
 

 

東広島市立地適正化計画の一部改定（案）について 

 

１ 概要 

  法改正に伴い、立地適正化計画において防災対策を盛り込む「防災指針」が新たに設定さ

れ、東広島市立地適正化計画（H30.3 月策定）にこれを追加するため、計画の一部見直しを

行います。 

  また、当該計画で設定している「居住誘導区域」について、現在、作業を進めている区域

区分の見直しにおける変更内容等を反映するため、計画の一部見直しを行います。 

 

２ 立地適正化計画とは 

  立地適正化計画は、人口減少や少子高齢化に対応する「持続可能な都市づくりの基本方針」

を示す計画です。具体的には、生活圏の核となる市街地に「住宅」と「行政・医療・福祉・

子育て・商業施設等の都市機能施設」がまとまって立地するように緩やかに誘導することで、

長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性の高いコンパクトなまち

づくりを目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 立地適正化計画によるコンパクトシティのイメージ 

 

３ 防災指針の追加 

 

 【防災指針とは】（根拠法令 都市再生特別措置法（一部改正）令和 2 年 6 月 10 日公布）  

  居住誘導区域において、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、都市の防災に関す

る機能の確保を図るための指針 

   

 【主な内容】 

  ①居住誘導区域における災害ハザード情報（土砂災害、水害等）の収集・整理 

  ②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等

の抽出 

  ③地域ごとに課題の整理 

  ④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定 

   

４ 改定のスケジュール（予定） 

 

年月 内容 

令和 4年 12 月 議会報告 

令和 4年 12 月～1月（約１か月間） パブリックコメントを実施 

令和 5年 2月～3月 議会報告、東広島市都市計画審議会 

令和 5年 3月末 東広島市立地適正化計画（改定版）を公表 
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パブリックコメント資料令和4年12月16日～令和5年1月11日



 

 

１ 経緯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東広島市

●令和２年６月に都市再生特別措置法が改正

防災指針（都市の防災に関する機能の確保に関する指針）の創設

⇒

東広島市

【防災指針の主な内容】

①居住誘導区域における災害ハザード情報（土砂災害、水害等）の収集・整理

②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

③地域ごとに課題の整理

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

●平成２６年８月に都市再生特別措置法が改正

立地適正化計画（住宅と都市機能の立地に関する基本方針）の創設

⇒

東広島市立地適正化計画

経緯 

東広島市 

令和２年６月に都市再生特別措置法が改正

防災指針（都市の防災に関する機能の確保に関する指針）の創設

⇒安全なまちづくりの

るものです。

東広島市 

【防災指針の主な内容】

①居住誘導区域における災害ハザード情報（土砂災害、水害等）の収集・整理

②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

③地域ごとに課題の整理

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

●平成２６年８月に都市再生特別措置法が改正

立地適正化計画（住宅と都市機能の立地に関する基本方針）の創設

⇒「住宅」と「病院や商業施設等の生活利便施設等」が公共交通の利便性の高い地域に

地するように誘導することで、長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性

の高いコンパクトなまちづくりを目指すものです。

東広島市立地適正化計画

●平成３０年３月

●令和２年８月

●令和４年２月

令和２年６月に都市再生特別措置法が改正

防災指針（都市の防災に関する機能の確保に関する指針）の創設

安全なまちづくりのため、

るものです。 

●現行の立地適正化計画に、「防災指針」を追加するため、

立地適正化計画の一部改定

【防災指針の主な内容】 

①居住誘導区域における災害ハザード情報（土砂災害、水害等）の収集・整理

②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

③地域ごとに課題の整理 

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

●平成２６年８月に都市再生特別措置法が改正

立地適正化計画（住宅と都市機能の立地に関する基本方針）の創設

「住宅」と「病院や商業施設等の生活利便施設等」が公共交通の利便性の高い地域に

地するように誘導することで、長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性

の高いコンパクトなまちづくりを目指すものです。

東広島市立地適正化計画

●平成３０年３月 

●令和２年８月  

●令和４年２月  

令和２年６月に都市再生特別措置法が改正

防災指針（都市の防災に関する機能の確保に関する指針）の創設

ため、居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を、立地適正化計画に定め

の立地適正化計画に、「防災指針」を追加するため、

立地適正化計画の一部改定

 

