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／Ⅶ 国土強靱化基本計画の内容――第４章 計画の推進と不断の

見直し ／Ⅷ 国土強靱化アクションプラン

論点６ 国土強靱化地域計画とその策定状況 …………………………………

Ⅰ 国土強靱化地域計画（13条） ／Ⅱ 国土強靱化地域計画策定

ガイドラインの策定 ／Ⅲ 国土強靱化地域計画策定ガイドライン

の概要 ／Ⅳ 国土強靱化地域計画策定ガイドラインにみる、

PDCAサイクルとは ／Ⅴ モデル調査実施地方公共団体の選定と

国土強靱化地域計画策定への取組み ／Ⅵ 国土強靱化地域計画に

基づき実施される取組みに対する関係府省庁の支援 ／Ⅶ 徳島県

が策定した国土強靱化地域計画の事例

首都直下法の論点 ……………………………

論点１ 首都直下地震緊急対策区域（首都直下法３条） ……………………

Ⅰ 首都直下地震の被害想定 ／Ⅱ 首都直下地震緊急対策区域

（３条） ／Ⅲ 首都直下地震緊急対策区域指定の手続 ／Ⅳ

首都直下地震緊急対策区域の指定基準 ／Ⅴ 首都直下地震緊急

対策区域を指定する閣議決定とその公示

論点２ 首都直下法が定める５つの計画 ………………………………………

Ⅰ 首都直下法が定める５つの計画とは ／Ⅱ ５つの計画のまと

め ／Ⅲ ５つの計画の作成者とその概要

論点３ 首都中枢機能維持基盤整備等地区（首都直下法７条） ……………

Ⅰ 首都中枢機能維持基盤整備等地区（７条１項） ／Ⅱ 首都直

下地震対策大綱と首都直下地震に係る首都中枢機能確保検討会 ／

Ⅲ 首都中枢機能維持基盤整備等地区指定の手続 ／Ⅳ 首都中枢

機能維持基盤整備等地区指定の効果 ／Ⅴ 首都中枢機能維持基盤

整備等地区の指定

論点４ ５つの計画その１――緊急対策推進基本計画（首都直下法４条）

Ⅰ 緊急対策推進基本計画（４条） ／Ⅱ 緊急対策推進基本計画

に定める事項 ／Ⅲ 緊急対策推進基本計画作成の手続（４条３項
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～６項） ／Ⅳ 首都中枢機能の確保のための主な施策 ／Ⅴ

緊急対策推進基本計画の閣議決定とその公表 ／Ⅵ 緊急対策推

進基本計画の変更

論点５ ５つの計画その１――緊急対策推進基本計画（首都直下法４条）

の内容 ………………………………………………………………………

Ⅰ 緊急対策推進基本計画の閣議決定とその公表 ／Ⅱ 緊急対策

推進基本計画の概要 ／Ⅲ 緊急対策推進基本計画の内容その１

――緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する

事項 ／Ⅳ 緊急対策推進基本計画の内容その２――緊急対策区域

における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき

施策に関する基本的な方針 ／Ⅴ 緊急対策推進基本計画の内容そ

の３――首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関す

る事項 ／Ⅵ 緊急対策推進基本計画の内容その４――首都中枢機

能維持基盤整備等地区の指定及び基盤整備等計画の認定に関する基本的な

事項 ／Ⅶ 緊急対策推進基本計画の内容その５――地方緊急対策

実施計画の基本となるべき事項 ／Ⅷ 緊急対策推進基本計画の内

容その６――特定緊急対策事業推進計画の認定に関する基本的な事項

／Ⅸ 緊急対策推進基本計画の内容その７――緊急対策区域におけ

る緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 ╱Ⅹ

緊急対策推進基本計画の内容その８――その他緊急対策区域における緊

急対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項 ／ 緊急対策推

進基本計画の変更

論点６ ５つの計画その２――行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施

計画（首都直下法５条） …………………………………………………

Ⅰ 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画（５条） ／Ⅱ

緊急対策実施計画に定める事項 ／Ⅲ 緊急対策実施計画作成の手

続 ／Ⅳ 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画（政府業務

計画（首都直下地震対策））の閣議決定とその公表 ／Ⅴ 首都中枢

機能の維持に係る国会及び裁判所の措置（６条）

論点７ ５つの計画その２――行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施

計画（首都直下法５条）として作成された政府業務継続計画（首

都直下地震対策）の内容 …………………………………………………

Ⅰ 政府業務継続計画（首都直下地震対策）の閣議決定とその公表

／Ⅱ 政府業務継続計画の内容その１ ／Ⅲ 政府業務継続計

画の内容その２ ／Ⅳ 政府業務継続計画の内容その３ ／Ⅴ

中央省庁が作成する首都直下地震についての業務継続計画 ／Ⅵ

サンプルとして、国土交通省作成の首都直下地震についての業務継続計

画
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論点８ ５つの計画その３――首都中枢機能維持基盤整備等計画（首都

