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第１章 序論
第１節 研究の背景
人々の生命や財産を脅かす自然災害に関して、世界的な発生状況を俯瞰すると中長期的
には増加傾向がみられる(図 1－1)。また、我が国における自然災害の発生状況をみると、東
日本大震災(2011 年)、熊本地震(2015 年)、平成 30 年 7 月豪雨(2018 年)、令和元年東日本台
風(2019 年)等のように、頻発、激甚化する傾向がみられる。自然災害への予防的対処方策と
しては、堤防や砂防ダムといったハード整備がある一方、
「自然災害リスクコントロール手
段としての空間計画/土地利用コントロールが重要な意味を持つ」3)との指摘もあり、我が国
では災害リスクを考慮した都市計画制度の必要性がこれまで学術分野をはじめ数多く議論
されている 4)5)。政策分野においても、特に近年の自然災害の頻発、激甚化を受け、
「ハード
整備と土地利用規制や都市計画との連携が十分であるとは言い難い」6)と、国の財政制度等
審議会が警鐘を鳴らす状況にある。ここで、我が国における災害リスクと都市計画制度の
関係性に着目してみると、例えば、市町村マスタープランの高度化版と位置付けられる都
市再生特別措置法 7)に基づく立地適正化計画制度では、居住誘導区域(1)の設定に際して「…
災害危険区域…その他政令で定める区域については定めない」と規定される。あわせて、
「災
害リスクの低い地域へ居住や都市機能を誘導(災害リスクの高い地域は居住等を誘導すべき
区域等から除外)」と立地適正化計画作成の手引き

8)で示されている。しかし実態として、

立地適正化計画策定にあたり、ほとんどの都市が「各種ハザード区域の状況」を分析して
いる 9)ものの、何らかのハザードエリアを内包する形で同計画を策定している状況 10)にある。
事実、令和元年東日本台風(2019 年)では、居住誘導区域内で浸水被害が幾つかの都市で発生
している

11)12)。これより、自治体がどのように災害リスク評価を行い、都市計画(立地適正

化計画等)にどのように反映すべきか明確ではない状況が読み取れ、都市計画手法が災害リ
スクを十分捉えられていない点が、我が国の都市計画制度の課題の一つと認識できる。こ
うした中、2020 年、我が国では災害リスクへの更なる対処方策を都市計画制度に付与すべ
く、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 13)が成立した。
また、諸外国に目を向けると、2014 年に国際赤十字・赤新月社連盟及び国連開発計画に
より、31 カ国を対象とした災害リスク削減の法的枠組を評価する多国間比較分析報告書(以
下、多国間比較分析報告書)14)が公表された。多国間比較分析報告書の提言では、
「調査対象
国の多くが土地利用計画法を有するがその中で災害リスク削減について考慮する国はほと
んどなく、既存の災害リスク管理法や制度がこれと関連付けられるケースは皆無に等しい。
空間計画に係る法律を見直すべき」、「調査対象国のうち、非公式居住地の公共安全性に対
処する法基準を定める国は数か国のみである。災害リスクの高い地域で非公式居住地の問
題に直面する国は、都市部の非公式居住地における災害リスクを削減するために、自国の
法的・政策枠組を見直すべき」等と指摘されている。災害への備えや、スクオッター(不法
1

占拠)によるインフォーマルな土地利用等、脆弱な社会システムを抱えた諸外国(特に、開発
途上国)は数多く存在する。
そのような中、2011 年 1 月(以下、2011 年)、南米大陸に位置するブラジル連邦共和国(以
下、ブラジル)において、国内各地で同時多発的な大規模土砂災害が発生した。ブラジルで
は、急激な市街地の拡大が都市部で進行し、災害リスクを有する急傾斜地まで市街化が進
み、2011 年の大規模土砂災害はまさにそのような地域で発生し、約 1,000 人の死者・行方不
明者

15)が出た(図

1－2)。ここで、ブラジルをはじめとした開発途上国特有の社会的課題に

目を向けると、前述のように、低所得者層がスクオッター(不法占拠)等により行う無秩序な
住宅建設が大きな問題のひとつとして挙げられる(図 1－3)。この住宅建設は、急傾斜地のよ
うな災害リスク箇所で行われるケースもみられ、住環境が整わず衛生状態も劣悪なものが
多い。そのため、ブラジルをはじめとした開発途上国における自然災害への対応は、いか
にして自然災害から人々の生命、財産を守りつつ、住環境の改善を図るべきかという住宅
政策とも密接に関連している。
そのため、2011 年の大規模土砂災害を受け、ブラジル連邦政府は自然災害に対処する国
家政策や戦略の再構築を迫られ、2012 年以降、防災に関する組織創設や法整備等を加速し
たところである。特に、完全には排除できない災害リスクと共存しつつ、平時の市民生活、
産業活動等を持続的に営む上で重要となる土地利用に関しては、既存の都市計画法制度に
災害リスク評価の観点を取り入れ、法制度の再構築を図っている。しかしながら、災害リ
スクを考慮した都市計画を、都市計画を担う市政府がどのように検討、規定すべきか明示
できておらず、それらを補完するための指針作成が喫緊の課題であった 16)。
そのような背景のもと、防災の知識と経験を持つ日本政府にブラジル連邦政府から技術
協力の要請がなされ、2013 年から(独)国際協力機構(以下、JICA)：
「統合自然災害リスク管
理国家戦略強化プロジェクト(日本語名称。ポルトガル語名称：Projeto de Fortalecimento da
Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Riscos em Desastres Naturais。以下、防災プロジェク
ト)」が開始された。防災プロジェクトでは、ブラジル国内の既往災害の発生状況を鑑みて
土砂災害をプロジェクトの対象とし、
「リスクマッピング、都市拡張計画、予防・復旧計画、
早期警報発令」という一連の災害対策がパッケージで検討されている。特に「都市拡張計
画」分野(防災プロジェクトでの日本語名称。ポルトガル語名称：Planejamento da expansão
urbana)では、ブラジル連邦政府が取組む「土砂災害リスクに着目した土地利用計画段階別・
土地利用コントロール手法(以下、土地利用コントロール手法)」の立案を含む技術マニュア
ル(日本語名称：都市計画に適合した災害リスク低減マニュアル－土砂移動－。ポルトガル
語 名 称 ： Manual de Redução de Riscos de Desastres Aplicado ao Planejamento Urbano Movimentos de Massa -。以下、都市計画マニュアル)策定に向けた支援が JICA により行われ
た。
前述の多国間比較分析報告書

14)でも指摘されるように、災害リスク削減を考慮した土地

利用計画法や、非公式居住地の公共安全性に対処する法基準を持つ国は多くない中、ブラ
2

図１－１ 世界における自然災害の発生状況
（ルーヴァン・カトリック大学が元データ作成。参考文献 1)2）に筆者加筆）

図１－２ 2011 年の大規模土砂災害による被災状況
（リオデジャネイロ州ノバフリブルゴ市、2015 年筆者撮影）

3

図１－３ 不法占拠等による無秩序な住宅建設
（リオデジャネイロ州リオデジャネイロ市、2016 年筆者撮影）

ジルは災害リスクを考慮した都市計画法制度を整備し、更に、我が国の技術協力を通じて
ブラジル連邦政府は新たな都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法を立案した。
しかし、第 2 章で述べるとおり、ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度(都
市計画法制度及び都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法)を対象とする既存研究
は、その概要紹介に留まっている。そのため、これまで知見の蓄積が乏しかったこれら都
市計画制度を本研究の分析対象とし、都市計画制度構築の検討プロセスや、ブラジルが抱
える社会的課題に着目した上で、その全容解明(特長、課題等)を行うことは有意義である。
具体的には、1)都市計画法制度再構築に至る検討プロセスやブラジル連邦政府の問題意識を
把握した上で、都市計画法制度の特長、課題及び適用実態の解明、2)我が国の技術協力を通
じてブラジル連邦政府により構築された都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法
の検討プロセスや論点を整理した上で、都市計画マニュアル導入による都市計画法制度へ
の補完実態の把握や土地利用コントロール手法の特長及び適用検討実態の考察、3)都市計画
制度(都市計画法制度、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法を含む制度全般)
の課題及び実効性担保方策の検討、が求められる。
第２節 主な用語の定義
本研究全体で用いる主な用語について、その定義を以下に整理する。あわせて、付録－1
4

に本研究で用いる名称の日本語及びポルトガル語対照表を、付録－4 にブラジル側実施機関
(連邦及び市政府)の概要を掲載している。
■都市計画制度
法制度、事業制度、予算制度、融資制度、関連指針等、都市計画に関する制度全般を指
す。
■都市計画法制度
都市計画制度のうち、法制度に限定して指す。本研究の場合、
(ブラジル)憲法、連邦都市法、市法律(マスタープラン関連)
(日

本)都市計画法、都市再生特別措置法

■都市計画マニュアル
技術協力：統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクトを通じ、ブラジル都市省
が策定した「都市計画に適合した災害リスク低減マニュアル－土砂移動－」を指す。
■土地利用コントロール手法
都市計画マニュアルに記載された「土砂災害リスクに着目した土地利用計画段階別・土
地利用コントロール手法」を指す。

〈第１章の補注〉
(1)都市再生特別措置法第 81 条 2 項二に基づき、
「都市の居住者の居住を誘導すべき区域」
7)と定義。
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第２章 本研究の位置付け
第１節 本章の目的と構成
本研究では、ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度の全容解明と、都市
計画制度に対する実効性担保方策の検討を行う。そのため、本章では全体を通じて都市計
画・土地利用に着目し、まず、第 2 節で我が国における災害対策としての都市計画・土地
利用制度について整理し、第 3 節で主な諸外国における災害対策としての都市計画・土地
利用制度について整理する。次に、第 4 節で関連分野における既存研究レビュー(ブラジル
における都市計画・土地利用に関する既存研究、災害リスクと都市計画・土地利用に関す
る既存研究、災害リスクと立地適正化計画に関する既存研究、スクオッター(不法占拠)対策
に関する既存研究)を行う。第 5 節で既存制度・既存研究レビューに基づく課題と本研究の
位置付けを示す。そして、第 6 節で防災・都市計画に関する取組をブラジル国内で行う際、
特に障害になると考えられる社会的課題を整理する。以上をふまえ、第 7 節で本研究の目
的を明確にし、第 8 節で本研究の特長を整理し、第 9 節で本研究の構成を示す。
なお、スクオッター(不法占拠)対策を既存研究レビューで取り上げる理由として、第 1 章
でも述べたように、ブラジルでは災害リスク箇所までスクオッター(不法占拠)等により市街
化が進み、2011 年、そのような地域で大規模土砂災害が発生した経緯がある。そのため、
災害リスク箇所が不法占拠されることのないよう、予防的・計画的な土地利用の促進を図
るため、災害リスクを考慮した都市計画が求められている。そこで本研究では、①新市街
地：スクオッター(不法占拠)市街地化を防ぐための計画的都市開発のあり方、②既成市街
地：災害リスク箇所からの円滑な居住地移転方策のあり方、に言及したい。
第２節 我が国における災害対策としての都市計画・土地利用制度
第１項 我が国における都市計画法制度
本項では、都市計画法及び都市再生特別措置法(立地適正化計画制度)を対象として、災害
対策に関する項目について整理する。
2020 年に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 1)が成立する以前は、1)個別法で規
定される災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区
域では、都市計画法に基づく開発行為を認めない(ただし、自己住居用・自己業務用は許可
可能。例外として、災害危険区域により住居の用に供する建築物が禁止される場合がある)、
2)都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画における居住誘導区域には、災害危険区域・
その他政令で定める区域を含めない、という扱いであった。
そのため、近年国内で頻発・激甚化する自然災害への対応として、2019 年 2 月より、国
土交通省・都市計画基本問題小委員会において、
「コンパクトなまちづくりの推進・都市に
おける安全な居住の確保に向けた検討」が開始され 2)、2019 年 7 月に中間とりまとめが公
7

表された

3)。そして、都市計画基本問題小委員会での議論をふまえ、2020

市再生特別措置法等の一部を改正する法律

年に成立した都

1)により、開発許可の基準として、1)自己業務用

の建築物に係る開発行為については、災害危険区域等の区域を含まないこととする(都市計
画法第 33 条第 1 項第 8 号)、2)都道府県等が条例で市街化調整区域において開発許可を行い
得る区域等を定める際に基準とすべき政令は、災害の防止等の事業を考慮して定めるもの
とする(都市計画法第 34 条第 11 号及び第 12 号)の 2 点が新たに追加された(当該 1)2)項目は
未施行(2020 年 10 月現在))。更に、立地適正化計画に基づく居住誘導区域の設定に際して、
改正された都市再生特別措置法施行令 4)により、居住誘導区域を定めない区域に災害レッド
ゾーンを追加し(当該項目は未施行(2020 年 10 月現在))、都市計画運用指針の改定 5)により、
浸水ハザードエリア等では災害リスク分析を適切に行い、居住を誘導することが適当では
ないと判断される場合、原則除外と明記された。
以下、各法律等における該当条文を記載するとともに、図 2－1～図 2－4 に各概要を示す
(下線部は、2020 年の都市再生特別措置法等の一部を改正する法律に伴う変更箇所を示す)。
■都市計画法 1)、6)
（開発許可の基準）
第三十三条
・・・
七 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の
改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるとき
は、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。
宅地造成等規制法（昭和三十六
年法律第百九十一号）第三条第
一項の宅地造成工事規制区域
津波防災地域づくりに関する法
律第七十二条第一項の津波災害
特別警戒区域

開発行為に関する工事

宅地造成等規制法第九条の規定
に適合するものであること。

津波防災地域づくりに関する法
律第七十三条第一項に規定する
特定開発行為（同条第四項各号
に掲げる行為を除く。）に関する
工事

津波防災地域づくりに関する法
律第七十五条に規定する措置を
同条の国土交通省令で定める技
術的基準に従い講じるものであ
ること。

八 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に
あつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法（昭和三十三
年法律第三十号）第三条第一項の地すべり防止区域、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（平成十二年法律第五十七号）第九条第一項の土砂災害特別警戒区域（次条第八号の
二において「災害危険区域等」という。
）その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土
地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるとき
は、この限りでない。
・・・
第三十四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為（主として第二種特定工作物の
建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。）については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手
続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認
める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
・・・
十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生
活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物（市街化区域内に存するもの
を含む。
）が連たんしている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、
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都道府県（指定都市等又は事務処理市町の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以
下この号及び次号において同じ。
）の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物
等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都
道府県の条例で定めるものに該当しないもの
十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内におい
て行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、災害の防止その他の事情を考慮して
政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
■都市計画法施行令 7)
（都市計画基準）
第八条 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げるものとする。
・・・
二 おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として市街化区域に定める土地の区
域は、原則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとすること。
・・・
ロ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
・・・
（開発行為を行うのに適当でない区域）
第二十三条二 法第三十三条第一項第八号（法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。）
の政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項 の急傾斜地崩壊危険区域とする。
■都市再生特別措置法 8)
（立地適正化計画）
第八十一条 市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内の区
域について、都市再生基本方針に基づき、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設
その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与
するものをいう。以下同じ。）の立地の適正化を図るための計画（以下「立地適正化計画」という。
）を
作成することができる。
・・・
１９ 第二項第二号の居住誘導区域は、立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状
及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行わ
れるように定めるものとし、都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域（以下「市街化調整区
域」という。）、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域（同条第二項の規定に基づく条例
により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。
）その他政令で定める区域について
は定めないものとする。
■都市再生特別措置法施行令 4)
（居住誘導区域を定めない区域）
第三十条 法第八十一条第十九項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 都市計画法施行令第八条第二項各号に掲げる土地の区域
二 地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第三条第一項に規定する地すべり防止区域（同法
第二条第四項に規定する地すべり防止工事の施行その他の同条第一項に規定する地すべりを防止するた
めの措置が講じられている土地の区域を除く。）
三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第三条第一項に規
定する急傾斜地崩壊危険区域（同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の同条
第一項に規定する急傾斜地の崩壊を防止するための措置が講じら
れている土地の区域を除く。
）
四 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（平成十二年法律第五十七号）
第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域

■第 11 版 都市計画運用指針 5)
Ⅳ－１－３ 立地適正化計画、３．記載内容、
（３）居住誘導区域、② 居住誘導区域の設定
３） 掲げる区域については、原則とし次に て、居住誘導区域に含まないこととすべきである。
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ア土砂災害特別警戒区域
イ津波災害特別警戒区域
ウ 災害危険区域（２）イに掲げる区域を除く。
）
エ地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する地すべり防止区域
オ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項に規定する
急傾斜地崩壊危険区域
・・・
４）次に掲げる区域については、それぞれの区域の災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止
し、又は軽減するための施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当
ではないと判断される場合は、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべきである。
ア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第７条第１項に規定する土砂災害
警戒区域
イ津波防災地域づくりに関する法律第５３条第１項に規定する津波災害警戒区域
ウ水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条第１項４号に規定する浸水想定区域
エ特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第３２条第１項に規定する都市洪水想定区
域及び同条第２項に規定する都市浸水想定区域
オ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第４条第１項に規定する基礎調
査、津波防災地域づくりに関する法律第８条第１項に規定する津波浸水想定における浸水の区域及びそ
の他の調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域
上記の判断に当たっては、人口・住宅の分布、避難路・避難場所や病院等の生活支援施設の配置などの
現状及び将来の見通しと、想定される災害のハザード情報を重ね合わせるなどの災害リスク分析を適切
に行うことが必要である。
浸水想定区域については、浸水深が深く浸水継続時間が長期に及ぶ地区や、氾濫により家屋倒壊等のお
それがある地区など特にリスクが大きな地区が存在しうることに留意すべきである。

図２－１

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(2020 年)の全体概要 9)
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図２－２

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(2020 年)に伴う開発行為の見直し概要 9)

図２－３

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(2020 年)に伴う開発行為の見直し概要 9)
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■立地適正化計画作成の手引き

図２－４

立地適正化計画作成の手引き（防災施策との連携）10)

第２項 国が示す防災のための都市計画・土地利用に関するガイドライン
国が示す防災のための都市計画・土地利用に関するガイドラインとしては、国土交通省
が策定した「防災都市づくり計画」11)があり、地方公共団体が防災を明確に意識した都市づ
くりを推進するため、災害リスクを考慮した都市の課題整理と防災都市づくりの基本方針、
具体的施策が示されている。図 2－5 に防災都市づくり計画策定プロセスのイメージ、図 2
－6 に都市レベルの防災都市づくりの整備イメージを示す。
第３節 諸外国における災害対策としての都市計画・土地利用制度
主な諸外国における災害対策としての都市計画・土地利用制度の概要を以下に示す。
１）イギリス 13)14)
・National Planning Policy Framework (以下、NPPF)は、イングランド政府の計画政策とそ
の適用方法を定めたものであり、全ての地方計画庁(自治体に相当)で適用することを推
奨している。NPPF を補完するガイダンスが Planning Practice Guidance(以下、PPG)であ
り、テーマ別に細分化されている。その中に、洪水リスクに対応した地域計画策定の
ための「Flood risk and coastal change(以下、洪水リスクガイダンス)」がある。
・洪水リスクガイダンスは、①洪水確率に応じて 4 つのゾーン区分を設定し、②洪水リ
スク脆弱性に応じた土地利用分類(表 2－1。脆弱性別に、立地可能な施設を規定)がな
12

図２－５ 防災都市づくり計画策定プロセスのイメージ（和歌山県作成）12)

図２－６ 都市レベルの防災都市づくりの整備イメージ
（対象災害：地震・津波）
（国土交通省中部地方整備局作成）12)
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され、③①②によるゾーン区分と洪水リスク脆弱性分類をもとに、どの区域でどのよ
うな土地利用が可能かを示している(表 2－2)。

表２－１ 洪水リスクガイダンスにおける洪水リスク脆弱性分類
（参考文献 14)をもとに筆者作成）
必須インフラ

・リスク地域を横断しなければならない必須の交通インフラ（大規模避難路を含む）。
・運用上の理由から、洪水リスク地域に配置しなければならない必須の実用インフラ（発電所等）
・風車

高度に脆弱

・警察署、救急署、消防署、指令センター、電気通信設備
・緊急時の避難場所
・地下の住居
・キャラバン、恒久的住居としてのモービルホーム・パークホーム 等

より脆弱

・病院
・居住施設（介護施設、児童施設、社会福祉施設、刑務所、ホステル）
・住宅、学生会館、飲み屋、ナイトクラブ、ホテル
・非居住の保健サービス施設、保育施設、教育施設 等

・洪水時に稼働不要な警察署、救急署、消防署
・店舗、金融、専門、その他のサービス（レストラン、カフェ、事務所、一般産業、倉庫、流通 等）
・農林業に利用される土地及び建物
あまり脆弱でない ・廃棄物処理
・鉱物の作業及び加工
・洪水時に操作不要の水処理施設
・汚水処理施設
・洪水制御インフラ
・送水インフラ及びポンプ場
・下水送水インフラ及びポンプ場
・ドック、マリーナ、埠頭
・国防省の防衛施設
・造船施設、水産加工施設
・水辺のレクリエーション
・ライフガード及び沿岸警備隊基地
・オープンスペース、自然保護と生物多様性、アウトドアスポーツとレクリエーション施設 等

水と両立

表２－２ 洪水リスクガイダンスにおけるゾーン区分と洪水リスク脆弱性の対応
（参考文献 14)をもとに筆者作成）
洪水リスク脆弱性
分類

洪
水
ゾ
ー
ン

必須
インフラ

高度に脆弱

より脆弱

あまり脆弱
でない

水と両立

ゾーン１

○

○

○

○

○

ゾーン２

○

例外テスト
が必要

○

○

○

ゾーン３a

例外テスト
が必要

×

例外テスト
が必要

○

○

ゾーン３b

例外テスト
が必要

×

×

×

○

○：開発は適切である
×：開発は許可すべきではない
例外テスト：洪水リスクの低い適切な用地が利用できないものの、必要な開発を進める
場合、人や財産に対する洪水リスクが十分に管理されることを実証するための方法。
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２）フランス
２－１）PPR(Plan de prevention des risques naturels previsibles)の概要 15)16)17)
・
「水害、地盤変動、雪崩、森林火災、地震、噴火、暴風雨、サイクロン等」の予見可能
な自然災害を対象とし、国の出先機関である知事が主体となって自治体の協力を得な
がら災害防止に主眼を置いた計画 PPR(Plan de prevention des risques naturels previsibles)
を策定する。PPR は、
「報告書(地理的区域、被害予想を記載)」
、
「図面(ハザードマップ
に基づくゾーニング)」
、「規制(土地利用、建築)」の項目から構成される。
・規制の中心となるゾーニングは、
「ハザードマップの作図」
、
「被害を受ける人命・資産
等の評価」
、
「ゾーニング図の作図」の 3 段階にわかれる。
「ハザードマップの作図」は、
潜在的に自然災害リスクにさらされているゾーンを特定し、外力の大きさに応じて階
層化を行う目的で作成される。自然災害のタイプ、範囲、人命や資産に対する影響等
を考慮し、外力の大きさを 3 段階(強・中・弱)程度に階層化して示す。
「被害を受ける
人命・資産等の評価」は、リスクエリアの居住人口、病院等の施設の抽出、緊急時に
遮断される交通路の確認等より、土地利用の定性的評価を行う。
「ゾーニング図の作図」
は、
「ハザードマップの作図」及び「被害を受ける人命・資産等の評価」を突合し、土
地利用規制を設定する(表 2－3、図 2－7)。
・ゾーニング図は、各区域に課される具体的な禁止又は制限を定める規則と一体となり、
法的拘束力を有する土地利用規制となる。具体的には、市町村長は PPR のゾーニング・
規則に違反する建築許可等を出すことができない。
・PPR は国の機関である知事により起草・認可のプロセスを経て直接策定される。国の
策定する PPR に対し、自治体の都市計画に優先する効力を与え、国が規制を先導して
いく仕組みを整えている。
・PPR と自然災害保険はリンクしている。具体的には、PPR の規制に反する者を自然災
害保険から排除して土地利用規制を間接的に担保する一方、保険料の一部が大規模自
然災害リスク予防基金を通じて危険な資産の買収や PPR の策定費等に使われ、リスク
低減に寄与する仕組みである。
・PPR 策定開始未決定又は策定開始決定後 4 年以内に PPR が承認されなかった自治体の
区域内では、主たる保険契約の締結前 5 年間における大規模自然災害(主務大臣が認定)
の発生回数に応じて、自然災害保険契約(強制付帯)の免責金額が引き上げられる。
・PPR は、都市計画制度と別系統の災害防止に特化した計画制度を設け、同計画制度に
都市計画に優先する効力を与えている。また、土地利用規制、自然災害保険、リスク
情報開示等の関連制度と結びつけた仕組みである(観測、予警報は、同制度の対象外)。
２－２）PPR の課題
Komendantova ら 18)は、PPR の課題として、1)複数の災害リスクを評価するものではなく、
単一のリスクを対象としている点、2)PPR 策定等に関する協議プロセスに改善の余地がある
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表２－３ PPR における外力の強度と土地利用の状況のマトリックス 15)
非都市地域

都市周縁部

都市中心部

最も強い外力

禁止

禁止

禁止又は条件付き

それ以外の外力

禁止

禁止又は条件付き

条件付き

図２－７ PPR 策定手順の概要(自然現象の特定～土地利用規制区域の設定)16)

点を指摘している。
３）オーストリア 19)20)
・オーストリアは治山分野において数百年に及ぶ長い歴史と幅広い技術の蓄積を有する。
その中で、土砂災害に着目し、森林法に基づき国が作成する危険区域図に法的効力を
持たせるとともに、危険区域内での住宅建築規制が行われている。1975 年に制度化さ
れ、危険区域図は、ほぼ国土全域で作成済みである。
・危険区域は、
「赤色危険区域」、
「黄色危険区域」からなる。赤色危険区域：危険度が高
く、恒常的な居住目的が不可能な区域である。黄色危険区域：危険度は相対的に低い
が、恒常的な居住に支障を受ける区域であり、建築行為は適切な防災工事を行う条件
付きで許可される。
・近年では、危険区域内への居住が急速に拡大しており、保全対象が増大する中で財政
的許容限度を超え、予防的対策が重要視されている。
４）ニュージーランド 21)22)
・ニュージーランドにおける防災型土地利用規制は災害全般を対象とし、資源管理法
(Resource Management Act 1991)と建築基準法(Building Act 1991)を柱に行われる。資源管
理法は、環境保全や公害・防災及び都市計画関連の多くの法令間の対立や重複を解決
し、環境問題に統合的かつ包括的に対処するため制定されている。
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・資源管理法では、自治体に対して「地区計画」の策定と、それに基づいた開発規制を
行うための「資源同意」を義務付けている。各自治体は、それらをもとに、独自に建
築規制方針を検討することになる。
・地区計画は、断層や液状化等の地震ハザードに関する災害情報等を含む地図と計画文
書から構成される。用途地域ごとに目的・方針・方策・規則が示され、これらに対応
した設計指針と計画図が用意される。そして、6 段階の資源同意(表 2－4)により、建築・
開発行為の誘導が行われる。
５）アメリカ合衆国 23)
・過去のハリケーン被害を契機に創設された連邦洪水保険制度(National Flood Insurance
Program)がある。同制度は、洪水被害の軽減を目的とする都市計画、河川計画、海岸計
画等の施策と連携して制度化されている。
・連邦政府が洪水保険を提供する代わりに、保険に加入するコミュニティ(自治体)は、連
邦危機官庁が定めた基準に適合する氾濫原管理規制の施行が義務化されている。
・参加申請したコミュニティの住民のみ加入可能であり、参加コミュニティには土地買
収や建物建設目的の連邦金融支援などの各種恩恵が得られる。あわせて、コミュニテ
ィ自身が独自に洪水による損害軽減の取り組みを行い、連邦危機官庁から認可された
場合には、コミュニティ保険料率制度として、最大で 45％の保険掛金割引がある。
６）アメリカ合衆国・カリフォルニア州 24)
・活断層に着目し、活断層上(沿い)の土地利用を規制する州法(Alquist-Priolo Special Studies
Zones Act)がある。同法によって、州地質官は活断層に沿って「特別調査地帯」を設定
し、特別調査地帯内での人間居住に係る開発計画を規制する。市及び郡は、将来断層運
動による地表変異のおそれがないことが証明されるまで、開発許可を保留しなければな
らない。
・開発計画の対象は、1)人間の居住のための建造物をいずれ建設する意図のある土地の区
画事業、2)人間の居住のための建造物の建設、である(例外規定もある)。
表２－４ 資源同意制度 22)
行為の類型

資源同意

説明

許可済み行為

不要

基準、条件を満たしており、あらかじめ許可された開発行為、資
源同意は必要ない。

管理された行為

要

条件が満たされれば許可しなければならないが資源同意を必要
とする開発行為。

限定的な裁量下にある行為

要

特定の事項に関してのみ基礎自治体に裁量がある開発行為。

裁量下にある行為

要

基礎自治体に裁量がある開発行為。

不許可行為

要

原則として不許可の開発行為。ただし環境影響評価とその軽減
方策により、許可されることもある。

禁止行為

―

許可できない開発行為。
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以上のとおり、主な諸外国では、災害対策としての都市計画・土地利用制度は多く存在
しており、土砂災害に着目して土地利用コントロールを図ろうとする事例もわずかに存在
する。しかしながら、前述の諸外国における事例では、建築規制(建築物及び付帯施設)に主
眼が置かれており、第 5 章で詳述する本研究で扱うブラジル制度のような、災害リスク区
分・土地利用計画段階別に、土地利用・施設配置を検討する事例はみられない。
第４節 関連する既存研究のレビュー
本節では、
「ブラジルにおける都市計画・土地利用に関する既存研究」
、
「災害リスクと都
市計画・土地利用に関する既存研究」
、「災害リスクと立地適正化計画に関する既存研究」、
「スクオッター（不法占拠）対策に関する既存研究」と分けた上で、関連する既存研究の
レビューを行う。
第１項 ブラジルにおける都市計画・土地利用に関する既存研究
１）都市計画に関する既存研究
まず、都市計画制度(都市計画法制度、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法)
に関する既存研究として、我が国の都市計画法に該当する Lei No.10.257, de 10 de julho de
2001(連邦都市法)に着目し、Cymbalista ら 25)による同法へ災害リスク管理に関する条文が追
加される以前に、同法を「都市の道具」と捉えてその適用可能性について考察した研究、
Piza26)によるケーススタディを通じた同法に基づく都市計画(マスタープラン)策定プロセス
及びその法的特徴を分析した研究、Holston ら 27)による同法制定の理念(民主的な参加型都市
計画)を概説するとともに、ケーススタディとしてサンパウロ市マスタープラン及びゾーニ
ング法を分析した研究、Espirito-Santo ら

28)によるブラジル北東部の都市が独自にマスター

プランへ災害リスク管理の概念を導入した事例を取り上げ、マスタープランによる災害リ
スク管理の必要性を検討した研究がある。そして、Coutinho ら

29)による災害対策制度の一

部分として、同法に追加された災害リスク管理に関する条文の概要紹介を行った研究、
Sant’Ana ら

30)31)による我が国の技術協力により策定された都市計画マニュアル(本研究の第

5 章で詳述)の概要紹介を行った報告がある。
次に、都市計画制度を除く都市計画に関する既存研究として、Medrano ら

32)によるサン

パウロ市中心部における再開発プロジェクトを通じた都市政策と社会住宅整備との関連を
分析した研究、幡野ら 33)によるブラジル国内都市(サンパウロ市、ブラジリア市、クリチバ
市)における都市環境政策を比較した研究、川西ら 34)による首都ブラジリア市建設のための
国際コンペで一等となった Lúcio Costa 氏のコンペ当選案からブラジリア市の都市計画の思
想を明らかにした研究、槇村

35)によるクリチバ市における都市計画、環境政策、公園・緑

地計画等の実態を整理した研究、中村 36)による公共交通指向型開発(TOD)実現可能性を検討
するためクリ チバ市等世界各地の先行都 市の開発形態や実現課題 を整理した研究、
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Sperandelli ら

37)によるアチバイア市における都市スプロール化と緑地空間の関連等を分析

した研究、Pinheiro ら 38)によるパルマス市の都市環境を住宅街区内の植物多様性を通じて分
析した研究がみられる。
２）低所得者層向け住宅対策に関する既存研究
急傾斜地といった災害リスク箇所での低所得者層によるスクオッター(不法占拠)がブラ
ジルにおける社会的問題の一つである中、低所得者層向け住宅対策に関する既存研究とし
て、Budds ら 39)によるサンパウロ市が行う低所得者層向け住宅整備政策を解説した研究、中
岡ら

40)による超低所得者層向け極小分譲住宅開発であるコンジュント開発による市街地整

備の特徴を明らかにした研究、谷口ら 41)によるラテンアメリカ(ブラジル、ペルー、メキシ
コ)における貧困層を取り巻く住宅政策及び住宅開発の実態を整理した研究が存在する。
以上、1)2)より、ブラジルで構築された災害リスクを考慮した都市計画制度(都市計画法
制度、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法)を扱う既存研究は概要紹介に留ま
っており、その全容(特長、課題等)を明らかにした既存研究は、海外文献を含めてみられな
い。そして、ブラジルにおける都市計画・土地利用に着目した既存研究は、サンパウロ市、
クリチバ市等の個別都市における取組みや都市特性を分析する研究が主であった。
第２項 災害リスクと都市計画・土地利用に関する既存研究
本項では、災害種別に、災害リスクと都市計画・土地利用に関する既存研究をレビュー
する。ここで設定する災害種は、世界における自然災害の発生状況(図 1－1)から近年最も
件数の多い「①水害」
、ブラジルにおいて防災に関する組織創設や法整備等を加速する契機
となった「②土砂災害」
、そして「③その他」とする。
「①水害」に着目した既存研究として、馬場ら

42)による日本・フランスの水害対策のた

めの土地利用・建築規制制度を比較検討した研究、木内

43)による我が国における水害リス

クに係る土地利用・建築規制、計画誘導、市場誘導各制度の実態と課題を整理した研究、
柿本ら

44)による水害時の浸水域での土地利用規制導入効果の検証を行った研究、酒井ら 45)

による佐賀都市圏を対象とした都市化と浸水想定区域との関係を明らかにした研究、姥浦
ら

46)による水害に伴う災害危険区域を指定した都市を対象とした誘導(規制)内容等を明ら

かにした研究、Barredo ら 47)による洪水リスク低減に向けた土地利用シナリオモデルをイタ
リア・ポルデノーデ県で適用した研究、蕨ら

48)による特定の都市を対象とした市街化区域

拡大と災害リスク区域(浸水、土砂災害)との関係を整理した研究、国土技術政策総合研究所
49)による総合水害リスク低減手法としての水害リスク評価手法の開発や被害低減対策の検

討等を実施した研究がみられる。
「②土砂災害」に着目した既存研究として、池永ら

50)による土砂災害等の自然災害を対

象として全国の災害リスク曝露人口を算出した研究、松中ら
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51)による土砂災害等の災害リ

スク(曝露人口)と土地利用及び土地利用規制の関係を全国的・経年的に分析した研究、
Mertens ら 52)によるウガンダをケーススタディとした土地利用計画と土砂災害暴露との関係
を分析した研究がみられる。
「③その他」に着目した既存研究として、栗田ら

53)による津波浸水域における津波被災

前後の土地利用状況と土地利用履歴の解明を通じた今後の津波浸水域の土地活用の方向性
を検討した研究、坂本

54)による津波浸水想定リスクの見直しが宅地開発及び居住選択意識

に影響を与える点を明らかにした研究、King ら 55)による諸外国(オーストラリア、タイ、イ
ンドネシア)をケーススタディとした災害リスク低減に向けた土地利用計画の役割を考察し
た研究、Grislain-Letrémy56)らによる自然災害に曝された地域における土地利用と保険政策と
の関連を分析した研究、Wamsler ら 57)による気候変動に強い都市の概念的特徴を分析した研
究、Saunders ら

58)によるニュージーランド・クライストチャーチ市での地震をケーススタ

ディとした土地利用計画と被害に対する回復力と持続可能性を分析した研究、Sutanta ら

59)

による空間計画と災害リスク低減を統合するための理論的アプローチ方法を提案した研究
がみられる。
以上、①②③より、災害リスクと都市計画・土地利用に関する既存研究は多く存在して
いるが、土砂災害リスクに着目した既存研究の中でも、土砂災害リスクを考慮して土地利
用コントロールを図ろうとする既存研究はみられない。
第３項 災害リスクと立地適正化計画に関する既存研究
都市再生特別措置法

8)に基づく立地適正化計画制度では、居住誘導区域の設定に際して

「建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域…その他政令で定める区域につい
ては定めないものとする」と規定されている。あわせて、立地適正化計画作成の手引き

10)

では、同計画作成に際して「災害リスクの低い地域へ居住や都市機能を誘導(災害リスクの
高い地域は居住等を誘導すべき区域等から除外)」と記載されている。
このような中、災害リスクと立地適正化計画に関する既存研究として、眞島ら

60)による

居住誘導区域指定済の自治体を対象とし、既存法令に基づく災害関係区域を除外したか否
かを整理した研究、竹間ら 61)による立地適正化計画に基づく立地誘導施策(転居促進のため
の補助金支給)が将来の都市内人口分布に及ぼす影響を災害リスクに着目して推計する手法
を提案した研究、寺島ら 62)による 3 指標(公共交通利便性、人口密度、災害危険性)に基づき
設定した居住誘導区域と実際に自治体が策定した居住誘導区域を比較した研究、花房ら

63)

による滋賀県内の自治体を対象とした GIS 分析及び自治体担当者へのヒアリングにより居
住誘導区域設定時の災害リスク上の課題を整理した研究がある。以上より、既存研究では
主に、災害リスクと居住誘導区域設定のあり方に着目されており、災害リスクに関する立
地適正化計画制度上の課題及びその改善方策については十分検討されていない。
また、国土交通省 64)によると、指定済みの居住誘導区域(154 都市)のうち、災害危険区域
等の災害リスク区域を含む都市は、144 都市存在しており(2019 年 1 月現在、図 2－8)、近年
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図２－８ 居住誘導区域内における災害危険区域等の取扱い状況（2019 年 1 月現在）
（参考文献 64)に筆者加筆）

の自然災害の発生状況等を鑑み、国土交通省都市局都市計画課長 65)により、
「立地適正化計
画における災害の発生のおそれのある区域の取扱い」が自治体に対して通知されたところ
である。このような国による動向等をふまえ、各自治体では、立地適正化計画における災
害リスク区域の対応のあり方を検討中 66)である。
第４項 スクオッター(不法占拠)対策に関する既存研究
本項では、多くの開発途上国で社会的課題となるスクオッター(不法占拠)対策に関する既
存研究をレビューする。
まず、我が国及び開発途上国の研究機関によって、特定の研究課題に対して共同研究を
行うスキームとして、「地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)」がある。研究課題
の一つに「防災」が設定されており、様々な自然災害を対象とした共同研究が行われてい
る(2020 年現在：28 件 67))。このうち、本研究で着目する「スクオッター(不法占拠)対策」を
研究テーマの一つとして扱う共同研究は、以下 1)2)のプロジェクトでみられる。
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１）ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築(2014 年～
2020 年)68)
水害等に着目した日本・ミャンマー共同研究である。
川村ら

69)は、ミャンマー国バゴーにおいて、地区レベルで貧困の実態を明らかにし、洪

水氾濫解析結果と現地調査結果を併せて洪水常襲地帯の貧困層(スクオッター(不法占拠)等
によるものを含む)を対象とした開発支援策(堤防建設、住居補強、移住、入居制限、教育支
援等)を提示した。
２）ペルーにおける地震・津波減災技術の向上に関する研究(2010 年～2015 年)70)
地震・津波に着目した日本・ペルー共同研究である。
Kaji ら 71)は、ペルー国リマにおいて、スクオッター(不法占拠)等によるスラム街形成に伴
い拡大したリマの人口増加傾向を考慮した将来的な土地利用と耐震化等施策による減災効
果を評価した。
上記のほか、スクオッター(不法占拠)の改善に関する既存研究として、Surjono ら

72)によ

るジャカルタ市内のスラムを対象とし、「経済的・非経済的活力、土地所有権、都市施設、
都市インフラ、政府・コミュニティのコミットメント」を変数とした AHP 分析により、地
区特性に応じた改善手法(河川改修と連動した不動産開発、違法市場のクリアランスと連動
した住宅開発)を提示した研究、UZUN73)によるアンカラ市内のスクオッター解消のために
行った都市再開発(不法占拠者向け原位置及び移転先での住宅建設)における課題を示した
研究、Taher ら 74)による持続可能な居住地への改善に向け、政府からの金銭的支援、住宅建
設への組織的参加及びデザイナーの参加が必要と指摘した研究がみられる。
以上より、多くの開発途上国で社会的課題となる「スクオッター(不法占拠)」対策を扱う
既存研究はいくつか存在している。しかし、不法占拠者の「移住、入居制限」
、不法占拠地
の「クリアランス、再開発」等の対症療法的観点による対策に限られており、本研究で着
目する災害リスクを考慮した都市計画・土地利用コントロール的観点による既存研究はみ
られない。
第５節 既存制度・既存研究レビューに基づく課題と本研究の位置付け
本節では、前節までに行った既存制度・既存研究レビューに基づく課題を整理するとと
もに、それら課題に対する本研究の位置付けを述べる。
まず、第 2 節～第 4 節を通じて得られた既存制度・既存研究上の課題を以下に示す。
・主な諸外国では、災害対策としての都市計画・土地利用制度は多く存在しており、土
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砂災害に着目して土地利用コントロールを図ろうとする事例もわずかに存在する。し
かしながら、諸外国における事例では、建築規制(建築物及び付帯施設)に主眼が置かれ
ており、第 5 章で詳述する本研究で扱うブラジル制度のような、災害リスク区分・土
地利用計画段階別に、土地利用・施設配置を検討する事例はみられない。
・ブラジルで構築された災害リスクを考慮した都市計画制度(都市計画法制度、都市計画
マニュアル・土地利用コントロール手法)を扱う既存研究は概要紹介に留まっており、
その全容(特長、課題等)を明らかにした既存研究は、海外文献を含めてみられない。そ
して、ブラジルにおける都市計画・土地利用に着目した既存研究は、サンパウロ市、
クリチバ市等の個別都市における取組みや都市特性を分析する研究が主である。
・災害リスク(水害、土砂災害、その他)と都市計画・土地利用に関する既存研究は多く存
在しているが、土砂災害リスクに着目した既存研究の中でも、土砂災害リスクを考慮
して土地利用コントロールを図ろうとする既存研究はみられない。
・災害リスクと我が国の立地適正化計画に着目した既存研究は主に、災害リスクと居住
誘導区域設定のあり方に着目したものであり、災害リスクに関する立地適正化計画制
度上の課題及びその改善方策については十分検討されていない。
・多くの開発途上国で社会的課題となる「スクオッター(不法占拠)」対策を扱う既存研究
はいくつか存在している。しかし、不法占拠者の「移住、入居制限」
、不法占拠地の「ク
リアランス、再開発」等の対症療法的観点による対策に限られており、本研究で着目
する災害リスクを考慮した都市計画・土地利用コントロール的観点による既存研究は
みられない。
次に、既存制度・既存研究レビューに基づく課題の総括と、それらに対する本研究の位
置付けを述べる(図 2－9)。
・ブラジルにおいて構築された「災害リスクを考慮した都市計画制度」を扱う既存研究
は限定的(概要紹介)であり、その全容(特長、課題等)を解明しようとする既存研究はみ
られない。
・既存研究において、本研究が対象とするテーマが十分に扱われない要因を以下のとお
り考察する。
①「公開情報、適用実績が限定的である」等が要因となり、研究テーマとして扱われ
ていないと推察される(ブラジル国内外での認知不足)。
②ブラジル都市計画を扱う既存研究は、サンパウロ市、クリチバ市等の個別都市にお
ける取組みや都市特性を分析する研究が主である。これは、ブラジルが連邦制であ
るがゆえ、各都市に都市計画制度の構築を委ねていることに起因すると推察される。
・ブラジルにおける「災害リスクを考慮した都市計画制度」の全容解明(特長、課題等)
とその実効性担保方策の検討は、諸外国において以下のような都市計画・土地利用制
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度上の課題がみられる中、その改善に向けた検討の手掛かりとして参考情報となる。
①諸外国：災害対策としての都市計画・土地利用制度は多く存在し、その中で土砂災
害リスクに着目する事例もわずかに存在する。しかし、諸外国では建築規制(建築物・
付帯施設)に主眼が置かれ、災害リスク区分・土地利用計画段階別に、土地利用・施
設配置を検討する事例はみられない。
→建築規制に限らず、土地利用コントロールを効果的に行うため、よりきめ細か
な検討が求められる。

災害対策／災害リスク ＋ 都市計画・土地利用

ブラジル ＋ 都市計画・土地利用
ブラジル : 都市計画・土地利用に関する既存研究

諸外国(ブラジル除) : 災害対策としての
都市計画・土地利用制度

①都市計画制度
②都市計画制度を除く都市計画
③低所得者向け住宅対策

災害リスクと都市計画・土地利用に
関する既存研究
①水害
②土砂災害
③その他
■災害リスク区分・土地利用計画段階別に、土地
利用・施設配置を検討する事例はみられない。
課
題 ■土砂災害リスクを考慮し、土地利用コントロール

■ブラジル都市計画制度の全容解明(特長、課題等)は
不十分。
課
題 ■都市計画・土地利用に関する既存研究は、個別都市
の取組等を分析するもの。

を試みる既存研究はみられない。

スクオッター（不法占拠）対策
スクオッター（不法占拠）対策に関する既存研究
課 ■不法占拠者:「移住、入居制限」、不法占拠地:「クリアランス、再開発」等、対症療法的観点に限定。
題 ■災害リスクを考慮した都市計画・土地利用コントロール的観点による既存研究はみられない。

既存制度・既存研究レビューに基づく課題と本研究の位置付け
■諸外国で、以下のような都市計画・土地利用制度上の課題がみられる中、
ブラジル都市計画制度の全容解明は、その改善に向けた検討の手掛かり
として参考情報となる。
① 諸外国 : 災害対策としての都市計画・土地利用制度は多く存在。
→ 建築規制に着目され、災害リスク区分・土地利用計画段階別に、土地利用・施設
配置を検討する事例はみられない。【建築規制に限らず、きめ細かな検討が必要】
② 多くの開発途上国で社会的課題となる「スクオッター」対策を扱う既存研究は存在。
→ 対症療法的観点に限られ、都市計画・土地利用コントロール的観点はみられない。
【災害リスク箇所の不法占拠防止に向け、予防的・計画的な土地利用が必要】
③ 日本 : 「災害リスクを考慮した都市計画制度」 構築中。【継続的検討が必要】

