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参議院国土交通委員会において、今年全国各地で頻発した豪雨災害を踏ま
えて、地球温暖化に伴う水害、土砂災害の頻発、激甚化への対応、必要な
予算の確保について質問を行い、石井啓一国土交通大臣等から今後の取り
組み方針についてご答弁をいただきました。
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野田国義国土交通委員長：国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、
質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。
 
災害復旧・流木対策のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今日はトップバッターを務め
させていただきます。野田委員長始め各理事の皆様方には、質問の機会を与えてい
ただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
　私は、国土交通省で、水管理・国土保全局長あるいは技監として地球温暖化対策
に長らく取り組んでまいりました。特に、気候変化に伴う水害、土砂災害の頻発、

激甚化への対応に重点的に取り組んでまいりました。今日もそういう観点から御質問をさせていただきたいと思
います。さて、今年一年も、九州北部豪雨を始め、災害の多い年でありました。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ます。
　私は、災害が発生するたびに現地に足を運ばせていただきました。この一年、九州北部の福岡県及び大分県（日
田市）、長崎県の壱岐、秋田県、大分県（佐伯市・津久見市）、大阪府及び和歌山県、京都府北部など被災現場を
訪れまして、災害対策の課題について調査を進めてまいりました。本日はその結果を踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　地球温暖化によると考えられる気候変化に伴いまして、これまで経験したことがないような激甚な豪雨災害が
頻発しております。お手元の配付資料１を御覧いただければと思います。秋田県の雄物川なんですけれども、出
水時の写真でございます。この雄物川や京都府の由良川などを見ますと、しっかりと河川整備を行ってきた箇所
や過去に災害を受けて災害復旧事業を行ってきたところでは、大きな被害は発生していませんでした。しかし、
施工の順序の関係で整備が遅れていた箇
所や用地問題などで堤防の整備が遅れて
いたところは、越水氾濫して大規模な浸水
被害が発生しています。この右の方の写真
がそうですけれども、堤防が整備の途中で
ございます。
　次に、資料の２、３を御覧ください。福
岡県の寺内ダムや、実は私が若い頃に現場
で建設工事に携わりました秋田県の玉川ダ
ム、こういったダムのように、洪水をほと
んど貯水池にため込みまして、大きな洪水
調節効果を発揮してダム下流の浸水被害を
大きく軽減した例が今年もありました。こ
うしたことからすると、ダムの整備も含め
まして地道に着実に河川整備を進めていく
ことが必要というふうに考えています。
　一方、中小河川あるいは大河川の支川に
おきまして、その川の流下能力を大きく超
える出水で深刻な被害が発生しているとこ
ろが見られました。次の資料の４でござい
ますけれども、福岡県の筑後川水系の赤谷
川、それから大分県の佐伯市の番匠川水系
の井崎川などがそうなんですけれども、資
料４の災害前と災害後を比較すると、川の

会議録 第195回 特別国会　参議院国土交通委員会

幅が大きく変化していることに驚かれると
思います。
　このように地球温暖化に伴いまして豪雨
災害が激化している状況下では、災害前の
状況に戻す原形復旧では十分な対応となら
ないということは明らかだと思います。し
たがいまして、災害復旧に当たりまして
は、再度災害防止など改良復旧を行うこと
が必要であるというふうに考えられます。
　また、九州北部豪雨を始め、流木による
激甚な被害が各地で顕著でした。その際、
先ほどの資料２の寺内ダムを御覧いただけ
れば、たくさんの流木を貯水池にため込ん
でいるということが分かりますし、資料の
５、そこに示しました砂防ダムのような施
設が流木を捕捉して下流の被害を大きく軽
減するという効果を発揮しています。この
ため、河川の上流部におきまして事前の流
木対策を工夫して、その措置を講じること
が大事だというふうに考えました。
　そこで、質問をさせていただきます。
　地球温暖化に伴いまして今後豪雨災害が
増加することを考えますと、災害復旧に当
たって、原形復旧では不十分で、再度災害
防止など改良復旧を行うことが必要である
と考えられますが、どのように考えておら
れるのか、見解を伺います。また、九州北
部豪雨を始め、上流部からの土砂や流木に
よる被害が大きかったのですが、今後の対
策をどのように考えるのか、併せて伺いま
す。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたし
ます。
　甚大な被害を受けた被災地におきましては、早期復旧を図るとともに、より災害に強い地域をつくっていくこ
とが求められるために、原形復旧のみならず、再度災害防止を図ることができるよう、川幅を広げる等の機能を
強化する改良復旧事業の活用を図ることが重要と思っております。このために、九州北部豪雨災害では、改良復

旧事業等の活用を進めるための災害復旧事業の適用拡充を二点行いました。
　まず、大量の土砂、流木により埋まっている河川で、公共土木施設を全て壊れている
ものとして扱うことで迅速に災害査定を実施し、事業採択をいたしました。これにより、
改良復旧事業の事業計画の策定など早期に取りかかることができるようになりました。
さらに、著しく埋まっている河川につきましては、川幅を広げるなど一定の計画に基づ
いて行う改良的な復旧事業を、国庫負担率が三分の二以上の災害復旧事業により初めて
事業採択をいたしました。この結果、地方負担の軽減と改良復旧としての資料作成の効
率化を図ったところでございます。

激甚な災害時の入札契約のあり方について
足立敏之委員：高速道路は、定時性の確保
などから物流面での働き方改革にも大きく
寄与するものだというふうに考えておりま
すので、しっかりと進めていただければ有
り難いというふうに思います。
　次に、災害時の入札契約の在り方につい
て伺います。
　資料７を御覧ください。大規模な災害が
発生しますと、警察や消防、自衛隊だけで
なくて、資料７に示すとおり、地域の建設
産業の皆様方が真っ先に現場に駆け付け
て、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確
保、決壊した堤防の復旧、河岸侵食で被災
した道路の復旧など、様々な緊急対応やそ
の後の復旧復興の担い手として本当に厳し
い環境の中で全力で頑張っていただいています。そして、地域にとって大変大きな役割を果たしていただいてお
ります。
　災害発生後の応急対応や復旧に当たりましては、現地の状況に応じて確実な施工が可能な地域の建設産業の皆
様にスピード感を持って契約をして施工を図る必要があると考えます。
　国土交通省においては、基本的な手続のガイドラインを取りまとめて入札契約の改善に努めているというふう
に聞いておりますけれども、発注者における入札等の運用実態、そして今後の取組について伺います。

五道大臣官房技術審議官：お答えいたします。
　被災地の早期の復旧復興のため、災害復旧工事の発注に当たっては、早期かつ確実な
施工が可能な者を短期間で選定することが重要であります。このため、国土交通省で
は、本年７月に、工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適切な入札契約方式
等を選定する基本的な考え方を示した災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライ
ンを策定したところでございます。
　昨年の熊本地震、また本年の九州北部豪雨の災害復旧に当たり、国土交通省直轄工事
において緊急度の高い復旧工事合計約120件に随意契約を適用したほか、熊本地震では、

一般競争入札における手続日数の短縮や施工者が設計段階から関与することで早期の工事着手が可能となる技術
提案・交渉方式の導入等により、早期の復旧に努めてきたところでございます。
　今後とも、直轄工事において本ガイドラインの適用の徹底を図るとともに、都道府県や市町村まで浸透するよ
う、土木部長等会議や全ての市町村が参画する地域発注者協議会等の場を活用して周知に努めてまいります。

防災・減災対策の予算確保について
足立敏之委員：先ほども申しました、警察や消防、自衛隊の皆さんが災害対応の準備をする際には本来の公務と
して活動されているんですけれども、建設産業は、日頃建設工事を行う中で利益を上げて、それによりまして準
備態勢を整えなきゃいけません。いざというときに、そういう態勢を基に国や都道府県、市町村の要請を受けて
蓄積したポテンシャルを発揮して対応しているわけでありますが、したがいまして、建設産業が将来にわたって
しっかり活躍できる環境を保持することが大事でありまして、一定の工事量の計画的な確保、そして、仕事を
すればちゃんとそこで利潤が生まれるそういう環境づくり、この二点は国の重要な責務だというふうに思って
おります。

　また、土砂、流木による甚大な被害が発生したことを踏まえまして、９月より、全国の中小河川の上流域にお
ける土砂、流木による被害の危険性を点検いたしました。その結果、全国で抽出された約700渓流におきまして
は、今後３年間で流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置等を重点的に整備するなど、全国の安全、安心
の確保に向けて土砂・流木対策を積極的に推進してまいりたいと考えております。

高規格道路の整備促進と山間部道路の強靱化の推進について
足立敏之委員：今御説明のありました中小
河川の緊急点検は、とても大事なことだと高
く評価しております。しっかりと対応してい
ただければ有り難いというふうに思います。
　次に、道路について伺います。
　九州北部豪雨の際には、資料６の写真を御
覧いただきたいんですけれども、被害の大き
かった福岡県の朝倉市や大分県の日田市、こ
れに対する交通アクセスなんですけれども、
ここを走っております大分自動車道が、道路
の下の方は大変な被害が出ているんですけれ
ども、アクセスをしっかりと支えました。ま
た、私が伺いました大分県の佐伯市や津久見
市の水害の際にも、東九州自動車道がそうい
うアクセスを支えておりました。そうした高速道路の大切な役割を考えますと、高速道路のミッシングリンクの解消、
そして四車線化を全国的に急ぐべきだと考えますが、見解を伺います。
　また、九州北部では、資料の６の右側の方に孤立集落の図がございますけれども、おびただしい数の孤立集落が発
生しました。山間部の道路が河岸侵食により被災したり、渓流からの土砂の流出や流木で通行が妨げられたりしたた
めでございますけれども、地域の孤立化を防ぐための道路の強靱化策、これが必要だというふうに考えますが、今後
の進め方について伺います。

石川道路局長：お答えいたします。
　高規格幹線道路は、つながってこそ本来の機能を発揮するものでございます。早期に
ミッシングリンクを解消することで拠点を結ぶ広域的なネットワークが形成され、企業
立地、観光交流が進むほか、リダンダンシーが確保されることにより被災地への迅速な
支援活動等に大きく貢献いたします。
　例えば、委員御指摘のとおり、今年の７月に発生いたしました九州北部豪雨におきま
しては、被害の大きかった朝倉市や東峰村に対し大分自動車道を活用して食料、衣類等
を輸送するなど、高規格幹線道路が被災地への円滑な物資輸送に大きな役割を果たしま

した。
　国土交通省といたしましては、今後とも、重点化や効率化を図りつつ、一日も早くネットワークがつながるこ
とを目指し、高規格幹線道路ネットワークの整備を着実に進めてまいります。あわせまして、高規格幹線道路の
暫定二車線区間につきましては、走行速度の低下や対面交通による安全性の課題に加えまして、大規模災害時の
復旧等に課題があるため、四車線化や付加車線の設置等の機動的な対策に取り組んでまいります。
　また、台風や豪雨等による道路寸断による地域の孤立化を防ぐという観点から、道路の防災対策は大変重要で
あると認識をしております。このため、豪雨等による道路のり面の崩壊を防止するためののり面保護や、危険な
のり面を回避するためのバイパス整備等を行っているところでございます。
　今後とも、地域の孤立化を防ぐため、災害に強い道路整備に努めてまいります。

６兆円規模まで戻っております。しかし、最近の災害の状況等を見ますと、幾ら何でも少な過ぎる、そういうふ
うに考えています。
　プライマリーバランスの撤廃を訴える方々もいらっしゃいますけれども、そういう議論もございますが、是非
ともアベノミクスでうたっている財政出動をしっかり取り組んでいただきまして、先ほども申し上げましたけれ
ども、建設国債を充当することによりまして財政への影響も少なくそういったことが可能になるというふうに考
えておりますので、公共事業予算をしっかりと増額するようにお願いしたいというふうに思います。
　最後の質問に移ります。
　地球温暖化による気候変化の影響は待ったなしでありまして、毎年頻発する洪水、土砂災害に対しまして、ソ
フト対策も大事ですけれども、やはりハード対策も大事であります。中でも、事前の防災・減災対策がとても重
要だというふうに思っております。
　最後に、石井国土交通大臣に御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：本年も九州北部豪雨など各地で甚大な被害が発生をしておりまして、
今後、気候変動の影響により更に大雨の頻度や降水量が増大をし、水害が頻発化、激甚
化することが懸念をされております。このような災害に対しましては、施設では防ぎ切
れない大洪水は発生するものとの考えに立ちまして、社会全体で洪水に備える水防災意
識社会の再構築の取組をハード、ソフト一体となって進めることが重要であると考えて
おります。
　このため、堤防整備等のハード整備を着実に推進する取組、ダムのかさ上げ等の既存
ストックを最大限に活用する取組など、氾濫被害を未然に防ぐハード対策を進めるとと

