
増子輝彦国土交通委員長：水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

地球温暖化に伴う豪雨災害の拡大について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。水防法等の一部改正案につ
いて質問をさせていただきます。
　私は、御承知のとおり、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、治
水事業、災害対策に携わってまいりました。実は、前回、平成25年の水防法及び

河川法の一部改正は、担当局長として関わらせていただきました。本日は、そ
の経験と反省を踏まえまして、質問をさせていただきたいと思います。
　昨年、平成28年は、北海道に一週間に続けて３つも台風が上陸し、また観測
史上初めて東北の太平洋側に台風10号が直接上陸し、岩手県や北海道に甚大な
被害を与えました。亡くなられた皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、
被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
　お手元に配付した資料１を御覧ください。こうして見ますと、我が国は毎年
必ず大規模な水害、土砂災害に見舞われています。このような最近の厳しい水
害の状況を見ますと、地球温暖化に伴って生じた気候変化の影響ではないかと
の懸念が生じます。
　気象庁では、３月30
日に地球温暖化予測情
報第９巻を取りまと
め、公表しました。配
付資料２、３のとおり
でございまして、最も
高濃度の温室効果ガス
排出が続くと想定した
場合に、今世紀末には
気温は4.5度、豪雨の
発生頻度も２倍以上に
なるというふうに予測
されています。
　まずは、地球温暖化
により豪雨災害が拡大
しているのではない
か、そして今後更に拡
大していくのではない
かとの懸念に対しまし
て、気象庁の見解をお
願いを申し上げます。

渡邊気象庁次長：御答弁申し上げます。
　気象庁が観測を行っている全国約1,300か所の地域気象観測所、アメダスの観測データでは、ここ30年余りで
見ると、豪雨災害をもたらすような雨の年間発生回数は、例えば１時間50ミリ以上の短時間強雨が約1.3倍、一
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日当たり400ミリ以上の大雨が約1.7倍と、明瞭な増加傾向が現れております。個々の豪
雨災害について地球温暖化の影響に言及することは困難ではありますけれども、このよ
うな短時間強雨や大雨の増加傾向は地球温暖化が影響している可能性があると考えて
おります。
　また、気象庁が３月30日に公表しました地球温暖化予測情報第九巻では、温室効果ガ
スの排出が高いレベルで続く場合、21世紀末における１時間当たり50ミリ以上の短時間
強雨の発生頻度は全国平均で20世紀末の２倍以上になると予測しており、今後、豪雨災
害の拡大が懸念されるところでございます。

　気象庁では、今後とも、最新の技術を取り入れながら、気候変動の監視、予測に努めてまいります。

適応策としての事前防災の重要性について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　気象庁におきまして引き続きしっかりとモニタリングをしていただいて、気候変化の動向を把握していただく
とともに、必要に応じて警鐘を鳴らしていただきたい、そういうふうに思っております。
　次に、地球温暖化の適応策について伺いたいと思います。
　地球温暖化に伴う降雨の予測につきましては、配付資料の４でございますけれども、国土交通省で以前行った
シミュレーションでは、今世紀末には日最大降水量が日本の北部で20％から25％程度、中南部でも10％から15％
程度増加すると見込まれております。
　顕在化する気候変化に対しまして、地球温暖化対策としての緩和策、CO2の削減などを進めていくことも重要
ではありますけれども、一方で、こうして具体的に進行していく水害、土砂災害などにあらかじめしっかり備え
る適応策を事前防災という形で進めていくことが大事だというふうに考えております。アメリカでは最近こうし
た議論に逆行する動きがありまして、私自身はとて
も困ったことだというふうに思っておりますけれど
も、こうして水害、土砂災害が頻発している日本の
状況を踏まえますと、今すぐしっかり事前防災を進
める適応策に取り組む必要がある、そういうふうに
思っております。
　温暖化の適応策につきましては、地球温暖化対策
を所管する環境省が中心となりまして、気候変動の
影響への適応計画を平成27年11月に閣議決定してい
ます。また、気象庁の気候変動影響評価委員会の中
間取りまとめ、これが３月に出されましたが、配付
資料の５でございますけれども、気候変動の影響と
適応の基本的な施策が例示されてございまして、事
前の施設整備、すなわち事前防災にも言及しておら
れます。
　改めて、地球温暖
化対策を所管する環
境省に適応策として
の事前防災の重要性
について伺いますと
ともに、今後の取組
の方向について伺い
ます。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　今委員の方から御指摘ございましたとおり、平成24年のハリケーン・サンディの際の
アメリカでの取組ですとか、あるいは国土交通省の水災害に関する防災・減災対策本部
におけます検討を踏まえまして、荒川下流地域におきまして、荒川下流の堤防が決壊し
た場合に備えて、沿川自治体、それから鉄道事業者、通信事業者等とともに検討会を設
置して水害対応タイムラインの検討を進めているところでございます。
　現在は、平成28年３月に策定をいたしました荒川氾濫に対するタイムライン試行版を
運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進めているところでござ

います。また、昨年８月の常呂川における洪水では、作成されました水害対応タイムラインを活用いたしまして、
河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常より早い段階で避難勧告が発令されたところ
でありまして、北見市からは円滑な避難が実施できたという声もいただいているところでございます。
　タイムラインの普及に当たりましては、本年４月末現在、国管理河川沿川の680市町村で策定されている避難
勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めますとともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえま
して、全国20地域において荒川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めてまいりたいと思って
おります。さらに、これらの先行的な取組を参考といたしまして、各河川において設置されます大規模氾濫減災
協議会の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたいと考えているところでござい
ます。

要配慮者利用施設の避難計画について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　とても大事な施策であるというふうに認識しておりますので、しっかり普及に努めていただきたいというふう
に思います。
　次に、水防法第十五条の３、要配慮者の利用施設の避難計画の策定に関連して伺いたいと思います。
　私が局長時代の平成25年に水防法改正を行いまして、この要配慮者利用施設の避難計画策定を新たに努力義務
化をいたしました。その当時はそれで意義があるというふうに思っておりましたけれども、昨年の台風10号によ
る豪雨によって岩手県岩泉町の小本川が大氾濫して、皆さん御承知の高齢者のグループホームで９人の犠牲者が
出ました。昨年９月に被災地を調査させていただきましたけれども、この施設についてはあらかじめ避難計画が
作成されていなかったというふうにも伺いました。前回、平成25年の法改正のときに義務化をしておけばとい
うふうに悔やまれますし、私自身、責任を痛感をいたしております。
　要配慮者利用施設の避難計画策定を努力義務から義務化に変更することはとても大事なことだというふうに
思っています。避難計画の策定状況について伺いますとともに、今後義務化することによる効果の見通しについ
て伺いたいと思います。

山田水局長：お答えいたします。
　水防法に基づく避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設は、平成28年３月末時点で31,208施設ありま
した。うち716施設で計画が作成されているというところでございます。
　これらの施設の計画作成を促進するため、今回の水防法改正におきまして、計画作成の義務化に併せて、まず
簡易な入力フォームを通じて避難確保計画を作成できるようにする等の手引きの充実、それから地方公共団体が
適切に計画作成を主導できるよう関係機関と連携した点検用マニュアルの作成、さらにモデルとなる地区におき
まして、関係機関等施設管理者等が連携して避難確保計画を検討、作成して、そこで得られた効果的な避難等に
関する知見を市町村に提供する等の支援を進めてまいりたいと考えております。
　また、これらの取組によりまして、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を促進して、利用者の円滑
かつ迅速な避難の確保が図られるものと考えているところでございます。

鎌形環境省地球環境局長：お答え申し上げます。
　中央環境審議会の気候変動影響評価報告書によりますと、温室効果ガスの増加により
まして、今世紀末には、20世紀末と比較して国内では最大で平均4.4度気温が上昇いた
しまして、降水量につきましても、大雨や短時間強雨の頻度、大雨による降水量の増加
などが将来的に予測されています。
　こうした予測結果を踏まえて、将来の災害リスク等に備えるために、御指摘ございま
したように、一昨年11月に気候変動への適応計画を閣議決定して、関係府省庁において
適応の取組を進めているところでございます。

　この適応計画におきましては、政府施策への適応の組み込みが基本戦略として示されております。水害に関す
る適応策の基本的な考え方としては、例えば災害リスク評価を踏まえた施設整備、できるだけ手戻りのない施設
の設計、避難、応急活動、事業継続などのための備えの充実など、事前防災の重要性が示されているところでご
ざいます。
　環境省といたしましては、災害リスクに備えるための材料となる予測データなどの科学的知見の充実に努め、
気候変動の影響や適応に関する情報基盤の整備などを進めることで、関係府省庁による適応策としての事前防災
の取組を後押ししてまいりたいと考えてございます。

水害対応タイムラインの効果について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　環境省には是非とも適応策の旗振り役としての役割、特に事前防災の推進役としてしっかり取り組んでいただ
きますようお願いを申し上げたいと思います。地球温暖化は待ったなしだというふうに思っております。よろし
くお願いいたします。
　続きまして、今回の法改正でどのような点が改善されるのか、順次伺ってまいります。
　まず、水防法第十五条の９の、10の大規模氾濫減災協議会に関連して伺いたいと思います。
　私が水管理・国土保全局長の際に、アメリカでハリケーン・サンディによる大災害が発生しました。その被害
調査に、国土交通省が土木学会に呼びかけまして調査団を派遣しました。そこで、ニューヨーク市であらかじめ
作成したタイムラインに基づいて災害対応を行って効果を上げたというような情報を入手いたしまして、国交省
内で検討を経て、私の後任の水管理・国土保全局長、森北局長が導入を進めてきたものだというふうに認識して
ございます。
　配付資料の６でございます
が、これがタイムラインを簡略
化して示したものでございま
す。災害対応に関わる様々な主
体が連携して、あらかじめ災害
対応について手順を定めておく
ということはとても大事なこと
だというふうに思います。また、
水害以外の分野でも応用が可能
なものだというふうに考えてお
りますけれども、この水害対応
タイムラインの効果について実
例を挙げて示していただくとと
もに、今後どのように普及して
いく考えか伺いたいと思いま
す。

建設業等の水防活動への参画について
足立敏之委員：ありがとうございました。できるだけ早期にそうした取組に着手していただきたいというふうに
思います。よろしくお願いいたします。
　次に、水防法第十九条及び二十八条の民間を活用した水防活動について伺いたいと思います。
　災害対応の大切な担い手の一員である建設産業に水防活動を委託して活動していただくというのは、彼らが有
する技術力や重機を保有している機械力、そして地域の事情に精通していることなどを考えると大変大事なこと
であるというふうに思いますし、是非進めていただきたいというふうに思います。
　大規模な災害が発生しますと、警察、消防、自衛隊の活躍が目立つんですけれども、実は、建設産業の皆様が真っ
先に現場に駆け付けて、資料８、お手元に配っておりますけれども、ここに示したとおり、崩れた土砂の除去を
したり、アクセス道路を確保したり、決壊した堤防の復旧をしたり、様々なそうした緊急対応、そしてその後の
復旧復興の担い手として大切な
役割を献身的に果たされている
ということでございます。
　しかし、建設産業の皆様は、
警察や消防、自衛隊の皆さんと
は違いまして、日頃建設工事を
行う中で利益を上げて、それを
元に準備態勢を整えて、いざと
いうときに蓄積したポテンシャ
ルを発揮して対応しなければな
らないという宿命にあります。
このため、建設産業の皆さんが
継続的に活躍できる環境を維持
するということが大事でありま
して、そのためには一定量の工
事量の計画的確保、そして仕事
をすればちゃんと利潤が生まれ
る環境をつくり上げること、こ
の２点が大事だというふうに
考えております。
　水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、そしてその役割を継続的に果たしてい
くために国としてどのような取組が必要と考えるのか、伺います。

山田局長：お答えいたします。
　多くの地域で水防団員が減少あるいは高齢化等する中で、重機を所有して応急復旧の技術等を有しております
建設業者は、委員御指摘のとおり、水防活動等を担う地域の守り手として非常に重要な役割を果たしているとい
うふうに認識をしているところでございます。このため、今回の水防法改正では、建設業者が水防活動を円滑に
行われるよう、水防活動を行う建設業者が緊急時に他人の土地を通過すること等を認めることとしているところ
でございます。
　また、建設業者にこのような役割を継続的に担っていただくためには、安定的な経営が必要不可欠でございま
す。このため、国土交通省では、必要な公共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適
正な利潤を確保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的なダンピング対
策の実施等に取り組んでいるところでございます。
　さらに、国土交通省や多くの都道府県の公共工事の発注におきまして、水防活動を含めた災害活動の実績や災

ダム再生への国等の代行制度の導入について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　何としても一日も早く避難計画策定の徹底をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
　次に、河川法十六条の４、そして水資源機構法第十九条の２の国、水資源機構の技術力の活用について伺いた
いと思います。
　昨年の北海道の水害では、石狩川水系の空知川の金山ダム、このダムで大量の洪水をダム湖にため切りまして、
下流の基準点の水位2.3メーターも下げるという大きな洪水調節効果を発揮いたしました。お手元に配付資料７
というのをお配りしてございますが、今年の２月にダム管理所にも伺いましたけれども、この写真を見ても金山
ダムの役割の大きさを感じていただけるのではないでしょうか。
　今後、温暖化が進行して豪雨災害が激化することを考えますと、流域の上流部に洪水をため込む施設があると
いうことは非常に大事なことだというふうに認識しております。このため、ダムの新設のみならず、再開発によ

る既存ダムのかさ上げや放流能力の拡大など、いわゆ
るダム再開発プロジェクト、この必要性が高まるとい
うふうに認識をいたしております。
　なお、ダムの再開発など技術的に難しいプロジェク
トについては、県や市町村では対応できません。国土
交通省で最後のダム屋と言われました私が対応しても
いいんですけれども、そういうわけにはいかなくなり
ましたものですから、是非ともダム技術の専門家を有
する国や水資源機構の支援を受けられるように措置す
ることが大事だというふうに思っております。
　ダムの再開発などの重要性について伺いますととも
に、その分野において、国、水資源機構の技術力の活
用の見込みについて伺いたいと思います。

山田局長：お答えいたします。
　ダム開発は、堤体の少しのかさ上げによりまして貯水容量を大きく増加させたり、あるいは容量再編によりま
して水没地などの社会的コストを抑制しつつ機能向上を図ったり、また短い期間で経済的に完成させて、早期に
治水、利水機能を強化する等の効果が期待されるものでございます。このため、既存ストックを有効活用するダ
ム再開発を今後より一層推進することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。
　他方、ダムの再開発は既存のダムを運用しながら行われるものでございまして、その実施には高度な技術力を
要するものであります。近年、人員の不足ですとかあるいは技術力の低下が顕在化しております都道府県等では、
今後、工事を的確に実施できなくなるおそれがあります。これに対しまして、全国で継続的にダム事業を実施し
ている国土交通省やあるいは水資源機構は、このような工事について専門的知見や経験等を有しております。例
えば、国土交通省が実施をしております鶴田ダム再開発事業では、大水深での水中施工技術等の最新技術を活
用しまして新たな放流設備の増設等を行って、これまで使用していなかった容量を有効に活用することにより、
早期に治水機能の強化を図ったところでござい
ます。
　今回、このような知見等を活用して都道府県等
を技術的に支援するため、河川法等の改正により
まして、これらの工事を国及び水資源機構が代
わって実施することができる権限代行制度を創設
し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進し
てまいりたいと考えているところでございます。

害協定の締結を総合評価落札方式の評価対象としておりまして、建設業者の水防活動への参画に寄与していると
考えております。
　これらの取組を通じまして、引き続き建設業者に持続的に水防活動に参画していただき、地域の守り手として
の役割を担っていただけるよう環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。

地球温暖化に伴う気候変化に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　建設産業は決してなくなってはいけない、なくしてはいけない大事な産業だというふうに思います。その持続
的な発展に向けまして、重ねて申し上げますが、一定量の工事量の計画的確保、そして、仕事をすれば必ず利潤
が生まれる、品確法を徹底したそういった環境をつくり上げていくこと、この２点が大変大事だというふうに思っ
ておりまして、国土交通省としても全力を尽くしていただきますようお願いを申し上げたいと思います。
　最後の質問に移ります。
　冒頭でも申しましたとおり、過去に経験したことがなかったような気象現象が全国各地で頻繁に起こっており
ます。このため、地球温暖化による気候変化の影響を真剣に考えないといけない、そういうふうに思います。そ
のためには、今回の法改正で実施される事項をしっかり進めるとともに、事前の防災対策を着実に進めていくこ
とがとても重要だというふうに認識しております。
　そのような認識の下、石井国土交通大臣の御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：地球温暖化による気候変動等の影響によりまして、水害の頻発
化、激甚化が懸念されております。委員御指摘の洪水に備えた事前の防災対策は、
被害軽減上極めて重要と考えております。
　そのため、堤防整備や河道掘削等のハード整備を着実に推進する取組や、ダムの
再開発等の既存ストックを最大限に活用する取組等を強力に進めてまいります。
　また、今回の水防法等の改正によりまして、関係者が密接に連携し減災対策を総
合的かつ一体的に推進するための協議会制度の創設や、要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成等の義務化等を図りまして、ハード、ソフト一体となった取組
を進めてまいります。
　今後とも、国土交通省の現場力を最大限活用いたしまして、水害から国民の生命
と財産を守るため、全力を挙げまして防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　予防に勝る治療なしというふうに言います。平成17年にアメリカで発生したハリケーン・カトリーナの被害は
約2,000億ドルに上りますけれども、事前に20億ドルの投資をしておけばこの被害が防げたというふうに言われ
ています。また、平成12年の東海豪雨の際にも、事前に庄内
川、新川に716億円の治水投資をしていれば約5,500億円の被
害が軽減できたというふうに見込まれています。しっかり治
水対策の予算を確保して事前防災に努めることが大事だとい
うふうに思っております。
　先ほども申しましたけれども、地球温暖化対策はもう待っ
たなし、そういう時点に来ていると思います。是非とも、国
土交通省に、温暖化対策にご尽力いただくようにお願いを申
し上げまして、私の質問を終えさせていただきます。
　ありがとうございました。

193 - 6

参議院国土交通委員会
―水防法等の一部を改正する法律案―

第193回 通常国会



増子輝彦国土交通委員長：水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

地球温暖化に伴う豪雨災害の拡大について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。水防法等の一部改正案につ
いて質問をさせていただきます。
　私は、御承知のとおり、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、治
水事業、災害対策に携わってまいりました。実は、前回、平成25年の水防法及び

