
土砂災害防止法とは土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため土砂災害のおそれ土砂災害から国民の生命を守るため土砂災害のおそれ

がある区域を明らかにし、がある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備警戒避難体制の整備、、一定開一定開

発行為の制限による住宅等の発行為の制限による住宅等の新規立地の抑制新規立地の抑制、危険区、危険区

域内の域内の住宅移転促進住宅移転促進・構造補強などの・構造補強などのソフト対策を推進ソフト対策を推進

する法律する法律です。です。

つまり、つまり、行政の知らせる努力行政の知らせる努力とと住民の知る努力住民の知る努力の相乗効の相乗効

果で、土砂災害から住民の生命や身体を守ります。果で、土砂災害から住民の生命や身体を守ります。

平成１３年４月１日平成１３年４月１日 施行施行

正式名称：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の正式名称：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の

推進に関する法律推進に関する法律
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なぜ土砂災害防止法が必要となったのか？なぜ土砂災害防止法が必要となったのか？

住民にとって、自分の住んでいるところが危険性のある土地で住民にとって、自分の住んでいるところが危険性のある土地で
あるかどうかわからない。あるかどうかわからない。

急傾斜地法においては「急傾斜地法においては「急傾斜地崩壊危険区域急傾斜地崩壊危険区域」の指定によ」の指定によ
り、切り土などのり、切り土などのがけ崩れの発生を誘発助長する行為を制限がけ崩れの発生を誘発助長する行為を制限
できるが、あくまでできるが、あくまで原因地対策原因地対策であり、立地抑制を目的とするであり、立地抑制を目的とする
制度ではない。制度ではない。

都市計画法都市計画法の開発許可制度ではの開発許可制度では、、社会福祉施設・医療施設等社会福祉施設・医療施設等
の建築のための開発行為はの建築のための開発行為は開発許可制度の適用除外開発許可制度の適用除外となっとなっ
ている。ている。
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基礎調査とは基礎調査とは

基礎調査とは基礎調査とは「「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止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対策の推進に関する法律」」（（以下以下「「土砂災害防止法土砂災害防止法」」と言と言
うう。。））の第４条第１項に記載されておりの第４条第１項に記載されており、、警戒区域等を設警戒区域等を設
定するために必要な調査定するために必要な調査（（現地調査も含みます現地調査も含みます））を言いを言い、、
おもに土砂災害危険箇所を対象に北海道が行いますおもに土砂災害危険箇所を対象に北海道が行います。。

基礎調査の流れ基礎調査の流れ、、

調査箇所調査箇所
の選定の選定

基図作成基図作成
（数値地図）（数値地図）

現地調査現地調査

結果取り結果取り
まとめまとめ

市町村へ市町村へ
通知通知

平面図（縮尺1:2,500）

資料収集資料収集

地形調査、建物調査など

土地利用、世帯
数、
関係法令など

警戒区域警戒区域
の本設定の本設定

土砂の外力計算より特別警戒
区域を、地形特性などにより警
戒区域を設定

法第4条第2項

警戒区域警戒区域
の仮設定の仮設定
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市町村の役割市町村の役割 （法第７条）（法第７条）

①①基礎調査結果の受理基礎調査結果の受理

②②土砂災害警戒区域指定および土砂災害特別警戒区域指定に土砂災害警戒区域指定および土砂災害特別警戒区域指定に

対する対する意見の回答意見の回答

③③土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の公示に係る土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の公示に係る

図書の受理図書の受理

④④土砂災害特別警戒区域の指定公示に係る図書の縦覧土砂災害特別警戒区域の指定公示に係る図書の縦覧

⑤⑤警戒避難体制の整備警戒避難体制の整備

・土砂災害に関する情報の収集・伝達体制・土砂災害に関する情報の収集・伝達体制

・避難所の設置・避難所の設置

・避難勧告等の発令基準の設定など・避難勧告等の発令基準の設定など

⑥⑥災害時要援護者施設災害時要援護者施設には警戒避難のための情報伝達方式のには警戒避難のための情報伝達方式の

整備整備

⑦⑦住民周知のための住民周知のためのハザードマップの作成・配布ハザードマップの作成・配布
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警戒区域と特別警戒区域について
■■土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン） （土砂法施行令第２条）

