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令和元年１１月５日（火曜日）

第200回 臨時国会

参議院国土交通委員会

参議院国土交通委員会において質問に立ち、２０１９年１０月に発生した台風１９号による豪雨災
害等への政府の対応について伺うとともに、狩野川放水路等事前の防災対策が効果を発揮
したことや、八ッ場ダムが大きな洪水被害軽減効果を発揮したことを明らかにしました。
また、今後の公共事業予算の確保の必要性等について訴えさせて頂き、赤羽一嘉国土交通
大臣等から今後の取り組み方針等についてご答弁を頂きました。

― 国土の整備、交通政策の推進等に関する調査 ―

長野市穂保地区の千曲川本川の破堤現場（北條組撮影）



会議録 第200回 臨時国会　参議院国土交通委員会 －国土の整備、交通政策の推進等に関する調査－

台風１９号による越水、破堤氾濫など河川関係の被害について
田名部委員長：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。

足立敏之委員：おはようございます。自由民
主党の足立敏之でございます。
　本日は質問の機会を与えていただきまし
て、田名部委員長始め各党の理事の皆さん、
委員の皆さんに心から感謝を申し上げたいと
思います。
　私は、建設省、国土交通省で長らく勤務を
いたしまして、インフラ整備、防災、災害対
策、こういったことに取り組んでまいりまし
た。本日は、その経験を踏まえまして、台風
１９号による豪雨災害等につきまして質問をさ
せていただきたいと思います。
　まず、その前に、沖縄の首里城が火災によ
り焼け落ちてしまいました。テレビの映像を
見て、私もとてもショックを受けました。世
界遺産に登録されており、今回焼けた正殿な
どの施設は国土交通省の国営公園事業により
整備が行われたもので、とても残念に思って
おります。是非とも国土交通省が関係機関や
沖縄県としっかり連携して再建に向けて御尽
力をいただきますよう、赤羽大臣を始め幹部
の皆様にお願いを申し上げたいと思います。
よろしくお願いいたします。
　さて、昨年は、西日本の豪雨災害によりま
して、１１府県で大雨特別警報が出され、死者、
行方不明者が２００人を超える大災害となりまし
た。今年も、台風１５号による千葉県を中心と
する暴風雨被害に続きまして、台風１９号によ
り１３都県で大雨特別警報が出され、１００人近い
方々が犠牲になるという大きな被害が発生い
たしました。さらに、続いて、台風２１号の影
響で活発化した低気圧によりまして、千葉県
を中心に死者、行方不明者が１０人を超える大
きな被害も発生しております。お亡くなりに
なられた皆様の御冥福を謹んでお祈り申し上
げますとともに、被害に遭われた全ての皆様
に心からお見舞いを申し上げます。
　また、国土交通省におかれましては、赤羽
大臣の陣頭指揮により、所管する河川や道路、