河川法の一部改正は、担当局長として関わらせていただきました。本日は、そ
の経験と反省を踏まえまして、質問をさせていただきたいと思います。
　昨年、平成28年は、北海道に一週間に続けて３つも台風が上陸し、また観測
史上初めて東北の太平洋側に台風10号が直接上陸し、岩手県や北海道に甚大な
被害を与えました。亡くなられた皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、
被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
　お手元に配付した資料１を御覧ください。こうして見ますと、我が国は毎年
必ず大規模な水害、土砂災害に見舞われています。このような最近の厳しい水
害の状況を見ますと、地球温暖化に伴って生じた気候変化の影響ではないかと
の懸念が生じます。
　気象庁では、３月30
日に地球温暖化予測情
報第９巻を取りまと
め、公表しました。配
付資料２、３のとおり
でございまして、最も
高濃度の温室効果ガス
排出が続くと想定した
場合に、今世紀末には
気温は4.5度、豪雨の
発生頻度も２倍以上に
なるというふうに予測
されています。
　まずは、地球温暖化
により豪雨災害が拡大
しているのではない
か、そして今後更に拡
大していくのではない
かとの懸念に対しまし
て、気象庁の見解をお
願いを申し上げます。

渡邊気象庁次長：御答弁申し上げます。
　気象庁が観測を行っている全国約1,300か所の地域気象観測所、アメダスの観測データでは、ここ30年余りで
見ると、豪雨災害をもたらすような雨の年間発生回数は、例えば１時間50ミリ以上の短時間強雨が約1.3倍、一
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日当たり400ミリ以上の大雨が約1.7倍と、明瞭な増加傾向が現れております。個々の豪
雨災害について地球温暖化の影響に言及することは困難ではありますけれども、このよ
うな短時間強雨や大雨の増加傾向は地球温暖化が影響している可能性があると考えて
おります。
　また、気象庁が３月30日に公表しました地球温暖化予測情報第九巻では、温室効果ガ
スの排出が高いレベルで続く場合、21世紀末における１時間当たり50ミリ以上の短時間
強雨の発生頻度は全国平均で20世紀末の２倍以上になると予測しており、今後、豪雨災
害の拡大が懸念されるところでございます。

　気象庁では、今後とも、最新の技術を取り入れながら、気候変動の監視、予測に努めてまいります。

適応策としての事前防災の重要性について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　気象庁におきまして引き続きしっかりとモニタリングをしていただいて、気候変化の動向を把握していただく
とともに、必要に応じて警鐘を鳴らしていただきたい、そういうふうに思っております。
　次に、地球温暖化の適応策について伺いたいと思います。
　地球温暖化に伴う降雨の予測につきましては、配付資料の４でございますけれども、国土交通省で以前行った
シミュレーションでは、今世紀末には日最大降水量が日本の北部で20％から25％程度、中南部でも10％から15％
程度増加すると見込まれております。
　顕在化する気候変化に対しまして、地球温暖化対策としての緩和策、CO2の削減などを進めていくことも重要
ではありますけれども、一方で、こうして具体的に進行していく水害、土砂災害などにあらかじめしっかり備え
る適応策を事前防災という形で進めていくことが大事だというふうに考えております。アメリカでは最近こうし
た議論に逆行する動きがありまして、私自身はとて
も困ったことだというふうに思っておりますけれど
も、こうして水害、土砂災害が頻発している日本の
状況を踏まえますと、今すぐしっかり事前防災を進
める適応策に取り組む必要がある、そういうふうに
思っております。
　温暖化の適応策につきましては、地球温暖化対策
を所管する環境省が中心となりまして、気候変動の
影響への適応計画を平成27年11月に閣議決定してい
ます。また、気象庁の気候変動影響評価委員会の中
間取りまとめ、これが３月に出されましたが、配付
資料の５でございますけれども、気候変動の影響と
適応の基本的な施策が例示されてございまして、事
前の施設整備、すなわち事前防災にも言及しておら
れます。
　改めて、地球温暖
化対策を所管する環
境省に適応策として
の事前防災の重要性
について伺いますと
ともに、今後の取組
の方向について伺い
ます。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　今委員の方から御指摘ございましたとおり、平成24年のハリケーン・サンディの際の
アメリカでの取組ですとか、あるいは国土交通省の水災害に関する防災・減災対策本部
におけます検討を踏まえまして、荒川下流地域におきまして、荒川下流の堤防が決壊し
た場合に備えて、沿川自治体、それから鉄道事業者、通信事業者等とともに検討会を設
置して水害対応タイムラインの検討を進めているところでございます。
　現在は、平成28年３月に策定をいたしました荒川氾濫に対するタイムライン試行版を
運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進めているところでござ

います。また、昨年８月の常呂川における洪水では、作成されました水害対応タイムラインを活用いたしまして、
河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常より早い段階で避難勧告が発令されたところ
でありまして、北見市からは円滑な避難が実施できたという声もいただいているところでございます。
　タイムラインの普及に当たりましては、本年４月末現在、国管理河川沿川の680市町村で策定されている避難
勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めますとともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえま
して、全国20地域において荒川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めてまいりたいと思って
おります。さらに、これらの先行的な取組を参考といたしまして、各河川において設置されます大規模氾濫減災
協議会の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたいと考えているところでござい
ます。

要配慮者利用施設の避難計画について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　とても大事な施策であるというふうに認識しておりますので、しっかり普及に努めていただきたいというふう
に思います。
　次に、水防法第十五条の３、要配慮者の利用施設の避難計画の策定に関連して伺いたいと思います。
　私が局長時代の平成25年に水防法改正を行いまして、この要配慮者利用施設の避難計画策定を新たに努力義務
化をいたしました。その当時はそれで意義があるというふうに思っておりましたけれども、昨年の台風10号によ
る豪雨によって岩手県岩泉町の小本川が大氾濫して、皆さん御承知の高齢者のグループホームで９人の犠牲者が
出ました。昨年９月に被災地を調査させていただきましたけれども、この施設についてはあらかじめ避難計画が
作成されていなかったというふうにも伺いました。前回、平成25年の法改正のときに義務化をしておけばとい
うふうに悔やまれますし、私自身、責任を痛感をいたしております。
　要配慮者利用施設の避難計画策定を努力義務から義務化に変更することはとても大事なことだというふうに
思っています。避難計画の策定状況について伺いますとともに、今後義務化することによる効果の見通しについ
て伺いたいと思います。

山田水局長：お答えいたします。
　水防法に基づく避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設は、平成28年３月末時点で31,208施設ありま
した。うち716施設で計画が作成されているというところでございます。
　これらの施設の計画作成を促進するため、今回の水防法改正におきまして、計画作成の義務化に併せて、まず
簡易な入力フォームを通じて避難確保計画を作成できるようにする等の手引きの充実、それから地方公共団体が
適切に計画作成を主導できるよう関係機関と連携した点検用マニュアルの作成、さらにモデルとなる地区におき
まして、関係機関等施設管理者等が連携して避難確保計画を検討、作成して、そこで得られた効果的な避難等に
関する知見を市町村に提供する等の支援を進めてまいりたいと考えております。
　また、これらの取組によりまして、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を促進して、利用者の円滑
かつ迅速な避難の確保が図られるものと考えているところでございます。

鎌形環境省地球環境局長：お答え申し上げます。
　中央環境審議会の気候変動影響評価報告書によりますと、温室効果ガスの増加により
まして、今世紀末には、20世紀末と比較して国内では最大で平均4.4度気温が上昇いた
しまして、降水量につきましても、大雨や短時間強雨の頻度、大雨による降水量の増加
などが将来的に予測されています。
　こうした予測結果を踏まえて、将来の災害リスク等に備えるために、御指摘ございま
したように、一昨年11月に気候変動への適応計画を閣議決定して、関係府省庁において
適応の取組を進めているところでございます。

　この適応計画におきましては、政府施策への適応の組み込みが基本戦略として示されております。水害に関す
る適応策の基本的な考え方としては、例えば災害リスク評価を踏まえた施設整備、できるだけ手戻りのない施設
の設計、避難、応急活動、事業継続などのための備えの充実など、事前防災の重要性が示されているところでご
ざいます。
　環境省といたしましては、災害リスクに備えるための材料となる予測データなどの科学的知見の充実に努め、
気候変動の影響や適応に関する情報基盤の整備などを進めることで、関係府省庁による適応策としての事前防災
の取組を後押ししてまいりたいと考えてございます。

水害対応タイムラインの効果について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　環境省には是非とも適応策の旗振り役としての役割、特に事前防災の推進役としてしっかり取り組んでいただ
きますようお願いを申し上げたいと思います。地球温暖化は待ったなしだというふうに思っております。よろし
くお願いいたします。
　続きまして、今回の法改正でどのような点が改善されるのか、順次伺ってまいります。
　まず、水防法第十五条の９の、10の大規模氾濫減災協議会に関連して伺いたいと思います。
　私が水管理・国土保全局長の際に、アメリカでハリケーン・サンディによる大災害が発生しました。その被害
調査に、国土交通省が土木学会に呼びかけまして調査団を派遣しました。そこで、ニューヨーク市であらかじめ
作成したタイムラインに基づいて災害対応を行って効果を上げたというような情報を入手いたしまして、国交省
内で検討を経て、私の後任の水管理・国土保全局長、森北局長が導入を進めてきたものだというふうに認識して
ございます。
　配付資料の６でございます
が、これがタイムラインを簡略
化して示したものでございま
す。災害対応に関わる様々な主
体が連携して、あらかじめ災害
対応について手順を定めておく
ということはとても大事なこと
だというふうに思います。また、
水害以外の分野でも応用が可能
なものだというふうに考えてお
りますけれども、この水害対応
タイムラインの効果について実
例を挙げて示していただくとと
もに、今後どのように普及して
いく考えか伺いたいと思いま
す。

建設業等の水防活動への参画について
足立敏之委員：ありがとうございました。できるだけ早期にそうした取組に着手していただきたいというふうに
思います。よろしくお願いいたします。
　次に、水防法第十九条及び二十八条の民間を活用した水防活動について伺いたいと思います。
　災害対応の大切な担い手の一員である建設産業に水防活動を委託して活動していただくというのは、彼らが有
する技術力や重機を保有している機械力、そして地域の事情に精通していることなどを考えると大変大事なこと
であるというふうに思いますし、是非進めていただきたいというふうに思います。
　大規模な災害が発生しますと、警察、消防、自衛隊の活躍が目立つんですけれども、実は、建設産業の皆様が真っ
先に現場に駆け付けて、資料８、お手元に配っておりますけれども、ここに示したとおり、崩れた土砂の除去を
したり、アクセス道路を確保したり、決壊した堤防の復旧をしたり、様々なそうした緊急対応、そしてその後の
復旧復興の担い手として大切な
役割を献身的に果たされている
ということでございます。
　しかし、建設産業の皆様は、
警察や消防、自衛隊の皆さんと
は違いまして、日頃建設工事を
行う中で利益を上げて、それを
元に準備態勢を整えて、いざと
いうときに蓄積したポテンシャ
ルを発揮して対応しなければな
らないという宿命にあります。
このため、建設産業の皆さんが
継続的に活躍できる環境を維持
するということが大事でありま
して、そのためには一定量の工
事量の計画的確保、そして仕事
をすればちゃんと利潤が生まれ
る環境をつくり上げること、こ
の２点が大事だというふうに
考えております。
　水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、そしてその役割を継続的に果たしてい
くために国としてどのような取組が必要と考えるのか、伺います。

山田局長：お答えいたします。
　多くの地域で水防団員が減少あるいは高齢化等する中で、重機を所有して応急復旧の技術等を有しております
建設業者は、委員御指摘のとおり、水防活動等を担う地域の守り手として非常に重要な役割を果たしているとい
うふうに認識をしているところでございます。このため、今回の水防法改正では、建設業者が水防活動を円滑に
行われるよう、水防活動を行う建設業者が緊急時に他人の土地を通過すること等を認めることとしているところ
でございます。
　また、建設業者にこのような役割を継続的に担っていただくためには、安定的な経営が必要不可欠でございま
す。このため、国土交通省では、必要な公共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適
正な利潤を確保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的なダンピング対
策の実施等に取り組んでいるところでございます。
　さらに、国土交通省や多くの都道府県の公共工事の発注におきまして、水防活動を含めた災害活動の実績や災

ダム再生への国等の代行制度の導入について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　何としても一日も早く避難計画策定の徹底をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
　次に、河川法十六条の４、そして水資源機構法第十九条の２の国、水資源機構の技術力の活用について伺いた
いと思います。
　昨年の北海道の水害では、石狩川水系の空知川の金山ダム、このダムで大量の洪水をダム湖にため切りまして、
下流の基準点の水位2.3メーターも下げるという大きな洪水調節効果を発揮いたしました。お手元に配付資料７
というのをお配りしてございますが、今年の２月にダム管理所にも伺いましたけれども、この写真を見ても金山
ダムの役割の大きさを感じていただけるのではないでしょうか。
　今後、温暖化が進行して豪雨災害が激化することを考えますと、流域の上流部に洪水をため込む施設があると
いうことは非常に大事なことだというふうに認識しております。このため、ダムの新設のみならず、再開発によ

る既存ダムのかさ上げや放流能力の拡大など、いわゆ
るダム再開発プロジェクト、この必要性が高まるとい
うふうに認識をいたしております。
　なお、ダムの再開発など技術的に難しいプロジェク
トについては、県や市町村では対応できません。国土
交通省で最後のダム屋と言われました私が対応しても
いいんですけれども、そういうわけにはいかなくなり
ましたものですから、是非ともダム技術の専門家を有
する国や水資源機構の支援を受けられるように措置す
ることが大事だというふうに思っております。
　ダムの再開発などの重要性について伺いますととも
に、その分野において、国、水資源機構の技術力の活
用の見込みについて伺いたいと思います。

山田局長：お答えいたします。
　ダム開発は、堤体の少しのかさ上げによりまして貯水容量を大きく増加させたり、あるいは容量再編によりま
して水没地などの社会的コストを抑制しつつ機能向上を図ったり、また短い期間で経済的に完成させて、早期に
治水、利水機能を強化する等の効果が期待されるものでございます。このため、既存ストックを有効活用するダ
ム再開発を今後より一層推進することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。
　他方、ダムの再開発は既存のダムを運用しながら行われるものでございまして、その実施には高度な技術力を
要するものであります。近年、人員の不足ですとかあるいは技術力の低下が顕在化しております都道府県等では、
今後、工事を的確に実施できなくなるおそれがあります。これに対しまして、全国で継続的にダム事業を実施し
ている国土交通省やあるいは水資源機構は、このような工事について専門的知見や経験等を有しております。例
えば、国土交通省が実施をしております鶴田ダム再開発事業では、大水深での水中施工技術等の最新技術を活
用しまして新たな放流設備の増設等を行って、これまで使用していなかった容量を有効に活用することにより、
早期に治水機能の強化を図ったところでござい
ます。
　今回、このような知見等を活用して都道府県等
を技術的に支援するため、河川法等の改正により
まして、これらの工事を国及び水資源機構が代
わって実施することができる権限代行制度を創設
し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進し
てまいりたいと考えているところでございます。
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害協定の締結を総合評価落札方式の評価対象としておりまして、建設業者の水防活動への参画に寄与していると
考えております。
　これらの取組を通じまして、引き続き建設業者に持続的に水防活動に参画していただき、地域の守り手として
の役割を担っていただけるよう環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。

地球温暖化に伴う気候変化に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　建設産業は決してなくなってはいけない、なくしてはいけない大事な産業だというふうに思います。その持続
的な発展に向けまして、重ねて申し上げますが、一定量の工事量の計画的確保、そして、仕事をすれば必ず利潤
が生まれる、品確法を徹底したそういった環境をつくり上げていくこと、この２点が大変大事だというふうに思っ
ておりまして、国土交通省としても全力を尽くしていただきますようお願いを申し上げたいと思います。
　最後の質問に移ります。
　冒頭でも申しましたとおり、過去に経験したことがなかったような気象現象が全国各地で頻繁に起こっており
ます。このため、地球温暖化による気候変化の影響を真剣に考えないといけない、そういうふうに思います。そ
のためには、今回の法改正で実施される事項をしっかり進めるとともに、事前の防災対策を着実に進めていくこ
とがとても重要だというふうに認識しております。
　そのような認識の下、石井国土交通大臣の御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：地球温暖化による気候変動等の影響によりまして、水害の頻発
化、激甚化が懸念されております。委員御指摘の洪水に備えた事前の防災対策は、
被害軽減上極めて重要と考えております。
　そのため、堤防整備や河道掘削等のハード整備を着実に推進する取組や、ダムの
再開発等の既存ストックを最大限に活用する取組等を強力に進めてまいります。
　また、今回の水防法等の改正によりまして、関係者が密接に連携し減災対策を総
合的かつ一体的に推進するための協議会制度の創設や、要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成等の義務化等を図りまして、ハード、ソフト一体となった取組
を進めてまいります。
　今後とも、国土交通省の現場力を最大限活用いたしまして、水害から国民の生命
と財産を守るため、全力を挙げまして防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　予防に勝る治療なしというふうに言います。平成17年にアメリカで発生したハリケーン・カトリーナの被害は
約2,000億ドルに上りますけれども、事前に20億ドルの投資をしておけばこの被害が防げたというふうに言われ
ています。また、平成12年の東海豪雨の際にも、事前に庄内
川、新川に716億円の治水投資をしていれば約5,500億円の被
害が軽減できたというふうに見込まれています。しっかり治
水対策の予算を確保して事前防災に努めることが大事だとい
うふうに思っております。
　先ほども申しましたけれども、地球温暖化対策はもう待っ
たなし、そういう時点に来ていると思います。是非とも、国
土交通省に、温暖化対策にご尽力いただくようにお願いを申
し上げまして、私の質問を終えさせていただきます。
　ありがとうございました。

年度 月 災害名

28 8，9月 岩手・北海道水害

27 9月 関東・東北豪雨

26 8月 広島土砂災害

7月 山口・島根水害

10月 伊豆大島土砂災害

24 7月 九州北部豪雨

7月 新潟・福島豪雨

9月 紀伊半島大水害
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［資料１］最近の水害・土砂災害

［資料２］気温の将来予測（地球温暖化予測第9巻より）

［資料３］降水の将来予測（地球温暖化予測第9巻より）

［足立敏之事務所作成］

［気象庁提供、足立敏之事務所加筆・修正］



増子輝彦国土交通委員長：水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

地球温暖化に伴う豪雨災害の拡大について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。水防法等の一部改正案につ
いて質問をさせていただきます。
　私は、御承知のとおり、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、治
水事業、災害対策に携わってまいりました。実は、前回、平成25年の水防法及び

