地震又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生し、現地対策本

部を設置することとなった場合に、現地対策本部の迅速な立ち上げが可能にな
るとともに、効率的かつ円滑な災害対応が可能となる。 

期待される効果 

 
○南海トラフ地震発生時の愛知県における現地対策本部設置に必要な施設の改修 
 

・現地対策本部の活動に必要なスペース等を確保するため、建築改修工事等を 
 実施する。 
・緊急災害対策本部等との通信を確保するため、中央防災無線網によるネット 
 ワーク設備、電話交換設備等の情報通信基盤を整備する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震又は南海トラフ地震発生時の現地対策本部 
 設置に必要な施設の改修に係る設計 
 

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震又は南海トラフ地震が発生し、北海道、 
 宮城県又は九州地方に現地対策本部を設置する場合の設置場所候補である施 
 設について、現地対策本部の円滑な活動に資するための施設の改修に係る設 
 計を行う。 

事業イメージ・具体例 

名  称 名古屋合同庁舎第２号館 

竣  工 昭和４２年 

構造・階数 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
地上８階（地下２階）建 

建築面積 ２，２８５㎡ 

延床面積 ２４，３７８㎡ 

管理者 中部地方整備局 



 
①多重無線通信設備の整備（指定公共機関） 
②衛星通信地球局（固定型）の整備（指定公共機関） 
③首都直下地震対策用衛星通信地球局の整備（指定公共機関） 
④映像情報提供設備の整備（立川災害対策本部予備施設） 
⑤中央防災無線網の映像の更なる高精細化のための検討 
 

○行政機関における中央防災無線網による情報通信ネットワークの強化を図るた  
 め、新たに指定を受けた指定公共機関について、多重無線通信設備、衛星通信 
 地球局及び首都直下地震対策用衛星通信地球局の整備を行う。 
○立川災害対策本部予備施設の映像情報提供設備の高度化を図るため、ハイビジ   
 ョン化対応が可能となるよう表示設備及び伝送設備の整備を行う。 

 
○首都直下地震や南海トラフ地震など大規模災害発生時に新たに指定を受けた指
定公共機関と全国の防災関係機関相互の通信が確保されるほか、災害対策本部予
備施設においても、災害映像の円滑な利用と共有が可能となる。 

行政機関の情報通信ネットワーク機能の強化 

平成２７年度概算要求額 ４１５百万円 ≪優先課題推進枠≫ 

④ 

③ 

① 

② 

事業イメージ・具体例 

事業概要・目的 

期待される効果 



 
○中央防災無線網設備の監視・点検・補修 
○衛星通信及び総合防災情報システムの通信回線使用 
○多重無線通信設備の整備（更新） 
○直流電源装置の整備（更新） 
 

○中央防災無線網の円滑な運用・維持管理を行うため、中央防災無線網設備の監 
 視、巡回点検、補修などを行うとともに、衛星通信等について通信事業者と通 
 信回線使用契約を行う。 
○総合防災情報システムの安定的な運用を維持するための保守・運用体制を確保 
 する。 
○中央防災無線網を構成する多重無線通信設備及び直流電源装置の更新を行う。 

 
○首都直下地震や南海トラフ地震など大規模災害発生時に指定行政機関及び指 
 定公共機関など全国の防災関係機関相互の通信が確保されるとともに、政府内 
 での防災情報の共有などが可能となる。 

中央防災無線網の整備・維持管理等 

平成２７年度概算要求額  １，２５５百万円  

事業概要・目的 

期待される効果 

事業イメージ・具体例 



 
○災害対策本部予備施設（立川）の改修・維持管理 
  災害対策本部予備施設は、首都直下地震等の大規模災害で都心関係施設（官

邸等）が甚大な被害を受けた場合に備え、国の災害対策本部機能、内閣府（中
央合同庁舎第８号館）の防災専用の通信統制・情報処理のバックアップ機能等
を持つ施設である。 

  本事業では、経年劣化により一部機能が失われている空調設備の更新・屋上
防水の改修を行うとともに、本館・新館両施設の維持管理を適切に行う。 

 

○東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明の丘・東扇島）の維持管理 
  有明の丘基幹的広域防災拠点施設は、首都圏において大規模災害が発生した