急傾斜地の崩壊
イ 傾斜度が３０度以上で高さが５ｍ以上の区域
ロ 急傾斜地の上端から水平距離が１０ｍ以内の区域
ハ急傾斜地の下端から急傾斜地高さの２倍（５０ｍを超える場合は５０ｍ）以内の区域

土石流
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が２度以上の区域
（ただし、流路延長や阻害地形による土石流の停止を勘案する）

■■ 土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン） （土砂法施行令第３条）

急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の
移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えること
のできる力を上回る区域。 急傾斜地 土石流

警戒避難体制の整備が必要

建築物の構造規制
特定開発行為の許可制

さらに

著しい損壊が生じるおそれの
ある建築物は、都道府県が
移転等の勧告を行う。
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基礎調査の実施

市町村において縦覧
（土砂災害特別警戒区域）

道砂防部局

通知
調査結果の通知及び
その概要を記載した書
面の送付（停滞なく）

指定に係る
意見照会

住 民
説明会

市町村長 市町村長

照会 回答

警戒区域等の
指定（知事）

北海道公報に
掲載（公示）

公示図書の送付

市町村長

警戒区域における
警戒避難体制の

整備

ＨＰによる公開

市町村防災部局

区区域域指指定定ままででのの流流れれ

■調査～区域指定までの流れ

■建築確認申請（新築・改築の場合）

申請者 市町村長
（特定行政庁）

建設管理部
建設指導課

申請

申請者

承認

市町村長
（その他市町村）

市町村
建築部局

建築確認
進達
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土砂災害警戒区域の指定（都道府県）
＜土砂災害のおそれがある区域＞

●情報伝達、警戒避難体制の整備
●警戒避難に関する事項の住民への周知

土砂災害特別警戒区域の指定（都道府県）
＜建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域＞

●特定の開発行為に対する許可制

対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築物の構造規制（都市計画区域外も建築確認の対象）

●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告

●勧告による移転者への融資、資金の確保
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土砂災害防止法に区域指定されると・・・土砂災害防止法に区域指定されると・・・
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がが
けけ
崩崩
れれ

こんなところが指定されますこんなところが指定されます
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がけ崩れの警戒区域・特別警戒区域がけ崩れの警戒区域・特別警戒区域

特別警戒区域

高さH

(＝5m以上)

２H（50ｍを超える場合は
50ｍ)

10m以内

警戒区域警戒区域

急傾斜地

高さ(H－5)ｍ

急傾斜地内
の区域

急傾斜地下方
の区域

土石等の移動等による
力が建築物の耐力を

上回る区域

傾斜度30°以上
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対策施設が整備されている場合の区域設定の考え方対策施設が整備されている場合の区域設定の考え方

土砂災害特別区域（レッド）は、対策施設の効果を評価し、区域設定範囲を決めるが、土砂災害特別区域（レッド）は、対策施設の効果を評価し、区域設定範囲を決めるが、

対策施設の規模等より取扱いが異なる。対策施設の規模等より取扱いが異なる。

①原因地対策の施設がある場合（法枠工など）①原因地対策の施設がある場合（法枠工など）

・未施設斜面（残斜面）が・未施設斜面（残斜面）が5m5m未満未満
→→土石等の移動や堆積による影響はない（土石等の移動や堆積による影響はない（特別警戒区域は発生しない特別警戒区域は発生しない））

・残斜面が・残斜面が5m5m以上以上
→→残斜面分に相当する土石等の移動や堆積による力の影響を受ける（残斜面分に相当する土石等の移動や堆積による力の影響を受ける（一部発生一部発生））