河川法の一部改正は、担当局長として関わらせていただきました。本日は、そ
の経験と反省を踏まえまして、質問をさせていただきたいと思います。
　昨年、平成28年は、北海道に一週間に続けて３つも台風が上陸し、また観測
史上初めて東北の太平洋側に台風10号が直接上陸し、岩手県や北海道に甚大な
被害を与えました。亡くなられた皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、
被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
　お手元に配付した資料１を御覧ください。こうして見ますと、我が国は毎年
必ず大規模な水害、土砂災害に見舞われています。このような最近の厳しい水
害の状況を見ますと、地球温暖化に伴って生じた気候変化の影響ではないかと
の懸念が生じます。
　気象庁では、３月30
日に地球温暖化予測情
報第９巻を取りまと
め、公表しました。配
付資料２、３のとおり
でございまして、最も
高濃度の温室効果ガス
排出が続くと想定した
場合に、今世紀末には
気温は4.5度、豪雨の
発生頻度も２倍以上に
なるというふうに予測
されています。
　まずは、地球温暖化
により豪雨災害が拡大
しているのではない
か、そして今後更に拡
大していくのではない
かとの懸念に対しまし
て、気象庁の見解をお
願いを申し上げます。

渡邊気象庁次長：御答弁申し上げます。
　気象庁が観測を行っている全国約1,300か所の地域気象観測所、アメダスの観測データでは、ここ30年余りで
見ると、豪雨災害をもたらすような雨の年間発生回数は、例えば１時間50ミリ以上の短時間強雨が約1.3倍、一
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日当たり400ミリ以上の大雨が約1.7倍と、明瞭な増加傾向が現れております。個々の豪
雨災害について地球温暖化の影響に言及することは困難ではありますけれども、このよ
うな短時間強雨や大雨の増加傾向は地球温暖化が影響している可能性があると考えて
おります。
　また、気象庁が３月30日に公表しました地球温暖化予測情報第九巻では、温室効果ガ
スの排出が高いレベルで続く場合、21世紀末における１時間当たり50ミリ以上の短時間
強雨の発生頻度は全国平均で20世紀末の２倍以上になると予測しており、今後、豪雨災
害の拡大が懸念されるところでございます。

　気象庁では、今後とも、最新の技術を取り入れながら、気候変動の監視、予測に努めてまいります。

適応策としての事前防災の重要性について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　気象庁におきまして引き続きしっかりとモニタリングをしていただいて、気候変化の動向を把握していただく
とともに、必要に応じて警鐘を鳴らしていただきたい、そういうふうに思っております。
　次に、地球温暖化の適応策について伺いたいと思います。
　地球温暖化に伴う降雨の予測につきましては、配付資料の４でございますけれども、国土交通省で以前行った
シミュレーションでは、今世紀末には日最大降水量が日本の北部で20％から25％程度、中南部でも10％から15％
程度増加すると見込まれております。
　顕在化する気候変化に対しまして、地球温暖化対策としての緩和策、CO2の削減などを進めていくことも重要
ではありますけれども、一方で、こうして具体的に進行していく水害、土砂災害などにあらかじめしっかり備え
る適応策を事前防災という形で進めていくことが大事だというふうに考えております。アメリカでは最近こうし
た議論に逆行する動きがありまして、私自身はとて
も困ったことだというふうに思っておりますけれど
も、こうして水害、土砂災害が頻発している日本の
状況を踏まえますと、今すぐしっかり事前防災を進
める適応策に取り組む必要がある、そういうふうに
思っております。
　温暖化の適応策につきましては、地球温暖化対策
を所管する環境省が中心となりまして、気候変動の
影響への適応計画を平成27年11月に閣議決定してい
ます。また、気象庁の気候変動影響評価委員会の中
間取りまとめ、これが３月に出されましたが、配付
資料の５でございますけれども、気候変動の影響と
適応の基本的な施策が例示されてございまして、事
前の施設整備、すなわち事前防災にも言及しておら
れます。
　改めて、地球温暖
化対策を所管する環
境省に適応策として
の事前防災の重要性
について伺いますと
ともに、今後の取組
の方向について伺い
ます。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　今委員の方から御指摘ございましたとおり、平成24年のハリケーン・サンディの際の
アメリカでの取組ですとか、あるいは国土交通省の水災害に関する防災・減災対策本部
におけます検討を踏まえまして、荒川下流地域におきまして、荒川下流の堤防が決壊し
た場合に備えて、沿川自治体、それから鉄道事業者、通信事業者等とともに検討会を設
置して水害対応タイムラインの検討を進めているところでございます。
　現在は、平成28年３月に策定をいたしました荒川氾濫に対するタイムライン試行版を
運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進めているところでござ

います。また、昨年８月の常呂川における洪水では、作成されました水害対応タイムラインを活用いたしまして、
河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常より早い段階で避難勧告が発令されたところ
でありまして、北見市からは円滑な避難が実施できたという声もいただいているところでございます。
　タイムラインの普及に当たりましては、本年４月末現在、国管理河川沿川の680市町村で策定されている避難
勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めますとともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえま
して、全国20地域において荒川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めてまいりたいと思って
おります。さらに、これらの先行的な取組を参考といたしまして、各河川において設置されます大規模氾濫減災
協議会の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたいと考えているところでござい
ます。

要配慮者利用施設の避難計画について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　とても大事な施策であるというふうに認識しておりますので、しっかり普及に努めていただきたいというふう
に思います。
　次に、水防法第十五条の３、要配慮者の利用施設の避難計画の策定に関連して伺いたいと思います。
　私が局長時代の平成25年に水防法改正を行いまして、この要配慮者利用施設の避難計画策定を新たに努力義務
化をいたしました。その当時はそれで意義があるというふうに思っておりましたけれども、昨年の台風10号によ
る豪雨によって岩手県岩泉町の小本川が大氾濫して、皆さん御承知の高齢者のグループホームで９人の犠牲者が
出ました。昨年９月に被災地を調査させていただきましたけれども、この施設についてはあらかじめ避難計画が
作成されていなかったというふうにも伺いました。前回、平成25年の法改正のときに義務化をしておけばとい
うふうに悔やまれますし、私自身、責任を痛感をいたしております。
　要配慮者利用施設の避難計画策定を努力義務から義務化に変更することはとても大事なことだというふうに
思っています。避難計画の策定状況について伺いますとともに、今後義務化することによる効果の見通しについ
て伺いたいと思います。

山田水局長：お答えいたします。
　水防法に基づく避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設は、平成28年３月末時点で31,208施設ありま
した。うち716施設で計画が作成されているというところでございます。
　これらの施設の計画作成を促進するため、今回の水防法改正におきまして、計画作成の義務化に併せて、まず
簡易な入力フォームを通じて避難確保計画を作成できるようにする等の手引きの充実、それから地方公共団体が
適切に計画作成を主導できるよう関係機関と連携した点検用マニュアルの作成、さらにモデルとなる地区におき
まして、関係機関等施設管理者等が連携して避難確保計画を検討、作成して、そこで得られた効果的な避難等に
関する知見を市町村に提供する等の支援を進めてまいりたいと考えております。
　また、これらの取組によりまして、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を促進して、利用者の円滑
かつ迅速な避難の確保が図られるものと考えているところでございます。

鎌形環境省地球環境局長：お答え申し上げます。
　中央環境審議会の気候変動影響評価報告書によりますと、温室効果ガスの増加により
まして、今世紀末には、20世紀末と比較して国内では最大で平均4.4度気温が上昇いた
しまして、降水量につきましても、大雨や短時間強雨の頻度、大雨による降水量の増加
などが将来的に予測されています。
　こうした予測結果を踏まえて、将来の災害リスク等に備えるために、御指摘ございま
したように、一昨年11月に気候変動への適応計画を閣議決定して、関係府省庁において
適応の取組を進めているところでございます。

　この適応計画におきましては、政府施策への適応の組み込みが基本戦略として示されております。水害に関す
る適応策の基本的な考え方としては、例えば災害リスク評価を踏まえた施設整備、できるだけ手戻りのない施設
の設計、避難、応急活動、事業継続などのための備えの充実など、事前防災の重要性が示されているところでご
ざいます。
　環境省といたしましては、災害リスクに備えるための材料となる予測データなどの科学的知見の充実に努め、
気候変動の影響や適応に関する情報基盤の整備などを進めることで、関係府省庁による適応策としての事前防災
の取組を後押ししてまいりたいと考えてございます。

水害対応タイムラインの効果について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　環境省には是非とも適応策の旗振り役としての役割、特に事前防災の推進役としてしっかり取り組んでいただ
きますようお願いを申し上げたいと思います。地球温暖化は待ったなしだというふうに思っております。よろし
くお願いいたします。
　続きまして、今回の法改正でどのような点が改善されるのか、順次伺ってまいります。
　まず、水防法第十五条の９の、10の大規模氾濫減災協議会に関連して伺いたいと思います。
　私が水管理・国土保全局長の際に、アメリカでハリケーン・サンディによる大災害が発生しました。その被害
調査に、国土交通省が土木学会に呼びかけまして調査団を派遣しました。そこで、ニューヨーク市であらかじめ
作成したタイムラインに基づいて災害対応を行って効果を上げたというような情報を入手いたしまして、国交省
内で検討を経て、私の後任の水管理・国土保全局長、森北局長が導入を進めてきたものだというふうに認識して
ございます。
　配付資料の６でございます
が、これがタイムラインを簡略
化して示したものでございま
す。災害対応に関わる様々な主
体が連携して、あらかじめ災害
対応について手順を定めておく
ということはとても大事なこと
だというふうに思います。また、
水害以外の分野でも応用が可能
なものだというふうに考えてお
りますけれども、この水害対応
タイムラインの効果について実
例を挙げて示していただくとと
もに、今後どのように普及して
いく考えか伺いたいと思いま
す。

建設業等の水防活動への参画について
足立敏之委員：ありがとうございました。できるだけ早期にそうした取組に着手していただきたいというふうに
思います。よろしくお願いいたします。
　次に、水防法第十九条及び二十八条の民間を活用した水防活動について伺いたいと思います。
　災害対応の大切な担い手の一員である建設産業に水防活動を委託して活動していただくというのは、彼らが有
する技術力や重機を保有している機械力、そして地域の事情に精通していることなどを考えると大変大事なこと
であるというふうに思いますし、是非進めていただきたいというふうに思います。
　大規模な災害が発生しますと、警察、消防、自衛隊の活躍が目立つんですけれども、実は、建設産業の皆様が真っ
先に現場に駆け付けて、資料８、お手元に配っておりますけれども、ここに示したとおり、崩れた土砂の除去を
したり、アクセス道路を確保したり、決壊した堤防の復旧をしたり、様々なそうした緊急対応、そしてその後の
復旧復興の担い手として大切な
役割を献身的に果たされている
ということでございます。
　しかし、建設産業の皆様は、
警察や消防、自衛隊の皆さんと
は違いまして、日頃建設工事を
行う中で利益を上げて、それを
元に準備態勢を整えて、いざと
いうときに蓄積したポテンシャ
ルを発揮して対応しなければな
らないという宿命にあります。
このため、建設産業の皆さんが
継続的に活躍できる環境を維持
するということが大事でありま
して、そのためには一定量の工
事量の計画的確保、そして仕事
をすればちゃんと利潤が生まれ
る環境をつくり上げること、こ
の２点が大事だというふうに
考えております。
　水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、そしてその役割を継続的に果たしてい
くために国としてどのような取組が必要と考えるのか、伺います。

山田局長：お答えいたします。
　多くの地域で水防団員が減少あるいは高齢化等する中で、重機を所有して応急復旧の技術等を有しております
建設業者は、委員御指摘のとおり、水防活動等を担う地域の守り手として非常に重要な役割を果たしているとい
うふうに認識をしているところでございます。このため、今回の水防法改正では、建設業者が水防活動を円滑に
行われるよう、水防活動を行う建設業者が緊急時に他人の土地を通過すること等を認めることとしているところ
でございます。
　また、建設業者にこのような役割を継続的に担っていただくためには、安定的な経営が必要不可欠でございま
す。このため、国土交通省では、必要な公共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適
正な利潤を確保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的なダンピング対
策の実施等に取り組んでいるところでございます。
　さらに、国土交通省や多くの都道府県の公共工事の発注におきまして、水防活動を含めた災害活動の実績や災

ダム再生への国等の代行制度の導入について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　何としても一日も早く避難計画策定の徹底をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
　次に、河川法十六条の４、そして水資源機構法第十九条の２の国、水資源機構の技術力の活用について伺いた
いと思います。
　昨年の北海道の水害では、石狩川水系の空知川の金山ダム、このダムで大量の洪水をダム湖にため切りまして、
下流の基準点の水位2.3メーターも下げるという大きな洪水調節効果を発揮いたしました。お手元に配付資料７
というのをお配りしてございますが、今年の２月にダム管理所にも伺いましたけれども、この写真を見ても金山
ダムの役割の大きさを感じていただけるのではないでしょうか。
　今後、温暖化が進行して豪雨災害が激化することを考えますと、流域の上流部に洪水をため込む施設があると
いうことは非常に大事なことだというふうに認識しております。このため、ダムの新設のみならず、再開発によ

る既存ダムのかさ上げや放流能力の拡大など、いわゆ
るダム再開発プロジェクト、この必要性が高まるとい
うふうに認識をいたしております。
　なお、ダムの再開発など技術的に難しいプロジェク
トについては、県や市町村では対応できません。国土
交通省で最後のダム屋と言われました私が対応しても
いいんですけれども、そういうわけにはいかなくなり
ましたものですから、是非ともダム技術の専門家を有
する国や水資源機構の支援を受けられるように措置す
ることが大事だというふうに思っております。
　ダムの再開発などの重要性について伺いますととも
に、その分野において、国、水資源機構の技術力の活
用の見込みについて伺いたいと思います。

山田局長：お答えいたします。
　ダム開発は、堤体の少しのかさ上げによりまして貯水容量を大きく増加させたり、あるいは容量再編によりま
して水没地などの社会的コストを抑制しつつ機能向上を図ったり、また短い期間で経済的に完成させて、早期に
治水、利水機能を強化する等の効果が期待されるものでございます。このため、既存ストックを有効活用するダ
ム再開発を今後より一層推進することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。
　他方、ダムの再開発は既存のダムを運用しながら行われるものでございまして、その実施には高度な技術力を
要するものであります。近年、人員の不足ですとかあるいは技術力の低下が顕在化しております都道府県等では、
今後、工事を的確に実施できなくなるおそれがあります。これに対しまして、全国で継続的にダム事業を実施し
ている国土交通省やあるいは水資源機構は、このような工事について専門的知見や経験等を有しております。例
えば、国土交通省が実施をしております鶴田ダム再開発事業では、大水深での水中施工技術等の最新技術を活
用しまして新たな放流設備の増設等を行って、これまで使用していなかった容量を有効に活用することにより、
早期に治水機能の強化を図ったところでござい
ます。
　今回、このような知見等を活用して都道府県等
を技術的に支援するため、河川法等の改正により
まして、これらの工事を国及び水資源機構が代
わって実施することができる権限代行制度を創設
し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進し
てまいりたいと考えているところでございます。
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害協定の締結を総合評価落札方式の評価対象としておりまして、建設業者の水防活動への参画に寄与していると
考えております。
　これらの取組を通じまして、引き続き建設業者に持続的に水防活動に参画していただき、地域の守り手として
の役割を担っていただけるよう環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。

地球温暖化に伴う気候変化に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　建設産業は決してなくなってはいけない、なくしてはいけない大事な産業だというふうに思います。その持続
的な発展に向けまして、重ねて申し上げますが、一定量の工事量の計画的確保、そして、仕事をすれば必ず利潤
が生まれる、品確法を徹底したそういった環境をつくり上げていくこと、この２点が大変大事だというふうに思っ
ておりまして、国土交通省としても全力を尽くしていただきますようお願いを申し上げたいと思います。
　最後の質問に移ります。
　冒頭でも申しましたとおり、過去に経験したことがなかったような気象現象が全国各地で頻繁に起こっており
ます。このため、地球温暖化による気候変化の影響を真剣に考えないといけない、そういうふうに思います。そ
のためには、今回の法改正で実施される事項をしっかり進めるとともに、事前の防災対策を着実に進めていくこ
とがとても重要だというふうに認識しております。
　そのような認識の下、石井国土交通大臣の御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：地球温暖化による気候変動等の影響によりまして、水害の頻発
化、激甚化が懸念されております。委員御指摘の洪水に備えた事前の防災対策は、
被害軽減上極めて重要と考えております。
　そのため、堤防整備や河道掘削等のハード整備を着実に推進する取組や、ダムの
再開発等の既存ストックを最大限に活用する取組等を強力に進めてまいります。
　また、今回の水防法等の改正によりまして、関係者が密接に連携し減災対策を総
合的かつ一体的に推進するための協議会制度の創設や、要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成等の義務化等を図りまして、ハード、ソフト一体となった取組
を進めてまいります。
　今後とも、国土交通省の現場力を最大限活用いたしまして、水害から国民の生命
と財産を守るため、全力を挙げまして防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　予防に勝る治療なしというふうに言います。平成17年にアメリカで発生したハリケーン・カトリーナの被害は
約2,000億ドルに上りますけれども、事前に20億ドルの投資をしておけばこの被害が防げたというふうに言われ
ています。また、平成12年の東海豪雨の際にも、事前に庄内
川、新川に716億円の治水投資をしていれば約5,500億円の被
害が軽減できたというふうに見込まれています。しっかり治
水対策の予算を確保して事前防災に努めることが大事だとい
うふうに思っております。
　先ほども申しましたけれども、地球温暖化対策はもう待っ
たなし、そういう時点に来ていると思います。是非とも、国
土交通省に、温暖化対策にご尽力いただくようにお願いを申
し上げまして、私の質問を終えさせていただきます。
　ありがとうございました。

［国土交通省、足立敏之事務所加筆・修正］

［資料４］地球温暖化で高まる洪水の脅威（降水量の増加率）
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［資料５］気候変動の影響と適応の基本的な施策（例）

気候変動の影響と適応の基本的な施策（例）
分野 予測される気候変動の影響 適応の基本的な施策

農業、
森林・
林業、
水産業

農業

一等米比率の低下 高温耐性品種の開発・普及、肥培管理・水管理等の徹底

りんご等の着色不良、栽培適地の北上 優良着色系品種への転換、高温条件に適応する育種素材の開発、栽培管理技術等の開発・普及

病害虫の発生増加や分布域の拡大 病害虫の発生状況等の調査、適時適切な病害虫防除、輸入検疫・国内検疫の実施

森林・
林業

山地災害の発生頻度の増加、激甚化
山地災害が発生する危険性の高い地区の的確な把握、土石流や流木の発生を想定した治山施設や
森林の整備

水産業
マイワシ等の分布回遊範囲の変化（北
方への移動等）

漁場予測の高精度化、リアルタイムモニタリング情報の提供

水環境・
水資源

水環境 水質の悪化 工場・事業場排水対策、生活排水対策

水資源
無降水日数の増加や積雪量の減少に
よる渇水の増加

既存施設の徹底活用、雨水・再生水の利用、渇水被害軽減のための渇水対応タイムライン（時系列の
行動計画）の作成の促進等の関係者連携の体制整備

自然
生態系

各種
生態系

ニホンジカの生息域の拡大、造礁サン
ゴの生育適域の減少

気候変動に伴い新たに分布した植物の刈り払い等による国立公園等の管理
気候変動に生物が順応して移動分散するための生態系ネットワークの形成

自然
災害・
沿岸域

水害
大雨や短時間強雨の発生頻度の増加
と大雨による降水量の増大に伴う水害
の頻発化・激甚化

○比較的発生頻度の高い外力に対する防災対策
・施設の着実な整備 ・災害リスク評価を踏まえた施設整備 ・できるだけ手戻りない施設の設計等

○施設の能力を上回る外力に対する減災対策
①施設の運用、構造、整備手順等の工夫 （・既存施設の機能を最大限活用する運用等）
②まちづくり・地域づくりとの連携 （・まちづくり・地域づくりと連携した浸水軽減対策 ・災害リスク情
報のきめ細かい提示・共有 等）
③避難、応急活動、事業継続等のための備え （・タイムライン策定等による壊滅的被害の回避等）