際の緊急災害現地対策本部として、また、東扇島基幹的広域防災拠点施設は、
大規模災害発生時の物流コントロールセンターとして運用する施設であり、本
事業では、当該施設の維持管理を適切に行う。 

立川・有明の丘・東扇島施設の維持管理等 
平成２７年度概算要求額 １５０百万円 

事業概要・目的 

 
○上記施設を適切に保全することによって、首都圏で大規模災害が発生した際に

は、災害対策本部等を設置して広域的な災害応急対策の推進を図ることが可能
となる。また、首都圏以外で大規模災害が発生した際には、災害応急対策を行
う後方支援的な役割を果たすことが可能となる。 

期待される効果 

 
○建物外観、位置 
 

    災害対策本部予備施設      東京湾臨海部基幹的広域防災拠点 
 
 
 
 
 
 
 
 
○維持管理に要する経費の概要 
  光熱水費、雑役務費（警備、点検保守、清掃業務）、修繕費 等 

事業イメージ・具体例 



 
 
 

 
○ 災害対策基本法に位置付けられた被災者台帳について、被災者支援の一層の推進等

の観点から、被災者台帳情報の外部公的機関への提供の在り方等について調査し、被
災者台帳情報に係る情報共有等に関する指針を策定・周知することにより、被災者へ
の各種支援・サービスのより迅速・的確な提供を推進する。 

○ 今後発生が予想される首都直下地震・南海トラフ巨大地震等に備え、被災者支援施
策を迅速かつ的確に実施することができるよう、住家被害認定に係る被災市町村の負
担を軽減する方策等について検討する。 

○ 被災者に関する情報を地方公共団体等との間で共有し、被災者等にも提供すること
により、多くの支援策について申請時の罹災証明書の添付を省略できるようにするな
ど、迅速かつ効率的な支援の実施を図るとともに、被災後の地方公共団体の事務の効
率化等を図る。 

○ 被災市町村が他の地方公共団体や民間団体の応援を効率的・効果的に得られるよう
にすることにより、限られたマンパワーを有効に活用して、迅速かつ的確に被災者支
援施策を実施することができる。  

事業イメージ・具体例 

事業概要・目的 

期待される効果 

○ 被災者台帳整備に当たっては、「行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律」（平成２５年法律第２７号）に基づき、被災者台帳整備を
行う市町村が円滑な情報の取得が可能となるよう、①都道府県及び他の市町村が保有
する情報の入手方法、②番号利用法の規定に基づく特定個人情報等の管理、③データ
入手後の被災者台帳への反映方法等について調査し、その成果を指針に反映する。 

   また、公共料金事業者等、外部への被災者台帳情報の提供について、本人の同意が
ある場合は提供が可能となっているが、具体的な提供方法等について、事例調査・公
共料金事業者等へのヒアリングを実施し、その成果を指針に反映する。 

○ 住家被害認定業務における他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保につい
て、協定締結後における協定の実効性を確保するための取組事例を収集・整理し、地
方公共団体向けのガイドラインを作成する。 

  被災者支援・復興対策の推進① 
(被災者台帳の整備・推進、災害の被害認定基準等の適正な運用の確保) 

平成２７年度概算要求額 ２３百万円   

外部からの情報収集、外部への情報提供

市町村

Ａ課 Ｂ課

Ｃ室

Ｄチーム

①情報共有
可能

都道府県・
他の市町村等

本人
（被災者）

社会福祉協議会、
公共料金関係事

業者等

②保有情報の提供
（「法令に定めが
ある」場合となる）

②台帳整備に必要
な情報の提供依頼

③申請に基づく台帳
情報の提供

（本人同意不要）

③被災者の援護に
必要な台帳情報提供

依頼（申請）

④台帳情報の提供
依頼（申請）

④申請に基づく台帳
情報の提供

⑤外部提供同意
（申請）

⑤被災者の援護に
必要な台帳情報

（料金減免関係等）
提供依頼（申請）

⑤申請に基づく台帳
情報の提供

（本人同意の範囲内）

1

新潟県の県職員、市町村職員が 
京都府福知山市で住家被害認定業務を実施  



 
１．東日本大震災の事例調査を踏まえ、地方公共団体の負担軽減や被災地におけ

る特化された土地収用手続等について検討し、その結果を既存の『復旧・復興
ハンドブック』等を改訂し、冊子作成等により地方公共団体に普及する。 

 