②待ち受け式擁壁の場合②待ち受け式擁壁の場合

・土石等の移動の力に対して有効な場合・土石等の移動の力に対して有効な場合

→→待ち受け式で受け止められる分を差し引いた土石等の堆積による影響を受ける待ち受け式で受け止められる分を差し引いた土石等の堆積による影響を受ける

（（特別警戒区域が一部発生特別警戒区域が一部発生））

・土石等の移動の力に対して効果がない（持たない）場合・土石等の移動の力に対して効果がない（持たない）場合

→→施設がない場合と同等の評価施設がない場合と同等の評価

警戒区域警戒区域

特別警戒区域特別警戒区域

土砂災害警戒区域（イエロー）は、地形要件により設定されているため、対策の有無土砂災害警戒区域（イエロー）は、地形要件により設定されているため、対策の有無
により、区域設定範囲は変わらない。により、区域設定範囲は変わらない。

11



土土
石石
流流

こんなところが指定されます
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土石流危険渓流の区域指定範囲土石流危険渓流の区域指定範囲

a

b

谷地形（a<b）
過去に土石流があった
土石流発生のおそれあり

勾配2°
（明らかに土石流が
到達しない区域は除
く

基準地点
（土石流が氾濫を
開始する地点）

幅
（地形で判定）

土石等の移動等によ
る力が，建築物の耐
力を上回る区域

特別警戒区域

警戒区域警戒区域
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土石流の土石流の警戒区域・特別警戒区域警戒区域・特別警戒区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害により建物が損壊し，

住民の身体・生命に著しい危
害が生じるおそれのある区域

土砂災害警戒区域

土砂災害により住民の身体・生

命に危害が生じるおそれのあ
る区域
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2011/2/21 42土砂災害防止法と基礎調査

土砂災害警戒区域では土砂災害警戒区域では

警戒避難体制の整備警戒避難体制の整備

土砂災害から生命を守るため，災害情報の伝達や避難が土砂災害から生命を守るため，災害情報の伝達や避難が
早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。
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土砂災害ハザードマップ（住民配布）
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2011/2/21 44土砂災害防止法と基礎調査

土砂災害特別警戒区域では土砂災害特別警戒区域では (1)(1)

想定される衝撃に対し，建築物が安全であるか建築想定される衝撃に対し，建築物が安全であるか建築

確認がされます。確認がされます。

建
築
物
の
構
造
規
制

建
築
物
の
構
造
規
制
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建築物の構造規制建築物の構造規制

居室を有する建築物が対象居室を有する建築物が対象

土砂災害が作用する衝撃力に対して構造が安全で土砂災害が作用する衝撃力に対して構造が安全で あるかを確認あるかを確認

建築確認は，建築主事を置く地方公共団体で実施建築確認は，建築主事を置く地方公共団体で実施

特定行政庁特定行政庁→→市町村、その他市町村、その他→→北海道北海道

建築確認は，建物の新築および増改築時に必要建築確認は，建物の新築および増改築時に必要

構造確認の基本事項構造確認の基本事項

外壁の高さ
崩壊土砂の衝撃受ける
高さ以下はRC造

外壁の耐力
土石の作用する力に

耐えれるRC造の耐力壁
基礎
一体のRC造
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標準的木造住宅の場合

補強対策のポイント

土石の力に耐える耐力壁、補強する高さは土石の高さまで、がけ側に窓等を設置しない、基礎と壁は一体構造など

土砂災害特別警戒区域の建築物の構造基準イメージ

がけ側のみＲＣ構造 １階をＲＣ構造 家屋から離れた擁壁
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2011/2/21 47土砂災害防止法と基礎調査

土砂災害特別警戒区域では土砂災害特別警戒区域では(2)(2)

住宅宅地分譲や，老人ホーム，病院などの災害弱者関連住宅宅地分譲や，老人ホーム，病院などの災害弱者関連
施設の建築を行う場合の開発行為には許可が必要です。施設の建築を行う場合の開発行為には許可が必要です。

特
定
の
開
発
行
為
に
対
す
る
許
可
制

特
定
の
開
発
行
為
に
対
す
る
許
可
制
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特定開発行為に対する許可制特定開発行為に対する許可制