高潮・
高波

海面上昇や強い台風の増加等による
浸水被害の拡大、海岸侵食の増加

海象のモニタリング及び同結果の評価、港湾・海岸における粘り強い構造物の整備の推進、港湾のハ
ザードマップ作成支援、順応的な対応を可能とする技術の開発、海岸侵食への対応の強化

土砂
災害

土砂災害の発生頻度の増加や計画規
模を超える土砂移動現象の増加

人命を守る効果の高い箇所における施設整備、土砂災害警戒区域等の基礎調査及び指定の促進、大
規模土砂災害発生時の緊急調査の実施

健康
暑熱

夏季の熱波が増加、熱中症搬送者数
の倍増

気象情報の提供や注意喚起、予防・対処法の普及啓発、発生状況等の情報提供

感染症
感染症を媒介する節足動物の分布域
の拡大

感染症の媒介蚊の幼虫の発生源の対策及び成虫の駆除、注意喚起

産業・
経済活動

金融・
保険

保険損害の増加 損害保険協会等における取組等を注視

国民
生活・
都市生活

ｲﾝﾌﾗ、
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

短時間強雨や渇水頻度の増加等によ
るインフラ・ライフラインへの影響

地下駅等の浸水対策、港湾の事業継続計画(港湾BCP)の策定、水道施設・廃棄物処理施設の強靱化

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 都市域でのより大幅な気温の上昇 緑化や水の活用による地表被覆の改善、人工排熱の低減、都市形態の改善

適応以外の他の政策目的を有し、
かつ適応にも資する施策を含む。



増子輝彦国土交通委員長：水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

地球温暖化に伴う豪雨災害の拡大について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。水防法等の一部改正案につ
いて質問をさせていただきます。
　私は、御承知のとおり、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、治
水事業、災害対策に携わってまいりました。実は、前回、平成25年の水防法及び

河川法の一部改正は、担当局長として関わらせていただきました。本日は、そ
の経験と反省を踏まえまして、質問をさせていただきたいと思います。
　昨年、平成28年は、北海道に一週間に続けて３つも台風が上陸し、また観測
史上初めて東北の太平洋側に台風10号が直接上陸し、岩手県や北海道に甚大な
被害を与えました。亡くなられた皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、
被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
　お手元に配付した資料１を御覧ください。こうして見ますと、我が国は毎年
必ず大規模な水害、土砂災害に見舞われています。このような最近の厳しい水
害の状況を見ますと、地球温暖化に伴って生じた気候変化の影響ではないかと
の懸念が生じます。
　気象庁では、３月30
日に地球温暖化予測情
報第９巻を取りまと
め、公表しました。配
付資料２、３のとおり
でございまして、最も
高濃度の温室効果ガス
排出が続くと想定した
場合に、今世紀末には
気温は4.5度、豪雨の
発生頻度も２倍以上に
なるというふうに予測
されています。
　まずは、地球温暖化
により豪雨災害が拡大
しているのではない
か、そして今後更に拡
大していくのではない
かとの懸念に対しまし
て、気象庁の見解をお
願いを申し上げます。

渡邊気象庁次長：御答弁申し上げます。
　気象庁が観測を行っている全国約1,300か所の地域気象観測所、アメダスの観測データでは、ここ30年余りで
見ると、豪雨災害をもたらすような雨の年間発生回数は、例えば１時間50ミリ以上の短時間強雨が約1.3倍、一

日当たり400ミリ以上の大雨が約1.7倍と、明瞭な増加傾向が現れております。個々の豪
雨災害について地球温暖化の影響に言及することは困難ではありますけれども、このよ
うな短時間強雨や大雨の増加傾向は地球温暖化が影響している可能性があると考えて
おります。
　また、気象庁が３月30日に公表しました地球温暖化予測情報第九巻では、温室効果ガ
スの排出が高いレベルで続く場合、21世紀末における１時間当たり50ミリ以上の短時間
強雨の発生頻度は全国平均で20世紀末の２倍以上になると予測しており、今後、豪雨災
害の拡大が懸念されるところでございます。

　気象庁では、今後とも、最新の技術を取り入れながら、気候変動の監視、予測に努めてまいります。

適応策としての事前防災の重要性について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　気象庁におきまして引き続きしっかりとモニタリングをしていただいて、気候変化の動向を把握していただく
とともに、必要に応じて警鐘を鳴らしていただきたい、そういうふうに思っております。
　次に、地球温暖化の適応策について伺いたいと思います。
　地球温暖化に伴う降雨の予測につきましては、配付資料の４でございますけれども、国土交通省で以前行った
シミュレーションでは、今世紀末には日最大降水量が日本の北部で20％から25％程度、中南部でも10％から15％
程度増加すると見込まれております。
　顕在化する気候変化に対しまして、地球温暖化対策としての緩和策、CO2の削減などを進めていくことも重要
ではありますけれども、一方で、こうして具体的に進行していく水害、土砂災害などにあらかじめしっかり備え
る適応策を事前防災という形で進めていくことが大事だというふうに考えております。アメリカでは最近こうし
た議論に逆行する動きがありまして、私自身はとて
も困ったことだというふうに思っておりますけれど
も、こうして水害、土砂災害が頻発している日本の
状況を踏まえますと、今すぐしっかり事前防災を進
める適応策に取り組む必要がある、そういうふうに
思っております。
　温暖化の適応策につきましては、地球温暖化対策
を所管する環境省が中心となりまして、気候変動の
影響への適応計画を平成27年11月に閣議決定してい
ます。また、気象庁の気候変動影響評価委員会の中
間取りまとめ、これが３月に出されましたが、配付
資料の５でございますけれども、気候変動の影響と
適応の基本的な施策が例示されてございまして、事
前の施設整備、すなわち事前防災にも言及しておら
れます。
　改めて、地球温暖
化対策を所管する環
境省に適応策として
の事前防災の重要性
について伺いますと
ともに、今後の取組
の方向について伺い
ます。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　今委員の方から御指摘ございましたとおり、平成24年のハリケーン・サンディの際の
アメリカでの取組ですとか、あるいは国土交通省の水災害に関する防災・減災対策本部
におけます検討を踏まえまして、荒川下流地域におきまして、荒川下流の堤防が決壊し
た場合に備えて、沿川自治体、それから鉄道事業者、通信事業者等とともに検討会を設
置して水害対応タイムラインの検討を進めているところでございます。
　現在は、平成28年３月に策定をいたしました荒川氾濫に対するタイムライン試行版を
運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進めているところでござ

います。また、昨年８月の常呂川における洪水では、作成されました水害対応タイムラインを活用いたしまして、
河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常より早い段階で避難勧告が発令されたところ
でありまして、北見市からは円滑な避難が実施できたという声もいただいているところでございます。
　タイムラインの普及に当たりましては、本年４月末現在、国管理河川沿川の680市町村で策定されている避難
勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めますとともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえま
して、全国20地域において荒川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めてまいりたいと思って
おります。さらに、これらの先行的な取組を参考といたしまして、各河川において設置されます大規模氾濫減災
協議会の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたいと考えているところでござい
ます。

要配慮者利用施設の避難計画について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　とても大事な施策であるというふうに認識しておりますので、しっかり普及に努めていただきたいというふう
に思います。
　次に、水防法第十五条の３、要配慮者の利用施設の避難計画の策定に関連して伺いたいと思います。
　私が局長時代の平成25年に水防法改正を行いまして、この要配慮者利用施設の避難計画策定を新たに努力義務
化をいたしました。その当時はそれで意義があるというふうに思っておりましたけれども、昨年の台風10号によ
る豪雨によって岩手県岩泉町の小本川が大氾濫して、皆さん御承知の高齢者のグループホームで９人の犠牲者が
出ました。昨年９月に被災地を調査させていただきましたけれども、この施設についてはあらかじめ避難計画が
作成されていなかったというふうにも伺いました。前回、平成25年の法改正のときに義務化をしておけばとい
うふうに悔やまれますし、私自身、責任を痛感をいたしております。
　要配慮者利用施設の避難計画策定を努力義務から義務化に変更することはとても大事なことだというふうに
思っています。避難計画の策定状況について伺いますとともに、今後義務化することによる効果の見通しについ
て伺いたいと思います。

山田水局長：お答えいたします。
　水防法に基づく避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設は、平成28年３月末時点で31,208施設ありま
した。うち716施設で計画が作成されているというところでございます。
　これらの施設の計画作成を促進するため、今回の水防法改正におきまして、計画作成の義務化に併せて、まず
簡易な入力フォームを通じて避難確保計画を作成できるようにする等の手引きの充実、それから地方公共団体が
適切に計画作成を主導できるよう関係機関と連携した点検用マニュアルの作成、さらにモデルとなる地区におき
まして、関係機関等施設管理者等が連携して避難確保計画を検討、作成して、そこで得られた効果的な避難等に
関する知見を市町村に提供する等の支援を進めてまいりたいと考えております。
　また、これらの取組によりまして、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を促進して、利用者の円滑
かつ迅速な避難の確保が図られるものと考えているところでございます。

鎌形環境省地球環境局長：お答え申し上げます。
　中央環境審議会の気候変動影響評価報告書によりますと、温室効果ガスの増加により
まして、今世紀末には、20世紀末と比較して国内では最大で平均4.4度気温が上昇いた
しまして、降水量につきましても、大雨や短時間強雨の頻度、大雨による降水量の増加
などが将来的に予測されています。
　こうした予測結果を踏まえて、将来の災害リスク等に備えるために、御指摘ございま
したように、一昨年11月に気候変動への適応計画を閣議決定して、関係府省庁において
適応の取組を進めているところでございます。

　この適応計画におきましては、政府施策への適応の組み込みが基本戦略として示されております。水害に関す
る適応策の基本的な考え方としては、例えば災害リスク評価を踏まえた施設整備、できるだけ手戻りのない施設
の設計、避難、応急活動、事業継続などのための備えの充実など、事前防災の重要性が示されているところでご
ざいます。
　環境省といたしましては、災害リスクに備えるための材料となる予測データなどの科学的知見の充実に努め、
気候変動の影響や適応に関する情報基盤の整備などを進めることで、関係府省庁による適応策としての事前防災
の取組を後押ししてまいりたいと考えてございます。

水害対応タイムラインの効果について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　環境省には是非とも適応策の旗振り役としての役割、特に事前防災の推進役としてしっかり取り組んでいただ
きますようお願いを申し上げたいと思います。地球温暖化は待ったなしだというふうに思っております。よろし
くお願いいたします。
　続きまして、今回の法改正でどのような点が改善されるのか、順次伺ってまいります。
　まず、水防法第十五条の９の、10の大規模氾濫減災協議会に関連して伺いたいと思います。
　私が水管理・国土保全局長の際に、アメリカでハリケーン・サンディによる大災害が発生しました。その被害
調査に、国土交通省が土木学会に呼びかけまして調査団を派遣しました。そこで、ニューヨーク市であらかじめ
作成したタイムラインに基づいて災害対応を行って効果を上げたというような情報を入手いたしまして、国交省
内で検討を経て、私の後任の水管理・国土保全局長、森北局長が導入を進めてきたものだというふうに認識して
ございます。
　配付資料の６でございます
が、これがタイムラインを簡略
化して示したものでございま
す。災害対応に関わる様々な主
体が連携して、あらかじめ災害
対応について手順を定めておく
ということはとても大事なこと
だというふうに思います。また、
水害以外の分野でも応用が可能
なものだというふうに考えてお
りますけれども、この水害対応
タイムラインの効果について実
例を挙げて示していただくとと
もに、今後どのように普及して
いく考えか伺いたいと思いま
す。

建設業等の水防活動への参画について
足立敏之委員：ありがとうございました。できるだけ早期にそうした取組に着手していただきたいというふうに
思います。よろしくお願いいたします。
　次に、水防法第十九条及び二十八条の民間を活用した水防活動について伺いたいと思います。
　災害対応の大切な担い手の一員である建設産業に水防活動を委託して活動していただくというのは、彼らが有
する技術力や重機を保有している機械力、そして地域の事情に精通していることなどを考えると大変大事なこと
であるというふうに思いますし、是非進めていただきたいというふうに思います。
　大規模な災害が発生しますと、警察、消防、自衛隊の活躍が目立つんですけれども、実は、建設産業の皆様が真っ
先に現場に駆け付けて、資料８、お手元に配っておりますけれども、ここに示したとおり、崩れた土砂の除去を
したり、アクセス道路を確保したり、決壊した堤防の復旧をしたり、様々なそうした緊急対応、そしてその後の
復旧復興の担い手として大切な
役割を献身的に果たされている
ということでございます。
　しかし、建設産業の皆様は、
警察や消防、自衛隊の皆さんと
は違いまして、日頃建設工事を
行う中で利益を上げて、それを
元に準備態勢を整えて、いざと
いうときに蓄積したポテンシャ
ルを発揮して対応しなければな
らないという宿命にあります。
このため、建設産業の皆さんが
継続的に活躍できる環境を維持
するということが大事でありま
して、そのためには一定量の工
事量の計画的確保、そして仕事
をすればちゃんと利潤が生まれ
る環境をつくり上げること、こ
の２点が大事だというふうに
考えております。
　水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、そしてその役割を継続的に果たしてい
くために国としてどのような取組が必要と考えるのか、伺います。

山田局長：お答えいたします。
　多くの地域で水防団員が減少あるいは高齢化等する中で、重機を所有して応急復旧の技術等を有しております
建設業者は、委員御指摘のとおり、水防活動等を担う地域の守り手として非常に重要な役割を果たしているとい
うふうに認識をしているところでございます。このため、今回の水防法改正では、建設業者が水防活動を円滑に
行われるよう、水防活動を行う建設業者が緊急時に他人の土地を通過すること等を認めることとしているところ
でございます。
　また、建設業者にこのような役割を継続的に担っていただくためには、安定的な経営が必要不可欠でございま
す。このため、国土交通省では、必要な公共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適
正な利潤を確保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的なダンピング対
策の実施等に取り組んでいるところでございます。
　さらに、国土交通省や多くの都道府県の公共工事の発注におきまして、水防活動を含めた災害活動の実績や災

ダム再生への国等の代行制度の導入について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　何としても一日も早く避難計画策定の徹底をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
　次に、河川法十六条の４、そして水資源機構法第十九条の２の国、水資源機構の技術力の活用について伺いた
いと思います。
　昨年の北海道の水害では、石狩川水系の空知川の金山ダム、このダムで大量の洪水をダム湖にため切りまして、
下流の基準点の水位2.3メーターも下げるという大きな洪水調節効果を発揮いたしました。お手元に配付資料７
というのをお配りしてございますが、今年の２月にダム管理所にも伺いましたけれども、この写真を見ても金山
ダムの役割の大きさを感じていただけるのではないでしょうか。
　今後、温暖化が進行して豪雨災害が激化することを考えますと、流域の上流部に洪水をため込む施設があると
いうことは非常に大事なことだというふうに認識しております。このため、ダムの新設のみならず、再開発によ

る既存ダムのかさ上げや放流能力の拡大など、いわゆ
るダム再開発プロジェクト、この必要性が高まるとい
うふうに認識をいたしております。
　なお、ダムの再開発など技術的に難しいプロジェク
トについては、県や市町村では対応できません。国土
交通省で最後のダム屋と言われました私が対応しても
いいんですけれども、そういうわけにはいかなくなり
ましたものですから、是非ともダム技術の専門家を有
する国や水資源機構の支援を受けられるように措置す
ることが大事だというふうに思っております。
　ダムの再開発などの重要性について伺いますととも
に、その分野において、国、水資源機構の技術力の活
用の見込みについて伺いたいと思います。

山田局長：お答えいたします。
　ダム開発は、堤体の少しのかさ上げによりまして貯水容量を大きく増加させたり、あるいは容量再編によりま
して水没地などの社会的コストを抑制しつつ機能向上を図ったり、また短い期間で経済的に完成させて、早期に
治水、利水機能を強化する等の効果が期待されるものでございます。このため、既存ストックを有効活用するダ
ム再開発を今後より一層推進することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。
　他方、ダムの再開発は既存のダムを運用しながら行われるものでございまして、その実施には高度な技術力を
要するものであります。近年、人員の不足ですとかあるいは技術力の低下が顕在化しております都道府県等では、
今後、工事を的確に実施できなくなるおそれがあります。これに対しまして、全国で継続的にダム事業を実施し
ている国土交通省やあるいは水資源機構は、このような工事について専門的知見や経験等を有しております。例
えば、国土交通省が実施をしております鶴田ダム再開発事業では、大水深での水中施工技術等の最新技術を活
用しまして新たな放流設備の増設等を行って、これまで使用していなかった容量を有効に活用することにより、
早期に治水機能の強化を図ったところでござい
ます。
　今回、このような知見等を活用して都道府県等
を技術的に支援するため、河川法等の改正により
まして、これらの工事を国及び水資源機構が代
わって実施することができる権限代行制度を創設
し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進し
てまいりたいと考えているところでございます。
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害協定の締結を総合評価落札方式の評価対象としておりまして、建設業者の水防活動への参画に寄与していると
考えております。
　これらの取組を通じまして、引き続き建設業者に持続的に水防活動に参画していただき、地域の守り手として
の役割を担っていただけるよう環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。