もに、関係者が総合的かつ一体的に取り組むための協議会の設立、避難勧告の発令に資する水害対応タイムライ
ンの作成など、氾濫被害の軽減を図る取組を進めているところであります。
　また、九州北部豪雨等の課題を踏まえて今般取りまとめました中小河川緊急治水対策プロジェクトに基づきま
して、全国の中小河川において、今後おおむね三年間で緊急的に、流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置、
多数の家屋や重要な施設の浸水被害を解消するための河道の掘削、洪水に特化した低コストの水位計の設置など
のハード・ソフト対策を推進してまいります。
　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
げて防災・減災対策に取り組んでまいりたいと存じます。

足立敏之委員：御答弁ありがとうございました。
　冒頭にも申し上げましたけれども、事前にしっかりと整備をしている河川では大きな被害は出ておりません。
また、整備が遅れていた河川では残念ながら浸水による大きな被害が出ています。そういった現状を考えます
と、やはりあらかじめしっかりとした事前に防災対策を行っておくということが大事だというふうに思います。
　予防に勝る治療なしというふうに言うんですけれども、例えば平成17年にアメ
リカで発生しましたハリケーン・カトリーナの被害では、被害額は約2,000億に
上っております。しかし、事前にいろんな治水対策を約20億ドル投資しておけば
この被害は防げたのではないかというふうに言われております。また、日本にお
きましても、東海豪雨というのが平成12年、名古屋を襲いましたけれども、この
災害のときに、あらかじめ庄内川、新川という川に716億円の治水投資をしてお
けば約5,500億円の被害が軽減できたというふうに言われています。
　予防に勝る治療なし、そういった事前のしっかりとした治水対策を進めていく
ことが今後とも大事でありまして、そのためには財務省にもしっかり治水予算を
含み公共事業予算を確保していただきまして、地球温暖化に伴います様々な影響
を未然に防ぐようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
　以上です。

　入札契約の改善も、そのために必要なことです。随意契約や指名競争入札の活用など、スピーディーな工事発
注のために是非とも御尽力をいただくようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、必要な予算の確保について財務省に伺います。
　地球温暖化に伴う災害の激甚化に対応するためには、あらかじめ事前の防災・減災対策を進めることが大事で
あります。昨年は公共事業について1.6兆円規模の補正予算が確保され、防災・減災対策などにも充当されました。
今年度の激甚な災害の状況を踏まえますと、同様の大型補正予算を確保する必要があるというふうに考えます。
今朝の新聞を見ますと、補正予算の規模についての記事がございましたが、建設国債を充てるということですの
で財政への影響も軽減できるのではないかというふうに考えております。
　やらなくてはならないインフラ整備は幾らでもあります。治水施設の整備や老朽化対策、河川の河道内の土砂
の除去、流木対策、道路の強靱化等、予防措置を含めて全国で緊急的に進める必要があります。平成30年度予算
の大幅な増額と大規模な補正予算が必要と考えますが、財務省の見解を伺います。

大鹿主計局次長：お答えいたします。
　公共事業予算につきましては、まず当初予算におきまして、経済・財政再生計画にお
ける目安を踏まえて安定的な予算額の確保を図る中におきまして、日本経済の成長力あ
るいは生産性を高めるための事業のほかに、今委員御指摘の自然災害が頻発化、激甚化
していることを踏まえまして防災・減災対策への重点化を進めてきているところでござ
います。
　また、災害等による追加財政需要に対しましては補正予算により機動的に対応してき
ておりますけれども、この29年度の補正予算におきましても、災害復旧事業に加えまし

て、防災・減災対策に万全を期すという観点から編成するということとしております。
　財政事情が依然として極めて厳しい状況ではありますけれども、こうした点をしっかりと踏まえながら、引き
続き予算編成作業を進めてまいりたいというふうに考えております。

事前の防災・減災対策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す。
　公共事業予算につきましては、平成10年度には補正予算と合わせて15兆円近くありました。その後、徐々に減
少しまして、平成21年度の当初予算は7.1兆円、その後、民主党政権下で更に削減が続きまして、平成24年度の
当初予算は4.6兆円まで減少してしまいました。その後、自公政権に戻り、当初予算はここのところ４年連続で
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［資料１］河川整備の効果
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野田国義国土交通委員長：国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、
質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。
 
災害復旧・流木対策のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今日はトップバッターを務め
させていただきます。野田委員長始め各理事の皆様方には、質問の機会を与えてい
ただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
　私は、国土交通省で、水管理・国土保全局長あるいは技監として地球温暖化対策
に長らく取り組んでまいりました。特に、気候変化に伴う水害、土砂災害の頻発、

激甚化への対応に重点的に取り組んでまいりました。今日もそういう観点から御質問をさせていただきたいと思
います。さて、今年一年も、九州北部豪雨を始め、災害の多い年でありました。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ます。
　私は、災害が発生するたびに現地に足を運ばせていただきました。この一年、九州北部の福岡県及び大分県（日
田市）、長崎県の壱岐、秋田県、大分県（佐伯市・津久見市）、大阪府及び和歌山県、京都府北部など被災現場を
訪れまして、災害対策の課題について調査を進めてまいりました。本日はその結果を踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　地球温暖化によると考えられる気候変化に伴いまして、これまで経験したことがないような激甚な豪雨災害が
頻発しております。お手元の配付資料１を御覧いただければと思います。秋田県の雄物川なんですけれども、出
水時の写真でございます。この雄物川や京都府の由良川などを見ますと、しっかりと河川整備を行ってきた箇所
や過去に災害を受けて災害復旧事業を行ってきたところでは、大きな被害は発生していませんでした。しかし、
施工の順序の関係で整備が遅れていた箇
所や用地問題などで堤防の整備が遅れて
いたところは、越水氾濫して大規模な浸水
被害が発生しています。この右の方の写真
がそうですけれども、堤防が整備の途中で
ございます。
　次に、資料の２、３を御覧ください。福
岡県の寺内ダムや、実は私が若い頃に現場
で建設工事に携わりました秋田県の玉川ダ
ム、こういったダムのように、洪水をほと
んど貯水池にため込みまして、大きな洪水
調節効果を発揮してダム下流の浸水被害を
大きく軽減した例が今年もありました。こ
うしたことからすると、ダムの整備も含め
まして地道に着実に河川整備を進めていく
ことが必要というふうに考えています。
　一方、中小河川あるいは大河川の支川に
おきまして、その川の流下能力を大きく超
える出水で深刻な被害が発生しているとこ
ろが見られました。次の資料の４でござい
ますけれども、福岡県の筑後川水系の赤谷
川、それから大分県の佐伯市の番匠川水系
の井崎川などがそうなんですけれども、資
料４の災害前と災害後を比較すると、川の
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幅が大きく変化していることに驚かれると
思います。
　このように地球温暖化に伴いまして豪雨
災害が激化している状況下では、災害前の
状況に戻す原形復旧では十分な対応となら
ないということは明らかだと思います。し
たがいまして、災害復旧に当たりまして
は、再度災害防止など改良復旧を行うこと
が必要であるというふうに考えられます。
　また、九州北部豪雨を始め、流木による
激甚な被害が各地で顕著でした。その際、
先ほどの資料２の寺内ダムを御覧いただけ
れば、たくさんの流木を貯水池にため込ん
でいるということが分かりますし、資料の
５、そこに示しました砂防ダムのような施
設が流木を捕捉して下流の被害を大きく軽
減するという効果を発揮しています。この
ため、河川の上流部におきまして事前の流
木対策を工夫して、その措置を講じること
が大事だというふうに考えました。
　そこで、質問をさせていただきます。
　地球温暖化に伴いまして今後豪雨災害が
増加することを考えますと、災害復旧に当
たって、原形復旧では不十分で、再度災害
防止など改良復旧を行うことが必要である
と考えられますが、どのように考えておら
れるのか、見解を伺います。また、九州北
部豪雨を始め、上流部からの土砂や流木に
よる被害が大きかったのですが、今後の対
策をどのように考えるのか、併せて伺いま
す。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたし
ます。
　甚大な被害を受けた被災地におきましては、早期復旧を図るとともに、より災害に強い地域をつくっていくこ
とが求められるために、原形復旧のみならず、再度災害防止を図ることができるよう、川幅を広げる等の機能を
強化する改良復旧事業の活用を図ることが重要と思っております。このために、九州北部豪雨災害では、改良復

旧事業等の活用を進めるための災害復旧事業の適用拡充を二点行いました。
　まず、大量の土砂、流木により埋まっている河川で、公共土木施設を全て壊れている
ものとして扱うことで迅速に災害査定を実施し、事業採択をいたしました。これにより、
改良復旧事業の事業計画の策定など早期に取りかかることができるようになりました。
さらに、著しく埋まっている河川につきましては、川幅を広げるなど一定の計画に基づ
いて行う改良的な復旧事業を、国庫負担率が三分の二以上の災害復旧事業により初めて
事業採択をいたしました。この結果、地方負担の軽減と改良復旧としての資料作成の効
率化を図ったところでございます。

激甚な災害時の入札契約のあり方について
足立敏之委員：高速道路は、定時性の確保
などから物流面での働き方改革にも大きく
寄与するものだというふうに考えておりま
すので、しっかりと進めていただければ有
り難いというふうに思います。
　次に、災害時の入札契約の在り方につい
て伺います。
　資料７を御覧ください。大規模な災害が
発生しますと、警察や消防、自衛隊だけで
なくて、資料７に示すとおり、地域の建設
産業の皆様方が真っ先に現場に駆け付け
て、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確
保、決壊した堤防の復旧、河岸侵食で被災
した道路の復旧など、様々な緊急対応やそ
の後の復旧復興の担い手として本当に厳し
い環境の中で全力で頑張っていただいています。そして、地域にとって大変大きな役割を果たしていただいてお
ります。
　災害発生後の応急対応や復旧に当たりましては、現地の状況に応じて確実な施工が可能な地域の建設産業の皆
様にスピード感を持って契約をして施工を図る必要があると考えます。
　国土交通省においては、基本的な手続のガイドラインを取りまとめて入札契約の改善に努めているというふう
に聞いておりますけれども、発注者における入札等の運用実態、そして今後の取組について伺います。

五道大臣官房技術審議官：お答えいたします。
　被災地の早期の復旧復興のため、災害復旧工事の発注に当たっては、早期かつ確実な
施工が可能な者を短期間で選定することが重要であります。このため、国土交通省で
は、本年７月に、工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適切な入札契約方式
等を選定する基本的な考え方を示した災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライ
ンを策定したところでございます。
　昨年の熊本地震、また本年の九州北部豪雨の災害復旧に当たり、国土交通省直轄工事
において緊急度の高い復旧工事合計約120件に随意契約を適用したほか、熊本地震では、

一般競争入札における手続日数の短縮や施工者が設計段階から関与することで早期の工事着手が可能となる技術
提案・交渉方式の導入等により、早期の復旧に努めてきたところでございます。
　今後とも、直轄工事において本ガイドラインの適用の徹底を図るとともに、都道府県や市町村まで浸透するよ
う、土木部長等会議や全ての市町村が参画する地域発注者協議会等の場を活用して周知に努めてまいります。

防災・減災対策の予算確保について
足立敏之委員：先ほども申しました、警察や消防、自衛隊の皆さんが災害対応の準備をする際には本来の公務と
して活動されているんですけれども、建設産業は、日頃建設工事を行う中で利益を上げて、それによりまして準
備態勢を整えなきゃいけません。いざというときに、そういう態勢を基に国や都道府県、市町村の要請を受けて
蓄積したポテンシャルを発揮して対応しているわけでありますが、したがいまして、建設産業が将来にわたって
しっかり活躍できる環境を保持することが大事でありまして、一定の工事量の計画的な確保、そして、仕事を
すればちゃんとそこで利潤が生まれるそういう環境づくり、この二点は国の重要な責務だというふうに思って
おります。

　また、土砂、流木による甚大な被害が発生したことを踏まえまして、９月より、全国の中小河川の上流域にお
ける土砂、流木による被害の危険性を点検いたしました。その結果、全国で抽出された約700渓流におきまして
は、今後３年間で流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置等を重点的に整備するなど、全国の安全、安心
の確保に向けて土砂・流木対策を積極的に推進してまいりたいと考えております。