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省提供、足立敏之事務所編集

［資料１］令和元年台風19号による破堤氾濫

千曲川穂保地区（長野市） ※写真提供国際航業

※令和元年10月28日 6:30時点

： 国管理河川決壊箇所

： 都道府県管理河川決壊箇所

： 国管理河川

国 １２箇所
県 １２８箇所
計 １４０箇所

自由民主党・国民の声　足立敏之　　長野県建設業協会提供、足立敏之事務所撮影・編集

［資料２］台風19号による被災状況（長野県）

千曲川破堤周辺

東御市本海野地区海野宿橋の落橋被害（足立敏之事務所撮影）

長野市穂保地区千曲川決壊箇所（北條組撮影） 長野市穂保地区千曲川決壊箇所応急復旧工事（足立敏之事務所撮影）

長野市穂保地区千曲川決壊箇所周辺被災状況（足立敏之事務所撮影）

本宮市阿武隈川越水箇所（本宮市提供）

阿武隈川支流・安達太良川堤防決壊箇所（本宮市提供）

本宮市阿武隈川越水箇所応急復旧工事（足立敏之事務所撮影）

阿武隈川支流・安達太良川堤防決壊箇所応急復旧工事（足立敏之事務所撮影）

自由民主党・国民の声　足立敏之　　本宮市提供、足立敏之事務所撮影・編集

［資料３］台風19号による被災状況（福島県）
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鉄道などの災害対応に全力を挙げて取り組ま
れるとともに、テックフォースの派遣や災害
対策用機械の派遣などにご尽力をいただき、
心から敬意を表しますとともに、感謝を申し
上げたいと思います。
　私も、発災以降、東京都、神奈川県、長野
県、福島県、宮城県などの被災現場に足を運
びまして厳しい実情を見てまいりました。本
日は、そうした現場での体験を踏まえまして
質問をさせていただきたいと思います。
　まず、台風１９号による越水、破堤氾濫など
河川関係の被害について伺いたいと思います。
　直轄管理区間の破堤というのは大変珍しい
現象でありまして、昭和５１年の長良川の破堤
以来、平成１６年の兵庫県の円山川本川及び支
川出石川の破堤、平成２４年の九州北部豪雨の
際の福岡県矢部川の破堤、昨年の西日本豪雨
の際の高梁川支川の小田川の破堤など、数え
るほどしかありません。
　一方、今年は、私が訪れました長野市穂保
地区の千曲川や、宮城県大崎市の吉田川を
始め、直轄区間の１２か所で破堤が起こりまし
た。お手元の資料１に破堤箇所についてお示
しをしてございます。さらに、県管理区間で
は１２８か所の破堤が起こっております。この
ように、全国各地で同時多発的におびただし
い数の河川で越水、そして破堤氾濫が発生し
ました。
　私が伺った現場の資料をお手元に付けさせ
ていただきました。資料２が千曲川、資料３が阿武隈川、資料４が宮城県丸森町の阿武隈川と大崎市の吉田川、
資料５が多摩川沿川の被害の状況でございます。
　なお、皆さん御承知と思いますけれども、堤防は、表面にブロックが張ってある場合もありますけれども、基
本的に土でできていまして、越水には非常に脆弱で、越水した水によりまして堤防が浸食されて決壊が起こると、

越水だけによる被害や内水による浸水被害
とは大きく異なりまして、まるで津波のよ
うに押し寄せてくる水によって壊滅的な被
害が起こります。それを防ぐために、先輩
たちによりスーパー堤防が考案されるとと
もに、海岸堤防などでも、津波による越水
に強い、粘り強い構造の堤防も考案されて
まいりました。
　今回の台風１９号等による河川の被害の状
況と、堤防の決壊により壊滅的な被害を生
じさせないための今後の対策について、水
管理・国土保全局に伺います。

自由民主党・国民の声　足立敏之　　宮城県建設業協会提供、足立敏之事務所撮影・編集

［資料４］台風19号による被災状況（宮城県）

丸森町 阿武隈川支流 内川、新川合流点破堤箇所（足立敏之事務所撮影）
丸森町県道45号線 道路被災箇所(足立敏之事務所撮影）

大郷町粕川 吉田川決壊箇所（武山興業撮影） 大郷町粕川 吉田川決壊箇所応急復旧工事箇所（足立敏之事務所撮影）

多摩川の内水により浸水した川崎市高津区（足立敏之事務所撮影）

多摩川の内水により浸水した世田谷の車検場（足立敏之事務所撮影） 多摩川の越水箇所世田谷区兵庫島公園周辺（足立敏之事務所撮影）

多摩川の内水により浸水した川崎市高津区（足立敏之事務所撮影）

自由民主党・国民の声　足立敏之　　足立敏之事務所撮影・編集

［資料５］台風19号による被災状況（東京都・神奈川）
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　　　　　　　　　　　五道水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　台風第１９号は、１３都県に大雨特別警報が発表されるなど、広い範囲で記録的な大雨を
もたらし、先生御指摘のとおり、国直轄で１２か所、合わせて１４０か所の河川堤防の決壊
等により甚大な被害が生じました。このような堤防決壊の被害を踏まえるとともに、将
来の気候変動の影響により激甚化、頻発化する水害に備えるためにも、堤防の拡幅、か
さ上げ等の整備、仮に越水しても決壊までの時間を少しでも引き延ばすことを目的とし
た堤防天端や裏のり尻の補強などによる堤防の強化を推進することが重要と考えており
ます。

　堤防の決壊による壊滅的な被害を生じさせないためには、洪水時の水位を下げ、安全かつ確実に洪水を流すこ
とが重要であります。このため、堤防の整備や強化に加えて、河道の掘削、ダムや遊水地などの様々な手段を各
河川の特性や流域の状況に応じて組み合わせながら、治水対策を一層強力に推進してまいります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　なお、今回の災害の復旧に当たりましては、特に県が管理している河川での甚大な被害を踏まえまして、西日
本豪雨のときと同様、道路や河川の分野で直轄の権限代行で国が代行して災害復旧が行われることになっており
ます。県の対応能力では限界がありますので、大変有り難い対応だと思っておりまして、感謝を申し上げたいと
思います。