①居住誘導区域における災害ハザード情報（土砂災害、水害等）の収集・整理

②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

 

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

●平成２６年８月に都市再生特別措置法が改正

立地適正化計画（住宅と都市機能の立地に関する基本方針）の創設

「住宅」と「病院や商業施設等の生活利便施設等」が公共交通の利便性の高い地域に

地するように誘導することで、長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性

の高いコンパクトなまちづくりを目指すものです。

東広島市立地適正化計画における防災指針（案）

 

 立地適正化計画を策定

  一部改定（

  一部改定（新たに設定された

止区域）を居住誘導区域から除外

令和２年６月に都市再生特別措置法が改正

防災指針（都市の防災に関する機能の確保に関する指針）の創設

居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を、立地適正化計画に定め

 

の立地適正化計画に、「防災指針」を追加するため、

立地適正化計画の一部改定を行います。

①居住誘導区域における災害ハザード情報（土砂災害、水害等）の収集・整理

②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

●平成２６年８月に都市再生特別措置法が改正

立地適正化計画（住宅と都市機能の立地に関する基本方針）の創設

「住宅」と「病院や商業施設等の生活利便施設等」が公共交通の利便性の高い地域に

地するように誘導することで、長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性

の高いコンパクトなまちづくりを目指すものです。

における防災指針（案）

 

立地適正化計画を策定

一部改定（災害レッドゾーンを居住誘導区域から除外

一部改定（新たに設定された

を居住誘導区域から除外

令和２年６月に都市再生特別措置法が改正 

防災指針（都市の防災に関する機能の確保に関する指針）の創設

居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を、立地適正化計画に定め

 

の立地適正化計画に、「防災指針」を追加するため、

を行います。

①居住誘導区域における災害ハザード情報（土砂災害、水害等）の収集・整理

②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定 

●平成２６年８月に都市再生特別措置法が改正 

立地適正化計画（住宅と都市機能の立地に関する基本方針）の創設

「住宅」と「病院や商業施設等の生活利便施設等」が公共交通の利便性の高い地域に

地するように誘導することで、長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性

の高いコンパクトなまちづくりを目指すものです。 

における防災指針（案）の概要

立地適正化計画を策定 

災害レッドゾーンを居住誘導区域から除外

一部改定（新たに設定された災害レッドゾーン

を居住誘導区域から除外など

防災指針（都市の防災に関する機能の確保に関する指針）の創設

居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を、立地適正化計画に定め

の立地適正化計画に、「防災指針」を追加するため、

を行います。 

①居住誘導区域における災害ハザード情報（土砂災害、水害等）の収集・整理

②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

 

立地適正化計画（住宅と都市機能の立地に関する基本方針）の創設

「住宅」と「病院や商業施設等の生活利便施設等」が公共交通の利便性の高い地域に

地するように誘導することで、長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性

概要 

災害レッドゾーンを居住誘導区域から除外

災害レッドゾーン

など） 

防災指針（都市の防災に関する機能の確保に関する指針）の創設 

居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を、立地適正化計画に定め

の立地適正化計画に、「防災指針」を追加するため、

①居住誘導区域における災害ハザード情報（土砂災害、水害等）の収集・整理 

②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

立地適正化計画（住宅と都市機能の立地に関する基本方針）の創設 

「住宅」と「病院や商業施設等の生活利便施設等」が公共交通の利便性の高い地域に

地するように誘導することで、長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性

災害レッドゾーンを居住誘導区域から除外） 

災害レッドゾーン（浸水被害防

居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を、立地適正化計画に定め

の立地適正化計画に、「防災指針」を追加するため、

②災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出 

「住宅」と「病院や商業施設等の生活利便施設等」が公共交通の利便性の高い地域にまとまって立

地するように誘導することで、長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性

 

（浸水被害防

居住誘導区域内で行う防災対策・安全確保策を、立地適正化計画に定め

まとまって立

地するように誘導することで、長期的に各種サービスが維持され、誰もが安心して暮らせる利便性

２ 防災指針とは

 

 

 

 

 