図２－９ 既存制度・既存研究レビューに基づく課題と本研究の位置付け
24

②多くの開発途上国で社会的課題となる「スクオッター(不法占拠)」対策を扱う既存研
究はいくつか存在する。しかし、不法占拠者の「移住、入居制限」
、不法占拠地の「ク
リアランス、再開発」等の対症療法的観点に限られており、災害リスクを考慮した
都市計画・土地利用コントロール的観点による研究はみられない。
→災害リスク箇所が不法占拠されることのないよう、予防的・計画的な土地利用
の促進を図るため、都市計画的観点が求められる。
③日本：
「災害リスクを考慮した都市計画制度」を構築中(近年では、2020 年：都市再
生特別措置法等の一部を改正する法律が成立)。
→継続的な制度検討が求められる。
第６節 ブラジルが抱える社会的課題
ブラジルが抱える社会的課題を把握、理解することは、ブラジルにおける都市計画制度
の全容解明や実効性担保方策検討の糸口になるとの考えのもと、本節では、防災・都市計
画に関する取組を行う際、特に障害になると考えられる社会的課題として「スクオッター(不
法占拠)の存在」、
「法令順守の未徹底」
、
「政権交代等に伴う業務引継ぎの未定着」に着目し、
それぞれの概況を整理する。それぞれの社会的課題は次章以降、具体的な分析、検討、考
察を行うにあたり、適宜反映させる。なお、本研究で対象とする社会的課題の選定は、筆
者のブラジル勤務経験をふまえて行っている。
第１項 スクオッター(不法占拠)の存在
ブラジルでは、低所得者層による不法占拠等によって無秩序に形成された居住地をファ
ベーラ(ポルトガル語：Favela)と呼んでいる。ファベーラは都市部を中心に全国至る所に形
成されており、ファベーラの居住人口はブラジル全土で約 1,140 万人 75)といわれる。不法占
拠等による住宅建設は、急激な市街化に伴い急傾斜地のような災害リスク箇所で行われる
ケースがみられ、住環境が整わず衛生状態も劣悪なものが多い。2011 年の大規模土砂災害
は、まさにそのような地域で発生した。
また、第 4 章第 4 節第 3 項で詳述するが、Constituição da República Federativa do Brasil de
1988(1988 年ブラジル連邦共和国憲法。以下、憲法)Art.183 において「250m2 までの市街地
の土地を自己のものとして引き継いでかつ反対を受けることなく 5 年間占有し、自己また
は家族の住居のために使用するものは、…その土地所有権を取得」76)77)と規定されており、
“(不法占拠でも)5 年間居住し続けると土地所有権を取得”することができる。
第２項 法令順守の未徹底
ブラジルは法治国家であるものの、法令順守の徹底が十分根付いていない状況が散見さ
れる。法令を制定し、国民の模範となるべき国家・政治レベルにおいても同様であり、具
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体的事例をあげると、2014 年以降表面化した南米全体を対象とする汚職事件である「ラバ
ジャト事件(ポルトガル語：Lava Jato)」がある。ラバジャト事件は、国営石油会社ペトロブ
ラスによる贈収賄、資金洗浄、カルテル事件

78)であり、元大統領の逮捕、多数の現職政治

家の逮捕、現職大統領の弾劾罷免、そして他の南米諸国の政治家への嫌疑等、極めて広範
囲に影響が広がった。
また、第 4 章第 3 節第 5 項及び第 6 章第 3 節第 2 項で詳述するが、都市計画分野に目を
向けると、民間による都市開発を規定した Lei No 6.766, de 19 de Dezembro de 1979(1979 年
12 月 19 日第 6,766 号法。以下、連邦土地分割法)79)が存在する。実務を担う市政府は、連邦
土地分割法に基づき、開発許可に係る独自制度を構築することになる。しかしながら、一
般的にブラジルにおける都市開発事業は、まず民間の開発事業者自らが宅地開発及び当該
地へのアクセス道路を整備し、後追い的に行政が当該都市開発事業を認可する流れである
といわれる(1)。通常、予め行政が作成した各種計画に基づく都市開発事業は行われていない。
この点は、ブラジルにおける都市問題のひとつと認識されている(1)。
第３項 政権交代等による業務未引継ぎ
ブラジルでは、政権交代や担当者の交代があった場合、基本的に、前任者と後任者との
間で業務引継ぎが行われないことが多い。ブラジルにおける都市計画制度(都市計画法制度、
都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法)の構築主体である連邦政府の状況をみる
と、「連邦政府機関職員の高い頻度での人事異動と、引継ぎがされず蓄積のない職場習慣」
80)という指摘がみられる。

第７節 本研究の目的
我が国では頻発・激甚化する自然災害を背景に、都市計画による土地利用コントロール
の必要性が一層高まる中、災害リスクへの更なる対処方策を都市計画制度に付与すべく検
討が進められている。また、諸外国(特に、開発途上国)では災害への備えや、スクオッター
(不法占拠)によるインフォーマルな土地利用等、脆弱な社会システムを抱えた国が多い。多
国間比較分析報告書

81)が指摘するように、世界的にみると災害リスク削減を考慮した土地

利用計画法や、非公式居住地の公共安全性に対処する法基準を持つ国は多くない中、ブラ
ジル連邦政府は自国で発生した大規模土砂災害を契機に、2012 年以降、災害リスクを考慮
した都市計画制度の構築を進めた。しかしながら、同制度に関する既存研究は概要紹介に
留まっている。そこで本研究は、これまで知見の蓄積が乏しかったブラジルにおける災害
リスクを考慮した都市計画制度の全容解明(特長、課題等)と、都市計画制度がブラジル国内
で着実に普及、実行されるようその実効性担保方策の検討を行うことを目的とする。
第一に、ブラジルにおける都市計画法制度の特長、課題及び適用実態を、ブラジル憲法
及び連邦法に着目して明らかにする。具体的には、1)2011 年の大規模土砂災害を契機にブ
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ラジル連邦政府により再構築された都市計画法制度の特長及び課題を把握するため、再構
築に至る検討プロセスや、ブラジル連邦政府の問題意識を把握した上で、連邦法の条文解
読や、都市計画・土地利用に着目した私権制限等に関する国際比較分析を通じて考察、解
明する。そして、2)都市計画法制度の適用実態をブラジル国内 3 都市のマスタープランを対
象とした都市間比較分析により把握し、3)災害リスク評価に基づく都市計画(マスタープラ
ン)の見直し実態及び自治体による工夫点を事例分析により把握する【第 4 章】
。
第二に、都市計画法制度を補完するべく、我が国の技術協力を通じてブラジル連邦政府
により構築された都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法の検討プロセスとその
論点・課題を整理した上で、1)都市計画マニュアル導入による都市計画法制度への補完実態
を把握する。そして、2)土地利用コントロール手法の特長を考察し、3)土地利用コントロー
ル手法の適用検討実態を考察する【第 5 章】
。
第三に、ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度(都市計画法制度、都市計
画マニュアル・土地利用コントロール手法を含む制度全般)を対象とし、1)ブラジル側実施
機関(連邦及び市政府)に対する独自のアンケート調査を実施し、都市計画マニュアルの課題
及び改善方策や、都市計画制度の実効性担保に向けた課題及び検討の方向性を明らかにす
る。そして、2)都市計画制度が国内で着実に普及、実行されるよう、前述の「検討の方向性」
に基づき、ブラジルが抱える社会的課題に着目しつつ、都市計画制度の実効性担保方策の
検討を行う【第 6 章】
。
第８節 本研究の特長
以下に、本研究の特長を述べる。
新規性：
世界的にみると災害リスク削減を考慮した土地利用計画法や、非公式居住地の公共安全
性に対処する法基準を持つ国は多くない中、ブラジルでは災害リスクを考慮した都市計画
制度(都市計画法制度、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法)の構築が進められ
た。ブラジルは中進国 82)と位置付けられ、GDP は世界第 9 位 83)であるが貧富の格差は極め
て大きく、計画都市からスクオッター(不法占拠)市街地まで様々な都市形態を有した国でも
ある。このような背景を抱えたブラジルで構築された都市計画制度は、様々な成長過程に
ある諸外国において制度構築検討の手掛かりとして参考となりうるが、同制度に関する既
存研究は条文解説など概要紹介に留まり、第 5 節で述べたように関連する公開情報も限定
的であった。そこで、本研究は、これまで知見の蓄積が乏しかった同制度の実態を新たに
解明している。具体的に本研究では、ブラジル現地において、ブラジル側実施機関との継
続的な会議参加やヒアリング調査・アンケート調査・現地調査等を行い、①都市計画制度
構築に至るブラジル連邦政府の検討プロセス・問題意識・論点、②都市計画法制度の位置
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付け・特長・課題・適用実態、③都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法の特長・
適用検討実態、④都市計画制度の課題・実効性担保方策、を総合的に明らかにしている。
本研究はこれらの点において新規性を備えている。
独自性：
1)本研究は、ブラジルにおける都市計画制度の全容解明(特長、課題等)に留まらず、ブラジ
ル側実施機関(連邦及び市政府)に対する独自のアンケート調査を実施することで、過去の
既存研究ではみられなかった都市計画制度の実効性担保方策の検討まで踏み込んだ議論
を行っている。これは、我が国の技術協力を得ながらブラジル連邦政府が構築した都市計
画制度に対して持続可能性を付与するための提言であり、同制度の普及、定着を見据えた
技術協力終了後のフォローアップとしての側面もある。本研究はこの点において独自性を
備えている。
2)本研究は、都市計画制度構築の検討プロセスに着目し、ブラジル連邦政府がどのような問
題意識や論点のもと制度構築を図ろうとしたのか、その実態把握をブラジル側実施機関へ
のヒアリング調査や会議への参加等により試みている。これらの解明は、制度構築主体と
の継続的な接点がなければ成しえないものであり、本研究はこの点において独自性を備え
ている。
有用性：
本研究は、ブラジルで構築された都市計画制度が国内で着実に普及、実行されるよう、
ブラジルが抱える社会的課題を考慮した形で、都市計画制度の実効性担保方策を検討して
いる。実効性担保方策は、①ブラジル側実施機関との議論の中で着想を得て検討した方策
や、②ブラジル国内都市や我が国で先駆的に取り組む施策をベースとした方策を提言して
おり、想定される課題を可能な限りクリアした上で展開できるよう、細心の注意を払って
いる。本研究はこの点において有用性を備えている。
なお、ブラジルが抱える社会的課題として本研究では、筆者のブラジル勤務経験をふま
え、防災・都市計画に関する取組を行う際、特に障害になると考えられる「スクオッター(不
法占拠)の存在」、「法令順守の未徹底」
、「政権交代等に伴う業務引継ぎの未定着」に着目し
ている。これら社会的課題はブラジルに限った事象ではなく、他国でも同様にみられるこ
とから、本研究で得られた成果の第三国への展開も期待できる。
信頼性：
防災プロジェクト実施期間中、筆者は在ブラジル日本国大使館で勤務し、JICA やブラジ
ル側実施機関との密接な関係構築を図り、日本・ブラジル双方の実務責任者・担当者から
適切な情報を直接得ることのできる環境を整備した。その上で、筆者は 2 年半にわたり、
防災プロジェクトに関する会議等への継続的な参加、議論、講演を通じ、災害リスクを考
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慮した都市計画制度構築に関する一連の取組みを客観的立場できめ細かく観察・調査した。
更にそれらを補完するため、適宜ヒアリング調査、アンケート調査及び現地調査を実施し
ている。本研究はこれらの点を通じて情報の信頼性を確保している。
発展可能性：
本研究を通じて得られた成果及び示唆は、①自然災害への対応が喫緊の課題である我が
国で都市計画制度の改善が鋭意進められる中、今後の制度設計への援用や、②災害リスク
箇所でのスクオッター(不法占拠)対策など、ブラジルと同様の課題を抱えた開発途上国に対
する都市計画制度の技術移転といった更なる国際協力への展開が期待できる。このように、
発展可能性を備えた研究である。
次に、本研究の特長の相互関係を図化したものを図 2－10 に示す。
「1.都市計画法制度」
－「2.都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法」－「3.都市計画制度」の順に包含
関係にあり、図中の緑色ハッチング部分は研究内容を示している。

■ 独自性

■ 新規性
「災害リスクを考慮した

土地利用計画法 等」を持つ
国は多くない。
ブラジルは貧富差が大きく、
計画都市からスクオッター
市街地、様々な都市形態を
有する。
そのような状況下で構築
されたブラジル・都市計画
制度は、様々な成長過程の
国で、制度構築検討の手掛
かりとして参考となりうるが、
既存研究は概要紹介のみ。
(公開情報も限定的)
そこで、
知見の乏しかった同制度の
実態を総合的に解明。

３

都市計画制度

● 都市計画マニュアル : 課題、改善方策
● 都市計画制度 : 課題、実効性担保方策

２

都市計画マニュアル・
土地利用コントロール手法

● 都市計画マニュアル : 法制度への補完実態
● 土地利用コントロール手法 :

特長、適用検討実態

１

都市計画法制度

●

都市計画法制度 : 特長、課題、適用実態

●

災害リスク評価に基づく「マスタープラン」
見直し実態・工夫点

・都市計画制度の実効性担保
方策の検討まで議論。
(持続可能性を付与する提言)
・都市計画制度の検討プロセ
ス、問題意識、論点を把握。
■ 有用性
都市計画制度がブラジルで
着実に普及、実行されるよう、
社会的課題に着目し、
実効性担保方策を検討。
■ 信頼性
現地に駐在し、日本・ブラジル
双方の責任者等から、適切な
情報を得られる環境を整備。
会議等への参加・議論・講演
を通じ、観察・調査。
適宜、補完的調査を実施。

■ 発展可能性
日本 : 災害リスクを考慮した都市計画制度の改善が鋭意進められる中、今後の制度設計への援用。
開発途上国 : 災害リスク箇所でのスクオッター(不法占拠)対策など、ブラジルと同様の課題を抱えた
国に対する都市計画制度の技術移転。

図２－１０ 本研究の特長の相互関係
（1,2,3 の順に包含関係。緑色ハッチング部分は研究内容を示す）
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第９節 本研究の構成
本研究の全体構成を図 2－11 に示す。
第 3 章では、ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度の全容解明にあたり
捉えておく必要のある「ブラジル国内の防災・都市計画を取り巻く環境」の把握を目的と
し、都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以前からの環境と、以
後の環境に大別した上で、自然災害の発生状況や、それらに対処するために開始された防
災プロジェクトの実施体制、協力要請経緯・問題意識等を把握する。第 4 章では、災害リ
スクを考慮した都市計画法制度再構築に至るプロセスや、ブラジル連邦政府の問題意識を
把握した上で、都市計画法制度の特長及び課題を考察、解明する。そして、都市計画法制
度の適用実態を、都市間比較分析により把握する。更に、災害リスク評価に基づく都市計
画(マスタープラン)の見直し実態及び自治体による工夫点を、事例分析により把握する。第
5 章では、我が国の技術協力を通じてブラジル連邦政府が策定した都市計画マニュアル・土
地利用コントロール手法の検討プロセスとその論点・課題を整理した上で、都市計画マニ
ュアル導入による都市計画法制度への補完実態を把握し、土地利用コントロール手法の特

第１章 序論

第２章 本研究の位置付け

第３章 ブラジルにおける防災・都市計画を取り巻く環境

第４章

第５章

ブラジルにおける災害リスクを考慮した
都市計画法制度の全容と適用実態

ブラジルにおける土砂災害リスクに着目した
都市計画マニュアル・利用コントロール手法
の全容

第６章 ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度の
課題と実効性担保方策の検討

第７章 結論

図２－１１ 本研究の全体構成
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長及び適用検討実態を考察する。第 6 章では、ブラジル側実施機関に対する独自のアンケ
ート調査を実施し、災害リスクを考慮した都市計画制度 (都市計画法制度、都市計画マニュ
アル・土地利用コントール手法を含む制度全般)に関する課題分析と、都市計画制度が国内
で着実に普及、実行されるよう、ブラジルが抱える社会的課題に着目しつつ、都市計画制
度の実効性担保方策の検討を行う。最後に、第 7 章では、本研究で得られた成果と今後の
課題について述べる。

〈第２章の補注〉
(1)リオデジャネイロ連邦大学教授の発言に基づく(2017 年 3 月、第 8 回技術会議(「都市拡
張計画」分野))
〈第２章の参考文献〉
1)国土交通省：
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定～安全で魅力
的なまちづくりを推進します～、https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000271.html、
2020 年閲覧
2)国土交通省：コンパクトなまちづくりの推進・都市における安全な居住の確保に向けた検
討をスタート～第 9 回都市計画基本問題小委員会の開催～、https://www.mlit.go.jp/report
/press/toshi07_hh_000132.html、2019、2020 年閲覧
3)国土交通省：都市計画基本問題小委員会 中間とりまとめ、https://www.mlit.go.jp/policy/sh
ingikai/toshi01_sg_000232.html、2019、2020 年閲覧
4)国土交通省：
「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定～頻発・激
甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」を推進します～、https://www.mlit.go.jp/re
port/press/toshi07_hh_000163.html、2020、2020 年閲覧
5)国土交通省：第 11 版都市計画運用指針、2020
6)e-Gov：都市計画法、https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?la
wId=343AC0000000100、2020 年閲覧
7)e-Gov：都市計画法施行令、https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=344CO0000000158、2020 閲覧
8)e-Gov：都市再生特別措置法、https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg050
0/detail?lawId=414AC0000000022、2020 年閲覧
9)国土交通省：第 16 回都市計画基本問題小委員会、https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/toshi
01_sg_000238.html、資料 2、2020、2020 年閲覧
10)国土交通省：立地適正化計画作成の手引き(令和 2 年 9 月版)、国土交通省：立地適正化
計画作成の手引き、https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000035.html、
2020 年閲覧
31

11)国土交通省：防災都市づくり計画策定指針等について、https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_to
bou_tk_000007.html、2020 年閲覧
12)国土交通省：防災都市づくり計画のモデル計画及び同解説、https://www.mlit.go.jp/common/
001042847.pdf、2020 年閲覧
13)GOV.UK：National Planning Policy Framework, https://www.gov.uk/government/publications/na
tional-planning-policy-framework--2, 2019, 2020 年閲覧
14)GOV.UK：Planning practice guidance,Flood risk and coastal change, https://www.gov.uk/govern
ment/collections/planning-practice-guidance, 2014, 2020 年閲覧
15)吉田恭・古本一司・馬場美智子：フランスにおける PPR を中心とした防災型土地利用規
制に関する研究、都市計画論文集、Vol.46-1、pp.88-98、2011
16)Félix Philippe・Simon Carladous・Jean-Marc Tacnet・Philippe Bouvet：Taking into account
protective works in land-use planning for mountain torrential floods: state of the art of present
French practices, E3S Web Conf., Vol.7, 12003, 3rd European Conference on Flood Risk
Management(FLOODrisk 2016), 2016
17)河井睦朗：フランスにおける土砂災害のソフト対策、砂防学会誌、Vol.73、No.3、pp.35-46、
2020
18)Nadejda Komendantova・Anna Scolobig・Charlotte Vinchon：Multi-risk Approach in Centralized
and Decentralized Risk Governance Systems: Case Studies of Naples, Italy and Guadeloupe,
France, International Relations and Diplomacy, Vol.1, No.3, pp.224-239, 2013
19)丸井英明：ハザード・ゾーニングと土地利用規制－オーストリアの事例－、新潟大学災
害年報、第 21 号、pp.36-44、1999
20)丸井英明：オーストリアの治山技術の歴史－その変遷と日本への影響－、フォレストコ
ンサル、No.146、pp.9-23、2016
21)馬場美智子：災害リスクマネジメント概念を導入した土地利用規制に関する考察－ニュ
ージーランド・ウェリントン市の事例を通じて－、地域安全学会論文集、No.5、pp.327-334、
2003
22)馬場美智子・増田聡・村山良之・牧紀男：ニュージーランドの防災型土地利用規制に関
する考察－地方分権と資源管理型環境政策への転換とのかかわりを踏まえて－、都市計
画論文集、No.39-3、pp.601-606、2004
23)内閣府防災担当：自然災害に関する保険・共済を取り巻く状況及び現状と課題について、
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hisaisha_kyosai/dai2kai/pdf/shiryo03.pdf、2017、2020 年閲覧
24) 中 田 高 ： カ リ フ ォ ル ニ ア 州 の 活 断 層 法 「 ア ル キ ス ト ー プ リ オ ロ 特 別 調 査 地 帯 法
(Alquist-Priolo Special Studies Zones Act)」と地震対策、地学雑誌、No.99、pp.289-298、1990
25)Renato Cymbalista・Paula Santoro・Paula Pollini：Estatuto da Cidade: o desafio da capacitação
de atores sociais, Instituto Pólis, 2006
26)Mariana Levy Piza：Planos Diretores no Brasil: um estudo de caso,Dissertação(Mestrado em
32

Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010
27)Caldeira, T・Holston・J：Participatory urban planning in Brazil, Urban Studies, Vol.52(11),
pp.2001-2017, 2015
28)Celina Marques do Espirito-Santo・Claudio Fabian Szlafsztein：Gestão de risco de desastres em
planos diretores de três municípios da zona costeira do estado do Pará,Brasil, Revista de Gestão
Costeira Integrada, vol.16, no.2, 2016
29)Marcos Pellegrini Coutinho・Luciana de Resende Londe・Leonardo Bacelar Lima Santos・Paulo
Jorge Vaitsman Leal：Instrumentos de planejamento e preparo dos municípios brasileiros à
Política de Proteção e Defesa Civil, Revista Brasileira de Gestão Urbana, urbe, vol.7, no.3, 2015
30)Marcel Claudio Sant’Ana・Ingrid Ferreira Lima：Redução de riscos de desastres naturais aplicada
ao planejamento urbano: desafios à integração da análise e mapeamentoge geológicogeotécnico
nos instrumentos de planejamento, 49o CONGRESSO BRASILEIRO GEOLOGIA, 2018
31)Marcel C. SANT’ANA・Júlia P. ALMEIDA・Nathan B. OLIVEIRA・Fernanda L.BARBOSA・
Alex S. ARAÚJO・Talitha B. CIAMPI・Daisuke YOKOYAMA：Development of the Manual of
Disaster Risk Reduction Applied t o Urban Planning, International Journal of Erosion Control
Engineering, Vol.13, No.1, pp.23-34, 2020
32)Leandro Medrano・Julia Spinelli：Urban policies and projects for social housing in central areas.
The case of the Habitasampa competition (São Paulo, Brazil), Habitat International, vol.42,
pp.39-47, 2014
33)幡野貴之・奥田隆明：ブラジル 3 都市における都市環境政策の比較研究、第 31 回環境シ
ステム研究論文発表会講演集、pp.323-330、2003
34)川西光子・中岡義介：ルシオ・コスタのコンペ当選案にみるブラジリアの都市計画につ
いて－ル・コルビュジェの「ユルバニズム」との照合を通じて、都市計画論文集、Vol.38、
pp.154-159、2003
35)槇村久子：ブラジル・クリチバ市における都市計画と環境政策と健康・福祉政策の統合
について、奈良県立商科大学「研究季報」
、第 10 巻、第 4 号、pp.81-106、2000
36)中村文彦：公共交通を活用した都市開発の適用可能性に関する基礎的研究、IATSS Review、
Vo.24、No.1、pp.17-24、1998
37)Daniel Iozzi Sperandelli・Francisco Antônio Dupas・Nívea Adriana Dias Pons：Dynamics of
Urban Sprawl, Vacant Land, and Green Spaces on the Metropolitan Fringe of São Paulo, Brazil,
Journal of Urban Planning and Development, Vol.139, No. 4, pp.274-279, 2013
38)Renato Torres Pinheiro・Dianes Gomes Marcelino・Dieyson Rodrigues Moura：Composição e
diversidade arbórea nas quadras urbanizadas de Palmas, Tocantins, Ciência Florestal, vol.30, no.2,
2020
39)Jessica Budds ・ Paulo Teixeira ： Ensuring the right to the city: pro-poor housing, urban
development and tenure legalization in São Paulo, Brazil, Environment&Urbanization, Vol.17,
33

No.1, pp.89-113, 2005
40)中岡義介・川西光子：ブラジル・コンジュント開発にみるセルフヘルプ型市街地の形成
と発展に関する調査、都市計画論文集、Vol. 43.1、p.10-15、2008
41)谷口恵理・篠江みゆき・片桐瑞季：ラテンアメリカ都市住環境問題への社会開発的アプ
ローチ－ブラジル、ペルー、メキシコのケース－、住宅総合研究財団研究論文集、No.32、
pp.273-284、2005
42)馬場美智子・岡井有佳：日仏の水害対策のための土地利用・建築規制－滋賀県の流域治
水条例とフランスの PPRN を事例として－、都市計画論文集、Vo.52、No.3、pp.610-616、
2017
43)木内望：水害リスクを踏まえた建築・土地利用マネジメントに関する考察－土地利用・
建築規制、計画誘導、市場誘導に関わる制度の実態と課題－、都市計画論文集、Vol.54、
No.3、pp.923-930、2019
44)柿本竜治・山田文彦・藤見俊夫：水害危険地域への土地利用規制導入効果検証への水害
リスクカーブの適用－熊本市壺川地区の浸水域への土地利用規制導入効果の検証－、都
市計画論文集、Vo.47、No.3、pp.901-906、2012
45)酒井莉奈・猪八重拓郎：土地利用の変遷からみた都市化の実態と浸水想定区域の関係性
の研究－佐賀低平地を対象として－、都市計画論文集、Vol.51、No.3、pp.401-408、2016
46)姥浦道生・石坂公一、佐藤健：水害リスクを考慮した土地利用コントロールの実態とそ
の可能性、住総研研究論文集、No.39、pp.61-72、2012
47)José I. Barredo・Guy Engelen：Land Use Scenario Modeling for Flood Risk Mitigation,
Sustainability, vol.2, pp.1327-1344, 2010
48)蕨裕美・松川寿也・中出文平・樋口秀：市街化区域と災害リスク区域の関係に関する研
究－当初決定とその後の拡大に着目して－、都市計画論文集、Vol.54、No.3、pp.931-937、
2019
49)国土技術政策総合研究所、気候変動適応研究本部：気候変動下の都市における戦略的水
害リスク低減手法の開発、国土技術政策総合研究所資料、第 1080 号、2019
50)池永知史・大原美保：全国を俯瞰した災害リスク曝露人口分布の分析、地域安全学会論
文集、No.25、pp.45-54、2015
51)松中亮治・大庭哲治・中川大・森倉遼太：全国における土地利用及び土地利用規制と災
害リスクとの関係性に関する分析、都市計画論文集、Vo.53、No.1、pp.19-26、2018
52)K. Mertens・L. Jacobs・J. Maes・J. Poesen・M. Kervyn・L. Vranken：Disaster risk reduction among
households exposed to landslide hazard: A crucial role for self-efficacy?, Land Use Policy, Vol.75,
pp.77-91, 2018
53)栗田英治・土屋一彬・菊池義浩：津波浸水域の土地利用履歴にもとづく土地活用の方向
性－宮城県山元町花釜地区を事例に－、農村計画学会誌、35 巻、Special Issue 号、pp.
161-166、2016
34

54)坂本淳：津波ハザードマップ見直し後の宅地開発・居住選択意識の変化分析－高知市を
対象として－、都市計画論文集、Vol.54、No.3、pp.1079-1085、2019
55)David King・Sharon Harwood・Alison Cottrell・Yetta Gurtner・Agung Firdaus：Land Use Planning
For Disaster Risk Reduction And Climate Change Adaptation - Operationalizing Policy And
Legislation At Local Levels, UNISDR, 2013
56)Céline Grislain-Letrémy・Bertrand Villeneuve ：Natural Disasters, Land-Use, and Insurance, The
Geneva Risk and Insurance Review, vol.44, pp.54-86, 2019
57)Christine Wamsler・Ebba Brink・Claudia Rivera：Planning for Climate Change in Urban Areas:
From Theory to Practice, Journal of Cleaner Production, vol.50, pp.68-81, 2013
58)W.S.A. Saunders・J.S. Becker：A discussion of resilience and sustainability: Land use planning
recovery from the Canterbury earthquake sequence, New Zealand, International Journal of
Disaster Risk Reduction, Volume 14, Part 1, pp.73-81, 2015
59)Heri Sutanta・Abbas Rajabifard・Ian D Bishop：Integrating Spatial Planning and Disaster Risk
Reduction at the Local Level in the Context of Spatially Enabled Government, Spatially Enabling
Society Research, Emerging Trends and Critical Assessment, pp.55-68, 2010
60)眞島俊光・大沢昌玄・小間井孝吉・埒正浩：立地適正化計画の誘導区域設定における災
害リスク反映に関する考察、土木学会土木計画学研究・講演集 Vol.56、2017
61)竹間美夏・佐藤徹治：立地適正化計画に基づく居住誘導施策検討のための都市内人口分
布 推 計 手 法 の 開 発 － 愛 知 県 豊 橋 市 を 対 象 と し て － 、 都 市 計 画 論 文 集 、Vol.52-3 、
pp.1124-1129、2017
62)寺島駿・松川寿也・丸岡陽・中出文平・樋口秀：線引き地方都市における 3 指標を基に
した居住誘導区域の指定に関する即地的研究、都市計画論文集、Vol.53-1、pp.76-84、2018
63)花房昌哉・瀧健太郎・秋山祐樹・吉田丈人・一ノ瀬友博：滋賀県における立地適正化計
画と水害リスクに関する研究－彦根市・東近江市・湖南市を対象に－、都市計画報告集、
No.17、pp.378-381、2019
64)国土交通省：都市計画基本問題小委員会 中間とりまとめ、https://www.mlit.go.jp/policy/sh
ingikai/toshi01_sg_000232.html、参考資料 2/2、pp.57、2019、2020 年閲覧
65)国土交通省都市局都市計画課長：立地適正化計画における災害の発生のおそれのある区
域の取扱い、平成 30 年 10 月 26 日付・国都計第 89 号、2019
66)国土交通省：都市計画基本問題小委員会 中間とりまとめ、https://www.mlit.go.jp/policy/sh
ingikai/toshi01_sg_000232.html、参考資料 2/2、pp.58-59、2019、2020 年閲覧
67)国立研究開発法人 科学技術振興機構 HP：SATREPS、研究課題一覧、https://www.jst.go.jp/gl
obal/kadai/list.html、2020 年閲覧
68)国立研究開発法人 科学技術振興機構 HP：SATREPS、ミャンマーの災害対応力強化シス
テムと産学官連携プラットフォームの構築、
平成 30 年度実施報告書、
https://www.jst.go.jp
/global/kadai/pdf/h2607_h30.pdf、2020 年閲覧
35

69)川村元輝、川崎昭如：貧困層を考慮した洪水常襲地帯の開発支援策の検討：ミャンマー
でのケーススタディ、水文・水資源学会誌、Vol. 31、No2、pp.83-93、2018
70)国立研究開発法人 科学技術振興機構 HP：SATREPS、ペルーにおける地震・津波減災技
術の向上に関する研究、終了報告書、https://www.jst.go.jp/global/kadai/pdf/h2117_final.pdf、
2020 年閲覧
71)H. Kaji,O. Murao,M. Fujioka,H. Kanegae,F. Yamazaki,M. Estrada,A. Bisbal：A simulation model
for forecasting urban vulnerability to earthquake disaster in Lima, Peru “LIMA-UVEQ”, Journal
of Disaster Research, Vol.9, No.6, pp.1069-1077, 2014
72)Surjono・Deswinda Wulandari・Fadly Usman：ENGAGEMENT OF URBAN UPGRADING AND
URBAN

RENEWAL

IN

JAKARTA,INTERNATIONAL JOURNAL Of

ACADEMIC

RESEARCH, Vol.2, No.5, pp.296-301, 2010
73)C. NIL UZUN：Residential transformation of squatter settlements: Urban redevelopment projects
in Ankara, Journal of Housing and the Built Environment, vol.20, pp.183-199, 2005
74)Mania Tahsina Taher・Arefeen Ibrahim：Transformation of Slum and Squatter Settlements: A Way
of Sustainable Living in Context of 21st Century Cities,American Journal of Civil Engineering
and Architecture, Vol.2, No.2, pp.70-76, 2014
75)オリヴィエダベーヌ・フレデリックルオー：地図で見るブラジルハンドブック、原書房、
pp.122、2019
76)Presidência da República,Casa Civil：CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, 2020 年
閲覧
77)矢谷通朗：ブラジル連邦共和国憲法 : 1988 年、経済協力シリーズ、No.154、アジア経済
研究所、1991
78)日本貿易振興機構海外調査部中南米課：ブラジル・リスクマネジメント研究会報告書、
2015
79)Presidência da República Casa Civil：LEI No 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979、
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm、2020 年閲覧
80)武士俊也：ブラジル連邦共和国「統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト」、
河川、Vol.827、pp.57-62、2015
81)International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies・United Nations Development
Programme：Effective law and regulation for disaster risk reduction: a multi-country report, 2014
82)OECD：DAC List of ODA Recipients Effective for reporting on 2018, 2019 and 2020 flows,
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/D
AC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf, 2020 年閲覧
83)外務省：ブラジル基礎データ、https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/brazil/data.html#section4、
2020 年閲覧
36

第３章 ブラジルにおける防災・都市計画を取り巻く環境
第１節 本章の目的と構成
本章では、ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度の全容解明にあたり捉
えておく必要のある「ブラジル国内の防災・都市計画を取り巻く環境」の把握を目的とす
る。具体的には、都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以前から
の環境と、以後の環境に大別した上で、ブラジルにおける自然災害の発生状況や、それら
に対処するために開始された防災プロジェクトの実施体制、協力要請経緯・問題意識等を
把握する。
以下、第 2 節で都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以前から
の環境として、ブラジルにおける総括的概要、地形概要、人口特性、自然災害の発生状況
を整理する。第 3 節で都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以後
の環境として、防災プロジェクトの実施体制と開始経緯・問題意識、ブラジルにおける防
災体制の概要(警戒情報発出の流れ)、連邦及び市政府における「都市計画」関連予算の概要
を整理する。最後に、第 4 節で本章のまとめを示す。
第２節 都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以前からの環境
本節では、都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以前からの環
境として、ブラジルの総括的概要、地形概要、人口特性、自然災害の発生状況を整理する。
第１項 ブラジルの総括的概要
表 3－1 にブラジルの総括的概要を示す。国土面積は日本の約 23 倍と広大であり、地域
によりその自然環境、地形、気象的特徴が大きく異なる特徴を有している。
日本との関係では、1908 年に日本からの最初の移民船「笠戸丸」がブラジル・サントス
港に到着して以降、戦前・戦後あわせて約 24 万人がブラジルに移住し、現在では推定約 200
表３－１ ブラジルの概要（基本情報）1)
項目

基本データ

面積

851.2万平方キロメートル （日本の22.5倍）

人口

約2億947万人 （世界銀行、2018年）

首都

ブラジリア

民族

欧州系（約48％）、アフリカ系（約8％）、東洋系（約1.1％）、混血（約43％）、先住民（約0.4％）
（ブラジル地理統計院、2010年）

言語

ポルトガル語

宗教

カトリック（約65％）、プロテスタント（約22％）、無宗教（8％）（ブラジル地理統計院、2010年）

政治体制 連邦共和制（大統領制）
議会

二院制（上院81名、下院513名）

37

万人の日系人がブラジル国内に存在している 2)。日系人の規模は世界最大であり、政治・法
曹・医療・商業・農業等、様々な分野で日系人が活躍しており、また、日本文化もブラジ
ルに広く定着している。そのような下地があることから、現在、ブラジルは親日国のひと
つと認識されている。
政治体制は連邦制を採用しており、都市計画をはじめとして、連邦政府の権限は限定的
であり、州及び市政府に多くの権限が付与されている。中央集権制をとる我が国と政治、
行政システムが根本的に異なる点に留意が必要となる。
第２項 ブラジルにおける地形概要
図 3－1 にブラジル地形概況を示す。ブラジル西側地域から中央にかけて標高 30m～150m
の平坦な地形が広がり、中央部では標高 150m～300m の比較的緩やかな変化を持つ地形が
広がる。東側の大西洋岸沿いの地域は、急峻な山地の多い地形であり、標高は 1,000m を超
える場所もある 3)。
第３項 ブラジルにおける人口特性と自然災害
１）人口特性
ブラジルにおける人口特性を明らかにするため、まず、全国レベルの特性を把握する。
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図３－１ ブラジルの地形概況(参考文献 3)に筆者加筆)
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図 3－2 に、ブラジルにおける都市人口・農村人口の推移を示す(比較対象として我が国も列
記)。図 3－2 より、1950 年以降、国内人口の急速な増加にあわせて都市人口も増加し、1965
年以降、都市人口が農村人口を上回ったのち、2045 年～2050 年頃に総人口及び都市人口の
ピークを迎えることがわかる。我が国は 2005 年頃人口減少期に突入した一方で、ブラジル
は当面人口増加期にある点が対照的である。次に、都市レベルの人口特性を把握するため、
表 3－2 に、ブラジルにおける主要都市人口及び人口密度を示す。表 3－2 より、ブラジル
国内には大都市が数多く存在する一方で、広大な国土面積が要因となり、人口密度は相対
的に高くないことがわかる。
続いて、ブラジルにおける人口集積の現状について整理する。図 3－3 に、人口の 50%以
上が市街地に居住する都市分布の変遷(1940 年～2010 年)を示す。これより、まず、1)サン
パウロやリオデジャネイロといった主要都市を中心に人口集積が進み、次に 2)沿岸部一帯
の都市で人口集積が進み、その後 3)沿岸部から内陸部へと人口集積が変遷したことがわか
る。あわせて、図 3－4 に、ブラジルの都市別人口密度分布(2010 年)を示す。図 3－3 の結果
と同様、特に大西洋沿岸部に人口が集積していることがわかる。
２）自然災害
過去 20 年間(1991 年～2010 年)にブラジル全土で発生した自然災害の被災状況を表 3－3
に示す。表 3－3 より、過去 20 年間において人的・物的ともに「地すべり、突発的洪水、
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図３－２ ブラジル・日本における都市人口・農村人口の推移
（参考文献 4）をもとに筆者作成）
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表３－２ ブラジルにおける主要都市人口及び人口密度
（参考文献 5）～8)をもとに筆者作成）
上位10都市

人口

人口密度

(万人、2010年）

（人/ha、2010年）

1 サンパウロ

1,125

74

2 リオデジャネイロ

632

53

3 サルバドール

268

39

4 ブラジリア

257

4

5 フォルタレザ

245

78

6 ベロオリゾンテ

238

72

7 マナウス

180

2

8 クリチバ

175

40

9 レシフェ

154

70

10 ポルトアレグレ

141

28

948

151

特別区 (2019年)

日
横浜市 (2019年)
本
大阪市 (2019年)

375

86

274

122

図３－３ 人口の 50%以上が市街地に居住する都市分布の変遷（1940 年～2010 年）
（参考文献 9)に筆者加筆）
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図３－４ ブラジルにおける都市別人口密度分布（2010 年）
（ブラジル地理統計院作成。参考文献 3) ）

表３－３ 過去 20 年間(1991 年～2010 年)にブラジル全土で発生した自然災害の被災状
(サンタカタリーナ連邦大学が元データ作成。参考文献 3)をもとに筆者作成)
単位：人
災害種別

0ｰ N

60 ｰ W

10 ｰ S

70ｰ W

行方
不明

死者

家屋
喪失

怪我人

一時
避難者

地すべり

1,397

54

1,665

43,825

84,417

突発的洪水、洪水

1,106

1,550

52,684

523,555

1,387,772

緩やかな洪水

461

262

14,042

469,281

1,185,479

渇水(※)

257

3,883

11,082

7,667

85,022

低温

16

4

2,641

44,716

197,339

嵐，サイクロン

6

541

541

15,384

16,106

山火事

5

274

274

1,884

5,920

竜巻

0

4

3,928

47,879

206,101

雹

0

5

5

22

295

(※)国家統合省：国家市民防御・保護局国家災害リスク管理センターによると、「渇水」に
関するデータは、入力ミスなどにより極めて信頼性が低いとのことである（例えば、動
物の死亡を「死者」としてカウントする等）。
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洪水、緩やかな洪水」による被害が大きいことがわかる。突発的洪水、洪水及び緩やかな
洪水は、地すべりと頻繁に複合的に発生することから(1)、ブラジルにおいて特に対処すべき
自然災害は広義の土砂災害であるといえる。なお、表 3－3 には、2011 年の大規模土砂災害
による被害は含まれていない。
図 3－5 に、1988 年～2013 年の間に土砂災害が発生した都市分布を示す。図 3－5 より、
土砂災害は、人口が集積する大西洋沿岸部の都市を中心に発生していることがわかる。あ
わせて、図 3－6、図 3－7 に 2011 年の土砂災害発生地域の分布及びフラッシュフラッドを
含む洪水発生地域の分布を示す。フラッシュフラッドとは、
「突発的に発生する出水のこと
で、発生からピークに至る時間や、現象の継続時間が短く、しばしば土砂や流木などを伴
うことが特徴であり、土石流もこの範疇に含まれる」10）現象を指す。図 3－6、図 3－7 よ
り、2011 年の自然災害は特に南東部の大西洋沿岸部の山岳地域に集中していたことがわか
る。

凡例
死者が記録された都市

km

図３－５ 1988 年～2013 年に土砂災害が発生した都市分布
（都市省作成。参考文献 3)に筆者加筆）
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発生回数

5

1

図３－６ 2011 年の土砂災害発生地域の分布
（国家統合省：国家災害リスク管理センター作成。参考文献 3)に筆者加筆）

発生回数

12

1

図３－７ 2011 年のフラッシュフラッドを含む洪水発生地域の分布
（国家統合省：国家災害リスク管理センター作成。参考文献 3)に筆者加筆）
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第３節 都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以後の環境
本節では、都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以後の環境と
して、防災プロジェクトの実施体制と開始経緯・問題意識、ブラジルにおける防災体制の
概要(警戒情報発出の流れ)、連邦及び市政府における「都市計画」関連予算の概要を整理す
る。
第１項 防災プロジェクトの実施体制と協力要請経緯・問題意識
１）防災プロジェクトの実施体制
表 3－4 に防災プロジェクトの概要、表 3－5 に JICA が策定した防災プロジェクトの協力
枠組を示す。ブラジルにおける自然災害のうち、特に対処すべき自然災害は広義の土砂災
害であることから、防災プロジェクトでは、土砂災害を対象としている。
ブラジル側実施機関は、都市省(Ministério das Cidades)、国家統合省：国家災害リスク管理
センター(Ministério da Integração Nacional - Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e
Desastres)、科学技術革新通信省：国家自然災害モニタリング・警報センター(Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais)、鉱山エネルギー省：地質サービス局(Ministério de Minas e Energia Companhia de pesquisa de Recursos Minerais)及びパイロット事業サイト(図 3－8 に示す過去に
土砂災害の被害を受けたリオデジャネイロ州及びサンタカタリーナ州内の 3 都市、図 3－9
に 2011 年土砂災害発生状況を示す)と多岐にわたる。このうち、都市省(国家都市開発局)が
プロジェクトダイレクターとして防災プロジェクトの全体調整を担っていた。防災プロジ
ェクトは、
「リスクマッピング」分野(防災プロジェクトでの日本語名称。ポルトガル語名称：
Mapeamento de riscos)、
「都市拡張計画(2)」分野(防災プロジェクトでの日本語名称。ポルトガ
ル語名称：Planejamento da expansão urbana)、
「早期警報発令」分野(防災プロジェクトでの日
本語名称。ポルトガル語名称：Emissão de alertas antecipados)、
「予防・復旧計画」分野(防災
プロジェクトでの日本語名称。ポルトガル語名称：Planejamento de prevenção e reabilitação)
の 4 分野から構成される。図 3－10 に、ブラジル側実施機関(連邦政府)と 4 分野の関係を示
す。そして、本研究で主に対象とするのは「都市拡張計画」分野であり、図 3－11～図 3－
14 に「都市拡張計画」分野での活動状況を示す(より詳細な取組内容については、第 5 章で
述べる)。なお、ブラジルの中央省庁は、時の政権の判断により、頻繁に統廃合が行われる
ことから、本研究では、防災プロジェクトの最終実施年度である 2017 年における行政組織
名称で表現を統一する。
次に、ブラジル側実施機関(市政府、パイロット事業サイト)である 3 都市の概要を図 3－
15 に示す。3 都市とも平地はごくわずかであり、ほぼ山岳地で構成されており、過去に土
砂災害の被害を受けている。
そして、我が国からは、JICA 長期専門家として 3 名(①チーフアドバイザー／防災政策(国
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土交通省)、②土砂災害管理(地方公共団体)、③業務調整)がブラジルに派遣され、あわせて、
JICA が契約した都市計画分野の本邦コンサルタントもブラジルに不定期派遣された。
表３－４ 防災プロジェクト概要（協力概要は参考文献 11）を引用）
正式名称

統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト

協力期間

2013年7月～2017年11月

実施機関

■連邦政府
・都市省
・国家統合省：国家災害リスク管理センター
・科学技術革新通信省：国家自然災害モニタリング・
警報センター
ブラジル側
・鉱山エネルギー省：鉱物資源調査局(地質サービス局)

日本側

■市政府（パイロット事業サイト）
・リオデジャネイロ州：ペトロポリス市、ノバフリブルゴ市
・サンタカタリーナ州：ブルメナウ市
(独)国際協力機構
（協力機関：国土交通省、気象庁）

プロジェクト
都市省
ダイレクター
① 土砂災害のハザード特定、脆弱性分析、リスク評価・マッピング
を含むリスク評価能力が向上する。
協力概要
（成果）

② 土砂災害のリスク評価を踏まえた都市拡張計画及び災害予防・
復旧・復興策計画策定と実施の能力が向上する。
③ 早期警報発令、リスク情報発信及び災害データ収集のプロトコル
を改善する。
④ 土砂災害軽減のための監視、予報システムが改善される。

表３－５ 防災プロジェクトの協力枠組
（参考文献 11)に筆者加筆。下線は「都市拡張計画」分野）
1）上位目標と指標
リスク評価に基づく非構造物対策により、土砂災害リスクが軽減される。
2）プロジェクト目標と指標
リスク評価・リスクマップに基づき、都市計画案の作成、災害予警報体制及び災害観測・予測システ
ムが構築される。
＜指標＞
①土砂災害のリスク評価マニュアルが関係機関、州・市で承認される。
②都市拡張計画及び復旧・復興計画の手法及び計画が関係機関に承認される。
③早期警報発令とリスク情報発信の方法論や手続きが改善・改訂されて国家システムに組み込まれる。
3）成果
成果 1：土砂災害のハザード特定、脆弱性分析、リスク評価・マッピングを含むリスク評価能力が向
上する(実施機関：都市省、国家統合省、鉱山エネルギー省)。
成果 2：土砂災害のリスク評価を踏まえた都市拡張計画及び災害予防・復旧・復興策計画策定と実施
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の能力が向上する(実施機関：都市省、国家統合省、鉱山エネルギー省)。
成果 3：早期警報発令、リスク情報発信及び災害データ収集のプロトコルを改善する(実施機関：国家
統合省、科学技術通信革新省)。
成果 4：土砂災害軽減のための監視、予報システムが改善される(実施機関：科学技術通信革新省)。
4）活動
1-1. 土砂災害に関する既存のリスク管理方法論、体制、手続きをレビューする。
1-2. 土砂災害のリスク管理について共通認識を形成する。
1-3. 関係省庁とのワークショップを通じて、リスク評価の方法論や手続きを開発する。
1-4. 災害リスクを考慮した都市拡張計画、災害リスク地域の予防・復旧・復興計画、早期警報発令に
活用される各リスク評価マニュアル(案)を作成する。
1-5. パイロット事業(活動 2-4.及び 3-4.)の経験に基づき、各リスク評価マニュアルを改善・改訂する。
2-1. 災害リスク低減の主流化を見据えた都市拡張計画、予防・復旧・復興計画にかかるセミナーを開
催する。
2-2. パイロット事業サイトのリスク評価のための制度的システムを確立する。
2-3. 災害リスクを考慮した都市拡張計画、災害リスク地域の予防・復旧・復興計画の策定を通じて、
リスク評価とリスク低減のためのパイロット事業計画を策定する。
2-4. リスク評価マニュアル(案)に従い、パイロット事業対象市のリスク評価を実施する。
2-5. リスク評価マニュアル(案)に従い、災害リスクを考慮した都市拡張計画、災害リスク地域の予防・
復旧・復興計画を策定するパイロット事業対象市の職員を支援する。
2-6. リスク評価マニュアル(案)の普及資料を作成して普及活動を行う。
2-7. 災害対応のための市レベルでの緊急時対応計画にかかる知見を交換する。
3-1. 早期警報発令とリスク情報発信及び災害データ収集の方法論や手続きを調査する。(1-1 に重複す
る部分は除く)
3-2. 早期警報発令とリスク情報発信及び災害データ収集の方法論や手続きに関するワークショップ
を開催する。
3-3. パイロット事業対象市の早期警報発令とリスク情報発信及び災害データ収集の方法論や手続き
のための制度を確立する。
3-4. パイロット事業の経験に基づき、早期警報発令とリスク情報発信及び災害データ収集の方法論や
手続きを改善・改訂する。
4-1. 1-1 及び 3-1 の調査結果に基づき、土砂災害の監視、予報システムにおける関係機関の役割分担
を明確にする。
4-2. ブラジルの土砂災害の状況に応じた監視、予報にかかる経験・技術を提供する。
4-3. 土砂災害軽減のための監視、予報システムの改善優先分野を特定する。
4-4. 特定された優先分野の改善・革新のための研究開発、システム改善計画を作成する。
4-5. パイロット事業サイトで災害の監視、予報を実践する。
4-6. パイロット事業サイトの経験に基づき、研究開発、システム改善計画を確立する。
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4-7. 実施機関・関係機関の職員のため、研究開発、システム改善計画にかかる研修やワークショップ
を開催する。