高規格道路の整備促進と山間部道路の強靱化の推進について
足立敏之委員：今御説明のありました中小
河川の緊急点検は、とても大事なことだと高
く評価しております。しっかりと対応してい
ただければ有り難いというふうに思います。
　次に、道路について伺います。
　九州北部豪雨の際には、資料６の写真を御
覧いただきたいんですけれども、被害の大き
かった福岡県の朝倉市や大分県の日田市、こ
れに対する交通アクセスなんですけれども、
ここを走っております大分自動車道が、道路
の下の方は大変な被害が出ているんですけれ
ども、アクセスをしっかりと支えました。ま
た、私が伺いました大分県の佐伯市や津久見
市の水害の際にも、東九州自動車道がそうい
うアクセスを支えておりました。そうした高速道路の大切な役割を考えますと、高速道路のミッシングリンクの解消、
そして四車線化を全国的に急ぐべきだと考えますが、見解を伺います。
　また、九州北部では、資料の６の右側の方に孤立集落の図がございますけれども、おびただしい数の孤立集落が発
生しました。山間部の道路が河岸侵食により被災したり、渓流からの土砂の流出や流木で通行が妨げられたりしたた
めでございますけれども、地域の孤立化を防ぐための道路の強靱化策、これが必要だというふうに考えますが、今後
の進め方について伺います。

石川道路局長：お答えいたします。
　高規格幹線道路は、つながってこそ本来の機能を発揮するものでございます。早期に
ミッシングリンクを解消することで拠点を結ぶ広域的なネットワークが形成され、企業
立地、観光交流が進むほか、リダンダンシーが確保されることにより被災地への迅速な
支援活動等に大きく貢献いたします。
　例えば、委員御指摘のとおり、今年の７月に発生いたしました九州北部豪雨におきま
しては、被害の大きかった朝倉市や東峰村に対し大分自動車道を活用して食料、衣類等
を輸送するなど、高規格幹線道路が被災地への円滑な物資輸送に大きな役割を果たしま

した。
　国土交通省といたしましては、今後とも、重点化や効率化を図りつつ、一日も早くネットワークがつながるこ
とを目指し、高規格幹線道路ネットワークの整備を着実に進めてまいります。あわせまして、高規格幹線道路の
暫定二車線区間につきましては、走行速度の低下や対面交通による安全性の課題に加えまして、大規模災害時の
復旧等に課題があるため、四車線化や付加車線の設置等の機動的な対策に取り組んでまいります。
　また、台風や豪雨等による道路寸断による地域の孤立化を防ぐという観点から、道路の防災対策は大変重要で
あると認識をしております。このため、豪雨等による道路のり面の崩壊を防止するためののり面保護や、危険な
のり面を回避するためのバイパス整備等を行っているところでございます。
　今後とも、地域の孤立化を防ぐため、災害に強い道路整備に努めてまいります。

６兆円規模まで戻っております。しかし、最近の災害の状況等を見ますと、幾ら何でも少な過ぎる、そういうふ
うに考えています。
　プライマリーバランスの撤廃を訴える方々もいらっしゃいますけれども、そういう議論もございますが、是非
ともアベノミクスでうたっている財政出動をしっかり取り組んでいただきまして、先ほども申し上げましたけれ
ども、建設国債を充当することによりまして財政への影響も少なくそういったことが可能になるというふうに考
えておりますので、公共事業予算をしっかりと増額するようにお願いしたいというふうに思います。
　最後の質問に移ります。
　地球温暖化による気候変化の影響は待ったなしでありまして、毎年頻発する洪水、土砂災害に対しまして、ソ
フト対策も大事ですけれども、やはりハード対策も大事であります。中でも、事前の防災・減災対策がとても重
要だというふうに思っております。
　最後に、石井国土交通大臣に御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：本年も九州北部豪雨など各地で甚大な被害が発生をしておりまして、
今後、気候変動の影響により更に大雨の頻度や降水量が増大をし、水害が頻発化、激甚
化することが懸念をされております。このような災害に対しましては、施設では防ぎ切
れない大洪水は発生するものとの考えに立ちまして、社会全体で洪水に備える水防災意
識社会の再構築の取組をハード、ソフト一体となって進めることが重要であると考えて
おります。
　このため、堤防整備等のハード整備を着実に推進する取組、ダムのかさ上げ等の既存
ストックを最大限に活用する取組など、氾濫被害を未然に防ぐハード対策を進めるとと

もに、関係者が総合的かつ一体的に取り組むための協議会の設立、避難勧告の発令に資する水害対応タイムライ
ンの作成など、氾濫被害の軽減を図る取組を進めているところであります。
　また、九州北部豪雨等の課題を踏まえて今般取りまとめました中小河川緊急治水対策プロジェクトに基づきま
して、全国の中小河川において、今後おおむね三年間で緊急的に、流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置、
多数の家屋や重要な施設の浸水被害を解消するための河道の掘削、洪水に特化した低コストの水位計の設置など
のハード・ソフト対策を推進してまいります。
　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
げて防災・減災対策に取り組んでまいりたいと存じます。

足立敏之委員：御答弁ありがとうございました。
　冒頭にも申し上げましたけれども、事前にしっかりと整備をしている河川では大きな被害は出ておりません。
また、整備が遅れていた河川では残念ながら浸水による大きな被害が出ています。そういった現状を考えます
と、やはりあらかじめしっかりとした事前に防災対策を行っておくということが大事だというふうに思います。
　予防に勝る治療なしというふうに言うんですけれども、例えば平成17年にアメ
リカで発生しましたハリケーン・カトリーナの被害では、被害額は約2,000億に
上っております。しかし、事前にいろんな治水対策を約20億ドル投資しておけば
この被害は防げたのではないかというふうに言われております。また、日本にお
きましても、東海豪雨というのが平成12年、名古屋を襲いましたけれども、この
災害のときに、あらかじめ庄内川、新川という川に716億円の治水投資をしてお
けば約5,500億円の被害が軽減できたというふうに言われています。
　予防に勝る治療なし、そういった事前のしっかりとした治水対策を進めていく
ことが今後とも大事でありまして、そのためには財務省にもしっかり治水予算を
含み公共事業予算を確保していただきまして、地球温暖化に伴います様々な影響
を未然に防ぐようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
　以上です。

　入札契約の改善も、そのために必要なことです。随意契約や指名競争入札の活用など、スピーディーな工事発
注のために是非とも御尽力をいただくようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、必要な予算の確保について財務省に伺います。
　地球温暖化に伴う災害の激甚化に対応するためには、あらかじめ事前の防災・減災対策を進めることが大事で
あります。昨年は公共事業について1.6兆円規模の補正予算が確保され、防災・減災対策などにも充当されました。
今年度の激甚な災害の状況を踏まえますと、同様の大型補正予算を確保する必要があるというふうに考えます。
今朝の新聞を見ますと、補正予算の規模についての記事がございましたが、建設国債を充てるということですの
で財政への影響も軽減できるのではないかというふうに考えております。
　やらなくてはならないインフラ整備は幾らでもあります。治水施設の整備や老朽化対策、河川の河道内の土砂
の除去、流木対策、道路の強靱化等、予防措置を含めて全国で緊急的に進める必要があります。平成30年度予算
の大幅な増額と大規模な補正予算が必要と考えますが、財務省の見解を伺います。

大鹿主計局次長：お答えいたします。
　公共事業予算につきましては、まず当初予算におきまして、経済・財政再生計画にお
ける目安を踏まえて安定的な予算額の確保を図る中におきまして、日本経済の成長力あ
るいは生産性を高めるための事業のほかに、今委員御指摘の自然災害が頻発化、激甚化
していることを踏まえまして防災・減災対策への重点化を進めてきているところでござ
います。
　また、災害等による追加財政需要に対しましては補正予算により機動的に対応してき
ておりますけれども、この29年度の補正予算におきましても、災害復旧事業に加えまし

て、防災・減災対策に万全を期すという観点から編成するということとしております。
　財政事情が依然として極めて厳しい状況ではありますけれども、こうした点をしっかりと踏まえながら、引き
続き予算編成作業を進めてまいりたいというふうに考えております。

事前の防災・減災対策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す。
　公共事業予算につきましては、平成10年度には補正予算と合わせて15兆円近くありました。その後、徐々に減
少しまして、平成21年度の当初予算は7.1兆円、その後、民主党政権下で更に削減が続きまして、平成24年度の
当初予算は4.6兆円まで減少してしまいました。その後、自公政権に戻り、当初予算はここのところ４年連続で
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山田邦博水管理・国土保全局長
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野田国義国土交通委員長：国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、
質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。
 
災害復旧・流木対策のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今日はトップバッターを務め
させていただきます。野田委員長始め各理事の皆様方には、質問の機会を与えてい
ただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
　私は、国土交通省で、水管理・国土保全局長あるいは技監として地球温暖化対策
に長らく取り組んでまいりました。特に、気候変化に伴う水害、土砂災害の頻発、

激甚化への対応に重点的に取り組んでまいりました。今日もそういう観点から御質問をさせていただきたいと思
います。さて、今年一年も、九州北部豪雨を始め、災害の多い年でありました。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ます。
　私は、災害が発生するたびに現地に足を運ばせていただきました。この一年、九州北部の福岡県及び大分県（日
田市）、長崎県の壱岐、秋田県、大分県（佐伯市・津久見市）、大阪府及び和歌山県、京都府北部など被災現場を
訪れまして、災害対策の課題について調査を進めてまいりました。本日はその結果を踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　地球温暖化によると考えられる気候変化に伴いまして、これまで経験したことがないような激甚な豪雨災害が
頻発しております。お手元の配付資料１を御覧いただければと思います。秋田県の雄物川なんですけれども、出
水時の写真でございます。この雄物川や京都府の由良川などを見ますと、しっかりと河川整備を行ってきた箇所
や過去に災害を受けて災害復旧事業を行ってきたところでは、大きな被害は発生していませんでした。しかし、
施工の順序の関係で整備が遅れていた箇
所や用地問題などで堤防の整備が遅れて
いたところは、越水氾濫して大規模な浸水
被害が発生しています。この右の方の写真
がそうですけれども、堤防が整備の途中で
ございます。
　次に、資料の２、３を御覧ください。福
岡県の寺内ダムや、実は私が若い頃に現場
で建設工事に携わりました秋田県の玉川ダ
ム、こういったダムのように、洪水をほと
んど貯水池にため込みまして、大きな洪水
調節効果を発揮してダム下流の浸水被害を
大きく軽減した例が今年もありました。こ
うしたことからすると、ダムの整備も含め
まして地道に着実に河川整備を進めていく
ことが必要というふうに考えています。
　一方、中小河川あるいは大河川の支川に
おきまして、その川の流下能力を大きく超
える出水で深刻な被害が発生しているとこ
ろが見られました。次の資料の４でござい
ますけれども、福岡県の筑後川水系の赤谷
川、それから大分県の佐伯市の番匠川水系
の井崎川などがそうなんですけれども、資
料４の災害前と災害後を比較すると、川の

幅が大きく変化していることに驚かれると
思います。
　このように地球温暖化に伴いまして豪雨
災害が激化している状況下では、災害前の
状況に戻す原形復旧では十分な対応となら
ないということは明らかだと思います。し
たがいまして、災害復旧に当たりまして
は、再度災害防止など改良復旧を行うこと
が必要であるというふうに考えられます。
　また、九州北部豪雨を始め、流木による
激甚な被害が各地で顕著でした。その際、
先ほどの資料２の寺内ダムを御覧いただけ
れば、たくさんの流木を貯水池にため込ん
でいるということが分かりますし、資料の
５、そこに示しました砂防ダムのような施
設が流木を捕捉して下流の被害を大きく軽
減するという効果を発揮しています。この
ため、河川の上流部におきまして事前の流
木対策を工夫して、その措置を講じること
が大事だというふうに考えました。
　そこで、質問をさせていただきます。
　地球温暖化に伴いまして今後豪雨災害が
増加することを考えますと、災害復旧に当
たって、原形復旧では不十分で、再度災害
防止など改良復旧を行うことが必要である
と考えられますが、どのように考えておら
れるのか、見解を伺います。また、九州北
部豪雨を始め、上流部からの土砂や流木に
よる被害が大きかったのですが、今後の対
策をどのように考えるのか、併せて伺いま
す。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたし
ます。
　甚大な被害を受けた被災地におきましては、早期復旧を図るとともに、より災害に強い地域をつくっていくこ
とが求められるために、原形復旧のみならず、再度災害防止を図ることができるよう、川幅を広げる等の機能を
強化する改良復旧事業の活用を図ることが重要と思っております。このために、九州北部豪雨災害では、改良復

旧事業等の活用を進めるための災害復旧事業の適用拡充を二点行いました。
　まず、大量の土砂、流木により埋まっている河川で、公共土木施設を全て壊れている
ものとして扱うことで迅速に災害査定を実施し、事業採択をいたしました。これにより、
改良復旧事業の事業計画の策定など早期に取りかかることができるようになりました。
さらに、著しく埋まっている河川につきましては、川幅を広げるなど一定の計画に基づ
いて行う改良的な復旧事業を、国庫負担率が三分の二以上の災害復旧事業により初めて
事業採択をいたしました。この結果、地方負担の軽減と改良復旧としての資料作成の効
率化を図ったところでございます。

