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名前 松田 智仁 所属 広島市江波山気象館  

 

「防水地域」、「準防水地域」という名称の都市計画地域地区の追加の提案 
 

自然災害から命を守り、まちを守っていくために、その根拠となる制度は、①選択肢が多いこと、②使いやすいことが望まれる。それは言うまでもなく、今後襲来するであろう、南海トラフ巨

大地震、東南海大地震、東海大地震、そして地球温暖化による発生が予測不能な大規模豪雨による災害に備えてである。地震の予知は困難とされ、また豪雨については、大規模防災施設が降雨量

100 年確率に備えられているとしても、既に昨年の 7 月豪雨災害において一部 200 年確率の豪雨が発生したとされ、いつどこで地震や津波、豪雨の被害に遭遇するか予測できない状況にあると

いっても過言ではない。このような大災害では、被災すれば都市部の避難所は溢れかえり、復興までの間多くの国民が仮住まいを強いられる現実が待っている。過去の防災メニューから学ぶもの

はないのであろうか。 

 

提案 

怖いものは「地震、雷、火事、親父」と言われてきたが、今は「地震に津波、火事、豪雨」である。 

雷には「避雷針」という設備で、そして火事には「耐火建築物」で備えている。建築基準法第一条には、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の

生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とある。津波と豪雨には建築物の制限により実現する「防水建築物」で備えられないであろうか。耐火

建築物は、防火地域や準防火地域の指定により建築制限として確保される。そこで防火地域等と同様に建築制限を伴う「防水地域・準防水地域」という都市計画地域地区制度の創設を提案する。 

土砂災害、津波災害共に、レッドゾーン内では建築物の構造規制が定められているが、火災に対する「防火地域」同様に広く市街地への土砂災害や津波、洪水に対する「防水地域」の指定であ

る。浸水の想定区域や土石流の想定区域において、その被害の内容に応じて都市計画法により、地域指定を行い連動する建築基準法の規制により、命と財産を守る建築を実現する。 

 

具体的には、住宅立地のある市街地の浸水想定区域、土砂・津波のイエローゾーンなどにおいて広範に指定し、建築物の更新を誘導する。 

①「防水地域」 建築制限の想定 住宅は三階建て以上、居室は二階以上、二階以下 RC 造、 

促進策として建ぺい率+10%、容積率+50%、 

②「準防水地域」 建築制限の想定 住宅は二階建て以上、居室は二階以上、一階 RC 造、 

促進策として建ぺい率+10%、 

とするなどである。 

 

 なお、現行の土砂・津波レッドゾーン内の建築は補強されるとしても認めるべきではないと 

考える。 

 加えて、建て替え促進のための助成制度、ご近所避難のための中高層建築物への避難場所 

確保助成などの実施が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考とした既存の地域地区制度】 

防火地域 

防火地域とは、都市計画法第 9 条 20 項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 とし

て、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。  

 

準防火地域 

準防火地域とは、都市計画法第 9 条 20 項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 と

して、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。 

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95%E7%AC%AC9%E6%9D%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95
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名前 松田 智仁 所属 広島市江波山気象館  

 

「防水地域」、「準防水地域」という名称の 

都市計画地域地区の追加の提案 
 

昔から怖いものの代表選手は、「地震、雷、火事、親父」と言われてきたが、最近は、「地震

に津波、火事、豪雨」である。 

東日本大地震による地震・津波・原発事故災害の様子が目に焼き付いて離れない中、広島の地

では、2014 年 8 月 20日死者 77 人を出した豪雨災害を経験し、そして 2018 年 7 月には県

下で 107 人の死者、7人の行方不明者、全国では死者 224 人、行方不明者 8人(2018.11)を

だした豪雨災害が発生した。 

1999年の6.29広島豪雨による土砂災害を受けて2001年に制度化された土砂災害防止法に

は、土砂災害特別警戒区域が設定されその指定区域内では建築物の構造制限が盛り込まれた。 

■土砂災害に対して安全な構造とは 

例 土石流の高さ以下は RC 造 

 

 

土石の力に耐える耐力壁 

 

 

基礎と壁は一体構造 

 

 

 

 

具体的な構造基準は，建築基準法に基づく政令で，土砂災害の原因となる自然現象ごとに定められて

います。  

1.基礎 

・基礎と一体の控え壁を有する鉄筋コンクリート造の壁  

2.構造耐力上の主要な部分 

・崩壊土砂の衝撃を受ける高さ以下にある構造耐力上主要な部分は，鉄筋コンクリート造とすること  
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名前 松田 智仁 所属 広島市江波山気象館  

 