図３－８ パイロット事業サイトの位置関係

図３－９ パイロット事業サイトでの 2011 年大規模土砂災害発生状況
（リオデジャネイロ州、JICA 提供）
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担当部署

都市省

国家統合省

科学技術革新
通信省

鉱山エネルギー省

大臣

大臣

大臣

大臣

次官

次官

次官

次官

国家都市開発局

国家市民防御・
保護局

研究開発政策
プ ログラム局

鉱物資源調査局
(CPRM、別名：ブ
ラ ジル地質サー
ビ ス局)

国家自然災害
モニ タリン グ
警報センター
(CEMADEN)

水文・国土管理
部

警戒情報発出、
モニタリン グ技術
開発

リスク マッピ ン グ

都市計画・
管理部

リス ク 管理・
都市復旧部

復旧
再建部

予防
準備部
※1

予防・復旧計画
分野

都市拡張
計画

予防

復旧

国家災害
リスク 管理
センター
(CENAD)
※2
早期警報発令

※1 予防

※1,※2
警戒情報伝達
災害応急対応

図３－１０ 防災プロジェクト関係省庁関係図
(2017 年 4 月現在。山越隆雄・JICA 長期専門家作成資料に筆者加筆）

図３－１１ 都市省内会議
(連邦直轄区ブラジリア市、2015 年防災プロジェクト関係者提供)
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図３－１２ パイロット事業サイトでのパイロット事業進捗管理
(リオデジャネイロ市ペトロポリス市、2016 年筆者撮影）

図３－１３ 現地調査(リオデジャネイロ州ペトロポリス市、2016 年筆者撮影）
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図３－１４ 技術会議 (リオデジャネイロ州リオデジャネイロ市、2016 年筆者撮影)

図３－１５ パイロット事業サイト３都市における人口推移・地形情報
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２）防災プロジェクトの協力要請経緯
第 2 節第 3 項 2)で述べたように、これまでブラジルにおいては、人口が集積する大西洋
沿岸部の山岳地域を中心に土砂災害が発生している。そのような土砂災害に対処するため、
ブラジル連邦政府から我が国への技術協力要請に応じ、2013 年より防災プロジェクトが開
始されたところである。
そこでまず、なぜブラジル連邦政府から我が国に対して技術協力の要請がなされたのか、
その経緯、要因を考察する。事実関係として、2011 年大規模土砂災害以前より、JICA によ
る防災セミナーの開催(2009、2010 年)11)や、有償資金協力準備調査「イタジャイ川流域防災
対策事業準備調査(2010～2011 年) 11)が実施されており、両国間で防災に関する交流が行われ
ていた。そのため、大規模土砂災害の発生から 2 か月後である 2011 年 3 月には、JICA によ
り「豪雨災害に対する災害管理セミナー」がブラジル国内で開催され、大規模土砂災害の
被害を振り返るとともに、今後の防災計画について意見交換が行われた

14)。そして、ブラ

ジル国内の防災体制の構築、強化が急務とされる中、JICA としてもその対策を支援すべく、
ブラジル連邦政府と意見交換を続けていた

15)。以上の経緯をふまえると、2011

年の大規模

土砂災害以前より、日本政府・JICA は防災に関する対ブラジル技術協力を視野に入れ、ブ
ラジル連邦政府も我が国による防災に関する技術協力に関心を寄せていたことがうかがえ
る。
その後、ブラジル連邦政府は、関連する法制度や防災組織体制を構築したものの、特に
①都市計画・管理分野、②シビル・ディフェンス分野(災害リスク評価・マッピング、災害
対応・避難計画)、③防災科学技術分野(自然災害監視・予測・警報)に関する知見・技術・
経験が不足していると認識しており、当該分野を対象とする技術協力を我が国に要請し 16)、
防災プロジェクト開始へと繋がった。我が国への要請に至った要因は、前述の継続的なセ
ミナー開催や意見交換といった、これまでの両国間の交流が大きく影響したものと考えら
れる。
３）
「都市拡張計画」分野：ブラジル側実施機関による協力開始時の問題意識
続いて、「都市拡張計画」分野を担当する都市省が技術協力開始時に、どのような問題意
識のもと取組んでいたのか、JICA による防災プロジェクト・中間レビュー調査報告書 17)に
基づき解明する。なお、中間レビュー調査報告書には、都市省をはじめとする実施機関に
対するヒアリング調査結果が収録されている。
都市省国家都市開発局の見解として、
「都市計画マニュアルでは何に取り組むのか、最初
は明確でなかったが、今は理解が進んだ。…都市計画マニュアルについて、このテーマに
関しては初めてのマニュアルである。2011 年に災害があって、災害リスク・脆弱性を考え
ないといけないと目覚めた。法律 12608 号(3)において、市は(防災の視点を入れた)都市計画
を作成することが義務付けられた。しかし都市省は、それを指導できる技術・能力がなか
った。このマニュアルが完成すれば、このマニュアル通りに従ってやるように、と指導で
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きる」17)と述べていた。この点より、都市省は「国家防災法に基づき、災害リスクを考慮し
た都市計画が義務化されたが、それを指導できる技術・能力がない。そのため、既存の都
市計画制度に対して何かしらの対応が必要」と当初から認識していたことが読み取れる。
しかし、どう対処すべきか手探りの状態で技術協力が開始されたものと考えられる。
第２項 ブラジルにおける防災体制の概要(警戒情報発出の流れ)
ブラジルにおける防災体制は、2011 年の大規模土砂災害の発生後、連邦レベルで急速に
構築された。具体的には、科学技術革新通信省：国家自然災害モニタリング警報センター(以
下、CEMADEN)、国家統合省：全国災害リスク管理センター(以下、CENAD)の創設が核と
なっている。CEMADEN は、2011 年に降雨予測と観測の強化を目的として設立され、CENAD
は、2012 年に災害リスク評価や災害対応を目的として設立された組織である 18)。
自然災害に対する警戒情報(アラート)発出の流れを図 3－16 に示す。まず第 1 ステップと
して、気象や地質の専門家により構成される CEMADEN のオペレーターが、CEMADEN 自
ら国内に設置する雨量計・気象レーダーからの情報や、各気象機関から得られた情報等を
もとに、24 時間体制で国内の降雨状況等を監視し、必要に応じて CENAD に警戒情報を発
出する 19)。第 2 ステップとして、CENAD が州及び市・市民防御局に警戒情報を伝達する。
第 3 ステップとして、警戒情報を受け取った市・市民防御局が災害発生リスク箇所に居住
する住民に対し、サイレン、メディア等活用して警戒警報を発信する流れである。
なお、市・市民防御局は、市政府によってその活動内容は異なるものの、自然災害に対
する警戒活動、警戒情報の発信・周知、避難の促進を図ることを目的とする組織である。

■CEMADENが設置する雨量計・気象レーダーからの情報
■気象機関から得られた情報

1

CEMADEN

・24時間体制で国内の降雨状況等を監視
・必要に応じて、CENADに警戒情報を発出

警戒情報を発出

2

CENAD

・州/市・市民防御局に警戒情報を伝達

警戒情報を伝達

州/市の

3 市民防御局

・州：市の市民防御局に助言
・市：災害発生リスク箇所の住民に対し、
サイレン、メディア等により警戒警報を発信

(市)警戒情報を発信・周知

4

住民

図３－１６ ブラジルにおける自然災害警戒情報(アラート)発出の流れ
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第３項 連邦及び市政府における「都市計画」関連予算
本項では、都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以後の連邦及
び市政府予算における「都市計画」関連予算の概要を整理する。
連邦政府予算の仕組みとして、政府全体で策定する「PPA(Plano Plurianual da União、日本
語名称：多年度計画)」に位置付けられたプログラムに対して予算が配分される。この PPA
は、Constituição da República Federativa do Brasil de 1988(1988 年ブラジル連邦共和国憲法。以
下、憲法)20)Art.165 が存在根拠であり、PPA の改定ごとに連邦法で規定される。PPA にはプ
ログラム別に 4 ヵ年の参考予算額、目標、施策が記載されている。表 3－6 に PPA(2016-2019)
に記載された「都市計画」関連のプログラムを示す。PPA(2016-2019)では相対的に「都市計
画」プログラムの参考予算額は低く、インフラ整備を伴う「都市モビリティと交通」プロ
グラムの参考予算額は高く位置付けられていた。
次に、防災プロジェクトのパイロット事業サイトである市政府を対象に、
「都市計画」関
連予算がどのように位置付けられているのかを把握する。表 3－7 にパイロット事業サイト
である市政府における「都市計画」関連予算を示す。データが得られた 2 都市とも、予算
全体に占める「都市計画」関連予算はわずかであり、別途、公共事業費等を計上していた。
以上より、連邦政府及び市政府における「都市計画」関連予算を俯瞰すると、
「都市計画」
と明示的に予算支出費目が設定されているものの、その予算額は他のインフラ関連予算と
比較して相対的に少ない状況であった。
第４節 本章のまとめ
本章では、都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジェクト開始(2013 年)以前からの環
境と、以後の環境に大別した上で、ブラジル国内の防災・都市計画を取り巻く環境を自然
災害の発生状況や、それらに対処するために開始された防災プロジェクトの実施体制、開
始経緯・目的意識、等に着目して把握した。以下に、その要点を示す。

表３－６ 連邦政府：PPA(2016-2019)に記載された「都市計画」関連プログラム
(参考予算額は４か年の総額。参考文献 21)をもとに筆者作成）

PPA(2016-2019)
プログラム
2029

地域・領土開発

2048

都市モビリティと交通

2054

都市計画

参考 2040

災害リスク管理

参考予算額
(万レアル)

参考予算額
(億円)

50,000

105

500,000

1,045

30,000

63

100,000

209

為替レート（2020年7月23日現在）：20.9（円/レアル)
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表３－７ 市政府：防災プロジェクト・パイロット事業サイトにおける「都市計画」
関連予算(参考文献 22)23)をもとに筆者作成）
ペトロポリス

ノバフリブルゴ

ブルメナウ

「都市計画」関連予算

210

－

2,696

(上段：万レアル)
(下段：億円)

0.4

－

5.6

予算全体に占める
割合(%)

0.2
2019

年度
備考

都市計画費。
インフラ、住宅関係費は
別途。

1.2

－
－

2020

－

都市計画局・直接管理費。
公共工事関係費は別途。

為替レート（2020年7月23日現在）：20.9（円/レアル)

(※)ノバフリブルゴ市は公開データが存在せず。

1)ブラジルにおける自然災害の発生状況として、人的・物的被害ともに「土砂災害」が大き
く、特に、人口が集積する大西洋沿岸部の山岳地域を中心に発生しており、2011 年の大規
模土砂災害も同地域で発生していた。
2)防災プロジェクト協力要請経緯として、以下が明らかとなった。まず、2011 年の大規模
土砂災害以前より、日本政府・JICA はブラジル国内で防災セミナー等を開催するなど、
防災に関する対ブラジル技術協力を視野に入れ、また、ブラジル連邦政府も我が国による
同技術協力に関心を寄せていた。その後、ブラジル連邦政府は、防災に関する法制度や組
織を構築したものの、特に①都市計画・管理分野、②シビル・ディフェンス分野(災害リ
スク評価・マッピング、災害対応・避難計画)、③防災科学技術分野(自然災害監視・予測・
警報)に関する知見・技術・経験が不足していると認識し、当該分野を対象とする技術協
力 (防災プロジェクト)を我が国に要請した。結論として、我が国への技術協力要請に至
った要因は、継続的なセミナー開催や意見交換といった、これまでの両国間の交流が大き
く影響したものと考えられる。
3)「都市拡張計画」分野を担当する都市省が技術協力開始時に抱いていた問題意識として、
「国家防災法に基づき、災害リスクを考慮した都市計画が義務化されたが、それを指導で
きる技術・能力がない。そのため、既存の都市計画制度に対して何かしらの対応が必要」
と当初から認識していた。しかし、どう対処すべきか手探りの状態で技術協力が開始され
たものと考えられる。
4)連邦政府及び市政府における「都市計画」関連予算を俯瞰すると、
「都市計画」と明示的
に予算支出費目が設定されているものの、その予算額は他のインフラ関連予算と比較して
相対的に少ない状況であった。
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〈第３章の補注〉
(1)国家統合省：国家市民防御・保護局国家災害リスク管理センター担当者による解説。
(2)第 4 章で詳述するように都市計画制度の一種である。ブラジルの場合、未だ都市部で開
発圧力が旺盛であるため、都市“拡張”計画と呼ばれる計画制度が存在する。
(3)Lei No.12.608,de 10 de abril de 2012(2012 年 4 月 10 日第 12,608 号法。以下、連邦国家防災
法)を指す。連邦国家防災法については第 4 章で詳述する。
〈第３章の参考文献〉
1)外務省：ブラジル連邦共和国(Federative Republic of Brazil）基礎データ、https://www.mofa.go.
jp/mofaj/area/brazil/data.html、2020 閲覧
2)在ブラジル日本国大使館：110 年を迎えたブラジルの日系社会、https://www.br.emb-japan.go.
jp/files/000441270.pdf、2020 年閲覧
3)(独)国際協力機構：ブラジル国統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト(調査フ
ェーズ)、ドラフトファイナルレポート(修正版)、2014
4)United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division ：World
Urbanization Prospects 2018, https://population.un.org/wup/Download/, 2020 年閲覧
5)Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística：População,https://cidades.ibge.gov.br/brasil/, 2020
年閲覧
6)東京都：都内区市町村マップ、区市町村別 人口・面積、https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/
tokyoto/profile/gaiyo/kushichoson.html、2020 年閲覧
7)横浜市：長期時系列データ、人口・世帯総数、https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokoha
mashi/tokei-chosa/portal/jinko/choki.html、2020 年閲覧
8)大阪市：大阪市の概要、https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000402930.html、2020
年閲覧
9)Oliveira, N. B.：Geography and urban-regional planning: the challenge of urban and metropolitan
management, SEMANA DAS LICENCIATURAS, s.n., Brasília, 2013
10)一般財団法人土木研究センター：土木用語解説、http://www.pwrc.or.jp/yougo_g/pdf_g/y0805
-P047-047.pdf、2020 年閲覧
11)(独)国際協力機構：案件概要表(統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト)、
http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjDoc309.nsf/VIEWJCSearchX/A2D2A680410379EE4925802900
29118D/$FILE/1200128_%E6%A7%98%E5%BC%8F1-1%E3%80%80%E6%A1%88%E4%BB
%B6%E6%A6%82%E8%A6%81%E8%A1%A8.pdf、2017 年閲覧(2020 年時点、閲覧不可)
12)Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística：População, https://cidades.ibge.gov.br/brasil/, 2020
年閲覧
13)Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística：Tabela 200 - População residente, por sexo,
situação e grupos de idade - Amostra - Características Gerais da População, https://sidra.ibge.go
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v.br/Busca?q=populacao,2020 年閲覧
14)(独)国際協力機構・ブラジル事務所：悲劇から 2 ヵ月。災害を繰り返さないために−防災
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フェーズ）業務完了報告書、pp.1、2015
17)(独)国際協力機構：ブラジル国統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト・中
間レビュー調査報告書、pp.A8-3、2016
18)(独)国際協力機構：安全な社会への再出発 ブラジル、
mundi、
2017 年 10 月号、
https://www.j
ica.go.jp/publication/mundi/1710/201710_03.html、2020 年閲覧
19)山越隆雄・成戸章典・岩波英行・西村智博・郷内吉瑞・下田義文・竹島秀大・楊普才：
ブラジル統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクトでの取り組み、砂防学会誌、
Vol.71、No.1、pp.43-52、2018
20)Presidência da República, Casa Civil：CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, 2020 年
閲覧
21)MINISTÉRIO DA ECONOMIA：Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, Anexo I, http://www.planej
amento.gov.br/arquivos-e-imagens/secretarias/arquivo/spi-1/ppa-2016-2019/anexo-i-ppa-2016-2
019-atualizado, 2020 年閲覧
22)Petropolis：Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2019, http://www.petropolis.rj
.gov.br/pmp/phocadownload/destaques/2018/agosto/projeto%20loa%202019%20compilado.pdf#
search=%27petropolis+orcament+2019%27, 2020 年閲覧
23)Câmara Municipal de Blumenau：Projeto de Lei 7922/2019, https://digital.camarablu.sc.gov.br/do
cumento/projeto-de-lei-7922-2019-364779, 2020 年閲覧
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第４章 ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画法制度の全容と適用実態 1)
第１節 本章の目的と構成
本章では、2011 年の大規模土砂災害を契機に、ブラジル連邦政府により災害リスクを考
慮して再構築された都市計画法制度に関して、既存研究ではみられない検討プロセス・問
題意識、特長、課題、適用実態をヒアリング調査、文献調査、現地調査等を通じて明らか
にする。具体的には、1)ブラジル連邦政府により再構築された都市計画法制度の特長及び課
題を把握するため、連邦法の条文解読とともに、都市計画・土地利用に着目した私権制限
等に関する国際比較分析を通じて考察、解明する。そして、2)都市計画法制度の適用実態を
ブラジル国内 3 都市のマスタープランを対象とした都市間比較分析により把握し、3)災害リ
スク評価に基づく都市計画(マスタープラン)の見直し実態及び自治体による工夫点を事例
分析により把握する。
以下、まず、第 2 節で本章の調査方法について述べる。そして、第 3 節でブラジル憲法・
連邦法に基づく都市計画法制度の全容を文献調査により明らかにし、第 4 節で再構築に至
るプロセスや、ブラジル連邦政府の問題意識の把握とともに、再構築された都市計画法制
度の特長及び課題をヒアリング調査、文献調査、そして「住居・土地、私権制限」に関す
る国際比較分析により考察、解明する。第 5 節でパイロット事業サイトである 3 都市のマ
スタープランを対象とし、
「災害リスク」
・
「低所得者層向け住宅対策」に着目したマスター
プラン都市間比較分析により都市計画法制度の適用実態を把握する。第 6 節でパイロット
事業サイトであるノバフリブルゴ市のマスタープラン改定案を対象とし、その改定概要、
改定に伴うゾーニング見直しプロセス及びゾーニング見直しの実態・工夫点を文献調査、
ヒアリング調査及び現地調査により把握する。最後に、第 7 節で本章のまとめを示す。
第２節 本章の調査方法
本章では、文献調査、ヒアリング調査及び現地調査を実施した(表 4－1)。具体的には、文
献調査はブラジル連邦政府、市政府等が一般公開する各種法律や、マスタープラン等に関
する情報を収集・翻訳することで実施した。そして、文献調査の結果を補うため、ヒアリ
ング調査をブラジル連邦及び市政府に対して複数回にわたり対面及びメールによって実施
した。更に、市政府による災害リスクを考慮した都市計画見直し実態を把握するため、現
地調査を実施した。
第３節 ブラジル憲法・連邦法に基づく都市計画法制度
第１項 全体概要
ブラジルにおける都市計画法制度の構造を解明するため、まず法令の根幹をなす憲法 2)
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に着目し、都市計画に関する位置付けを明らかにする。ブラジルは憲法に基づき連邦制を
採用している。連邦政府の権限は限定的で、地方政府(州及び市政府)に対して多くの権限が
付与されており、都市計画分野も同様である。憲法には、連邦、州及び市政府それぞれの
都市計画に関する権限が明記されている。
連邦、
州及び市政府の主な権限を表 4－2 に示す。
表 4－2 より、
連邦政府は都市計画に関する国家的計画、
方針及び関連連邦法の制定を担い、
市政府は都市計画に関する具体的計画、連邦法及び州法に規定のない事項に関する法律の
制定及び事業実施を担っていることがわかる。

表４－１ 本章の調査方法
項目

内容
ブラジル連邦政府、市政府等が一般公開する各種法律、マスタープラン等に関する情報
を収集・翻訳することで実施。

文献調査

・実施先

：①都市省国家都市開発局都市計画・管理部：都市計画担当課長
②国家統合省国家市民防御・保護局国家災害リスク管理センター：分析官
③リオデジャネイロ州ノバフリブルゴ市環境・持続的都市開発局：副局長
・実施期間：①2015年6月～2017年8月、2019年7月
ヒアリング調査
②2017年11月～12月
③2017年8月～12月
・実施方法：①対面、メール
②メール
③対面、メール
・実施先

：リオデジャネイロ州ノバフリブルゴ市
(被災集落、災害復旧工事現場、災害公営住宅、都市拡張地域)
・実施期間：2015年10月、2017年11月

現地調査

表４－２ 憲法に規定された都市計画分野に関する連邦、州及び市政府の主な権限
政府

連邦

州

条文

条文記載概要

Art.21,Ⅸ

土地整備及び経済社会開発に関する国家・地域計画の策定
及び実施。

Art.21,XX

住居、基本的な衛生、都市交通を含む都市開発に関する指針
の策定。

Art.22,Ⅱ

収用に関する法律の制定。

Art.24,Ⅰ

都市に関する法律の制定。

近隣市で構成される大都市圏、人口集積地及び小地域を設立
Art.25,§3
し、共通関心事項に関する組織、計画及び実施の統合が可能。
Art.30,Ⅰ

地方の利害に係る事項に関する法律の制定。

Art.30,Ⅱ

連邦法及び州法に規定のない事項に関する法律の制定。

Art.30,Ⅷ

都市の土地の利用、分割及び占用に関する計画及び管理を通
じた適切な土地整備の促進。

Art.182,§1

市議会が承認するマスタープランは人口2万人以上の都市に
義務付けられ、開発及び都市拡張政策の基本的手段である。

Art.182,§2

マスタープランで示される都市の秩序化の基本的要請に基づ
き、都市の土地はその社会的機能を果たす。

市
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そして、憲法(Art.24.I)に規定された「都市に関する法律の制定」に基づき、我が国の都市
計画法に相当する Lei No.10.257, de 10 de julho de 2001(2001 年 7 月 10 日第 10,257 号法。以
下、連邦都市法)3)が制定されている。表 4－3 に、連邦都市法の条文記載概要を示す。連邦
都市法では、主に「都市政策ツールの規定(1)(Art.4～Art.38 及び Art.46。具体例として、付録
－3 に「都市運営共同事業体(Art.32～Art.34)」及び「建設権の譲渡(Art.35)」の制度概要を示
す)」
、「マスタープランの作成(Art.39～Art.42)」等が記載されるのみで、具体的な都市計画
制度(我が国の都市計画制度である区域区分、地域地区、都市施設、市街地開発事業等に相
当)については連邦都市法に規定されていない。そのため、一定程度都市化が進行又は見込

表４－３ 連邦都市法・条文記載概要
条文
第1章

条文記載概要
一般指針
本法律の位置付け（憲法Art.182及びArt.183に基づく都市政策実施
Art. 1
のための法律）。
Art. 2
都市政策の目的。
Art. 3
連邦政府の所管事項。
第2章
都市政策ツール
Art. 4
都市政策ツールの一覧。
Art. 5
低未利用地における土地の強制利用、強制分割、強制建設の実施。
Art. 6
不動産の譲渡。
Art. 7
都市不動産税の年月経過累進課税。
Art. 8
公債払いによる不動産収用。
Art. 9～14 都市不動産の特別占有。
Art. 15～20 ※条文削除※
Art. 21～24 地上権。
Art. 25～27 市政府による都市不動産の先買権。
Art. 28～31 有料許可建設権。
Art. 32～34 都市運営共同事業体。
Art. 35
建設権の譲渡。
Art. 36～38 近隣影響調査。
第3章
マスタープラン
Art. 39
都市不動産の社会的機能。
Art. 40
マスタープランの位置付け。
Art. 41
マスタープランの作成義務対象都市。
Art. 42
マスタープランへの最低限の記載事項。
Art. 42-A(※) マスタープランへの配慮事項。
Art. 42-B(※) 都市拡張計画への配慮事項。
第4章
都市の民主的運営
Art. 43～45 委員会、公聴会等。
第5章
総合的規定
Art. 46
不動産共同事業体。
Art. 47
都市不動産の税金及び公共サービス料金。
住宅担当政府機関が行う住宅プログラム等への公共不動産の実質
Art. 48
利用権譲渡契約。
Art. 49
市政府及び州政府による建設工事等に関する検査。
Art. 50～57 その他雑則。
(※)第4章第4節で示すLei No.12.608, de 10 de abril de 2012に基づき追加。

59

まれ、それら都市計画制度の制定が必要と判断する市政府は、ゾーニングの区分を含めて
独自に検討、規定する必要がある。ここで、ブラジルにおける都市計画法制度概念図を図 4
－1 に示す。次項からは、連邦都市法の制度スキームの中でもとりわけ根幹をなす「マスタ
ープラン」及び「都市拡張計画」を中心に述べる。
なお、図 4－1 に示す都市計画法制度以外に、第 2 章第 6 節第 2 項で述べたように、民間
による都市開発を規定した連邦土地分割法 4)がある。連邦土地分割法では、土地分割に係る
許可要件、行政手続き、罰則等を規定しているが、土地分割の対象となる施設内容、詳細
な技術基準、詳細な行政手続き内容は示されていない。市政府は、連邦土地分割法に基づ
き、開発許可に係る独自制度を構築することになる。
第２項 マスタープラン
マスタープラン(ポルトガル語名称：Plano Diretor)は、
憲法 Art.182,§1 及び連邦都市法 Art.40
により「市の法律に基づいて承認され、都市開発及び都市拡張政策の基本的手段」である
と規定されており、連邦都市法 Art.41 に基づき、1)人口 2 万人以上、2)大都市圏及び人口密
集地、等に該当する市政府に対して作成義務が課せられている(表 4－4 に、マスタープラン
作成義務対象都市を示す)。マスタープランへの記載事項は、連邦都市法 Art.42 に「最低で
も(土地の利用等に関わる)Art.5、25、28、29、32 及び 35 について記載する必要がある」と
規定されている。言い換えると、それ以外の項目については市政府の裁量により、必要に
応じて規定することになる。一般的にマスタープランへは、将来の都市像を記載するとと

都市拡張計画（都市拡張地域が対象）
・根拠法：連邦都市法、市法律（マスタープラン関連）

新市街地（都市拡張地域）

既成市街地
都市拡張
地域

マスタープラン（市域全体が対象）

：市域

・根拠法：憲法、連邦都市法、市法律（マスタープラン関連）
・内容：各種都市政策、都市計画制度 等

（※）上記のほか、市政府は土地利用法など個別法を制定する。

図４－１ ブラジルにおける都市計画法制度概念図
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表４－４ 連邦都市法 Art.41 に規定されたマスタープラン作成義務対象都市
条文
マスタープラン作成義務対象都市
Art. 41 マスタープランは、（以下の条件に合致する）都市への義務である。
I

人口2万人以上。

Ⅱ

大都市圏及び人口密集地。

III

憲法Art.182,§4に示された手法の活用を意図する自治体。

IV

観光関連の特別地域。

V

全国規模又は地方のプロジェクトや活動により環境影響を受ける地域。

VI
(※)

大規模な影響を及ぼす地すべり、突発的な洪水、関連する地質学的又
は水文学的事象を受けやすい地域を含む自治体として全国登録簿（3）に
登録された自治体。

(※)第4章第4節で示すLei No.12.608, de 10 de abril de 2012
に基づき追加．

もに、具体的な都市政策や都市計画制度を記載し、法制化することでその効力が発揮され
る。 ただし、前述のとおり市政府が遵守すべき記載事項は限定的であることから、結果的
に市政府によってマスタープランへの記載事項は異なったものになる。
第３項 マスタープラン記載概要の都市間比較分析
市政府によってマスタープランへの記載事項は異なることから、本項では、防災プロジ
ェクトのパイロット事業サイトである 3 都市において策定されたマスタープラン(現行の計
画)の都市間比較を行い、市政府間でどのような違いがみられるのか把握する。各都市のマ
スタープラン記載概要を表 4－5 に示す。その結果、マスタープランは、都市計画を中心と
した計画から、他分野を含む総合計画的位置付けの計画まで幅広く作成されていることが
明らかとなった。なお、ノバフリブルゴ市及びブルメナウ市はマスタープランにゾーニン
グの区分を規定する一方、ペトロポリス市はマスタープランにゾーニングの区分を規定し
ていないという違いもみられた。このようなマスタープランへの記載事項に大きな違いが
みられる要因として、前項で述べたように、1)必須の記載事項が限定的であること、そして、
2)連邦制によって市政府の独立性が保障されていることから、各都市が置かれた状況に即し
てマスタープランの位置付けを検討していることが考えられる。
第４項 都市拡張計画
将来的に都市を拡張させようとする場合、連邦都市法 Art.40 に基づき、マスタープラン
の一部として位置付けられる「都市を拡張する場合に作成する特別計画(ポルトガル語名
称：Projeto específico que ampliar o seu perímetro urbano。以下、都市拡張計画)」を作成する
必要がある。ブラジル都市省都市計画担当者の見解として、都市拡張計画は、新市街地開
発のみに限定されるものではなく、既成市街地内における開発も対象になるとのことであ
る。つまり、平面的都市拡張とともに、既成市街地の集積化による垂直的都市拡張も対象
となり、新たに面的な都市開発を行う場合は、都市拡張計画の作成が求められる。
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第５項 民間による都市開発の実態
第 1 項で述べたように、市政府は、民間都市開発を規定した連邦土地分割法に基づき、
開発許可に係る独自制度を構築することになる。しかしながら、一般的にブラジルにおけ
る都市開発事業は、まず民間の開発事業者自らが宅地開発及び当該地へのアクセス道路を
整備し、後追い的に行政が当該都市開発事業を認可する流れであるといわれる(2)。その後、

表４－５ マスタープラン記載概要の都市間比較（章・節単位で記載）
リオデジャネイロ州
ペトロポリス市5
公表年
（現計画）

サンタカタリーナ州
ノバフリブルゴ市

2014年

序文
戦略的目標

分野別指針

都市計画手法

記載概要
（現計画）

)

・マスタープランの目的
・予算計画との関係
・関連する法律及び計画
マスタープランの目標
総合規定
経済開発政策
地域統合
環境政策
自然リスクの軽減
土地構成と土地利用
都市交通
水供給
衛生下水
固形廃棄物の収集と廃棄
住宅政策
社会援助促進政策
保健政策
教育政策
文化観光政策
スポーツ・レジャー政策
安全政策
農村供給・生産・開発政策
高齢者権利政策
強制分割、強制建設及び強制利用
建設権の許可及び利用変更
建設権の譲渡
先買権
都市不動産税の年月経過累進課税
近隣影響調査
都市運営共同事業体
社会的関係特別地域
都市不動産の特別時効取得

適用範囲
モニタリング、管理及び評価
計画と参画のための仕組み
最終的規定

6)

7)

ブルメナウ市

2006年
・マスタープランの位置付け
・予算計画との関係
・マスタープランの対象範囲

序文

原則と目標

都市政策と土地管理

・都市政策の原則
・マスタープランで達成すべき目標
民主的で参加型による計画及び管理
社会経済開発、雇用及び収入の創出
生活の質及び環境衛生
住宅及び土地の適正化
統合されたアクセス可能な土地
環境及び文化遺産の保護
・文化財の保全と評価
・自然物の評価
計画土地単位の区分
都市ゾーニング
・ゾーニング区分及び指定範囲

2018年

予備的規定

原則と指針

土地構成計画

ベンガラス川及びリベイロイス川の土
地構成計画
グランジ川の土地構成計画
マカエ川の土地構成計画
都市の土地利用及び占用
都市の土地利用、占用
・都市の土地利用(近隣への影響)
及び分割に関する規制
・都市の土地占用
都市の土地分割
強制分割、強制建設及び強制利用
都市不動産税の年月経過累進課税
建設権の許可
建設権の譲渡
都市政策手法
都市運営共同事業体
不動産共同事業体
先買権
地上権
近隣影響調査
都市及び土地計画管理システム
一時的規定
※別添

公共政策

・マスタープランの位置付け
・マスタープランの対象範囲
・関連計画及び予算との関係
・マスタープランに従うべき法律
・マスタープランの更新時期
マスタープランが従うべき原則、指針
民主的管理公共政策
行政管理公共政策
教育公共政策
保健公共政策
文化公共政策
スポーツ公共政策
レジャー公共政策
社会援助公共政策
経済開発公共政策
観光公共政策
環境公共政策
基礎衛生公共政策
防災公共政策
社会保障公共政策
社会的関係住宅公共政策
都市部土地正常化公共政策
都市開発公共政策
(土地の分割・利用・占用、移動システ
ム、地図作成とマルチファイナリティの
技術登録、都市アクセシビリティ、公共
空間と都市景観の利用)

土地計画

ゾーニング図 等

都市政策手法

都市交通公共政策
文化遺産保護公共政策
マクロゾーニング
土地の占用制限
市の活動分類
法的都市計画手法
・強制分割、強制建設及び強制利用
・都市不動産税の年月経過累進課
税
・公的債務不履行の認可
・空き家の接収
・不動産共同事業体
・先買権
・建設権の許可
・土地利用変更
・建設権の譲渡
・都市運営共同事業体
・地上権
・近隣影響調査
住居促進・都市部土地正常化手法
・都市不動産の特別時効取得
・社会的関係特別地域
・住居目的のための特別利用許可
・実際の利用権の許可
管理民主化手法
・公聴会
・公共会議
・評議会
・参加型予算管理

最終的規定及び条項
※別添
マクロゾーニング図 等

(※)表 4－5 内の名称は、同じ内容であっても各都市のマスタープランでの記述を尊重して翻訳している
(例：都市計画手法(INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS)、都市政策手法(INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA))。
(※)2 都市以上で内容が共通する項目を着色している(青色)。なお、ゾーニング区分など、その詳細は市
政府ごとに異なる。
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行政が民間による都市開発事業をフォローする形で関連する社会資本整備を行う流れとい
われ(図 4－2)、通常、予め行政が作成した各種計画に基づく都市開発事業は行われていない
(つまり、災害リスクを考慮することなく、民間による都市開発が行われている)。この点は、
ブラジルにおける都市問題のひとつと認識されている(2)。
第４節 災害リスクを考慮した都市計画法制度(連邦都市法)再構築の実態分析
第１項 災害リスクを考慮した都市計画法制度(連邦都市法)再構築に至る問題意識
ブラジル連邦政府は、2011 年に発生した大規模土砂災害を契機に、1)市民保護・防御国
家政策、市民保護・防御国家システム、市民保護・防御評議会、災害情報・監視システム
の構築、2)連邦・州・市による災害リスク低減に向けた必要な対策の義務化等を目的とした
Lei No.12.608,de 10 de abril de 2012(2012 年 4 月 10 日第 12,608 号法。以下、連邦国家防災法)8)
を 2012 年に制定した。同時に、連邦国家防災法を根拠として連邦都市法を再構築(法改正を
実施)し、Art.42-A 及び Art.42-B を追加することで、災害リスクを考慮したマスタープラン
及び都市拡張計画を市政府が策定するよう求めている。
本項では、ブラジル連邦政府がどのような問題意識のもと、都市計画法制度(連邦都市法)
の再構築を図ったのか、ヒアリング調査及び文献調査(第 3 章既報)から探る。それら調査結
果を図 4－3 に示す。まず、①連邦都市法再構築に係る検討体制、プロセスについて都市省
都市計画担当課長(2017 年当時)にヒアリング調査を行った(電子メールにより、2019 年 7 月
実施)。その結果、連邦都市法改正案は、関係省庁間(都市省、国家統合省、鉱山エネルギー
省鉱物資源調査局)で議論され、都市省からは都市計画担当部長のみが参加し、都市省の技
術担当官は一切検討プロセスに参加していないとのことであった。更に、連邦都市法改正
に係る法案作成は、当該都市計画担当部長が全てを行い、その法案内容について都市省内
で議論は行われていなかった。そして、②技術協力要請時、③技術協力開始時それぞれの
ブラジル連邦政府の問題意識を、第 3 章で述べたとおり文献調査を通じて明らかにした。
以上の結果より、ブラジル連邦政府が既存の都市計画制度に対して何らかの問題を認識
していたことは確認できたものの、連邦都市法再構築に至る、ブラジル連邦政府の明確な
問題意識を把握することはできなかった。ここで、連邦都市法は冒頭述べたように、連邦

図４－２ ブラジルにおける一般的な都市開発の流れ(補注(2)に基づく)
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連邦都市法

1 改正時

技術協力

2 要請時

【3章既報】

技術協力

3 開始時

【3章既報】

■ 都市省担当部長(当時) : 独断で改正案を作成。
担当者は一切検討プロセスに参加していない。
【都市省都市計画担当課長（当時）へのヒアリング結果】

■ 「都市計画・管理分野」に課題があると認識。
課題の具体的内容は不明。

■ 「都市計画制度に対し、何らか対応が必要」と
認識。 ただ、手探りの状態で開始。

連邦国家防災法 より推論
市政府の責務 : 災害リスク区域での土地利用(占用)、禁止
→ それらに対応するための都市計画的アプローチとして、
連邦都市法を改正(Art.42-A、Art.42-B追加)したと推論。

図４－３ 災害リスクを考慮した都市計画法制度（連邦都市法）再構築に至る問題意識

国家防災法を根拠に改正されている(連邦国家防災法 Art.26：連邦都市法に Art.42-A 及び
Art.42-B を追加する旨規定)。連邦国家防災法では、
『災害リスク低減策を講ずることは連邦、
州及び市政府の責務(Art.2)であり、市政府の責務として「災害リスク区域の特定及びマッピ
ング(Art.8, IV)」
、
「災害リスク区域の監視を促進し、同区域での新たな占用を禁止(Art.8, V)」
等を規定』している。これより、災害リスク区域での土地利用(占用)の禁止を市政府に求め
ることから、それらに対応するための都市計画的アプローチとして、連邦都市法に Art.42-A
及び Art.42-B を追加したものと推論される。
第２項 災害リスクを考慮した都市計画法制度(連邦都市法)再構築の特長
連邦都市法再構築に伴い改正された条文一覧を表 4－6 に示す。
連邦都市法再構築により、
マスタープラン作成義務対象都市を規定する連邦都市法 Art.41,VI に「大規模な影響を及ぼ
す地すべり、突発的な洪水、関連する地質学的又は水文学的事象を受けやすい地域を含む
自治体として全国登録簿(3)に登録された自治体」が追加された。これにより、これまでの対
象都市(表 4－4)に加え、災害リスクを有する都市に対してマスタープラン策定の義務が課さ
れることになった。
更に、
表 4－7 に示すマスタープランへの配慮事項(連邦都市法 Art.42-A)、
表 4－8 に示す都市拡張計画への配慮事項(連邦都市法 Art.42-B)が追加された。本項では、
これら追加された配慮事項の内容から、再構築された連邦都市法の特長を考察する。
表 4－7、表 4－8 より、再構築された連邦都市法では、
「①災害リスクと共存しつつ、将
来にわたる市民生活や産業活動等を持続的に行うための対応」として、
“災害リスクマップ
の作成(Art.42-A, II)、雇用及び収入創出促進のための土地利用基準(Art.42-A,I、Art.42-B,IV)、
予防措置行動計画及び災害リスク地域の人口再配置計画(Art.42-A,III)、都市の排水方策
(Art.42-A,IV)、公共公益施設の配置計画(Art.42-B,III)、緑地保護等の計画(Art.42-A,VI)、環境、
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歴史及び文化遺産保護の計画(Art.42-B,VI)、都市化による負担・便益配分及び不動産価格上
昇保証メカニズム(Art.42-B,VII)”を規定していた。そして、ブラジルをはじめとした開発途
上国特有の課題である「②災害リスク箇所において低所得者層が不法占拠等により行う無
秩序な住宅建設への対応」として、
“非合法の都市居住地の正常化に向けた社会的関係特別

表４－６ 連邦都市法再構築に伴う改正条文一覧
条文

連邦都市法 改正内容

備考

Art.2, V, h

「都市政策の目的」の一つとして、『土地利用の整理及
び管理により、災害リスクへの人々の暴露を回避する 条文に新たな項目を追加
こと』が追加。

Art.41, VI

「マスタープラン作成義務対象都市」に、『大規模な影
響を及ぼす地すべり、突発的な洪水、関連する地質学 条文に新たな項目を追加
的又は水文学的事象を受けやすい地域を含む自治体 (表4-4参照)
として全国登録簿に登録された自治体』が追加。

Art.42-A

『マスタープランへの配慮事項』が追加。

新たな条文を追加(表4-7参照)

Art.42-B

『都市拡張計画の配慮事項』が追加。

新たな条文を追加(表4-8参照)

表４－７ 連邦都市法 Art.42-A に規定されたマスタープランへの配慮事項
条文

マスタープランへの配慮事項

Art. 42-A

大規模な影響を及ぼす地すべり、突発的な洪水、関連する地質学的又は
（3）
水文学的事象を受けやすい地域を含む自治体として全国登録簿 に登録
された市のマスタープランは、Art.42で予見される以下に掲げる内容以上
を含まなければならない。

I

土地利用の多様性や雇用及び収入の創出を促進するための、土地の分
割、利用及び占用の基準。

Ⅱ

大規模な影響を及ぼす地すべり、突発的な洪水、関連する地質学的又は
水文学的事象を受けやすい地域を含むマッピング。

III

予防措置行動計画及び災害リスク地域の人口の再配置計画。

IV

災害の影響を予防及び軽減するために必要な都市排水方策。

V

Lei no 11.977,de 7 de julho de 2009に基づく非合法の都市居住地の正常
化のための指針、そして、社会的関係特別地域及びその他の都市政策手
法の設定による社会的関係住宅に関する区域の想定。

VI

都市の防水性を低減するため、市の緑地地域の保護及び占用ための検証
及び方針。

§1

リスク地域の確認及びマッピングは地質図を考慮する。

§2

マスタープランの内容は、Lei no 9433,de 8 de janeiro de 1997に基づく水
資源計画に掲載された規定と調和しなければならない。

§3

市は法定期間に従ったマスタープランの再検討に際して、本条文の規定に
適合させる。

§4

市議会の承認を得た本法Art.41,VIに合致するマスタープランを有しない市
は、市議会の承認を得るための送付期間として5年を与える。
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表４－８ 連邦都市法 Art.42-B に規定された都市拡張計画への配慮事項
条文

都市拡張計画への配慮事項

Art. 42-B

市は、都市を拡張させる場合、最低限、以下に掲げる内容を含む特別計画
を作成しなければならない。

I

新たな都市境界の決定。

Ⅱ

都市化抑制のための区域、及び自然災害の危険に応じた特別管理を受け
る区域の線引き。

III

インフラストラクチャー、道路システム、公共・都市・社会各施設及び設備
のための特別指針及び利用される地域の規定。

IV

土地利用の多様性や雇用及び収入の創出を促進するための、土地の分
割、利用及び占用の基準の規定。

V

社会的関係特別地域及びその他の都市政策手法の設定による社会的関
係住宅に関する区域の想定。

VI

環境、歴史及び文化遺産の保護のための指針及び特別手法の規定。

VII

都市拡張地域の都市化プロセスにより生じる負担と便益の配分、及び公
権力の行使に起因する不動産価格上昇を共有するための保証メカニズム
の規定。

§1

本条文の冒頭を取り扱う特別計画は、市の法律により指定され、マスター
プランの指針を考慮しなければならない。

§2

マスタープランが冒頭に定められた要求事項を含む場合、市は本条文の
冒頭で扱う特別計画の作成が免除される。

§3

新たな都市境界における土地の分割計画の承認は、特別計画の存在に
制約されるとともに、特別計画の意向に従わなければならない。

地域設定等による社会的関係住宅の区域計画(4)(Art.42-A,V 及び Art.42-B,V)”を規定してお
り、都市計画(マスタープラン、都市拡張計画)でそれら①②を検討、規定するよう求めてい
ることが明らかとなった。なお、マスタープランは、連邦都市法 Art.40,§3 に基づき最低 10
年に一度改定する必要があるため、都市拡張計画とあわせて社会的、経済的状況等をふま
え定期的に見直しが可能であり、災害リスクも最新の状況をふまえた見直しが可能である。
第３項

国際比較分析を通じたブラジル「憲法・連邦都市法」における住居・土地、私権

制限の位置付け
本項では、災害リスクを考慮した都市計画法制度の実効性の観点から重要となる「住居・
土地、私権制限」に関するブラジル憲法・連邦都市法上の位置付けを明らかにする。具体
的には、ブラジルのほか、日本、イギリス、フランスにおける法律、指針等を対象とし、
都市計画・土地利用に着目した私権制限等に関する国際比較分析を通じて、ブラジルにお
ける相対的な位置付けを明らかにする。ここで日本、イギリス、フランスを比較対象とす
る理由として、第 2 章で述べたとおり、それら諸外国には、災害対策としての都市計画・
土地利用制度が存在するためである。
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表 4－9 に比較結果を示す。まず、住居・土地に関する各国での位置付けをみた場合、1)
ブラジルは他国と比較し、住居・土地に対する個人の権利が相対的に高く位置付けられて
いる。この点に関して、
“(不法占拠でも)5 年間その土地を占用し続ければ土地所有権を取得
できる”という憲法上の規定が、第 3 節第 5 項で述べた“ブラジルで開発許可制度が根付
かない”要因の一つとなっていると考えられる。次に、私権制限に関する各国での位置付
けをみた場合、2)ブラジルでは、公共の福祉に反する場合、他国と同様、私有財産に対して
制限が課せられている。3)ブラジル連邦都市法再構築の柱となった Art.42-A 及び Art.42-B
に対して「私権制限」
、「罰則」に関する規定は無く、他国の類似制度と比較して法的拘束
力が乏しい。実効性の観点から留意が必要である。

表４－９ 都市計画・土地利用に着目した住居・土地、私権制限に関する国際比較
日本
9)

法律、
指針

①日本国憲法
②都市計画法10)
③都市再生特別措置法
11)
(立地適正化計画)

イギリス

フランス

ブラジル
14)

National Planning Policy
①フランス人権宣言
Framework－Planning
②Plan de prevention des
Practice Guidance－Flood risk risques naturels previsibles
12)13)
and coastal change
(PPR)15)

2)16)

①憲法
3)
②連邦都市法

①第5条、XI：住居は個人の侵
すことのできない庇護の場
所。
2

住
居 ①第22条：公共の福祉に反し
・
ない限り、居住、移転及び
土
職業選択の自由を有する。
地

法
律
・
指
針
で
の
位
置
付
け

－

－

①第183条：250m までの市街
地の土地を自己のものとして
引き継いでかつ反対を受け
ることなく5年間占有し、自己
または家族の住居のために
使用するものは、…その土
地所有権を取得。
→ 1)住居は庇護の場所。
2)(不法占拠でも)5年間
占用し続けると、土地
所有権を取得。
②住居・土地に関する規定、
罰則は無い。

私
権
制
限

①第17条：所有の権利は侵す
②第53条：都市計画施設の区
ことのできない神聖なもので
域又は市街地開発事業の施
あるから、(その収用の)公の
行区域内において建築物の
必要が、法律に則って確認さ
建築をしようとする者は、… ・国が策定した、地方計画庁
れ、当然の要求とされた場合
都道府県知事等の許可が
(自治体に相当)が洪水リスク
で、かつそれに対する正当で
必要。
に対応した地域計画を策定
事前の補償を条件としてで
する際のガイダンス。
なければ、誰もそれを奪われ
②第69条：都市計画事業につ ・国は、全ての地方計画庁が
ることはできない。
いては、これを土地収用法
地域計画策定時に、ガイダン
…に規定する事業に該当す
スを適用することを推奨。
②：
るものとみなし、…。
・洪水リスク分類とゾーニング ・知事(国の機関)が策定。PPR
の設定。
に対し、自治体の都市計画に
③私権制限は無い。
優先する効力を与え、国が規
なお、居住誘導区域外で一
→義務ではないが、適用を
制を先導。
定以上の開発行為等を行う
推奨。
・複数の自然災害を対象とした
場合、市長村長に届出が必
土地利用規制ゾーニングの
要(第88条1項)。届出内容が
設定。
虚偽の場合、罰則対象
(第130条)。
→土地利用規制という、私権
制限。
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①：
・第5条、XXIV：法律は、公共の
必要もしくは利益または社会
上の利益を目的とし、公正か
つ事前の金銭上の保証を伴う
収容手続を定める。
・第5条、XXV：緊急の公共災害
の場合、権限ある官憲は私有
財産を使用できるものとし…。
→公共の福祉に反する場合、
私有財産に対して制限。
②連邦都市法再構築の柱と
なったArt.42-A,Bに対して
「私権制限」や「罰則」に関
する規定は無い。