狩野川台風と台風１９号の比較
足立敏之委員：続きまして、今回の台風１９号でございますけれども、死者、行方不明者が約１,２００人を超えました
昭和３３年９月の狩野川台風に匹敵する台風と言われました。気象庁がこのように分かりやすい表現で台風の脅威に
ついて御説明いただいたことにつきましては、敬意を表したいと思います。その指摘のとおり、静岡県伊豆市の湯
ケ島雨量観測所での総雨量は、狩野川台風のときには７３９ミリであったのに対しまして、台風１９号ではそれを上回
る７７８ミリでございました。
　しかし、今回、幸いにして狩野川流域
では大きな被害は出ませんでした。これ
は、狩野川台風により被害を受けた後の
昭和４０年に完成したトンネル放水路であ
ります狩野川放水路、これが毎秒１,０００
トン分派したと聞きましたけれども、そ
の効果が大きかったのではないかと考え
ております。資料６の方に狩野川放水路
の資料を準備させていただきました。今
回の台風と狩野川台風、大変驚くほど
コースが似ているというのがお分かりい
ただけるのではないかと思います。
　狩野川台風と台風１９号の被害の比較
と、狩野川放水路の整備効果について、
水管理・国土保全局に伺います。

五道水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　狩野川流域における降雨や被害については、現時点の速報値でございますけれども、先生御指摘のとおり、昭
和３３年の狩野川台風よりも、今回の台風１９号の総雨量が７７８ミリを観測しておるところでございます。
　今回、狩野川放水路の直上流にある伊豆の国市の千歳橋流量観測所で毎秒約２,０６０立方メートルの流量を観測

国土交通省　五道仁実水管理・国土保全局長

［資料６］狩野川放水路の効果
昭和33年狩野川台風

狩野
川

千歳橋（旧伊豆長岡町）

狩野川

放流中の狩野川放水路

狩野川流域

令和元年台風19号

昭和33年狩野川台風

台風経路

平成10年9月洪水

国土交通省提供

国土交通省提供

気象庁提供

国土交通省提供

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省・気象庁提供、足立敏之事務所編集
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しましたが、このうち約毎秒１,０００立方メートルを放水路で分派したことにより、分派地点下流の沼津市や三島
市等を流れる本川の水位を低下させることができました。
　この結果として、狩野川台風では、狩野川流域において死者、行方不明者８５３人、家屋浸水６,７７５戸の甚大な被
害が発生しましたが、今回の台風第１９号では、狩野川本川からの氾濫を防ぐことができ、人的な被害はゼロ、家
屋の浸水被害も内水等による約９００戸に抑えることができました。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　狩野川台風の際の被害を見ますと、狩野川の流域内では８５０人を超える死者、行方不明者が出ておりました。
しかし、実は神奈川県でも死者、行方不明者が９４名、東京でも４６名と言われておりました。南関東でも当時大き
な被害が発生していましたけれども、今回、狩野川台風ということで伊豆半島の被害ばかり考えて他の地域の被
害に気をとめなかった点が我々も反省していかなきゃいけない点だと思っておりますし、気象庁と水管理・国土
保全局で今後よくその辺の検証をお願いしたいと思います。
　狩野川放水路のほかにも、これまで行われてきた河川改修が大きな効果を発揮しまして、被害が出なかった河
川がたくさんあったと思っております。被害が極めて広域的で甚大なため、国土交通省としてはなかなかその効
果をアピールしづらい、そういったところがあると思いますけれども、例えば平成２７年９月に関東・東北豪雨で
堤防決壊により大きな被害を受けました鬼怒川でございますけれども、今回は、復旧工事と併せて行った改修工
事が完成しており、前回のような大きな被害は発生をいたしませんでした。また、利根川流域では、首都圏外郭
放水路や渡良瀬遊水地とその周辺の遊水地群、こういったものが絶大な効果を発揮したと思っております。
　また、ワールドカップで話題になりましたけれども、日本対スコットランド戦が行われた横浜国際総合競技場
周辺の公園は遊水地として機能して水没しましたけれども、その川であります鶴見川なども事前に整備した効果
が大きかったと言えると思います。
　河川整備に当たりまして、事前防災でしっかり準備をしていくことがやはり重要ではないかと認識されたと思
いますけれども、水管理・国土保全局の見解をお願いしたいと思います。

五道水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　台風第１９号では、広範囲に多数の堤防が決壊するなど甚大な浸水被害が発生しました。こうした中でも、先ほ
どの狩野川放水路のように、過去に整備した治水施設が効果を発揮し、人的被害、家屋浸水被害を軽減したとこ
ろでございます。
　土木学会が２０１８年６月に公表した国難をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書では、三大都市圏の
巨大洪水に対し約９兆円の事前防災対策を行うことで、建築物や資産に対する被害、資産被害や、国民総生産の
減少、経済被害、また税収減少、財政的被害による合計約９０兆を超え
る被害を軽減させることが示されているところでございます。
　一度、水害が発生すると、生命、財産に甚大な被害が発生するとと
もに、復旧復興に多大な時間と費用を要し、社会経済活動にも大きな
影響を与えることから、被害の防止、軽減に向け、事前防災対策を着
実に進めていくことが重要であると考えております。