3.外壁の構造 

・急傾斜地に面する外壁は，崩壊土砂の衝撃を受ける高さ以下の部分を鉄筋コンクリート造の耐力壁

（建築基準法施行令第 78 条の 2 の規定による耐力壁で，開口部を設けないものに限る。）とすること 

・この場合において，当該外壁に作用する衝撃力の強さに応じ，外壁の厚さや鉄筋の配置を定められた

ものにすること  

4.適用の除外 

・国土交通大臣が定める方法による構造計算によって崩壊土砂の衝撃に対して安全であることが確か

められた場合，または，急傾斜地と建築物の間の位置に鉄筋コンクリート造のへい（崩壊土砂を受け止

める高さ以上のものに限る。）を設置する場合その他国土交通大臣が定める安全上適切な措置を講ず

る場合はこの限りでない。 

図 1 土砂災害特別警戒区域指定区域内の建築物の構造制限 

出典 広島県ホームページ 

http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/kaisetsu/keikaihelp/05_07.htm 

2019.1.14 

 

この制度の運用は始まったばかりであり、現在各都道府県において、指定作業が進められてい

る。区域指定後、レッドゾーンと呼ばれている特別警戒区域内の建築物には、新築時には適用さ

れるが、既存建築物は、条件を満たさないままとなっている。 

また、この制度による区域指定は、土石流、急傾斜地崩壊、地滑りの 3事象への対応を目的と

しており市街地の山裾での防災・減災メニューとなっている。 

 

一方で浸水や津波に対する備えを見てみると、古くは、名古屋市臨海部防災区域建築条例(昭和

34 年 9 月に名古屋市を襲った伊勢湾台風を教訓として、以降このような被害を被らないよう

「名古屋市災害対策要綱」の防災対策事業の一環として昭和 36 年 6 月 1日から施行)が代表例

と承知しているが、その枠組みは、建築基準法「第 39条（災害危険区域） 地方公共団体は、条

例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

２ 災害危険区域における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

限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。」によるもの。図 2 建築制限の概要参照。 

東日本大震災による津波被害を受けて国は、将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、

全国で活用可能な一般的な制度を創設する目的で、津波防災地域づくりに関する法律(平成 23年)

を制度化した。これによる「津波災害特別警戒区域」内の建築物については、その制限を市町村

が条例により行うことができるとされている。静岡県伊豆市において、区域指定の検討が進めら

れていると聞くが、津波レッドゾーンの指定による建築規制は、資産価値を低減させることから

慎重に進められている印象である。津波への建築物の対応については、津波防災地域づくりに関

する法律によらず、建築基準法第 39条によるものも見られる。構造、階数や床の高さ、用途の

制限などが定められている。図 3 岩手県山田町災害危険区域建築制限参照。 
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図 2 建築制限の概要(名古屋市臨海部防災区域建築条例) 

出典 名古屋市臨海部防災区域建築条例の解説 平成 20 年９月 名古屋市住宅都市局 
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図 3 岩手県山田町災害危険区域建築制限 

出典 山田町ホームページ 

https://www.town.yamada.iwate.jp/fs/3/5/5/3/_/anzen-kouzou.pdf 

 2019.1.14 

 

自然災害から命を守り、まちを守っていくためには、その根拠となる制度は、①選択肢が多い

こと、②使いやすいことが望まれる。それは言うまでもなく、今後襲来するであろう、南海トラ

フ巨大地震、東南海大地震、東海大地震、そして地球温暖化による発生が予測不能な大規模豪雨

による災害に備えてである。地震の予知は困難とされ、また豪雨については、大規模防災施設が

降雨量 100年確率に備えられているとしても、既に昨年の 7 月豪雨災害において一部 200 年

確率の豪雨が発生したとされ、いつどこで地震や津波、豪雨の被害に遭遇するか予測できない状

況にあるといっても過言ではない。このような大災害では、被災すれば都市部の避難所は溢れか

えり、復興までの間多くの国民が仮住まいを強いられる現実が待っている。過去の防災メニュー

から学ぶものはないのであろうか。 
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名前 松田 智仁 所属 広島市江波山気象館  

 