激甚な災害時の入札契約のあり方について
足立敏之委員：高速道路は、定時性の確保
などから物流面での働き方改革にも大きく
寄与するものだというふうに考えておりま
すので、しっかりと進めていただければ有
り難いというふうに思います。
　次に、災害時の入札契約の在り方につい
て伺います。
　資料７を御覧ください。大規模な災害が
発生しますと、警察や消防、自衛隊だけで
なくて、資料７に示すとおり、地域の建設
産業の皆様方が真っ先に現場に駆け付け
て、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確
保、決壊した堤防の復旧、河岸侵食で被災
した道路の復旧など、様々な緊急対応やそ
の後の復旧復興の担い手として本当に厳し
い環境の中で全力で頑張っていただいています。そして、地域にとって大変大きな役割を果たしていただいてお
ります。
　災害発生後の応急対応や復旧に当たりましては、現地の状況に応じて確実な施工が可能な地域の建設産業の皆
様にスピード感を持って契約をして施工を図る必要があると考えます。
　国土交通省においては、基本的な手続のガイドラインを取りまとめて入札契約の改善に努めているというふう
に聞いておりますけれども、発注者における入札等の運用実態、そして今後の取組について伺います。

五道大臣官房技術審議官：お答えいたします。
　被災地の早期の復旧復興のため、災害復旧工事の発注に当たっては、早期かつ確実な
施工が可能な者を短期間で選定することが重要であります。このため、国土交通省で
は、本年７月に、工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適切な入札契約方式
等を選定する基本的な考え方を示した災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライ
ンを策定したところでございます。
　昨年の熊本地震、また本年の九州北部豪雨の災害復旧に当たり、国土交通省直轄工事
において緊急度の高い復旧工事合計約120件に随意契約を適用したほか、熊本地震では、

一般競争入札における手続日数の短縮や施工者が設計段階から関与することで早期の工事着手が可能となる技術
提案・交渉方式の導入等により、早期の復旧に努めてきたところでございます。
　今後とも、直轄工事において本ガイドラインの適用の徹底を図るとともに、都道府県や市町村まで浸透するよ
う、土木部長等会議や全ての市町村が参画する地域発注者協議会等の場を活用して周知に努めてまいります。

防災・減災対策の予算確保について
足立敏之委員：先ほども申しました、警察や消防、自衛隊の皆さんが災害対応の準備をする際には本来の公務と
して活動されているんですけれども、建設産業は、日頃建設工事を行う中で利益を上げて、それによりまして準
備態勢を整えなきゃいけません。いざというときに、そういう態勢を基に国や都道府県、市町村の要請を受けて
蓄積したポテンシャルを発揮して対応しているわけでありますが、したがいまして、建設産業が将来にわたって
しっかり活躍できる環境を保持することが大事でありまして、一定の工事量の計画的な確保、そして、仕事を
すればちゃんとそこで利潤が生まれるそういう環境づくり、この二点は国の重要な責務だというふうに思って
おります。

　また、土砂、流木による甚大な被害が発生したことを踏まえまして、９月より、全国の中小河川の上流域にお
ける土砂、流木による被害の危険性を点検いたしました。その結果、全国で抽出された約700渓流におきまして
は、今後３年間で流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置等を重点的に整備するなど、全国の安全、安心
の確保に向けて土砂・流木対策を積極的に推進してまいりたいと考えております。

高規格道路の整備促進と山間部道路の強靱化の推進について
足立敏之委員：今御説明のありました中小
河川の緊急点検は、とても大事なことだと高
く評価しております。しっかりと対応してい
ただければ有り難いというふうに思います。
　次に、道路について伺います。
　九州北部豪雨の際には、資料６の写真を御
覧いただきたいんですけれども、被害の大き
かった福岡県の朝倉市や大分県の日田市、こ
れに対する交通アクセスなんですけれども、
ここを走っております大分自動車道が、道路
の下の方は大変な被害が出ているんですけれ
ども、アクセスをしっかりと支えました。ま
た、私が伺いました大分県の佐伯市や津久見
市の水害の際にも、東九州自動車道がそうい
うアクセスを支えておりました。そうした高速道路の大切な役割を考えますと、高速道路のミッシングリンクの解消、
そして四車線化を全国的に急ぐべきだと考えますが、見解を伺います。
　また、九州北部では、資料の６の右側の方に孤立集落の図がございますけれども、おびただしい数の孤立集落が発
生しました。山間部の道路が河岸侵食により被災したり、渓流からの土砂の流出や流木で通行が妨げられたりしたた
めでございますけれども、地域の孤立化を防ぐための道路の強靱化策、これが必要だというふうに考えますが、今後
の進め方について伺います。

石川道路局長：お答えいたします。
　高規格幹線道路は、つながってこそ本来の機能を発揮するものでございます。早期に
ミッシングリンクを解消することで拠点を結ぶ広域的なネットワークが形成され、企業
立地、観光交流が進むほか、リダンダンシーが確保されることにより被災地への迅速な
支援活動等に大きく貢献いたします。
　例えば、委員御指摘のとおり、今年の７月に発生いたしました九州北部豪雨におきま
しては、被害の大きかった朝倉市や東峰村に対し大分自動車道を活用して食料、衣類等
を輸送するなど、高規格幹線道路が被災地への円滑な物資輸送に大きな役割を果たしま

した。
　国土交通省といたしましては、今後とも、重点化や効率化を図りつつ、一日も早くネットワークがつながるこ
とを目指し、高規格幹線道路ネットワークの整備を着実に進めてまいります。あわせまして、高規格幹線道路の
暫定二車線区間につきましては、走行速度の低下や対面交通による安全性の課題に加えまして、大規模災害時の
復旧等に課題があるため、四車線化や付加車線の設置等の機動的な対策に取り組んでまいります。
　また、台風や豪雨等による道路寸断による地域の孤立化を防ぐという観点から、道路の防災対策は大変重要で
あると認識をしております。このため、豪雨等による道路のり面の崩壊を防止するためののり面保護や、危険な
のり面を回避するためのバイパス整備等を行っているところでございます。
　今後とも、地域の孤立化を防ぐため、災害に強い道路整備に努めてまいります。

６兆円規模まで戻っております。しかし、最近の災害の状況等を見ますと、幾ら何でも少な過ぎる、そういうふ
うに考えています。
　プライマリーバランスの撤廃を訴える方々もいらっしゃいますけれども、そういう議論もございますが、是非
ともアベノミクスでうたっている財政出動をしっかり取り組んでいただきまして、先ほども申し上げましたけれ
ども、建設国債を充当することによりまして財政への影響も少なくそういったことが可能になるというふうに考
えておりますので、公共事業予算をしっかりと増額するようにお願いしたいというふうに思います。
　最後の質問に移ります。
　地球温暖化による気候変化の影響は待ったなしでありまして、毎年頻発する洪水、土砂災害に対しまして、ソ
フト対策も大事ですけれども、やはりハード対策も大事であります。中でも、事前の防災・減災対策がとても重
要だというふうに思っております。
　最後に、石井国土交通大臣に御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：本年も九州北部豪雨など各地で甚大な被害が発生をしておりまして、
今後、気候変動の影響により更に大雨の頻度や降水量が増大をし、水害が頻発化、激甚
化することが懸念をされております。このような災害に対しましては、施設では防ぎ切
れない大洪水は発生するものとの考えに立ちまして、社会全体で洪水に備える水防災意
識社会の再構築の取組をハード、ソフト一体となって進めることが重要であると考えて
おります。
　このため、堤防整備等のハード整備を着実に推進する取組、ダムのかさ上げ等の既存
ストックを最大限に活用する取組など、氾濫被害を未然に防ぐハード対策を進めるとと

もに、関係者が総合的かつ一体的に取り組むための協議会の設立、避難勧告の発令に資する水害対応タイムライ
ンの作成など、氾濫被害の軽減を図る取組を進めているところであります。
　また、九州北部豪雨等の課題を踏まえて今般取りまとめました中小河川緊急治水対策プロジェクトに基づきま
して、全国の中小河川において、今後おおむね三年間で緊急的に、流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置、
多数の家屋や重要な施設の浸水被害を解消するための河道の掘削、洪水に特化した低コストの水位計の設置など
のハード・ソフト対策を推進してまいります。
　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
げて防災・減災対策に取り組んでまいりたいと存じます。

足立敏之委員：御答弁ありがとうございました。
　冒頭にも申し上げましたけれども、事前にしっかりと整備をしている河川では大きな被害は出ておりません。
また、整備が遅れていた河川では残念ながら浸水による大きな被害が出ています。そういった現状を考えます
と、やはりあらかじめしっかりとした事前に防災対策を行っておくということが大事だというふうに思います。
　予防に勝る治療なしというふうに言うんですけれども、例えば平成17年にアメ
リカで発生しましたハリケーン・カトリーナの被害では、被害額は約2,000億に
上っております。しかし、事前にいろんな治水対策を約20億ドル投資しておけば
この被害は防げたのではないかというふうに言われております。また、日本にお
きましても、東海豪雨というのが平成12年、名古屋を襲いましたけれども、この
災害のときに、あらかじめ庄内川、新川という川に716億円の治水投資をしてお
けば約5,500億円の被害が軽減できたというふうに言われています。
　予防に勝る治療なし、そういった事前のしっかりとした治水対策を進めていく
ことが今後とも大事でありまして、そのためには財務省にもしっかり治水予算を
含み公共事業予算を確保していただきまして、地球温暖化に伴います様々な影響
を未然に防ぐようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
　以上です。

　入札契約の改善も、そのために必要なことです。随意契約や指名競争入札の活用など、スピーディーな工事発
注のために是非とも御尽力をいただくようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、必要な予算の確保について財務省に伺います。
　地球温暖化に伴う災害の激甚化に対応するためには、あらかじめ事前の防災・減災対策を進めることが大事で
あります。昨年は公共事業について1.6兆円規模の補正予算が確保され、防災・減災対策などにも充当されました。
今年度の激甚な災害の状況を踏まえますと、同様の大型補正予算を確保する必要があるというふうに考えます。
今朝の新聞を見ますと、補正予算の規模についての記事がございましたが、建設国債を充てるということですの
で財政への影響も軽減できるのではないかというふうに考えております。
　やらなくてはならないインフラ整備は幾らでもあります。治水施設の整備や老朽化対策、河川の河道内の土砂
の除去、流木対策、道路の強靱化等、予防措置を含めて全国で緊急的に進める必要があります。平成30年度予算
の大幅な増額と大規模な補正予算が必要と考えますが、財務省の見解を伺います。

大鹿主計局次長：お答えいたします。
　公共事業予算につきましては、まず当初予算におきまして、経済・財政再生計画にお
ける目安を踏まえて安定的な予算額の確保を図る中におきまして、日本経済の成長力あ
るいは生産性を高めるための事業のほかに、今委員御指摘の自然災害が頻発化、激甚化
していることを踏まえまして防災・減災対策への重点化を進めてきているところでござ
います。
　また、災害等による追加財政需要に対しましては補正予算により機動的に対応してき
ておりますけれども、この29年度の補正予算におきましても、災害復旧事業に加えまし

て、防災・減災対策に万全を期すという観点から編成するということとしております。
　財政事情が依然として極めて厳しい状況ではありますけれども、こうした点をしっかりと踏まえながら、引き
続き予算編成作業を進めてまいりたいというふうに考えております。

事前の防災・減災対策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す。
　公共事業予算につきましては、平成10年度には補正予算と合わせて15兆円近くありました。その後、徐々に減
少しまして、平成21年度の当初予算は7.1兆円、その後、民主党政権下で更に削減が続きまして、平成24年度の
当初予算は4.6兆円まで減少してしまいました。その後、自公政権に戻り、当初予算はここのところ４年連続で
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野田国義国土交通委員長：国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、
質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。
 
災害復旧・流木対策のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今日はトップバッターを務め
させていただきます。野田委員長始め各理事の皆様方には、質問の機会を与えてい
ただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
　私は、国土交通省で、水管理・国土保全局長あるいは技監として地球温暖化対策
に長らく取り組んでまいりました。特に、気候変化に伴う水害、土砂災害の頻発、