２．被災者が被災から恒久的な住まいの確保 
 に至るまでの過程を理解し、住家被害の程 
 度や自らのニーズに応じて支援策を適切に 
 選択できるよう、被災者の住まいに関する 
 相談・情報提供マニュアルの作成等を行う。 
 
 
 

 
 

○大規模災害により地域の社会経済活動が低下する状況に鑑み、可能な限り迅速
かつ円滑な復旧・復興を図るため以下の検討を行う。 

 

１．復興対策の施策検討について 
 ○災害発生時に土地収用手続等の煩雑化による行政機能の低下が懸念されるこ  
  とから、実際に制度を活用するため、土地収用手続きの迅速化措置の活用実   
  績、復旧・復興対策の構築、復旧・復興計画の策定等の事例収集の調査検討 
  が必要となる。 
 

２．被災者の住まいの在り方について 
 ○今後発生が予想される南海トラフ地震等に備え、被災者の生活再建の全体像

を理解し、各種支援メニューを踏まえて住まいの確保について総合的なカウ
ンセリングができる人材の育成、被災者の住まいの確保について各方面の専
門家が連携してトータルな対応ができる相談・情報提供体制の構築等を図る。 

 

被災者支援・復興対策の推進② 
(復興施策の調査検討、被災者の住まいのあり方に関する検討) 

平成２７年度概算要求額  ２５百万円  

事業概要・目的 

事業イメージ・具体例 

 
 

○地方公共団体の負担軽減及び土地収用手続きの迅速化を図り、南海トラフ地震
等の発生の際に円滑な対応が可能となる。 

○被災者の状況やニーズを踏まえ、災害発生から恒久的な住まいを確保へ至る 
 までのプロセスについて適切な助言を行える環境を整備することにより、被災 
 者の平常時の生活への早期の復帰を促進する。 

期待される効果 

被災者 

相談 

アドバイス 
相談員 

被災者の状況・
ニーズに合わせて 

公営住宅 民間住宅 新築・購入 補修 



 
○ 市町村等の情報提供体制が整備されることにより、避難所や在宅の一般被災
者の「当面の生活確保」や「自立」のための支援強化、高齢者、障害者等の要配
慮者の生活環境の改善が図られる。 

  

○ 福祉避難所の全市町村での整備が進むことにより、一般の避難所では生活が
困難だった要配慮者の生活環境の改善が図られる。 

期待される効果 

 
 
 
 
 

事業イメージ・具体例 

避難所等の生活環境の整備のための 
被災者への情報提供等に係る調査・検討 

平成２７年度概算要求額  ２０百万円  

被災者が必要とする情報、
効果的な提供方法、情報拠
点になる場所、先進的事例
等を調査 

各種の被災者支援制度等の被
災者に必要な情報で、平常時
から分かりやすく提供してお
くべき情報を調査 

【Ｈ26年度実施】 
避難所・福祉避難所の運営
等の実態（設置数、人員、
設備等）を調査 

有識者等による検討会やワーキンググループにおいて対策を検討 
（学識経験者、地方自治体、郵便・コンビニ関係者、福祉・障害者団体等） 

地方自治体向けの情報提供
ガイドラインを策定 

普及・啓発資料を作成し、内
閣府や自治体のＨＰ等で周知 

福祉避難所の全市町村での
整備に向けた対策のまとめ 

災害時や自立につながる情報提供が不十分、どのような支援制度があるか分かりにくい、 
福祉避難所の整備が進んでいない等の課題 

 
○ 東日本大震災において、発災直後に住民への情報提供が十分に行われなかったことや、平
成２５年６月の災害対策基本法の改正で避難所及び避難所以外の場所に滞在する被災者の生
活環境の整備等が規定されたことを踏まえ、災害発生時に、被災者が避難所だけでなく、郵
便局、コンビニ等の身近な場所でも、必要な情報を迅速かつ容易に入手することができるよ
う、被災者に提供すべき情報の具体的な内容、提供方法、先進的事例等について調査・検討
を行い、地方自治体向けのガイドライン等を策定する。 