第４項 考察
まず、第 2 項の結果より、災害リスクへの対応を目的として再構築された都市計画法制
度(連邦都市法)では、都市計画(マスタープラン、都市拡張計画)に対する配慮事項を示し、
「①災害リスクと共存しつつ、将来にわたる市民生活や産業活動等をいかにして持続的に
行うための対応」
、ブラジルをはじめとした開発途上国特有の課題である「②災害リスク箇
所において低所得者層が不法占拠等により行う無秩序な住宅建設への対応」の 2 点を考慮
することにより、低所得者層への住宅対策も配慮した、災害リスク管理型土地利用の実現
を指向していることが明らかとなった。一方で、災害リスクに対する配慮事項が示されて
いるものの、実際に都市計画を担う市政府が災害リスクを考慮した都市計画(マスタープラ
ン、都市拡張計画)をどのように検討、規定すべきか明示できておらず (例えば、災害リス
クの定義、災害リスク区域の設定方法、土地利用・施設配置への配慮方法等)、都市計画法
制度の実効性を担保するためにも、それらを補完するための指針の作成が求められていた。
次に、第 3 項の結果より、ブラジルは他国と比較し、住居・土地に対する個人の権利が
相対的に高く位置付けられていた。この点に関して、
“(不法占拠であっても)5 年間その土地
を占用し続ければ土地所有権を取得できる”という憲法上の規定が“ブラジルで開発許可
制度が根付かない”要因の一つとなっていると考えられる。そして、連邦都市法再構築の
柱となった Art.42-A 及び Art.42-B に対して「私権制限」や「罰則」に関する規定が無いこ
とから法的拘束力は乏しく、実効性の観点から留意が必要である。
第５節

「災害リスク」
・「低所得者層向け住宅対策」に着目したマスタープラン都市間比

較分析
第 3 節第 3 項において、防災プロジェクトのパイロット事業サイト 3 都市で策定された
マスタープラン記載概要を比較することにより、各都市間でマスタープランに位置付ける
分野、内容に独自性がみられる点を明らかにした。本節では、2012 年の連邦都市法再構築
の柱となった「災害リスク」、「低所得者層向け住宅対策」に着目し、それら観点が当該 3
都市のマスタープランにどのように位置付けられているのか、その適用実態を把握する。
具体的には、改定前後のマスタープランを対象とし、「desastre(災害)」、「risco(リスク)」、
「perigo(危険)」、「Zonas de Especial Interesse Social、ZEIS(社会的関係特別地域)」という関
連キーワードで該当する条文を抽出することで分析を行った。なお、前後の文脈から判断
し、
「災害リスク」、
「低所得者層向け住宅対策」に関係のない条文は対象外としている(章・
節単位で記載)。
第１項 ペトロポリス市
ペトロポリス市における改定前後のマスタープラン記載概要を表 4－10、
表 4－11 に示す。
ペトロポリス市では、2001 年、2011 年に大規模な土砂災害を経験している。このような
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背景から、2005 年に策定されたマスタープランでは、既に、
「住宅指針」において“高リス
ク箇所にある住宅を近隣地域に再配置”、「市民防御指針」において災害時の活動部隊であ
る“市民防御本部導入事業”、“建築物及びリスク地域の監察”といった取組みが示されて
いた。
その後、2011 年の大規模土砂災害を経て 2014 年に改定されたマスタープランでは、
「自
然災害リスクの低減」指針において、連邦都市法再構築(2012 年)に準拠する必要がある旨規
定され、より一層の災害リスクへの対処姿勢を鮮明にした。あわせて、災害リスク区域の
画定、対策工の実施、住宅移転先の選定等のハード対策や、コミュニティレベルでの災害
に対する意識啓発、避難訓練、避難所設定等のソフト対策も規定されている。そして、
「環
境政策」指針では、“「社会環境リスクの低減、住民の生命保護の優先、地すべり及び突発
的・規則的洪水リスク地域の検証、低減予防措置、災害リスク低減のための環境教育、気
象警報アラームシステムの設置、抑制計画、リスク地域及び新たな不法占用地域からの住
民移転」を追求”すると規定されている。
また、住宅対策としては、当初計画より低所得者層による不法占拠対策や災害リスク箇
所からの住宅移転を明記していたが、2014 年に改定されたマスタープランでは、不法占拠
対策としての社会的関係特別地域の設定とともに、都市計画手法の一つである都市運営共
同事業体(5)を用いた災害リスク箇所からの住宅移転方策を新たに規定した。これにより、災
害リスク箇所における住宅対策をより明確化するに至った。
ペトロポリス市は連邦都市法再構築(2012 年)以前から災害リスク対策に着目したマスタ
ープランを構築しており、更に、都市計画・土地利用による取組みだけではなく、市民防
御に関するハード・ソフトの取組みをバランスよくマスタープランに取り入れており、そ
れらの点が評価できる。一方で、第 6 章第 3 節第 4 項で詳述するが、ペトロポリス市は自
らが作成したマスタープランの計画実施に対して限界を感じており、マスタープランの実
効性に関しては疑問が残る。
第２項 ノバフリブルゴ市
ノバフリブルゴ市における改定前後のマスタープラン記載概要を表 4－12、表 4－13 に示
す。
ノバフリブルゴ市では 2011 年の大規模土砂災害まで、特段、大規模な被災経験はなかっ
た。このような背景から、2006 年に策定されたマスタープランでは、
「リスク地域」という
単語は幾つか出現するが、全体を通じて災害リスク対策よりむしろ、低所得者層による不
法占拠対策及び住宅対策に比重を置いた記述となっていた。その低所得者層への対応方策
として、社会的関係特別地域、都市運営共同事業体(5)、不動産共同事業体(6)を規定しており、
都市計画による解決を目指していた。
一方、2015 年に作成されたマスタープラン改定案では、2011 年の大規模土砂災害を経て、
全体を通じて災害リスクに着目した内容に改定されていた。特に、社会的関係特別地域の
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設定目的として、従来の低所得者層による不法占拠対策にあわせて「リスク地域の居住者
のため」を追加した点が特長的である。なお、ノバフリブルゴ市のマスタープラン改定案
については、その改定概要、改定プロセス、ゾーニング見直し概要を第 6 節で詳述する。
ノバフリブルゴ市は他都市と比較し、低所得者層による不法占拠対策及び住宅対策を官
民連携による都市計画手法(都市運営共同事業体、不動産共同事業体)によって実現しようと
している点が評価できる。財源やマンパワー等、行政単独であればいずれ限界が見えてく
るところを、民間活力を最大限生かしつつ事業を進めようとする姿勢は、他都市でも十分
参考になる。
第３項 ブルメナウ市
ブルメナウ市における改定前後のマスタープラン記載概要を表 4－14、表 4－15 に示す。
ブルメナウ市では、市内を流れるイタジャイ川の氾濫がこれまでも繰り返し発生してお
り、近年では 2008 年に大きな洪水被害が発生している。このような背景から、2006 年に策
定されたマスタープラン(2009 年一部改定)では、市民防御の観点を含む「公共政策指針」に
おいて、既に災害リスクに着目した項目（災害リスク評価、災害リスク低減施策、災害リ
スク箇所からの住民移転等）が示されていた。あわせて、ブルメナウ市独自のマクロゾー
ニング区分として「密集制御マクロ区域」を設定していた。この密集制御マクロ区域は、
地質学的、地形学的、水文学的、都市計画的制約により、開発を制御する地域と規定され
ている。このように、ブルメナウ市では過去の被災経験をもとに、連邦都市法再構築(2012
年)を待つことなく、災害リスクを考慮した都市計画を実践している点が明らかとなった。
更に、2018 年にはマスタープランを改定し、マクロゾーニング区分を細分化することで
災害リスクと土地利用との関係をより密接なものとした。具体的には、自然災害に着目し
た「占用制御マクロ地域」
、
「文化関係北部マクロ地域」
、
「地質的リスク・マクロ地域」
、
「洪
水リスク・マクロ地域」、「環境関係都市マクロ地域」、「環境関係農村地域」という独自の
区分を設定し、河川流域といった災害発生の可能性のある地域等でマクロゾーニングの見
直しを図っている。図 4－4 に、マスタープラン改定前後におけるマクロゾーニング変更例
を示す。
また、低所得者層向け住宅対策としては、2006 年に策定されたマスタープランから一貫
して不法占拠の解消を目的とした社会的関係特別地域の設定を位置付けている。
ブルメナウ市のゾーニングは他都市と比較し、土地の災害リスク、用途に応じて緻密か
つ詳細に設定しており高く評価できる。懸念事項として、その緻密かつ詳細なゾーニング
制度を市民、民間事業者、行政職員がどこまで順守し、適切に土地利用コントロールが図
られているのかという点がある。防災プロジェクト実施期間中、市政府の都市計画担当者
は積極的に取り組んでいたものの、当時の市幹部の無理解により、防災プロジェクト：
「都
市拡張計画」分野を途中離脱した経緯がある。まずは行政内部において都市計画に対する
理解が促進され、都市計画の適切な運用・実施が十分図られる体制の構築が望まれる。
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表４－１０ 災害リスク等に着目したペトロポリス市マスタープラン記載概要
(当初計画、2005 年)17)
概念と一般的規定
計画システム

分野別政策

補完的及び相互作用に
関する法律
調和評議会
最終的規定

経済開発分野公共政策

活用可能な手法
・社会的関係特別地域
経済開発分野政策
人間開発分野政策
制度開発分野政策
インフラストラクチャー分野政策
土地利用、分割及び占用法
工事及び建築物法
姿勢法
納税法
環境法
設置目的と構成機関
経済開発指針
環境指針
観光指針
土地利用及び占用指針
・行政により特定されたリスク地域を除き、不法な区画と占用を正常化。

別
人間開発公共政策
添

制度開発公共政策
インフラストラクチャ－公共政策

社会援助指針
文化指針
スポーツ及びレジャー指針
住宅指針
・高リスク箇所にある住宅を近隣地域に再配置し、コミュニティと協力して植林や適切な利用を
図るため、直ちに残りの地域を占用。
・公的相談を開始するため、リスク地域にいるホームレス住民台帳を整理し、住宅調査を促進。
基礎衛生指針
保健指針
市民防御指針
・災害の予防及び低減、正常な状態への復旧促進のため、市民防御基金を創設。
・特に増大するリスク地域のコミュニティにおける市民防御本部導入事業、及び自家製雨量計
の配布を含むボランティア、協力者の訓練プログラムの継続を促進。
・事故を予防、低減するため、建築物及びリスク地域を監察。
・被災地の被害及び損失に係る評価を調整し、災害予備文書及び被害評価文書の形式化プロ
セスを支援。
計画、管理及び住民参加指針
交通輸送指針
公共サービス及び施設指針
・技術的に危険とされる場所でのコミュニティ施設の設置を避け、行政からの委譲者が提供す
るサービス網の設置又は拡大を調整。
：「災害リスク」、「低所得者向け住宅対策」に関する記述を含まない項目。
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表４－１１ 災害リスク等に着目したペトロポリス市マスタープラン記載概要
(改定計画、2014 年) 5)
序文

戦略的目標

マスタープランの目標
・公共安全、地すべり及び定期的な洪水リスクから都市及び住民社会の安全、芸術・文化的遺産を保護。
・リスク地域又は持続的保護地域でない場合、持続的な都市化、土地の利用及び占有、建築といった規範を確
立し、低所得者が占める土地の正常化及び占用地域の都市化を促進。
総合規定
経済開発政策
地域統合
環境政策
●環境・景観政策の行動ガイドライン及び基本目標
・「社会環境リスクの低減、住民の生命保護の優先、地すべり及び突発的・規則的洪水リスク地域の検証、低
減予防措置、災害リスク低減のための環境教育、気象警報アラームシステムの設置、抑制計画、リスク地域
及び新たな不法占用地域からの住民移転」の追求。

分野別指針

都市計画手法

自然リスクの低減
●斜面及び川岸リスク低減計画は、国家水資源政策を定めたLei 9.433, de 08 de janeiro de 1997及び国家市民
防御政策等を定めたLei 12.608, de 10 de abril de 2012に準拠する目標、指針に従う必要。
●斜面及び川岸リスク低減計画
・斜面及び川岸リスクの証拠を特定し、それらを決定する地質学・地質工学的及び業務的条件を分析。
・地すべりや洪水に関するプロセスの発生確率、及び住宅・道路インフラ・公共施設の安全性に影響を与える
可能性のある関連プロセスを評価。
・特定された潜在的な破壊プロセスの影響を受ける可能性がある斜面及び川岸区域の境界を定め、発生する
リスクの排除、低減に向けた適切な抑制又は水文学的工事を定義し、あわせて、植生被覆回復処置を実施。
・各リスク部門で対象とする住宅戸数を増やし、住宅の再配置プロセスに関して前項目で述べた工事実施に係
る費用対効果を評価。
・コミュニティ市民防御センターの支援及び訓練：コミュニティにおけるリスク状況の調査及び監視。災害リスク
低減のためのコミュニティ運動。必要最小限の知識増大。「水供給、下水、衛生向上、食料及び栄養安全保
障、避難所、復旧、健康のための地域活動」各部門の支援、訓練。
・災難が発生した場合の緊急時対策計画に以下を含める必要：「必要な警報システム情報の場所、救助者とリ
スク箇所近くの居住者の訓練プロセス、避難民及びホームレスの暫定的な避難所の規定、住宅移転に伴う新
築に適した場所」。
土地構成と土地利用
都市交通
水供給
衛生下水
固形廃棄物の収集と廃棄
住宅政策
社会援助促進政策
保健政策
教育政策
文化観光政策
スポーツ・レジャー政策
安全政策
農村供給・生産・開発政策
高齢者権利政策
強制分割、強制建設及び強制利用
建設権の許可及び利用変更
建設権の譲渡
先買権
都市不動産税の年月経過累進課税
近隣影響調査
都市運営共同事業体
●都市運営共同事業体が提供可能な事項
・非正規占用地域やリスク地域の居住者移転が必要な場合における、事業近傍での住宅解決策。
社会的関係特別地域
●社会的関係特別地域の概要
・都市と土地の正常化、住宅の再配置、社会的関係住宅の生産のための土地の一部。
●社会的関係特別地域の目的
・「リスクを有する地域」又は「恒久的な保護地域」ではない場合、都市インフラとサービスの拡張が可能。
都市不動産の特別時効取得
・250m2 までの建物又は土地を5年間、平和的に、反対なく使用し、他の都市・農村不動産を所有せず、当該地が
地質学的リスク地域でない場合、取得可能。
・特定の法律で禁止された不動産、保護地域、地すべりや定期的な洪水を被る地域は時効取得活動の対象外。

適用範囲
モニタリング、管理及び評価
計画と参画のための仕組み
最終的規定
：「災害リスク」、「低所得者向け住宅対策」に関する記述を含まない項目。
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表４－１２ 災害リスク等に着目したノバフリブルゴ市マスタープラン記載概要
(当初計画、2006 年)6)
序文
原則と目標
ノバフリブルゴ市都市政策・土地管理指針
・持続可能な都市に向けた権利を保護するため、リスク地域、恒久的な保護地域、居住に不適切な地域
の住民の再配置を促進。

都市政策と土地管理

土地構成計画

民主的で参加型による計画及び管理
社会経済開発，雇用及び収入の創出
生活の質及び環境衛生
住宅及び土地の適正化
・社会的関係特別地域における優先的な都市及び土地の正常化。
・リスク地域又は環境回復関係特別地域を占用する集団のための社会的関係再配置は、介入により直
接影響を受ける全ての住民を保護する必要。
・適切な住宅と土地を保証するため、行政当局は、本法律に規定された指針に適合する市社会的関係
住宅計画を作成、実行する必要（社会的関係住宅の建設基準に基づく、社会的関係特別地域での土
地利用、占用及び分割に係るパラメーター適合化 等）。
統合されたアクセス可能な土地
環境及び文化遺産の保護
・文化財の保全と評価
・自然物の評価
計画土地単位の区分
都市ゾーニング
●社会的関係特別地域
・定義：低所得者のための土地の正常化、都市化、社会的関係住宅及び大衆住宅の生産を予定した
土地の一部。
・分類A： 低所得者が占有する公共又は民間地域。娯楽・レジャー、商業、地域支援サービス空間を
含む公共・民間施設の設置等、土地の正常化、都市化を促進すべき地域。
分類B：ベンガラス川及びリベイロイス川の土地構成計画に示される社会的関係住宅プログラムの導
入が必要な未開発地、未利用地であり、都市化及び公共施設を設置すべき地域。
分類C：社会的関係住宅及び大衆住宅を生産する都市運営共同事業体又は経済都市関係特別地域
の導入を予定する地域にある、未開発の土地及び不動産。
●環境回復関係特別地域
・定義：不法に占用又は都市化したり、住民の生存危機又はリスクを生む危険な状況にある公共又は
民間地域。環境回復や住民のレジャーのため優先的に介入すべき地域。
ベンガラス川及びリベイロイス川の土地構成計画
●制限区域
・土地の正常化を目的とし、社会的関係特別地域をテオドロ・ジ・オリベイラ地区に設定。
グランジ川の土地構成計画
マカエ川の土地構成計画

都市の土地利用、占用
及び分割に関する規制

都市の土地利用及び占用
・都市の土地利用(近隣への影響)
・都市の土地占用
都市の土地分割
強制分割，強制建設及び強制利用
都市不動産税の年月経過累進課税
建設権の許可
建設権の譲渡

都市政策手法

都市運営共同事業体
・リスク地域又は環境回復地域で不法に定住する住民を再配置する必要がある場合の、周辺又は近隣
内での住宅解決策。
不動産共同事業体
・市政府は、ベンガラス川及びリベイロイス川の土地構成計画上の都市再評価地域、都市経済関係特
別地域、社会的関係特別地域B,Cにおいて、社会的関係住宅事業を行うため、連邦都市法Art.46に規
定された不動産共同事業体手法を適用可能。

先買権
地上権
近隣影響調査
都市及び土地計画管理システム
一時的規定
※別添

ゾーニング図 等
：「災害リスク」、「低所得者向け住宅対策」に関する記述を含まない項目。
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表４－１３ 災害リスク等に着目したノバフリブルゴ市マスタープラン記載概要
(改定計画案、2015 年時点)18)
総合規定
都市政策の原則、
指針及び目標

原則、指針及び目標
●マスタープランが従うべき指針
・地質水文学的リスク発生率の低い地域への都市占用の調整。
●マスタープランの戦略目標
・リスク地域及び住宅に適さない地域の居住者の再定住促進のため、インフラ及び公共交通が整備された土地の確保。
土地構成及び分類が従うべき指針
・特に地質水文学的リスクを有する脆弱な地域の居住者の移住地域の画定。
計画対象単位

土地分類

環境マクロゾーニング及びゾーニング
●ゾーニング区分
・社会的関係特別地域：都市計画の改善、環境回復、不安定で不規則な居住地の正常化を通じた低所得者のための新たな社会
的関係住宅の供給。
土地の分割、利用及び占用
道路構造及び都市交通
持続可能な経済開発
経済開発のインセンティブ
社会開発

経済社会開発

住宅政策
●住宅に対する公共及び民間投資活動の目標
・低所得者及び自然災害リスク地域の居住者に特に注意を払い、インフラが整備された土地へのアクセス向上を図る。
●住宅に対する公共及び民間投資活動の指針
・不衛生な地域又は不動産、リスク地域及び恒久的保全地域の居住者への援助の優先。
・社会的関係特別地域において、低所得者やリスク地域の居住者のため、未利用地を活用した新たな社会的利益住宅の生産
の促進及び推奨。
・環境回復及び保護、地質水文学的リスクの存在により移転させられる低所得者のための住宅整備の促進。
●社会的関係住宅の生産に関する指針
・社会的関係特別地域の設定及び他の都市計画手法による、社会的関係住宅のための土地供給の拡大。
●公的機関からの財政支援により生産される社会的関係住宅は、地理水文学的リスク地域の居住者の入居を優先。

環境、歴史及び文化 景観管理
遺産の保護及び保存 環境、歴史及び文化遺産
環境サービス
環境衛生システム
保護地域、緑地地域及び自由空間システム

環境システム

地質学及び水文学的リスク
●地質学及び水文学的リスク地域
・地すべり、浸食、洪水、崩落、沈下等の発生可能性のある地域。
・「公共による常時監視、占有への特別な注意、リスクの予防軽減対策の採用、都市拡張の抑制及びこれら地域の居住者の
移転が優先される等」が規定される地域。
●地質学及び水文学的リスク地域のための指針
・評価及び地域分類をもとに、リスク調査の定期的な更新等を図る。
・ジオテクニカルカード及びサスセプタビリティーカードに基づく新たな土地分割及び都市拡張計画のための技術指針の確立。
・災害リスクを有する住民や地域のリーダーが参加するモニタリングの実施。
・診断、予防及びリスク管理を検討するための研修を通じた自治体職員の能力向上。
・リスクの軽減及び根絶のための周辺自治体の政策統合。
・リスクに関する市、州及び連邦がもつ情報の交換促進。
・リスク地域の監視システムの導入。
・災害発生時の予防、警報及び緊急行動プロトコルの導入。
・リスク予防及び削減システムの改良に貢献する技術情報の収集分析及び新たな手法や技術の適用のための団体の実現。
●リスク削減計画
・市が4年ごとの更新。
●地質学及び水文学的リスク地域における民間開発
・民間企業はリスク軽減のための技術的分析を提示する必要。
資産の社会的機能誘導手法
●未活用不動産の社会的利用促進のための適用範囲
・社会的関係特別地域
建設権

都市政策手法

都市整理及び再構築手法
●都市干渉地域
・都市部の再構築、変容、回復、環境改善を目的とし、社会的ニーズを満たすことで生活の質、社会的権利の実現、経済開発
の促進それぞれに正の影響を及ぼす。
・リスク地域の居住者の再定住の必要性を考慮し、社会的関係住宅の供給評価、不安定な居住地の正常化を図る、都市及び
環境改善のための 総合的手法。
環境管理手法
情報、モニタリング及びマスタープラン評価システム

都市計画と民主的
管理に関する行政
システム

都市及び農村政策に関する会議
●都市開発基金
・地理情報システムの提供を通じた、地理水文学的リスクに関するマッピング及び調査を実施。
住宅会議
●社会的関係住宅基金
・社会的関係住宅政策に関する資源を集め、住宅不足軽減及び低所得者居住地の住宅状況の改善等に寄与。
地区計画

最終的規定
：「災害リスク」、「低所得者向け住宅対策」に関する記述を含まない項目。
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表４－１４ 災害リスク等に着目したブルメナウ市マスタープラン記載概要
(当初計画、2006 年(2009 年一部改定))19)
序文
●マスタープランの更新時期
・都市、環境、経済発展に何らかの形で影響を与える、環境、自然災害、又は、人為的な出
来事の発生後。

根拠

原則
・都市及び資産における社会的機能の保証
・民主的管理
・持続可能な開発の促進
・住民参加による民主的な運営の保証
・都市開発の目的に対する経済的、税制的、金融的手段の妥当性
・自然環境の保護及び回復
・社会正義、社会的及び地域的不平等の縮小
等
一般的指針（マスタープランの目標）
地域開発指針

開発政策と指針

公共政策
●社会開発公共政策の概要
・教育、健康、社会援助、居住合法化のための普遍的及び平等な活動及び公共サービスを
保証する必要。そして、公共施設での住民の安全な滞在を保証と、自然災害、人災を回避
又は最小化するための予防活動を促進する必要。
●社会開発公共政策（市民防御）
・概要：自然災害、人災を回避又は最小化し、住民道徳を保護する社会的正常性の回復の
ための予防活動。
・市民防御公共政策指針：
→自然又は人為的災害に対する恒久的な防御を促進。
→切迫した状況又は災害時に行動。
→被災した地域の回復。
・市民防御公共政策指針実行のために必要な事項：
→脅威、脆弱性の程度を調査し、評価、階層化、災害リスクの高い地域の規定を実施。
→災害リスクを軽減するための構造的、非構造的対策を実施。
→自治体で発生可能性のある災害に対する緊急時/運用計画を作成。
→様々なリスク状況に対する監視、警戒、警報システムの導入。
→災害リスクの低減又は最小化を目的とした予防教育運動を実施。
→防災を目的とした新たな科学技術開発を支援。
→災害の影響を受ける住民への物流と援助の促進と、必要不可欠なサービスの回復。
→災害リスクの高い地域の住民の再配置と、土地と地理的空間利用の合理化。
マクロゾーニング

土地分類

自治体政策手法

ゾーニング
●社会的関係特別地域
・概要：低所得者向けの土地正常化、住宅生産、区画化の促進のための地域を整備するた
めの都市計画手法。
・市法は、社会的関係特別地域の境界及び都市計画の最小内容の基準を確立する。
・社会的関係特別地域に位置付けられる各地域で、適切な都市計画を作成する必要。
・社会的関係特別地域の制定は、この法に規定された目的を実行し、特定の市法に定められ
た基準に従う場合のみ許可。
法律及び都市計画手法
・強制分割，強制建設及び強制利用
・都市不動産税の年月経過累進課税
・公的債務不履行の認可
・不動産共同事業体
・先買権
・建設権の許可及び土地利用変更
・建設権の譲渡
・都市運営共同事業体
・地上権
・近隣影響調査
土地正常化手法
・都市不動産の特別時効取得
・住居目的のための特別利用許可
・実際の利用権の許可
法的行政手法
管理民主化手法
・公聴会
・公共会議
・評議会
・参加型予算管理
・ブルメナウ市評議会

最終的規定及び条項
※別添
マクロゾーニング図 等
：「災害リスク」、「低所得者向け住宅対策」に関する記述を含まない項目。
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表４－１５ 災害リスク等に着目したブルメナウ市マスタープラン記載概要
(改定計画、2018 年)7)
予備的規定

マスタープランの更新時期
・都市、環境、経済発展に何らかの形で影響を与える、環境、自然災害、人為的な出来事の発生後。

原則と指針

マスタープランが従うべき原則、指針
・地質学的リスクの低い場所での占用を奨励し、自然現象による災害の防止を目的とした計画戦略を採用することにより、社会的及び環境的脆弱性を低減。
民主的管理公共政策
行政管理公共政策
教育公共政策
保健公共政策
文化公共政策
スポーツ公共政策
レジャー公共政策
社会援助公共政策
経済開発公共政策
観光公共政策
環境公共政策
基礎衛生公共政策

公共政策

防災公共政策
●防災公共政策の概要
・災害リスクの回避又は最小化、原則的に生きる権利を有する住民道徳を保護する社会的正常性の回復を目的に、予防、低減、準備、対応、回復各活動から構成。
●防災公共政策の指針
・災害低減に係る予防活動を優先し、住民、財産、サービス、環境に不利益となる事象の悪影響を予測、制御する公的機関を支援可能なシステムに情報を統合。
・水域に関連する防災行動を分析するための単位として流域を採用。
・市域における災害リスク及び発生地域に関する調査及び研究に基づき、防災のための行動を計画。
●防災政策の目的
・災害発生を回避又は低減するため、市内で災害を引き起こす可能性のある事象の監視、確認、評価。
・土地管理と部門別政策計画の要素に、災害リスク低減と市民保護・防御行動を導入。
・災害の影響を受けた住民に支援と救援を提供し、必要に応じて移転を促進。
・災害の影響を受けた地域の回復。
・リスク低減を目的とした構造的、非構造的な予防方策を提案し、実施。
・災害時に適切な予防及び対応行動を選択し、自己防衛を促進するためのコミュニティの指導。
社会保障公共政策
社会的関係住宅公共政策
●社会的関係住宅政策指針
・都市及び社会評価のために必要なプログラムや事業である社会的関係特別地域の特定及び登録。
都市部土地正常化公共政策
都市開発公共政策
(土地の分割・利用・占用、移動システム、地図作成とマルチファイナリティの技術登録、都市アクセシビリティ、公共空間と都市景観の利用)
都市交通公共政策
文化遺産保護公共政策

土地計画

都市政策
手法

マクロゾーニング
●都市制御マクロ区域
・占用制御マクロ地域：地質学的リスクに対する感受性が高く、都市の空隙が少なく、道路網が高・中密度で、環境の脆弱性により土地利用及び占用を制御すべき
地域。
・文化関係北部マクロ地域：文化財指定により保存される建物が集中する歴史関係の都市・農村の中核。周辺部は農村的特徴を有し、地質学的リスクに対する感
受性が高く、環境の脆弱性により土地利用及び占用を制御し、文化的関係建物の保存及び価値向上を促進すべき地域。
●注意特別マクロ区域
・地質学的リスクマクロ地域：地質学的リスクに対する感受性が高く、避難経路が不足し、既存の脆弱性により土地利用及び占用を回復、制御、阻止すべき地域。
・洪水リスクマクロ地域：洪水の発生率が高く、持続的な利用を認める土地占用を制限すべき地域。
●環境関係マクロ区域
・環境関係都市マクロ地域：概ね占用されておらず、自然的特徴を有し、地質学的リスクに対する感受性が高く、占用が不適切な地域の保護、環境関係地域の保
護、災害リスク予防をすべき小さな地域。
・環境関係農村地域：概ね占用されておらず、自然的特徴を有し、地質学的リスクに対する感受性が高く、安全な地域で持続的な経済開発を促進するための土地利
用を行うべき地域。
土地の占用制限
市の活動分類
法的都市計画手法
・強制分割、強制建設及び強制利用
・都市不動産税の年月経過累進課税
・公的債務不履行の認可
・空き家の接収
・不動産共同事業体
・先買権
・建設権の許可
・土地利用変更
・建設権の譲渡
・都市運営共同事業体
・地上権
・近隣影響調査
住居促進・都市部土地正常化手法
●社会的関係特別地域
・概要：低所得者向けの土地正常化、住宅生産、区画化の促進を図る地域を整備するための都市計画手法。
・市法は、社会的関係特別地域の境界及び都市計画の最小内容の基準を確立する。
・社会的関係特別地域に位置付けられる各地域で、適切な都市計画を作成する必要。
・社会的関係特別地域の制定は、本法に規定された目的を実行し、特定の市法に定められた基準に従う場合のみ許可。

管理民主化手法
・公聴会
・公共会議
・評議会
・参加型予算管理
最終的規定及び条項
※別添
マクロゾーニング図 等
：「災害リスク」、「低所得者向け住宅対策」に関する記述を含まない項目。
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図４－４ ブルメナウ市マスタープラン改定前後におけるマクロゾーニング変更例
（参考文献 20）21)をもとに筆者作成）

第４項 都市間比較
防災プロジェクトのパイロット事業サイトである 3 都市で策定されたマスタープランを
比較した結果、以下の点が明らかとなった。
まず、①従来より洪水や土砂災害の被害を受けていた都市(ペトロポリス市、ブルメナウ
市) では、連邦都市法再構築(2012 年)以前から自然災害への対処方策をマスタープランに規
定していた。一方、②2011 年の大規模土砂災害まで特段、大規模な被災経験がなかった都
市(ノバフリブルゴ市)をみると、連邦都市法再構築(2012 年)以前に策定されたマスタープラ
ンでは、
「リスク地域」という単語は幾つか出現するが、全体を通じて災害リスク対策より
むしろ、低所得者層による不法占拠対策及び住宅対策に比重を置いた記述となっていた。
しかし、③連邦都市法再構築(2012 年)以後に改定又は起草されたマスタープランでは、いず
れの都市においても、連邦都市法改正の主旨をふまえ、全体を通じて災害リスクに着目し
た記載内容へと大幅に改定されていた。
また、低所得者層向け住宅対策として、いずれの都市も連邦都市法再構築(2012 年)以前か
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ら低所得者層による「不法占拠の解消」を主目的に、住宅移転策としての都市計画手法を
マスタープランに位置付けていた(社会的関係特別地域、都市運営共同事業体、不動産共同
事業体)。その後、連邦都市法再構築(2012 年)以後に改定されたマスタープランでは、住宅
移転策の目的として、「不法占拠の解消」に加え、
「災害リスク地域の居住者への配慮」を
より明確にした。この点も同じく、実際の被災経験や、連邦都市法再構築がきっかけとな
り、目的追加への動機となったと考えられ、住民の生命や財産を守るために適切な対応で
あったと評価できる。
以上より、
「災害リスク」
・「低所得者層向け住宅対策」に着目したマスタープラン都市間
比較の総括として、以下のとおり整理することができる(表 4－16)。あわせて、表 4－17 に、
「災害リスク」
・「低所得者層向け住宅対策」に着目したパイロット事業サイト 3 都市のマ
スタープラン比較結果を示す。

表４－１６ 「災害リスク」
・
「低所得者層向け住宅対策」に着目した
パイロット事業サイト３都市のマスタープラン都市間比較（総括）
■災害リスク
・ 被災経験の有無が、マスタープランへの記載度合に影響。
・ 連邦都市法再構築後、全都市で災害リスクに着目し、大幅改定。
■低所得者層向け住宅対策
・ 都市計画手法による住宅移転策を規定。
→目的:「不法占拠の解消」＋「災害リスク地域の居住者への配慮」
「被災経験、連邦都市法再構築」 が、目的追加への動機に。
→ 生命・財産を守るために、適切な対応であったと評価。

表４－１７ 「災害リスク」
・
「低所得者層向け住宅対策」に着目した
パイロット事業サイト３都市のマスタープラン都市間比較
項目
過去に大規模な被災経験あり
(ペトロポリス市、ブルメナウ市)

災害リスク
過去に大規模な被災経験なし
(ノバフリブルゴ市)

当初計画

改定計画

※連邦都市法再構築(2012年) 以前

※連邦都市法再構築(2012年) 以後

自然災害への対処方策を規定(災害リスク
評価、都市計画的観点、市民防御の観点)。
「リスク地域」という単語は幾つか出現する
が、全体を通じて災害リスク対策に重点を置
いていない。

連邦都市法再構築の主旨をふまえ、全体を
通じて、災害リスクに着目した記載内容へと
大幅に改定。

都市計画手法による住宅移転策を規定。
低所得者層向け住宅対策

災害リスク地域への配慮もあるが、低所得
者による不法占拠の解消が主目的。
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当初計画の目的に加えて、災害リスク地域
の居住者への配慮を明確化。

第６節 災害リスク評価に基づくマスタープラン見直し事例分析
第１項 事例分析の概要
第 4 節で述べたように、現状として災害リスクを考慮した都市計画(マスタープラン、都
市拡張計画)を市政府がどのように検討、規定すべきか明確ではない。しかしながら、第 5
節で述べたように、一部の市政府では独自に検討し、マスタープランの改定にあわせて災
害リスクを考慮した見直しを図っている事例も存在する。本節では、パイロット事業サイ
トであり、かつ、2011 年の大規模土砂災害の被災自治体であるノバフリブルゴ市における
マスタープラン改定案を対象とし、改定概要、改定に伴うゾーニング見直しプロセス、ノ
バフリブルゴ市都市拡張地域(図 4－1 に示す都市拡張を計画する地域)をモデルとしたゾー
ニング見直しの実態・工夫点を文献調査、ヒアリング調査及び現地調査により把握する。
本節でノバフリブルゴ市を取り上げる理由として、1991 年～2012 年にブラジル国内で
土砂災害が発生した都市の分布

22)をみた場合、発生箇所はリオデジャネイロ州等の大西洋

沿岸部の山岳地域に集中しており、ノバフリブルゴ市は同地域における一般的な地形的特
徴(平地の少ない急峻な山岳地)を有するとともに、ブラジルをはじめとした開発途上国特有
の課題である「災害リスク箇所において低所得者層が不法占拠等により行う無秩序な住宅
建設」が市内の至る所でみられる。そのような中、マスタープラン改定を行った希少な都
市であるためである。ノバフリブルゴ市は、州都であるリオデジャネイロ市の北東部に位
置する人口約 19.1 万人(2019 年推計)の高原都市である。市域のうち、平地はごくわずかで
あり、ほぼ山岳地で構成され、人口増加に伴い低所得者層を中心として急傾斜地で住宅建
設が進み、市街地が拡大の一途をたどった。2011 年の大規模土砂災害では、まさにそのよ
うな市街化が進んだ急傾斜地で甚大な土砂災害が発生し、428 名の死者が出た。図 4－5 に、
ノバフリブルゴ市・マクロゾーニング図を示す。

図４－５ ノバフリブルゴ市・マクロゾーニング図（参考文献 23）に筆者加筆）
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元々、ノバフリブルゴ市では、表 4－12 に示すとおり 2006 年にマスタープランを策定済
であったが、特段、災害リスクを考慮することなくゾーニング等を決定していた(7)。そのた
め、2011 年の大規模土砂災害を契機に、市政府は災害リスクを考慮したマスタープラン改
定作業に着手し、2015 年に改定案が完成したところである(8)。なお、マスタープラン改定
作業に対して防災プロジェクトは関与しておらず、2016 年以降、リスクマップ作成や、
「土
砂災害リスクに着目した土地利用・施設配置検討ワークショップ」で協力を行っている(第
5 章で詳述)。マスタープラン改定案は、連邦都市法 Art.42-A 及び Art.42-B で規定された配
慮事項を考慮し、マスタープラン全体を通じて「災害リスク」
・
「低所得者層向け住宅対策」
に重点を置いたものとなっている(表 4－13)。
第２項 マスタープラン改定に伴うゾーニング見直しプロセス
まず、災害リスクを考慮したマスタープラン改定に伴うゾーニング見直しプロセスをヒ
アリング調査により明らかにする。ヒアリング調査の結果把握できたゾーニング見直しプ
ロセスのフローを図 4－6 に示す。ゾーニング見直しにあたり、市政府はまず 2050 年を目
標年次として将来人口、将来産業面積及び将来商業面積の推計を行い、その結果をもとに、
2050 年時点の市域全体における土地需要面積を算出した。そして、既成市街地の面積を控
除することで都市拡張が必要となる面積を算出し、同面積を吸収するための都市拡張地域
の選定を行うこととなった。都市拡張地域の選定にあたっては、災害リスクを考慮して開
発可能な地域の選定を行っている。具体的には、
「地形図、2011 年土砂災害発生箇所図(図 4
－7)、サスセプタビリティカード(9)及びジオテクニカルカード(10)」の各レイヤーを重ね合わ
せることにより、災害リスクが低い開発可能な地域を抽出し、この結果をもとに、都市拡
張地域の選定を行った。その上で、災害リスクを考慮し、市域全体のゾーニング見直しを
行っている。ゾーニング見直しで興味深い点として、
「都市計画の改善、環境回復、不安定
で不規則な居住地の正常化を通じた低所得者層のための新たな社会的関係住宅の供給
(Anteprojeto de Lei - Revisão do Plano Diretor Participativo de Nova Friburgo - 2015、Art.23)」21)
を目的とした社会的関係特別地域を市内各地に設定している点が挙げられる。これは、主
に災害リスク箇所に居住する低所得者層の住環境改善を目的とした公営住宅等の整備を図
るためのものであり、 2011 年の大規模土砂災害の被災者向け公営住宅の建設を想定してい
る。
第３項 都市拡張地域を対象とした災害リスクを考慮したゾーニング見直し実態・工夫点
次に、災害リスクを考慮したゾーニング見直し実態・工夫点について、ノバフリブルゴ
市都市拡張地域をモデルにその特徴を文献調査、ヒアリング調査及び現地調査により把握
する。都市拡張地域(面積:216ha)には元々、低所得者層が建設した住宅を起源とする集落が
立地しており、都市拡張地域内の多くは森林等の自然的土地利用であった。図 4－8 に都市
拡張地域におけるゾーニング見直し案を示す。ゾーニング見直しの結果、当初計画では都
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目標年次：2050年
将来人口の推計
【住宅用地】

将来産業面積の
推計【産業用地】

将来商業面積の
推計【商業用地】

将来土地需要面積の算出
控除

既成市街地の面積

都市拡張が必要となる
面積の算出

・地形図
・2011年土砂災害発生箇所図
・サスセプタビリティカード（9 ）
・ジオテクニカルカード（10）

災害リスク評価

考慮

災害リスクを考慮した
開発可能な地域の抽出

都市拡張地域の選定

災害リスクを考慮したゾーニングの見直し（市域全体）

図４－６ 災害リスクを考慮したマスタープラン改定に伴うゾーニング見直しプロセス
（ノバフリブルゴ市）

市拡張地域の多くが何らかの開発可能な地域(ゾーニング凡例①②)となっていたが、改定計
画案では災害リスク箇所を開発可能な地域から除外し、開発可能な地域を縮小させている。
そして、2011 年の大規模土砂災害で住宅被害を受けた都市拡張地域内の全住民(一部、同地
域内のホームレス住民も対象)のため同地域内に公営住宅整備を図り(11)、2017 年現在、被災
住民等が入居している(図 4－9)。あわせて、それらに対して都市計画的位置付けを与えるた
め、公営住宅整備を図った地域を社会的関係特別地域(ゾーニング凡例④)に指定する計画と
なっている。
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図４－７ ノバフリブルゴ市における山岳地域及び 2011 年土砂災害発生箇所
（参考文献 25)に筆者加筆）

第４項 都市拡張地域における開発動態
本項では、第 3 項で対象とした都市拡張地域における開発動態を、2011 年の大規模土砂
災害の前後時系列による衛星写真データを用いて確認する。図 4－10～図 4－13 に、2005 年
～2020 年時点(2020 年：データ取得年)ごとの結果を示す。2005 年時点では一部地域で既に
宅地開発が行われていたが、都市拡張地域の多くは自然的土地利用(山地、農地)であった。
その後、2011 年の大規模土砂災害の発生に伴い、2015 年時点で被災者向け公営住宅の整備
が進み、都市拡張地域の人口が大きく増加していた。前述のとおり、ノバフリブルゴ市で
は災害リスクを考慮したマスタープラン改定案を 2015 年に公表済であるが、正式改定には
至っていない。そのため、マスタープラン改定が宅地開発に与える影響を正確に示すこと
はできないが、2020 年時点(データ取得年)の衛星写真をみる限り、マスタープラン改定案公
表後、少なくとも 4 か所で新規開発が行われていた。特に、図中の凡例③は「基本的に市
街化を図らない地域」を想定している。そのため、早期にマスタープラン改定案が承認さ
れ、その効力が土地利用、宅地開発に対して発揮されることが望まれる。
第７節 本章のまとめ
本章では、2011 年の大規模土砂災害を契機に、ブラジル連邦政府により災害リスクへの
対応を目的として再構築された都市計画法制度(連邦都市法)に関して、既存研究ではみられ
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図４－８ ノバフリブルゴ市都市拡張地域におけるゾーニングの見直し案
（参考文献 26）27)をもとに筆者作成）

（※）中央右側の集合住宅群が社会的関係特別地域に建設された公営住宅(図４－８のゾーニング凡例④)

図４－９ ノバフリブルゴ市都市拡張地域（2017 年筆者撮影）
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図４－１０ ノバフリブルゴ市・都市拡張地域 開発動態
(2005 年。参考文献 28)に筆者加筆。ゾーニング図は図４－８を引用)

図４－１１ ノバフリブルゴ市・都市拡張地域 開発動態
(2011 年。参考文献 28)に筆者加筆。ゾーニング図は図４－８を引用)
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図４－１２ ノバフリブルゴ市・都市拡張地域 開発動態
(2015 年。参考文献 28)に筆者加筆。ゾーニング図は図４－８を引用)

図４－１３ ノバフリブルゴ市・都市拡張地域 開発動態
(2020 年取得データ。Google Earth に筆者加筆。図中のゾーニング凡例は図４－８を引用)
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ない検討プロセス・問題意識、特長、課題、適用実態をヒアリング調査、文献調査、現地
調査等を通じて明らかにした。
まず、連邦都市法再構築に至るブラジル連邦政府の問題意識をヒアリング調査及び文献
調査から探った。結果として、ブラジル連邦政府が既存の都市計画制度に対して何らかの
問題を認識していたことは確認できたが、連邦都市法再構築に至る明確な問題意識を把握
することはできなかった。そのため、連邦国家防災法の条文をもとに、連邦都市法再構築
に至る動機を「災害リスク区域での土地利用(占用)の禁止を市政府に求めることから、それ
らに対応するための都市計画的アプローチとして、連邦都市法に Art.42-A 及び Art.42-B を
追加」したものと推論した。
再構築された連邦都市法の特長として、
「①災害リスクと共存しつつ、将来にわたる市民
生活や産業活動等を持続的に行うための対応」
、
「②災害リスク箇所において低所得者層が
不法占拠等により行う無秩序な住宅建設への対応」の 2 点を考慮することで、低所得者層
への住宅対策も配慮し、災害リスク管理型土地利用の実現を指向していることが明らかと
なった。一方、再構築された連邦都市法の課題として、実務を担う市政府が災害リスクを
考慮した都市計画(マスタープラン、都市拡張計画)をどのように検討、規定すべきか明示で
きておらず、都市計画法制度の実効性を担保するためにも、それらを補完するための指針
の作成が求められていた。
また、ブラジルは他国と比較し、住居・土地に対する個人の権利が相対的に高く位置付
けられていた。この点に関して、
“(不法占拠でも)5 年間その土地を占用し続ければ土地所有
権を取得できる”という憲法上の規定が“ブラジルで開発許可制度が根付かない”要因の
一つとなっていると考えられる。そして、連邦都市法再構築の柱となった Art.42-A 及び
Art.42-B に対して「私権制限」や「罰則」に関する規定が無いことから法的拘束力は乏しく、
実効性の観点から留意が必要であった。
そして、連邦都市法の適用実態として、まず、パイロット事業サイト(3 市政府)における
マスタープラン策定の特徴を当初計画・改定計画の解読を通じて把握した。その結果、①
被災経験の有無がマスタープランへの記載度合に影響しており、②連邦都市法再構築後、
災害リスクに着目して大幅な改定がみられ、③連邦都市法再構築後、都市計画手法による
住宅移転策の目的として「不法占拠の解消」に加え、「災害リスク地域の居住者への配慮」
をより明確化している、という特徴を明らかにした。次に、パイロット事業サイト(ノバフ
リブルゴ市)のマスタープラン改定案を対象とした見直し実態・工夫点を文献調査、ヒアリ
ング調査及び現地調査を通じて把握した。その結果、①2011 年の大規模土砂災害を契機に、
ノバフリブルゴ市は災害リスク箇所をマスタープラン上の開発可能地から除外し、②被災
者向け公営住宅群に対して都市計画的位置付けを与えるため、連邦都市法に基づく「社会
的関係特別地域」を指定するよう計画見直しを図っていた。
以上のとおり、自然災害の発生を契機に、都市計画の見直しが進む実態を把握すること
ができた。ただし、都市計画に対して意欲的に取り組むこのとのできる市政府がある一方、
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ブラジル国内の約 2/3 の市政府で土木・建築といった技術系職員が不在(12)という現況を鑑み
ると、都市計画法制度の実効性を担保するためにも、連邦及び州政府が連携し、市政府へ
の人的、財政的支援が求められる。