激甚化への対応に重点的に取り組んでまいりました。今日もそういう観点から御質問をさせていただきたいと思
います。さて、今年一年も、九州北部豪雨を始め、災害の多い年でありました。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ます。
　私は、災害が発生するたびに現地に足を運ばせていただきました。この一年、九州北部の福岡県及び大分県（日
田市）、長崎県の壱岐、秋田県、大分県（佐伯市・津久見市）、大阪府及び和歌山県、京都府北部など被災現場を
訪れまして、災害対策の課題について調査を進めてまいりました。本日はその結果を踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　地球温暖化によると考えられる気候変化に伴いまして、これまで経験したことがないような激甚な豪雨災害が
頻発しております。お手元の配付資料１を御覧いただければと思います。秋田県の雄物川なんですけれども、出
水時の写真でございます。この雄物川や京都府の由良川などを見ますと、しっかりと河川整備を行ってきた箇所
や過去に災害を受けて災害復旧事業を行ってきたところでは、大きな被害は発生していませんでした。しかし、
施工の順序の関係で整備が遅れていた箇
所や用地問題などで堤防の整備が遅れて
いたところは、越水氾濫して大規模な浸水
被害が発生しています。この右の方の写真
がそうですけれども、堤防が整備の途中で
ございます。
　次に、資料の２、３を御覧ください。福
岡県の寺内ダムや、実は私が若い頃に現場
で建設工事に携わりました秋田県の玉川ダ
ム、こういったダムのように、洪水をほと
んど貯水池にため込みまして、大きな洪水
調節効果を発揮してダム下流の浸水被害を
大きく軽減した例が今年もありました。こ
うしたことからすると、ダムの整備も含め
まして地道に着実に河川整備を進めていく
ことが必要というふうに考えています。
　一方、中小河川あるいは大河川の支川に
おきまして、その川の流下能力を大きく超
える出水で深刻な被害が発生しているとこ
ろが見られました。次の資料の４でござい
ますけれども、福岡県の筑後川水系の赤谷
川、それから大分県の佐伯市の番匠川水系
の井崎川などがそうなんですけれども、資
料４の災害前と災害後を比較すると、川の
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幅が大きく変化していることに驚かれると
思います。
　このように地球温暖化に伴いまして豪雨
災害が激化している状況下では、災害前の
状況に戻す原形復旧では十分な対応となら
ないということは明らかだと思います。し
たがいまして、災害復旧に当たりまして
は、再度災害防止など改良復旧を行うこと
が必要であるというふうに考えられます。
　また、九州北部豪雨を始め、流木による
激甚な被害が各地で顕著でした。その際、
先ほどの資料２の寺内ダムを御覧いただけ
れば、たくさんの流木を貯水池にため込ん
でいるということが分かりますし、資料の
５、そこに示しました砂防ダムのような施
設が流木を捕捉して下流の被害を大きく軽
減するという効果を発揮しています。この
ため、河川の上流部におきまして事前の流
木対策を工夫して、その措置を講じること
が大事だというふうに考えました。
　そこで、質問をさせていただきます。
　地球温暖化に伴いまして今後豪雨災害が
増加することを考えますと、災害復旧に当
たって、原形復旧では不十分で、再度災害
防止など改良復旧を行うことが必要である
と考えられますが、どのように考えておら
れるのか、見解を伺います。また、九州北
部豪雨を始め、上流部からの土砂や流木に
よる被害が大きかったのですが、今後の対
策をどのように考えるのか、併せて伺いま
す。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたし
ます。
　甚大な被害を受けた被災地におきましては、早期復旧を図るとともに、より災害に強い地域をつくっていくこ
とが求められるために、原形復旧のみならず、再度災害防止を図ることができるよう、川幅を広げる等の機能を
強化する改良復旧事業の活用を図ることが重要と思っております。このために、九州北部豪雨災害では、改良復

旧事業等の活用を進めるための災害復旧事業の適用拡充を二点行いました。
　まず、大量の土砂、流木により埋まっている河川で、公共土木施設を全て壊れている
ものとして扱うことで迅速に災害査定を実施し、事業採択をいたしました。これにより、
改良復旧事業の事業計画の策定など早期に取りかかることができるようになりました。
さらに、著しく埋まっている河川につきましては、川幅を広げるなど一定の計画に基づ
いて行う改良的な復旧事業を、国庫負担率が三分の二以上の災害復旧事業により初めて
事業採択をいたしました。この結果、地方負担の軽減と改良復旧としての資料作成の効
率化を図ったところでございます。

激甚な災害時の入札契約のあり方について
足立敏之委員：高速道路は、定時性の確保
などから物流面での働き方改革にも大きく
寄与するものだというふうに考えておりま
すので、しっかりと進めていただければ有
り難いというふうに思います。
　次に、災害時の入札契約の在り方につい
て伺います。
　資料７を御覧ください。大規模な災害が
発生しますと、警察や消防、自衛隊だけで
なくて、資料７に示すとおり、地域の建設
産業の皆様方が真っ先に現場に駆け付け
て、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確
保、決壊した堤防の復旧、河岸侵食で被災
した道路の復旧など、様々な緊急対応やそ
の後の復旧復興の担い手として本当に厳し
い環境の中で全力で頑張っていただいています。そして、地域にとって大変大きな役割を果たしていただいてお
ります。
　災害発生後の応急対応や復旧に当たりましては、現地の状況に応じて確実な施工が可能な地域の建設産業の皆
様にスピード感を持って契約をして施工を図る必要があると考えます。
　国土交通省においては、基本的な手続のガイドラインを取りまとめて入札契約の改善に努めているというふう
に聞いておりますけれども、発注者における入札等の運用実態、そして今後の取組について伺います。

五道大臣官房技術審議官：お答えいたします。
　被災地の早期の復旧復興のため、災害復旧工事の発注に当たっては、早期かつ確実な
施工が可能な者を短期間で選定することが重要であります。このため、国土交通省で
は、本年７月に、工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適切な入札契約方式
等を選定する基本的な考え方を示した災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライ
ンを策定したところでございます。
　昨年の熊本地震、また本年の九州北部豪雨の災害復旧に当たり、国土交通省直轄工事
において緊急度の高い復旧工事合計約120件に随意契約を適用したほか、熊本地震では、

一般競争入札における手続日数の短縮や施工者が設計段階から関与することで早期の工事着手が可能となる技術
提案・交渉方式の導入等により、早期の復旧に努めてきたところでございます。
　今後とも、直轄工事において本ガイドラインの適用の徹底を図るとともに、都道府県や市町村まで浸透するよ
う、土木部長等会議や全ての市町村が参画する地域発注者協議会等の場を活用して周知に努めてまいります。

防災・減災対策の予算確保について
足立敏之委員：先ほども申しました、警察や消防、自衛隊の皆さんが災害対応の準備をする際には本来の公務と
して活動されているんですけれども、建設産業は、日頃建設工事を行う中で利益を上げて、それによりまして準
備態勢を整えなきゃいけません。いざというときに、そういう態勢を基に国や都道府県、市町村の要請を受けて
蓄積したポテンシャルを発揮して対応しているわけでありますが、したがいまして、建設産業が将来にわたって
しっかり活躍できる環境を保持することが大事でありまして、一定の工事量の計画的な確保、そして、仕事を
すればちゃんとそこで利潤が生まれるそういう環境づくり、この二点は国の重要な責務だというふうに思って
おります。

　また、土砂、流木による甚大な被害が発生したことを踏まえまして、９月より、全国の中小河川の上流域にお
ける土砂、流木による被害の危険性を点検いたしました。その結果、全国で抽出された約700渓流におきまして
は、今後３年間で流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置等を重点的に整備するなど、全国の安全、安心
の確保に向けて土砂・流木対策を積極的に推進してまいりたいと考えております。

高規格道路の整備促進と山間部道路の強靱化の推進について
足立敏之委員：今御説明のありました中小
河川の緊急点検は、とても大事なことだと高
く評価しております。しっかりと対応してい
ただければ有り難いというふうに思います。
　次に、道路について伺います。
　九州北部豪雨の際には、資料６の写真を御
覧いただきたいんですけれども、被害の大き
かった福岡県の朝倉市や大分県の日田市、こ
れに対する交通アクセスなんですけれども、
ここを走っております大分自動車道が、道路
の下の方は大変な被害が出ているんですけれ
ども、アクセスをしっかりと支えました。ま
た、私が伺いました大分県の佐伯市や津久見
市の水害の際にも、東九州自動車道がそうい
うアクセスを支えておりました。そうした高速道路の大切な役割を考えますと、高速道路のミッシングリンクの解消、
そして四車線化を全国的に急ぐべきだと考えますが、見解を伺います。
　また、九州北部では、資料の６の右側の方に孤立集落の図がございますけれども、おびただしい数の孤立集落が発
生しました。山間部の道路が河岸侵食により被災したり、渓流からの土砂の流出や流木で通行が妨げられたりしたた
めでございますけれども、地域の孤立化を防ぐための道路の強靱化策、これが必要だというふうに考えますが、今後
の進め方について伺います。

石川道路局長：お答えいたします。
　高規格幹線道路は、つながってこそ本来の機能を発揮するものでございます。早期に
ミッシングリンクを解消することで拠点を結ぶ広域的なネットワークが形成され、企業
立地、観光交流が進むほか、リダンダンシーが確保されることにより被災地への迅速な
支援活動等に大きく貢献いたします。
　例えば、委員御指摘のとおり、今年の７月に発生いたしました九州北部豪雨におきま
しては、被害の大きかった朝倉市や東峰村に対し大分自動車道を活用して食料、衣類等
を輸送するなど、高規格幹線道路が被災地への円滑な物資輸送に大きな役割を果たしま

した。
　国土交通省といたしましては、今後とも、重点化や効率化を図りつつ、一日も早くネットワークがつながるこ
とを目指し、高規格幹線道路ネットワークの整備を着実に進めてまいります。あわせまして、高規格幹線道路の
暫定二車線区間につきましては、走行速度の低下や対面交通による安全性の課題に加えまして、大規模災害時の
復旧等に課題があるため、四車線化や付加車線の設置等の機動的な対策に取り組んでまいります。
　また、台風や豪雨等による道路寸断による地域の孤立化を防ぐという観点から、道路の防災対策は大変重要で
あると認識をしております。このため、豪雨等による道路のり面の崩壊を防止するためののり面保護や、危険な
のり面を回避するためのバイパス整備等を行っているところでございます。
　今後とも、地域の孤立化を防ぐため、災害に強い道路整備に努めてまいります。

６兆円規模まで戻っております。しかし、最近の災害の状況等を見ますと、幾ら何でも少な過ぎる、そういうふ
うに考えています。
　プライマリーバランスの撤廃を訴える方々もいらっしゃいますけれども、そういう議論もございますが、是非
ともアベノミクスでうたっている財政出動をしっかり取り組んでいただきまして、先ほども申し上げましたけれ
ども、建設国債を充当することによりまして財政への影響も少なくそういったことが可能になるというふうに考
えておりますので、公共事業予算をしっかりと増額するようにお願いしたいというふうに思います。
　最後の質問に移ります。
　地球温暖化による気候変化の影響は待ったなしでありまして、毎年頻発する洪水、土砂災害に対しまして、ソ
フト対策も大事ですけれども、やはりハード対策も大事であります。中でも、事前の防災・減災対策がとても重
要だというふうに思っております。
　最後に、石井国土交通大臣に御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：本年も九州北部豪雨など各地で甚大な被害が発生をしておりまして、
今後、気候変動の影響により更に大雨の頻度や降水量が増大をし、水害が頻発化、激甚
化することが懸念をされております。このような災害に対しましては、施設では防ぎ切
れない大洪水は発生するものとの考えに立ちまして、社会全体で洪水に備える水防災意
識社会の再構築の取組をハード、ソフト一体となって進めることが重要であると考えて
おります。
　このため、堤防整備等のハード整備を着実に推進する取組、ダムのかさ上げ等の既存
ストックを最大限に活用する取組など、氾濫被害を未然に防ぐハード対策を進めるとと

もに、関係者が総合的かつ一体的に取り組むための協議会の設立、避難勧告の発令に資する水害対応タイムライ
ンの作成など、氾濫被害の軽減を図る取組を進めているところであります。
　また、九州北部豪雨等の課題を踏まえて今般取りまとめました中小河川緊急治水対策プロジェクトに基づきま
して、全国の中小河川において、今後おおむね三年間で緊急的に、流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置、
多数の家屋や重要な施設の浸水被害を解消するための河道の掘削、洪水に特化した低コストの水位計の設置など
のハード・ソフト対策を推進してまいります。
　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
げて防災・減災対策に取り組んでまいりたいと存じます。

足立敏之委員：御答弁ありがとうございました。
　冒頭にも申し上げましたけれども、事前にしっかりと整備をしている河川では大きな被害は出ておりません。
また、整備が遅れていた河川では残念ながら浸水による大きな被害が出ています。そういった現状を考えます
と、やはりあらかじめしっかりとした事前に防災対策を行っておくということが大事だというふうに思います。
　予防に勝る治療なしというふうに言うんですけれども、例えば平成17年にアメ
リカで発生しましたハリケーン・カトリーナの被害では、被害額は約2,000億に
上っております。しかし、事前にいろんな治水対策を約20億ドル投資しておけば
この被害は防げたのではないかというふうに言われております。また、日本にお
きましても、東海豪雨というのが平成12年、名古屋を襲いましたけれども、この
災害のときに、あらかじめ庄内川、新川という川に716億円の治水投資をしてお
けば約5,500億円の被害が軽減できたというふうに言われています。
　予防に勝る治療なし、そういった事前のしっかりとした治水対策を進めていく
ことが今後とも大事でありまして、そのためには財務省にもしっかり治水予算を
含み公共事業予算を確保していただきまして、地球温暖化に伴います様々な影響
を未然に防ぐようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
　以上です。