 頻発化・激甚化する災害に対して、被害を最小化するための施設整備や避難等の取組み

の充実に加え、居住等の誘導を図る地域の安全を確保しつつ都市のコンパクト化を進める

ことが喫緊の課題となっています。

 災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、都市再生特別措置法の

改正により、立地適正化計画に防災・減災対策等を盛り込む「防災指針」が位置付けされ

ました。

 防災指針では、災害リスクを把握し、課題に対応した防災・減災対策の取組み等を設定

し、将来的に高い防災機能を有したまちづくりを進めていくことを目的としています。

 

３ 対象区域・検討フロー

  防災指針において、主に対象となる区域は居住誘導区域（都市機能誘導区域を含む）で

す。防災指針の検討にあたっては、①

理、

域ごとに課題の整理

で行います。

 

防災指針：居住誘導区域において、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、都市の防災

防災指針とは

頻発化・激甚化する災害に対して、被害を最小化するための施設整備や避難等の取組み

の充実に加え、居住等の誘導を図る地域の安全を確保しつつ都市のコンパクト化を進める

ことが喫緊の課題となっています。

災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、都市再生特別措置法の

改正により、立地適正化計画に防災・減災対策等を盛り込む「防災指針」が位置付けされ

ました。 

防災指針では、災害リスクを把握し、課題に対応した防災・減災対策の取組み等を設定

し、将来的に高い防災機能を有したまちづくりを進めていくことを目的としています。

対象区域・検討フロー

防災指針において、主に対象となる区域は居住誘導区域（都市機能誘導区域を含む）で

す。防災指針の検討にあたっては、①

、②災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

域ごとに課題の整理

で行います。 

 

防災指針：居住誘導区域において、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、都市の防災

に関する機能の確保を図るための指針

（根拠法令

防災指針とは 

頻発化・激甚化する災害に対して、被害を最小化するための施設整備や避難等の取組み

の充実に加え、居住等の誘導を図る地域の安全を確保しつつ都市のコンパクト化を進める

ことが喫緊の課題となっています。

災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、都市再生特別措置法の

改正により、立地適正化計画に防災・減災対策等を盛り込む「防災指針」が位置付けされ

防災指針では、災害リスクを把握し、課題に対応した防災・減災対策の取組み等を設定

し、将来的に高い防災機能を有したまちづくりを進めていくことを目的としています。

対象区域・検討フロー 

防災指針において、主に対象となる区域は居住誘導区域（都市機能誘導区域を含む）で

す。防災指針の検討にあたっては、①

②災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

域ごとに課題の整理、④取組

 

 

防災指針：居住誘導区域において、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、都市の防災

に関する機能の確保を図るための指針

（根拠法令 都市再生特別措置法（一部改正）

頻発化・激甚化する災害に対して、被害を最小化するための施設整備や避難等の取組み

の充実に加え、居住等の誘導を図る地域の安全を確保しつつ都市のコンパクト化を進める

ことが喫緊の課題となっています。 

災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、都市再生特別措置法の

改正により、立地適正化計画に防災・減災対策等を盛り込む「防災指針」が位置付けされ

防災指針では、災害リスクを把握し、課題に対応した防災・減災対策の取組み等を設定

し、将来的に高い防災機能を有したまちづくりを進めていくことを目的としています。

 

防災指針において、主に対象となる区域は居住誘導区域（都市機能誘導区域を含む）で

す。防災指針の検討にあたっては、①

②災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

  

防災指針：居住誘導区域において、居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる、都市の防災

に関する機能の確保を図るための指針

都市再生特別措置法（一部改正）

 

頻発化・激甚化する災害に対して、被害を最小化するための施設整備や避難等の取組み

の充実に加え、居住等の誘導を図る地域の安全を確保しつつ都市のコンパクト化を進める

 

災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくりを推進するため、都市再生特別措置法の
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４ 主な内容

①居住誘導区域における災害ハザード情報の収集・整理

 本市で指定されている土砂災害、水害等の災害ハザード情報は、以下のとおりです。
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主な内容 

①居住誘導区域における災害ハザード情報の収集・整理

本市で指定されている土砂災害、水害等の災害ハザード情報は、以下のとおりです。

災害種別 
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その他 大規模盛土造成地

①居住誘導区域における災害ハザード情報の収集・整理

本市で指定されている土砂災害、水害等の災害ハザード情報は、以下のとおりです。

災害ハザード情報
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大規模盛土造成地 

①居住誘導区域における災害ハザード情報の収集・整理

本市で指定されている土砂災害、水害等の災害ハザード情報は、以下のとおりです。

表 災害ハザード情報
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図 災害ハザード情報の一例
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②災害ハザード情報と都市情報の重ね合わせ、災害リスクの高い地域等の抽出