足立敏之委員：水害が発生いたしますと良くないことばかりがクロー
ズアップされる傾向にありますけれども、こうした整備効果を踏まえ
た事前防災を着実に進めていく必要があると考えますので、よろしく
お願いしたいと思います。
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台風１９号におけるダム等の洪水調節の状況
足立敏之委員：次に、ダムについて話題を変えたいと思います。
　さて、今回も、西日本の豪雨災害の際と同様、全国でダムが洪水調節で大きな効果を上げたと聞きます。上流
部にあるダムに一時的に出水をため込むわけですので、下流の洪水軽減効果が必ずあります。東日本を中心に全
国で１４６のダムが洪水調節を行い、洪水被害の軽減に大きな効果を発揮しています。資料７の方に昨年との比較
を載せてございますが、このようにたくさんのダムで洪水調節が行われてきております。
　しかし、その一方で、昨年の西日本の豪雨で課題となりました、ダムの洪水調節容量を使い切ってしまうおそ
れのある場合にダムからの放流量を増加させて徐々にダムへの流入量に擦り付けていく異常洪水時防災操作、マ
スコミではよく緊急放流と言われており
ましたけれども、そうした操作を行うダ
ムが生じました。資料８にございます。
模式図で示しておりますけれども、上の
方の図が通常の洪水調節であります。下
がいわゆる緊急放流でございまして、計
画を超える規模の流入があった場合に、
ある時点から放流量を計画放流量より
増加させる、この斜めになっているとこ
ろがそうなんですけれども、そういう操
作に移行しているのが分かるかと思いま
す。
　なお、ダム湖への流入量より大きな放
流をすることはこれを見ていただいても
ありませんので、ダムがあることで事態
を悪化させるようなことにはなっていな
い、そのように思いますし、誤解がない
ようにお願いをしたいと思います。
　この操作は、ダムが満杯になって越流
してしまうのを防ぐためやむを得ない措
置ではありますけれども、台風１９号で
は、昨年の教訓を踏まえて、そうした操
作を行う際には早めに公表し、事前に沿
川の皆さんにお知らせするなどきめ細か
い対応が取られていたと思います。その
点についてはしっかり評価したいと思い
ます。
　台風１９号の際のダムの洪水調節の実施状況と緊急放流の実施状況について、水管理・国土保全局に伺います。

五道水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　先生御指摘のとおり、台風第１９号では、東日本を中心に国土交通省が所管する１４６のダムにおいて洪水を貯留
すること、すなわち洪水調節により下流河川の水位を低下させ、下流域の被害の防止、軽減を図りました。
　そのうち、記録的な豪雨に見舞われた６ダムでは洪水調節容量を使い切る見込みとなり、ダムへの流入量と同
程度の放流量とする異常洪水時防災操作に移行したところでございます。これらの６ダムでは、ダムからの最大
放流量はダムへの最大流入量に対して約２４％から約９７％であったところでございます。