地球温暖化に伴う気候変化に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　建設産業は決してなくなってはいけない、なくしてはいけない大事な産業だというふうに思います。その持続
的な発展に向けまして、重ねて申し上げますが、一定量の工事量の計画的確保、そして、仕事をすれば必ず利潤
が生まれる、品確法を徹底したそういった環境をつくり上げていくこと、この２点が大変大事だというふうに思っ
ておりまして、国土交通省としても全力を尽くしていただきますようお願いを申し上げたいと思います。
　最後の質問に移ります。
　冒頭でも申しましたとおり、過去に経験したことがなかったような気象現象が全国各地で頻繁に起こっており
ます。このため、地球温暖化による気候変化の影響を真剣に考えないといけない、そういうふうに思います。そ
のためには、今回の法改正で実施される事項をしっかり進めるとともに、事前の防災対策を着実に進めていくこ
とがとても重要だというふうに認識しております。
　そのような認識の下、石井国土交通大臣の御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：地球温暖化による気候変動等の影響によりまして、水害の頻発
化、激甚化が懸念されております。委員御指摘の洪水に備えた事前の防災対策は、
被害軽減上極めて重要と考えております。
　そのため、堤防整備や河道掘削等のハード整備を着実に推進する取組や、ダムの
再開発等の既存ストックを最大限に活用する取組等を強力に進めてまいります。
　また、今回の水防法等の改正によりまして、関係者が密接に連携し減災対策を総
合的かつ一体的に推進するための協議会制度の創設や、要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成等の義務化等を図りまして、ハード、ソフト一体となった取組
を進めてまいります。
　今後とも、国土交通省の現場力を最大限活用いたしまして、水害から国民の生命
と財産を守るため、全力を挙げまして防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　予防に勝る治療なしというふうに言います。平成17年にアメリカで発生したハリケーン・カトリーナの被害は
約2,000億ドルに上りますけれども、事前に20億ドルの投資をしておけばこの被害が防げたというふうに言われ
ています。また、平成12年の東海豪雨の際にも、事前に庄内
川、新川に716億円の治水投資をしていれば約5,500億円の被
害が軽減できたというふうに見込まれています。しっかり治
水対策の予算を確保して事前防災に努めることが大事だとい
うふうに思っております。
　先ほども申しましたけれども、地球温暖化対策はもう待っ
たなし、そういう時点に来ていると思います。是非とも、国
土交通省に、温暖化対策にご尽力いただくようにお願いを申
し上げまして、私の質問を終えさせていただきます。
　ありがとうございました。
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増子輝彦国土交通委員長：水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

地球温暖化に伴う豪雨災害の拡大について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。水防法等の一部改正案につ
いて質問をさせていただきます。
　私は、御承知のとおり、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、治
水事業、災害対策に携わってまいりました。実は、前回、平成25年の水防法及び

河川法の一部改正は、担当局長として関わらせていただきました。本日は、そ
の経験と反省を踏まえまして、質問をさせていただきたいと思います。
　昨年、平成28年は、北海道に一週間に続けて３つも台風が上陸し、また観測
史上初めて東北の太平洋側に台風10号が直接上陸し、岩手県や北海道に甚大な
被害を与えました。亡くなられた皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、
被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
　お手元に配付した資料１を御覧ください。こうして見ますと、我が国は毎年
必ず大規模な水害、土砂災害に見舞われています。このような最近の厳しい水
害の状況を見ますと、地球温暖化に伴って生じた気候変化の影響ではないかと
の懸念が生じます。
　気象庁では、３月30
日に地球温暖化予測情
報第９巻を取りまと
め、公表しました。配
付資料２、３のとおり
でございまして、最も
高濃度の温室効果ガス
排出が続くと想定した
場合に、今世紀末には
気温は4.5度、豪雨の
発生頻度も２倍以上に
なるというふうに予測
されています。
　まずは、地球温暖化
により豪雨災害が拡大
しているのではない
か、そして今後更に拡
大していくのではない
かとの懸念に対しまし
て、気象庁の見解をお
願いを申し上げます。

渡邊気象庁次長：御答弁申し上げます。
　気象庁が観測を行っている全国約1,300か所の地域気象観測所、アメダスの観測データでは、ここ30年余りで
見ると、豪雨災害をもたらすような雨の年間発生回数は、例えば１時間50ミリ以上の短時間強雨が約1.3倍、一
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日当たり400ミリ以上の大雨が約1.7倍と、明瞭な増加傾向が現れております。個々の豪
雨災害について地球温暖化の影響に言及することは困難ではありますけれども、このよ
うな短時間強雨や大雨の増加傾向は地球温暖化が影響している可能性があると考えて
おります。
　また、気象庁が３月30日に公表しました地球温暖化予測情報第九巻では、温室効果ガ
スの排出が高いレベルで続く場合、21世紀末における１時間当たり50ミリ以上の短時間
強雨の発生頻度は全国平均で20世紀末の２倍以上になると予測しており、今後、豪雨災
害の拡大が懸念されるところでございます。

　気象庁では、今後とも、最新の技術を取り入れながら、気候変動の監視、予測に努めてまいります。

適応策としての事前防災の重要性について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　気象庁におきまして引き続きしっかりとモニタリングをしていただいて、気候変化の動向を把握していただく
とともに、必要に応じて警鐘を鳴らしていただきたい、そういうふうに思っております。
　次に、地球温暖化の適応策について伺いたいと思います。
　地球温暖化に伴う降雨の予測につきましては、配付資料の４でございますけれども、国土交通省で以前行った
シミュレーションでは、今世紀末には日最大降水量が日本の北部で20％から25％程度、中南部でも10％から15％
程度増加すると見込まれております。
　顕在化する気候変化に対しまして、地球温暖化対策としての緩和策、CO2の削減などを進めていくことも重要
ではありますけれども、一方で、こうして具体的に進行していく水害、土砂災害などにあらかじめしっかり備え
る適応策を事前防災という形で進めていくことが大事だというふうに考えております。アメリカでは最近こうし
た議論に逆行する動きがありまして、私自身はとて
も困ったことだというふうに思っておりますけれど
も、こうして水害、土砂災害が頻発している日本の
状況を踏まえますと、今すぐしっかり事前防災を進
める適応策に取り組む必要がある、そういうふうに
思っております。
　温暖化の適応策につきましては、地球温暖化対策
を所管する環境省が中心となりまして、気候変動の
影響への適応計画を平成27年11月に閣議決定してい
ます。また、気象庁の気候変動影響評価委員会の中
間取りまとめ、これが３月に出されましたが、配付
資料の５でございますけれども、気候変動の影響と
適応の基本的な施策が例示されてございまして、事
前の施設整備、すなわち事前防災にも言及しておら
れます。
　改めて、地球温暖
化対策を所管する環
境省に適応策として
の事前防災の重要性
について伺いますと
ともに、今後の取組
の方向について伺い
ます。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　今委員の方から御指摘ございましたとおり、平成24年のハリケーン・サンディの際の
アメリカでの取組ですとか、あるいは国土交通省の水災害に関する防災・減災対策本部
におけます検討を踏まえまして、荒川下流地域におきまして、荒川下流の堤防が決壊し
た場合に備えて、沿川自治体、それから鉄道事業者、通信事業者等とともに検討会を設
置して水害対応タイムラインの検討を進めているところでございます。
　現在は、平成28年３月に策定をいたしました荒川氾濫に対するタイムライン試行版を
運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進めているところでござ

います。また、昨年８月の常呂川における洪水では、作成されました水害対応タイムラインを活用いたしまして、
河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常より早い段階で避難勧告が発令されたところ
でありまして、北見市からは円滑な避難が実施できたという声もいただいているところでございます。
　タイムラインの普及に当たりましては、本年４月末現在、国管理河川沿川の680市町村で策定されている避難
勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めますとともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえま
して、全国20地域において荒川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めてまいりたいと思って
おります。さらに、これらの先行的な取組を参考といたしまして、各河川において設置されます大規模氾濫減災
協議会の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたいと考えているところでござい
ます。

要配慮者利用施設の避難計画について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　とても大事な施策であるというふうに認識しておりますので、しっかり普及に努めていただきたいというふう
に思います。
　次に、水防法第十五条の３、要配慮者の利用施設の避難計画の策定に関連して伺いたいと思います。
　私が局長時代の平成25年に水防法改正を行いまして、この要配慮者利用施設の避難計画策定を新たに努力義務
化をいたしました。その当時はそれで意義があるというふうに思っておりましたけれども、昨年の台風10号によ
る豪雨によって岩手県岩泉町の小本川が大氾濫して、皆さん御承知の高齢者のグループホームで９人の犠牲者が
出ました。昨年９月に被災地を調査させていただきましたけれども、この施設についてはあらかじめ避難計画が
作成されていなかったというふうにも伺いました。前回、平成25年の法改正のときに義務化をしておけばとい
うふうに悔やまれますし、私自身、責任を痛感をいたしております。
　要配慮者利用施設の避難計画策定を努力義務から義務化に変更することはとても大事なことだというふうに
思っています。避難計画の策定状況について伺いますとともに、今後義務化することによる効果の見通しについ
て伺いたいと思います。

山田水局長：お答えいたします。
　水防法に基づく避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設は、平成28年３月末時点で31,208施設ありま
した。うち716施設で計画が作成されているというところでございます。
　これらの施設の計画作成を促進するため、今回の水防法改正におきまして、計画作成の義務化に併せて、まず
簡易な入力フォームを通じて避難確保計画を作成できるようにする等の手引きの充実、それから地方公共団体が
適切に計画作成を主導できるよう関係機関と連携した点検用マニュアルの作成、さらにモデルとなる地区におき
まして、関係機関等施設管理者等が連携して避難確保計画を検討、作成して、そこで得られた効果的な避難等に
関する知見を市町村に提供する等の支援を進めてまいりたいと考えております。
　また、これらの取組によりまして、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を促進して、利用者の円滑
かつ迅速な避難の確保が図られるものと考えているところでございます。

鎌形環境省地球環境局長：お答え申し上げます。
　中央環境審議会の気候変動影響評価報告書によりますと、温室効果ガスの増加により
まして、今世紀末には、20世紀末と比較して国内では最大で平均4.4度気温が上昇いた
しまして、降水量につきましても、大雨や短時間強雨の頻度、大雨による降水量の増加
などが将来的に予測されています。
　こうした予測結果を踏まえて、将来の災害リスク等に備えるために、御指摘ございま
したように、一昨年11月に気候変動への適応計画を閣議決定して、関係府省庁において
適応の取組を進めているところでございます。

　この適応計画におきましては、政府施策への適応の組み込みが基本戦略として示されております。水害に関す
る適応策の基本的な考え方としては、例えば災害リスク評価を踏まえた施設整備、できるだけ手戻りのない施設
の設計、避難、応急活動、事業継続などのための備えの充実など、事前防災の重要性が示されているところでご
ざいます。
　環境省といたしましては、災害リスクに備えるための材料となる予測データなどの科学的知見の充実に努め、
気候変動の影響や適応に関する情報基盤の整備などを進めることで、関係府省庁による適応策としての事前防災
の取組を後押ししてまいりたいと考えてございます。

水害対応タイムラインの効果について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　環境省には是非とも適応策の旗振り役としての役割、特に事前防災の推進役としてしっかり取り組んでいただ
きますようお願いを申し上げたいと思います。地球温暖化は待ったなしだというふうに思っております。よろし
くお願いいたします。
　続きまして、今回の法改正でどのような点が改善されるのか、順次伺ってまいります。
　まず、水防法第十五条の９の、10の大規模氾濫減災協議会に関連して伺いたいと思います。
　私が水管理・国土保全局長の際に、アメリカでハリケーン・サンディによる大災害が発生しました。その被害
調査に、国土交通省が土木学会に呼びかけまして調査団を派遣しました。そこで、ニューヨーク市であらかじめ
作成したタイムラインに基づいて災害対応を行って効果を上げたというような情報を入手いたしまして、国交省
内で検討を経て、私の後任の水管理・国土保全局長、森北局長が導入を進めてきたものだというふうに認識して
ございます。
　配付資料の６でございます
が、これがタイムラインを簡略
化して示したものでございま
す。災害対応に関わる様々な主
体が連携して、あらかじめ災害
対応について手順を定めておく
ということはとても大事なこと
だというふうに思います。また、
水害以外の分野でも応用が可能
なものだというふうに考えてお
りますけれども、この水害対応
タイムラインの効果について実
例を挙げて示していただくとと
もに、今後どのように普及して
いく考えか伺いたいと思いま
す。

建設業等の水防活動への参画について
足立敏之委員：ありがとうございました。できるだけ早期にそうした取組に着手していただきたいというふうに
思います。よろしくお願いいたします。
　次に、水防法第十九条及び二十八条の民間を活用した水防活動について伺いたいと思います。
　災害対応の大切な担い手の一員である建設産業に水防活動を委託して活動していただくというのは、彼らが有
する技術力や重機を保有している機械力、そして地域の事情に精通していることなどを考えると大変大事なこと
であるというふうに思いますし、是非進めていただきたいというふうに思います。
　大規模な災害が発生しますと、警察、消防、自衛隊の活躍が目立つんですけれども、実は、建設産業の皆様が真っ
先に現場に駆け付けて、資料８、お手元に配っておりますけれども、ここに示したとおり、崩れた土砂の除去を
したり、アクセス道路を確保したり、決壊した堤防の復旧をしたり、様々なそうした緊急対応、そしてその後の
復旧復興の担い手として大切な
役割を献身的に果たされている
ということでございます。
　しかし、建設産業の皆様は、
警察や消防、自衛隊の皆さんと
は違いまして、日頃建設工事を
行う中で利益を上げて、それを
元に準備態勢を整えて、いざと
いうときに蓄積したポテンシャ
ルを発揮して対応しなければな
らないという宿命にあります。
このため、建設産業の皆さんが
継続的に活躍できる環境を維持
するということが大事でありま
して、そのためには一定量の工
事量の計画的確保、そして仕事
をすればちゃんと利潤が生まれ
る環境をつくり上げること、こ
の２点が大事だというふうに
考えております。
　水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、そしてその役割を継続的に果たしてい
くために国としてどのような取組が必要と考えるのか、伺います。

山田局長：お答えいたします。
　多くの地域で水防団員が減少あるいは高齢化等する中で、重機を所有して応急復旧の技術等を有しております
建設業者は、委員御指摘のとおり、水防活動等を担う地域の守り手として非常に重要な役割を果たしているとい
うふうに認識をしているところでございます。このため、今回の水防法改正では、建設業者が水防活動を円滑に
行われるよう、水防活動を行う建設業者が緊急時に他人の土地を通過すること等を認めることとしているところ
でございます。
　また、建設業者にこのような役割を継続的に担っていただくためには、安定的な経営が必要不可欠でございま
す。このため、国土交通省では、必要な公共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適
正な利潤を確保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的なダンピング対
策の実施等に取り組んでいるところでございます。
　さらに、国土交通省や多くの都道府県の公共工事の発注におきまして、水防活動を含めた災害活動の実績や災

ダム再生への国等の代行制度の導入について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　何としても一日も早く避難計画策定の徹底をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
　次に、河川法十六条の４、そして水資源機構法第十九条の２の国、水資源機構の技術力の活用について伺いた
いと思います。
　昨年の北海道の水害では、石狩川水系の空知川の金山ダム、このダムで大量の洪水をダム湖にため切りまして、
下流の基準点の水位2.3メーターも下げるという大きな洪水調節効果を発揮いたしました。お手元に配付資料７
というのをお配りしてございますが、今年の２月にダム管理所にも伺いましたけれども、この写真を見ても金山
ダムの役割の大きさを感じていただけるのではないでしょうか。
　今後、温暖化が進行して豪雨災害が激化することを考えますと、流域の上流部に洪水をため込む施設があると
いうことは非常に大事なことだというふうに認識しております。このため、ダムの新設のみならず、再開発によ

る既存ダムのかさ上げや放流能力の拡大など、いわゆ
るダム再開発プロジェクト、この必要性が高まるとい
うふうに認識をいたしております。
　なお、ダムの再開発など技術的に難しいプロジェク
トについては、県や市町村では対応できません。国土
交通省で最後のダム屋と言われました私が対応しても
いいんですけれども、そういうわけにはいかなくなり
ましたものですから、是非ともダム技術の専門家を有
する国や水資源機構の支援を受けられるように措置す
ることが大事だというふうに思っております。
　ダムの再開発などの重要性について伺いますととも
に、その分野において、国、水資源機構の技術力の活
用の見込みについて伺いたいと思います。

山田局長：お答えいたします。
　ダム開発は、堤体の少しのかさ上げによりまして貯水容量を大きく増加させたり、あるいは容量再編によりま
して水没地などの社会的コストを抑制しつつ機能向上を図ったり、また短い期間で経済的に完成させて、早期に
治水、利水機能を強化する等の効果が期待されるものでございます。このため、既存ストックを有効活用するダ
ム再開発を今後より一層推進することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。
　他方、ダムの再開発は既存のダムを運用しながら行われるものでございまして、その実施には高度な技術力を
要するものであります。近年、人員の不足ですとかあるいは技術力の低下が顕在化しております都道府県等では、
今後、工事を的確に実施できなくなるおそれがあります。これに対しまして、全国で継続的にダム事業を実施し
ている国土交通省やあるいは水資源機構は、このような工事について専門的知見や経験等を有しております。例
えば、国土交通省が実施をしております鶴田ダム再開発事業では、大水深での水中施工技術等の最新技術を活
用しまして新たな放流設備の増設等を行って、これまで使用していなかった容量を有効に活用することにより、
早期に治水機能の強化を図ったところでござい
ます。
　今回、このような知見等を活用して都道府県等
を技術的に支援するため、河川法等の改正により
まして、これらの工事を国及び水資源機構が代
わって実施することができる権限代行制度を創設
し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進し
てまいりたいと考えているところでございます。
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害協定の締結を総合評価落札方式の評価対象としておりまして、建設業者の水防活動への参画に寄与していると
考えております。
　これらの取組を通じまして、引き続き建設業者に持続的に水防活動に参画していただき、地域の守り手として
の役割を担っていただけるよう環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。