災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）を図上で重ね合わせることで、分析の視

点を明確にするとともに、本市の災害リスクの見える化を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域ごとに課題の整理

居住誘導区域における地域単位での防災上の課題を整理します。
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災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）を図上で重ね合わせることで、分析の視

点を明確にするとともに、本市の災害リスクの見える化を行います。

図 重ね合わせのイメージ図
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災害ハザード情報と都市情報（人口、建物等）を図上で重ね合わせることで、分析の視

 

出典：国土交通省] 



  

 

 

図 西条地域（西条駅周辺地区、寺家駅周辺地区）の防災上の主な課題 

図 西条地域（西条駅周辺地区、寺家駅周辺地区）の防災上の主な課題 

（１）西条地域（西条駅周辺地区、寺家駅周辺地区） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・土砂災害のリスクがある。 

・福祉施設が被災するおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 

・過去に被害を受けた箇所があり、計画規

模でも浸水の可能性があるなど、水害リ

スクが非常に高い。 

・避難所の誘致圏外で、垂直避難も困難な

地域がある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のお

それがある。 

洪水 

洪水 

・居住を誘導すべき地域だが、洪水被害を受ける

リスクが高い。 

・避難所の誘致圏外の地域がある。 

・一部の避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれが

ある。 

・福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

土砂 

・土砂災害のリスクが高い。 

・福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

・都市機能や居住を誘導すべき地域だが、洪水被害を受け

るリスクが高い。 

・多くの避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

・福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

洪水 

・過去に被害を受けた箇所があり、計画規模でも浸水の可

能性があるなど、水害リスクが非常に高い。 

・垂直避難も困難な地域がある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

・医療施設が被災するおそれがある。 

洪水 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスク

が高い。 

・垂直避難が困難な地域がある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊、鉄道施

設の被災等のおそれがある。 

洪水 土砂 複合 

土砂 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

・洪水被害を受けるリスクが高い。 

・避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・垂直避難が困難な地域がある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

・医療施設が被災するおそれがある。 

洪水 

・医療施設が被災するおそれがある。 

土砂 

洪水 

・都市機能や居住を誘導すべき地域だが、洪水被害を受け

るリスクが高い。 

・一部の避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

【居住誘導区域について】 

 居住誘導区域に含めない災害ハザード情報は次のとおりです。

随時、更新が行われるため、最新の詳細については、以下で確認

してください。 

○土砂災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」 

○津波災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「高潮・津波災害ポータルひろしま」 

○災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域 

：広島県西部建設事務所東広島支所管理課 

○浸水被害防止区域：広島県土木建築局河川課等 

 
なお、土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードは、概ねの位置

を示しております。 



  

 

 

（２）西条地域（東広島駅周辺地区、広島大学周辺地区） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 西条地域（東広島駅周辺地区、広島大学周辺地区）の防災上の主な課題 

土砂 

・土砂災害のリスクがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

・洪水被害を受けるリスクが高い。 

・一部の避難所が使用できなくなるおそれがある。 

洪水 

・土砂災害のリスクがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 

・洪水被害を受けるリスクが高い。 

・一部の避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・避難所の誘致圏外の地域や垂直避難が困難な地域がある。 

・福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

洪水 

土砂 洪水 複合 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスク

が高い。 

・避難所の誘致圏外の地域や垂直避難が困難

な地域が多い。 

・洪水により福祉施設が被災するおそれがあ

る。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそ

れがある。 

洪水 

・都市機能を誘導すべき地域だが、

洪水被害を受けるリスクが高い。 

・避難所が近くにない。 

【居住誘導区域について】 

 居住誘導区域に含めない災害ハザード情報は次のとおりです。

随時、更新が行われるため、最新の詳細については、以下で確認

してください。 

○土砂災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」 

○津波災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「高潮・津波災害ポータルひろしま」 

○災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域 

：広島県西部建設事務所東広島支所管理課 

○浸水被害防止区域：広島県土木建築局河川課等 

 
なお、土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードは、概ねの位置

を示しております。 



   

 

 

（３）八本松地域（八本松駅周辺地区） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 八本松地域（八本松駅周辺地区）の防災上の主な課題 