［資料７］ダムによる洪水調節（平成30年西日本豪雨・令和元年台風19号）

資料７

平成30年7月豪雨 令和元年10月台風第19号

防災操作（洪水調節）実施ダム（213ダム）
うち、異常洪水時防災操作へ移行したダム（8ダム）

防災操作（洪水調節）実施ダム（146ダム）
うち、異常洪水時防災操作へ移行したダム（6ダム）

ダムによる洪水調節
（平成30年西日本豪雨・令和元年台風19号）

令和元年11月5日 参議院国土交通委員会 提出資料７
自由民主党・国民の声 足立 敏之
国土交通省提供、足立敏之事務所編集

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省・気象庁提供、足立敏之事務所編集

［資料８］ダムによる緊急放流
資料８ダムによる緊急放流

異常洪水時防災操作

通常の洪水調節

※異常洪水時防災操作とは

計画を超える規模の出水によりダムの洪水調節容量を使い
切る可能性が生じた場合、放流量を徐々に増加させ、流入量
と同程度を放流する操作

流
量

時間

ダムに
貯 留

ダムへの
流 ⼊ 量

ダム流下量
（放流量）

ダ ム に
貯 留

時
間

計画を超える規模
のダムへの流⼊量

計画規模
の 洪 水

ダム流下量
（放流量）

流
量

異常洪水時防災操作実施ダム位置図

天竜川水系 美和ダム（直轄）
てんりゅうがわ みわ

相模川水系 城山ダム（神奈川県）
さがみがわ しろやま

那珂川水系 塩原ダム（栃木県）
なかがわ しおばら

鮫川水系 高柴ダム（福島県）
さめかわ たかしば

大北川水系 水沼ダム（茨城県）
おおきたがわ みずぬま

久慈川水系 竜神ダム（茨城県）
くじかわ りゅうじん

防災操作（洪水調節）実施ダム（139ダム）
うち、異常洪水時防災操作へ移行したダム（6ダム）

令和元年11月5日 参議院国土交通委員会 提出資料８
自由民主党・国民の声 足立 敏之
国土交通省提供、足立敏之事務所編集

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省提供、足立敏之事務所編集

資料７

平成30年7月豪雨 令和元年10月台風第19号

防災操作（洪水調節）実施ダム（213ダム）
うち、異常洪水時防災操作へ移行したダム（8ダム）

防災操作（洪水調節）実施ダム（146ダム）
うち、異常洪水時防災操作へ移行したダム（6ダム）

ダムによる洪水調節
（平成30年西日本豪雨・令和元年台風19号）

令和元年11月5日 参議院国土交通委員会 提出資料７
自由民主党・国民の声 足立 敏之
国土交通省提供、足立敏之事務所編集
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会議録第200回 臨時国会　参議院国土交通委員会 －国土の整備、交通政策の推進等に関する調査－

事前放流の実施状況
足立敏之委員：ありがとうございました。
　今回、緊急放流では、テレビでも城山ダムが緊急放流を行う、相模川の城山ダムなんですけれども、その報道
があったのを皆さんも御記憶にあるんじゃないかと思います。下流の相模川の流量がそれによって増加するのが
懸念されたわけでございますけれども、実は、資料９でございますけれども、この相模川流域には城山ダムの下
流で相模川に合流する中津川という支川がありまして、その中流部に私が建設省の事務所長として建設に携わり
ました宮ケ瀬ダムございます。若干手前みそになるかもしれませんが、お許しください。
　この宮ケ瀬ダムは、ダム高が１５６メー
トル、首都圏最大でございます。貯水
容量は１億９,３００万トンでございまして、
芦ノ湖にたまっている水の量に匹敵する
水量がたまります。城山ダムの約３倍の
総貯水容量があります。洪水調節容量も
城山ダムの２倍の４,５００万トンあります。
　宮ケ瀬ダムは、今回、いろんな情報を
見ていると、ピーク流量で毎秒１,９００ト
ン流入しておりましたけれども、その際
にも毎秒１００トンしか放流していなくて、
ほとんどの水をダム湖にため込んで洪水
調節を行っていました。この効果はとて
も大きかったと思います。
　したがいまして、宮ヶ瀬ダム、そし
て城山ダムの効果によりまして相模川
下流部では大きな被害が出なかったの
ではないかと考えております。こうし
たダムの効果についてもしっかりと検
証をしていただき、評価していただけ
ればと思います。
　さて、昨年の緊急放流の問題を教訓に
しまして、あらかじめ洪水調節機能を増
強するため事前放流を実施したダムが複
数あったと聞きました。資料１０が事前放
流の模式図でございますけれども、台風
が来る前にあらかじめ本来利水のために
ためておく容量の一部を放流することに
よりまして、水位を下げて、洪水を貯留
するための容量を所定のルールより多く確保しておく、その結果、洪水調節効果を高める、そうした事前放流を
採用したダムがあったと聞きましたが、事前放流の実施状況について、水管理・国土保全局に伺います。

五道水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　ダムの事前放流については、利水者の協力の下、利水容量の一部を事前に放流し、一時的に洪水調節容量を確
保する操作でございます。このように、降雨が予想される場合には、ダムにおいてできる限り水位を下げ、洪水
を調節するための容量を確保していくことは有効な手段であり、国土交通省といたしましても、事前放流の取組
を推進しているところです。