地球温暖化に伴う気候変化に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　建設産業は決してなくなってはいけない、なくしてはいけない大事な産業だというふうに思います。その持続
的な発展に向けまして、重ねて申し上げますが、一定量の工事量の計画的確保、そして、仕事をすれば必ず利潤
が生まれる、品確法を徹底したそういった環境をつくり上げていくこと、この２点が大変大事だというふうに思っ
ておりまして、国土交通省としても全力を尽くしていただきますようお願いを申し上げたいと思います。
　最後の質問に移ります。
　冒頭でも申しましたとおり、過去に経験したことがなかったような気象現象が全国各地で頻繁に起こっており
ます。このため、地球温暖化による気候変化の影響を真剣に考えないといけない、そういうふうに思います。そ
のためには、今回の法改正で実施される事項をしっかり進めるとともに、事前の防災対策を着実に進めていくこ
とがとても重要だというふうに認識しております。
　そのような認識の下、石井国土交通大臣の御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：地球温暖化による気候変動等の影響によりまして、水害の頻発
化、激甚化が懸念されております。委員御指摘の洪水に備えた事前の防災対策は、
被害軽減上極めて重要と考えております。
　そのため、堤防整備や河道掘削等のハード整備を着実に推進する取組や、ダムの
再開発等の既存ストックを最大限に活用する取組等を強力に進めてまいります。
　また、今回の水防法等の改正によりまして、関係者が密接に連携し減災対策を総
合的かつ一体的に推進するための協議会制度の創設や、要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成等の義務化等を図りまして、ハード、ソフト一体となった取組
を進めてまいります。
　今後とも、国土交通省の現場力を最大限活用いたしまして、水害から国民の生命
と財産を守るため、全力を挙げまして防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　予防に勝る治療なしというふうに言います。平成17年にアメリカで発生したハリケーン・カトリーナの被害は
約2,000億ドルに上りますけれども、事前に20億ドルの投資をしておけばこの被害が防げたというふうに言われ
ています。また、平成12年の東海豪雨の際にも、事前に庄内
川、新川に716億円の治水投資をしていれば約5,500億円の被
害が軽減できたというふうに見込まれています。しっかり治
水対策の予算を確保して事前防災に努めることが大事だとい
うふうに思っております。
　先ほども申しましたけれども、地球温暖化対策はもう待っ
たなし、そういう時点に来ていると思います。是非とも、国
土交通省に、温暖化対策にご尽力いただくようにお願いを申
し上げまして、私の質問を終えさせていただきます。
　ありがとうございました。



増子輝彦国土交通委員長：水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

地球温暖化に伴う豪雨災害の拡大について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。水防法等の一部改正案につ
いて質問をさせていただきます。
　私は、御承知のとおり、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、治
水事業、災害対策に携わってまいりました。実は、前回、平成25年の水防法及び

河川法の一部改正は、担当局長として関わらせていただきました。本日は、そ
の経験と反省を踏まえまして、質問をさせていただきたいと思います。
　昨年、平成28年は、北海道に一週間に続けて３つも台風が上陸し、また観測
史上初めて東北の太平洋側に台風10号が直接上陸し、岩手県や北海道に甚大な
被害を与えました。亡くなられた皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、
被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
　お手元に配付した資料１を御覧ください。こうして見ますと、我が国は毎年
必ず大規模な水害、土砂災害に見舞われています。このような最近の厳しい水
害の状況を見ますと、地球温暖化に伴って生じた気候変化の影響ではないかと
の懸念が生じます。
　気象庁では、３月30
日に地球温暖化予測情
報第９巻を取りまと
め、公表しました。配
付資料２、３のとおり
でございまして、最も
高濃度の温室効果ガス
排出が続くと想定した
場合に、今世紀末には
気温は4.5度、豪雨の
発生頻度も２倍以上に
なるというふうに予測
されています。
　まずは、地球温暖化
により豪雨災害が拡大
しているのではない
か、そして今後更に拡
大していくのではない
かとの懸念に対しまし
て、気象庁の見解をお
願いを申し上げます。

渡邊気象庁次長：御答弁申し上げます。
　気象庁が観測を行っている全国約1,300か所の地域気象観測所、アメダスの観測データでは、ここ30年余りで
見ると、豪雨災害をもたらすような雨の年間発生回数は、例えば１時間50ミリ以上の短時間強雨が約1.3倍、一

日当たり400ミリ以上の大雨が約1.7倍と、明瞭な増加傾向が現れております。個々の豪
雨災害について地球温暖化の影響に言及することは困難ではありますけれども、このよ
うな短時間強雨や大雨の増加傾向は地球温暖化が影響している可能性があると考えて
おります。
　また、気象庁が３月30日に公表しました地球温暖化予測情報第九巻では、温室効果ガ
スの排出が高いレベルで続く場合、21世紀末における１時間当たり50ミリ以上の短時間
強雨の発生頻度は全国平均で20世紀末の２倍以上になると予測しており、今後、豪雨災
害の拡大が懸念されるところでございます。

　気象庁では、今後とも、最新の技術を取り入れながら、気候変動の監視、予測に努めてまいります。

適応策としての事前防災の重要性について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　気象庁におきまして引き続きしっかりとモニタリングをしていただいて、気候変化の動向を把握していただく
とともに、必要に応じて警鐘を鳴らしていただきたい、そういうふうに思っております。
　次に、地球温暖化の適応策について伺いたいと思います。
　地球温暖化に伴う降雨の予測につきましては、配付資料の４でございますけれども、国土交通省で以前行った
シミュレーションでは、今世紀末には日最大降水量が日本の北部で20％から25％程度、中南部でも10％から15％
程度増加すると見込まれております。
　顕在化する気候変化に対しまして、地球温暖化対策としての緩和策、CO2の削減などを進めていくことも重要
ではありますけれども、一方で、こうして具体的に進行していく水害、土砂災害などにあらかじめしっかり備え
る適応策を事前防災という形で進めていくことが大事だというふうに考えております。アメリカでは最近こうし
た議論に逆行する動きがありまして、私自身はとて
も困ったことだというふうに思っておりますけれど
も、こうして水害、土砂災害が頻発している日本の
状況を踏まえますと、今すぐしっかり事前防災を進
める適応策に取り組む必要がある、そういうふうに
思っております。
　温暖化の適応策につきましては、地球温暖化対策
を所管する環境省が中心となりまして、気候変動の
影響への適応計画を平成27年11月に閣議決定してい
ます。また、気象庁の気候変動影響評価委員会の中
間取りまとめ、これが３月に出されましたが、配付
資料の５でございますけれども、気候変動の影響と
適応の基本的な施策が例示されてございまして、事
前の施設整備、すなわち事前防災にも言及しておら
れます。
　改めて、地球温暖
化対策を所管する環
境省に適応策として
の事前防災の重要性
について伺いますと
ともに、今後の取組
の方向について伺い
ます。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　今委員の方から御指摘ございましたとおり、平成24年のハリケーン・サンディの際の
アメリカでの取組ですとか、あるいは国土交通省の水災害に関する防災・減災対策本部
におけます検討を踏まえまして、荒川下流地域におきまして、荒川下流の堤防が決壊し
た場合に備えて、沿川自治体、それから鉄道事業者、通信事業者等とともに検討会を設
置して水害対応タイムラインの検討を進めているところでございます。
　現在は、平成28年３月に策定をいたしました荒川氾濫に対するタイムライン試行版を
運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進めているところでござ

います。また、昨年８月の常呂川における洪水では、作成されました水害対応タイムラインを活用いたしまして、
河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常より早い段階で避難勧告が発令されたところ
でありまして、北見市からは円滑な避難が実施できたという声もいただいているところでございます。
　タイムラインの普及に当たりましては、本年４月末現在、国管理河川沿川の680市町村で策定されている避難
勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めますとともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえま
して、全国20地域において荒川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めてまいりたいと思って
おります。さらに、これらの先行的な取組を参考といたしまして、各河川において設置されます大規模氾濫減災
協議会の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたいと考えているところでござい
ます。

要配慮者利用施設の避難計画について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　とても大事な施策であるというふうに認識しておりますので、しっかり普及に努めていただきたいというふう
に思います。
　次に、水防法第十五条の３、要配慮者の利用施設の避難計画の策定に関連して伺いたいと思います。
　私が局長時代の平成25年に水防法改正を行いまして、この要配慮者利用施設の避難計画策定を新たに努力義務
化をいたしました。その当時はそれで意義があるというふうに思っておりましたけれども、昨年の台風10号によ
る豪雨によって岩手県岩泉町の小本川が大氾濫して、皆さん御承知の高齢者のグループホームで９人の犠牲者が
出ました。昨年９月に被災地を調査させていただきましたけれども、この施設についてはあらかじめ避難計画が
作成されていなかったというふうにも伺いました。前回、平成25年の法改正のときに義務化をしておけばとい
うふうに悔やまれますし、私自身、責任を痛感をいたしております。
　要配慮者利用施設の避難計画策定を努力義務から義務化に変更することはとても大事なことだというふうに
思っています。避難計画の策定状況について伺いますとともに、今後義務化することによる効果の見通しについ
て伺いたいと思います。

山田水局長：お答えいたします。
　水防法に基づく避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設は、平成28年３月末時点で31,208施設ありま
した。うち716施設で計画が作成されているというところでございます。
　これらの施設の計画作成を促進するため、今回の水防法改正におきまして、計画作成の義務化に併せて、まず
簡易な入力フォームを通じて避難確保計画を作成できるようにする等の手引きの充実、それから地方公共団体が
適切に計画作成を主導できるよう関係機関と連携した点検用マニュアルの作成、さらにモデルとなる地区におき
まして、関係機関等施設管理者等が連携して避難確保計画を検討、作成して、そこで得られた効果的な避難等に
関する知見を市町村に提供する等の支援を進めてまいりたいと考えております。
　また、これらの取組によりまして、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を促進して、利用者の円滑
かつ迅速な避難の確保が図られるものと考えているところでございます。

鎌形環境省地球環境局長：お答え申し上げます。
　中央環境審議会の気候変動影響評価報告書によりますと、温室効果ガスの増加により
まして、今世紀末には、20世紀末と比較して国内では最大で平均4.4度気温が上昇いた
しまして、降水量につきましても、大雨や短時間強雨の頻度、大雨による降水量の増加
などが将来的に予測されています。
　こうした予測結果を踏まえて、将来の災害リスク等に備えるために、御指摘ございま
したように、一昨年11月に気候変動への適応計画を閣議決定して、関係府省庁において
適応の取組を進めているところでございます。

　この適応計画におきましては、政府施策への適応の組み込みが基本戦略として示されております。水害に関す
る適応策の基本的な考え方としては、例えば災害リスク評価を踏まえた施設整備、できるだけ手戻りのない施設
の設計、避難、応急活動、事業継続などのための備えの充実など、事前防災の重要性が示されているところでご
ざいます。
　環境省といたしましては、災害リスクに備えるための材料となる予測データなどの科学的知見の充実に努め、
気候変動の影響や適応に関する情報基盤の整備などを進めることで、関係府省庁による適応策としての事前防災
の取組を後押ししてまいりたいと考えてございます。

水害対応タイムラインの効果について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　環境省には是非とも適応策の旗振り役としての役割、特に事前防災の推進役としてしっかり取り組んでいただ
きますようお願いを申し上げたいと思います。地球温暖化は待ったなしだというふうに思っております。よろし
くお願いいたします。
　続きまして、今回の法改正でどのような点が改善されるのか、順次伺ってまいります。
　まず、水防法第十五条の９の、10の大規模氾濫減災協議会に関連して伺いたいと思います。
　私が水管理・国土保全局長の際に、アメリカでハリケーン・サンディによる大災害が発生しました。その被害
調査に、国土交通省が土木学会に呼びかけまして調査団を派遣しました。そこで、ニューヨーク市であらかじめ
作成したタイムラインに基づいて災害対応を行って効果を上げたというような情報を入手いたしまして、国交省
内で検討を経て、私の後任の水管理・国土保全局長、森北局長が導入を進めてきたものだというふうに認識して
ございます。
　配付資料の６でございます
が、これがタイムラインを簡略
化して示したものでございま
す。災害対応に関わる様々な主
体が連携して、あらかじめ災害
対応について手順を定めておく
ということはとても大事なこと
だというふうに思います。また、
水害以外の分野でも応用が可能
なものだというふうに考えてお
りますけれども、この水害対応
タイムラインの効果について実
例を挙げて示していただくとと
もに、今後どのように普及して
いく考えか伺いたいと思いま
す。

建設業等の水防活動への参画について
足立敏之委員：ありがとうございました。できるだけ早期にそうした取組に着手していただきたいというふうに
思います。よろしくお願いいたします。
　次に、水防法第十九条及び二十八条の民間を活用した水防活動について伺いたいと思います。
　災害対応の大切な担い手の一員である建設産業に水防活動を委託して活動していただくというのは、彼らが有
する技術力や重機を保有している機械力、そして地域の事情に精通していることなどを考えると大変大事なこと
であるというふうに思いますし、是非進めていただきたいというふうに思います。
　大規模な災害が発生しますと、警察、消防、自衛隊の活躍が目立つんですけれども、実は、建設産業の皆様が真っ
先に現場に駆け付けて、資料８、お手元に配っておりますけれども、ここに示したとおり、崩れた土砂の除去を
したり、アクセス道路を確保したり、決壊した堤防の復旧をしたり、様々なそうした緊急対応、そしてその後の
復旧復興の担い手として大切な
役割を献身的に果たされている
ということでございます。
　しかし、建設産業の皆様は、
警察や消防、自衛隊の皆さんと
は違いまして、日頃建設工事を
行う中で利益を上げて、それを
元に準備態勢を整えて、いざと
いうときに蓄積したポテンシャ
ルを発揮して対応しなければな
らないという宿命にあります。
このため、建設産業の皆さんが
継続的に活躍できる環境を維持
するということが大事でありま
して、そのためには一定量の工
事量の計画的確保、そして仕事
をすればちゃんと利潤が生まれ
る環境をつくり上げること、こ
の２点が大事だというふうに
考えております。
　水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、そしてその役割を継続的に果たしてい
くために国としてどのような取組が必要と考えるのか、伺います。

山田局長：お答えいたします。
　多くの地域で水防団員が減少あるいは高齢化等する中で、重機を所有して応急復旧の技術等を有しております
建設業者は、委員御指摘のとおり、水防活動等を担う地域の守り手として非常に重要な役割を果たしているとい
うふうに認識をしているところでございます。このため、今回の水防法改正では、建設業者が水防活動を円滑に
行われるよう、水防活動を行う建設業者が緊急時に他人の土地を通過すること等を認めることとしているところ
でございます。
　また、建設業者にこのような役割を継続的に担っていただくためには、安定的な経営が必要不可欠でございま
す。このため、国土交通省では、必要な公共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適
正な利潤を確保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的なダンピング対
策の実施等に取り組んでいるところでございます。
　さらに、国土交通省や多くの都道府県の公共工事の発注におきまして、水防活動を含めた災害活動の実績や災

ダム再生への国等の代行制度の導入について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　何としても一日も早く避難計画策定の徹底をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
　次に、河川法十六条の４、そして水資源機構法第十九条の２の国、水資源機構の技術力の活用について伺いた
いと思います。
　昨年の北海道の水害では、石狩川水系の空知川の金山ダム、このダムで大量の洪水をダム湖にため切りまして、
下流の基準点の水位2.3メーターも下げるという大きな洪水調節効果を発揮いたしました。お手元に配付資料７
というのをお配りしてございますが、今年の２月にダム管理所にも伺いましたけれども、この写真を見ても金山
ダムの役割の大きさを感じていただけるのではないでしょうか。
　今後、温暖化が進行して豪雨災害が激化することを考えますと、流域の上流部に洪水をため込む施設があると
いうことは非常に大事なことだというふうに認識しております。このため、ダムの新設のみならず、再開発によ

る既存ダムのかさ上げや放流能力の拡大など、いわゆ
るダム再開発プロジェクト、この必要性が高まるとい
うふうに認識をいたしております。
　なお、ダムの再開発など技術的に難しいプロジェク
トについては、県や市町村では対応できません。国土
交通省で最後のダム屋と言われました私が対応しても
いいんですけれども、そういうわけにはいかなくなり
ましたものですから、是非ともダム技術の専門家を有
する国や水資源機構の支援を受けられるように措置す
ることが大事だというふうに思っております。
　ダムの再開発などの重要性について伺いますととも
に、その分野において、国、水資源機構の技術力の活
用の見込みについて伺いたいと思います。

山田局長：お答えいたします。
　ダム開発は、堤体の少しのかさ上げによりまして貯水容量を大きく増加させたり、あるいは容量再編によりま
して水没地などの社会的コストを抑制しつつ機能向上を図ったり、また短い期間で経済的に完成させて、早期に
治水、利水機能を強化する等の効果が期待されるものでございます。このため、既存ストックを有効活用するダ
ム再開発を今後より一層推進することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。
　他方、ダムの再開発は既存のダムを運用しながら行われるものでございまして、その実施には高度な技術力を
要するものであります。近年、人員の不足ですとかあるいは技術力の低下が顕在化しております都道府県等では、
今後、工事を的確に実施できなくなるおそれがあります。これに対しまして、全国で継続的にダム事業を実施し
ている国土交通省やあるいは水資源機構は、このような工事について専門的知見や経験等を有しております。例
えば、国土交通省が実施をしております鶴田ダム再開発事業では、大水深での水中施工技術等の最新技術を活
用しまして新たな放流設備の増設等を行って、これまで使用していなかった容量を有効に活用することにより、
早期に治水機能の強化を図ったところでござい
ます。
　今回、このような知見等を活用して都道府県等
を技術的に支援するため、河川法等の改正により
まして、これらの工事を国及び水資源機構が代
わって実施することができる権限代行制度を創設
し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進し
てまいりたいと考えているところでございます。

6

会議録 第193回 通常国会　参議院災国土交通委員会

害協定の締結を総合評価落札方式の評価対象としておりまして、建設業者の水防活動への参画に寄与していると
考えております。
　これらの取組を通じまして、引き続き建設業者に持続的に水防活動に参画していただき、地域の守り手として
の役割を担っていただけるよう環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。

地球温暖化に伴う気候変化に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　建設産業は決してなくなってはいけない、なくしてはいけない大事な産業だというふうに思います。その持続
的な発展に向けまして、重ねて申し上げますが、一定量の工事量の計画的確保、そして、仕事をすれば必ず利潤
が生まれる、品確法を徹底したそういった環境をつくり上げていくこと、この２点が大変大事だというふうに思っ
ておりまして、国土交通省としても全力を尽くしていただきますようお願いを申し上げたいと思います。
　最後の質問に移ります。
　冒頭でも申しましたとおり、過去に経験したことがなかったような気象現象が全国各地で頻繁に起こっており
ます。このため、地球温暖化による気候変化の影響を真剣に考えないといけない、そういうふうに思います。そ
のためには、今回の法改正で実施される事項をしっかり進めるとともに、事前の防災対策を着実に進めていくこ
とがとても重要だというふうに認識しております。
　そのような認識の下、石井国土交通大臣の御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：地球温暖化による気候変動等の影響によりまして、水害の頻発
化、激甚化が懸念されております。委員御指摘の洪水に備えた事前の防災対策は、
被害軽減上極めて重要と考えております。
　そのため、堤防整備や河道掘削等のハード整備を着実に推進する取組や、ダムの
再開発等の既存ストックを最大限に活用する取組等を強力に進めてまいります。
　また、今回の水防法等の改正によりまして、関係者が密接に連携し減災対策を総
合的かつ一体的に推進するための協議会制度の創設や、要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成等の義務化等を図りまして、ハード、ソフト一体となった取組
を進めてまいります。
　今後とも、国土交通省の現場力を最大限活用いたしまして、水害から国民の生命
と財産を守るため、全力を挙げまして防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　予防に勝る治療なしというふうに言います。平成17年にアメリカで発生したハリケーン・カトリーナの被害は
約2,000億ドルに上りますけれども、事前に20億ドルの投資をしておけばこの被害が防げたというふうに言われ
ています。また、平成12年の東海豪雨の際にも、事前に庄内
川、新川に716億円の治水投資をしていれば約5,500億円の被
害が軽減できたというふうに見込まれています。しっかり治
水対策の予算を確保して事前防災に努めることが大事だとい
うふうに思っております。
　先ほども申しましたけれども、地球温暖化対策はもう待っ
たなし、そういう時点に来ていると思います。是非とも、国
土交通省に、温暖化対策にご尽力いただくようにお願いを申
し上げまして、私の質問を終えさせていただきます。
　ありがとうございました。