 

・土砂災害のリスクがある。 

・過去に被害を受けた箇所があり、計画規模でも浸水の

可能性があるなど、水害リスクが非常に高い。 

・避難所の誘致圏外で、垂直避難も困難な地域がある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

洪水 

・土砂災害のリスクがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 

・都市機能や居住を誘導すべき地域だが、土砂災害のリスクが非常に高い。 

・避難所や福祉施設・医療施設が被災するおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 

洪水 

・洪水被害を受けるリスクが高い。 

・避難所がない。 

・医療施設が被災するおそれがある。 

洪水 

・居住を誘導すべき地域だが、過去に被害を受けた箇所が

多く、水害リスクが非常に高い。 

・一部の避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・避難所の誘致圏外の地域がある。 

・土砂災害のリスクがある。 

土砂 

土砂 洪水 複合 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクが高い。 

・避難所がなく、垂直避難が困難な地域が多い。 

洪水 

・浸水被害を受けるリスクが高い。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等

のおそれがある。 

土砂 

【居住誘導区域について】 

 居住誘導区域に含めない災害ハザード情報は次のとおりです。

随時、更新が行われるため、最新の詳細については、以下で確認

してください。 

○土砂災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」 

○津波災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「高潮・津波災害ポータルひろしま」 

○災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域 

：広島県西部建設事務所東広島支所管理課 

○浸水被害防止区域：広島県土木建築局河川課等 

 
なお、土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードは、概ねの位置

を示しております。 



   

 

 

（４）高屋地域（西高屋駅周辺地区） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 高屋地域（西高屋駅周辺地区）の防災上の主な課題 

 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 土砂 洪水 複合 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクが高い。 

・避難所がなく、垂直避難が困難な地域が多い。 

・洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

・居住を誘導すべき地域だが、土砂災害のリスクが高い。 

土砂 

土砂 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 洪水 複合 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 

・居住を誘導すべき地域だが、土砂災害のリスクが高い。 

土砂 

・土砂災害と洪水被害を同時に受け

るリスクが高い。 

・避難所の誘致圏外の地域がある。 

・洪水により福祉施設や医療施設が

被災するおそれがある。 

土砂 洪水 複合 

土砂 洪水 複合 

・居住を誘導すべき地域だが、土砂災害と洪水被害を同時に

受けるリスクが高い。 

・洪水により避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・避難所の誘致圏外の地域や垂直避難が困難な地域がある。 

・福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等の危険性がある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

・都市機能や居住を誘導すべき地域だが、土砂災害と洪水被

害を同時に受けるリスクが高い。 

・過去に被害を受けた箇所が多く、計画規模でも浸水の可能

性があるなど、水害リスクが非常に高い。 

・洪水により避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・避難所の誘致圏外の地域や垂直避難が困難な地域がある。 

・洪水により福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等の危険性がある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

【居住誘導区域について】 

 居住誘導区域に含めない災害ハザード情報は次のとおりです。

随時、更新が行われるため、最新の詳細については、以下で確認

してください。 

○土砂災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」 

○津波災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「高潮・津波災害ポータルひろしま」 

○災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域 

：広島県西部建設事務所東広島支所管理課 

○浸水被害防止区域：広島県土木建築局河川課等 

 
なお、土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードは、概ねの位置

を示しております。 



  

 

 

（５）黒瀬地域（中黒瀬周辺地区） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 黒瀬地域（中黒瀬周辺地区）の防災上の主な課題 

 

・居住を誘導すべき地域だが、土砂災害のリスクが高い。 

・土砂災害により避難所が被災するおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 

・都市機能を誘導すべき地域だが、過去に被害を受けた箇所が多く、

計画規模でも浸水の可能性があるなど、水害リスクが非常に高い。 

・洪水により多くの避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・避難所の誘致圏外の地域や垂直避難が困難な地域がある。 