　入札契約の改善も、そのために必要なことです。随意契約や指名競争入札の活用など、スピーディーな工事発
注のために是非とも御尽力をいただくようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、必要な予算の確保について財務省に伺います。
　地球温暖化に伴う災害の激甚化に対応するためには、あらかじめ事前の防災・減災対策を進めることが大事で
あります。昨年は公共事業について1.6兆円規模の補正予算が確保され、防災・減災対策などにも充当されました。
今年度の激甚な災害の状況を踏まえますと、同様の大型補正予算を確保する必要があるというふうに考えます。
今朝の新聞を見ますと、補正予算の規模についての記事がございましたが、建設国債を充てるということですの
で財政への影響も軽減できるのではないかというふうに考えております。
　やらなくてはならないインフラ整備は幾らでもあります。治水施設の整備や老朽化対策、河川の河道内の土砂
の除去、流木対策、道路の強靱化等、予防措置を含めて全国で緊急的に進める必要があります。平成30年度予算
の大幅な増額と大規模な補正予算が必要と考えますが、財務省の見解を伺います。

大鹿主計局次長：お答えいたします。
　公共事業予算につきましては、まず当初予算におきまして、経済・財政再生計画にお
ける目安を踏まえて安定的な予算額の確保を図る中におきまして、日本経済の成長力あ
るいは生産性を高めるための事業のほかに、今委員御指摘の自然災害が頻発化、激甚化
していることを踏まえまして防災・減災対策への重点化を進めてきているところでござ
います。
　また、災害等による追加財政需要に対しましては補正予算により機動的に対応してき
ておりますけれども、この29年度の補正予算におきましても、災害復旧事業に加えまし

て、防災・減災対策に万全を期すという観点から編成するということとしております。
　財政事情が依然として極めて厳しい状況ではありますけれども、こうした点をしっかりと踏まえながら、引き
続き予算編成作業を進めてまいりたいというふうに考えております。

事前の防災・減災対策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す。
　公共事業予算につきましては、平成10年度には補正予算と合わせて15兆円近くありました。その後、徐々に減
少しまして、平成21年度の当初予算は7.1兆円、その後、民主党政権下で更に削減が続きまして、平成24年度の
当初予算は4.6兆円まで減少してしまいました。その後、自公政権に戻り、当初予算はここのところ４年連続で
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野田国義国土交通委員長：国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、
質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。
 
災害復旧・流木対策のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今日はトップバッターを務め
させていただきます。野田委員長始め各理事の皆様方には、質問の機会を与えてい
ただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
　私は、国土交通省で、水管理・国土保全局長あるいは技監として地球温暖化対策
に長らく取り組んでまいりました。特に、気候変化に伴う水害、土砂災害の頻発、

激甚化への対応に重点的に取り組んでまいりました。今日もそういう観点から御質問をさせていただきたいと思
います。さて、今年一年も、九州北部豪雨を始め、災害の多い年でありました。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ます。
　私は、災害が発生するたびに現地に足を運ばせていただきました。この一年、九州北部の福岡県及び大分県（日
田市）、長崎県の壱岐、秋田県、大分県（佐伯市・津久見市）、大阪府及び和歌山県、京都府北部など被災現場を
訪れまして、災害対策の課題について調査を進めてまいりました。本日はその結果を踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　地球温暖化によると考えられる気候変化に伴いまして、これまで経験したことがないような激甚な豪雨災害が
頻発しております。お手元の配付資料１を御覧いただければと思います。秋田県の雄物川なんですけれども、出
水時の写真でございます。この雄物川や京都府の由良川などを見ますと、しっかりと河川整備を行ってきた箇所
や過去に災害を受けて災害復旧事業を行ってきたところでは、大きな被害は発生していませんでした。しかし、
施工の順序の関係で整備が遅れていた箇
所や用地問題などで堤防の整備が遅れて
いたところは、越水氾濫して大規模な浸水
被害が発生しています。この右の方の写真
がそうですけれども、堤防が整備の途中で
ございます。
　次に、資料の２、３を御覧ください。福
岡県の寺内ダムや、実は私が若い頃に現場
で建設工事に携わりました秋田県の玉川ダ
ム、こういったダムのように、洪水をほと
んど貯水池にため込みまして、大きな洪水
調節効果を発揮してダム下流の浸水被害を
大きく軽減した例が今年もありました。こ
うしたことからすると、ダムの整備も含め
まして地道に着実に河川整備を進めていく
ことが必要というふうに考えています。
　一方、中小河川あるいは大河川の支川に
おきまして、その川の流下能力を大きく超
える出水で深刻な被害が発生しているとこ
ろが見られました。次の資料の４でござい
ますけれども、福岡県の筑後川水系の赤谷
川、それから大分県の佐伯市の番匠川水系
の井崎川などがそうなんですけれども、資
料４の災害前と災害後を比較すると、川の

幅が大きく変化していることに驚かれると
思います。
　このように地球温暖化に伴いまして豪雨
災害が激化している状況下では、災害前の
状況に戻す原形復旧では十分な対応となら
ないということは明らかだと思います。し
たがいまして、災害復旧に当たりまして
は、再度災害防止など改良復旧を行うこと
が必要であるというふうに考えられます。
　また、九州北部豪雨を始め、流木による
激甚な被害が各地で顕著でした。その際、
先ほどの資料２の寺内ダムを御覧いただけ
れば、たくさんの流木を貯水池にため込ん
でいるということが分かりますし、資料の
５、そこに示しました砂防ダムのような施
設が流木を捕捉して下流の被害を大きく軽
減するという効果を発揮しています。この
ため、河川の上流部におきまして事前の流
木対策を工夫して、その措置を講じること
が大事だというふうに考えました。
　そこで、質問をさせていただきます。
　地球温暖化に伴いまして今後豪雨災害が
増加することを考えますと、災害復旧に当
たって、原形復旧では不十分で、再度災害
防止など改良復旧を行うことが必要である
と考えられますが、どのように考えておら
れるのか、見解を伺います。また、九州北
部豪雨を始め、上流部からの土砂や流木に
よる被害が大きかったのですが、今後の対
策をどのように考えるのか、併せて伺いま
す。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたし
ます。
　甚大な被害を受けた被災地におきましては、早期復旧を図るとともに、より災害に強い地域をつくっていくこ
とが求められるために、原形復旧のみならず、再度災害防止を図ることができるよう、川幅を広げる等の機能を
強化する改良復旧事業の活用を図ることが重要と思っております。このために、九州北部豪雨災害では、改良復

旧事業等の活用を進めるための災害復旧事業の適用拡充を二点行いました。
　まず、大量の土砂、流木により埋まっている河川で、公共土木施設を全て壊れている
ものとして扱うことで迅速に災害査定を実施し、事業採択をいたしました。これにより、
改良復旧事業の事業計画の策定など早期に取りかかることができるようになりました。
さらに、著しく埋まっている河川につきましては、川幅を広げるなど一定の計画に基づ
いて行う改良的な復旧事業を、国庫負担率が三分の二以上の災害復旧事業により初めて
事業採択をいたしました。この結果、地方負担の軽減と改良復旧としての資料作成の効
率化を図ったところでございます。

激甚な災害時の入札契約のあり方について
足立敏之委員：高速道路は、定時性の確保
などから物流面での働き方改革にも大きく
寄与するものだというふうに考えておりま
すので、しっかりと進めていただければ有
り難いというふうに思います。
　次に、災害時の入札契約の在り方につい
て伺います。
　資料７を御覧ください。大規模な災害が
発生しますと、警察や消防、自衛隊だけで
なくて、資料７に示すとおり、地域の建設
産業の皆様方が真っ先に現場に駆け付け
て、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確
保、決壊した堤防の復旧、河岸侵食で被災
した道路の復旧など、様々な緊急対応やそ
の後の復旧復興の担い手として本当に厳し
い環境の中で全力で頑張っていただいています。そして、地域にとって大変大きな役割を果たしていただいてお
ります。
　災害発生後の応急対応や復旧に当たりましては、現地の状況に応じて確実な施工が可能な地域の建設産業の皆
様にスピード感を持って契約をして施工を図る必要があると考えます。
　国土交通省においては、基本的な手続のガイドラインを取りまとめて入札契約の改善に努めているというふう
に聞いておりますけれども、発注者における入札等の運用実態、そして今後の取組について伺います。

五道大臣官房技術審議官：お答えいたします。
　被災地の早期の復旧復興のため、災害復旧工事の発注に当たっては、早期かつ確実な
施工が可能な者を短期間で選定することが重要であります。このため、国土交通省で
は、本年７月に、工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適切な入札契約方式
等を選定する基本的な考え方を示した災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライ
ンを策定したところでございます。
　昨年の熊本地震、また本年の九州北部豪雨の災害復旧に当たり、国土交通省直轄工事
において緊急度の高い復旧工事合計約120件に随意契約を適用したほか、熊本地震では、

一般競争入札における手続日数の短縮や施工者が設計段階から関与することで早期の工事着手が可能となる技術
提案・交渉方式の導入等により、早期の復旧に努めてきたところでございます。
　今後とも、直轄工事において本ガイドラインの適用の徹底を図るとともに、都道府県や市町村まで浸透するよ
う、土木部長等会議や全ての市町村が参画する地域発注者協議会等の場を活用して周知に努めてまいります。

防災・減災対策の予算確保について
足立敏之委員：先ほども申しました、警察や消防、自衛隊の皆さんが災害対応の準備をする際には本来の公務と
して活動されているんですけれども、建設産業は、日頃建設工事を行う中で利益を上げて、それによりまして準
備態勢を整えなきゃいけません。いざというときに、そういう態勢を基に国や都道府県、市町村の要請を受けて
蓄積したポテンシャルを発揮して対応しているわけでありますが、したがいまして、建設産業が将来にわたって
しっかり活躍できる環境を保持することが大事でありまして、一定の工事量の計画的な確保、そして、仕事を
すればちゃんとそこで利潤が生まれるそういう環境づくり、この二点は国の重要な責務だというふうに思って
おります。

　また、土砂、流木による甚大な被害が発生したことを踏まえまして、９月より、全国の中小河川の上流域にお
ける土砂、流木による被害の危険性を点検いたしました。その結果、全国で抽出された約700渓流におきまして
は、今後３年間で流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置等を重点的に整備するなど、全国の安全、安心
の確保に向けて土砂・流木対策を積極的に推進してまいりたいと考えております。

高規格道路の整備促進と山間部道路の強靱化の推進について
足立敏之委員：今御説明のありました中小
河川の緊急点検は、とても大事なことだと高
く評価しております。しっかりと対応してい
ただければ有り難いというふうに思います。
　次に、道路について伺います。
　九州北部豪雨の際には、資料６の写真を御
覧いただきたいんですけれども、被害の大き
かった福岡県の朝倉市や大分県の日田市、こ
れに対する交通アクセスなんですけれども、
ここを走っております大分自動車道が、道路
の下の方は大変な被害が出ているんですけれ
ども、アクセスをしっかりと支えました。ま
た、私が伺いました大分県の佐伯市や津久見
市の水害の際にも、東九州自動車道がそうい
うアクセスを支えておりました。そうした高速道路の大切な役割を考えますと、高速道路のミッシングリンクの解消、
そして四車線化を全国的に急ぐべきだと考えますが、見解を伺います。
　また、九州北部では、資料の６の右側の方に孤立集落の図がございますけれども、おびただしい数の孤立集落が発
生しました。山間部の道路が河岸侵食により被災したり、渓流からの土砂の流出や流木で通行が妨げられたりしたた
めでございますけれども、地域の孤立化を防ぐための道路の強靱化策、これが必要だというふうに考えますが、今後
の進め方について伺います。

石川道路局長：お答えいたします。
　高規格幹線道路は、つながってこそ本来の機能を発揮するものでございます。早期に
ミッシングリンクを解消することで拠点を結ぶ広域的なネットワークが形成され、企業
立地、観光交流が進むほか、リダンダンシーが確保されることにより被災地への迅速な
支援活動等に大きく貢献いたします。
　例えば、委員御指摘のとおり、今年の７月に発生いたしました九州北部豪雨におきま
しては、被害の大きかった朝倉市や東峰村に対し大分自動車道を活用して食料、衣類等
を輸送するなど、高規格幹線道路が被災地への円滑な物資輸送に大きな役割を果たしま