［資料９］宮ケ瀬ダムと城山ダム

千曲川穂保地区（長野市） ※写真提供北條組

宮ヶ瀬ダム ※写真提供：国際航業

位置図 （国土交通省提供）

城山ダム

宮ヶ瀬ダム

相
模
川

相模湾

N

茅ヶ崎市
平塚市

座間市

相模原市

厚木市

海老名市

愛川町
町田市

寒川市

相模湾

相
模
川

宮ヶ瀬ダム（国際航業株式会社撮影）

城山ダム（国際航業株式会社撮影）

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国際航業株式会社・国土交通省提供　足立敏之事務所編集

［資料１０］事前放流
○ 利水者の協力のもと、利水容量の一部を事前に放流し、一時的に洪水調節容量を拡大

し、平常時より大きな洪水調節効果を発揮するダム操作

洪水を貯留

③洪水調節

利水容量
絞って放
流

洪水調節容量
（洪水をためていく）

②事前放流

事前に水位を下げる

利水容量

洪水調節容量
（洪水のために空けてある）

事前放流
（更に空ける）

①平常時

利水容量
（水利用のためにためておく）

洪水調節容量
（洪水のために空けてある）

（洪水をためていく）

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省提供

資料７

平成30年7月豪雨 令和元年10月台風第19号

防災操作（洪水調節）実施ダム（213ダム）
うち、異常洪水時防災操作へ移行したダム（8ダム）

防災操作（洪水調節）実施ダム（146ダム）
うち、異常洪水時防災操作へ移行したダム（6ダム）

ダムによる洪水調節
（平成30年西日本豪雨・令和元年台風19号）

令和元年11月5日 参議院国土交通委員会 提出資料７
自由民主党・国民の声 足立 敏之
国土交通省提供、足立敏之事務所編集
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　台風第１９号においては、先ほどお話をさせていただきましたとおり、国土交通省が所管する１４６のダムにおいて、
洪水を貯留することにより下流河川の水位を低下させ、下流域の被害の防止、軽減を図ったところでございます。
　事前の放流には、洪水時に治水のために計画的に実施する予備放流と利水者の協力を得て実施する事前放流が
ありますが、このうち、事前放流を行って水位を下げたダムは、関東地方を中心とした３３ダムでございます。
　このうち、利根川水系渡良瀬川の草木ダムでは、予備放流で約３メートル、事前放流で約１４メートルを事前に
貯水池の、貯水位を低下させました。草木ダムでは、異常洪水時防災操作に移行する可能性について１２日２０時に
記者発表をしたところでございますが、その後回避をしており、この貯水位の低下がなければ異常洪水時防災操
作に移行していたと推測されるところでございます。
　国土交通省といたしましては、今後も関係利水者と調整を行い、事前放流の取組を推進することにより、洪水
被害の軽減に努めてまいります。

足立敏之委員：昨日の新聞にも発電ダムの活用というのが出ておりましたけれども、今後も、利水関係者などダ
ムの共同事業者の理解を得て事前放流を強化すべきと考えます。よろしくお願いしたいと思います。

八ッ場ダムの効果について
足立敏之委員：次に、八ツ場ダムについてお聞きしたいと思います。
　赤羽大臣も、１１月２日、現地を訪れられたと報道がありました。ありがとうございました。私は、建設省、国
土交通省で長らく勤務をし、ダム建設関連の仕事に長年携わる中で、再三八ツ場ダムにも関わらせていただきま
した。様々な誤解があるようですので、少々経緯についてお話をさせていただきたいと思います。
　平成２１年の政権交代に伴いまして、当時八ツ場ダムはダム本体工事の発注手続の段階ではありましたけれども、
前原大臣から、マニフェストに書いてあるので八ツ場ダムを中止する、全国８３のダム事業についても一旦中止し
て検証を行うという方針が示されました。
　その後、後任の馬淵大臣の際に、中止の方向性については言及しない、一切予断を持たずに検証する、少し方
向転換がございまして、前田大臣が就任されてから、建設省出身の河川技術者でもあり実際に利根川の治水計画
にも携わられたこともあったからだと思いますけれども、継続との対応方針を決定し、私が水管理・国土保全局
長の際にお仕えした羽田大臣もその方向性を継承され、その後、政権交代により就任された太田大臣が、前田大
臣が継続を決定したことを尊重して早期完成を目指すとの方針を表明され、それを受けて八ツ場ダムは建設に向
けて再度動き出すことになりました。こうして振り返ると、大変感慨深いものがあります。
　その八ツ場ダムが、本体工事が完了して１０月１日から試験湛水を行っていましたけれども、約５５０万トンたまっ
ていた状態で今回の出水を迎え、約７,５００万トンの水を貯留いたしました。資料１１、１２に写真とデータをお示し
しております。
　実は、その当時、下流の埼玉県加須市で、今回の出水でピーク時には利根川の水位が計画高水位にあと３０セン
チのところまで迫っておりまして、
越水のおそれがある旨を公表するな
ど、非常に切迫した状態だったと聞
いております。結果的に、八ツ場ダ
ムや下久保ダムなど上流のダム群の
効果で下流の利根川の越水や破堤、
氾濫を防御する大きな効果を上げた
と考えています。
　私も、１０月１７日に八ツ場ダムに伺
わせていただきましたが、ほぼ満水
状態のダム湖を見て大変頼もしく

［資料１１］洪水を大量に貯留した八ッ場ダム
試験湛水 満水時

（令和元年10月17日）午後４頃撮影台風19号出水前（令和元年10月11日）

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省提供
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思ったところであります。
　しかし、それに反論するような形で、八ツ場ダムの洪水調節効果は全くなかったと主張する方々がいらっしゃ
るようであります。全く科学的ではありません。確かに、利根川の上流部には下久保ダムなど複数のダムがあり、
これらが連携して洪水被害を軽減を図っておりますので、一つ一つのダムが単体でこういう効果を発揮したと表
現するのはなかなか難しいんですけれども、あれだけの量の洪水を貯留したわけでございますので、明らかに大
きな効果を発揮したと考えるのは当然のことだと思います。
　八ツ場ダムの洪水被害軽減効果について、現地を視察された大臣の思いをお聞かせください。よろしくお願い
します。