直下法８条）、その申請と認定（８条～14条）…………………………

Ⅰ 首都中枢機能維持基盤整備等計画（８条１項、５項） ／Ⅱ

基盤整備等計画に定める事項（８条２項～４項） ／Ⅲ 基盤整備

等計画の申請の提案（８条６項、７項） ／Ⅳ 基盤整備等計画の

作成、申請、認定（８条８項～12項） ／Ⅴ 首都中枢機能維持基

盤整備等計画の認定に関する手続（９条～14条） ／Ⅵ 首都中枢

機能維持基盤整備等計画の作成状況

コラム⑩ 自治体・事業者のための防災計画作成・運用ハンドブック

の活用を! ／

論点９ 首都中枢機能維持基盤整備等協議会（首都直下法15条） …………

Ⅰ 首都中枢機能維持基盤整備等協議会（15条） ／Ⅱ 首都中枢

機能維持基盤整備等協議会の組織（15条１項、７項、８項） ／Ⅲ

首都中枢機能維持基盤整備等協議会の構成員（15条２項～６項）

論点10 認定基盤整備等計画に係る特別の措置（首都直下法16条～20条）

Ⅰ 認定基盤整備等計画に係る５つの特別の措置の意義 ／Ⅱ 開

発許可の特例（16条） ／Ⅲ 土地区画整理事業の認可の特例（17

条） ／Ⅳ 市街地再開発事業の認可の特例（18条） ／Ⅴ

道路の占用の許可基準の特例（19条） ／Ⅵ 都市再生特別措置法

の適用（20条）

論点11 ５つの計画その４――地方緊急対策実施計画（首都直下法21条）

Ⅰ 地方緊急対策実施計画（21条、22条） ／Ⅱ 地方緊急対策実

施計画の作成（21条１項） ／Ⅲ 地方緊急対策実施計画に定める

事項（21条２項～４項） ／Ⅳ 地方緊急対策実施計画作成の手続

（21条５項～８項） ／Ⅴ 関係都県への援助（22条） ／Ⅵ

地方緊急対策実施計画の作成状況

コラム 東京都が作成する地方緊急対策実施計画 ／

論点12 ５つの計画その５――特定緊急対策事業推進計画

（首都直下法24条～31条） ………………………………………………

Ⅰ 特定緊急対策事業推進計画（24条１項） ／Ⅱ 特定緊急対策

事業推進計画に定める事項（24条２項） ／Ⅲ 特定緊急対策事業

推進計画の申請の提案（24条４項～６項） ／Ⅳ 特定緊急対策事

業推進計画の作成、申請、認定（24条３項、７項～10項） ／Ⅴ

特定緊急対策事業推進計画の認定に関する手続（25条～31条） ／

Ⅵ 地震防災対策推進協議会（地域協議会）（31条１項～11項）

／Ⅶ 特定緊急対策事業推進計画の作成状況

論点13 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置
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（首都直下法32条～34条） ………………………………………………