  

○ その際、各種の被災者支援制度等の被災者に必要な情報を平常時から分かりやすく普及・
啓発するための調査・検討を併せて行い、その結果を資料として取りまとめ、広く周知する。 

  

○ さらに、平成２６年度に行う避難所の運営等の実態調査の結果を踏まえ、一般の避難所で
は生活することが困難な高齢者、障害者等の要配慮者のために特別の配慮がされた「福祉避難
所」の全市町村での整備に向けた施策の検討を行い、その対策をまとめる。 

事業概要・目的 



 被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者
に対し、被災者生活再建支援法人が支給する支援金の２分の１に相当する額を補助す
る。 

                
 

【目的】 自然災害の被災者の生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と   
     被災地の速やかな復興に資すること。 

被災者生活再建支援法（平成１０年制定） 

○全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金（注）を活用し、住宅が全壊した世帯
等に対して最大３００万円までの被災者生活再建支援金を支給 

○国は支給される被災者生活再建支援金のうち１／２を補助 
                                    （注）平成２４年度末基金残高 約９０８億円 

（参考） 被災者生活再建支援金支給制度の仕組み 

都道府県 

   （公財）都道府県会館 
被災者生活再建 

支援法人 
 都道府県の拠出により基金を設置（３００億円） 
 平成１６年度 ３００億円追加拠出 
 平成２３年度 ８８０億円追加拠出 
                   合計１，４８０億円 

国 

被災者 

相互扶助の観点から
基金拠出事務委託 

補助金交付 
（支援金の１／２補助） 

申 請 
（市町村・都道府県 
経由） 

支援金の支給（基金及び国の補助金から） 

被災者生活再建支援金補助金 

平成２７年度概算要求額 600百万円  

                
 



災 害 救 助 費 等 負 担 金 

 被災都道府県の財政力に対する救助に要した費用の割合に応じ、
５割から約９割を国庫負担する。 

 

 ① 収入見込額の２／１００以下の部分       → ５０／１００ 
 ② 収入見込額の２／１００超４／１００以下の部分 → ８０／１００ 
 ③ 収入見込額の４／１００超の部分        → ９０／１００ 
 

普通税収入見込額の割合 国庫負担割合 

○ 避難所の設置   
○ 応急仮設住宅の供与  
○ 食品の給与  
○ 飲料水の供給  
○ 生活必需品の給与・貸与 
○ 医療・助産  

○ 被災者の救出 
○ 住宅の応急修理  
○ 学用品の給与 
○ 埋葬 
○ 遺体の捜索・処理 
○ 障害物の除去 

 
 

平成２７年度概算要求額 ２０２百万円  

 一定規模以上の災害が発生した場合、都道府県知事が災
害救助法に基づき、被災者に対して行った応急救助に要し
た費用について補助を行う。                   

 都道府県知事が、国民保護法に基づき救援に関する訓練を
国と共同で実施した場合の経費について全額補助する。 

○国庫負担割合 

２ 国民保護訓練経費 

１ 災害救助負担金 

○災害救助法に基づく救助 



災 害 弔 慰 金 等 負 担 金 

平成２７年度概算要求額 １４０百万円 

 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村が、自
然災害で死亡した者の遺族に対して弔慰金を、又は重度の障
害を負った者に対して見舞金を支給した場合、国が1/2を
（都道府県1/4・市町村1/4）補助する。                   

①配偶者、子、父母、孫、祖父母 
②上記①の遺族がいない場合に兄弟姉妹（死亡当時その者と同
居し、又は生計を同じくしていた者に限る。） 

１ 災害弔慰金 

○支給対象遺族 

○支 給 金 額 

①支給遺族の生計維持者が死亡した場合  ５００万円 
②その他の者が死亡した場合          ２５０万円 

２ 災害障害見舞
金 

○支給対象者 

 重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断
等）を受けた者 

①生計維持者  ２５０万円 
②その他の者  １２５万円 

○支 給 金 額 



災 害 援 護 貸 付 金 

平成２７年度概算要求額 ２００百万円 

 災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村が、
都道府県内で災害救助法が適用された自然災害で負傷又は
住家・家財に被害があった者に対して、災害援護資金を貸
し付けた場合に、国がその原資の一部を無利子で貸し付け
る。 