〈第４章の補注〉
(1)サンパウロ市等の市政府が独自に開発した都市開発手法等を例示したもの。
(2)リオデジャネイロ連邦大学教授の発言に基づく(2017 年 3 月、第 8 回技術会議(「都市拡
張計画」分野))
(3)連邦政府が作成する自治体管理リスト。2017 年 8 月現在、連邦議会で詳細を審議中であ
り、法的効力は発生していない。
(4)社会的関係住宅：低所得者層向けの公営住宅等を指す。
社会的関係特別地域：社会的関係住宅を整備するために指定するゾーニング区分の一種。
(5)都市運営共同事業体：開発権を追加設定し、その売却益を公共施設整備に充当する手法。
(6)不動産共同事業体：都市化や土地正常化等の実現に向けて、不動産所有者が不動産を市
に譲渡し、市が施設建設後、従前の不動産価格相当の物件を所有者が受け取る手法。
(7)ノバフリブルゴ市がマスタープランを策定した 2007 年時点では、連邦都市法 Art.42-A 及
び Art.42-B は存在せず、災害リスクを考慮したマスタープラン及び都市拡張計画の策定
は必要ではなかった。
(8)2015 年にマスタープラン改定案をノバフリブルゴ市市議会に提出したものの、その後、
市長交代等が発生したため、一度市政府に差し戻された。2019 年 5 月現在、市議会にお
いてマスタープラン改定案を審議中 24)。
(9)対象都市の全域又は一部について、地すべり及び洪水の発生しやすさを評価したデータ。
既往崩壊実績分布を基にした GIS 解析により作成されている。鉱山エネルギー省鉱物資
源調査局等が作成(図 4－14 参照)。
(10)サスセプタビリティカードによる評価結果に軟弱地盤等の地盤情報を加え、土地利用の
適否について評価したデータ。都市省等が作成(図 4－14 参照)。
(11)都市拡張地域外における、2011 年の大規模土砂災害による被災者向け公営住宅整備の状
況は未確認。
(12)都市省国家都市開発局都市計画・管理部都市計画担当課長へのヒアリング調査に基づく
(2015 年 6 月、都市省での会議)。
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第５章

ブラジルにおける土砂災害リスクに着目した都市計画マニュアル・土地利用コン

トロール手法の全容 1)
第１節 本章の目的と構成
都市計画法制度(連邦都市法)を補完するべく、我が国の技術協力(防災プロジェクト)を通
じてブラジル連邦政府により策定された都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法
は、ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度の一翼を担うことが期待されて
いる。しかしながら、第 2 章で述べたように、都市計画マニュアル・土地利用コントロー
ル手法を対象とした既存研究は概要紹介に留まっており、その全容(特長、課題等)を明らか
にした研究は、海外文献を含めてみられない。
そこで本章では、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法に関して、既存研究
ではみられない検討プロセスとその論点・課題、都市計画法制度への補完実態、特長、適
用検討実態を会議等への参加、ヒアリング調査及び文献調査を通じて明らかにする。具体
的には、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法の検討プロセスや論点を整理し
た上で、1)都市計画マニュアル導入による都市計画法制度への補完実態を把握し、2)土地利
用コントロール手法の特長を考察し、3)パイロット事業サイトでの土地利用コントロール手
法の適用検討実態を考察する。
以下、まず、第 2 節で本章の調査方法について述べる。そして、第 3 節で防災プロジェ
クトにおける都市計画関連の取組について述べ、第 4 節で都市計画マニュアル・土地利用
コントロール手法の検討プロセスとその論点・課題を解明する。第 5 節で都市計画マニュ
アル導入による都市計画法制度への補完実態を把握する。第 6 節で土地利用コントロール
手法の概要及び特長を考察する。第 7 章でパイロット事業サイトでの土地利用コントロー
ル手法の適用検討実態を考察する。最後に、第 8 節で本章のまとめを示す。
第２節 本章の調査方法
筆者は 2015 年～2018 年まで在ブラジル日本国大使館で勤務し、対ブラジル技術協力に係
る業務を担当していた。そのような状況のもと、筆者は一貫して JICA やブラジル側実施機
関関係者ではない第三者の立場で防災プロジェクトへ継続的に関与し、客観的に外部観察
する形で調査を遂行した。一方で、後述する「都市拡張計画」分野における各種会議・ワ
ークショップ(以下、WS)への継続的な参加、議論、講演を通じ、ブラジル連邦政府及び市
政府に対する我が国の都市計画制度の紹介や、都市計画マニュアルの検討にも参画した。
本章では、筆者自身による各種会議・パイロット事業サイトでの WS への参加、ヒアリ
ング調査及び文献調査を通じて行った(表 5－1)。具体的には、都市計画マニュアル・土地利
用コントロール手法の検討プロセスを明らかにするため、ブラジル連邦政府及び市政府が
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表５－１ 本章の調査方法
項目

内容

・会議概要：①都市省内会議、②連邦省庁間会議、
③技術会議（関係する連邦、州及び市政府が参加する会議）、
④セミナー（連邦政府主催防災プロジェクト終了時セミナー、
会議への参加
市政府主催防災プロジェクト終了時セミナー（ブルメナウ市、
ノバフリブルゴ市）、ノバフリブルゴ市政府主催都市計画セミナー）
・参加期間：2015年6月～2017年11月
・WS実施主体：都市省国家都市開発局、
ブルメナウ市都市開発局（パイロット事業サイト）
WSへの参加
・WS実施日 ：2016年11月
（パイロット事業
サイト）
・WS参加者 ：都市省国家都市開発局都市計画・管理部都市計画担当課職員、
ブルメナウ市都市開発局職員、本邦コンサルタント、
筆者（オブザーバー参加）
・実施先

ヒアリング調査

：①都市省国家都市開発局都市計画・管理部都市計画担当課長
②ブルメナウ市都市開発局職員

・実施期間：①2015年6月～2017年8月
②2017年10月～2018年3月
・実施方法：①対面
②メール

文献調査

ブラジル連邦政府が公表した技術マニュアル、法律を収集・翻訳することで実施。

開催する各種会議・WS への参加や、対面・メール形式によるヒアリング調査を実施した。
そして、文献調査は、防災プロジェクトを通じてブラジル連邦政府が策定、公表した各技
術マニュアルを収集・翻訳することで実施した。
第３節 防災プロジェクトにおける都市計画関連の取組
防災プロジェクトは「リスクマッピング、都市拡張計画、予防・復旧計画、早期警報発
令」の 4 分野から構成され、各分野に担当省庁が存在する(第 3 章第 3 節第 1 項及び付録－4
に、防災プロジェクトの取組及び各省庁の概要を示す)。各分野単体で完結するものではな
く、当該分野の成果が他分野に適用されるという構図であり、各分野でブラジル連邦政府
が取組む技術マニュアルの策定に対して支援を行っている。なお、日本側の一貫した役割
として、(我が国による技術移転は当然のこと、)あくまで防災プロジェクトはブラジル側が
主体的に進めるべきものであり、日本側はそのパートナーであるという意識をブラジル側
に醸成させることであった。その結果、彼ら自身のプロジェクトであるという意識が芽生
え、プロジェクト終了時まで両国間で友好的な関係が維持されることとなった。
都市計画関連の一連の取組(図 5－1）として、①「リスクマッピング」分野では、土砂災
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害(斜面崩壊、地すべり、土石流、落石)に係る市域全体を網羅したリスクマップ等を作成し
た。② ①の結果をふまえ、「都市拡張計画」分野では、都市省に対して「都市計画マニュ
アル」2)の策定支援を行い、2018 年 12 月に同マニュアルが正式公表された(図 5－2。2018 年
3 月に暫定公表)。このうち、本章では、
「都市拡張計画」分野での協力により策定された都
市計画マニュアル及び同マニュアルで立案した土地利用コントロール手法を分析対象とす
る。なお、都市計画マニュアルに法的拘束力はなく、市政府に対する技術的助言という位
置付けである。ブラジルにおける都市計画法制度と防災プロジェクト及び都市計画マニュ
アルの関係を図 5－3 に示す。
第４節

都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法の検討プロセスとその論点・課

題
本節では、表 5－1 に示す「会議への参加、WS への参加、ヒアリング調査」を通じて、
都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法の検討プロセスとその論点・課題を整理
する。
「リスクマッピング」分野
■主な取組（都市計画関連）

■主な実施機関

・技術マニュアルの策定支援
『Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos
Gravitacionais de Massa
（土砂災害ハザード及びリスクマッピングマニュアル）』

鉱山エネルギー省：
鉱物資源調査局

・リスクマップ等の作成（※1）
対象とするリスク ： 土砂災害
斜面崩壊

地すべり

土石流

落石

「都市拡張計画」分野
■主な取組（都市計画関連）

■実施機関

・技術マニュアルの策定支援
『Manual Técnico para Redução de Riscos de Desastres Aplicado
ao Planejamento Urbano - Movimentos de Massa –
（都市計画に適合した災害リスク低減のための技術マニュアル
-土砂移動-）』

都市省

→土砂災害リスクを考慮した都市計画（マスタープラン、都市
拡張計画）の策定支援
→「土砂災害リスクを考慮した土地利用計画段階別・土地利用
コントール手法」の立案を含む
・都市拡張地域（※ 2）における土地利用計画案、開発計画案の作成
等（※ 1）
（※ 1）パイロット事業サイトで行うパイロット事業
（※ 2）都市拡張計画に基づく「都市拡張を計画する地域」

図５－１ 分野ごとの主な取組(都市計画関連）
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図５－２ 都市計画マニュアル(一部抜粋)
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2)

第１項 検討プロセス
検討の第一段階として、都市省国家都市開発局都市計画・管理部都市計画担当課、JICA
長期専門家、本邦コンサルタントが主体となり、我が国の都市計画制度を参考にしつつ、
ブラジルの置かれた状況をふまえ、都市計画マニュアルの骨子を固めていった(図 5－4 内の

ブラジルにおける都市計画法制度
都市拡張計画（都市拡張地域が対象）
・根拠法：連邦都市法、市法律（マスタープラン関連）

防災プロジェクト
都市拡張計画作成に
あたっての技術的助言

新市街地（都市拡張地域）

： ブラジル側実施機関
「リスクマッピング」分野

鉱山エネルギー省

「都市拡張計画」分野

都市省

「予防・復旧計画」分野

都市省、国家統合省

「早期警報発令」分野

国家統合省、
科学技術革新通信省

都市計画マニュアル
・土砂災害リスクに着目した土地利用計画
段階別・土地利用コントロール手法 等

既成市街地
都市拡張
地域

：市域

マスタープラン作成に
あたっての技術的助言

マスタープラン（市域全体が対象）
・根拠法：憲法、連邦都市法、市法律（マスタープラン関連）
・内容：各種都市政策、都市計画制度 等

図５－３ ブラジル都市計画法制度と防災プロジェクト及び都市計画マニュアルの関係

都市省内会議
反映
連邦省庁間会議
反映
「都市拡張計画」分野：技術会議（連邦、州、市）
【実施時期：2014年6月～2017年9月】

反映

土砂災害リスク に着目した土地利用・施設
配置検討WS（都市省・パイ ロ ット事業サイ ト）
【実施時期：2016年10～11月】

都市計画マ ニュアルの作成、公表
【暫定公表：2018年 3月】
【正式公表：2018年12月】

図５－４ 都市計画マニュアル検討プロセスの概要
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「都市省内会議」)。
「都市拡張計画」分野は、土砂災害リスクの考え方など「リスクマッピ
ング」分野の成果をふまえて検討を行う必要があるため、
「リスクマッピング」分野を担当
する他省と調整を図り、両分野の検討状況、認識等のすり合わせが図られた(図 5－4 内の「連
邦省庁間会議」)。その結果を都市省内会議での議論に反映し、再度検討が進められた。第
二段階として、防災プロジェクトの関係連邦、州及び市政府が一堂に会する技術会議が計
12 回実施された。これは、都市計画マニュアルに記載する内容について防災プロジェクト
の関係連邦、州及び市政府から意見を聴取し、検討に反映させるために行われたものであ
る。あわせて、パイロット事業サイトで進めるパイロット事業(図 5－1 内の「主な取組」参
照)の進捗管理も担っていた。第三段階として、都市省がパイロット事業サイトの各市政府
とともに、土砂災害リスクに着目した土地利用・施設配置を検討するための WS を実施し
た(次項で詳述する防災プロジェクトの一環）
。その結果を都市計画マニュアル素案に適宜反
映することで、最終的に都市計画マニュアルが完成した。都市計画マニュアルの概要を表 5
－2 に示す。
第２項

パイロット事業サイトでの土砂災害リスクに着目した土地利用・施設配置検討

WS(ブルメナウ市)
都市省がパイロット事業サイトである各市政府とともに、都市拡張地域(新たに都市拡張
を計画する地域)を対象として、土砂災害リスクに着目した土地利用・施設配置の検討を
WS 方式で実施した(第 1 項で述べた「第三段階」に該当)。この WS は、パイロット事業サ
イトでの検討で得られた成果・課題を都市計画マニュアルの検討に反映させるために実施
したものである。本項では、パイロット事業サイトであるブルメナウ市での WS を対象と
し、同 WS での検討内容を明らかにする(ブルメナウ市の WS は、2016 年 11 月実施。WS の
実施状況を図 5－5 に示す)。
ブルメナウ市は、州都であるフロリアノポリス市の北西部に位置する人口 35.7 万人(2019
年推計)の都市である。市域のうち、多くが山岳地で構成され、市内を流れるイタジャイ川
では過去繰り返し洪水が発生している。また、人口増加に伴い急傾斜地においても住宅建
設が進んでおり、救援活動を伴う土砂災害が多く発生している。
今回検討対象となったブルメナウ市都市拡張地域(面積約 477ha、人口約 5,300 人(2015 年
現在))の一部では既に宅地開発がなされているが、都市拡張地域内の多くは森林等の自然的
土地利用である。WS の第一段階として、ブルメナウ市都市開発局職員により、都市拡張地
域の「現状、課題、将来目標、対処方策」について自由に意見を出しあい、類似の意見を
グループ化する KJ 法を用いて整理を行った。第二段階として、第一段階の結果をもとに、
都市拡張地域における土地利用計画案や、必要と考えられる各種施設の配置案を「リスク
マッピング」分野で作成した土砂災害ハザードマップと照らし合わせ、模造紙上に記入し
ていった(図 5－6)。検討の結果、①既存宅地を取り囲むように存在する土砂災害リスク箇所
については土砂災害対策工の実施を検討、②計画中の道路は土砂災害リスクを考慮してル
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表５－２ 都市計画マニュアルの概要（参考文献 2）をもとに筆者作成）
章

記載概要

タイトル

都市計画と統合した
1 災害リスク管理
－規範的枠組－

連邦都市法、連邦国家防災法に基づく、災害リスクを考慮した都市
計画（マスタープラン）策定時に考慮すべき事項。
基本的概念
・用語の説明。

2

都市・領域・災害リスク
都市・領域計画と地質・地盤マッピングとの相関
低減計画
・「①市域レベル、②地域レベル、③地区レベル」ごとに活用すべき
マッピングの説明。
市政府が定めるマスタープランにマクロゾーニングを規定するために
適用すべきデータ及び分析手法。
(1)

マクロゾーニング及びサスセプタビリティカード
市の領域計画のための戦略ビジョン
都市の成長、開発シナリオ、将来ビジョン

3

市の領域計画のため
の計画・戦略

社会経済及び環境的分析
・都市地域及び都市拡張地域の評価及び設定にあたって適用
可能なデータ及び分析手法。
市の都市動態分析手法
その他
将来ビジョン－都市占有シナリオ
・将来需要予測（住宅、商業、その他サービス等）を通じた、都市
拡張の必要性の検討方法。
都市成長に適用するリスク分析戦略
・災害リスクが低い地域を特定するための複数のシナリオ分析。
市街化制限区域（占用制御区域、占用制限区域）の考え方。
都市の利用、占用及び災害リスク管理
・土地の利用、占用及び分割に関する基準を制定する際に注意
すべき事項。
都市の占用及び地質・地盤マッピング
・都市の占用を行う区域を特定する際に使用するマップの説明。
・占用制御区域、占用制限区域の考え方。

4

都市地域計画及び
土砂移動

都市計画事業及び
5 危険地域での分割、
建設のための指針

都市の土地の利用及び占用の基準
・「容積率、建ぺい率、建物高さ、セットバック、浸透率」の考え方。
都市の土地の分割及び災害リスク管理
・「公共用地の最低比率、分割最低面積、区画の規模、街区の
規模、道路網、緑地、公的機関地区、排水システム、地表・斜面
保護の考え方。
・分割が出来ない市街化制限区域
→Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979に基づく、勾配17 o
以上の土地。
→建築物建設に適さない地質条件を有する土地。
→生態学的保護地域、又は汚染された地域。
都市計画事業のための指針
・災害リスクを考慮した都市計画事業を検討する際に適用可能な
マップの説明。
・優先的に開発を進めるべき地域の説明（社会的関係特別地域(2)
の活用）。
・特定都市計画策定の提案（「道路交通システム、区画及び建築
物の配置、緑地・レジャー地域、公共サービス施設の配置、排水
システム、斜面排水と安定化」に関する技術的指針を含む）。
危険地域での分割、建設のための指針
・土砂災害リスクをに着目した土地利用計画段階別・土地利用コン
トロールに関する考え方。

：「土砂災害リスクに着目した土地利用計画段階別・土地利用コントロール手法」関連項目
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図５－５ WS 実施状況（サンタカタリーナ州ブルメナウ市、2016 年筆者撮影）

【左：土砂災害ハザードマップ、右：土地利用・施設配置案】

図５－６ 土砂災害リスクを考慮した土地利用・施設配置検討結果
（ブルメナウ市都市拡張地域。JICA 作成資料に筆者加筆）
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ートの見直しを検討、③土砂災害リスク箇所に居住する低所得者層への対策として、連邦
都市法に基づく「社会的関係特別地域」(2)の指定と、土砂災害リスクが低い箇所に建設する
公営住宅への移転を検討、④地域の持続的発展を図るため、経済開発用地や研究・技術セ
ンターの設置、が示された。
ブルメナウ市を含む各パイロット事業サイトでの WS を通じ、いずれの都市も土砂災害
リスク箇所が市域の広範囲に分布していることから、宅地造成のための一定規模の用地確
保や、合理的な公共施設の配置等が困難であることが明らかとなった 3)。この結果をふまえ、
土砂災害リスクに着目した土地利用コントロール(土砂災害対策工実施による条件付き開発
許可を含む)の必要性が都市省や市政府間での共通認識となった。
第３項 検討にあたっての論点・課題
全体を通じて特に議論となったのが「土砂災害リスク、土地利用規制の考え方」であっ
た。これは、土地利用規制という個人の権利制限を伴うものであるため、規制の対象とな
りうる範囲の設定方法が論点となった。
「リスクマッピング」分野で土砂災害リスク評価を
担う鉱山エネルギー省は、より安全側に整理するため土砂災害リスクの影響範囲を大きく
設定しようとしていた。一方、
「都市拡張計画」分野を担う都市省は、可住地の減少を危惧
し、土砂災害リスクの影響範囲をより小さくするべく、両者のせめぎ合いの議論が発生し
た。しかしながら、この点は、第 6 節で述べるように、最終的に土砂移動に係る定量的な
外力想定が確立されなかったため、現時点で明確な設定方法を都市計画マニュアルに示す
ことはできず課題が残った。
また、パイロット事業サイトの市政府幹部による都市計画に対する理解度によって、
「都
市拡張計画」分野での作業進捗に影響がみられた。防災プロジェクト実施期間中、ブルメ
ナウ市都市計画担当者は積極的に取り組んでいたものの、当時のブルメナウ市幹部の無理
解により、
「都市拡張計画」分野を途中離脱した経緯がある。まずは行政内部において都市
計画に対する理解が促進され、都市計画の適切な運用・実施が十分図られる体制の構築が
必要であった。
第５節 都市計画マニュアル導入による都市計画法制度(連邦都市法)への補完実態分析
本節では、都市計画法制度(連邦都市法)を補完すべく策定された都市計画マニュアル(土
地利用コントロール手法を含む)と、災害リスク評価に基づく都市計画(マスタープラン、都
市拡張計画)策定時の配慮事項である連邦都市法 Art.42-A 及び Art.42-B との補完実態を把握
する。具体的には、連邦都市法 Art.42-A 及び Art.42-B に示された配慮事項に関する記述が、
都市計画マニュアル内に記載されているか、その有無を判別した。その結果を表 5－3、図
5－7 に示す。
記載の有無に着目して補完実態を評価した結果、概ね、都市計画マニュアル全体を通じ
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て連邦都市法 Art.42-A 及び Art.42-B に対応するよう、各配慮事項に関する「考え方、対応
方策」について説明していた。ただし、都市計画マニュアルで記載されていない連邦都市
法上の配慮事項も存在していた。その中でも、
「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口

表５－３ 都市計画マニュアル導入による連邦都市法への補完実態
条文

マスタープランへの配慮事項

都市計画マニュアルでの記載箇所

大規模な影響を及ぼす地すべり、突発的な洪水、関連する地質学的又は水文学的事
Art. 42-A 象を受けやすい地域を含む自治体として全国登録簿に登録された市のマスタープラン
は、Art.42で予見される以下に掲げる内容以上を含まなければならない。

－

I

土地利用の多様性や雇用及び収入の創出を促進するための、土地の分割、利用及び
占用の基準。

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ⅱ

大規模な影響を及ぼす地すべり、突発的な洪水、関連する地質学的又は水文学的事
象を受けやすい地域を含むマッピング。

2.2. 都市・領域計画と地質・地盤マッピングとの相関
3.1. マクロゾーニング及びサスセプタビリティカード
5.1. 都市計画事業のための指針

III

予防措置行動計画及び災害リスク地域の人口の再配置計画。

なし

災害の影響を予防及び軽減するために必要な都市排水方策。

4.3.5. 浸透率
4.4.5. 緑地
4.4.7. インフラストラクチャー：排水システム、地表及び斜面の保護

IV

V
VI
条文
Art. 42-B
I
Ⅱ
III

IV

V
VI
VII

Lei no 11.977,de 7 de julho de 2009に基づく非合法の都市居住地の正常化のための
指針、そして、社会的関係特別地域及びその他の都市政策手法の設定による社会的
関係住宅に関する区域の想定。
都市の防水性を低減するため、市の緑地地域の保護及び占用ための検証及び方針。
都市拡張計画への配慮事項
市は、都市を拡張させる場合、最低限、以下に掲げる内容を含む特別計画を作成しな
ければならない。
新たな都市境界の決定。
都市化抑制のための区域、及び自然災害の危険に応じた特別管理を受ける区域の線
引き。
インフラストラクチャー、道路システム、公共・都市・社会各施設及び設備のための特
別指針及び利用される地域の規定。
土地利用の多様性や雇用及び収入の創出を促進するための、土地の分割、利用及び
占用の基準の規定。
社会的関係特別地域及びその他の都市政策手法の設定による社会的関係住宅に関
する区域の想定。
環境、歴史及び文化遺産の保護のための指針及び特別手法の規定。
都市拡張地域の都市化プロセスにより生じる負担と便益の配分、及び公権力の行使
に起因する不動産価格上昇を共有するための保証メカニズムの規定。

都市の利用、占用及び災害リスク管理
都市の占用及び地質・地盤マッピング
都市の土地利用及び占用規則
都市の土地分割及び災害リスク管理

5.1. 都市計画事業のための指針（うち、「社会的関係特別地域」該当部分）
4.4.5. 緑地
都市計画マニュアルでの記載箇所

－
4. 都市地域計画及び土砂移動 （4章全般が該当：市街化制限区域の設定）
4. 都市地域計画及び土砂移動 （4章全般が該当：市街化制限区域の設定）
5.1. 都市計画事業のための指針（うち、「特定都市計画」該当部分）
※特定のインフラ整備に係る技術的指針を明記。
4.1. 都市の利用、占用及び災害リスク管理
4.2. 都市の占用及び地質・地盤マッピング
4.3. 都市の土地利用及び占用規則
4.4. 都市の土地分割及び災害リスク管理
5.1. 都市計画事業のための指針（うち、「社会的関係特別地域」該当部分）
なし
なし

青字：「土砂災害リスクに着目した土地利用計画段階別・土地利用
コントロール手法」関連項目

連邦都市法Art.42-A、Art.42-B

都市計画マニュアル

①災害リスクと共存し、市民生活や産業活動等を持続的に行うための対応
・予防行動措置計画、
災害リスク地域の人口再配置計画
・ 環境、歴史及び文化遺産保護の
計画
・ 負担便益配分、不動産価格上昇
保証メカニズム

・ 災害リスクマップの作成
・ 雇用及び収入創出促進のための土地利用基準
・ 都市の排水方策
・ 公共公益施設の配置計画
・ 緑地保護等の計画

②「災害リスク箇所で低所得者層が不法占拠
等により行う無秩序な住宅建設」への対応
・ 非合法居住地の正常化に向けた、社会的関係特別
地域等による社会的関係住宅の区域計画

図５－７ 都市計画マニュアル導入による連邦都市法への補完実態（概要図）
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再配置計画(Art.42-A,III)」は、新市街地におけるスクオッター(不法占拠)市街地化を防ぐた
めの計画的都市開発や、既成市街地における災害リスク箇所からの円滑な居住地移転方策
を検討する際の基礎的情報となりうるものであり、当該項目に関する検討や記述は必要で
あった。
第６節 土地利用コントロール手法の仕組み
本節では、土地利用コントロール手法の仕組みの解明とともに、その特長を整理する。
第１項 土地利用コントロール手法の概要
１）基本構成
新たな手法の立案にあたっては、ブラジルで特に対処すべき自然災害である土砂災害を
対象とし、完全には排除できない土砂災害リスクと共存した土地利用コントロールのあり
方を追求している。そして、防災プロジェクトは、我が国の技術協力に基づき行われてい
ることから、土砂災害防止法 4)、都市計画法 5)を基礎に、都市計画運用指針 6)や、我が国の
地方公共団体が作成した開発許可に関する手引も参考にしている。
具体的には、1)土砂災害防止法で規定される「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警
戒区域」という土砂災害リスクの程度に応じた区域指定の考え方を土地利用規制の基本と
し、あわせて、2)土地利用計画段階を「①市域レベル、②地域レベル、③地区レベル」の 3
階層に区分した上で、①～③の階層ごとに、土砂災害リスクに着目した土地利用・施設配
置のあり方が提案されている。土地利用計画段階別・階層概要図を図 5－8 に示す。 なお、
市域
①市域レベル
（日本の区域区分に相当）

②地域レベル
（日本の地域地区に相当）

公園

③地区レベル
（日本の都市施設に相当）

道路

図５－８ 土地利用計画段階別・階層概要図
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この 3 階層は、我が国の都市計画法における「①区域区分、②地域地区、③都市施設」に
各々相当する。
２）土砂災害リスクに着目した土地利用規制の考え方
都市計画マニュアルでは、土砂災害リスク箇所における土地利用を規制するため、Zona de
Urbanização Limitada(以下、市街化制限区域)を設定している。市街化制限区域は、Zona
Controle da Ocupação(以下、占用制御区域)、Zona de Restrição à Ocupação(以下、占用制限区
域)の 2 区域から構成されている。都市計画マニュアルでは、
『占用制御区域：土砂は到達す
るが、建築物を破壊するのに十分な力を持っていない区域』、『占用制限区域：土砂が到達
し、建築物を破壊するのに十分な力を持っている区域』と定義することが推奨されている。
占用制御区域、占用制限区域をそれぞれ定める場合、市政府が独自に詳細な調査を行い、
自らの判断で定めるものとされている。その理由として、ブラジルでは、過去の土砂災害
データの蓄積の無さから、我が国の土砂災害防止法における土砂災害特別警戒区域のよう
に、土砂が家屋等に与える外力を定量的に想定したマップを作成することができないため
である。
「リスクマッピング」分野における土砂災害ハザードマップの作成手順として、まず我
が国の土砂災害防止法における土砂災害警戒区域の設定方法を適用し、土砂災害リスク箇
所を特定するための線引きを行う。次に、線引きされた区域内で危険度判定を実施し、土
砂災害ハザードマップが完成する。危険度判定基準は、都市省が過去に公表した「土砂移
動の発生に係る危険度分類」7) に基づき 4 段階(低危険度(P1)、中危険度(P2)、高危険度(P3)、
非常に高い危険度(P4))に区分され、それらは現地調査による土地の不安定性の痕跡に基づ
き判定される。同危険度判定基準は「斜面崩壊、地すべり、土石流、落石」別に作成され
ており、例として「斜面崩壊」の危険度判定基準 8)を表 5－4 に示す。以上より、我が国の
土砂災害ハザードマップ(土砂災害警戒区域等を示す図)に係る技術的判定・作成方法と比較
し、危険度判定基準のみブラジル独自のものを採用していることがわかる。ただし、前述

表５－４ 「斜面崩壊」の危険度判定基準（参考文献 8）をもとに筆者作成）
斜面崩壊 危険度判定
土地の不安定性の
痕跡

痕跡の有無
存在
しない

存在
する

明らかに
存在する

亀裂
傾いた樹木
水の染み出し ／
土壌が飽和状態
段差／沈没
地すべりの痕跡

P3
P2

P4
P4

凡例
P2：中危険度
P3：高危険度
P4：非常に高い危険度

(※)「土地の不安定性の痕跡」に示す各項目の判定基準は別途規定。
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のとおり、ブラジルでは、土砂が家屋等に与える外力を定量的に想定したマップまでは作
成できない点に留意が必要である。
なお、我が国の土砂災害防止法では、過去の土砂災害データに基づき、土石等が到達す
る区域を地形的基準から指定可能である(土砂災害警戒区域)。更に、別途定める算出式から
建築物に作用する力を求めることで土砂移動に伴う危険性を有する区域を指定可能となっ
ている(土砂災害特別警戒区域)。
次に、図 5－9、図 5－10 に急傾斜地における市街化制限区域を適用した土地利用規制の

市街化制限区域

占用制御区域
占用制限区域
10m

H＞5m
30o以上（※2）
17o以上（※1）
H
2H（最大50m）

土砂災害対策工の実施
占用制御区域
10m

対策施設

H＞5m
30o以上

2H（最大50m）

（※1）Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979(連邦土地分割法) 9) Art.3, IIIに基づき、勾配
17O未満の土地で土地の分譲、都市拡張が許可される。 (勾配17O以上の土地で土
地の分譲等を行う場合，特定の地盤対策の実施が必要となる。 )
（※2）防災プロジェクトにおいて、パイロット事業サイトを含む全8都市：166箇所を対象に
土砂災害実態調査を実施。その結果、勾配30O以上で斜面崩壊が急激に増加する
ことが明らかとなった10)ため、勾配30Oを市街化制限区域設定時の基準とした。

図５－９ 急傾斜地における市街化制限区域を適用した土地利用規制イメージ
（参考文献 2）をもとに筆者作成）
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図５－１０ 急傾斜地における市街化制限区域を適用した土地利用規制イメージ
（参考文献 2）に筆者加筆）

イメージを示す。これまでのブラジルにおける急傾斜地対策と比較した場合の新規性とし
て、1)新たな概念である市街化制限区域を適用することで、土砂災害リスクと土地利用の一
体的な検討の必要性を示した点、2)ブラジルにおける既存の斜面規制は連邦土地分割法

9)

に従い勾配 17°が基準であったが、防災プロジェクトを通じ、勾配 30°が斜面崩壊の閾値
である点が明らかとなった

10)ことから、急傾斜地における市街化制限区域設定時の基準と

して勾配 30°を適用した点、が挙げられる。
また、占用制限区域での建築物の建設は基本的に禁止となるが、土砂災害リスクを低減
するための土砂災害対策工を実施した場合、占用制限区域は解除され、建築物の建設が可
能となる。ただし、占用制限区域が解除された後も、占用制御区域として区域指定は継続
され、モニタリングや警戒活動等を継続して行うよう求めている。
３）土砂災害リスクに着目した土地利用計画段階別・土地利用コントロールの考え方
最後に、土砂災害リスクに着目した土地利用計画段階別・土地利用コントロールの考え
方を表 5－5 に整理する。表 5－5 に示す土地利用計画段階別・土地利用コントロール表(以
下、土地利用コントロール表)は、土地の用途及び施設が持つ特性、役割を考慮し、占用制
御区域、占用制限区域ごとに○(可)、×(不可)、△(個別評価)による土地利用・施設配置基
準を設定している。これにより、我が国の区域区分や地域地区に相当する土地利用を検討
する際(新規設定及び既存の見直しを含む)、土地利用コントロール表を用いることで土砂災
害リスクを考慮して検討、指定できる。あわせて、施設配置についても道路、公園、下水
道等の各施設が持つ特性を考慮して検討、指定できる。例えば、住居地域の用途指定を行
いたい場合、当該地域が占用制御区域であれば、個別評価を経て用途指定可能であり、公
園や下水道といった施設が建設可能となる。
ただし、土地利用コントロール表に記載された項目、基準はいずれもモデル的に検討、
提示したものであり、市政府はこの表を参考にし、独自に項目、基準を設定する必要があ
る。
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表５－５ 土砂災害リスクに着目した土地利用計画段階別・土地利用コントロール表
（参考文献 2）をもとに筆者作成）

土地利用
計画段階
市域レベル
(※2)

土砂災害リスクに着目した
土地利用・施設配置基準(※1)

対象項目(※1)

市街化制限区域
占用制御区域

占用制限区域

都市地域

△

×

農村地域

×

×

住居地域

△

×

△

△

△

×

△

△

土 特別立地地域
地
商業地域
地域レベル 利
用 工業地域
(※3)
環境保護地域

○

○

都市レクリエーション地域

○

○

農村地域

○

○

交通施設

×

×

道路

×

×

鉄道

×

×

自動車駐車場

○

×

公共交通ターミナル、
インターモーダル拠点

△

×

地区レベル 施 その他交通施設
(※4)
設 公園、緑地等の公共空間

△

×

○

○

下水道

○

×

下水処理場、ごみ焼却場、
その他の廃棄物処理施設

○

×

その他の供給施設

○

×

河川、防水、自然災害予防施設

○

○

教育、文化、社会福祉施設

×

×

(※1)対象項目、基準（○、×、△）はいずれもモデル的に示したものであり、市政府が
独自に設定することになる。
(※2)日本の都市計画法に基づく区域区分に相当。
（都市地域：市街化区域、農村地域：市街化調整区域 に相当）
(※3)日本の都市計画法に基づく地域地区に相当。
(※4)日本の都市計画法に基づく都市施設を相当。
、
凡例
○：可
×：不可
△：個別評価

第２項 土地利用コントロール手法の特長
本項では、土地利用コントロール手法に関する特長を、これまでのブラジル都市計画制
度でみられなかった着眼点や、計画策定段階や事業化段階での有用点を抽出する目的で明
らかにする(表 5－6)。土地利用コントロール手法の特長として、①新たに市街化制限区域と
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表５－６ 土地利用コントロール手法の「特長」
●新たに市街化制限区域という概念を示し、土砂災害リスクと土地利用を
一体的に検討する必要性を提示。
●その具体例として、急傾斜地における市街化制限区域を適用した土地
利用規制の考え方を提示。
特
長

●土砂災害リスクに着目した土地利用・施設配置を簡便に検討可能。
●都市開発事業における設計検討や、開発事業者からの開発許可申請
に関する審査基準としても適用可能。
●今回提示した形のまま市政府が導入する必要はなく、市政府の置かれ
た各種状況をふまえ、独自にアレンジ可能。

いう概念を示し、土砂災害リスクと土地利用を一体的に検討する必要性を提示した点、②
①の具体例として、急傾斜地における市街化制限区域を適用した土地利用規制の考え方を
示した点、③土砂災害リスクに着目した土地利用・施設配置を簡便に検討可能である点、
④土砂災害リスクに着目した土地利用・施設配置の検討時のみならず、都市開発事業にお
ける設計検討や、開発事業者からの開発許可申請に関する審査基準としても適用可能であ
り汎用性を有する点、⑤今回提示した形のまま市政府が導入する必要はなく、市政府の置
かれた各種状況をふまえ、独自にアレンジ可能である点、が示された。
第７節 パイロット事業サイトにおける土地利用コントロール手法適用検討事例分析
本節では、都市計画マニュアル素案が完成した後、防災プロジェクトの一環で土地利用
コントロール手法の適用を検討したノバフリブルゴ市の事例を対象に、その特徴を明らか
にする。なお、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法は 2018 年 12 月に公表済
であることから、本分析実施に先立ち、適用済の都市があるのかを確認するため、1)ブラジ
ル地域開発省(旧都市省)担当者に対して照会したところ、
「把握していない(2019 年 10 月時
点)」と回答を得た。また、2)インターネット検索の結果、適用例は確認できなかった(2019
年 10 月時点)。
ノバフリブルゴ市での検討プロセスとして、まず、都市拡張地域(第 4 章第 6 節第 3 項参
照)を対象に、土砂災害リスク分布状況を土砂災害ハザードマップによって確認したところ、
土砂災害リスク箇所が広範囲に分布していることが明らかとなった(図 5－11)。そのため、
宅地開発等を適切に行うためには、土砂災害リスクに着目した土地利用コントロール(土砂
災害対策工実施による条件付き開発許可を含む)が必要、と市政府は結論付けた。これらに
対応するべく市政府は、土地利用コントロール表(表 5－5)を参考にした市独自の「土地利用
コントロール表案(表 5－7)」及び「土砂災害に対応した開発許可条件案(表 5－8)」を作成し
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図５－１１ ノバフリブルゴ市・都市拡張地域 土砂災害ハザードマップ
（参考文献 2）に筆者加筆）

表５－７ ノバフリブルゴ市・土地利用コントロール表案
（参考文献 2）をもとに筆者作成）

土地利用
計画段階

土砂災害リスクに着目した
土地利用基準

対象項目

市街化制限区域

住居地域
住居地域(土砂災害に対する
開発制限を伴う)
特別立地地域
土 商業地域
地
工業地域
地域レベル
利
用 農業地域
環境保護地域

占用制御区域

占用制限区域

△

×

△

□

△

△

△

×

△

△

○

○

○

○

都市レクリエーション地域

○

○

開発農村地域

○

○

保護農村地域

○

○

,
凡例
○：可
×：不可
△：個別評価
□：土砂災害対策工を伴う制限付き開発許可
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：ノバフリブルゴ市独自の対象項目

表５－８ ノバフリブルゴ市・土砂災害に対応した開発許可条件案
（参考文献 2）をもとに筆者作成）
土砂災害に対応した開発許可条件
項目
斜面の除去

発生源での対策
対策施設

待ち受け対策
対策施設

① 土砂災害による被害から
保護されるか？
土砂災害の発生が想定される
起伏箇所を避け、土砂災害が
発生しない状況を確保する。

② 対策施設は外力に対して
安全か？
－

対策施設により土砂災害の発 対策施設は、想定される土砂
生を抑制し、土砂災害が発生 移動力に対して必要な安全性
しない状況を確保する。
を確保する。
対策施設により土砂を捕捉し、 対策施設は、想定される土砂
保護対象へ影響しない状況を 移動力及び堆積力に対して必
確保する。
要な安全性を確保する。

た。土地利用コントロール表案及び土砂災害に対応した開発許可条件案の特徴として、①
土砂災害に対する居住地の安全性を確保するため、土地利用コントロール表の土地利用項
目に「住居地域(土砂災害に対する開発制限を伴う)」を独自に設定している点、②定性的表
現に留まるが、土砂災害対策工法別に開発許可条件を設定している点、がみられた。
ただし、これらは市政府の正式な制度として確立したものではなく、あくまで試験的に
検討したものである。正式承認を待つ「災害リスク評価に基づくマスタープラン改定案(第
4 章第 6 節参照)」とともに、マスタープランの実効性を高めるためにも、土地利用コント
ロール表及び土砂災害に対応した開発許可条件が早期に制度化され、適切に運用されるこ
とが求められる。
第８節 本章のまとめ
都市計画法制度(連邦都市法)を補完するべく、我が国の技術協力(防災プロジェクト)を通
じてブラジル連邦政府により策定された都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法
は、ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度の一翼を担うことが期待されて
いる。しかしながら、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法を対象とした既存
研究は概要紹介に留まっており、その全容(特長、課題等)を明らかにした研究は、海外文献
を含めてみられなかった。
そこで本章では、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法に関して、既存研究
ではみられない検討プロセスとその論点・課題、都市計画法制度への補完実態、特長、適
用検討実態を会議・WS への参加、ヒアリング調査、文献調査を通じて明らかにした。
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まず、都市計画マニュアル検討時の論点・課題として、
「土砂災害リスク、土地利用規制
の考え方」がみられた。これは、土地利用規制という個人の権利制限を伴うことから、規
制の対象範囲の設定方法が議論となった。しかし、最終的に土砂移動に係る定量的な外力
想定がブラジルで確立されず、明確な設定方法は都市計画マニュアルに示すことはできず
課題が残った。また、パイロット事業サイトの市政府幹部による都市計画に対する理解度
によって、
「都市拡張計画」分野での作業進捗に影響がみられた。まずは行政内部において
都市計画に対する理解が促進され、都市計画の適切な運用・実施が十分図られる体制の構
築が必要であった。
次に、都市計画法制度(連邦都市法)を補完すべく策定された都市計画マニュアル(土地利
用コントロール手法を含む)と連邦都市法 Art.42-A 及び Art.42-B の補完実態を確認した。都
市計画マニュアル導入による連邦都市法への補完実態として、都市計画マニュアルは、連
邦都市法再構築の柱である配慮事項(Art.42-A 及び Art.42-B)に関する「考え方、対応方策」
を概ね説明していた。ただし、都市計画マニュアルで記載されていない連邦都市法上の配
慮事項も存在していた。その中でも、
「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口再配置計
画(Art.42-A,III)」は、新市街地におけるスクオッター(不法占拠)市街地化を防ぐための計画
的都市開発や、既成市街地における災害リスク箇所からの円滑な居住地移転方策を検討す
る際の基礎的情報となりうるものであり、当該項目に関する検討や記述は必要であった。
そして、土地利用コントロール手法の特長として、これまでのブラジル都市計画制度で
みられなかった着眼点や、計画策定段階や事業化段階での有用点を抽出する目的で、以下
の点を明らかにした。
①新たに市街化制限区域という概念を示し、土砂災害リスクと土地利用を一体的に検討
する必要性を提示した。その具体例として、防災プロジェクトによる土砂災害実態調
査に基づき設定した急傾斜地における土地利用規制の考え方を示した。
②土砂災害リスクに着目した土地利用・施設配置が簡便に検討可能である。更に、都市
開発事業における設計検討や、開発事業者からの開発許可申請に関する審査基準とし
ても適用可能であり汎用性を有する。また、土地利用コントロール表は、市政府の置
かれた各種状況をふまえ、独自にアレンジ可能である。
最後に、土地利用コントロール手法の適用を検討したノバフリブルゴ市の事例を対象に、
その特徴を明らかにした。ノバフリブルゴ市では、市独自の土地利用コントロール表案及
び土砂災害に対応した開発許可条件案を作成しており、それらの特徴として、①土砂災害
に対する居住地の安全性を確保するために、土地利用コントロール表の土地利用項目に
「住居地域(土砂災害に対する開発制限を伴う)」を独自に設定している点、②定性的表現
に留まるが、土砂災害対策工法別に開発許可条件を設定している点、がみられた。ただし、
これらは試験的に検討したものであり、正式承認を待つ「災害リスク評価に基づくマスタ
ープラン改定案」とともに、マスタープランの実効性を高めるためにも、土地利用コント
ロール表及び土砂災害に対応した開発許可条件が早期に制度化され、適切に運用されるこ
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とが求められる。

〈第５章の補注〉
(1)対象都市の全域又は一部について、地すべり及び洪水の発生しやすさを評価したデータ。
既往崩壊実績分布を基にした GIS 解析により作成されている。鉱山エネルギー省：鉱物
資源調査局等が作成(図 4－14 参照)。
(2)社会的関係特別地域：社会的関係住宅(低所得者層向けの公営住宅等)を整備するために指
定するゾーニング区分の一種。
〈第５章の参考文献〉
1)横山大輔：ブラジルにおける土砂災害リスクに着目した土地利用計画段階別・土地利用コ
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第６章

ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度の課題と実効性担保方策の

検討
第１節 本章の目的と構成
これまで、第 4 章でブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計画法制度の全容と適
用実態を、第 5 章でブラジルにおける土砂災害リスクに着目した都市計画マニュアル・土
地利用コントロール手法の全容についてそれぞれ明らかにした。本章では、1)それらブラジ
ルにおける災害リスクを考慮した都市計画制度(都市計画法制度、都市計画マニュアル・土
地利用コントロール手法を含む制度全般)に関する課題分析と、2)都市計画制度が国内で着
実に普及、実行されるよう、ブラジルが抱える社会的課題に着目しつつ、都市計画制度の
実効性担保方策の検討を行う。
以下、第 2 節でブラジル側実施機関(連邦及び市政府)に対して独自に実施したアンケート
調査に基づき、①都市計画マニュアルの課題及び改善方策や、②都市計画制度の実効性担
保に向けた課題及び検討の視点を明らかにする。次に、第 3 節で第 2 節において明らかに
した「検討の視点」に基づき、ブラジルが抱える社会的課題に着目しつつ、都市計画制度
の実効性担保方策の検討を行う。最後に、第 4 節で本章のまとめを示す。
第２節 防災プロジェクト・都市計画制度に対する評価分析
本節では、防災プロジェクトの被供与団体(ブラジル側実施機関)である連邦及び市政府に
対して独自に実施したアンケート調査(表 6－1)に基づき、1)都市計画マニュアルの課題及び
改善方策、2)都市計画制度の実効性担保に向けた課題及び検討の方向性を明らかにする。
アンケート調査票はポルトガル語で作成し、電子メールで連邦及び市政府の担当者に送
付した。基本的にアンケート調査は自由記述式であるが、一部、選択式の設問を設定して
いる。アンケート調査のサンプル数は合計 4(都市省実務責任者：1、市実務責任者 1×3 都
市)である。付録－5、6 に、アンケート調査票及び回答一覧を示す。
第１項 防災プロジェクトに対する連邦及び市政府の評価
表 6－2 に、防災プロジェクトに対する評価を示す(回答：自由記述式)。調査の結果、連
邦及び市政府共通の評価として、「連邦・州・市政府間、市部局間の連携促進」や「職員の
技術力向上」に貢献した点を挙げていた。また、市政府からは「州政府からの支援の欠如」
を課題として挙げていた。これは、ブラジルが連邦制を採用し、都市計画に関する多くの
権限が市政府に付与される一方、州政府の権限が限定的であることが要因と考えられる。
しかし、全ての市政府が人的・財政的資源が豊富であるわけではないため、都市計画マニ
ュアルの実効性を担保するためにも、州政府の果たす役割を再考する必要がある(例えば、
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市政府へのアドバイザー派遣、市政府向け講習会の実施、市政府向け相談体制の構築、市
政府が行う業務発注への支援等)。

表６－１ アンケート調査概要
・実施先 ：①都市省国家都市開発局都市計画・管理部都市計画担当課長
②市政府（パイロット事業サイト）「都市拡張計画」分野担当部局
・実施日 ：①2018年2月
②2017年4月(ノバフリブルゴ市、ペトロポリス市)、10月(ブルメナウ市)
アンケート調査

・実施方法：調査票をメール送付．自由記述式(※のみ選択式)
・調査項目：対ブラジル技術協力実施に対する評価
対ブラジル技術協力を受ける際の被供与団体側の課題※
防災プロジェクトに対する評価
都市計画マニュアルに対する評価
都市計画マニュアルの実施上の課題
現行都市計画制度に対する評価 等

表６－２ 防災プロジェクトに対する評価
■問 防災プロジェクトで評価できる点・評価できない点は何か？評価できない点がある場合、改善すべき点は何か？
項目

連邦政府（都市省）

市政府（パイロット事業サイト）
ノバフリブルゴ市

ペトロポリス市

ブルメナウ市

・様々な市政府部局と連邦
・市政府の様々な部門で災害
省庁との統合管理。
リスク問題を優先するように
・都市拡張計画において中心
なった。
的活動者としてリスク管理に
・市政府の技術者に対する訓
・知識の交換。
取り組んだ。
練。
・資材、学識の向上。
・地方自治体の専門家育成の
・市部局間及び市政府と
・(作成された都市計画)
ための様々な訓練(の実施)。
連邦政府間のコミュ ニケー
マニュアルがブラジル
・(作成された都市計画マニュ
ションが向上。
全州で適用される点。
アルは)土地管理業務を行う
・重要なプロジェクトに参加し、
ために十分な技術職員がい
市職員のモチベーションが
ないブラジル国内の自治体
向上。
にとって有益。