Ⅰ 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置（32条～34条）

／Ⅱ 建築基準法の特例その１――用途制限の緩和（32条）

／Ⅲ 建築基準法の特例その２――特別用途地区における用途制限

の緩和（33条） ／Ⅳ 条、 条の特例適用の一例――用途地域

ごとの重油等の貯蔵量制限の緩和 ╱Ⅴ 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（34条）

論点14 住民防災組織の認定等（首都直下法23条） …………………………

Ⅰ 自主防災組織の重要性の高まり ／Ⅱ 首都直下法が定めた住

民防災組織

南海トラフ法の論点 ………………………

論点１ 南海トラフ地震防災対策推進地域（南海トラフ法３条）、南海

トラフ地震津波避難対策特別強化地域（10条） ………………………

Ⅰ 南海トラフ地震防災対策推進地域（３条）と南海トラフ地震津波避難

対策特別強化地域（10条） ／Ⅱ 南海トラフ地震防災対策推進地

域（３条） ／Ⅲ 南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域（10

条）

論点２ 南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震津波

避難対策特別強化地域の指定 ……………………………………………

Ⅰ 南海トラフ地震防災対策推進地域の指定 ／Ⅱ 南海トラフ地

震津波避難対策特別強化地域の指定

論点３ 南海トラフ法が定める４つの計画 ……………………………………

Ⅰ 南海トラフ法が定める４つの計画とは ／Ⅱ ４つの計画相互

の関係 ╱Ⅲ 基本計画と地震防災基本計画との関係 ／Ⅳ

４つの計画の体系

論点４ ４つの計画その１――南海トラフ地震防災対策推進基本計画

（南海トラフ法４条） ……………………………………………………

Ⅰ 南海トラフ地震防災対策推進基本計画（４条１項） ／Ⅱ 基

本計画に定める事項と留意点 ／Ⅲ 南海トラフ地震防災対策推進

基本計画の作成とその公表 ／Ⅳ 南海トラフ地震防災対策推進基

本計画の構成

論点５ ４つの計画その２――南海トラフ地震防災対策推進計画

（南海トラフ法５条、６条） ……………………………………………

Ⅰ 南海トラフ地震防災対策推進計画（５条）に定める、防災業務計画、

地域防災計画、石油コンビナート等防災計画 ／Ⅱ 南海トラフ地

震防災対策推進計画の作成、定めなければならない事項等 ／Ⅲ
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南海トラフ地震防災対策推進計画の作成状況

論点６ ４つの計画その３――南海トラフ地震防災対策計画

（南海トラフ法７条、８条） ……………………………………………

Ⅰ 南海トラフ地震防災対策計画（７条、８条） ／Ⅱ 対策計画

の作成、作成者、定める事項 ／Ⅲ 対策計画の特例（８条）

／Ⅳ 南海トラフ地震防災対策計画の作成状況

論点７ ４つの計画その４――津波避難対策緊急事業計画

（南海トラフ法12条） ……………………………………………………

Ⅰ 津波避難対策緊急事業計画（12条） ／Ⅱ 津波避難対策緊急

事業計画に記載する事業と記載するときの協議・同意等 ／Ⅲ そ

の他の特例等（13条、14条） ／Ⅳ 津波避難対策緊急事業計画に

基づき実施する事業等の特例（15条～18条） ／Ⅴ 津波避難対策

緊急事業計画の作成状況

論点８ 南海トラフ地震防災対策推進協議会（南海トラフ法９条） ………

Ⅰ 南海トラフ地震防災対策推進協議会（９条）の法定化 ／Ⅱ

南海トラフ地震防災対策推進協議会の構成（９条１項～３項） ／

Ⅲ 南海トラフ地震防災対策推進協議会の運営（９条４項～７項）

／Ⅳ 南海トラフ地震防災対策推進協議会の設置状況

論点９ 津波からの円滑な避難のための居住者等に対する周知のための

措置（南海トラフ法11条） ………………………………………………

Ⅰ 津波からの円滑な避難のための居住者等に対する周知のための措置

（11条）とは ╱Ⅱ ハザードマップの作成状況

論点10 集団移転促進事業に係る特例等（南海トラフ法15条～17条） ……

Ⅰ 集団移転促進事業に係る特例等（15条～17条） ／Ⅱ 集団移

転促進事業に係る特例その１――集団移転促進事業に係る農地法の特例

（15条） ／Ⅲ 集団移転促進事業に係る特例その２――集団移転促

進法の特例（16条） ／Ⅳ 集団移転促進事業に係る国土利用計画

法等による協議等についての配慮（17条）

論点11 南海トラフ法における補助の特例（南海トラフ法13条、18条） …

Ⅰ 南海トラフ法における補助の特例その１――津波避難対策緊急事業に

係る国の負担または補助の特例等（13条） ／Ⅱ 南海トラフ法に

おける補助の特例その２――地方債の特例（18条）

▶ 関連法キーワード解説 ……………………………………………………………

▶ 付録「震災復興担当大臣を国民投票で!」 ……………………………………

▶ 参考文献・参考論文 ………………………………………………………………

▶ 著者略歴 …………………………………………………………………………

目 次 19