①貸付金額   被害状況に応じて１５０万円～最高３５０万
円 
 
②所得制限   例）住居が滅失した場合１，２７０万円 
              （市町村民税の前年度総所得金額） 
 
③利   率   年３％（据置期間中は無利子） 
 
④据置期間   ３年（特別の場合５年） 
 
⑤償還期間   10年（据置期間を含む） 
 
⑥償還方法   年賦又は半年賦 
 
⑦貸付原資   国  2/3  都道府県･ 指定都市 1/3  

○制度概要 



 
 
 

国際関係経費 
平成２７年度概算要求額 １９１百万円  

事業概要・目的 

 
○第３回国連防災世界会議で策定されるポスト兵庫行動枠組の普及・定着により、

各国における本枠組の着実な実施を推進し、世界の災害被害の軽減を図る。 
○アジア各国の防災能力の向上による、アジア地域での災害被害の軽減を図る。 

期待される効果 

 
○世界ではアジアを中心に大きな災害被害が毎年のように発生 
   災害被害の軽減は、国際社会の共通の重要課題 
 

○第３回国連防災世界会議で策定されるポスト兵庫行動枠組が各国において着実
に実施されることが重要。 
 

【背景】 

 

第３回国連防災世界会議で策定される「ポスト兵庫行動枠組」の普及・定着を
図るとともに、我が国の災害から得られた経験・知見・技術を活かし、 
１．戦略的な国際防災協力の展開 
２．国連など国際機関を通じた国際防災協力 
３．アジア地域における多国間防災協力 
４．日中韓などの二国間等防災協力 を推進する。 

【目的・事業概要】 

 
(1)国際経済活動における戦略的な防災投資推進 
    APECの場を活用し、国境を越える企業活動の事業継続体制の強化に資する、我が国の防災の

知見を発信。  

(2)国連国際防災戦略事務局（UNISDR)の活動支援 
   国連防災戦略事務局が実施する、全世界を対象とした「ポスト兵庫行動枠組」の推進とフォ

ローアップ等を支援。  

(3)国際復興支援プラットフォーム活動に係る会議の開催 
   災害からのよりよい復興のため、被災国の経験や教訓、グッドプラクティス等について国際

社会で広く共有する会議を開催。  

(4)アジア地域における多国間防災協力推進 
  アジア地域における、防災情報の収集・提供、人材育成等の活動を支援。  

(5)国際防災会議等への出席  
  防災協力に資する国際会議等に出席し、我が国の知見を発信。 

 
 
 

事業イメージ・具体例 



 
○ 展示  
  被災者・市民・ボランティア等と協力・連携し、大震災の経験・教訓を、特に子供等に向

けて情報発信する。 
 
○ 実践的な防災研究と若手防災専門家の育成 
  防災施策や災害対策の立案・推進に資する実践的な防災研究を実施し、学術的価値の確立

を先導する。 
 
○ 災害対応の現地支援 
  大規模災害時に災害対応の実践的・体系的な知識を有する人材を被災地に派遣する。 
 
○ 交流・ネットワーク 
  防災に関する行政実務者、研究者等、多様なネットワークを形成する。 
 
○ 災害対策専門職員の育成 
  地方公共団体の防災担当職員等への研修等によって、災害対策実務の中核を担う人材を育

成する。 
 
○ 資料収集・保存 
  阪神・淡路大震災の資料を継続的に収集・蓄積し、防災情報を整理・発信する。 

 
○ 事業概要 
  阪神・淡路大震災を始めとした国内外の地震災害の経験や教訓などに関する震災関連資料

の収集・展示及び体験・学習並びに地震防災の調査研究及び専門家の育成等の事業を行う特
定地震防災対策施設の運営費の２分の１を補助する。 

 
○ 目的 
  大震災の経験を語り継ぎ、その教訓を未来に活かすために、防災の重要性の市民への普及

啓発、実践的な防災研究、災害対応の現地支援やネットワークの形成等を通じて、 
 ・地域防災力の向上 
 ・防災政策の開発支援 
 ・災害対策の発信拠点の形成 
 等を図る特定地震防災対策施設の活動を推進する。 