で
き評
る価
点

3 つのレベル(連邦・州・ 市
政府)の政府間及び組織
間の対話を促進する希な
プロジェクトだった。

で
き
評
な
価
い
点

・市政府内で(防災プロジェク
(防災プロジェクトの一環とし
ト)4分野間の調整が弱く、
て行った)ブラジル国内専門
コミュニケーションと協力不
家及び連邦大学との交流は
足だった。
微力だった。今後、更に(交 ・州政府の積極性が欠如して
流を)深めるべき。
いた。特に「都市拡張計画」
分野。

州政府からの支援が欠如、
不足していた。

－

す
べ改
き善
点

ブラジルにおいて、日本の手
法や技術の適用、開発を容
易にするため、ブラジル国内
専門家(大学、コンサルタント)
と日本側の対話が継続的に
できる環境づくりが必要。

州内の自治体支援のため、州
政府の責任及び義務を規定す
べき。

－

太字ゴ シッ ク：連邦政府、市政府間で共通の項目

－

下線：市政府間で共通の項目
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第２項 技術協力実施にあたり被供与団体側に不足していた事項
表 6－3 に、技術協力実施にあたって被供与団体(ブラジル実側施機関)側に不足していた
事項を示す(回答：選択式)。調査の結果、連邦及び市政府共通の事項として、
「連邦・州・
市政府との連携」
、
「統計データの不足」を挙げていた。個別にみると、連邦政府では、
「連
邦政府(都市省)幹部の理解」、
「行政トップの入れ替わりが激しい」を挙げており、ブラジル
の政治体制がもたらす弊害に起因する課題が示された。市政府間共通の事項としては、
「予
算問題」
、
「連邦・州政府との連携」、
「組織・人員体制の不足」を挙げており、
「その他」の
回答では「市政府内部局や州政府との協力、支援不足」を挙げていた。
以上をふまえると、技術協力を受けるにあたっての体制(組織・人員、統計データの整備・
構築)が各レベルの政府組織で脆弱であることから、連邦、州及び市政府間で連携し、それ
ら体制を補完し合う取組みが求められる。そして、第 1 項及び本項の結果より、相手国が
連邦制である場合、技術協力実施時のみならず、都市計画制度を適切的に実施するために
は、各レベルの政府組織を有機的に結び、補完しあい、協働できる場の創出が必要であり、
あわせて、連邦及び州政府による市政府へのサポートが重要となる(図 6－1)。
第３項 都市計画マニュアルに対する市政府の評価
表 6－4 に、都市計画マニュアルに対する市政府の評価を示す(回答：自由記述式)。調査
の結果、都市計画マニュアルに対しては、マニュアルの記載内容が不十分という評価がみ

表６－３ 技術協力実施にあたり被供与団体側に不足していた事項
■問 都市計画技術協力を受けるにあたり、被供与団体側に不足していた点、改善すべきであった点は何か？選択肢から該当するものを全て選択し、
影響が大きいものから順に1,2,3…と記入して下さい。
順
位

連邦政府（都市省）

ペトロポリス市
1 その他
統計データの不足
2 連邦政府（都市省）幹部の理解
予算問題
3 州政府・ 市政府との連携
市議会の理解
4 既存統計データが更新されていない 既存の都市計画制度の不備・不足
5 統計データの不足
その他

市政府（パイロット事業サイト）
ノバフリブルゴ市
連邦政府・ 州政府との連携
組織・人員体制の不足
予算問題
その他

既存の都市計画制度（マスタープラン）
との関連性

6 組織・人員体制の不足
7
8
9
10
11
12
13

職員の技術力
データ収集
データ解析
既存の都市計画制度の不備・不足
連邦議会の理解
国民の理解
国民の合意形成
既存の都市計画制度（連邦都市法
14
におけるマスタープラン）との関連性
15 アウトソーシング

ブルメナウ市
既存の都市計画制度の不備・不足
予算問題
連邦政府・ 州政府との連携
職員の技術力
組織・人員体制の不足

－

－

そ
の （行政）トップの入れ替わりが激しい。 他の市部局との協力不足。
他

既存統計データが更新されていない
統計データの不足
データ収集
データ解析
市民の理解
市民の合意形成
アウトソーシング
市議会の理解
市長の理解

・都市拡張計画に係る作業のため
の適切な地図の不足。
・州政府より都市計画マニュアル(検
討)のための支援が一切無かった。

太字ゴ シ ッ ク：上位5項目のうち、連邦政府といずれかの市政府が選択した項目
：上位5項目のうち、全ての市政府が選択した項目
：上位5項目のうち、２つの市政府が選択した項目
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－

連邦
・連邦都市法
・連邦予算
・国家的計画、方針

州

市

・大都市圏内都市への
助言

・市法（マスタープラン）
・都市計画実施主体

図６－１ 都市計画制度の実効性担保に向けた連邦、州及び市政府の望ましい関係性

表６－４ 都市計画マニュアルに対する市政府の評価
■問 都市計画マニュアルで評価できる点・評価できない点は何か？評価できない点がある場合、
改善すべき点は何か？
評価できる点

評価できない点

改善すべき点

災害リスク箇所における低
(防災プロジェクト実施にあ
所得者層のコミュニティ、 不法占拠対策、災害リスク
たり)目標を見据え、責任
ペトロポリス市
不法占拠対策、都市再構 対策に関する新たなプロ
感を持ち、自由に議論でき
築について、時間的制約 ジェクトの実施。
た。
により検討できなかった。
マニュアルがきっかけとな
既存法制度との調整不足
検討した全てのテーマが
り、都市拡張計画に関する
ノバフリブルゴ市
であった(箇所が存在す
重要(なテーマ)であった。
様々な法律の調整、変更
る)。
がなされることを期待。
ブルメナウ市

－

マスタープラン及びゾーニ
ングの開発について記述
が不足している。

－

られた。その中でも「災害リスク箇所における低所得者層のコミュニティ、不法占拠対策」
という回答(ペトロポリス市)に対しては、都市計画マニュアルで不法占拠対策に活用可能な
連邦都市法に基づく「社会的関係特別地域」(1)について触れている。しかしながら、実務と
しての不法占拠対策(転居方策など)は議論されていないことから、今後、都市計画マニュア
ル改定の際は、その点を検討する必要がある。
第４項 都市計画マニュアル活用に関する市政府の評価
表 6－5 に、都市計画マニュアル活用に関する市政府の評価を示す(回答：自由記述式)。
調査の結果、デメリット・課題として、「ブラジル国土は、様々な特徴(地形、文化、環境、
経済)を有し、それら全てを表現できていない」
、
「地形的特徴が未考慮の市もあり、難題に
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表６－５ 都市計画マニュアル活用に関する市政府の評価
■問 連邦制であるブラジルにおいて、全市政府を対象とする都市計画マニュアルを検討、実施する際のメリット、デメリット、
課題、課題への対処方法は何か？
メリット

デメリット

リスク管理技術や方法の
（全国的な）標準化は、危
機が発生した際に（過去の
ペトロポリス市
被災経験に関する）知識
の啓発と普及に貢献する
ことができる。

－

都市拡張計画業務実施の
ため、必要となるリスク管
理や土砂移動について理
ノバフリブルゴ市 解しながらの少しずつの指
導（が良い）。特に、能力
のある技術者が不足又は
不在の自治体に対して。

ブラジル国土は、様々な特
徴（地形、文化、環境、経
済）を有している。これらの
特徴は、国の指示でマ
ニュアル（作成）のために
選ばれた３つのパイロット
事業（都市）では全く表現
されていない。（（ブラジル
国土全体の特徴を表すた
めにはパイロット事業が）
他の都市でも続くべき）

ブルメナウ市

全州に導入されて、指導
的な役割を果たす。

課題

課題への対処方法

組織・人材不足に直面す
る市政府は、実行に当た
り、障害に直面するだろ
う。

訓練と交流：訓練を受けた
本市職員を活用し、他の
市職員の訓練を手伝う。

マニュアルの検討、調整に
あたってプロジェクト当事
者に配慮してくれたが、
（いくつかの自治体では）
自らの自治体における地
形の特徴がマニュアルで
考慮されていないため、い
くつかの自治体はマニュア
ルの使用時に難題に直面
してしまう。

その他の市政府がマニュ
アルを利用するにあたり、
連邦政府はいくつかのプロ
グラムを通じた協力や支援
を行ってほしい。これによ
り、予期せぬ様々な事象を
もとに、マニュアルにおけ
るリスク管理の可能性の
改善にも繋がる。

自治体によって特徴は異
なっており、マニュアルは ・情報
全ての可能性を提示して ・予算
いるわけではない。

－

直面してしまう」、「組織、人材不足に直面する市は、障害に直面してしまう」等を挙げて
いた。これらの回答から、都市計画マニュアルの運用上の課題として、1)地域により地形、
環境等が大きく異なるため、ブラジル全域で統一的な適用は困難である点、2)一定規模以上
の市政府でなければ適用が困難である点(組織・人員体制、市職員の技術力、市の予算規模
等が影響)が示された。
第５項 市政府の都市計画制度に対する自己評価
表 6－6 に、市政府の都市計画制度に対する自己評価を示す。評価結果として、
「自然発
生的に生じた都市へのケアの難しさ」
、
「災害リスクに関する社会的改善・安全性改善促進
の難しさ」、
「住宅政策不足」、「住宅システム解決に向けた資源不足」
、
「計画実施に関する
監査の難しさと効果」
、「不動産の物件価値が下がるため、市民社会や政界が災害リスク予
防策に対して抵抗」、
「コミュニティが課題を受入れるか」
、
「データ不足」
、
「コミュニケー
ション不足」等が示された。
第６項

災害リスクを考慮した都市計画制度の「課題」と実効性担保に向けた「検討の視

点」
本項では、災害リスクを考慮した都市計画制度の課題分析を、前章までに得られた結果(●
と表記)及び本章のアンケート調査結果(●と表記)をもとに行う。課題分析にあたっては、
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表６－６ 市政府の都市計画制度に対する自己評価
■問 現状の市政府の都市計画制度（マスタープラン、都市拡張計画 等）に関する課題・問題点は何か？
・情報、データ、分析不足。
・不動産の物件価値が下がるため、市民社会や政界が災害リスク予防策に対して抵抗
している点。
・市部局間のコミュニケーション不足。
ペトロポリス市
・1)既に定着した土地（自然発生的に生じた都市）に対するケアの難しさ、2)災害リスク
に関して社会的な改善もしくは安全上の改善を促進することの難しさ。
・土地利用及び占有に関する住宅政策の不足。
・”計画した行動の確実な実施のための監査”の難しさとその効果（効果が疑わしい）。
都市拡張計画のための適切な縮尺の地図の欠如。防災プロジェクトに参加する省庁は、
ノバフリブルゴ市 連邦政府に対して、自治体内での土砂移動に関するリスク管理のための作業に必要とな
る地図の取得を提案及び勧めてほしい。

ブルメナウ市

・コミュニティが課題を受け入れること。
・住宅システムを解決するための資源不足。
・更新されたデータの不足。
・技術者間のコミュニケーション不足。

大きく“都市計画マニュアル：本体の課題、運用上の課題”
、
“都市計画・防災計画全般の
課題”に区分して行う。以下に、それぞれの課題を示す(表 6－7)。なお、
【】内に根拠とな
った章・節・項を記している。
都市計画マニュアル：本体の課題
1)連邦都市法：
「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口再配置計画(Art.42-A,III)」に関
して示されていない【●、第 5 章第 5 節】
、2)市街化制限区域：市政府自らの判断で区域設
定する必要【●、第 5 章第 6 節第 1 項 2)】
、3)土地利用コントロール表：宅地レベルの項目(建
築物及び付帯施設)は示されていない【●、第 5 章第 6 節第 1 項 3)】
、4)実務としての不法占
拠対策は示されてない【●、第 6 章第 2 節第 3 項】
、が明らかとなった。
都市計画マニュアル：運用上の課題
1)全市への適用義務付けは、連邦都市法で規定しておらず困難【●、第 5 章第 3 節】
、2)
地域により地形、環境等が大きく異なるため、ブラジル全域で統一的適用は困難【●、第 6
章第 2 節第 4 項】
、3)一定規模以上の市政府でなければ適用困難(組織・人員体制、市職員の
技術力、市の予算規模等が影響)【●、第 6 章第 2 節第 4 項】
、が明らかとなった。
都市計画・防災計画全般の課題
法令上の課題として、1)憲法：(不法占拠でも)5 年間占用すると土地所有権を取得という
規定があり、この規定がスクオッター(不法占拠)の存在を許す要因であるとともに、連邦土
地分割法が存在するにも関わらず、国内で開発許可制度が根付かない要因の一つと推察【●、
第 4 章第 4 節第 3 項】
、2)連邦都市法：災害リスクを考慮した都市計画の柱となる Art.42-A
及び Art.42-B に対して「私権制限」
・
「罰則」規定は無く、法的拘束力が乏しい【●、第 4
章第 4 節第 3 項】
、3)連邦土地分割法：連邦法として存在するが、国内で開発許可制度は十
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分根付いていない【●、第 4 章第 3 節第 5 項】
、が明らかとなった。
その他の課題として、4)連邦・州・市の連携、都市計画を担う市政府へのサポート【●、
第 6 章第 2 節第 1 項及び第 2 項】、5)自然発生的に生じた都市へのケアの難しさ【●、第 6
章第 2 節第 5 項】
、6)災害リスクに関する社会的改善・安全性改善促進の難しさ【●、第 6
章第 2 節第 5 項】
、7)住宅政策不足・住宅システム解決に向けた資源不足【●、第 6 章第 2
節第 5 項】、8)計画実施に関する監査の難しさと効果【●、第 6 章第 2 節第 5 項】
、9)災害リ
スク対策への市民社会の合意形成【●、第 6 章第 2 節第 5 項】
、が明らかとなった。

表６－７ 災害リスクを考慮した都市計画制度の「課題」

災害リスクを考慮した都市計画制度の「課題」
●連邦都市法：「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口再配置計画
(Art.42-A,III)」に関して示されていない。
本
体 ●市街化制限区域(占用制御区域、占用制限区域)：市政府が独自に詳細な
調査を行い、自らの判断で定める必要。
の
課
●土地利用コントロール表：宅地レベルの項目(建築物及び付帯施設)までは
題
示されていない。

都
市
計
画
マ
ニ
ュ
ア
ル

●実務としての不法占拠対策は示されていない。
●市政府への都市計画マニュアル及び手法の適用義務付けは、連邦都市法
に規定されていないため、全都市に適用を義務付けることは困難（関心を
運
有する市政府のみ適用）。
用
上
●ブラジルは広大な国土を有し、地域により地形、環境等が異なることから、
の
ブラジル全域で統一的適用は困難。
課
題 ●一定程度の規模を有する市政府でなければ適用が困難(組織・人員体制、
市職員の技術力、市の予算規模等が影響))。
都
市
計
画
・
防
災
計
画
全
般
の
課
題

「検討の視点」
(図6-2) との関係
視点⑦
－
視点⑦
視点③、⑦
－

－
視点①

●憲法：不法占拠でも、5年間占用すると、土地所有権を取得。

視点②③

●連邦都市法：Art.42-A,Bに「私権制限」・「罰則」は無く、法的拘束力が乏しい。

視点⑤⑥

●連邦土地分割法：法律は存在するが、開発許可制度は十分根付いていない。

視点②

●連邦・州・市政府間の連携、連邦・州政府による市政府へのサポート。

視点①

●自然発生的に生じた都市へのケアの難しさ。

視点②③⑤

●災害リスクに関する社会的改善・安全性改善促進の難しさ。

視点②③⑤

●住宅政策不足・住宅システム解決に向けた資源不足。

視点②③

●計画実施に関する監査の難しさと効果。

視点④

●災害リスク対策への市民社会の合意形成。

視点⑤

(補注) ●：第5章までに得られた結果に基づく。
●：ブラジル側実施機関に対するアンケート調査結果に基づく。
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以上に示した課題のうち、定量的データ不足等、現時点で対応が困難な項目を除いた上
で、関連する課題をカテゴリー化し、それぞれの課題に対応するよう都市計画制度の実効
性担保に向けた 7 つの「検討の視点」を整理した(図 6－2)。あわせて、前掲の表 6－7 に、
都市計画制度の「課題」と、都市計画制度の実効性担保方策「検討の視点」の対応関係を
示す。
第３節 災害リスクを考慮した都市計画制度の実効性担保方策の検討
本節では、都市計画制度が国内で着実に普及、実行されるよう、第 2 節で整理した 7 つ
の「検討の視点」に基づき、ブラジルが抱える社会的課題に着目しつつ、災害リスクを考
慮した都市計画制度の実効性担保方策の検討を行う。
なお、ブラジルが抱える社会的課題(第 2 章第 6 節参照)として、本研究では、防災・都市
計画に関する取組を行う際、特に障害になると考えられる「スクオッター(不法占拠)の存在」
、
「法令順守の未徹底」、「政権交代等に伴う業務引継ぎの未定着」に着目し、それらを可能
な限り考慮した上で、各実効性担保方策を検討する。
第１項 視点①：都市計画を担う市政府へのサポート
ブラジル国内には 5,570 の基礎自治体(2020 年 7 月現在)1)が存在しており、その約 2/3 の
市政府では、土木・建築といった技術系職員が不在という状況にある(2)。ブラジルでは、憲
法によって都市計画に関する多くの権限が市政府に付与されているが、第 2 節第 1 項でも
述べたように、全ての市政府が人的・財政的資源が豊富であるわけではない。そのため、

災害リスクを考慮した都市計画制度の実効性担保に向けて

検討の
視点

① 都市計画を担う 市政府へのサポート
② 計画的都市開発に向けた 開発コントロール
③ 災害リスク箇所からの 居住地移転・住宅整備
④ 計画実施に関する 監査
⑤ 市民社会の 合意形成
⑥ 都市計画制度の 普及促進
⑦ 都市計画マニュアルの アップデート

災害リスク箇所

③ 居住地移転・
住宅整備

② 開発コントロール

不法占拠 等

① 市政府へのサポート

④ 監査

⑤ 合意形成

⑥ 普及促進

図６－２ 災害リスクを考慮した都市計画制度の実効性担保方策「検討の視点」
118

都市計画制度の実効性を担保するためにも、連邦及び州政府の果たす役割を再考する必要
がある(例えば、市政府へのアドバイザー派遣、市政府向け講習会の実施、市政府向け相談
体制の構築、市政府が行う業務発注への支援等)。そして、各レベルの政府組織を有機的に
結び、補完しあい、協働できる場の創出が必要となる。
あわせて、連邦政府における都市計画、特に災害リスクに関する権限を強化することも
効果的であり、検討の余地がある(視点④、⑤、⑥と関連)。ただし、連邦政府の職員数は限
られており、また、国土が広大であることから、州政府の果たす役割は特に重要である。
州管内市政府の統率・伝達・助言等を図るための州政府に対する法的権限の付与や、市政
府の参考となるような都市計画やリスクマップ例の作成・周知・展開、州管内市政府での
取組好事例の周知・展開など、州政府が担うべき責務や取組みは多いと考える。
例えばリオデジャネイロ州では、リオデジャネイロ市を中心とした大都市圏に限定して、
州法に基づき大都市圏委員会(ポルトガル語：Câmara Metropolitana)が設立されている 2)。大
都市圏委員会を統括する審議評議会(ポルトガル語：Conselho Deliberativo)は、州知事、大都
市圏内の各市長、市民社会から構成されており、その傘下に執行機関であるリオ大都市研
究所(ポルトガル語：Instituto Rio Metrópole)がある 3)。リオ大都市研究所は、州行政の一部と
して機能しており、
「統合都市開発戦略計画」
、
「基本地図作成」
、
「情報システム」
、
「グアナ
バラ湾の再生」といった広域的課題に対処するための業務が行われている。一連の組織体
系を図 6－3 に示す。他の州政府においても、リオデジャネイロ州での取組を参考とした広
域的な州及び市政府間連携の枠組み構築が考えられる。

リオデジャネイロ州・大都市圏委員会
審議評議会
（州知事、各市長、市民社会）

リオ大都市研究所
・統合都市開発戦略計画
・基本地図作成
・情報システム
・グアナバラ湾の再生

大都市圏地域開発基金

諮問評議会

図６－３ リオデジャネイロ州・大都市圏委員会 組織体系
（参考文献 2)3)をもとに筆者作成）
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第２項 視点②：計画的都市開発に向けた開発コントロール
第 2 章第 6 節第 2 項及び第 4 章第 3 節第 5 項で述べたように、ブラジルには民間による
都市開発を規定した連邦土地分割法 4)がある。しかしながら、一般的にブラジルにおける都
市開発事業は、まず民間の開発事業者自らが宅地開発及び当該地へのアクセス道路を整備
し、後追い的に行政が当該都市開発事業を認可する流れであるといわれる(3)。その後、行政
が民間による都市開発事業をフォローする形で関連する社会資本整備を行う流れといわれ、
通常、予め行政が作成した各種計画に基づく都市開発事業は行われていない(つまり、災害
リスクを考慮することなく、民間による都市開発が行われている)。この点は、ブラジルに
おける都市問題のひとつと認識されている(3)。
そのため、災害リスクを考慮しつつ、計画的に都市開発事業を実施するためにも、第 5
章で対象とした都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法を、市政府が積極的に活
用することが望ましい。計画的都市開発を促進することは即ち、将来的なスクオッター(不
法占拠)市街地の発生抑制や、道路・上下水道等のインフラに係る維持管理費低減にもつな
がることから、市政府は積極的な開発コントロールを図るべきである。具体的な取組とし
ては、以下が考えられる。
(1)市政府が都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法を活用し、災害リスクを考
慮した都市計画(マスタープラン、都市拡張計画)を作成する。あわせて、災害リスクを
考慮した土地利用計画、施設配置計画を検討する。
(2)(1)に示す各種計画に基づき、災害リスクを考慮した上で、開発事業者が都市開発予定
地及び都市開発事業を検討する。その際、開発事業者は、都市計画マニュアル：4 章及
び 5 章に示す施設設計基準を活用し、設計を行う。
(3)市政府は都市計画マニュアルを用いた開発許可制度を導入する。あわせて、技術基準
及び罰則規定を設け、民間が順守する仕組みを構築する。
(4)(3)に基づき、市政府は開発許可基準に照らして審査を行う(新規開発及び更新いずれも
対象とする)。
ただし、都市計画や開発許可制度を規定したとしても、実際にそれらが法令に則り、適
切に運用されることが極めて重要である。しかしながら、第 2 章第 6 節第 2 項で述べたよ
うに、ブラジルでは国家・政治レベルにおいても法令順守の徹底が十分に根付いておらず、
課題として挙げられる。法令順守の徹底に向けては、国家・政治レベルでの意識改革が必
要不可欠であり、例えば、我が国による刑事司法分野での国際協力が対応方策の一つとし
て考えられる。刑事司法分野では、ブラジル国内への交番制度の普及促進に向けた技術協
力プロジェクト 5)や、刑事司法分野のセミナー開催 6)などが継続的に行われており、一定の
成果がみられる。そのため、更なる継続的な国際協力により、実務を担う連邦政府職員等
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の意識改革を通じて、法令順守が当然の行為となる社会システム(警察、検察等)構築への支
援が期待できる。
なお、行政主導により、不法占拠の改善に向けた違法建築物の撤去を進めた事例も存在
する。これまで、連邦直轄区ブラジリア市にある人工湖周辺の高級住宅地では、本来建築
不可である水際まで整備した住宅が立ち並んでいた。そのような不法占拠を改善するため、
2015 年以降、連邦直轄区政府は違法建築物の撤去を開始した(図 6－4)7)。このような不法占
拠に対する適切な対応が一般的になれば、市民・民間事業者に対する抑止力や、開発許可
制度による都市開発の普及促進に繋がると考えられる。しかし、相手方が低所得者層であ
る場合、除却後の移転先確保といった追加的対応が求められるであろう。
第３項 視点③：災害リスク箇所からの居住地移転・住宅整備
１）連邦政府による災害リスク箇所からの居住地移転方策の概要
第 4 章及び第 5 章で述べたように、災害リスク箇所に居住する低所得者層への対策とし
ては、連邦都市法に基づく「社会的関係特別地域」の指定、同指定に伴う住宅整備が主要
施策として存在する。その住宅整備を実現するための施策として、都市省が所管する
Programa Minha Casa Minha Vida(「私の家、私の人生プログラム」
。以下、MCMV)がある。
MCMV とは、2009 年、当時の労働党政権によって導入された低所得者層に対する補助金
及び低利融資によるアフォーダブル(4)な住宅整備支援策である。MCMV は元々、
「都市部に
おける住宅不足解消」を目的として導入されたが、
「居住の安全対策」も現在は目的の一つ
となっており、災害リスク箇所に居住する低所得者層への対策としても活用されている(図
6－5)。2009 年の制度開始以降、戸建て及び集合住宅約 320 万件(2017 年 4 月現在)が住民に
引き渡しされており、ブラジルの平均世帯人数：3.34 人(2010 年現在)10)を単純に乗じた場合、

図６－４ 連邦直轄区政府による違法建築物の撤去状況 7)
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約 1,000 万人の国民に恩恵があったと推定できる。これらの住宅は、行政により一括して建
設され(住宅の規格は地区により統一)、住民は行政が建設した住宅を安価に取得が可能とな
る。表 6－8 に、MCMV による支援要件を示す。なお、MCMV は、あらゆる所得階層にあ
る国民が住宅を取得できるよう、世帯月収によって住宅取得に要する補助額及び融資額が
異なる。
２）災害リスク箇所からの居住地移転の課題
災害リスク箇所からの居住地移転に向けて、連邦政府による住宅整備支援策によって整
備された「住宅」及び「跡地利用」に関する課題として、ブラジル側実施機関へのヒアリ
ング調査等の結果、以下の点が明らかとなった。
２－１）ペトロポリス市(5)
・2011 年の大規模土砂災害の被災者の住まいとして、
「①市が住宅を賃貸し、それを住民に

図６－５ MCMV で整備された被災者向け住宅(ノバフリブルゴ市)9)

表６－８ MCMV による支援要件(2020 年 7 月現在)11)
世帯月収

補助額
融資額
80～270レアル/月を10年間支払うことで、住宅取得が可能

第1区分

1,800レアル以下

第1.5区分

2,600レアル以下

最大4.75万レアル

第2区分

4,000レアル以下

最大2.9万レアル

第3区分

7,000レアル以下

無し

為替レート（2020年7月23日現在）：20.9（円/レアル)
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住宅価格－補助額
(最大30年間、年利5%)

無し
住宅価格
(住宅取得に対する特別な金利)

貸すケース、②市が住民に無償で住宅を提供するケース、③住民が親戚宅等に居候するケ
ース」がある。②の場合、住民が勝手に売却し、被災した元の住宅に戻るケースもある。
・市として被災した跡地は買わない。住宅の用に供さないまま、引き続き住民所有となる。
２－２）ノバフリブルゴ市(6)
・2015 年 10 月現在、2011 年の大規模土砂災害の被災者を対象とした災害公営住宅を州・市
施工合計 6,000 戸(戸建て、集合)建設予定である。既に多くの被災者が災害公営住宅に入
居中であり、10 年後に入居者に対して当該住宅が無償譲渡される。一部の集合住宅では、
麻薬密売人等が入居しており、治安悪化を招いている。
・(今後も土地の所有権は従前地権者のままだが)災害復旧工事終了後も、災害リスク箇所で
は住宅再建を認めない方針。その一方で、それら住宅再建を認めない地区の将来的な跡地
利用方策は未定である。
２－３）技術会議での議論(7)
・災害リスク箇所では、低所得者層が多く居住するファベーラが形成されており、住民を
強制的に移転させることができない。その前提で、①(強制ではなく)低所得者層をいかに
転居させるか、②当該地の跡地利用はどうあるべきか、検討する必要がある。しかし、
この問題は 1 年近く検討しているが、まだ答えが出せない(2016 年 9 月現在)。
以上をふまえると、都市計画制度の実効性を担保するためには、スクオッター(不法占拠)
対策として、次の 3 点を検討する必要があると考える。
1 点目として、
「強制ではない低所得者層の移転方策」がある。これは、憲法 Art.5, XI に
おいて“住居は個人の侵すことのできない庇護の場所”と規定されていることもあり(第 4
章第 4 節第 3 項参照)、強制的に低所得者層を災害リスクの低い地域へ移転させることがで
きない。そのため、低所得者層にとって魅力的な移転先をいかに確保し、移転を促進させ
るべきか検討する必要がある。この点については後ほど具体的方策を提示した上で、考察
を深める(第 6 章第 3 節第 3 項 3)社会的関係特別地域と住宅整備支援策の適用実態)。
2 点目として、
「定住を促す移転先の空間整備(魅力・利便性)」がある。これは 1 点目とも
関連するが、移転先への円滑な移転促進とともに、災害リスクを有する移転跡地への帰還
を抑制するため、低所得者層に対するセーフティネットとしての役割も果たすような魅力
的で、利便性の高い移転先の空間整備を検討する必要がある。具体的には、コミュニティ
施設(集会所等)、診療施設、社会福祉施設、教育施設、商業施設、交通施設(バス停留所)な
どが一団のエリア内に配置されることにより、定住促進が期待できる。
3 点目として、
「移転跡地の利用方策」がある。住宅再建を認めない市政府が存在するこ
とから、非住宅用途での土地利用を認めた上で、緑地や広場といった公共用地としての活
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用検討や、商業、産業用途用地として民間売却に向けた市政府による仲介・斡旋の取組み
等が考えられる。
３）社会的関係特別地域と住宅整備支援策の適用実態
ここでは、低所得者層の居住地移転方策として有効と考えられる「社会的関係特別地域
(Zonas de Especial Interesse Social。以下、ZEIS)」と「住宅整備支援策(以下、MCMV)」の適
用実態について明らかにする。ZEIS と MCMV の併用イメージを図 6－6 に示す。ZEIS と
MCMV の併用が望ましい理由として、MCMV 単独で活用した場合、土地利用に対する法的
拘束力は発生せず、今後もスクオッター市街地が MCMV 適用エリア外で発生・拡大する恐
れがある。そのため、ゾーニング区分の一つである ZEIS の指定を併せて実施することが計
画的な土地利用に向けて必要と考える。
まず、ブラジル国内の都市を対象としたマスタープラン策定及び ZEIS 指定状況を図 6－7
に示す。
2009 年時点のデータであるが、
マスタープラン策定都市は全体(5,570 市)の約 42%、
ZEIS 指定(法制度化済)都市は全体(5,570 市)の約 27%であり、
ZEIS 指定都市の分布をみると、
人口が集積する大西洋沿岸部の州をはじめ、国内で広く導入されている。ただし、実際の
制度として ZEIS が運用されているかは不明である。
次に、サンパウロ州サンパウロ市の事例を通じて、ZEIS と MCMV の適用実態を明らか
にする。サンパウロ市は人口約 1,225 万人(2019 年推計)を有する南半球最大の都市であり、
多くのファベーラ(スクオッター(不法占拠)による居住地)を抱える。サンパウロ市内に設定
する ZEIS 内での Habitação de Interesse Social(社会的関係住宅(低所得者層向け住宅)。以下、
HIS)整備状況 12)は以下のとおりであった。
MCMV 開始前 (2003～2007 年)：ZEIS 内の HIS 割合 31%
MCMV 開始前後(2005～2011 年)：ZEIS 内の HIS 割合 58%
※ MCMV：2009 年開始
両者で調査期間に重複があるものの、
「ZEIS 内での住宅戸数に占める HIS 割合の増加は、
MCMV の適用が影響している」12)と指摘されている。
図 6－8 に、サンパウロ市：ZEIS 指定エリア・HIS 整備状況(2005～2011 年)12)を示す。ZEIS

不法占拠地、低未利用地 等
ZEIS（社会的関係特別地域）
MCMV（住宅整備支援策）

図６－６ ZEIS と MCMV の併用イメージ
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図６－７ マスタープラン策定及び ZEIS 指定状況（参考文献 12）に筆者加筆）

図６－８ サンパウロ州サンパウロ市：ZEIS 指定エリア・HIS 整備状況（2005～2011 年）
（参考文献 12）に筆者加筆）
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区分の概要は「ZEIS-1、4：不法占拠地を正常化するため、HIS を整備する区域」
、
「ZEIS-2、
3：低未利用地に HIS を整備する区域」であり、HIS 整備済、HIS 整備計画中に分けて地図
上に表示されている。特に ZEIS-1 内で HIS を整備済又は整備計画中の箇所が広く分布して
おり、
“市内に分布する不法占拠地の正常化等を目的に ZEIS を設定し、ZEIS 内で MCMV
を適用しつつ、HIS を整備する”というサンパウロ市の企図がこれより読み取れる。
なお、ZEIS-2、3 でも HIS が整備済又は整備計画中である。これは、ZEIS-1、4 が既に不
法占拠等により市街化され、HIS を整備するための用地取得が困難であることから、低未利
用地を含む ZEIS-2、3 で HIS 整備が進められたものと考えられる。
以上の結果より、低所得者層の居住地移転方策として有効と考えられる ZEIS と MCMV
の適用は、実務面で既に実績があることから、災害リスク箇所からの居住地移転が必要と
なる市政府が諸条件を考慮した上で、その適用を決断できるかに委ねられているといえる。
第４項 視点④：計画実施に関する監査
本項では、第 2 節第 5 項で示したアンケート調査(設問：
「市政府の都市計画制度に対する
自己評価」)の結果をふまえ、計画実施に関する監査について考察を行う。表 6－6 に示すと
おり、設問に対する回答として、
「計画実施に関する監査の難しさと効果(ペトロポリス市)」
を課題・問題点として挙げていた。ペトロポリス市のマスタープラン(表 4－5 参照)では、
「監
視、管理、評価」が項目として位置付けられており、その中で『マスタープランに従う行
動は、責任ある機関により、
「モニタリング、管理、評価」が義務付け(Art.88)』13)られてい
る。この点より、実際の都市計画法制度(連邦都市法に基づくマスタープラン)に位置付けら
れているにもかかわらず、その実効性が担保されていない状況が浮き彫りとなった。そこ
で、例えば、「予算」と「計画実施に関する監査」を連動させることでその実効性を担保す
る試みを考えた場合、連邦予算(都市計画、防災関連)の配分条件として、1)都市計画実施評
価制度の構築・導入、2)毎年度の実施報告を市政府に義務付けることが方策として考えられ
る。
第５項 視点⑤：市民社会の合意形成
本項では、第 4 項と同様、第 2 節第 5 項で示したアンケート調査(設問：
「市政府の都市計
画制度に対する自己評価」)の結果をふまえ、市民社会の合意形成について考察を行う。表
6－6 に示すとおり、設問に対する回答として、
「不動産の物件価値が下がるため、市民社会
や政界が災害リスク予防策に対して抵抗(ペトロポリス市)」
、
「コミュニティが課題を受け入
れるか(ブルメナウ市)」を課題・問題点として挙げており、都市計画制度の実効性を担保す
るためにも、いかにして民主的に合意形成を図るかという課題が得られた。
この課題に対して、方策の 1 点目として、
「災害リスク対策」と「個人・社会の利害」を
比較した場合、災害リスク対策を行うことで、結果として個人・社会への負の影響を抑制
しうる、という点を市民社会から理解を得る必要がある。そこで、例えば、
「ひとたび災害
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が発生してしまうと、災害からの復旧費・復旧期間は膨大となり、事前の災害リスク対策
を行うことは市民社会にとって重要」と認識してもらうための取組が求められる。なお、
この方策 1 点目は、視点⑥と関連する。
方策の 2 点目として、主に不動産関連事業者を対象とした「法的義務の付与」が考えら
れる。具体的には、我が国の宅地建物取引業法 14)による重要事項説明をベースとした、不
動産取引時の「災害リスク情報・説明義務制度」の導入が考えられる。導入にあたっては、
全国の市政府で制度構築を図るため、連邦都市法等においてその旨規定することが望まし
い。これにより、市民、不動産関連事業者に対して、災害リスクに関する意識付けが期待
できる。
第６項 視点⑥：都市計画制度の普及促進
都市計画制度というものは、都市計画に係る実際の取組主体である自治体(ブラジルの場
合、市政府)や市民に広く認知、活用されて“はじめて意味をもつ 15)”ものである。そこで
本項は、都市計画制度の普及促進方策について検討する。
方策の 1 点目として、「法的根拠の付与」が考えられる。第 2 章第 6 節第 3 項で述べたよ
うに、ブラジルでは政権交代や担当者の交代があった場合、基本的に、前任者と後任者と
の間で業務引継ぎが行われないことが多い。そのため、せっかく都市計画制度や検討枠組
を構築しても、交代があった途端にそれらが断絶してしまう恐れがある。そこで、政権や
担当者の交代によらず、構築した都市計画制度や検討枠組が不変となるよう、その旨連邦
都市法に規定し、全国レベルで効力を発揮させることが求められる。ただし、視点②でも
述べたように、ブラジルでは法令順守の徹底が十分に根付いていないことから、最終的に
は、個人の意識に依る所が大きい。そのため、都市計画制度に係る周知活動(市政府・市民
向け)や、市民社会の合意形成が重要となる(8)。なお、防災プロジェクトのブラジル側実施
機関で合意した「プロジェクト終了後の活動」を監視するため、国家統合省・省令 16)が 2018
年に策定された。これに基づき、関係省庁で定期的な会合が行われている。
方策の 2 点目として、「都市計画制度活用によるインセンティブの付与」が考えられる。
具体的には、1)連邦予算(都市計画、防災関連)の配分条件に、都市計画制度活用を市政府に
義務付ける。あわせて、2)都市計画制度活用による高い実施効果が認められる場合、連邦予
算の優先配分を行い、インセンティブを付与する。ただし、この場合、連邦政府による都
市計画実施評価制度(視点④で示した制度と関連)の構築が先立って必要となる。
第７項 視点⑦：都市計画マニュアルのアップデート
これまでの研究結果により、都市計画マニュアルのアップデートの必要性が明らかとな
った。具体的には、1)「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口再配置計画(連邦都市法
Art.42-A,III)」」に関する検討、2)土地利用コントロール手法における土地利用コントロール
表への宅地レベルの項目(建築物及び付帯施設)追加に関する検討、3)不法占拠対策に関する
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検討、そして、4)本節第 1～6 項で検討した各実効性担保方策、について都市計画マニュア
ルへ追加する必要がある(項目 1)～3)は、第 6 章第 2 節第 6 項参照)。
第８項 「実効性を伴う、災害リスクを考慮した都市計画制度の確立」に向けた全体像
本項では、「実効性を伴う、災害リスクを考慮した都市計画制度の確立」に向けた全体像
として、ブラジル都市計画制度(都市計画法制度、都市計画マニュアル・土地利用コントロ
ール手法)、そして、本節で検討した都市計画制度の実効性担保方策との関係性を整理する。
その結果を図 6－9 に示す。

ブラジル・都市計画法制度
（憲法 ・ 連邦都市法）

連邦都市法Art.42-A、Art.42-B

都市計画マニュアル

①災害リスクと共存し、市民生活や産業活動等を持続的に行うための対応
：市域

都市拡張計画
（対象：都市拡張地域）

新市街地
（都市拡張地域）

・ 予防行動措置計画、
災害リスク地域の人口再配置計画
・ 環境、歴史及び文化遺産保護の
計画
・ 負担便益配分、不動産価格上昇
保証メカニズム

既成市街地
都市拡張
地域

・ 災害リスクマップの作成
・ 雇用及び収入創出促進のための土地利用基準
・ 都市の排水方策
・ 公共公益施設の配置計画
・ 緑地保護等の計画

②「災害リスク箇所で低所得者層が不法占拠
等により行う無秩序な住宅建設」への対応
・ 非合法居住地の正常化に向けた、社会的関係特別
地域等による社会的関係住宅の区域計画

マスタープラン
（対象：市域全体）

土地利用コントロール手法

実効性を伴う、災害リスクを考慮した都市計画制度の確立
「災害リスクを考慮した都市計画制度」の実効性担保方策
■ 組織体制・位置付けの再考（連邦、州、市）
・連邦、州、市政府間で連携し、各体制を補完し合う取組み。市政府に対する連邦、州政府が果たす役割の再考。
■ 都市計画マニュアルを用いた開発許可制度の導入
・技術基準、罰則規定を設け、民間が順守する仕組みを構築。
■ 災害リスク箇所からの居住地移転方策の確立
・「強制ではない低所得者層の移転方策、定住を促す移転先の空間整備（魅力・利便性）、移転跡地の利用方策」の検討。
・社会的関係特別地域（ZEIS）＋住宅整備支援策（MCMV）。
■ 計画実施に関する監査
・連邦予算（都市計画、防災）の配分条件を市に義務付け（都市計画実施評価制度の構築・導入、実施報告）。
■ 市民社会の合意形成
・「災害リスク対策」と「個人・社会の利害」を比較。『災害リスク対策は個人・社会への負の影響を抑制しうる』と理解を得る必要。
・法的義務の付与（不動産取引時の災害リスク情報・説明義務制度）。
■ 都市計画制度の普及促進
・法的根拠の付与（政権交代等の影響を受けぬよう、制度・検討枠組を不変とするための連邦法規定）。
・周知活動（市政府・市民向け）、合意形成。
・インセンティブの付与（連邦予算の配分条件に制度活用の義務付け。高い実施効果が認められる場合、優先配分）。
■ 都市計画マニュアルのアップデート
・連邦都市法「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口再配置計画」、土地利用コントロール表における宅地レベル項目、
不法占拠対策への対応。
・他項目に示す各実効性担保方策を反映。