［国土交通省  北海道開発局提供写真を足立敏之事務所編集］

［資料７］



増子輝彦国土交通委員長：水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

地球温暖化に伴う豪雨災害の拡大について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。水防法等の一部改正案につ
いて質問をさせていただきます。
　私は、御承知のとおり、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、治
水事業、災害対策に携わってまいりました。実は、前回、平成25年の水防法及び

河川法の一部改正は、担当局長として関わらせていただきました。本日は、そ
の経験と反省を踏まえまして、質問をさせていただきたいと思います。
　昨年、平成28年は、北海道に一週間に続けて３つも台風が上陸し、また観測
史上初めて東北の太平洋側に台風10号が直接上陸し、岩手県や北海道に甚大な
被害を与えました。亡くなられた皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、
被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
　お手元に配付した資料１を御覧ください。こうして見ますと、我が国は毎年
必ず大規模な水害、土砂災害に見舞われています。このような最近の厳しい水
害の状況を見ますと、地球温暖化に伴って生じた気候変化の影響ではないかと
の懸念が生じます。
　気象庁では、３月30
日に地球温暖化予測情
報第９巻を取りまと
め、公表しました。配
付資料２、３のとおり
でございまして、最も
高濃度の温室効果ガス
排出が続くと想定した
場合に、今世紀末には
気温は4.5度、豪雨の
発生頻度も２倍以上に
なるというふうに予測
されています。
　まずは、地球温暖化
により豪雨災害が拡大
しているのではない
か、そして今後更に拡
大していくのではない
かとの懸念に対しまし
て、気象庁の見解をお
願いを申し上げます。

渡邊気象庁次長：御答弁申し上げます。
　気象庁が観測を行っている全国約1,300か所の地域気象観測所、アメダスの観測データでは、ここ30年余りで
見ると、豪雨災害をもたらすような雨の年間発生回数は、例えば１時間50ミリ以上の短時間強雨が約1.3倍、一
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日当たり400ミリ以上の大雨が約1.7倍と、明瞭な増加傾向が現れております。個々の豪
雨災害について地球温暖化の影響に言及することは困難ではありますけれども、このよ
うな短時間強雨や大雨の増加傾向は地球温暖化が影響している可能性があると考えて
おります。
　また、気象庁が３月30日に公表しました地球温暖化予測情報第九巻では、温室効果ガ
スの排出が高いレベルで続く場合、21世紀末における１時間当たり50ミリ以上の短時間
強雨の発生頻度は全国平均で20世紀末の２倍以上になると予測しており、今後、豪雨災
害の拡大が懸念されるところでございます。

　気象庁では、今後とも、最新の技術を取り入れながら、気候変動の監視、予測に努めてまいります。

適応策としての事前防災の重要性について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　気象庁におきまして引き続きしっかりとモニタリングをしていただいて、気候変化の動向を把握していただく
とともに、必要に応じて警鐘を鳴らしていただきたい、そういうふうに思っております。
　次に、地球温暖化の適応策について伺いたいと思います。
　地球温暖化に伴う降雨の予測につきましては、配付資料の４でございますけれども、国土交通省で以前行った
シミュレーションでは、今世紀末には日最大降水量が日本の北部で20％から25％程度、中南部でも10％から15％
程度増加すると見込まれております。
　顕在化する気候変化に対しまして、地球温暖化対策としての緩和策、CO2の削減などを進めていくことも重要
ではありますけれども、一方で、こうして具体的に進行していく水害、土砂災害などにあらかじめしっかり備え
る適応策を事前防災という形で進めていくことが大事だというふうに考えております。アメリカでは最近こうし
た議論に逆行する動きがありまして、私自身はとて
も困ったことだというふうに思っておりますけれど
も、こうして水害、土砂災害が頻発している日本の
状況を踏まえますと、今すぐしっかり事前防災を進
める適応策に取り組む必要がある、そういうふうに
思っております。
　温暖化の適応策につきましては、地球温暖化対策
を所管する環境省が中心となりまして、気候変動の
影響への適応計画を平成27年11月に閣議決定してい
ます。また、気象庁の気候変動影響評価委員会の中
間取りまとめ、これが３月に出されましたが、配付
資料の５でございますけれども、気候変動の影響と
適応の基本的な施策が例示されてございまして、事
前の施設整備、すなわち事前防災にも言及しておら
れます。
　改めて、地球温暖
化対策を所管する環
境省に適応策として
の事前防災の重要性
について伺いますと
ともに、今後の取組
の方向について伺い
ます。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　今委員の方から御指摘ございましたとおり、平成24年のハリケーン・サンディの際の
アメリカでの取組ですとか、あるいは国土交通省の水災害に関する防災・減災対策本部
におけます検討を踏まえまして、荒川下流地域におきまして、荒川下流の堤防が決壊し
た場合に備えて、沿川自治体、それから鉄道事業者、通信事業者等とともに検討会を設
置して水害対応タイムラインの検討を進めているところでございます。
　現在は、平成28年３月に策定をいたしました荒川氾濫に対するタイムライン試行版を
運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進めているところでござ

います。また、昨年８月の常呂川における洪水では、作成されました水害対応タイムラインを活用いたしまして、
河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常より早い段階で避難勧告が発令されたところ
でありまして、北見市からは円滑な避難が実施できたという声もいただいているところでございます。
　タイムラインの普及に当たりましては、本年４月末現在、国管理河川沿川の680市町村で策定されている避難
勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めますとともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえま
して、全国20地域において荒川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めてまいりたいと思って
おります。さらに、これらの先行的な取組を参考といたしまして、各河川において設置されます大規模氾濫減災
協議会の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたいと考えているところでござい
ます。

要配慮者利用施設の避難計画について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　とても大事な施策であるというふうに認識しておりますので、しっかり普及に努めていただきたいというふう
に思います。
　次に、水防法第十五条の３、要配慮者の利用施設の避難計画の策定に関連して伺いたいと思います。
　私が局長時代の平成25年に水防法改正を行いまして、この要配慮者利用施設の避難計画策定を新たに努力義務
化をいたしました。その当時はそれで意義があるというふうに思っておりましたけれども、昨年の台風10号によ
る豪雨によって岩手県岩泉町の小本川が大氾濫して、皆さん御承知の高齢者のグループホームで９人の犠牲者が
出ました。昨年９月に被災地を調査させていただきましたけれども、この施設についてはあらかじめ避難計画が
作成されていなかったというふうにも伺いました。前回、平成25年の法改正のときに義務化をしておけばとい
うふうに悔やまれますし、私自身、責任を痛感をいたしております。
　要配慮者利用施設の避難計画策定を努力義務から義務化に変更することはとても大事なことだというふうに
思っています。避難計画の策定状況について伺いますとともに、今後義務化することによる効果の見通しについ
て伺いたいと思います。

山田水局長：お答えいたします。
　水防法に基づく避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設は、平成28年３月末時点で31,208施設ありま
した。うち716施設で計画が作成されているというところでございます。
　これらの施設の計画作成を促進するため、今回の水防法改正におきまして、計画作成の義務化に併せて、まず
簡易な入力フォームを通じて避難確保計画を作成できるようにする等の手引きの充実、それから地方公共団体が
適切に計画作成を主導できるよう関係機関と連携した点検用マニュアルの作成、さらにモデルとなる地区におき
まして、関係機関等施設管理者等が連携して避難確保計画を検討、作成して、そこで得られた効果的な避難等に
関する知見を市町村に提供する等の支援を進めてまいりたいと考えております。
　また、これらの取組によりまして、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を促進して、利用者の円滑
かつ迅速な避難の確保が図られるものと考えているところでございます。

鎌形環境省地球環境局長：お答え申し上げます。
　中央環境審議会の気候変動影響評価報告書によりますと、温室効果ガスの増加により
まして、今世紀末には、20世紀末と比較して国内では最大で平均4.4度気温が上昇いた
しまして、降水量につきましても、大雨や短時間強雨の頻度、大雨による降水量の増加
などが将来的に予測されています。
　こうした予測結果を踏まえて、将来の災害リスク等に備えるために、御指摘ございま
したように、一昨年11月に気候変動への適応計画を閣議決定して、関係府省庁において
適応の取組を進めているところでございます。

　この適応計画におきましては、政府施策への適応の組み込みが基本戦略として示されております。水害に関す
る適応策の基本的な考え方としては、例えば災害リスク評価を踏まえた施設整備、できるだけ手戻りのない施設
の設計、避難、応急活動、事業継続などのための備えの充実など、事前防災の重要性が示されているところでご
ざいます。
　環境省といたしましては、災害リスクに備えるための材料となる予測データなどの科学的知見の充実に努め、
気候変動の影響や適応に関する情報基盤の整備などを進めることで、関係府省庁による適応策としての事前防災
の取組を後押ししてまいりたいと考えてございます。

水害対応タイムラインの効果について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　環境省には是非とも適応策の旗振り役としての役割、特に事前防災の推進役としてしっかり取り組んでいただ
きますようお願いを申し上げたいと思います。地球温暖化は待ったなしだというふうに思っております。よろし
くお願いいたします。
　続きまして、今回の法改正でどのような点が改善されるのか、順次伺ってまいります。
　まず、水防法第十五条の９の、10の大規模氾濫減災協議会に関連して伺いたいと思います。
　私が水管理・国土保全局長の際に、アメリカでハリケーン・サンディによる大災害が発生しました。その被害
調査に、国土交通省が土木学会に呼びかけまして調査団を派遣しました。そこで、ニューヨーク市であらかじめ
作成したタイムラインに基づいて災害対応を行って効果を上げたというような情報を入手いたしまして、国交省
内で検討を経て、私の後任の水管理・国土保全局長、森北局長が導入を進めてきたものだというふうに認識して
ございます。
　配付資料の６でございます
が、これがタイムラインを簡略
化して示したものでございま
す。災害対応に関わる様々な主
体が連携して、あらかじめ災害
対応について手順を定めておく
ということはとても大事なこと
だというふうに思います。また、
水害以外の分野でも応用が可能
なものだというふうに考えてお
りますけれども、この水害対応
タイムラインの効果について実
例を挙げて示していただくとと
もに、今後どのように普及して
いく考えか伺いたいと思いま
す。

建設業等の水防活動への参画について
足立敏之委員：ありがとうございました。できるだけ早期にそうした取組に着手していただきたいというふうに
思います。よろしくお願いいたします。
　次に、水防法第十九条及び二十八条の民間を活用した水防活動について伺いたいと思います。
　災害対応の大切な担い手の一員である建設産業に水防活動を委託して活動していただくというのは、彼らが有
する技術力や重機を保有している機械力、そして地域の事情に精通していることなどを考えると大変大事なこと
であるというふうに思いますし、是非進めていただきたいというふうに思います。
　大規模な災害が発生しますと、警察、消防、自衛隊の活躍が目立つんですけれども、実は、建設産業の皆様が真っ
先に現場に駆け付けて、資料８、お手元に配っておりますけれども、ここに示したとおり、崩れた土砂の除去を
したり、アクセス道路を確保したり、決壊した堤防の復旧をしたり、様々なそうした緊急対応、そしてその後の
復旧復興の担い手として大切な
役割を献身的に果たされている
ということでございます。
　しかし、建設産業の皆様は、
警察や消防、自衛隊の皆さんと
は違いまして、日頃建設工事を
行う中で利益を上げて、それを
元に準備態勢を整えて、いざと
いうときに蓄積したポテンシャ
ルを発揮して対応しなければな
らないという宿命にあります。
このため、建設産業の皆さんが
継続的に活躍できる環境を維持
するということが大事でありま
して、そのためには一定量の工
事量の計画的確保、そして仕事
をすればちゃんと利潤が生まれ
る環境をつくり上げること、こ
の２点が大事だというふうに
考えております。
　水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、そしてその役割を継続的に果たしてい
くために国としてどのような取組が必要と考えるのか、伺います。

山田局長：お答えいたします。
　多くの地域で水防団員が減少あるいは高齢化等する中で、重機を所有して応急復旧の技術等を有しております
建設業者は、委員御指摘のとおり、水防活動等を担う地域の守り手として非常に重要な役割を果たしているとい
うふうに認識をしているところでございます。このため、今回の水防法改正では、建設業者が水防活動を円滑に
行われるよう、水防活動を行う建設業者が緊急時に他人の土地を通過すること等を認めることとしているところ
でございます。
　また、建設業者にこのような役割を継続的に担っていただくためには、安定的な経営が必要不可欠でございま
す。このため、国土交通省では、必要な公共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適
正な利潤を確保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的なダンピング対
策の実施等に取り組んでいるところでございます。
　さらに、国土交通省や多くの都道府県の公共工事の発注におきまして、水防活動を含めた災害活動の実績や災

ダム再生への国等の代行制度の導入について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　何としても一日も早く避難計画策定の徹底をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
　次に、河川法十六条の４、そして水資源機構法第十九条の２の国、水資源機構の技術力の活用について伺いた
いと思います。
　昨年の北海道の水害では、石狩川水系の空知川の金山ダム、このダムで大量の洪水をダム湖にため切りまして、
下流の基準点の水位2.3メーターも下げるという大きな洪水調節効果を発揮いたしました。お手元に配付資料７
というのをお配りしてございますが、今年の２月にダム管理所にも伺いましたけれども、この写真を見ても金山
ダムの役割の大きさを感じていただけるのではないでしょうか。
　今後、温暖化が進行して豪雨災害が激化することを考えますと、流域の上流部に洪水をため込む施設があると
いうことは非常に大事なことだというふうに認識しております。このため、ダムの新設のみならず、再開発によ

る既存ダムのかさ上げや放流能力の拡大など、いわゆ
るダム再開発プロジェクト、この必要性が高まるとい
うふうに認識をいたしております。
　なお、ダムの再開発など技術的に難しいプロジェク
トについては、県や市町村では対応できません。国土
交通省で最後のダム屋と言われました私が対応しても
いいんですけれども、そういうわけにはいかなくなり
ましたものですから、是非ともダム技術の専門家を有
する国や水資源機構の支援を受けられるように措置す
ることが大事だというふうに思っております。
　ダムの再開発などの重要性について伺いますととも
に、その分野において、国、水資源機構の技術力の活
用の見込みについて伺いたいと思います。

山田局長：お答えいたします。
　ダム開発は、堤体の少しのかさ上げによりまして貯水容量を大きく増加させたり、あるいは容量再編によりま
して水没地などの社会的コストを抑制しつつ機能向上を図ったり、また短い期間で経済的に完成させて、早期に
治水、利水機能を強化する等の効果が期待されるものでございます。このため、既存ストックを有効活用するダ
ム再開発を今後より一層推進することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。
　他方、ダムの再開発は既存のダムを運用しながら行われるものでございまして、その実施には高度な技術力を
要するものであります。近年、人員の不足ですとかあるいは技術力の低下が顕在化しております都道府県等では、
今後、工事を的確に実施できなくなるおそれがあります。これに対しまして、全国で継続的にダム事業を実施し
ている国土交通省やあるいは水資源機構は、このような工事について専門的知見や経験等を有しております。例
えば、国土交通省が実施をしております鶴田ダム再開発事業では、大水深での水中施工技術等の最新技術を活
用しまして新たな放流設備の増設等を行って、これまで使用していなかった容量を有効に活用することにより、
早期に治水機能の強化を図ったところでござい
ます。
　今回、このような知見等を活用して都道府県等
を技術的に支援するため、河川法等の改正により
まして、これらの工事を国及び水資源機構が代
わって実施することができる権限代行制度を創設
し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進し
てまいりたいと考えているところでございます。
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害協定の締結を総合評価落札方式の評価対象としておりまして、建設業者の水防活動への参画に寄与していると
考えております。
　これらの取組を通じまして、引き続き建設業者に持続的に水防活動に参画していただき、地域の守り手として
の役割を担っていただけるよう環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。

地球温暖化に伴う気候変化に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　建設産業は決してなくなってはいけない、なくしてはいけない大事な産業だというふうに思います。その持続
的な発展に向けまして、重ねて申し上げますが、一定量の工事量の計画的確保、そして、仕事をすれば必ず利潤
が生まれる、品確法を徹底したそういった環境をつくり上げていくこと、この２点が大変大事だというふうに思っ
ておりまして、国土交通省としても全力を尽くしていただきますようお願いを申し上げたいと思います。
　最後の質問に移ります。
　冒頭でも申しましたとおり、過去に経験したことがなかったような気象現象が全国各地で頻繁に起こっており
ます。このため、地球温暖化による気候変化の影響を真剣に考えないといけない、そういうふうに思います。そ
のためには、今回の法改正で実施される事項をしっかり進めるとともに、事前の防災対策を着実に進めていくこ
とがとても重要だというふうに認識しております。
　そのような認識の下、石井国土交通大臣の御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：地球温暖化による気候変動等の影響によりまして、水害の頻発
化、激甚化が懸念されております。委員御指摘の洪水に備えた事前の防災対策は、
被害軽減上極めて重要と考えております。
　そのため、堤防整備や河道掘削等のハード整備を着実に推進する取組や、ダムの
再開発等の既存ストックを最大限に活用する取組等を強力に進めてまいります。
　また、今回の水防法等の改正によりまして、関係者が密接に連携し減災対策を総
合的かつ一体的に推進するための協議会制度の創設や、要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成等の義務化等を図りまして、ハード、ソフト一体となった取組
を進めてまいります。
　今後とも、国土交通省の現場力を最大限活用いたしまして、水害から国民の生命
と財産を守るため、全力を挙げまして防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　予防に勝る治療なしというふうに言います。平成17年にアメリカで発生したハリケーン・カトリーナの被害は
約2,000億ドルに上りますけれども、事前に20億ドルの投資をしておけばこの被害が防げたというふうに言われ
ています。また、平成12年の東海豪雨の際にも、事前に庄内
川、新川に716億円の治水投資をしていれば約5,500億円の被
害が軽減できたというふうに見込まれています。しっかり治
水対策の予算を確保して事前防災に努めることが大事だとい
うふうに思っております。
　先ほども申しましたけれども、地球温暖化対策はもう待っ
たなし、そういう時点に来ていると思います。是非とも、国
土交通省に、温暖化対策にご尽力いただくようにお願いを申
し上げまして、私の質問を終えさせていただきます。
　ありがとうございました。