 
 

特定地震防災対策施設運営費補助金 

平成２７年度概算要求額 ２５１百万円  

事業概要・目的 

事業イメージ・具体例 

 
○特定地震防災対策施設の円滑かつ安定した運営により、地震防災対策の向上に

資する。 

期待される効果 



 

 

 

平成２７年度内閣府防災部門 

税制改正要望事項 

 

 

 



平成２７年度税制改正要望事項 
 

 
●緊急物資等の輸送確保に向けた港湾における民有護岸等の耐震改修促

進のための課税標準の特例措置 [新設] 

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

概要 

大規模地震等により損壊し、土砂を流出させ航路を閉塞させるおそれの

ある施設につき、耐震改修を促進することで、非常災害時においても耐震

強化岸壁や石油製品の入出荷施設に至る航路の機能を維持し、緊急物資輸

送や燃油供給の確保を図る。 

 

要望内容 

 民間事業者が港湾法第 55条の８に基づく無利子貸付を受けて平成 30年

３月 31 日までに耐震改修を行った特別特定技術基準対象施設（特定技術

基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂

その他の物件を水域施設に流入させることにより、長期間にわたり船舶の

交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのある港湾施設（護岸、岸壁及び物

揚場））であって、南海トラフ地震防災対策推進地域、首都直下地震緊急

対策区域又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域に存す

るものについて、取得後５年間、固定資産税の課税標準を１／２とする。 

 

＜国土交通省と共同要望＞ 

 

 
●浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置[拡充] 

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

概要 

 気候変動による影響をふまえ、計画規模を上回る水害が発生した際に被

害を最小化できるよう、浸水被害が甚大となりやすい地下街等の所有者又

は管理者が止水板等の浸水防止用設備を設置した場合の固定資産税優遇

措置を講じ、自衛水防の取組の促進を図る。 

 

要望内容 

 浸水想定区域内の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定された

浸水防止計画に基づき平成 26 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までに

取得した浸水防止用設備（止水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止

器）に係る固定資産税について、５年間課税標準を市町村の条例で定める

割合（２／３を参酌して１／２以上５／６以下の範囲内）に軽減する制度



について、浸水想定区域の設定基準を現在の洪水防御に関する計画の基本

となる降雨（計画降雨）から現実的に想定される最大規模の降雨とするこ

とにより拡大される浸水想定区域を適用区域に追加する。 

 

＜国土交通省と共同要望＞ 

 

 

●データセンター地域分散化促進税制[拡充・延長] 

＜税目＞（国 税）法人税 

 

概要 

現在、東京圏にデータセンターが一極集中しており、首都直下地震等へ

の耐災害性の観点から課題がある。具体的には、データセンターは、各種

データの保管だけではなく、企業等の業務システムやインターネットサー

ビスの基盤としても利用されているところであるが、この点、首都直下地

震等によりデータセンターが集中する東京圏が被災すると、直接的・間接

的被害によりデータセンターサービスが提供困難となり、データセンター

の利用企業の業務システム等が停止する。これにより、企業等にとって、

業務の再開が遅れ、ひいては、東京圏の災害からの復興が遅れるおそれが

ある。 

このような事態を最小限に抑えるため、データセンターの地域分散化を

図り、データセンターの同時停止を最小限の規模に押さえ、もって我が国

における情報通信基盤の耐災害性の強化を実現しようとするもの。 

 

要望内容 

 本税制の対象設備である電気通信設備（サーバー用の電子計算機等）に

ついては、東京圏以外のデータセンター内に設置され、専ら、東京圏のデ

ータセンターのバックアップを行うものを適用対象としているが、この要

件を一部緩和し、東京圏以外のデータセンター内に設置されるものを適用

対象とする。（対象設備を用いて東京圏のデータセンターのバックアップ

を行うことを要しないよう、要件を緩和する。） 

また、東京圏と東京圏以外の双方にデータセンターを持つ事業者におい

て、「対象設備の取得価額が５億円以上」及び「データセンター事業の用

に供する減価償却資産の取得合計額に占める対象設備の取得合計額が 20%

以上」の要件を撤廃する。 

さらに、適用期限を平成 28 年５月 31日までの１年２ヶ月延長する。 

 