図６－９ 「実効性を伴う、災害リスクを考慮した都市計画制度の確立」に向けた全体像
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図 6－9 では、1)都市計画法制度(連邦都市法)を補完するために都市計画マニュアル・土
地利用コントロール手法が構築されたものの、2)連邦都市法を必ずしも補完できていない実
態があり、3)「実効性を伴う、災害リスクを考慮した都市計画制度の確立」に向けては、都
市計画制度に対する実効性担保方策を実践することが重要であるという構造を示している。
第４節 本章のまとめ
本章では、アンケート調査等を通じて、ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市計
画制度(都市計画法制度、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法を含む制度全般)
に関する課題分析とその実効性担保方策の検討を行った。
まず、ブラジル側実施機関に対して実施したアンケート調査結果や、これまでに得られ
た成果に基づき、災害リスクを考慮した都市計画制度の課題として、以下の点を明らかに
した。
①都市計画マニュアル(本体の課題)
1)新市街地におけるスクオッター(不法占拠)市街地化を防ぐための計画的都市開発
や、既成市街地における災害リスク箇所からの円滑な居住地移転方策を検討する際の
基礎的情報となりうる連邦都市法：
「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口再配置
計画(Art.42-A,III)」に関して示されていない。2)防災プロジェクトを通じて提案された
市街化制限区域は、市政府が詳細な調査を行い、自らの判断で区域設定する必要があ
る。そして、3)その市街化制限区域の仕組みを導入した土地利用コントロール手法では、
宅地レベルの項目(建築物及び付帯施設)までは示されていないという限界点がみられ
る。また、4)災害リスク箇所から居住者をいかに転居させるかといった不法占拠対策は
示されていない。
②都市計画マニュアル(運用上の課題)
1)ブラジル全都市への都市計画マニュアル適用義務付けは、連邦都市法でその旨規定
されておらず困難であり、2)ブラジルは地域により地形、環境等が大きく異なるため、
ブラジル全域で統一的な適用は困難である。また、3)組織・人員体制、市職員の技術力、
市の予算規模等が影響し、一定規模以上の市政府でなければ都市計画マニュアルの適
用は困難である。
③都市計画・防災計画全般の課題
法令上の課題として、1)憲法：(不法占拠でも)5 年間占用すると土地所有権を取得で
きるという規定があり、この規定がスクオッター(不法占拠)の存在を許す要因であると
ともに、連邦土地分割法が存在するにも関わらず、国内で開発許可制度が根付かない
要因の一つと推察される。2)連邦都市法：災害リスクを考慮した都市計画の柱となる
Art.42-A 及び Art.42-B に対して「私権制限」
・
「罰則」規定は無く、法的拘束力が乏しい。
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3)連邦土地分割法：連邦法として存在するが、国内で開発許可制度は十分根付いていな
い。
その他の課題として、4)連邦・州・市の連携、都市計画を担う市政府へのサポート、
5)自然発生的に生じた都市へのケアの難しさ、6)災害リスクに関する社会的改善・安全
性改善促進の難しさ、7)住宅政策不足・住宅システム解決に向けた資源不足、8)計画実
施に関する監査の難しさと効果、9)災害リスク対策への市民社会の合意形成、が挙げら
れる。
次に、災害リスクを考慮した都市計画制度が国内で着実に普及、実行されるよう、ブラ
ジルが抱える社会的課題に着目し、都市計画制度の実効性担保方策を以下のとおり検討、
提示した。これらの方策は、都市計画制度の運用時に障害となりうる課題を可能な限りク
リアした上で展開できるよう、有用性に配慮して検討を進めた。
①組織体制・位置付けの再考(連邦・州・市)
連邦、州及び市政府間を有機的に結び、補完しあい、協働できる場の創出や取組が重
要である。あわせて、都市計画実施主体である市政府に対して連邦及び州政府が果たす
役割を再考する必要がある。例えば、連邦政府：都市計画、特に災害リスクに関する権
限の強化、州政府：州管内市政府の統率・助言・伝達等を図るための法的権限の付与や、
市政府の参考となるような都市計画やリスクマップ例の作成・周知・展開、州管内市政
府での取組好事例の周知・展開などが考えられる。
②都市計画マニュアルを用いた開発許可制度の導入
災害リスクを考慮し、計画的に都市開発事業を実施するため、都市計画マニュアル・
土地利用コントロール手法を用いた開発許可制度を市政府が積極的に導入するべきで
ある。その際、技術基準、罰則規定を設けることで、民間が順守する仕組みを構築す
ることが望ましい。
③災害リスク箇所からの居住地移転方策の確立
1 点目に、
「強制ではない低所得者層の移転方策」がある。これは、憲法で“住居は
個人の侵すことのできない庇護の場所”と規定されていることもあり、強制的に低所得
者層を災害リスクの低い地域へ移転させることができない。そのため、低所得者層にと
って魅力的な移転先をいかに確保し、移転を促進させるべきか検討する必要がある。そ
の際、低所得者層の居住地移転方策として、既にブラジル国内で適用実績がある「社会
的関係特別地域(ZEIS)と住宅整備支援策(MCMV)の併用」が有効な施策と考える。
2 点目に、
「定住を促す移転先の空間整備(魅力・利便性)」がある。移転先への円滑な
移転促進とともに、災害リスクを有する移転跡地への帰還を抑制するため、低所得者層
に対するセーフティネットの役割も果たすような魅力的で、利便性の高い移転先の空間
整備を検討する必要がある。
3 点目に、
「移転跡地の利用方策」がある。住宅再建を認めない市政府が存在するこ
とから、非住宅用途での土地利用を認めた上で、緑地や広場といった公共用地としての
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活用検討や、商業、産業用途用地として民間売却に向けた市政府による仲介・斡旋の取
組み等が考えられる。
④計画実施に関する監査
「予算」と「計画実施に関する監査」を連動させることでその実効性を担保する試
みを考えた場合、連邦予算(都市計画、防災関連)の配分条件として、
「1)都市計画実施
評価制度の構築・導入、2)毎年度の実施報告」を市政府に義務付けることが有効な施策
と考える。
⑤市民社会の合意形成
1 点目に、
「災害リスク対策」と「個人・社会の利害」を比較した場合、災害リスク
対策を行うことで、結果として個人・社会への負の影響を抑制しうる、という点を市
民社会から理解を得る必要がある。そこで、例えば「ひとたび災害が発生してしまう
と、災害からの復旧費・復旧期間は膨大となり、事前の災害リスク対策を行うことは
市民社会にとって重要」と認識してもらうための取組が求められる。
2 点目に、主に不動産関連事業者を対象とした「法的義務の付与」が考えられる。具
体的には、不動産取引時の「災害リスク情報・説明義務制度」の導入であり、市民、
不動産関連事業者に対して、災害リスクに関する意識付けが期待される。あわせて、
全国の市政府で同制度の構築を図るため、連邦都市法等においてその旨規定すること
が望ましい。
⑥都市計画制度の普及促進
1 点目に、
「法的根拠の付与」が考えられる。政権や担当者の交代によらず、都市計
画制度や検討枠組が不変となるよう、連邦都市法にその旨規定し、全国レベルで効力
を発揮させることが求められる。ただし、ブラジルでは法令順守の徹底が十分に根付
いていないことから、最終的には、個人の意識に依る所が大きい。そのため、都市計
画制度に係る周知活動(市政府・市民向け)や、市民社会の合意形成が重要となる。
2 点目に、「都市計画制度活用によるインセンティブの付与」が考えられる。具体的
には、1)連邦予算(都市計画、防災関連)の配分条件に、都市計画制度活用を市政府に義
務付ける。あわせて、2)都市計画制度活用による高い実施効果が認められる場合、連邦
予算の優先配分を行い、インセンティブを付与することが有効と考える。
⑦都市計画マニュアルのアップデート
都市計画マニュアルで記述が不足する「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口
再配置計画(連邦都市法 Art.42-A,III)」
、
「土地利用コントロール手法における土地利用コ
ントロール表への宅地レベルの項目(建築物及び付帯施設)」
、
「不法占拠対策」及び上記
①～⑥の実効性担保方策について、都市計画マニュアル改定時に検討、追加する必要
がある。
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〈第６章の補注〉
(1)社会的関係特別地域：社会的関係住宅(低所得者層向けの公営住宅等)を整備するために指
定するゾーニング区分の一種。
(2)都市省国家都市開発局都市計画・管理部都市計画担当課長へのヒアリング調査に基づく
(2015 年 6 月、都市省での会議)。
(3)リオデジャネイロ連邦大学教授の発言に基づく(2017 年 3 月、第 8 回技術会議(「都市拡
張計画」分野))
(4)アフォーダビリティとは、
「世帯にとって適切な負担において適切な住宅に入居できるこ
と」8)と定義されている。
(5)リオデジャネイロ州ペトロポリス市へのヒアリング調査に基づく(2016 年 5 月、ペトロポ
リス市進捗監理会議)。
(6)リオデジャネイロ州ノバフリブルゴ市職員による発言に基づく(2015 年 10 月、ノバフリ
ブルゴ市都市計画マスタープラン改定記念セミナー)
(7)第 7 回技術会議(「都市拡張計画」分野)での参加者による発言に基づく(2016 年 9 月、第
7 回技術会議(「都市拡張計画」分野))
(8)例えば、リオデジャネイロ州ノバフリブルゴ市では、セミナー開催(2015 年、2017 年)を
通じて、市民、民間企業に対して災害リスクを考慮した都市計画制度の必要性を訴えて
いる(マスタープラン改定案の紹介等)。
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第７章 結論
第１節 本研究の成果
我が国では頻発・激甚化する自然災害を背景に、都市計画による土地利用コントロール
の必要性が一層高まる中、災害リスクへの更なる対処方策を都市計画制度に付与すべく検
討が進められており、また、諸外国(特に、開発途上国)では災害への備えや、スクオッター
(不法占拠)によるインフォーマルな土地利用等、脆弱な社会システムを抱えた国が多い。世
界的にみると災害リスク削減を考慮した土地利用計画法や、非公式居住地の公共安全性に
対処する法基準を持つ国は多くない中、ブラジルでは災害リスクを考慮した都市計画制度
(都市計画法制度、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法)の構築が進められた。
ブラジルは中進国と位置付けられるが貧富の格差は極めて大きく、計画都市からスクオッ
ター(不法占拠)市街地まで様々な都市形態を有した国でもある。このような背景を抱えたブ
ラジルで構築された都市計画制度は、様々な成長過程にある諸外国において参考となりう
るが、同制度に関する既存研究は概要紹介に留まり、関連する公開情報も限定的であった。
そこで本研究は、筆者がブラジル現地で実施した独自調査を通じて、ブラジルにおける
災害リスクを考慮した都市計画制度の全容解明(特長、課題等)と、都市計画制度がブラジル
国内で着実に普及、実行されるようその実効性担保方策の検討を目的として実施した。
以下、各章で得られた成果についてまとめる。
第 2 章では、関連する既存制度及び既存研究のレビュー、ブラジルが抱える社会的課題
の整理を行い、本研究の目的や特長を整理した。この中で、社会的課題の把握、理解は、
都市計画制度の全容解明や実効性担保方策検討の糸口になるとの考えのもと、筆者のブラ
ジル勤務経験をふまえ、防災・都市計画に関する取組を行う際、特に障害になると考えら
れる「スクオッター(不法占拠)の存在」
、
「法令順守の未徹底」
、
「政権交代等に伴う業務引継
ぎの未定着」に着目し、それぞれの概況を整理した。
以上をふまえ本研究は、①筆者がブラジル現地に駐在することで、ブラジル側実施機関
等と密接な関係構築を図り、実務責任者・担当者から適切な情報を直接得ることのできる
環境を整備した上で、②ブラジルにおける都市計画制度の検討プロセスや社会的課題に着
目しながら、③これまで知見の蓄積が乏しかった同制度の実態の解明や、実効性担保方策
の検討を行っている。これらにより、本研究に対する「新規性、独自性、有用性、信頼性、
発展可能性」という特長を示すことができた。
第 3 章では、本研究を遂行するにあたり捉えておく必要のある「ブラジル国内の防災・
都市計画を取り巻く環境」の把握を目的とし、都市計画法制度再構築(2012 年)・防災プロジ
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ェクト開始(2013 年)以前からの環境と、以後の環境に大別した上で、自然災害の発生状況や、
それらに対処するために開始された防災プロジェクトの実施体制、開始経緯・目的意識等
に着目して把握した。
その中で、本研究で対象とする防災プロジェクトがどのようなプロセス、問題意識のも
と開始されたのか、文献調査及びヒアリング調査によって把握した。結果として、①2011
年の大規模土砂災害後、ブラジル連邦政府が「都市計画・管理分野」等に関する知見・技
術・経験が自国に不足していると認識したことから、日本政府への協力要請に至った。し
かし、②「都市拡張計画」分野を担当する都市省は、
“既存の都市計画制度に対して何かし
らの対応が必要”と自覚するも、どう対処すべきか手探りの状態でプロジェクトを開始し
た経緯が明らかとなった。
第 4 章では、2011 年の大規模土砂災害を契機に、ブラジル連邦政府により災害リスクへ
の対応を目的として再構築された都市計画法制度(連邦都市法)に関して、既存研究ではみら
れない検討プロセス・問題意識、特長、課題、適用実態をヒアリング調査、文献調査、現
地調査等を通じて明らかにした。
まず、連邦都市法再構築に至るブラジル連邦政府の問題意識をヒアリング調査及び文献調
査から探った。結果として、ブラジル連邦政府が既存の都市計画制度に対して何らかの問
題を認識していたことは確認できたが、連邦都市法再構築に至る明確な問題意識を把握す
ることはできなかった。そのため、連邦国家防災法の条文をもとに、連邦都市法再構築に
至る動機を「災害リスク区域での土地利用(占用)の禁止を市政府に求めることから、それら
に対応するための都市計画的アプローチとして、連邦都市法に Art.42-A 及び Art.42-B を追
加」したものと推論した。
再構築された連邦都市法の特長として、低所得者層への住宅対策も配慮し、災害リスク管
理型土地利用の実現を指向していることが明らかとなった。一方、再構築された連邦都市
法の課題として、実務を担う市政府が災害リスクを考慮した都市計画(マスタープラン、都
市拡張計画)をどのように検討、規定すべきか明示できておらず、都市計画法制度の実効性
を担保するためにも、それらを補完するための指針の作成が求められていた。
また、ブラジルは他国と比較し、住居・土地に対する個人の権利が相対的に高く位置付け
られていた。この点に関して、
“(不法占拠でも)5 年間その土地を占用し続ければ土地所有権
を取得できる”という憲法上の規定が“ブラジルで開発許可制度が根付かない”要因の一
つとなっていると考えられる。そして、連邦都市法再構築の柱となった Art.42-A 及び
Art.42-B に対して「私権制限」や「罰則」に関する規定が無いことから法的拘束力は乏しく、
実効性の観点から留意が必要であった。
連邦都市法の適用実態として、まず、パイロット事業サイト(3 市政府)におけるマスター
プラン策定の特徴を当初計画・改定計画の解読を通じて把握した。その結果、①被災経験
の有無がマスタープランへの記載度合に影響しており、②連邦都市法再構築後、災害リス
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クに着目して大幅な改定がみられ、③連邦都市法再構築後、都市計画手法による住宅移転
策の目的として「不法占拠の解消」に加え、
「災害リスク地域の居住者への配慮」をより明
確化している、という特徴を明らかにした。次に、パイロット事業サイト(ノバフリブルゴ
市)のマスタープラン改定案を対象とした見直し実態・工夫点を文献調査、ヒアリング調査
及び現地調査を通じて把握した。その結果、①2011 年の大規模土砂災害を契機に、ノバフ
リブルゴ市は災害リスク箇所をマスタープラン上の開発可能地から除外し、②被災者向け
公営住宅群に対して都市計画的位置付けを与えるため、連邦都市法に基づく「社会的関係
特別地域」を指定するよう計画見直しを図っていた。
以上のとおり、自然災害の発生を契機に、都市計画の見直しが進む実態を把握することが
できた。ただし、都市計画に対して意欲的に取り組むこのとのできる市政府がある一方、
ブラジル国内の約 2/3 の市政府で土木・建築といった技術系職員が不在という現況を鑑みる
と、都市計画法制度の実効性を担保するためにも、連邦及び州政府が連携し、市政府への
人的、財政的支援が求められる。
第 5 章では、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法に関して、既存研究では
みられない検討プロセスとその論点・課題、都市計画法制度への補完実態、特長、適用検
討実態を会議・WS への参加、ヒアリング調査、文献調査を通じて明らかにした。
まず、都市計画マニュアル検討時の論点・課題として、
「土砂災害リスク、土地利用規制
の考え方」がみられた。これは、土地利用規制という個人の権利制限を伴うことから、規
制の対象範囲の設定方法が議論となった。しかし、最終的に土砂移動に係る定量的な外力
想定がブラジルで確立されず、明確な設定方法は都市計画マニュアルに示すことはできず
課題が残った。また、パイロット事業サイトの市政府幹部による都市計画に対する理解度
によって、
「都市拡張計画」分野での作業進捗に影響がみられた。まずは行政内部において
都市計画に対する理解が促進され、都市計画の適切な運用・実施が十分図られる体制の構
築が必要であった。
次に、都市計画法制度(連邦都市法)を補完すべく策定された都市計画マニュアル(土地利
用コントロール手法を含む)と連邦都市法 Art.42-A 及び Art.42-B の補完実態を確認した。都
市計画マニュアル導入による連邦都市法への補完実態として、都市計画マニュアルは、連
邦都市法再構築の柱である配慮事項(Art.42-A 及び Art.42-B)に関する「考え方、対応方策」
を概ね説明していた。ただし、都市計画マニュアルで記載されていない連邦都市法上の配
慮事項も存在していた。その中でも、
「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口再配置計
画(Art.42-A,III)」は、新市街地におけるスクオッター(不法占拠)市街地化を防ぐための計画
的都市開発や、既成市街地における災害リスク箇所からの円滑な居住地移転方策を検討す
る際の基礎的情報となりうるものであり、当該項目に関する検討や記述は必要であった。
そして、土地利用コントロール手法の特長として、これまでのブラジル都市計画制度で
みられなかった着眼点や、計画策定段階や事業化段階での有用点を抽出する目的で、以下
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の点を明らかにした。
①新たに市街化制限区域という概念を示し、土砂災害リスクと土地利用を一体的に検討
する必要性を提示した。その具体例として、防災プロジェクトによる土砂災害実態調
査に基づき設定した急傾斜地における土地利用規制の考え方を示した。
②土砂災害リスクに着目した土地利用・施設配置が簡便に検討可能である。更に、都市
開発事業における設計検討や、開発事業者からの開発許可申請に関する審査基準とし
ても適用可能であり汎用性を有する。また、土地利用コントロール表は、市政府の置
かれた各種状況をふまえ、独自にアレンジ可能である。
最後に、土地利用コントロール手法の適用を検討したノバフリブルゴ市の事例を対象に、
その特徴を明らかにした。ノバフリブルゴ市では、市独自の土地利用コントロール表案及
び土砂災害に対応した開発許可条件案を作成しており、それらの特徴として、①土砂災害
に対する居住地の安全性を確保するために、土地利用コントロール表の土地利用項目に「住
居地域(土砂災害に対する開発制限を伴う)」を独自に設定している点、②定性的表現に留ま
るが、土砂災害対策工法別に開発許可条件を設定している点、がみられた。ただし、これ
らは試験的に検討したものであり、正式承認を待つ「災害リスク評価に基づくマスタープ
ラン改定案」とともに、マスタープランの実効性を高めるためにも、土地利用コントロー
ル表及び土砂災害に対応した開発許可条件が早期に制度化され、適切に運用されることが
求められる。
第 6 章では、アンケート調査等を通じて、ブラジルにおける災害リスクを考慮した都市
計画制度(都市計画法制度、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法を含む制度全
般)に関する課題分析とその実効性担保方策の検討を行った。
まず、ブラジル側実施機関に対して実施したアンケート調査結果や、これまでに得られ
た成果に基づき、災害リスクを考慮した都市計画制度の課題として、以下の点を明らかに
した。
①都市計画マニュアル(本体の課題)
1)新市街地におけるスクオッター(不法占拠)市街地化を防ぐための計画的都市開発
や、既成市街地における災害リスク箇所からの円滑な居住地移転方策を検討する際の
基礎的情報となりうる連邦都市法：
「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口再配置
計画(Art.42-A,III)」に関して示されていない。2)防災プロジェクトを通じて提案された
市街化制限区域は、市政府が詳細な調査を行い、自らの判断で区域設定する必要があ
る。そして、3)その市街化制限区域の仕組みを導入した土地利用コントロール手法では、
宅地レベルの項目(建築物及び付帯施設)までは示されていないという限界点がみられ
る。また、4)災害リスク箇所から居住者をいかに転居させるかといった不法占拠対策は
示されていない。
②都市計画マニュアル(運用上の課題)
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1)ブラジル全都市への都市計画マニュアル適用義務付けは、連邦都市法でその旨規定
されておらず困難であり、2)ブラジルは地域により地形、環境等が大きく異なるため、
ブラジル全域で統一的な適用は困難である。また、3)組織・人員体制、市職員の技術力、
市の予算規模等が影響し、一定規模以上の市政府でなければ都市計画マニュアルの適
用は困難である。
③都市計画・防災計画全般の課題
法令上の課題として、1)憲法：(不法占拠でも)5 年間占用すると土地所有権を取得で
きるという規定があり、この規定がスクオッター(不法占拠)の存在を許す要因であると
ともに、連邦土地分割法が存在するにも関わらず、国内で開発許可制度が根付かない
要因の一つと推察される。2)連邦都市法：災害リスクを考慮した都市計画の柱となる
Art.42-A 及び Art.42-B に対して「私権制限」
・
「罰則」規定は無く、法的拘束力が乏しい。
3)連邦土地分割法：連邦法として存在するが、国内で開発許可制度は十分根付いていな
い。
その他の課題として、4)連邦・州・市の連携、都市計画を担う市政府へのサポート、
5)自然発生的に生じた都市へのケアの難しさ、6)災害リスクに関する社会的改善・安全
性改善促進の難しさ、7)住宅政策不足・住宅システム解決に向けた資源不足、8)計画実
施に関する監査の難しさと効果、9)災害リスク対策への市民社会の合意形成、が挙げら
れる。
次に、災害リスクを考慮した都市計画制度が国内で着実に普及、実行されるよう、ブラ
ジルが抱える社会的課題に着目し、都市計画制度の実効性担保方策を以下のとおり検討、
提示した。これらの方策は、都市計画制度の運用時に障害となりうる課題を可能な限りク
リアした上で展開できるよう、有用性に配慮して検討を進めた。
①組織体制・位置付けの再考(連邦、州、市)
連邦、州及び市政府間を有機的に結び、補完しあい、協働できる場の創出や取組が重
要である。あわせて、都市計画実施主体である市政府に対して連邦及び州政府が果たす
役割を再考する必要がある。例えば、連邦政府：都市計画、特に災害リスクに関する権
限の強化、州政府：州管内市政府の統率・助言・伝達等を図るための法的権限の付与や、
市政府の参考となるような都市計画やリスクマップ例の作成・周知・展開、州管内市政
府での取組好事例の周知・展開などが考えられる。
②都市計画マニュアルを用いた開発許可制度の導入
災害リスクを考慮し、計画的に都市開発事業を実施するため、都市計画マニュアル・
土地利用コントロール手法を用いた開発許可制度を市政府が積極的に導入するべきで
ある。その際、技術基準、罰則規定を設けることで、民間が順守する仕組みを構築す
ることが望ましい。
③災害リスク箇所からの居住地移転方策の確立
1 点目に、
「強制ではない低所得者層の移転方策」がある。これは、憲法で“住居は
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個人の侵すことのできない庇護の場所”と規定されていることもあり、強制的に低所得
者層を災害リスクの低い地域へ移転させることができない。そのため、低所得者層にと
って魅力的な移転先をいかに確保し、移転を促進させるべきか検討する必要がある。そ
の際、低所得者層の居住地移転方策として、既にブラジル国内で適用実績がある「社会
的関係特別地域(ZEIS)と住宅整備支援策(MCMV)の併用」が有効な施策と考える。
2 点目に、
「定住を促す移転先の空間整備(魅力・利便性)」がある。移転先への円滑な
移転促進とともに、災害リスクを有する移転跡地への帰還を抑制するため、低所得者層
に対するセーフティネットの役割も果たすような魅力的で、利便性の高い移転先の空間
整備を検討する必要がある。
3 点目に、
「移転跡地の利用方策」がある。住宅再建を認めない市政府が存在するこ
とから、非住宅用途での土地利用を認めた上で、緑地や広場といった公共用地としての
活用検討や、商業、産業用途用地として民間売却に向けた市政府による仲介・斡旋の取
組み等が考えられる。
④計画実施に関する監査
「予算」と「計画実施に関する監査」を連動させることでその実効性を担保する試
みを考えた場合、連邦予算(都市計画、防災関連)の配分条件として、
「1)都市計画実施
評価制度の構築・導入、2)毎年度の実施報告」を市政府に義務付けることが有効な施策
と考える。
⑤市民社会の合意形成
1 点目に、
「災害リスク対策」と「個人・社会の利害」を比較した場合、災害リスク
対策を行うことで、結果として個人・社会への負の影響を抑制しうる、という点を市
民社会から理解を得る必要がある。そこで、例えば「ひとたび災害が発生してしまう
と、災害からの復旧費・復旧期間は膨大となり、事前の災害リスク対策を行うことは
市民社会にとって重要」と認識してもらうための取組が求められる。
2 点目に、主に不動産関連事業者を対象とした「法的義務の付与」が考えられる。具
体的には、不動産取引時の「災害リスク情報・説明義務制度」の導入であり、市民、
不動産関連事業者に対して、災害リスクに関する意識付けが期待される。あわせて、
全国の市政府で同制度の構築を図るため、連邦都市法等においてその旨規定すること
が望ましい。
⑥都市計画制度の普及促進
1 点目に、
「法的根拠の付与」が考えられる。政権や担当者の交代によらず、都市計
画制度や検討枠組が不変となるよう、連邦都市法にその旨規定し、全国レベルで効力
を発揮させることが求められる。ただし、ブラジルでは法令順守の徹底が十分に根付
いていないことから、最終的には、個人の意識に依る所が大きい。そのため、都市計
画制度に係る周知活動(市政府・市民向け)や、市民社会の合意形成が重要となる。
2 点目に、
「都市計画制度活用によるインセンティブの付与」が考えられる。具体的
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には、1)連邦予算(都市計画、防災関連)の配分条件に、都市計画制度活用を市政府に義
務付ける。あわせて、2)都市計画制度活用による高い実施効果が認められる場合、連邦
予算の優先配分を行い、インセンティブを付与することが有効と考える。
⑦都市計画マニュアルのアップデート
都市計画マニュアルで記述が不足する「予防行動措置計画、災害リスク地域の人口
再配置計画(連邦都市法 Art.42-A,III)」
、
「土地利用コントロール手法における土地利用コ
ントロール表への宅地レベルの項目(建築物及び付帯施設)」
、
「不法占拠対策」及び上記
①～⑥の実効性担保方策について、都市計画マニュアル改定時に検討、追加する必要
がある。
第２節 今後の課題
・本研究では、ブラジル連邦政府がどのような問題意識のもと、都市計画法制度(連邦都市
法)の再構築(法改正)を図ったのか、文献調査及びヒアリング調査を通じて探ったところ
であるが、連邦都市法再構築に至る、ブラジル連邦政府の明確な問題意識を得ることは
できなかった。そのため、今後、実質的に連邦都市法再構築を担った当時の都市省都市
計画担当部長へのヒアリング調査等を行うことで、連邦都市法再構築に至った問題意識
を明らかにする必要がある。これにより、より多角的な連邦都市法再構築に関する評価
が行えると考える。
・今後、ブラジルにおいて、災害リスクを考慮した都市計画(マスタープラン、都市拡張計
画)の策定や、都市計画マニュアル・土地利用コントロール手法の適用事例の増加が想定
される。本研究では、限られた事例をもとに分析を行ったことから、今後新たに得られ
る事例を収集し、都市特性(例えば、地理、環境、社会、行政組織等の特性)に着目しつつ、
適用実態等を体系的に明らかにする必要がある。あわせて、これらを通じ、都市特性別
の都市計画制度の適用可能性評価を行う必要がある。
・本研究では、法制度、事業制度、予算制度、融資制度、関連指針等様々な制度から成り
立つ都市計画制度のうち、それら制度の根幹をなす法制度を中心に分析を行った。しか
しながら、都市計画制度はそのような様々な制度を組み合わることでより一層有効に機
能することから、今後は法制度以外の各種制度の観点も取り入れ、総合的に検討を進め
る必要がある。例えば、本研究では、ブラジル連邦政府が有する災害対策や都市計画に
関する市政府向け予算制度まで十分踏み込んだ議論を行うことができなかった。そのた
め、今後の検討として、それら既存予算制度を網羅的にレビューした上で、望ましい予
算制度のあり方を検討する必要がある。
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・本研究において「災害リスクを考慮した都市計画制度の実効性担保方策」を提示したが、
これは、限られた都市を対象としたアンケート調査結果で得られた内容をもとに検討した
ものである。そのため、以下に示すような実効性担保方策に関する効果検証が必要である。
①実効性担保方策がブラジル全国の都市において適用可能であるか。
②都市特性により、実効性担保方策の適用度合いに違いがみられるのか。
③実効性担保方策の適用度合いと実際の都市計画制度の実効性に違いがみられるのか。
・本研究では、ブラジルが抱える課題への対応として、「都市計画制度の実効性担保方策」
という都市計画的アプローチにより提案した。しかしながら、災害リスク箇所でのスク
オッターの存在など、その課題の根源にある人口増加や貧困問題等に対しては、都市計
画的アプローチだけでは不十分であり、社会福祉的アプローチといった他の視点が必要
不可欠である。そのため、今後の課題として、社会福祉的アプローチ等、他の視点を含
め、ブラジルが抱える課題への対応方策を総合的に検討する必要がある。
・今後の研究の発展可能性として、1)自然災害への対応が喫緊の課題である我が国で都市計
画制度の改善が鋭意進められる中、今後の制度設計への援用検討や、2)災害リスク箇所で
のスクオッター(不法占拠)対策など、ブラジルと同様の課題を抱えた開発途上国に対する
都市計画制度の技術移転といった国際協力への展開が期待できる。また、3)開発途上国に
おいて災害リスクを考慮した都市計画制度を構築する場合、ブラジルで起きたような諸
課題が自国でも発生する可能性がある。そこで、自国における対応方策検討の手掛かり
とするべく、本研究で検討した「災害リスクを考慮した都市計画制度の実効性担保方策」
を参照することも考えられる。なお、我が国及び諸外国においては、当然のことながら
ブラジルとは政治、行政等、様々なシステムや関連制度が異なることから、本研究で得
られた成果を単純に応用できるわけではない。そのため、各国の実情にあわせ、きめ細
かく柔軟にカスタマイズする必要がある。
・都市計画マニュアルの策定は、我が国の技術協力を通じて行われたものである。今後、
我が国が他の諸外国に対して同様の技術移転を行う際、技術協力を円滑に進めるために
も、ブラジル側実施機関(連邦及び市政府)に対する技術移転のプロセス、方法等が適切で
あったかを改めて検証する必要がある(例えば、事前調査のあり方や、技術協力終了後の
被供与団体へのフォローのあり方等)。
・言語や思想等が我が国と全く異なるブラジルを研究対象としたことから、背景や思想を
含めた相手国側の政策や制度を完全に理解することには限界があった。今後、継続的に
研究を遂行するにあたっては、それらに係る理解をより一層深めていく必要がある。
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付録－１ 名称対照表
付録表１－１ 名称対照表
名称
JICA

日本語

略語

ポルトガル語

○

(独)国際協力機構

防災プロジェクト

○

Projeto de Fortalecimento da Estratégia Nacional de
統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト
Gestão Integrada de Riscos em Desastres Naturais

Agência de Cooperação Internacional do Japão

都市計画マニュアル

○

都市計画に適合した災害リスク低減マニュアル
－土砂移動－

Manual de Redução de Riscos de Desastres Aplicado ao
Planejamento Urbano - Movimentos de Massa -

土地利用コントロール手法

○

土砂災害リスクに着目した土地利用計画段階別・
土地利用コントロール手法（※）

Avaliação de projetos e empreendimentos e sua interrelação com o mapeamento geológico-geotécnico, de
acordo com as escalas espaciais e com os dados
utilizados

「リスクマッピング」分野

－

Mapeamento de riscos

「都市拡張計画」分野

－

Planejamento da expansão urbana

「早期警報発令」分野

－

Emissão de alertas antecipados

「予防・復旧計画」分野

－

Planejamento de prevenção e reabilitação

都市省

－

Ministério das Cidades

国家統合省：国家災害
リスク管理センター

－

Ministério da Integração Nacional - Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e Desastres

科学技術革新通信省：
国家自然災害モニタリング・
警報センター

－

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações - Centro Nacional de Monitoramento e
Alertas de Desastres Naturais

鉱山エネルギー省：地質
サービス局

－

Ministério de Minas e Energia - Companhia de pesquisa
de Recursos Minerais

ペトロポリス市

－

Prefeitura de Petrópolis

ノバフリブルゴ市

－

Prefeitura de Nova Friburgo

ブルメナウ市

－

Prefeitura de Blumenau

PPA

○

多年度計画

Plano Plurianual da União

憲法

○

1988年ブラジル連邦共和国憲法

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

連邦都市法

○

2001年7月10日第10,257号法

Lei No.10.257, de 10 de julho de 2001

連邦土地分割法

○

1979年12月19日第6,766号法

Lei No 6.766, de 19 de Dezembro de 1979

連邦国家防災法

○

2012年4月10日第12,608号法

マスタープラン
都市拡張計画

Lei No.12.608,de 10 de abril de 2012

－
○

Plano Diretor

都市を拡張する場合に作成する特別計画

Projeto específico que ampliar o seu perímetro urbano

市街化制限区域

－

Zona de Urbanização Limitada

占用制御区域

－

Zona Controle da Ocupação

占用制限区域

－

ZEIS

○

Zona de Restrição à Ocupação

社会的関係特別地域

Zonas de Especial Interesse Social

HIS

○

社会的関係住宅

Habitação de Interesse Social

MCMV

○

「私の家、私の人生」プログラム

Programa Minha Casa Minha Vida

（※）日本語名称は筆者が独自に設定
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付録－２ 我が国による対ブラジル国際協力の実績
我が国による対ブラジル国際協力は、1959 年の技術協力「農業漑分野専門家派遣」から
開始された。その後、1970 年に日本・ブラジル政府間で日伯技術協力基本協定が締結さ
れ、以後、同協定に基づき技術協力等の国際協力が実施されることとなった 1)(ここでいう
技術協力(研修員受入、専門家派遣、調査団派遣等)は、広義の国際協力に含まれる)。付録
図 2－1 に我が国の対ブラジル国際協力の経緯を示す。
これまで、国家的プロジェクトという位置付けで、ブラジル中西部の半乾燥地域である
セラードの農業開発(付録図 2－2)や、ウジミナス製鉄所に対する協力(付録図 2－3)等に対
する資金協力を行っている。また、約 1 万人に上るブラジル人研修員の我が国への受入等
を行ってきた。
付録表 2－1 に我が国の対ブラジル技術協力の実績(人数ベース)を、付録表 2－2 に同実
績(金額ベース)を示す。対ブラジル技術協力の実績は、国家的プロジェクト(農業開発、製
鉄所、鋼山開発)に関連する分野で多くの協力を行っており、その他の分野では、保健・医
療、運輸交通、社会基盤といった国家の根幹をなす分野を中心に協力が行われている。
次に、本研究に関連する分野である「都市計画、防災」に関する対ブラジル国際協力(技
術協力を含む)の実績を整理した一覧を付録表 2－3 に示す。ここでは、JICA 及び外務省が
公開する各種データ 6)～9)に掲載されたプロジェクトを対象として整理している。付録表 2
－3 より、1)都市計画分野の国際協力：その時々のブラジルからの要請に基づき、長期間
にわたり実施されてきたことがわかる。そして、2)防災分野の国際協力：本研究で対象と
する防災プロジェクト以降、同プロジェクトの実施効果を継続、定着させるために、途切
れなく協力が行われていることがわかる。
なお、2012 年以降、我が国による対ブラジル国際協力は、日本政府(外務省)が作成した
「対ブラジル連邦共和国 国別開発協力方針(旧・国別援助方針)10)」に示す重点分野(中目
標)に基づき行われることとなっており、本研究で対象とする防災プロジェクトもこの重点
分野(中目標)に位置付けられたものである。
■対ブラジル連邦共和国

国別開発協力方針(重点分野(中目標))

10)

（１） 都市問題と環境・防災対策
都市環境の悪化に対し、日本の先進的な技術を活用した環境負荷の少ない環境配慮型都市構築の分
野において、環境・衛生の改善、交通渋滞の緩和に向けた支援を行っていく。また、防災や地球規模
課題の解決に資する支援も行っていく。
（２） 投資環境改善
産業競争力強化のための環境整備や技術支援等、民間資金との連携も念頭に、人的資源の拡充を含
め経済成長を促進する分野での支援を行っていく。
（３） 三角協力支援
我が国は 2000 年にブラジルとの間で開発協力のパートナーシップ・プログラム(JBPP: Japan-Brazil
Partnership Programme)を締結し、以来、この枠組みを通して、日・ブラジル双方の開発方針に合致す
る分野において、中南米やポルトガル語圏アフリカ諸国に対し、三角協力を実施している。引き続
き、両国、被援助国間の緊密な連携の下に効果的な支援を実施していく。
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付録図２－１ 我が国の対ブラジル国際協力の経緯（技術協力含む）1)

付録図２－２ セラード農業開発
（連邦直轄区セラード農牧研究センター、2018 年筆者撮影）
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付録図２－３ ウジミナス製鉄所(日本ブラジル合弁企業)2)

付録表２－１ 我が国の対ブラジル技術協力の実績
（人数ベース、2017 年度までの実績。参考文献 3) 4)をもとに筆者作成）
形態
研修員受入
(1960年～)
専門家派遣
(1958年～)
調査団派遣
(1961年～)
合計
形態
研修員受入
(1960年～)
専門家派遣
(1958年～)
調査団派遣
(1961年～)
合計

計画・行政
開発計画

公共・公益事業

行政

公益事業

運輸交通

農林水産

社会基盤 通信・放送

農業

畜産

林業

水産

185

1,772

336

623

581

415

1,080

171

293

269

22

396

194

177

207

15

516

28

291

40

123

322

92

374

435

10

968

15

303

330

2,490

622

1,174

1,223

440

2,564

214

887

鉱工業
鉱業

工業

エネルギー

商業・観光
商業・貿易

人的資源

観光

人的資源 科学・文化

保健・医療 社会福祉

66
375 単位：人
その他

合計

149

931

274

357

57

1,714

167

1,468

182

563

11,587

77

204

62

9

1

300

60

582

81

55

3,317

356

125

128

15

0

124

29

234

10

245

3,974

582

1,260

464

381

58

2,138

256

2,284

273

863

18,878

（※）技術協力形態のうち、「ボランティア、協力隊、移住者渡航」は集計対象外。
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付録表２－２ 我が国の対ブラジル技術協力の実績
（金額ベース、2016 年度までの実績。参考文献 5)をもとに筆者作成）
計画･行政
開発計画

公共･公益事業

行政

354

公益事業

8,695

鉱工業
鉱業
2,871

2,531
エネルギー

工業

運輸交通

5,011

農林水産

社会基盤 通信･放送

3,897

4,829

816

商業・観光
商業･貿易

1,453

160

畜産

12,428

人的資源

観光

898

農業

人的資源 科学･文化
14,773

2,746

739

林業

保健･医療 社会福祉
10,337

水産

4,539

1,210
その他

1,826

9,039

単位：百万円
分野分類
不明
26,859

合計
40,037

付録表２－３ 「都市計画、防災」に関する我が国の対ブラジル国際協力の実績
（参考文献 6）～9)をもとに筆者作成）
出典

プロジェクト名

事業形態

分野（筆者による）

協力期間／
借款契約年(有償資金協力）

2

第三国研修「都市管理コース」プロジェクト

技術協力

都市計画・都市開発

2

持続可能な都市管理コース

第三国研修

都市計画・都市開発

2006年4月～2011年3月
2011年4月～2016年3月

2

クリチバ市における土地区画整理事業実施能力強化プロジェクト

技術協力

都市計画・都市開発

2013年2月～2016年1月

1

統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト

技術協力

防災・都市計画・都市開発

2013年7月～2017年11月

3

パラナ州雨量レーダ普及促進事業

民間連携事業

防災

2016年8月～2019年10月

3

鋼製透過型・ソイルセメント砂防堰堤普及促進事業

民間連携事業

防災

2018年5月～2019年11月

4

強靭な街作りのための土砂災害構造物対策能力向上プロジェクト

技術協力

防災

2020年～2023年（予定）

都市計画・都市開発
防災
JICA：ODA見える化サイト、ブラジル、https://www.jica.go.jp/oda/regions/index.html、2020年閲覧
技術協力
1

：2008年10月1日以降に開始された技術協力プロジェクトのうち、総額実績が2億円以上のプロジェクト、及び2001年度以降に
事後評価を実施済みのプロジェクトが対象

有償資金協力：2010年10月1日以降に借款契約（L/A）を調印したプロジェクト、及び同日以降に完成したプロジェクト、並びに2003年度以降
に事後評価を実施済みのプロジェクトが対象
2

JICA：JICAナレッジサイト、都市開発・地域開発、都市開発、http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VW02040101?OpenView&Start=1
&Count=1000&Expand=16.1.18#16.1.18、2019年閲覧 【2020年4月現在、サイト閉鎖中】

3

JICA：民間連携事業、ブラジル、https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html、2020年閲覧

4

在ブラジル日本国大使館：対ブラジル連邦共和国 事業展開計画、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072581.pdf、
2020年閲覧

〈付録－２の参考文献〉
1)在ブラジル日本国大使館：日ブラジル関係概況、https://www.br.emb- japan.go.jp/files/0004412
70.pdf、2020 年閲覧
2)Jornal Diário do Aço：Usiminas inicia pesquisa com a comunidade de Ipatinga, https://www.diariod
oaco.com.br/noticia/0075019-usiminas-inicia-pesquisa-com-a-comunidade-de-ipatinga, 2020,
2020 年閲覧
3)(独)国際協力機構：2017 年度、技術協力(国／機関別・形態別・新規継続別・分野分類別人
数実績)、https://www.jica.go.jp/regions/ku57pq00000iimsy-att/tech_co_2017_people.xlsx、2018
年閲覧(2020 年現在、閲覧不可)
4)(独)国際協力機構：2016 年度までの累計、技術協力(分野分類別・年度別人数実績)、
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https://www.jica.go.jp/regions/ku57pq00000iimsy-att/02_participants.xlsx、2018 年閲覧(2020 年
現在、閲覧不可)
5)(独)国際協力機構：2016 年度までの累計、技術協力・無償資金協力(分野分類別・年度別経
費実績)、https://www.jica.go.jp/regions/ku57pq00000iimsy-att/01_tc_ga.xlsx、2018 年閲覧(2020
年現在、閲覧不可)
6)(独)国際協力機構：ODA 見える化サイト、ブラジル、https://www.jica.go.jp/oda/regions/index.h
tml、2020 年閲覧
7)(独)国際協力機構：JICA ナレッジサイト、
都市開発・地域開発、
都市開発、
http://gwweb.jica.go.
jp/km/ProjectView.nsf/VW02040101?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=16.1.18#16.1.1
8、2019 年閲覧(2020 年現在、閲覧不可)
8)(独)国際協力機構：民間連携事業、ブラジル、https://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html、
2020 年閲覧
9)在ブラジル日本国大使館：対ブラジル連邦共和国

事業展開計画、https://www.mofa.go.jp/

mofaj/gaiko/oda/files/000072581.pdf、2019、2020 年閲覧
10)外務省：対ブラジル連邦共和国 国別開発協力方針、https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/
files/000072580.pdf、2018、2020 年閲覧
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付録－３ ブラジルにおける都市計画法制度の成立過程と特徴
独立 国たる ブ ラジルにおけ る 法制度 構築の歴史は 、ブラジ ル史上初の 憲 法であ る
Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de Março de 1824(1824 年 3 月 25 日ブラジル帝
国政治憲法。以下、1824 年憲法)1)の制定をもって始まった。
付録－3 ではまず、各年代に制定された憲法において、本研究で着目する都市計画・土地
利用に関する「都市、交通、土地利用」の概念がどのように位置付けられているのかを明ら
かにするため、キーワード分析を実施した。具体的には、「cidade(市)」、「urbano(都市)」、
「plano(計画)」、
「planejamento(計画)」、
「planejar(計画する)」
、
「terra(土地)」
、
「territorio(領土)」
、
「transponhar(移動する)」
、
「transporte(交通)」
、
「mobilidade(移動性)」
、
「desenvolvimento(開発、
発展)」というキーワード検索を行い、該当する条文から「都市、交通、土地利用」に係る
項目を抽出した。分析結果を付録表 3－1 に示す。分析の結果、各憲法が制定された時代背
景等をふまえ、交通、インフラ整備、地域開発に関する項目が徐々に登場していることがわ
かり、都市政策が初めて登場するのは、現行の憲法である Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988(1988 年ブラジル連邦共和国憲法。以下、1988 年憲法)7)からであることが明
らかとなった。
更に、連邦法でみた場合、2001 年に Lei No.10.257, de 10 de julho de 2001(2001 年 7 月 10 日
第 10,257 号法。以下、連邦都市法)9)が制定されるまでは、連邦レベルで都市計画を司る法
律は存在しておらず、Lei No6.766, de 19 de Dezembro de 1979(1979 年 12 月 19 日第 6,766 号
法。連邦土地分割法)10)など、個別の法律が存在するのみであった。第 4 章で述べたとおり、
連邦都市法は主に「都市政策ツールの規定」
、
「マスタープランの作成」等が規定されるのみ

付録表３－１ ブラジル憲法における「都市、交通、土地利用」に関する記述
政治体制
1)

1824年憲法

帝制

1891年憲法2)

共和制

憲法の主な特徴

都市、交通、土地利用 に関する記述（新出事項のみ記載）(※)

ポルトガルから独立後初の憲法
共和制移行後初の憲法

・「都市」、「農村」という単語が登場。

1934年憲法3)

社会民主主義の理念を初めて導入 ・国の責務として、インフラ整備や交通に係る項目（鉄道・道路計画の作成、道路
交通管理、運輸サービスの提供）が登場。
した憲法8)
・個人による土地の占有に係る項目が登場。

1937年憲法4)

ヨーロッパ・ファシズムの強い影響を
受けて成立した権力的憲法8)

1946年憲法5)

第二次世界大戦後初の民主憲法8)

・特定の地域開発計画（サンフランシスコ川及び支流、アマゾン地域）に係る項目
が登場。
・未開発地の開発促進のための植民地化計画に係る項目が登場。

1964年のクーデターによって樹立さ
・国の責務として、「地域開発計画」策定、実施に係る項目が登場。
1967年憲法6) (軍事政権) れた軍事政権の「権威主義的統
・国家予算の使途として、未開発地域での（開発）計画実施に係る項目が登場。
治」を支える憲法8)
1988年憲法7) (文民政権)

軍事政権から文民政権移行後初の
憲法

・都市政策に係る項目が登場（連邦、州、市各政府の都市計画に係る権限）。
※ブラジル史上初の国家的な都市計画法制度が登場。

(※)各憲法で「cidade(市)」「urbano(都市)」「plano(計画)」「planejamento(計画)」「planejar(計画する)」「terra(土地)」「territorio(領土)」
「transponhar(移動する)」「transporte(交通)」「mobilidade(移動性)」「desenvolvimento(開発、発展)」というキーワード検索を行い、該当条文から
「都市、交通、土地利用」に係る項目を抽出。
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であり、その都市政策ツールは先行的に国内各都市(サンパウロ市、クリチバ市等)で独自に
開発、適用された手法のうち、全国への展開可能性を有する手法を例示している。以下、サ
ンパウロ市、クリチバ市で開発された都市政策ツールを参考に示す。
１）サンパウロ市：都市運営共同事業体(Das operações urbanas consorciadas)
「都市運営共同事業体」11)は、官民連携により都市開発を行う手法であり、1970 年代～
1980 年代にフランス等からブラジルに対して技術移転された。サンパウロ市は 1985 年以
降、同市マスタープランに「都市運営共同事業体」を都市政策ツールとして位置付けし、正
式な都市開発手法として導入した。連邦都市法では、Art.32～34 に位置付けられている(第 4
章、表 4－3 参照)。
具体的な制度概要としては、特定の都市開発を行う区域の中で、まず市政府が追加的に建
設権を設定し、その建設権を証券化等により市場に売却する。そして、建設権の売却により
生まれる収益を当該区域内での公共施設整備費に充当する仕組みである。我が国の土地区
画整理事業における保留地や、市街地再開発事業における保留床の考え方に近い。
付録図 3－1 に、
「都市運営共同事業体」の制度概要を示す。赤色部分が追加的に設定した
建設権であり、その売却益を公園等の整備費に充当している。
２）クリチバ市：建設権の譲渡(Da transferência do direito de construir)
「建設権の譲渡」12)は、歴史的建造物の保全、社会住宅(低所得者層向け住宅)の整備、環
境保全を目的とした手法であり、アメリカで生まれた手法をクリチバ市での課題解決に向
けてアレンジしたものである。この手法は、歴史的建造物の保全、社会住宅の整備、環境保
全を行うための費用等を事業者が負担するかわりに、事業者に対して、都市内の他地区にお
いて容積率のボーナスを与える仕組みである。連邦都市法では、Art.35 に位置付けられてい
る(第 4 章、表 4－3 参照)。
なお、
「建設権の譲渡」の導入経緯 12)として、歴史的建造物の保全を検討した際、現状と
して歴史的建造物の所有者が保全したくなるインセンティブがない一方、市街地での容積
率を増加させたい事業者が存在していた。そこで、歴史的建造物を保全するための仕組みと
して、1982 年に導入された。その後、1991 年には社会住宅の整備、1993 年には森林保全、
2000 年には環境保全へと制度目的が拡大していった。付録図 3－2 に、
「建設権の譲渡」の
制度概要を示す。
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付録図３－１ 「都市運営共同事業体」の制度概要 11)
（赤色部分が追加的に設定した建設権であり、その売却益を公園等の整備費に充当）

付録図３－２ 「建設権の譲渡」の制度概要 12)

〈付録－３の参考文献〉
1)Presidência da República,Casa Civil：CONSTITUIÇÃO POLITICA DO IMPERIO DO BRASIL,
DE 25 DE MARÇO DE 1824, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.h
tm, 2020 年閲覧
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2)Presidência da República, Casa Civil：CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1891, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituicao91.htm, 2020 年閲覧
3)Presidência da República, Casa Civil：CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL, DE 16 DE JULHO DE 1934, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constit
uicao/constituicao34.htm, 2020 年閲覧
4)Presidência da República, Casa Civil：CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO
BRASIL, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/C
onstituicao37.htm, 2020 年閲覧
5)Presidência da República, Casa Civil：CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO
BRASIL, DE 18 DE SETEMBRO DE 1946, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/co
nstituicao46.htm, 2020 年閲覧
6)Presidência da República, Casa Civil：CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1967,http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm, 2020 年
閲覧
7)Presidência da República, Casa Civil：CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL DE 1988, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, 2020 年閲
覧
8)矢谷通朗：ブラジル連邦共和国憲法 : 1988 年、経済協力シリーズ、No.154、アジア経済
研究所、1991
9)Presidência da República, Casa Civil：LEI No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001, http://www.p
lanalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm, 2020 年閲覧
10)Presidência da República, Casa Civil：LEI No 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm, 2020 年閲覧
11)Daniel Todtmann Montandon・Felipe Francisco de Souza：Land Readjustment e Operações
Urbanas Consorciadas, Romano Guerra Editora, Brasil, 2007
12)服部圭郎：人間都市クリチバ 環境・交通・福祉・土地利用を統合したまちづくり、学
芸出版社、pp.62-63、2004
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付録－４ ブラジル側実施機関の概要
第１節 連邦政府
防災プロジェクト実施中であった 2017 年 4 月現在、閣僚級ポストである 27 省庁(中央銀
行を含める場合、28 省庁)が存在した。付録図 4－1 に、ブラジル連邦政府組織図を示す。
Presidente da
República
大統領

Vice-Presidente da
República
副大統領
Ministérios
省庁

Justiça e Segurança Pública：法務・公安省
Defesa：国防省
Relações Exteriores：外務省
Fazenda：財務省

Presidência da República(PR) :大統領府
• Casa Civil：文官長
• Secretaria-Geral da PR：大統領府事務総局
• Gabinete de Segurança Institucional：安全保障室
• Secretaria de Governo da PR: 政府調整庁
• Advocacia-Geral da União：連邦総弁護庁

Transportes, Portos e Aviação Civil：運輸港湾民間航空省
Agricultura, Pecuária e Abastecimento：農牧食糧供給省
Educação：教育省
Cultura：文化省
Trabalho：労働省
Desenvolvimento Social e Agrário：社会農村開発省
Saúde：保健省
Indústria, Comércio Exterior e Serviços： 産業貿易省
Minas e Energia：鉱山ｴﾈﾙｷﾞｰ省
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão：企画予算開発行政管理省
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações：科学技術通革新信省

Meio Ambiente：環境省
Esporte：スポーツ省
Turismo：観光省
Integração Nacional：国家統合省
Cidades：都市省
Transparência, Fiscalização e Controle：透明性監察監督省
Direitos Humnos：人権省
（注）閣僚級省庁のみ記載。