対象対象

住宅宅地分譲・社会福祉施設・学校・災害弱者関連施設建築住宅宅地分譲・社会福祉施設・学校・災害弱者関連施設建築
などなど

許可制度の概要許可制度の概要

土砂災害から安全性を確保するための土砂災害から安全性を確保するための対策工事対策工事が施されなけが施されなけ
れば，開発が許可されないれば，開発が許可されない

対策工事対策工事
がけ崩れ対策や土石流対策など

宅建業法上の留意点宅建業法上の留意点

売買及び賃貸対象物件が土砂災害警戒（特別）区域内にある売買及び賃貸対象物件が土砂災害警戒（特別）区域内にある

場合は，「場合は，「重要事項としての説明義務重要事項としての説明義務」」

（当該区域内であることおよび特定開発行為が許可制であること）（当該区域内であることおよび特定開発行為が許可制であること）

特定開発行為の許可までは「広告の開始時期の制限」，「契約等特定開発行為の許可までは「広告の開始時期の制限」，「契約等
の締結の制限」の締結の制限」
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特定開発行為特定開発行為 許可までの手順許可までの手順
（すべて都道府県が行う）（すべて都道府県が行う）

許可申請許可申請 ⇒⇒ 都道府県知事へ申請都道府県知事へ申請

審査：対策工事等の計画が土砂災害に耐えれられるか審査：対策工事等の計画が土砂災害に耐えれられるか

知事の許可，不許可通知知事の許可，不許可通知

対策工事の完了対策工事の完了 ⇒⇒ 都道府県知事へ届け出都道府県知事へ届け出

工事の完了検査工事の完了検査

検査済証の交付検査済証の交付

対策工事完了の公告対策工事完了の公告
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2011/2/21 50土砂災害防止法と基礎調査

土砂災害特別警戒区域では土砂災害特別警戒区域では(3)(3)

著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し，著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し，

移転の勧告が図られます。移転の勧告が図られます。

なお，移転される方には融資や資金の確保などの支援処置があります。なお，移転される方には融資や資金の確保などの支援処置があります。

建
築
物
の
移
転

建
築
物
の
移
転
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建築物の移転勧告及び支援処置

都道府県知事は、建築物の所有者に対して、移転の勧告が可能
（土砂災害の恐れが逼迫しており、著しい損壊のおそれがある建物などが対象）

移転する場合の支援処置

①住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）による融資（移転勧告が要件）
特別警戒区域から移転勧告に基づく移転・建設・土地取得への
資金貸し付け

②がけ地近接等危険住宅移転事業
交付対象限度額
・除却等費780千円
・建物助成費 土地960千円、建物3,100千円
負担割合 国： 1/2、都道府県：1/4、市町村：1/4
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2011/2/212011/2/21 5252
土砂災害防止法と基礎調土砂災害防止法と基礎調

査査

警戒区域等の指定イメージ警戒区域等の指定イメージ

がけ崩れ災害の指定イメージがけ崩れ災害の指定イメージ

警戒区域警戒区域

土石等の移動の力土石等の移動の力(Fsm)(Fsm)
が建築物の耐力が建築物の耐力(P1)(P1)を上を上
回る土地回る土地

土石流の高さ土石流の高さ3m3m以上の土以上の土
地地

土石等の移動の力土石等の移動の力(Fsm)(Fsm)がが
100kN100kNを超える土地を超える土地
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2011/2/212011/2/21 5353
土砂災害防止法と基礎調土砂災害防止法と基礎調

査査

警戒区域等の指定イメージ警戒区域等の指定イメージ

土石流災害の指定イメージ土石流災害の指定イメージ

土石等の移動の力土石等の移動の力(Fsm)(Fsm)が建築が建築
物の耐力物の耐力(P1)(P1)を上回る土地を上回る土地

土石流の高さ土石流の高さ1m1m以上かつ建物に以上かつ建物に
作用する力作用する力5050ｋｋNN以上の土地以上の土地

警戒区域警戒区域
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