・洪水により、福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

・黒瀬川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

洪水 土砂 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクがある。 

・洪水により避難所が使用できなくなるおそれがある。 

・避難所の誘致圏外の地域がある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 洪水 複合 

洪水 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクがある。 

・土砂災害により避難所が被災するおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 洪水 複合 

・居住を誘導すべき地域だが、

土砂災害のリスクが高い。 

土砂 

土砂 洪水 複合 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクがある。 

・避難所の誘致圏外の地域や垂直避難が困難な地域がある。 

・黒瀬川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

・洪水被害を受けるリ

スクがある。 

・洪水により避難所が

使用できなくなる

おそれがある。 

【居住誘導区域について】 

 居住誘導区域に含めない災害ハザード情報は次のとおりです。

随時、更新が行われるため、最新の詳細については、以下で確認

してください。 

○土砂災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」 

○津波災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「高潮・津波災害ポータルひろしま」 

○災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域 

：広島県西部建設事務所東広島支所管理課 

○浸水被害防止区域：広島県土木建築局河川課等 

 
なお、土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードは、概ねの位置

を示しております。 



   

 

 

（６）河内地域（河内駅周辺地区） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 河内地域（河内駅周辺地区）の防災上の主な課題

・都市機能や居住を誘導すべき地域だが、土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクが非常に高い。 

・過去に被害を受けた箇所が多く、浸水深が深いことから、甚大な被害が発生するリスクが非常に高い。 

・多くの避難所が使用できなくなるおそれがあり、垂直避難も困難である。 

・福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

・広い範囲で洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

土砂 洪水 複合 

土砂 洪水 複合 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクが高い。 

・避難所の誘致圏外の地域や垂直避難が困難な地域が

ある。 

・洪水により、医療施設が被災するおそれがある。 

・洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクが高い。 

・避難所の誘致圏外の地域がある。 

・洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 洪水 複合 

土砂 洪水 複合 

・土砂災害と洪水被害を同時

に受けるリスクが高い。 

・避難所が使用できなくなる

おそれがある。 

・避難所の誘致圏外の地域や

垂直避難が困難な地域が

ある。 

・入野川沿いでは洪水による

家屋倒壊等のおそれがあ

る。 

・幹線道路が閉塞するおそれ

がある。 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクが高い。 

・避難所や福祉施設が被災するおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 洪水 複合 

・居住を誘導すべき地域だが、

土砂災害のリスクが高い。 

土砂 

洪水 

・過去に被害を受けた箇所が多く、計画規模でも浸水

の可能性があるなど、水害リスクが非常に高い。 

【居住誘導区域について】 

 居住誘導区域に含めない災害ハザード情報は次のとおりです。

随時、更新が行われるため、最新の詳細については、以下で確認

してください。 

○土砂災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」 

○津波災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「高潮・津波災害ポータルひろしま」 

○災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域 

：広島県西部建設事務所東広島支所管理課 

○浸水被害防止区域：広島県土木建築局河川課等 

 
なお、土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードは、概ねの位置

を示しております。 



  

 

 

（７）安芸津地域（安芸津駅周辺地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 安芸津地 

 

 

図 安芸津地域の防災上の主な課題 

土砂 洪水 津波 高潮 複合 

・都市機能や居住を誘導すべき地域だが、土砂災害と洪水・高潮被害を同時に受けるリスクがある。 

・津波による浸水被害を受けるリスクが高い。 

・過去に被害を受けた箇所が多く、計画規模でも浸水の可能性があるなど、水害リスクが非常に高い。 

・多くの避難所が使用できなくなるおそれがあり、垂直避難も困難である。 

・福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

・冠水の危険性があるアンダーパスがある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

土砂 洪水 複合 

・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクがある。 

・河川沿いでは洪水による家屋倒壊等のおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 ・土砂災害と洪水被害を同時に受けるリスクがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 複合 洪水 