　　　　　　　　　　　赤羽国土交通大臣：今日、まず、初めての発言でございますので、改めまして、今般の
台風１５号、１７号、１９号、そしてその後の大雨災害によりまして尊い犠牲となられました
皆様に心から御冥福をお祈りしたいと思います。また、被害を受けられた全ての皆様に
お見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧復興に全力を尽くしてまいることを
表明させていただきます。
　今お話のありましたこの八ツ場ダムの件につきましては、振り返りますと、台風１９
号のその日の真夜中の１時半ぐらいに五道局長から相当深刻な電話連絡がありました。
ひょっとすると、このままでいくと利根川が越水してしまうかもしれないと、大変な状

況になるかもしれないという緊迫をした状況が続いたわけでございますが、結果としてその最悪な状況は免れた
ということでございます。
　そのことを振り返りますと、今御質問の中にあったとおりでございますが、八ツ場ダムでは、この１０月１日か
ら試験湛水というオペレーションを始めていたということもありまして、結局、最終的には７,５００万立方メート
ルの洪水を貯留することができたと認識をしております。加えて、既設の六つのダムと試験湛水中の八ツ場ダム
とで、合計恐らく約１億４,５００万立方メートルの洪水を貯留することができました。
　これら７つのダムの洪水貯留による水位低下量につきましては、これは幾つかの仮定を置いて試算した速報値
ではございますけれども、利根川における治水の基準点である八斗島地点において約１メートルと想定しており
まして、こうしたこれまでに整備をされてこられたダム群が一定の効果を発揮したものと考えておるところでご
ざいます。
　私も、１１月２日に八ツ場ダム、実は初めて視察をさせていただいたときに思ったことは、あの大きなダムを造
るに当たって４７０世帯の方々がふるさとを離れなければいけなかったと、ある意味で大変な犠牲を払われて御協
力をいただいたということに本当に心から敬意を表しますとともに、改めて、そうした先人の御苦労と関係者の
皆さんの御尽力があって、今回こうした最悪の事態を免れたということは大変良かったと思っております。
　このことを更に新たな教訓として、更なる大きな災害が来ることも想定されるわけでありますから、気候変動
による災害の甚大化、頻発化に耐え得る防災・減災対策をしっかり取らなければいけないと、こう決意を新たに
したところでございます。
　以上です。

足立敏之委員：大臣、ありがとうございます。
　政権交代により、現実的には４，５年工期が、
工程が遅れたのは事実でございます。その苦し
い状況を関係者が血のにじむような努力で克服
して、何とか今回の出水に間に合わせたという
のが私たち関係者の実感でございます。大臣に
も是非その点をお酌み取りいただきたいと思っ
ております。
　一方、八ツ場ダムは今回試験湛水中だった

赤羽一嘉国土交通大臣
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から空の状態で水をためることができた
ので大きな効果を発揮したもので、運用
を開始した後ではこんな大きな効果はな
かったのではないかと指摘する方々がい
らっしゃいます。ダム技術者の私として
は非科学的な指摘で全く驚くばかりでご
ざいますけれども、資料１２に八ツ場ダム
の洪水調節計画を載せてございますけれ
ども、洪水調節容量が約６,５００万立方メー
トルあり、今回のような洪水がダム湖に
流入してきても、毎秒２００トンの一定量
の放流を行いながら貯留をするという計
画どおりの操作をすることにより、所定
の効果を上げたということが明らかだと私は思います。
　八ツ場ダムは試験湛水中でたまたま大きな効果を発揮した、実際、運用後なら効果はなかったという指摘に対
して、水管理・国土保全局の見解をお願いいたします。

五道水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　今回の台風第１９号において、試験湛水中の八ツ場ダムは流入量のほぼ全量を貯留し、結果として約７,５００万立
方メートルの洪水を貯留したところでございます。
　八ツ場ダム完成後は、洪水調節のルールを基に定める操作規則に従って運用する予定でございます。この予定
されている運用によれば、御指摘のとおり、貯留しながら放流することとなり、その放流量は、流入量がピーク
に達するまでの間は毎秒２００立方メートルであり、その後は次第に増加させ、最大で毎秒１,０００立方メートルとな
るところでございます。
　台風第１９号における八ツ場ダムからの合計放流量は、試験湛水中には約６０万立方メートルでしたが、完成後に
用いる予定の操作規則に従うと約２,４００万立方メートルになるところでございます。その結果、洪水の貯留量は、
今回の貯留量約７,５００万立方メートルから放流することとなる約２,４００万立方メートルを差し引いた約５,１００万立方
メートルと想定されるため、計画上の洪水調節容量である６,５００万立方メートルの範囲内に収まるところでござ
います。