＜総務省と共同要望＞ 

  



 
●雨水貯留利用施設に係る割増償却制度の特例措置[拡充・延長] 

 ＜税目＞（国 税）所得税、法人税 

 

概要 

 ゲリラ豪雨等による都市部の浸水被害の発生を減少させるため、三大都

市圏及び人口 30 万人以上の都市において事業者が 300 ㎥以上（特定都市

河川流域については 100㎥以上）の貯留施設又は 5,000 ㎡以上の浸透性舗

装を設置した場合、５年間普通償却限度額の１割の割増償却ができる特例

措置を講ずる。 

 

要望内容 

 以下を変更した上で、適用期限を２年間延長する。 

①対象区域を下水道法の特定地域都市浸水被害対策計画（仮称）に定める

区域に見直し 

②対象施設を雨水貯留利用施設に見直し 

③割増償却率を１割から２割に見直し 

 

＜国土交通省と共同要望＞ 

 
 

●都市再生安全確保計画に記載された備蓄倉庫に係る課税の特例措置 

[延長] 

＜税目＞（地方税）固定資産税、都市計画税 

 

概要 

 大都市の交通結節点など都市機能が集積した地域において、エリア全体

の視点からの官民の連携に基づくエリアの関係者によるソフト・ハード両

面にわたる一体的な防災対策の取組の促進を通じて、大規模地震が発生し

た場合における甚大な人的・経済的被害等を抑制し、都市機能の維持・継

続性の確保を図る。 

 

要望内容 

 大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在

者の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備協議会が作成する都市再生

安全確保計画に記載され、管理協定を締結した備蓄倉庫に対する固定資産

税・都市計画税の特例措置（５年間、課税標準１／２以上５／６以下の範

囲内において市町村等の条例で定める割合（参酌基準２／３）を乗じて得

た額を課税標準とする）を２年間延長する。 

 

＜内閣官房、国土交通省と共同要望＞ 

  



 

●特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税

標準の特例措置[延長] 

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

概要 

 特定都市河川流域における浸水被害を防止するため、特定都市河川流域

内において都道府県等の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴う対策工事

として設置される雨水貯留浸透施設に係る固定資産税について、標準課税

を市町村の条例で定める割合（２／３を参酌して１／２以上５／６以下の

範囲内）に軽減する特例措置を講ずる。 

 

要望内容 

 上記措置を３年間延長する。 

 

 

＜国土交通省と共同要望＞ 

 

 

 

●管理協定が締結された津波避難施設に係る特例措置[延長] 

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

概要 

 津波防災地域づくりに関する法律に基づき都道府県が指定した津波災

害警戒区域において、管理協定が締結された津波避難施設の「避難の用に

供する部分」及び「避難施設に付属する避難の用に供する償却資産」に対

して、固定資産税の課税標準を、管理協定締結後５年間１／２に軽減する

特例措置を講ずる。 

 

要望内容 

 上記措置を３年間延長する。 

 

＜国土交通省と共同要望＞ 

 

 

●我が国の立地競争力強化及び災害時の物流機能維持に資する物流効率

化施設に係る特例措置[延長] 

 ＜税目＞（国 税）所得税、法人税 

（地方税）固定資産税、都市計画税 

 

 



 

概要 

 物流総合効率化法により認定され一定の規模要件を満たした物流効率

化施設等について、所得税・法人税の割増償却制度（５年間 10％）、固定

資産税・都市計画税の課税標準の特例措置（５年間１/２等）を講ずる。 

 

要望内容 

 上記の特例措置を２年間延長する。 

 

 

＜国土交通省と共同要望＞ 

 

 

 

●首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により取得した鉄道 

施設に係る課税標準の特例措置[延長] 

＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

概要 

 首都直下地震・南海トラフ地震に備え、鉄道利用者の安全性を確保する

ため、当該地震で震度６強以上が想定される地域等における利用者の多い

駅や路線を対象に、鉄軌道事業者が鉄道施設等の耐震補強工事によって新

たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初

の５年間２／３に軽減する特例措置を講ずる。 

 

要望内容 

上記措置を２年間延長する。 

 

 

＜国土交通省と共同要望＞ 



○
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