した。
　国土交通省といたしましては、今後とも、重点化や効率化を図りつつ、一日も早くネットワークがつながるこ
とを目指し、高規格幹線道路ネットワークの整備を着実に進めてまいります。あわせまして、高規格幹線道路の
暫定二車線区間につきましては、走行速度の低下や対面交通による安全性の課題に加えまして、大規模災害時の
復旧等に課題があるため、四車線化や付加車線の設置等の機動的な対策に取り組んでまいります。
　また、台風や豪雨等による道路寸断による地域の孤立化を防ぐという観点から、道路の防災対策は大変重要で
あると認識をしております。このため、豪雨等による道路のり面の崩壊を防止するためののり面保護や、危険な
のり面を回避するためのバイパス整備等を行っているところでございます。
　今後とも、地域の孤立化を防ぐため、災害に強い道路整備に努めてまいります。

６兆円規模まで戻っております。しかし、最近の災害の状況等を見ますと、幾ら何でも少な過ぎる、そういうふ
うに考えています。
　プライマリーバランスの撤廃を訴える方々もいらっしゃいますけれども、そういう議論もございますが、是非
ともアベノミクスでうたっている財政出動をしっかり取り組んでいただきまして、先ほども申し上げましたけれ
ども、建設国債を充当することによりまして財政への影響も少なくそういったことが可能になるというふうに考
えておりますので、公共事業予算をしっかりと増額するようにお願いしたいというふうに思います。
　最後の質問に移ります。
　地球温暖化による気候変化の影響は待ったなしでありまして、毎年頻発する洪水、土砂災害に対しまして、ソ
フト対策も大事ですけれども、やはりハード対策も大事であります。中でも、事前の防災・減災対策がとても重
要だというふうに思っております。
　最後に、石井国土交通大臣に御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：本年も九州北部豪雨など各地で甚大な被害が発生をしておりまして、
今後、気候変動の影響により更に大雨の頻度や降水量が増大をし、水害が頻発化、激甚
化することが懸念をされております。このような災害に対しましては、施設では防ぎ切
れない大洪水は発生するものとの考えに立ちまして、社会全体で洪水に備える水防災意
識社会の再構築の取組をハード、ソフト一体となって進めることが重要であると考えて
おります。
　このため、堤防整備等のハード整備を着実に推進する取組、ダムのかさ上げ等の既存
ストックを最大限に活用する取組など、氾濫被害を未然に防ぐハード対策を進めるとと

もに、関係者が総合的かつ一体的に取り組むための協議会の設立、避難勧告の発令に資する水害対応タイムライ
ンの作成など、氾濫被害の軽減を図る取組を進めているところであります。
　また、九州北部豪雨等の課題を踏まえて今般取りまとめました中小河川緊急治水対策プロジェクトに基づきま
して、全国の中小河川において、今後おおむね三年間で緊急的に、流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置、
多数の家屋や重要な施設の浸水被害を解消するための河道の掘削、洪水に特化した低コストの水位計の設置など
のハード・ソフト対策を推進してまいります。
　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
げて防災・減災対策に取り組んでまいりたいと存じます。

足立敏之委員：御答弁ありがとうございました。
　冒頭にも申し上げましたけれども、事前にしっかりと整備をしている河川では大きな被害は出ておりません。
また、整備が遅れていた河川では残念ながら浸水による大きな被害が出ています。そういった現状を考えます
と、やはりあらかじめしっかりとした事前に防災対策を行っておくということが大事だというふうに思います。
　予防に勝る治療なしというふうに言うんですけれども、例えば平成17年にアメ
リカで発生しましたハリケーン・カトリーナの被害では、被害額は約2,000億に
上っております。しかし、事前にいろんな治水対策を約20億ドル投資しておけば
この被害は防げたのではないかというふうに言われております。また、日本にお
きましても、東海豪雨というのが平成12年、名古屋を襲いましたけれども、この
災害のときに、あらかじめ庄内川、新川という川に716億円の治水投資をしてお
けば約5,500億円の被害が軽減できたというふうに言われています。
　予防に勝る治療なし、そういった事前のしっかりとした治水対策を進めていく
ことが今後とも大事でありまして、そのためには財務省にもしっかり治水予算を
含み公共事業予算を確保していただきまして、地球温暖化に伴います様々な影響
を未然に防ぐようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
　以上です。

　入札契約の改善も、そのために必要なことです。随意契約や指名競争入札の活用など、スピーディーな工事発
注のために是非とも御尽力をいただくようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、必要な予算の確保について財務省に伺います。
　地球温暖化に伴う災害の激甚化に対応するためには、あらかじめ事前の防災・減災対策を進めることが大事で
あります。昨年は公共事業について1.6兆円規模の補正予算が確保され、防災・減災対策などにも充当されました。
今年度の激甚な災害の状況を踏まえますと、同様の大型補正予算を確保する必要があるというふうに考えます。
今朝の新聞を見ますと、補正予算の規模についての記事がございましたが、建設国債を充てるということですの
で財政への影響も軽減できるのではないかというふうに考えております。
　やらなくてはならないインフラ整備は幾らでもあります。治水施設の整備や老朽化対策、河川の河道内の土砂
の除去、流木対策、道路の強靱化等、予防措置を含めて全国で緊急的に進める必要があります。平成30年度予算
の大幅な増額と大規模な補正予算が必要と考えますが、財務省の見解を伺います。

大鹿主計局次長：お答えいたします。
　公共事業予算につきましては、まず当初予算におきまして、経済・財政再生計画にお
ける目安を踏まえて安定的な予算額の確保を図る中におきまして、日本経済の成長力あ
るいは生産性を高めるための事業のほかに、今委員御指摘の自然災害が頻発化、激甚化
していることを踏まえまして防災・減災対策への重点化を進めてきているところでござ
います。
　また、災害等による追加財政需要に対しましては補正予算により機動的に対応してき
ておりますけれども、この29年度の補正予算におきましても、災害復旧事業に加えまし

て、防災・減災対策に万全を期すという観点から編成するということとしております。
　財政事情が依然として極めて厳しい状況ではありますけれども、こうした点をしっかりと踏まえながら、引き
続き予算編成作業を進めてまいりたいというふうに考えております。

事前の防災・減災対策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す。
　公共事業予算につきましては、平成10年度には補正予算と合わせて15兆円近くありました。その後、徐々に減
少しまして、平成21年度の当初予算は7.1兆円、その後、民主党政権下で更に削減が続きまして、平成24年度の
当初予算は4.6兆円まで減少してしまいました。その後、自公政権に戻り、当初予算はここのところ４年連続で
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大鹿行宏主計局次長



野田国義国土交通委員長：国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題とし、
質疑を行います。
　質疑のある方は順次御発言願います。
 
災害復旧・流木対策のあり方について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。今日はトップバッターを務め
させていただきます。野田委員長始め各理事の皆様方には、質問の機会を与えてい
ただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
　私は、国土交通省で、水管理・国土保全局長あるいは技監として地球温暖化対策
に長らく取り組んでまいりました。特に、気候変化に伴う水害、土砂災害の頻発、

激甚化への対応に重点的に取り組んでまいりました。今日もそういう観点から御質問をさせていただきたいと思
います。さて、今年一年も、九州北部豪雨を始め、災害の多い年でありました。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ます。
　私は、災害が発生するたびに現地に足を運ばせていただきました。この一年、九州北部の福岡県及び大分県（日
田市）、長崎県の壱岐、秋田県、大分県（佐伯市・津久見市）、大阪府及び和歌山県、京都府北部など被災現場を
訪れまして、災害対策の課題について調査を進めてまいりました。本日はその結果を踏まえまして質問をさせて
いただきます。
　地球温暖化によると考えられる気候変化に伴いまして、これまで経験したことがないような激甚な豪雨災害が
頻発しております。お手元の配付資料１を御覧いただければと思います。秋田県の雄物川なんですけれども、出
水時の写真でございます。この雄物川や京都府の由良川などを見ますと、しっかりと河川整備を行ってきた箇所
や過去に災害を受けて災害復旧事業を行ってきたところでは、大きな被害は発生していませんでした。しかし、
施工の順序の関係で整備が遅れていた箇
所や用地問題などで堤防の整備が遅れて
いたところは、越水氾濫して大規模な浸水
被害が発生しています。この右の方の写真
がそうですけれども、堤防が整備の途中で
ございます。
　次に、資料の２、３を御覧ください。福
岡県の寺内ダムや、実は私が若い頃に現場
で建設工事に携わりました秋田県の玉川ダ
ム、こういったダムのように、洪水をほと
んど貯水池にため込みまして、大きな洪水
調節効果を発揮してダム下流の浸水被害を
大きく軽減した例が今年もありました。こ
うしたことからすると、ダムの整備も含め
まして地道に着実に河川整備を進めていく
ことが必要というふうに考えています。
　一方、中小河川あるいは大河川の支川に
おきまして、その川の流下能力を大きく超
える出水で深刻な被害が発生しているとこ
ろが見られました。次の資料の４でござい
ますけれども、福岡県の筑後川水系の赤谷
川、それから大分県の佐伯市の番匠川水系
の井崎川などがそうなんですけれども、資
料４の災害前と災害後を比較すると、川の
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幅が大きく変化していることに驚かれると
思います。
　このように地球温暖化に伴いまして豪雨
災害が激化している状況下では、災害前の
状況に戻す原形復旧では十分な対応となら
ないということは明らかだと思います。し
たがいまして、災害復旧に当たりまして
は、再度災害防止など改良復旧を行うこと
が必要であるというふうに考えられます。
　また、九州北部豪雨を始め、流木による
激甚な被害が各地で顕著でした。その際、
先ほどの資料２の寺内ダムを御覧いただけ
れば、たくさんの流木を貯水池にため込ん
でいるということが分かりますし、資料の
５、そこに示しました砂防ダムのような施
設が流木を捕捉して下流の被害を大きく軽
減するという効果を発揮しています。この
ため、河川の上流部におきまして事前の流
木対策を工夫して、その措置を講じること
が大事だというふうに考えました。
　そこで、質問をさせていただきます。
　地球温暖化に伴いまして今後豪雨災害が
増加することを考えますと、災害復旧に当
たって、原形復旧では不十分で、再度災害
防止など改良復旧を行うことが必要である
と考えられますが、どのように考えておら
れるのか、見解を伺います。また、九州北
部豪雨を始め、上流部からの土砂や流木に
よる被害が大きかったのですが、今後の対
策をどのように考えるのか、併せて伺いま
す。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたし
ます。
　甚大な被害を受けた被災地におきましては、早期復旧を図るとともに、より災害に強い地域をつくっていくこ
とが求められるために、原形復旧のみならず、再度災害防止を図ることができるよう、川幅を広げる等の機能を
強化する改良復旧事業の活用を図ることが重要と思っております。このために、九州北部豪雨災害では、改良復

旧事業等の活用を進めるための災害復旧事業の適用拡充を二点行いました。
　まず、大量の土砂、流木により埋まっている河川で、公共土木施設を全て壊れている
ものとして扱うことで迅速に災害査定を実施し、事業採択をいたしました。これにより、
改良復旧事業の事業計画の策定など早期に取りかかることができるようになりました。
さらに、著しく埋まっている河川につきましては、川幅を広げるなど一定の計画に基づ
いて行う改良的な復旧事業を、国庫負担率が三分の二以上の災害復旧事業により初めて
事業採択をいたしました。この結果、地方負担の軽減と改良復旧としての資料作成の効
率化を図ったところでございます。

激甚な災害時の入札契約のあり方について
足立敏之委員：高速道路は、定時性の確保
などから物流面での働き方改革にも大きく
寄与するものだというふうに考えておりま
すので、しっかりと進めていただければ有
り難いというふうに思います。
　次に、災害時の入札契約の在り方につい
て伺います。
　資料７を御覧ください。大規模な災害が
発生しますと、警察や消防、自衛隊だけで
なくて、資料７に示すとおり、地域の建設
産業の皆様方が真っ先に現場に駆け付け
て、崩れた土砂の除去、アクセス道路の確
保、決壊した堤防の復旧、河岸侵食で被災
した道路の復旧など、様々な緊急対応やそ
の後の復旧復興の担い手として本当に厳し
い環境の中で全力で頑張っていただいています。そして、地域にとって大変大きな役割を果たしていただいてお
ります。
　災害発生後の応急対応や復旧に当たりましては、現地の状況に応じて確実な施工が可能な地域の建設産業の皆
様にスピード感を持って契約をして施工を図る必要があると考えます。
　国土交通省においては、基本的な手続のガイドラインを取りまとめて入札契約の改善に努めているというふう
に聞いておりますけれども、発注者における入札等の運用実態、そして今後の取組について伺います。

五道大臣官房技術審議官：お答えいたします。
　被災地の早期の復旧復興のため、災害復旧工事の発注に当たっては、早期かつ確実な
施工が可能な者を短期間で選定することが重要であります。このため、国土交通省で
は、本年７月に、工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適切な入札契約方式
等を選定する基本的な考え方を示した災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライ
ンを策定したところでございます。
　昨年の熊本地震、また本年の九州北部豪雨の災害復旧に当たり、国土交通省直轄工事
において緊急度の高い復旧工事合計約120件に随意契約を適用したほか、熊本地震では、