付録図４－１ ブラジル連邦政府組織図（2017 年 4 月現在。網掛け：防災プロジェクトの
ブラジル側実施機関。在ブラジル日本国大使館作成資料に筆者加筆）
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防災プロジェクトにおけるブラジル側実施機関(連邦政府)は、都市省、国家統合省、科学
技術革新通信省、鉱山エネルギー省であり、各省の所掌内容について説明する。なお、ブラ
ジルの中央省庁は、時の政権の判断により、頻繁に統廃合が行われることから、本研究では、
防災プロジェクトの最終実施年度である 2017 年における行政組織名称で表現を統一する。
第１項 都市省(Ministério das Cidades)
社会資本整備を所管する省庁であり、大臣官房(Gabinete do Ministro)、次官(Secretário
Executivo)の他、国家住宅局(Secretaria Nacional de Habitação)、国家環境衛生局(Secretario
Nacional de Saneamento Ambiental)、国家都市交通局(Secretario Nacional de Mobilidade Urbana)、
国家都市開発局(Secretario Nacional de Desenvolvimento Urbano)から構成される 1)。そのうち、
国家都市開発局が防災プロジェクトのプロジェクトダイレクターとしてプロジェクト全体
を統括しつつ、防災プロジェクトの「都市拡張計画」分野、
「予防・復旧計画(予防)」分野を
担当している。
各局の主な所掌事務 2)は、以下のとおりである(2014 年現在)。
１）国家住宅局
・国の住宅政策を実施するためのモニタリング、評価及び手法の策定・提案。
・市の住宅政策に関する支援。
・土地利用管理、インフラ整備、災害リスク管理面からスラム地区の住宅環境の改善。
２）国家環境衛生局
・上水道、下水道、廃棄物処理、洪水に対する排水の整備に対する促進及び実施。
３）国家都市交通局
・持続的な都市交通政策の策定と実施。
・州、連邦区、市との都市交通分野における技術協力。
・都市交通分野における調査、研究、技術開発の促進。
・インフラ及び公共交通に対する資金提供 等。
４）国家都市開発局(防災プロジェクトの中枢のため詳述。山越隆雄・JICA 長期専門家作成
資料及び参考文献 3)を参考）
４－１）都市計画・管理部
・主に、都市計画、都市開発、都市管理、大都市圏政策を所掌し、関連する他の連邦政府
及び都市省内部局との調整業務を担当。
・防災プロジェクトでは、「都市拡張計画」分野を担当。
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４－２）リスク管理・都市復旧部
・主に、都市計画における自然災害管理に関する行為、手順、政策、規則、指針の検討、
作成及び実施業務を担当。
・防災プロジェクトでは、「予防・復旧計画(特に予防)」分野を担当。
４－３）都市土地問題部
・主に、都市における土地の正常化プロセスに関連する基準と方法の設計、確立及び実施
を担当。そして、国家住宅局と協調し、土地の正常化を目的とした州及び市への投資の
選択、優先順位付け及び選定の基準を確立するとともに、プログラムを策定した上で実
施を担当。
第２項 国家統合省(Ministério da Integração Nacional)
水インフラ、地域開発、防災等を所管する省庁であり、大臣官房(Gabinete do Ministro)、次
官(Secretário Executivo)の他、水インフラ局(Secretaria de Infraestrutura Hídrica)、地域開発局
(Secretaria de Desenvolvimento Regional)、地域基金・税優遇局(Secretaria de Fundos Regionais e
Incentivos Fiscais)、国家市民防御・保護局(Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil）から
構成される 4)。そのうち、国家市民防御・保護局が防災プロジェクトの「予防・復旧計画(復
旧)」分野、
「早期警報発令(予防)」分野、
「早期警報発令(警戒情報伝達、災害応急対応)」分
野を担当している。
局別の主な所掌事務は、以下のとおりである(2017 年現在)。
１）水インフラ局 5)
・国家地域開発政策に基づく、ダム、パイプライン、運河等の整備。
２）地域開発局 6)
・国家地域開発政策及び国家土地利用政策の策定、改定、実施、モニタリング、評価。
・国家統合、地域開発、地域開発に係る政府機関への参加に向けた共同行動の推進。
・土地利用活動と地域経済の統合に導くための戦略やガイドラインの確立

等。

３）地域基金・税優遇局 7)
・地域不均衡縮小及び地域開発に関連した生産部門支援政策を拡大するための資金源及
び機会の調査。
・国家地域開発政策及び開発地域計画と調和し、地域基金資源の利用、便益及び地域開発
向け税制優遇のための統合的戦略及び指導方針の提案。
・地域基金、便益及び地域開発向け税制優遇に係る作業基準の提案。
・地域基金資源、便益及び地域開発向け税制優遇の実施のための協力及び管理。
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４）国家市民防御・保護局(防災プロジェクトの中枢のため詳述。山越隆雄・JICA 長期専門
家作成資料、参考文献 2)を参考)
４－１）国家災害リスク管理センター(CENAD－Centro Nacional de Gerenciamento de
Riscos e Desastres）
・主な業務は以下のとおりである。
－国内のリスク情報と災害情報の統合。
－自然災害に関連するパラメータのモニタリング。
－警戒情報の発令、住民の誘導。
－災害対応活動の調整。
－迅速な災害対応に必要となる資源の提供。
・国家災害リスク管理センターには、
「連邦承認調整課、緊急対応・人道支援調整課、干
ばつ対策課、物流・運営支援部、準備・管理調整課、技術支援・情報通信技術課」が存
在する。
・防災プロジェクトでは、「早期警報発令(警戒情報伝達、災害応急対応)」分野を担当。
４－２）予防準備部
・主に、災害時緊急対応や、警戒情報の発令業務

等。

・防災プロジェクトでは、
「早期警報発令(予防)」分野を担当。
４－３）復旧再建部
・主に、国内の復旧・復興工事を担当し、州及び市政府が連邦政府の予算を活用して復旧・
復興工事を実施する場合、同部の承認が必要となる。
・防災プロジェクトでは、
「予防・復旧計画(復旧)」分野を担当。
４－４）災害時援助活動部
・主に、国家レベルの災害救援活動に関する調整、監視及び実施 等。
第３項

科 学 技 術 革 新 通 信 省 (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações)

科学技術、イノベーション、通信、放送等を所管する省庁であり、次官(Secretário Executivo)、
大臣官房(Gabinete do Ministro)の他、放送局(Secretaria de Radiodifusão)、技術革新開発局
(Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação)、研究開発政策プログラム局(Secretaria
de Politicas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento)、情報政策局(Secretaria de Políticas de
Informática)、電気通信局(Secretaria de Telecomunicações)から構成されており 8)、外郭機関と
し て 、 国 家 自 然 災 害 モ ニ タ リ ン グ 警 報 セ ン タ ー (CEMADEN － Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) 9)等が存在する。
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そのうち、国家自然災害モニタリング警報センターが防災プロジェクトの「予警報(警戒
情報発出、モニタリング技術開発)」分野を担当している。国家自然災害モニタリング警報
センターの主な所掌事務は、以下のとおりである。
１）国家自然災害モニタリング警報センター(CEMADEN)2)
・主な業務は以下のとおりである。
－全国の自然災害に対する適切な防御活動と市民防衛活動のための警報作成。
－自然災害に対する計画策定と対策促進に必要な事項の周知。
－自然災害に対する警報の継続的な改善のための技術・能力の開発。
－自然災害をモニタリングするための観測システムの開発・導入。
－自然災害の解析モデルの開発・導入。
－自然災害の警報作成に必要な解析システムの運用。
－自然災害の警報を国家災害リスク管理センター(CENAD)に発令し、市民防衛の活
動を支援。
第４項 鉱山エネルギー省(Ministério de Minas e Energia)
資源、エネルギー等を所管する省庁であり、次官(Secretário Executivo)、大臣官房(Gabinete
do Ministro) の 他 、 石 油 ・ 天 然 ガ ス ・ バ イ オ 燃 料 局 (Secretaria de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis)、地質・採鉱・鉱物加工局(Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação
Mineral)、電力エネルギー局(Secretaria de Energia Elétrica)、計画エネルギー開発局(Secretaria
de Planejamento e Desenvolvimento Energético)から構成されており 10)、外郭機関として鉱物資
源調査局(CPRM－Companhia de pesquisa de Recursos Minerais、別名：ブラジル地質サービス
局(Serviço Geológico do Brasil))11)等が存在する。
そのうち、鉱物資源調査局が防災プロジェクトの「リスクマッピング」分野を担当してい
る。鉱物資源調査局(ブラジル地質サービス局)の主な所掌事務は、以下のとおりである。
１）鉱物資源調査局(ブラジル地質サービス局、CPRM)2)
・防災に関する主な業務は以下のとおりである。
－821 都市を対象とし、都市部の土砂災害と洪水に関する高リスク・超高リスク地域
をセクター化(リスクエリアの特定)。2013 年 11 月現在、795 都市でセクター化。
－286 都市において、土砂災害・洪水マップを作成。同マップは、当該市における地
すべりと洪水の影響が大きい箇所を示す。
－土砂災害に関する洪水土地台帳システムの整理統合。
－地質学のリスク管理に関する研修の開催。
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第２節 市政府（パイロット事業サイト）
防災プロジェクトにおけるブラジル側実施機関(市政府(パイロット事業サイト))は、過去
に土砂災害の被害を受けたリオデジャネイロ州ノバフリブルゴ市、ペトロポリス市及びサ
ンタカタリーナ州ブルメナウ市の 3 都市である。本節では、各市政府の基礎的情報ととも
に、組織構成を示す。
第１項 リオデジャネイロ州ペトロポリス市(Prefeitura de Petrópolis)
・位置

：リオデジャネイロ市(州都)の北約 50km

・人口

：人口 30.6 万人(2019 年推計)

・地形的特徴：平地はごくわずかであり、ほぼ山岳地で構成される
・市政府組織：
市長官房(Gabinete do Prefeito)、制度連携調整官室(Coordenadoria Especial de Articulação
Institucional)、検事総長室(Procuradoria Geral)、人材管理局(Secretária de Administração e de
Recursos Humanos)、総合管理官室(Controladoria Geral)、財務局(Secretária de Fazenda)、社
会援助局(Secretaria Assistência Social)、市民防御・ボランティア活動局(Secretaria de Defesa
Civil e Ações Voluntárias)、経済開発局(Secretária de Desenvolvimento Econômico)、教育局
(Secretária de Educação)、工事局(Secretaria de Obras)、Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem
Pública(サービス・治安・公共規制局)、環境局(Secretaria de Meio Ambiente)、保健局(Secretaria
de Saúde)、計画・戦略的管理調整官室(Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica)、
観光局(Secretaria da Turispetro)等から構成される 12)13)。
このうち、計画・戦略的管理調整官室が防災プロジェクトの「都市拡張計画」分野を担
当している。
第２項 リオデジャネイロ州ノバフリブルゴ市(Prefeitura de Nova Friburgo)
・位置

：リオデジャネイロ市(州都)の北東約 100km

・人口

：人口 19.1 万人(2019 年推計)

・地形的特徴：平地はごくわずかであり、ほぼ山岳地で構成される
・市政府組織：
市長官房(Gabinete do Prefeito)、農業農村開発局(Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Rural)、社会福祉人権労働局(Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho)、
文官局(Secretaria da Casa Civil)、文化局(Secretaria de Cultura)、市民防御局(Secretaria de
Defesa Civil)、教育局(Secretaria de Educação)、青少年スポーツ・レジャー公共政策局
(Secretaria de Esportes e Lazer e Políticas Públicas para Juventude)、財務企画経済開発管理局
(Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão)、官房局(Secretaria
de Gabinete)、政務局(Secretaria de Governo)、環境・持続的都市開発局(Secretaria de Meio
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Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável)、工事局(Secretaria de Obras)、都市交通規制
局(Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana)、薬物政策局(Secretaria de Políticas Sobre Drogas)、
保 健局 (Secretaria de Saúde)、公共 サー ビス 局 (Secretaria de Serviços Públicos)、 観 光 局
(Secretaria de Turismo)、人材局(Subsecretaria de Recursos Humanos)、科学技術・革新・高度
職業指導教育局(Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e
Superior)、総合管理官室(Controladoria Geral)、検事総長室(Procuradoria Geral)等から構成さ
れる 14)。
このうち、環境・持続的都市開発局が防災プロジェクトの「都市拡張計画」分野を担当
している。
第３項 サンタカタリーナ州ブルメナウ市(Prefeitura de Blumenau)
・位置

：フロリアノポリス市(州都)の北西約 90km

・人口

：35.7 万人(2019 年推計)

・地形的特徴：平地はごくわずかであり、ほぼ山岳地で構成される
・市政府組織：
市長官房(Gabinete do Prefeito)、副市長官房(Gabinete do Vice-Prefeito)、市総合管理官室
(Controladoria Geral do Município)、市検事総長室(Procuradoria Geral do Município)、管理局
(Secretaria de Administração) 、 社 会 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ 制 度 関 係 局 (Secretaria de
Comunicação Social e Relações Institucionais)、都市保全・維持局(Secretaria de Conservação e
Manutenção Urbana)、市民防御局(Secretaria de Defesa do Cidadão)、経済開発・革新・事業局
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo) 、 社 会 開 発 局
(Secretaria de Desenvolvimento Social)、都市開発局(Secretaria de Desenvolvimento Urbano)、
教育局(Secretaria de Educação)、金融管理局(Secretaria de Gestão Financeira)、政府管理局
(Secretaria de Gestão Governamental)、都市インフラ局(Secretaria de Infraestrutura Urbana)、健
康促進局(Secretaria de Promoção da Saúde)、観光レジャー局(Secretaria de Turismo e Lazer)、
持 続 的 交 通 プ ロ グ ラ ム ・ 特 別 事 業 局 (Secretaria Executiva do Programa de Mobilidade
Sustentável e de Projetos Especiais)、土地・住宅調整局(Secretaria Municipal Regularização
Fundiária e Habitação)等から構成される 15)。
このうち、都市開発局が防災プロジェクトの「都市拡張計画」分野を担当している。

〈付録－４の参考文献〉
1)Ministério das Cidades：http://www.cidades.gov.br/institucional/2015-03-24-18-10-21, 2017 年閲
覧
2)(独)国際協力機構：ブラジル国統合自然災害リスク管理国家戦略強化プロジェクト(調査フ
ェーズ)、ドラフトファイナルレポート(修正版)、2014
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付録－５

「防災プロジェクト・都市計画制度に対するアンケート調査」調査票及び回答

(連邦政府向け)

Questionário acerca da Cooperação Técnica de Planejamento Urbano do Projeto GIDES
GIDES プロジェクトによる都市計画技術協力に関する質問

連邦政府向け

※O questionário poderá ser respondido eletronicamente no corpo deste, não havendo limitações de espaço.
※回答欄に直接記入し、回答欄は自由に改行して下さい。文字数に制限はありません。

Questão 1
Quais são os aspectos positivos e negativos a serem elencados na Cooperação Técnica de Planejamento Urbano com a
JICA a partir do envio de especialistas de longa e curta duração? No tocante aos aspectos negativos, o que poderia ser
mudado ou melhorado?
JICA 専門家（長期及び短期）からの都市計画技術協力に関して評価できる点・評価できない点は何か？評価でき
ない点がある場合、改善すべき点は何か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点

Questão 2
Quais são os aspectos positivos e negativos da Cooperação Técnica de Planejamento Urbano a partir do envio de
especialistas de longa e curta permanência da JICA dentro do sistema federal?
ブラジルの連邦制を特に意識した場合、JICA 専門家（長期及び短期）からの都市計画技術協力に関して評価で
きる点・評価できない点は何か？評価できない点がる場合、改善すべき点は何か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点

Questão 3
Quais são os pontos a serem elencados como problemáticos e suscetíveis a mudanças por parte do governo federal para
a execução da Cooperação Técnica de Planejamento Urbano? Enumere por ordem dos principais problemas.
都市計画技術協力を受けるにあたり、連邦政府側に不足していた点、改善すべきであった点は何か？以下の選択
肢から該当するものを全て選択し、()に影響が大きいものから順に 1,2,3…と記入して下さい。

( ) falta de servidores no órgão 組織・人員体制

( ) coleta de dados データ収集

( ) questões orçamentárias 予算問題

( ) análise de dados データ解析

( ) capacidade técnica dos funcionários 職員の技術力

( ) apoio os gestores do executivo federal 都市省の幹部の理解
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( ) falta de servidores no órgão 組織・人員体制

( ) coleta de dados データ収集

( ) questões orçamentárias 予算問題

( ) análise de dados データ解析

( ) capacidade técnica dos funcionários 職員の技術力

( ) apoio os gestores do executivo federal 都市省の幹部の理解

( ) terceirização アウトソーシング

( ) apoio do Congresso Nacional 連邦議会の理解

( ) cooperação entre os governos da esfera estadual e

( ) apoio dos brasileiros e da sociedade civil 国民の理解

municipal 州政府・市政府との連携

( ) a criação de consenso entre os todos os brasileiros 国民

( ) falta de atualização dos dados estatísticos 既存統計デ の合意形成
ータが更新されていない

( ) falta de dados estatísticos 統計データの不足

( ) compatibilidade das novas propostas com as diretrizes
federais do Plano Diretor 既存の都市計画制度（連邦都市法

( ) inadequação ou ausência do sistema de planejamento におけるマスタープラン）との関連性
urbano 既存の都市計画制度の不備・不足

( ) outros その他

Caso haja a escolha da opção “outros”, favor especificar. “その他”を選択した場合、具体的に記入下さい。

Questão 4
Quais são os aspectos positivos e negativos do Projeto GIDES? No tocante aos aspectos negativos, o que poderia ser
mudado ou melhorado?
今回の GIDES プロジェクト全体で評価できる点・評価できない点は何か？評価できない点がる場合、改善すべ
き点は何か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点

Questão 5
Quais foram os aspectos positivos e negativos dos temas que foram estudados no processo de elaboração do Manual de
Planejamento da Expansão Urbana do Projeto GIDES? No tocante aos aspectos negativos, o que poderia ser mudado ou
melhorado?
今回の GIDES プロジェクトで検討した都市拡張計画マニュアルで評価できる点・評価できない点は何か？評価
できない点がる場合、改善すべき点は何か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点
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Questão 6
No processo de elaboração e execução de um Manual a ser adotado por todos os municípios em território nacional, quais
seriam: 1) as vantagens, 2) as desvantagens, 3) os principais gargalos e 4) os meios alternativos de solucionar os gargalos?
連邦制であるブラジルにおいて、全市政府を対象とする都市拡張計画マニュアルを検討、実施する際の①メリッ
ト、②デメリット、③課題、④課題への対処方法は？

Resposta: 回答欄
1)as vantagens: メリット
2)as desvantagens: デメリット
3)os principais gargalos: 課題
4)os meios alternativos de solucionar os gargalos: 課題への対処方法

Questão 7
Quais são os aspectos positivos e negativos do Sistema de Planejamento Urbano (Plano Diretor, Planejamento da
Expansão Urbana etc.) na esfera federal? No tocante aos aspectos negativos, o que poderia ser mudado ou melhorado?
現状の連邦都市計画制度（マスタープラン、都市拡張計画 等）の評価できる点・評価できない点は何か？評価
できない点がる場合、改善すべき点は何か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点

Questão 8
Quais são os principais problemas e gargalos enfrentados no Sistema de Planejamento Urbano (Plano Diretor,
Planejamento da Expansão Urbana etc.) ?
現状の市政府の都市計画制度（マスタープラン、都市拡張計画 等）に関する課題・問題点は何か？

Resposta:

回答欄

Questão 9
Qual o departamento e a pessoa responsável por todo o processo de elaboração até a aprovação da proposta do Sistema
de Planejamento Urbano no Executivo Federal?
連邦政府における都市計画制度立案の実質的な意思決定者は誰か？
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Resposta:

回答欄

Muito obrigado!
Brasília, 5 de fevereiro de 2018.
Secretário Daisuke Yokoyama (Embaixada do Japão no Brasil)
どうも有難うございました
ブラジリア、2018 年 2 月 5 日
書記官 横山 大輔（在ブラジル日本国大使館）

164

■回答(連邦政府)

質問項目

■問１
JICA専門家（長期及び短期）からの都市計画技術協力
に関して評価できる点・評価できない点は何か？評価
できない点がある場合、改善すべき点は何か？

評価できる点

・都市省・州・市
政府による技術
グループが(通常)
議論を行わない
議題やテーマを
都市省
進めることができ
国家都市開発局
る点。
都市計画
・まだ非常に初期
担当課長
段階にあるもの、
または政治的関
心を欠くテーマを
進める可能性が
ある。

質問項目

評価できない点

多くの場合、これ
らのプロジェクト
は、国内パート
ナーの制度的及
び政治的脆弱性
によって制限され
る。

改善すべき点

(プロジェクトの)継
続性のために、よ
り強い合意を伴う
プロジェクトの実
例を生み出すべ
き。

■問２
ブラジルの連邦制を特に意識した場合、JICA専門家（長期及び
短期）からの都市計画技術協力に関して評価できる点・評価で
きない点は何か？評価できない点がる場合、改善すべき点は
何か？
評価できる点

評価できない点

改善すべき点

長期専門家との
交流は、日々の
技術協力業務の
実施にあたって、
大きな技術的及
び行政的習得を
可能にする。

(専門家は)ブラジル国内事
情を分かっておらず、ブラジ
ルは連邦制(連邦、州、市)
であることを理解する必要
がある。ブラジルは日本と
は全く異なる発展段階を経
験しており、異なる行政文
化を有している。(そのた
め)長期専門家による日本
での経験はブラジルのもの
と非常に異なるため、
時々、ブラジル側との交流
に制限が生じている。

来伯する前にブラ
ジル行政、組織
について講義、
研修を受けた方
が良い。

■問３
■問４
都市計画技術協力を受けるにあたり、連邦政府側に不足してい 防災プロジェクトで評価できる点・評価できない点は
た点、改善すべきであった点は何か？以下の選択肢から該当 何か？評価できない点がある場合、改善すべき点は
するものを全て選択し、()に影響が大きいものから順に1,2,3…と 何か？
記入して下さい。
選択式

その他（自由記述）

評価できる点

評価できない点

(1)その他
(2)連邦政府（都市省）幹部の理解
(3)州政府・市政府との連携
(4)既存統計データが更新されていない
(防災プロジェクト
(5)統計データの不足
防災プロジェクト
の一環として行っ
(6)組織・人員体制の不足
は、3つのレベル
た)ブラジル国内
都市省
(7)職員の技術力
(連邦・州・市政
専門家及び連邦
国家都市開発局 (8)データ収集
（行政）トップの入れ 府)の政府間及
大学との交流は
都市計画
(9)データ解析
替わりが激しい。
び組織間の対話
微力だった。今
担当課長
(10)既存の都市計画制度の不備・不足
を促進する希な
後、更に(交流を)
(11)連邦議会の理解
プロジェクトで
深めるべきであ
(12)国民の理解
あった。
る。
(13)国民の合意形成
(14)既存の都市計画制度（連邦都市法に
おけるマスタープラン）との関連性
(15)アウトソーシング

165

改善すべき点

技術的、経済
的、文化的に可
能な範囲で、ブラ
ジルにおいて、
日本の手法や技
術の適用、開発
を容易にするた
め、ブラジル国内
の専門家(大学、
コンサルタント)と
日本側の対話が
継続的にできる
環境づくりが必
要。

質問項目

■問５
都市計画マニュアルで評価できる点・評価できない点
は何か？評価できない点がある場合、改善すべき点は
何か？

評価できる点

都市拡張マニュ
アルは、“リスク
×土地整理”の
都市省
関係を完全に取
国家都市開発局
り上げたマニュア
都市計画
ルであり、市の
担当課長
(都市)計画の全
段階について触
れている。

■問６
連邦制であるブラジルにおいて、全市政府を対象とする都市拡張計画マニュ
アルを検討、実施する際の①メリット、②デメリット、③課題、④課題への対処
方法は？

評価できない点

改善すべき点

①メリット

②デメリット

③課題

④課題への対処方法

都市計画事業の
段階ではとても
理論的(な内容)
であり、リスク低
減のための都市
設計手法に関す
る実践例がな
かった。

都市計画分野は、
防災プロジェクトの
専門家による支援
という点で最も脆
弱であった(例え
ば、プロジェクトを
調整していた都市
省における主要
テーマであるにも
関わらず長期専門
家の割当てがな
かった)。もし変更
が可能ならば、(都
市)計画分野に、よ
り大きな注意を払
わなければならな
い。

日々の問題に対
峙するための情
報及び方法を必
要とする市政府
(特に小規模又
は組織が整って
いない市政府)に
とって、方針決定
の基礎的文書と
なる。

国土の複雑さを
考えると、市の実
態と適合しない
解決策を提示す
るという条件下に
おいて、マニュア
ルはより実践的
かつ客観的な都
市計画の規範と
は決してなりえな
い。

主な障害は次の
とおり。自治体間
の技術的・財政
的資源の不均
整、州政府によ
る支援不足、ブラ
ジルにおける都
市計画の低い文
化、全ての政府
レベルにおける
都市計画担当組
織の制度的弱
さ。

州と管轄下の市を近づ
けるため、州政府と責
任共有システムを設立
し、市の実態にマニュ
アルを適応させる。

■問７
現状の連邦都市計画制度の評価できる点・評価できない点は何か？評価でき
ない点がある場合、改善すべき点は何か？
質問項目

全体を通じての回答
今日、都市省は一連の都市計
画手法を持っているが、必ずしも
十分に対話しておらず(マスター
プラン、モビリティ計画、大都市
計画、住宅計画、衛生計画、拡
張計画等)、都市計画システム
のためにまだ努力している。しか
都市省
し、ほとんどの場合、これらの計
国家都市開発局 画は領土の一部や特殊なテー
都市計画
マを計画しており、計画の目標・
担当課長
目的である領土開発に関する全
体的なビジョンを保証するもので
はない。
そのため、ブラジルで創設された
全ての計画手法をつなぎ、それ
らが相互作用するよう、計画シ
ステム(都市計画規範？！)を創
る必要がある。

■問８
現状の市政府の都市計画
制度（マスタープラン、都市
拡張計画 等）に関する課
題・問題点は何か？

■問９
連邦政府における都市計
画制度立案の実質的な意
思決定者は誰か？

都市省は、都市計画を掌
握する都市開発システム
案を国会に提出したが、ま
だ認められていない。
主な課題として、i)州政府
への効果的な責務の付
与、そして、ii)我が国にお
ける都市計画文化の変
化、がある。

都市開発システムの承認
は国会(上院及び下院)の
責務であり、国家都市委
員会の主導的活動によ
り、都市省として議案を既
に提出した(都市省各局
は、都市開発システム法
案の作成過程に関与し
た)。

評価できる点 評価できない点 改善すべき点

－

－
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－

付録－６

「防災プロジェクト・都市計画制度に対するアンケート調査」調査票及び回答

(市政府向け)

Questionário acerca da Cooperação Técnica de Planejamento Urbano do Projeto GIDES
GIDES プロジェクトによる都市計画技術協力に関する質問

市政府向け

※O questionário poderá ser respondido eletronicamente no corpo deste, não havendo limitações de espaço.
※回答欄に直接記入し、回答欄は自由に改行して下さい。文字数に制限はありません。

Questão 1
Quais são os aspectos positivos e negativos a serem elencados na Cooperação Técnica de Planejamento Urbano com a
JICA a partir do envio de especialistas de longa e curta duração? No tocante aos aspectos negativos, o que poderia ser
mudado ou melhorado?
JICA 専門家（長期及び短期）からの都市計画技術協力に関して評価できる点・評価できない点は何か？評価でき
ない点がある場合、改善すべき点は何か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点

Questão 2
Quais são os aspectos positivos e negativos da Cooperação Técnica de Planejamento Urbano a partir do envio de
especialistas de longa e curta permanência da JICA dentro do sistema federal?
ブラジルの連邦制を特に意識した場合、JICA 専門家（長期及び短期）からの都市計画技術協力に関して評価で
きる点・評価できない点は何か？評価できない点がる場合、改善すべき点は何か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点

Questão 3
Quais são os pontos a serem elencados como problemáticos e suscetíveis a mudanças por parte da prefeitura receptora
da Cooperação Técnica de Planejamento Urbano? Enumere por ordem dos principais problemas.
都市計画技術協力を受けるにあたり、市政府側に不足していた点、改善すべきであった点は何か？以下の選択肢
から該当するものを全て選択し、()に影響が大きいものから順に 1,2,3…と記入して下さい。

( ) falta de servidores no órgão 組織・人員体制

( ) coleta de dados データ収集

( ) questões orçamentárias 予算問題

( ) análise de dados データ解析

( ) capacidade técnica dos funcionários 職員の技術力

( ) apoio do prefeito 市長の理解

( ) terceirização アウトソーシング

( ) apoio da Câmara dos Vereadores 市議会の理解

( ) cooperação entre os governos da esfera federal e

( ) apoio dos munícipes e da sociedade civil 市民の理解
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( ) falta de servidores no órgão 組織・人員体制

( ) coleta de dados データ収集

( ) questões orçamentárias 予算問題

( ) análise de dados データ解析

( ) capacidade técnica dos funcionários 職員の技術力

( ) apoio do prefeito 市長の理解

( ) terceirização アウトソーシング

( ) apoio da Câmara dos Vereadores 市議会の理解

( ) cooperação entre os governos da esfera federal e

( ) apoio dos munícipes e da sociedade civil 市民の理解

estadual 連邦政府・州政府との連携

( ) a criação de consenso entre os munícipes 市民の合意形

( ) falta de atualização dos dados estatísticos 既存統計デ 成
ータが更新されていない

( ) falta de dados estatísticos 統計データの不足

( ) compatibilidade das novas propostas com o Plano Diretor já
existente 既存の都市計画制度（マスタープラン）との関

( ) inadequação ou ausência do sistema de planejamento 連性
urbano 既存の都市計画制度の不備・不足

( ) outros その他

Caso haja a escolha da opção “outros”, favor especificar. “その他”を選択した場合、具体的に記入下さい。

Questão 4
Quais são os aspectos positivos e negativos do Projeto GIDES? No tocante aos aspectos negativos, o que poderia ser
mudado ou melhorado?
今回の GIDES プロジェクト全体で評価できる点・評価できない点は何か？評価できない点がる場合、改善すべ
き点は何か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点

Questão 5
Quais foram os aspectos positivos e negativos dos temas que foram estudados no processo de elaboração do Manual de
Planejamento da Expansão Urbana do Projeto GIDES? No tocante aos aspectos negativos, o que poderia ser mudado ou
melhorado?
今回の GIDES プロジェクトで検討した都市拡張計画マニュアルで評価できる点・評価できない点は何か？評価
できない点がる場合、改善すべき点は何か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点
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Questão 6
No processo de elaboração e execução de um Manual a ser adotado por todos os municípios em território nacional, quais
seriam: 1) as vantagens, 2) as desvantagens, 3) os principais gargalos e 4) os meios alternativos de solucionar os gargalos?
連邦制であるブラジルにおいて、全市政府を対象とする都市拡張計画マニュアルを検討、実施する際の①メリッ
ト、②デメリット、③課題、④課題への対処方法は？

Resposta: 回答欄
1)as vantagens: メリット
2)as desvantagens: デメリット
3)os principais gargalos: 課題
4)os meios alternativos de solucionar os gargalos: 課題への対処方法

Questão 7
Quais são os aspectos positivos e negativos do Sistema de Planejamento Urbano na esfera federal? No tocante aos
aspectos negativos, o que poderia ser mudado ou melhorado?
現状の連邦都市計画制度の評価できる点・評価できない点は何か？評価できない点がる場合、改善すべき点は何
か？

Resposta:

回答欄

1) os aspectos positivos 評価できる点
2) os aspectos negativos 評価できない点
3) os aspectos ser mudado ou melhorado 改善すべき点

Questão 8
Quais são os principais problemas e gargalos enfrentados no Sistema de Planejamento Urbano (Plano Diretor,
Planejamento da Expansão Urbana etc.) ?
現状の市政府の都市計画制度（マスタープラン、都市拡張計画 等）に関する課題・問題点は何か？

Resposta:

回答欄

Questão 9
9.1 Quando o seu Município realizou a elaboração e a revisão do primeiro Planejamento da Expansão Urbana?
これまで都市拡張計画を策定したことはあるか？
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Resposta:

回答欄

9.2 Quando foi realizada a elaboração ou a revisão do Planejamento vigente?
当初計画はいつ策定したのか？

Resposta:

回答欄

9.3 Caso o Planejamento Urbano do seu Município esteja passando por revisões, qual a previsão de conclusão?
改定計画はいつ策定したのか？

Resposta:

回答欄

9.4 O conteúdo desta revisão está baseado no modelo apresentado pelo Manual de Planejamento da Expansão Urbana?
現在改定中の場合、その内容（都市拡張計画マニュアルを考慮しているか）と策定予定年度はいつか？

Resposta:

回答欄

Questão 10
Qual o departamento e a pessoa responsável por todo o processo de elaboração até a aprovação da proposta do Sistema
de Planejamento Urbano (Plano Diretor, Planejamento da Expansão Urbana etc.) no seu Município?
市政府における都市計画制度立案（マスタープラン、都市拡張計画 等）の実質的な意思決定者は誰か？

Resposta:

回答欄

Muito obrigado!
Brasília, 3 de abril de 2017.
Secretário Daisuke Yokoyama (Embaixada do Japão no Brasil)
どうも有難うございました
ブラジリア、2017 年 4 月 3 日
書記官 横山 大輔（在ブラジル日本国大使館）
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■回答(市政府)

質問項目

■問１
JICA専門家（長期及び短期）からの都市計画技術協力に関して評
価できる点・評価できない点は何か？評価できない点がある場
合、改善すべき点は何か？
評価できる点

評価できない点

・都市問題解決方法
における新たな戦略。
・市職員の技術訓練。
・知識豊富な技術者と
の議論。
・多様な市部局・州政
府・連邦政府とのコ
打ち合わせが少
ペトロポリス市
ミュニケーションを取る なかった点。
刺激（きっかけとなっ
た）。
・専門家が市職員の
技術者に与えた真面
目さ、慎重さ、丁寧さ。

改善すべき点

・知識交換
・資材／学識の向上

－

評価できる点

評価できない点

改善すべき点

－

－

－

－

－

－

・市、州及び連邦
間のコミュニケー
ションの困難さ。
・作業開始時点に
おける理解の困
難さ（活動には参
加せず協定に署
名する政治家だけ
ではなく、技術者
に協力の重要性
をよく説明するべ
き）。

・関係する技術者
を訓練するべき。
・最初から（最後
まで）同じ技術者
が（参加）する事を
明確にし、義務付
けるべき。

連邦政府が市政
市政府との打ち合わせ
府とのコミュニ
やワークショップの回数
ケーションを図る
を増やすべき。
ようになった点。

・都市計画マニュアル
・(専門家は)パイロット
の作成プロセス及び
事業サイトでの作業を
パイロット事業サイト
一緒に行うため、より長
でのマニュアル適用
い期間の滞在が望まし
に向け、長期及び短
い。
各市への専門家
期専門家の派遣は重
・都市計画事業段階に
ノバフリブルゴ市
の訪問期間が僅
要であった。
おける土地利用計画の
かであった。
・リスク管理及び都市
策定を前進させるため、
拡張計画に係るビジョ
(専門家には)地域の実
ンの共有は、市政府
態を経験してもらい、重
の専門家にとって貴
要な社会的側面の指摘
重だった。
をしてもらいたい。

ブルメナウ市

■問２
ブラジルの連邦制を特に意識した場合、JICA専門家（長
期及び短期）からの都市計画技術協力に関して評価でき
る点・評価できない点は何か？評価できない点がる場
合、改善すべき点は何か？

－
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質問項目

■問３
■問４
都市計画技術協力を受けるにあたり、市政府側に不足していた点、 防災プロジェクトで評価できる点・評価できない点は何か？評
改善すべきであった点は何か？以下の選択肢から該当するものを 価できない点がある場合、改善すべき点は何か？
全て選択し、()に影響が大きいものから順に1,2,3…と記入して下さ
い。
選択式

その他（自由記述）

評価できる点

・市政府の様々な部門で災
害リスク問題を優先するよ
うになった。
(1)統計データの不足
・市政府の技術者に対する
(2)予算問題
訓練。
ペトロポリス市 (3)市議会の理解
他の市部局との協力不足。 ・市部局間及び市政府と連
(4)既存の都市計画制度の不備・不足
邦政府間のコミュニケー
(5)その他
ションが向上。
・重要なプロジェクトに参加
し、市職員のモチベーション
が向上。

ノバフリブルゴ市

ブルメナウ市

(1)連邦政府・州政府との連携
(2)組織・人員体制の不足
(3)予算問題
(X)その他

(1)既存の都市計画制度の不備・不足
(2)予算問題
(3)連邦政府・州政府との連携
(4)職員の技術力
(5)組織・人員体制の不足
(6)既存の都市計画制度（マスタープラ
ン）との関連性
(7)既存統計データが更新されていない
(8)統計データの不足
(9)データ収集
(10)データ解析
(11)市民の理解
(12)市民の合意形成
(13)アウトソーシング
(14)市議会の理解
(15)市長の理解

1.都市拡張計画に係る作業
のための適切な地図の不
足。
2.リオデジャネイロ州政府よ
り都市計画マニュアル(検
討)のための支援が一切無
かった。ノバフリブルゴ市
は、（リオデジャネイロ）大都
市圏地域に属していないた
め、どの州政府部局が我々
に協力可能か知らない。

－
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評価できない点

改善すべき点

・市政府内で(防
災プロジェクト)4
分野間の調整が
弱く、コミュニケー
ションと協力不足
であった。
・州政府の積極
性が欠如してい
た。特に「都市拡
張計画」分野。

－

・様々な市政府部局と連邦
省庁との統合管理。
・都市拡張計画において中
心的活動者としてリスク管
理に取り組んだ。
・州内の自治体
・地方自治体の専門家育 ・州政府からの支 支援のため、州
成のための様々な訓練(の 援が欠如、不足し 政府の責任及
実施)。
ていた。
び義務を規定
・(作成された都市計画マ
すべき。
ニュアルは)土地管理業務
を行うために十分な技術職
員がいないブラジル国内の
自治体にとって有益。

・知識の交換
・資材、学識の向上
・マニュアルがブラジル全州
で適用される点

－

－

質問項目

■問５
■問６
都市計画マニュアルで評価できる点・評価できな 連邦制であるブラジルにおいて、全市政府を対象とする都市拡張計画マニュアルを検
い点は何か？評価できない点がある場合、改善す 討、実施する際の①メリット、②デメリット、③課題、④課題への対処方法は？
べき点は何か？
評価できる点

・(防災プロジェ
クト実施にあた
り)目標を見据
ペトロポリス市
え、責任感を持
ち、自由に議論
できた。

・検討した全て
のテーマが重
ノバフリブルゴ市
要(なテーマ)で
あった。

ブルメナウ市

－

評価できない点

②デメリット

③課題

④課題への対処方法

－

組織・人材不足に直
面する市政府は、実
行に当たり、障害に
直面するだろう。

訓練と交流：訓練を受
けた本市職員を活用
し、他の市職員の訓
練を手伝う。

・マニュアルが
きっかけとなり、
・既存法制度と
都市拡張計画
の調整不足で
に関する様々な
あった(箇所が存
法律の調整、変
在する)。
更がなされるこ
とを期待。

都市拡張計画業
務実施のため、
必要となるリスク
管理や土砂移動
について理解し
ながらの少しずつ
の指導（が良
い）。特に、能力
のある技術者が
不足又は不在の
自治体に対して。

ブラジル国土は、様々な
特徴（地形、文化、環
境、経済）を有している。
これらの特徴は、国の
指示でマニュアル（作
成）のために選ばれた３
つのパイロット事業（都
市）では全く表現されて
いない。（（ブラジル国土
全体の特徴を表すため
にはパイロット事業が）
他の都市でも続くべき）

マニュアルの検討、
調整にあたってプロ
ジェクト当事者に配慮
してくれたが、（いくつ
かの自治体では）自
らの自治体における
地形の特徴がマニュ
アルで考慮されてい
ないため、いくつかの
自治体はマニュアル
の使用時に難題に直
面してしまう。

その他の市政府がマ
ニュアルを利用するに
あたり、連邦政府はい
くつかのプログラムを
通じた協力や支援を
行ってほしい。これに
より、予期せぬ様々な
事象をもとに、マニュ
アルにおけるリスク管
理の可能性の改善に
も繋がる。

・マスタープラン
及びゾーニング
の開発について
記述が不足して
いる。

全州に導入され
て、指導的な役
割を果たす。

自治体によって特徴は
異なっており、マニュア
・データ
ルは全ての可能性を提
・予算
示しているわけではな
い。

・災害リスク箇所
における低所得
者層のコミュニ
ティ、不法占拠対
策、都市再構築
について、時間
的制約により検
討できなかった。

改善すべき点

①メリット

リスク管理技術
や方法の（全国
・不法占拠対
的な）標準化は、
策、災害リスク 危機が発生した
対策に関する新 際に（過去の被
たなプロジェクト 災経験に関する）
の実施。
知識の啓発と普
及に貢献すること
ができる。

－
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－

質問項目

■問７
現状の連邦都市計画制度の評価できる点・評価で
きない点は何か？評価できない点がる場合、改善
すべき点は何か？
評価できる点

ペトロポリス市

ノバフリブルゴ市

ブルメナウ市

－

－

評価できない点

－

－

・自治体の技術者
との接触不足（（こ
のような課題が生
じる恐れがあるた
自治体と接する め）最高権限委任
こと、それぞれ 者や政治家だけで
の課題を認識 なく、協定の開発
すること。
のために（接触先
として）技術班を規
定することが重
要）。
・接触の困難さ。

■問８
現状の市政府の都市計画制度（マス
タープラン、都市拡張計画 等）に関す
る課題・問題点は何か？

■問９－１
■問９－２
これまで都市拡張 当初計画はいつ策
計画を策定したこと 定したのか？
はあるか？

改善すべき点

－

・情報、データ、分析不足。
・不動産の物件価値が下がるため、市
民社会や政界が災害リスク予防策に
対して抵抗している点。
・市部局間のコミュニケーション不足。
・1)既に定着した土地（自然発生的に
生じた都市）に対するケアの難しさ、2) マスタープランは
災害リスクに関して社会的な改善もしく 2005年12月に作成
は安全上の改善を促進することの難し された。
さ。
・土地利用及び占有に関する住宅政策
の不足。
・”計画した行動の確実な実施のため
の監査”の難しさとその効果（効果が疑
わしい）。

－

都市拡張計画のための適切な縮尺の
地図の欠如。防災プロジェクトに参加す
る省庁は、連邦政府に対して、自治体
内での土砂移動に関するリスク管理の
ための作業に必要となる地図の取得を
提案及び勧めてほしい。

－

・コミュニティが課題を受け入れること。
・住宅システムを解決するための資源
不足。
・更新されたデータの不足。
・技術者間のコミュニケーション不足。
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マスタープラン改定
版は2014年4月に
完成したが、(同改
訂版に法的実効性
を持たせるための)
補足法の改定はま
だ行われていない。

1988年－土地利用
法から開始。
2007年－市マス
タープラン法。
2007年。
2015年－市マス
タープラン法改正。

第1回目のマスター
プランは1977年。し
最終段階にある。
かし、以前から法律
は存在していた。

■問９－３
改定計画はいつ策定した
のか？
質問項目

■問９－４
現在改定中の場合、その
内容（都市拡張計画マニュ
アルを考慮しているか）と
策定予定年度はいつか？

■問１０
市政府における都市計画制度
立案（マスタープラン、都市拡
張計画 等）の実質的な意思
決定者は誰か？

2017年4月10日に市議会で承
マスタープラン補足法改正
認された新組織体制に基づき、
作業は開始予定である
マニュアルの活用を望んで 都市計画は都市計画局が担当
ペトロポリス市
が、完了見通しはたってい いる。
する事になった。都市計画局
ない。
は、計画・戦略的管理調整官
室と関連する。

ノバフリブルゴ市 2017年。

ブルメナウ市

はい。ノバフリブルゴ市マ
スタープラン改定作業にあ
たり災害リスクを考慮して
おり、そして、（マスタープラ
ン改定作業は）防災プロ
ジェクトによる都市拡張計
画マニュアルの作成に役
だった。

市環境・持続的都市開発局（局
長：アレシャンドレ・サングラル
ド）に附属する都市計画調査担
当のヴィヴィアネ・スゼイ・ゴメ
ス・デ・メロ副局長が責任者で
ある。

はい、マクロゾーニングは
（マニュアルに）基づいてい
2016年に終了しなければ る。しかし、次の行程ステッ
市都市開発局と都市開発課に
ならなかったが、（現在）最 プであるゾーニングでは、
おけるそれぞれの技術者。
終段階にある。
マニュアルに添った
1:10.000スケールの地図
は無い。
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ぼす影響－ショッピング CO2 排出量指標を用いて－、環境システム研究論文集、
Vol.36、pp.389-396、2008
6)横山大輔・谷口守・松中亮治：ガソリン価格高騰による個人の自動車利用抑制の実態－
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8)横山大輔・谷口守・松中亮治：持続可能な商業施設立地・都市構造検討のためのマーケ
ット CO2 排出量の提案－商品搬入・購買行動に着目して－、環境システム研究論文集、
Vol.35、pp.247-254、2007
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10)横山大輔：土地区画整理事業における事業長期化要因とその改善方策について、区画整
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11)谷口守・松中亮治・横山大輔・藤井啓介：運転動機の違いを配慮したガソリン価格高騰
の影響分析、第 38 回土木計画学研究発表会(秋大会)、和歌山大学、2008
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12)横山大輔・谷口守・松中亮治・藤井啓介：自動車運転の将来的な削減可能性－運転動機
に配慮して－、第 38 回土木計画学研究発表会(秋大会)、和歌山大学、2008
13)横山大輔・谷口守・松中亮治：自動車運転動機に着目した潜在的な態度・行動変容可能
性、第三回日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM)、京都市国際交流会館、2008
14)谷口守・松中亮治・藤井啓介・横山大輔：
「自動車好き」
：その行動と嗜好を探る、第三
回日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM)、京都市国際交流会館、2008
15)谷口守・松中亮治・横山大輔：自動車利用を控える居住者シードバンク層の発見－マー
ケットマイル指標を用いた交通環境改善・都心再生の可能性検討－、第 34 回土木計画
学研究発表会(秋大会)、香川大学、2006
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流は、筆者がブラジルでの任期を無事全うすることができた原動力となりました。その中で、
ブラジル連邦及び市政府との交流、日本及びブラジル両国の要人対応、論文執筆等、多岐に
わたるご支援を賜りました。心より感謝申し上げます。
岡本直久教授、谷口綾子教授、和田健太郎准教授には、博士ゼミで多くの大変有益なご指
摘を賜ることができました。心より感謝申し上げます。
本研究の根幹となった対ブラジル技術協力への参画にあたり、JICA ブラジル事務所諸氏、
武士俊也氏(当時：JICA 長期専門家、現：一般財団法人砂防・地すべり技術センター)、堀太
香夫氏(当時：JICA 長期専門家、現：大阪府)、成戸章典氏(当時：JICA 長期専門家、現：奈
良県)、富永健一郎氏(当時：JICA 長期専門家)、勝田雄介氏(当時：八千代エンジニヤリング
株式会社)、郷内吉瑞氏(当時：国際航業株式会社)、Ilze Maeda 氏(当時：JICA アシスタント
兼通訳)、Bruna Nakaharada 氏(当時：JICA アシスタント兼通訳)、Cristina Massae Matayoshi 氏
(当時：JICA アシスタント)、Ingrid Lima 氏(当時：JICA 技術アシスタント)、Yuri Rafael Della
Giustina 氏(当時：都市省)、Diana Meirelles Motta 氏(当時：都市省)、Marcel Claudio Sant' Ana
氏(当時：都市省)、Fernanda Ludmila Elias Barbosa 氏(当時：都市省)、Júlia Pera de Almeida 氏
(当時：都市省)、Lucas Mikosz 氏(当時：国家統合省)、Viviane Suzey Gomes de Melo 氏(当時：
ノバフリブルゴ市)、Layla Talin 氏(当時：ペトロポリス市)、Andréia Lina Maul Rauch 氏(当
時：ブルメナウ市)には、技術協力に関する協議をはじめ、公私にわたる交流で厚くご支援
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賜りました。また、Erica Tanaka 氏(当時：在ブラジル日本国大使館)には、ブラジル連邦及び
市政府へのアンケート調査実施に際して翻訳等ご支援賜りました。皆様との出会いがなけ
れば、博士論文執筆に至ることはできませんでした。心より感謝申し上げます。
さらに、近未来計画学研究室の学生諸氏並びに秘書の岡本律子氏、綿引奈美氏には、筆者
のゼミ開催準備や諸手続きに関して多くのご支援を賜りました。心より感謝申し上げます。
最後に、幼いわが子の子育てが大変な中にもかかわらず、博士論文執筆に付き合い、応援
してくれた妻に心より感謝します。
2021 年 3 月

横山 大輔
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