［足立敏之事務所編集］

［資料８］災害対応をする建設業者

［国土交通省提供］［国土交通省提供］

［国土交通省提供］［国土交通省提供］

［茨城県建設業協会境支部提供］［茨城県建設業協会境支部提供］

［国土交通省提供］［国土交通省提供］



増子輝彦国土交通委員長：水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

地球温暖化に伴う豪雨災害の拡大について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。水防法等の一部改正案につ
いて質問をさせていただきます。
　私は、御承知のとおり、国土交通省で長らく勤務をさせていただきまして、治
水事業、災害対策に携わってまいりました。実は、前回、平成25年の水防法及び

河川法の一部改正は、担当局長として関わらせていただきました。本日は、そ
の経験と反省を踏まえまして、質問をさせていただきたいと思います。
　昨年、平成28年は、北海道に一週間に続けて３つも台風が上陸し、また観測
史上初めて東北の太平洋側に台風10号が直接上陸し、岩手県や北海道に甚大な
被害を与えました。亡くなられた皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、
被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
　お手元に配付した資料１を御覧ください。こうして見ますと、我が国は毎年
必ず大規模な水害、土砂災害に見舞われています。このような最近の厳しい水
害の状況を見ますと、地球温暖化に伴って生じた気候変化の影響ではないかと
の懸念が生じます。
　気象庁では、３月30
日に地球温暖化予測情
報第９巻を取りまと
め、公表しました。配
付資料２、３のとおり
でございまして、最も
高濃度の温室効果ガス
排出が続くと想定した
場合に、今世紀末には
気温は4.5度、豪雨の
発生頻度も２倍以上に
なるというふうに予測
されています。
　まずは、地球温暖化
により豪雨災害が拡大
しているのではない
か、そして今後更に拡
大していくのではない
かとの懸念に対しまし
て、気象庁の見解をお
願いを申し上げます。

渡邊気象庁次長：御答弁申し上げます。
　気象庁が観測を行っている全国約1,300か所の地域気象観測所、アメダスの観測データでは、ここ30年余りで
見ると、豪雨災害をもたらすような雨の年間発生回数は、例えば１時間50ミリ以上の短時間強雨が約1.3倍、一

日当たり400ミリ以上の大雨が約1.7倍と、明瞭な増加傾向が現れております。個々の豪
雨災害について地球温暖化の影響に言及することは困難ではありますけれども、このよ
うな短時間強雨や大雨の増加傾向は地球温暖化が影響している可能性があると考えて
おります。
　また、気象庁が３月30日に公表しました地球温暖化予測情報第九巻では、温室効果ガ
スの排出が高いレベルで続く場合、21世紀末における１時間当たり50ミリ以上の短時間
強雨の発生頻度は全国平均で20世紀末の２倍以上になると予測しており、今後、豪雨災
害の拡大が懸念されるところでございます。

　気象庁では、今後とも、最新の技術を取り入れながら、気候変動の監視、予測に努めてまいります。

適応策としての事前防災の重要性について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　気象庁におきまして引き続きしっかりとモニタリングをしていただいて、気候変化の動向を把握していただく
とともに、必要に応じて警鐘を鳴らしていただきたい、そういうふうに思っております。
　次に、地球温暖化の適応策について伺いたいと思います。
　地球温暖化に伴う降雨の予測につきましては、配付資料の４でございますけれども、国土交通省で以前行った
シミュレーションでは、今世紀末には日最大降水量が日本の北部で20％から25％程度、中南部でも10％から15％
程度増加すると見込まれております。
　顕在化する気候変化に対しまして、地球温暖化対策としての緩和策、CO2の削減などを進めていくことも重要
ではありますけれども、一方で、こうして具体的に進行していく水害、土砂災害などにあらかじめしっかり備え
る適応策を事前防災という形で進めていくことが大事だというふうに考えております。アメリカでは最近こうし
た議論に逆行する動きがありまして、私自身はとて
も困ったことだというふうに思っておりますけれど
も、こうして水害、土砂災害が頻発している日本の
状況を踏まえますと、今すぐしっかり事前防災を進
める適応策に取り組む必要がある、そういうふうに
思っております。
　温暖化の適応策につきましては、地球温暖化対策
を所管する環境省が中心となりまして、気候変動の
影響への適応計画を平成27年11月に閣議決定してい
ます。また、気象庁の気候変動影響評価委員会の中
間取りまとめ、これが３月に出されましたが、配付
資料の５でございますけれども、気候変動の影響と
適応の基本的な施策が例示されてございまして、事
前の施設整備、すなわち事前防災にも言及しておら
れます。
　改めて、地球温暖
化対策を所管する環
境省に適応策として
の事前防災の重要性
について伺いますと
ともに、今後の取組
の方向について伺い
ます。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。
　今委員の方から御指摘ございましたとおり、平成24年のハリケーン・サンディの際の
アメリカでの取組ですとか、あるいは国土交通省の水災害に関する防災・減災対策本部
におけます検討を踏まえまして、荒川下流地域におきまして、荒川下流の堤防が決壊し
た場合に備えて、沿川自治体、それから鉄道事業者、通信事業者等とともに検討会を設
置して水害対応タイムラインの検討を進めているところでございます。
　現在は、平成28年３月に策定をいたしました荒川氾濫に対するタイムライン試行版を
運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進めているところでござ

います。また、昨年８月の常呂川における洪水では、作成されました水害対応タイムラインを活用いたしまして、
河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常より早い段階で避難勧告が発令されたところ
でありまして、北見市からは円滑な避難が実施できたという声もいただいているところでございます。
　タイムラインの普及に当たりましては、本年４月末現在、国管理河川沿川の680市町村で策定されている避難
勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めますとともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえま
して、全国20地域において荒川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めてまいりたいと思って
おります。さらに、これらの先行的な取組を参考といたしまして、各河川において設置されます大規模氾濫減災
協議会の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたいと考えているところでござい
ます。

要配慮者利用施設の避難計画について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　とても大事な施策であるというふうに認識しておりますので、しっかり普及に努めていただきたいというふう
に思います。
　次に、水防法第十五条の３、要配慮者の利用施設の避難計画の策定に関連して伺いたいと思います。
　私が局長時代の平成25年に水防法改正を行いまして、この要配慮者利用施設の避難計画策定を新たに努力義務
化をいたしました。その当時はそれで意義があるというふうに思っておりましたけれども、昨年の台風10号によ
る豪雨によって岩手県岩泉町の小本川が大氾濫して、皆さん御承知の高齢者のグループホームで９人の犠牲者が
出ました。昨年９月に被災地を調査させていただきましたけれども、この施設についてはあらかじめ避難計画が
作成されていなかったというふうにも伺いました。前回、平成25年の法改正のときに義務化をしておけばとい
うふうに悔やまれますし、私自身、責任を痛感をいたしております。
　要配慮者利用施設の避難計画策定を努力義務から義務化に変更することはとても大事なことだというふうに
思っています。避難計画の策定状況について伺いますとともに、今後義務化することによる効果の見通しについ
て伺いたいと思います。

山田水局長：お答えいたします。
　水防法に基づく避難確保計画作成の対象となる要配慮者利用施設は、平成28年３月末時点で31,208施設ありま
した。うち716施設で計画が作成されているというところでございます。
　これらの施設の計画作成を促進するため、今回の水防法改正におきまして、計画作成の義務化に併せて、まず
簡易な入力フォームを通じて避難確保計画を作成できるようにする等の手引きの充実、それから地方公共団体が
適切に計画作成を主導できるよう関係機関と連携した点検用マニュアルの作成、さらにモデルとなる地区におき
まして、関係機関等施設管理者等が連携して避難確保計画を検討、作成して、そこで得られた効果的な避難等に
関する知見を市町村に提供する等の支援を進めてまいりたいと考えております。
　また、これらの取組によりまして、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を促進して、利用者の円滑
かつ迅速な避難の確保が図られるものと考えているところでございます。

鎌形環境省地球環境局長：お答え申し上げます。
　中央環境審議会の気候変動影響評価報告書によりますと、温室効果ガスの増加により
まして、今世紀末には、20世紀末と比較して国内では最大で平均4.4度気温が上昇いた
しまして、降水量につきましても、大雨や短時間強雨の頻度、大雨による降水量の増加
などが将来的に予測されています。
　こうした予測結果を踏まえて、将来の災害リスク等に備えるために、御指摘ございま
したように、一昨年11月に気候変動への適応計画を閣議決定して、関係府省庁において
適応の取組を進めているところでございます。

　この適応計画におきましては、政府施策への適応の組み込みが基本戦略として示されております。水害に関す
る適応策の基本的な考え方としては、例えば災害リスク評価を踏まえた施設整備、できるだけ手戻りのない施設
の設計、避難、応急活動、事業継続などのための備えの充実など、事前防災の重要性が示されているところでご
ざいます。
　環境省といたしましては、災害リスクに備えるための材料となる予測データなどの科学的知見の充実に努め、
気候変動の影響や適応に関する情報基盤の整備などを進めることで、関係府省庁による適応策としての事前防災
の取組を後押ししてまいりたいと考えてございます。

水害対応タイムラインの効果について
足立敏之委員：ありがとうございました。
　環境省には是非とも適応策の旗振り役としての役割、特に事前防災の推進役としてしっかり取り組んでいただ
きますようお願いを申し上げたいと思います。地球温暖化は待ったなしだというふうに思っております。よろし
くお願いいたします。
　続きまして、今回の法改正でどのような点が改善されるのか、順次伺ってまいります。
　まず、水防法第十五条の９の、10の大規模氾濫減災協議会に関連して伺いたいと思います。
　私が水管理・国土保全局長の際に、アメリカでハリケーン・サンディによる大災害が発生しました。その被害
調査に、国土交通省が土木学会に呼びかけまして調査団を派遣しました。そこで、ニューヨーク市であらかじめ
作成したタイムラインに基づいて災害対応を行って効果を上げたというような情報を入手いたしまして、国交省
内で検討を経て、私の後任の水管理・国土保全局長、森北局長が導入を進めてきたものだというふうに認識して
ございます。
　配付資料の６でございます
が、これがタイムラインを簡略
化して示したものでございま
す。災害対応に関わる様々な主
体が連携して、あらかじめ災害
対応について手順を定めておく
ということはとても大事なこと
だというふうに思います。また、
水害以外の分野でも応用が可能
なものだというふうに考えてお
りますけれども、この水害対応
タイムラインの効果について実
例を挙げて示していただくとと
もに、今後どのように普及して
いく考えか伺いたいと思いま
す。

建設業等の水防活動への参画について
足立敏之委員：ありがとうございました。できるだけ早期にそうした取組に着手していただきたいというふうに
思います。よろしくお願いいたします。
　次に、水防法第十九条及び二十八条の民間を活用した水防活動について伺いたいと思います。
　災害対応の大切な担い手の一員である建設産業に水防活動を委託して活動していただくというのは、彼らが有
する技術力や重機を保有している機械力、そして地域の事情に精通していることなどを考えると大変大事なこと
であるというふうに思いますし、是非進めていただきたいというふうに思います。
　大規模な災害が発生しますと、警察、消防、自衛隊の活躍が目立つんですけれども、実は、建設産業の皆様が真っ
先に現場に駆け付けて、資料８、お手元に配っておりますけれども、ここに示したとおり、崩れた土砂の除去を
したり、アクセス道路を確保したり、決壊した堤防の復旧をしたり、様々なそうした緊急対応、そしてその後の
復旧復興の担い手として大切な
役割を献身的に果たされている
ということでございます。
　しかし、建設産業の皆様は、
警察や消防、自衛隊の皆さんと
は違いまして、日頃建設工事を
行う中で利益を上げて、それを
元に準備態勢を整えて、いざと
いうときに蓄積したポテンシャ
ルを発揮して対応しなければな
らないという宿命にあります。
このため、建設産業の皆さんが
継続的に活躍できる環境を維持
するということが大事でありま
して、そのためには一定量の工
事量の計画的確保、そして仕事
をすればちゃんと利潤が生まれ
る環境をつくり上げること、こ
の２点が大事だというふうに
考えております。
　水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、そしてその役割を継続的に果たしてい
くために国としてどのような取組が必要と考えるのか、伺います。

山田局長：お答えいたします。
　多くの地域で水防団員が減少あるいは高齢化等する中で、重機を所有して応急復旧の技術等を有しております
建設業者は、委員御指摘のとおり、水防活動等を担う地域の守り手として非常に重要な役割を果たしているとい
うふうに認識をしているところでございます。このため、今回の水防法改正では、建設業者が水防活動を円滑に
行われるよう、水防活動を行う建設業者が緊急時に他人の土地を通過すること等を認めることとしているところ
でございます。
　また、建設業者にこのような役割を継続的に担っていただくためには、安定的な経営が必要不可欠でございま
す。このため、国土交通省では、必要な公共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適
正な利潤を確保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的なダンピング対
策の実施等に取り組んでいるところでございます。
　さらに、国土交通省や多くの都道府県の公共工事の発注におきまして、水防活動を含めた災害活動の実績や災

ダム再生への国等の代行制度の導入について
足立敏之委員：ありがとうございます。
　何としても一日も早く避難計画策定の徹底をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
　次に、河川法十六条の４、そして水資源機構法第十九条の２の国、水資源機構の技術力の活用について伺いた
いと思います。
　昨年の北海道の水害では、石狩川水系の空知川の金山ダム、このダムで大量の洪水をダム湖にため切りまして、
下流の基準点の水位2.3メーターも下げるという大きな洪水調節効果を発揮いたしました。お手元に配付資料７
というのをお配りしてございますが、今年の２月にダム管理所にも伺いましたけれども、この写真を見ても金山
ダムの役割の大きさを感じていただけるのではないでしょうか。
　今後、温暖化が進行して豪雨災害が激化することを考えますと、流域の上流部に洪水をため込む施設があると
いうことは非常に大事なことだというふうに認識しております。このため、ダムの新設のみならず、再開発によ

る既存ダムのかさ上げや放流能力の拡大など、いわゆ
るダム再開発プロジェクト、この必要性が高まるとい
うふうに認識をいたしております。
　なお、ダムの再開発など技術的に難しいプロジェク
トについては、県や市町村では対応できません。国土
交通省で最後のダム屋と言われました私が対応しても
いいんですけれども、そういうわけにはいかなくなり
ましたものですから、是非ともダム技術の専門家を有
する国や水資源機構の支援を受けられるように措置す
ることが大事だというふうに思っております。
　ダムの再開発などの重要性について伺いますととも
に、その分野において、国、水資源機構の技術力の活
用の見込みについて伺いたいと思います。

山田局長：お答えいたします。
　ダム開発は、堤体の少しのかさ上げによりまして貯水容量を大きく増加させたり、あるいは容量再編によりま
して水没地などの社会的コストを抑制しつつ機能向上を図ったり、また短い期間で経済的に完成させて、早期に
治水、利水機能を強化する等の効果が期待されるものでございます。このため、既存ストックを有効活用するダ
ム再開発を今後より一層推進することが重要であるというふうに認識をしているところでございます。
　他方、ダムの再開発は既存のダムを運用しながら行われるものでございまして、その実施には高度な技術力を
要するものであります。近年、人員の不足ですとかあるいは技術力の低下が顕在化しております都道府県等では、
今後、工事を的確に実施できなくなるおそれがあります。これに対しまして、全国で継続的にダム事業を実施し
ている国土交通省やあるいは水資源機構は、このような工事について専門的知見や経験等を有しております。例
えば、国土交通省が実施をしております鶴田ダム再開発事業では、大水深での水中施工技術等の最新技術を活
用しまして新たな放流設備の増設等を行って、これまで使用していなかった容量を有効に活用することにより、
早期に治水機能の強化を図ったところでござい
ます。
　今回、このような知見等を活用して都道府県等
を技術的に支援するため、河川法等の改正により
まして、これらの工事を国及び水資源機構が代
わって実施することができる権限代行制度を創設
し、都道府県等におけるダム再開発を更に推進し
てまいりたいと考えているところでございます。
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害協定の締結を総合評価落札方式の評価対象としておりまして、建設業者の水防活動への参画に寄与していると
考えております。
　これらの取組を通じまして、引き続き建設業者に持続的に水防活動に参画していただき、地域の守り手として
の役割を担っていただけるよう環境整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。

地球温暖化に伴う気候変化に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございました。
　建設産業は決してなくなってはいけない、なくしてはいけない大事な産業だというふうに思います。その持続
的な発展に向けまして、重ねて申し上げますが、一定量の工事量の計画的確保、そして、仕事をすれば必ず利潤
が生まれる、品確法を徹底したそういった環境をつくり上げていくこと、この２点が大変大事だというふうに思っ
ておりまして、国土交通省としても全力を尽くしていただきますようお願いを申し上げたいと思います。
　最後の質問に移ります。
　冒頭でも申しましたとおり、過去に経験したことがなかったような気象現象が全国各地で頻繁に起こっており
ます。このため、地球温暖化による気候変化の影響を真剣に考えないといけない、そういうふうに思います。そ
のためには、今回の法改正で実施される事項をしっかり進めるとともに、事前の防災対策を着実に進めていくこ
とがとても重要だというふうに認識しております。
　そのような認識の下、石井国土交通大臣の御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：地球温暖化による気候変動等の影響によりまして、水害の頻発
化、激甚化が懸念されております。委員御指摘の洪水に備えた事前の防災対策は、
被害軽減上極めて重要と考えております。
　そのため、堤防整備や河道掘削等のハード整備を着実に推進する取組や、ダムの
再開発等の既存ストックを最大限に活用する取組等を強力に進めてまいります。
　また、今回の水防法等の改正によりまして、関係者が密接に連携し減災対策を総
合的かつ一体的に推進するための協議会制度の創設や、要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成等の義務化等を図りまして、ハード、ソフト一体となった取組
を進めてまいります。
　今後とも、国土交通省の現場力を最大限活用いたしまして、水害から国民の生命
と財産を守るため、全力を挙げまして防災・減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　予防に勝る治療なしというふうに言います。平成17年にアメリカで発生したハリケーン・カトリーナの被害は
約2,000億ドルに上りますけれども、事前に20億ドルの投資をしておけばこの被害が防げたというふうに言われ
ています。また、平成12年の東海豪雨の際にも、事前に庄内
川、新川に716億円の治水投資をしていれば約5,500億円の被
害が軽減できたというふうに見込まれています。しっかり治
水対策の予算を確保して事前防災に努めることが大事だとい
うふうに思っております。
　先ほども申しましたけれども、地球温暖化対策はもう待っ
たなし、そういう時点に来ていると思います。是非とも、国
土交通省に、温暖化対策にご尽力いただくようにお願いを申
し上げまして、私の質問を終えさせていただきます。
　ありがとうございました。
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