土砂 

・避難所や福祉施設・医療施設が被災するおそれがある。 

・土砂災害と洪水・高潮被害を同時に受けるリスクがある。 

・津波による浸水被害を受けるリスクが高い。 

・多くの避難所が使用できなくなるおそれがあり、垂直避難も困難である。 

土砂 津波 高潮 複合 洪水 

土砂 洪水 高潮 

・土砂災害と洪水・高潮被害を同時に受

けるリスクがある。 

・洪水や高潮により多くの避難所が使用

できなくなるおそれがある。 

・土砂災害により福祉施設が被災するお

それがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

複合 

・津波による浸水被害を受けるリスクが高い。 

・洪水と高潮の被害を同時に受け、甚大な被害が発生するリスクが高い。 

・多くの避難所が使用できなくなるおそれがあり、垂直避難も困難である。 

・福祉施設や医療施設が被災するおそれがある。 

洪水 複合 高潮 津波 

・土砂災害、津波被害、高潮被害を受けるリスクがある。 

・避難所や福祉施設が被災するおそれがある。 

・幹線道路が閉塞するおそれがある。 

土砂 津波 高潮 洪水 複合 

【居住誘導区域について】 

 居住誘導区域に含めない災害ハザード情報は次のとおりです。

随時、更新が行われるため、最新の詳細については、以下で確認

してください。 

○土砂災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「土砂災害ポータルひろしま」 

○津波災害特別警戒区域 

：広島県のホームページ「高潮・津波災害ポータルひろしま」 

○災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域 

：広島県西部建設事務所東広島支所管理課 

○浸水被害防止区域：広島県土木建築局河川課等 

 
なお、土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードは、概ねの位置

を示しております。 



 

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

取組みについて

総合計画や都市計画マスタープ

低減に必要なハード面とソフト面で取組事業

  

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

みについては、本市全域や地域ごと

総合計画や都市計画マスタープ

低減に必要なハード面とソフト面で取組事業

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

は、本市全域や地域ごと

総合計画や都市計画マスタープラン、地域強靭化計画、その他関係計画との整合を図り、

低減に必要なハード面とソフト面で取組事業

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

は、本市全域や地域ごとの防災上の主な課題を踏まえるとともに

ラン、地域強靭化計画、その他関係計画との整合を図り、

低減に必要なハード面とソフト面で取組事業

表 

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定

の防災上の主な課題を踏まえるとともに

ラン、地域強靭化計画、その他関係計画との整合を図り、

低減に必要なハード面とソフト面で取組事業等を明示します。

 取組事業とスケジュール

④取組み（ハード・ソフト）、取組スケジュール、目標の設定 

の防災上の主な課題を踏まえるとともに

ラン、地域強靭化計画、その他関係計画との整合を図り、

を明示します。 

とスケジュール

 

の防災上の主な課題を踏まえるとともに

ラン、地域強靭化計画、その他関係計画との整合を図り、

とスケジュール 

の防災上の主な課題を踏まえるとともに、本市の上位計画である

ラン、地域強靭化計画、その他関係計画との整合を図り、

、本市の上位計画である

ラン、地域強靭化計画、その他関係計画との整合を図り、災害リスクの回避・

、本市の上位計画である

災害リスクの回避・

 

 
 

目標値

 

 

 

目標値

 

 

 

目標値

 

 

 

目標値 1 

目標値 2 

目標値 3 

市街化区域内の

箇所数（逆線引き

雨水管渠整備延長

（公共下水道事業（雨水）の推進

地域防災リーダー２名

（自主防災活動促進事業の推進）

市街化区域内 

雨水管渠整備延長 

地域防災 

指標

市街化区域内の土砂災害

逆線引きの取組み

指標

雨水管渠整備延長（西条、寺家排水区）

公共下水道事業（雨水）の推進

指標

地域防災リーダー２名

（自主防災活動促進事業の推進）

市街化区域内の土砂災害特別警戒区域

雨水管渠整備延長

地域防災リーダー

指標 

土砂災害特別警戒区域

の取組み推進）

指標 

（西条、寺家排水区）

公共下水道事業（雨水）の推進）

指標 

地域防災リーダー２名がいる自主防災組織数

（自主防災活動促進事業の推進） 

土砂災害特別警戒区域

雨水管渠整備延長（西条、

リーダー２名がいる

特別警戒区域の 

推進） 

（西条、寺家排水区） 

） 

いる自主防災組織数

 

 

土砂災害特別警戒区域

、寺家排水区

がいる自主防災組織数

基準値

491 箇所（

基準値

1,499m

基準値

いる自主防災組織数
19 地区（

 

土砂災害特別警戒区域の箇所数

寺家排水区） 

自主防災組織数

基準値 

箇所（R3） 

基準値 

1,499m（R3） 

基準値 

地区（R3） 

 

箇所数（逆線引

自主防災組織数 

 0 箇所（

4,417m

48 地区（

 

逆線引き）

目標値 

箇所（R24） 

目標値 

4,417m（R12） 

目標値 

地区（R7） 

  

 

） 

 

 

 

  

 