一般競争入札における手続日数の短縮や施工者が設計段階から関与することで早期の工事着手が可能となる技術
提案・交渉方式の導入等により、早期の復旧に努めてきたところでございます。
　今後とも、直轄工事において本ガイドラインの適用の徹底を図るとともに、都道府県や市町村まで浸透するよ
う、土木部長等会議や全ての市町村が参画する地域発注者協議会等の場を活用して周知に努めてまいります。

防災・減災対策の予算確保について
足立敏之委員：先ほども申しました、警察や消防、自衛隊の皆さんが災害対応の準備をする際には本来の公務と
して活動されているんですけれども、建設産業は、日頃建設工事を行う中で利益を上げて、それによりまして準
備態勢を整えなきゃいけません。いざというときに、そういう態勢を基に国や都道府県、市町村の要請を受けて
蓄積したポテンシャルを発揮して対応しているわけでありますが、したがいまして、建設産業が将来にわたって
しっかり活躍できる環境を保持することが大事でありまして、一定の工事量の計画的な確保、そして、仕事を
すればちゃんとそこで利潤が生まれるそういう環境づくり、この二点は国の重要な責務だというふうに思って
おります。

　また、土砂、流木による甚大な被害が発生したことを踏まえまして、９月より、全国の中小河川の上流域にお
ける土砂、流木による被害の危険性を点検いたしました。その結果、全国で抽出された約700渓流におきまして
は、今後３年間で流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置等を重点的に整備するなど、全国の安全、安心
の確保に向けて土砂・流木対策を積極的に推進してまいりたいと考えております。

高規格道路の整備促進と山間部道路の強靱化の推進について
足立敏之委員：今御説明のありました中小
河川の緊急点検は、とても大事なことだと高
く評価しております。しっかりと対応してい
ただければ有り難いというふうに思います。
　次に、道路について伺います。
　九州北部豪雨の際には、資料６の写真を御
覧いただきたいんですけれども、被害の大き
かった福岡県の朝倉市や大分県の日田市、こ
れに対する交通アクセスなんですけれども、
ここを走っております大分自動車道が、道路
の下の方は大変な被害が出ているんですけれ
ども、アクセスをしっかりと支えました。ま
た、私が伺いました大分県の佐伯市や津久見
市の水害の際にも、東九州自動車道がそうい
うアクセスを支えておりました。そうした高速道路の大切な役割を考えますと、高速道路のミッシングリンクの解消、
そして四車線化を全国的に急ぐべきだと考えますが、見解を伺います。
　また、九州北部では、資料の６の右側の方に孤立集落の図がございますけれども、おびただしい数の孤立集落が発
生しました。山間部の道路が河岸侵食により被災したり、渓流からの土砂の流出や流木で通行が妨げられたりしたた
めでございますけれども、地域の孤立化を防ぐための道路の強靱化策、これが必要だというふうに考えますが、今後
の進め方について伺います。

石川道路局長：お答えいたします。
　高規格幹線道路は、つながってこそ本来の機能を発揮するものでございます。早期に
ミッシングリンクを解消することで拠点を結ぶ広域的なネットワークが形成され、企業
立地、観光交流が進むほか、リダンダンシーが確保されることにより被災地への迅速な
支援活動等に大きく貢献いたします。
　例えば、委員御指摘のとおり、今年の７月に発生いたしました九州北部豪雨におきま
しては、被害の大きかった朝倉市や東峰村に対し大分自動車道を活用して食料、衣類等
を輸送するなど、高規格幹線道路が被災地への円滑な物資輸送に大きな役割を果たしま

した。
　国土交通省といたしましては、今後とも、重点化や効率化を図りつつ、一日も早くネットワークがつながるこ
とを目指し、高規格幹線道路ネットワークの整備を着実に進めてまいります。あわせまして、高規格幹線道路の
暫定二車線区間につきましては、走行速度の低下や対面交通による安全性の課題に加えまして、大規模災害時の
復旧等に課題があるため、四車線化や付加車線の設置等の機動的な対策に取り組んでまいります。
　また、台風や豪雨等による道路寸断による地域の孤立化を防ぐという観点から、道路の防災対策は大変重要で
あると認識をしております。このため、豪雨等による道路のり面の崩壊を防止するためののり面保護や、危険な
のり面を回避するためのバイパス整備等を行っているところでございます。
　今後とも、地域の孤立化を防ぐため、災害に強い道路整備に努めてまいります。

６兆円規模まで戻っております。しかし、最近の災害の状況等を見ますと、幾ら何でも少な過ぎる、そういうふ
うに考えています。
　プライマリーバランスの撤廃を訴える方々もいらっしゃいますけれども、そういう議論もございますが、是非
ともアベノミクスでうたっている財政出動をしっかり取り組んでいただきまして、先ほども申し上げましたけれ
ども、建設国債を充当することによりまして財政への影響も少なくそういったことが可能になるというふうに考
えておりますので、公共事業予算をしっかりと増額するようにお願いしたいというふうに思います。
　最後の質問に移ります。
　地球温暖化による気候変化の影響は待ったなしでありまして、毎年頻発する洪水、土砂災害に対しまして、ソ
フト対策も大事ですけれども、やはりハード対策も大事であります。中でも、事前の防災・減災対策がとても重
要だというふうに思っております。
　最後に、石井国土交通大臣に御決意を伺いたいと思います。

石井国土交通大臣：本年も九州北部豪雨など各地で甚大な被害が発生をしておりまして、
今後、気候変動の影響により更に大雨の頻度や降水量が増大をし、水害が頻発化、激甚
化することが懸念をされております。このような災害に対しましては、施設では防ぎ切
れない大洪水は発生するものとの考えに立ちまして、社会全体で洪水に備える水防災意
識社会の再構築の取組をハード、ソフト一体となって進めることが重要であると考えて
おります。
　このため、堤防整備等のハード整備を着実に推進する取組、ダムのかさ上げ等の既存
ストックを最大限に活用する取組など、氾濫被害を未然に防ぐハード対策を進めるとと

もに、関係者が総合的かつ一体的に取り組むための協議会の設立、避難勧告の発令に資する水害対応タイムライ
ンの作成など、氾濫被害の軽減を図る取組を進めているところであります。
　また、九州北部豪雨等の課題を踏まえて今般取りまとめました中小河川緊急治水対策プロジェクトに基づきま
して、全国の中小河川において、今後おおむね三年間で緊急的に、流木の捕捉効果の高い透過型の砂防堰堤の設置、
多数の家屋や重要な施設の浸水被害を解消するための河道の掘削、洪水に特化した低コストの水位計の設置など
のハード・ソフト対策を推進してまいります。
　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
げて防災・減災対策に取り組んでまいりたいと存じます。

足立敏之委員：御答弁ありがとうございました。
　冒頭にも申し上げましたけれども、事前にしっかりと整備をしている河川では大きな被害は出ておりません。
また、整備が遅れていた河川では残念ながら浸水による大きな被害が出ています。そういった現状を考えます
と、やはりあらかじめしっかりとした事前に防災対策を行っておくということが大事だというふうに思います。
　予防に勝る治療なしというふうに言うんですけれども、例えば平成17年にアメ
リカで発生しましたハリケーン・カトリーナの被害では、被害額は約2,000億に
上っております。しかし、事前にいろんな治水対策を約20億ドル投資しておけば
この被害は防げたのではないかというふうに言われております。また、日本にお
きましても、東海豪雨というのが平成12年、名古屋を襲いましたけれども、この
災害のときに、あらかじめ庄内川、新川という川に716億円の治水投資をしてお
けば約5,500億円の被害が軽減できたというふうに言われています。
　予防に勝る治療なし、そういった事前のしっかりとした治水対策を進めていく
ことが今後とも大事でありまして、そのためには財務省にもしっかり治水予算を
含み公共事業予算を確保していただきまして、地球温暖化に伴います様々な影響
を未然に防ぐようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。
　以上です。

　入札契約の改善も、そのために必要なことです。随意契約や指名競争入札の活用など、スピーディーな工事発
注のために是非とも御尽力をいただくようにお願いをしたいというふうに思います。
　次に、必要な予算の確保について財務省に伺います。
　地球温暖化に伴う災害の激甚化に対応するためには、あらかじめ事前の防災・減災対策を進めることが大事で
あります。昨年は公共事業について1.6兆円規模の補正予算が確保され、防災・減災対策などにも充当されました。
今年度の激甚な災害の状況を踏まえますと、同様の大型補正予算を確保する必要があるというふうに考えます。
今朝の新聞を見ますと、補正予算の規模についての記事がございましたが、建設国債を充てるということですの
で財政への影響も軽減できるのではないかというふうに考えております。
　やらなくてはならないインフラ整備は幾らでもあります。治水施設の整備や老朽化対策、河川の河道内の土砂
の除去、流木対策、道路の強靱化等、予防措置を含めて全国で緊急的に進める必要があります。平成30年度予算
の大幅な増額と大規模な補正予算が必要と考えますが、財務省の見解を伺います。

大鹿主計局次長：お答えいたします。
　公共事業予算につきましては、まず当初予算におきまして、経済・財政再生計画にお
ける目安を踏まえて安定的な予算額の確保を図る中におきまして、日本経済の成長力あ
るいは生産性を高めるための事業のほかに、今委員御指摘の自然災害が頻発化、激甚化
していることを踏まえまして防災・減災対策への重点化を進めてきているところでござ
います。
　また、災害等による追加財政需要に対しましては補正予算により機動的に対応してき
ておりますけれども、この29年度の補正予算におきましても、災害復旧事業に加えまし

て、防災・減災対策に万全を期すという観点から編成するということとしております。
　財政事情が依然として極めて厳しい状況ではありますけれども、こうした点をしっかりと踏まえながら、引き
続き予算編成作業を進めてまいりたいというふうに考えております。

事前の防災・減災対策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す。
　公共事業予算につきましては、平成10年度には補正予算と合わせて15兆円近くありました。その後、徐々に減
少しまして、平成21年度の当初予算は7.1兆円、その後、民主党政権下で更に削減が続きまして、平成24年度の
当初予算は4.6兆円まで減少してしまいました。その後、自公政権に戻り、当初予算はここのところ４年連続で
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足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。
　私からは、緊急事態条項と参議院の合区解消について意見を申
し上げたいと思います。
　最近、激甚な自然災害が頻発しております。私は、国土交通省で、
局長や技監という立場で水害・土砂災害対策あるいは大規模地震
対策などを担当してまいりました。そのような経験から、首都直
下地震や南海トラフ巨大地震など、超巨大災害が発生した場合の
政府の対応の在り方について強く不安を感じております。
　我が国の災害対応の基本的枠組みは、死者、行方不明者が約5,000人に上る昭和34年の伊勢湾台
風を契機に確立されました。災害対策基本法が制定されまして、災害緊急事態の布告、緊急災害対
策本部の設置などの条項が定められました。その後、6,400人を超える犠牲者の出ました阪神・淡
路大震災や約22,000人の犠牲者の出ました東日本大震災などの大規模災害が発生しましたが、災害
対策基本法に基づく災害緊急事態の布告は行われませんでした。
　さて、内閣府の推計では、首都直下地震では最大約23,000人の死者、行方不明者が予測され、東
京都の被害は約13,000人に上ります。また、南海トラフ巨大地震では、最大約323,000人、東京都
でも約1,500人の犠牲者が想定されております。
　首都直下地震や南海トラフ巨大地震のような災害対策基本法の制定以来経験したことのない超巨
大災害が発生した場合に十分な対応ができるのか、不安があります。備えあれば憂いなし、我が国
におきましても、海外で見られるような、あらかじめ憲法に緊急事態条項を規定しておくことが必
要というふうに考えます。
　もう一点、参議院の合区の解消について意見を申し上げます。
　私は、国土交通省の四国地方整備局長としても勤務をした経験がございます。合区となりました
徳島県と高知県の関係でいいますと、四国三郎と言われる大河川吉野川の上流部で、高知県ですけ
れども、ダムを建設すると、下流の徳島県では水量が変化するという影響があります。立場の異な
る二県を一人で代表するというのはとても大変なことだというふうに考えます。
　災害対応という観点で考えても、県ごとに防災上の課題が大きく異なることから、その課題を政
策につなげるためにはそれぞれの県からの代表が必要というふうに考えます。特に、高知県は、皆
様も御承知のとおり、津波の高さが34.4メートルの黒潮町を始めまさに南海トラフ巨大地震の最前
線に位置しておりまして、その対策が急務であります。
　私も、高知県に入るたびに、合区についての反対の声や合区解消を求める要望を党派を超えて伺っ
ております。巨大地震に直面している高知県において、県を代表する参議院議員が必要であると私
も強く感じております。参議院の合区の解消も急がねばならない重要な課題というふうに考えてお
ります。以上です。
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