提案 

怖いものは「地震、雷、火事、親父」と言われてきたが、今は「地震に津波、火事、豪雨」で

ある。 

雷には「避雷針」という設備で、そして火事には「耐火建築物」で備えている。建築基準法第一

条には、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民

の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と

ある。津波と豪雨には建築物の制限により実現する「防水建築物」で備えられないであろうか。

耐火建築物は、防火地域や準防火地域の指定により建築制限として確保される。そこで防火地域

等と同様に建築制限を伴う「防水地域・準防水地域」という都市計画地域地区制度の創設を提案

する。 

土砂災害、津波災害共に、レッドゾーン内では建築物の構造規制が定められているが、火災に

対する「防火地域」同様に広く市街地への土砂災害や津波、洪水に対する「防水地域」の指定で

ある。浸水の想定区域や土石流の想定区域において、その被害の内容に応じて都市計画法により、

地域指定を行い連動する建築基準法の規制により、命と財産を守る建築を実現する。 

具体的には、住宅立地のある市街地の浸水想定区域、土砂・津波のイエローゾーンなどにおい

て広範に指定し、建築物の更新を誘導する。 

①「防水地域」 建築制限の想定 住宅は三階建て以上、居室は二階以上、二階以下 RC 造、 

促進策として建ぺい率+10%、容積率+50%、 

②「準防水地域」 建築制限の想定 住宅は二階建て以上、居室は二階以上、一階 RC 造、 

促進策として建ぺい率+10%、 

とするなどである。 

 なお、現行の土砂・津波レッドゾーン内の建築は補強されるとしても認めるべきではないと考

える。 

 

 

 

           居室 

 

           居室               居室 

                1・2 階 RC 造             土砂 

                           1階 RC 造 

          車庫・倉庫            車庫・倉庫 

 

 

          防水地域内            準防水地域内 

図 4 防水地域・準防水地域内建築制限の例 

 

 加えて、建て替え促進のための助成制度、ご近所避難のための中高層建築物への避難場所確保

助成などの実施が望まれる。                          以上  

津波 
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【参考とした既存の地域地区制度】 

防火地域 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』2019.1.14 

防火地域（ぼうかちいき）とは、都市計画法第 9 条 20 項において「市街地における火災の危険を防除するた

め定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域であ

る。  

概要 

補助的地域地区の一として、特に住宅密集地における火事対策を講じる地区として指定されるが、用途地域

の内外を問わず指定することができる。  

規制内容としては、延面積が100平方メートルを超える建築物については耐火建築物としなければならない。 

また、延面積が100平方メートル以下の建築物については、3階建て（地階を含む）以上の建築物については

耐火建築物としなければならない。2 階建て（地階を含む）以下の建築物については耐火建築物または準耐

火建築物としなければならない。  

看板、広告塔、装飾塔など、その他これらに類する工作物で建築物の屋上に設けるもの、または高さが 3メー

トルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造るかまたは覆わなければならない。  

延面積が 50 平方メートル以内の平屋建ての付属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、防火地域

内においても耐火建築物または準耐火建築物としなくてもよい。また、高さ 2 メートル以下の門や塀、2 メート

ルを超える門や塀で不燃材料で造っているか覆われているものも同様である。  

防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が緩和される。特に、建ぺい率の制限が 80%とされる用

途地域（商業地域、都市計画で定める第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣

商業地域）内で防火地域内にある耐火建築物は建ぺい率の制限を適用しないため、理論上は建ぺい率

100%の建築物が建てられる。また、建ぺい率の制限が 80%とされる用途地域内で、防火地域内にある耐火

建築物は、都市計画で定める敷地面積の最低限度の制限は適用されない。  

建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、または防火地域と未指定区域にまたがる場合、建築物全

体について防火地域の規制が適用される。ただし、建築物が防火区域外において防火壁で区画されている

場合は、その防火壁外の部分については、その防火壁外の部分の地域の規定が適用される。 

 

準防火地域 

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』2019.1.14 

準防火地域（じゅんぼうかちいき）とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除

するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域

である。  

概要 

規制内容はおおむね防火地域よりも緩やかとなっている。延面積が 1500 平方メートルを超える建築物、ある

いは 4 階建て（地階を除く）以上の建築物については耐火建築物としなければならない。 また、延面積が

1500 平方メートル以下の建築物については、500 平方メートルを超える建築物については耐火建築物また

は準耐火建築物としなければならない。 さらに 500 平方メートル以下の建築物で 3 階建て（地階を除く）の建

築物については耐火建築物または準耐火建築物あるいはより規制が緩やかな「技術的基準に適合する建築

物」でよい。 なお、木造建築物等の場合は、隣地から一定の距離内で延焼のおそれのある部分[1]の外壁や

軒裏は防火構造とすることが求められている。  

建築物が防火地域・準防火地域・未指定区域のうち複数の地域・区域にまたがる場合、建築物全体について

最も厳しい地域の規制が適用される。すなわち、建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は建築物

全体について防火地域の規制が適用され、準防火地域と未指定区域にまたがる場合建築物全体について

準防火地域の規制が適用される。ただし、建築物が防火区域外において防火壁で区画されている場合は、そ

の防火壁外の部分については、その防火壁外の部分の地域の規定が適用される。  
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