足立敏之委員：局長には詳しい御説明、ありがとうございました。安心をいたしました。

［資料１２］八ッ場ダムの効果と洪水調整計画

資料１２
八ッ場ダムの効果と洪水調整計画

計画ハイドロ

令和元年台風19号
八ッ場ダム洪水貯留状況

八ッ場ダム洪水調節計画図

時間（H)
時間（H)

流
量
（
m

3 /
s)

令和元年11月5日 参議院国土交通委員会 提出資料１２
自由民主党・国民の声 足立 敏之
国土交通省提供、足立敏之事務所編集

平常時最高貯水位 EL583.00

洪水調節図 （昭和２４年８月型洪水）

流入量
放流量

洪水調節開始流量
：２００ｍ3/S

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省提供、足立敏之事務所編集
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河川改修のあり方と浸水域管理
足立敏之委員：話題を変えまして、河川改修の方に参りますが、今回、おびただしい箇所で破堤や越水による被
害が発生しました。破堤箇所が１４０か所、越水や内水による浸水箇所は２８５の河川に及ぶと言われています。
　平成２４年の九州北部豪雨の際にも議論がありましたけれども、豪雨災害がこう頻発している状況を考えますと、
被災箇所を元どおりに原形復旧するということでは不十分で、安全度を上げるために計画対象流量を増加させる
など、いわゆる改良復旧を行う必要があると考えますけれども、水管理・国土保全局の見解を伺います。

五道水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　委員御指摘のとおり、被災地をより災害に強く安心できる地域にしていくためには、原形復旧のみならず、例
えば河川においては堤防のかさ上げや川幅を広げるなど、機能を強化する改良復旧事業を行うことは極めて重要
であると認識しております。
　国土交通省といたしましては、復旧計画の立案に当たり、原形復旧ではなく抜本的な対策が必要になる場合に
は、改修や管理の状況等も十分に踏まえつつ、改良復旧事業が適切かつ積極的に活用されるよう自治体の支援等
を行ってまいります。

足立敏之委員：台風１９号により、東日本を中心に床上浸水は約３４,０００棟、床下浸水は約３８,０００棟の大きな被害を
受けています。一方、浸水被害の発生に伴いまして、資料１４の方に準備をさせていただきましたけれども、佐賀
県の水害の際に発生しました工場からの油の流出、郡山で発生したバスの大量水没、長野新幹線の車両基地の水
没、武蔵小杉などのタワーマンションの電気設備等の水没や、医療機関、高齢者施設の水没など、様々な不測の
事態が生じています。これらの被害は恐
らくハザードマップの情報があれば未然
に防ぐことができたのではないか、そう
考えられる点が多々あります。
　今後、地球温暖化の進展によりまして
浸水被害の拡大も懸念されることから、
浸水の予想されるエリアの被害の未然防
止のために、浸水域管理と言うんでしょ
うか、場合によっては流域管理という言
葉かもしれませんけれども、そうした考
え方が必要ではないかと感じております。
　私も河川局時代にかつて都市局、住宅
局ともそういった議論をしたことがござ
いますけれども、こうした浸水域で多様
な被害を生じたことを踏まえまして、ま
ちづくりや土地利用の観点からどのような対策を講ずべきか、都市局に伺いたいと思います。

　　　　　　　　　　　北村都市局長：お答え申し上げます。
　近年の自然災害を踏まえ、増大する災害リスクに対応するためには、ハード整備とと
もに、都市計画による立地誘導、開発規制等を効果的に組み合わせる必要があると考え
ているところです。
　このため、都市計画法に基づく開発許可制度におきましては、土砂災害特別警戒区域
等の開発に適さない区域内での分譲住宅等の開発を原則として禁止してございます。ま
た、いわゆるコンパクトシティーのための都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画
におきましては、これは運用レベルでございますけれども、浸水想定区域内について災北村知久都市局長

［資料１４］浸水により生じた多様な被害

本宮市谷病院周辺浸水被災地(本宮市提供） 北陸新幹線 長野市車両基地浸水被災地（足立事務所撮影）

郡山市福島交通バス車庫周辺（国土地理院提供） 佐賀県大町町 油流出周辺被災地(国土交通省提供）

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省・国土地理院・本宮市提供　足立敏之事務所撮影編集
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害リスクや警戒避難体制の整備状況等を総合的に勘案し、適当でないと判断される場合は原則として居住誘導区
域に含まないといったような運用をしているところでございます。
　ただ、今回、委員御指摘のとおり、全国各地で多様な被害が相次いでいるところでございます。私ども、都市
計画でどのような対応が可能なのか、コンパクトシティーの取組と防災対策の一層の連携や開発規制の見直し、
こういったことも含めて必要な対策を検討してまいりたいと思います。

足立敏之委員：ありがとうございます。
　最近、避難の情報について考えても、市町村単位で全域に避難勧告、避難指示が出されることが多いんですけ
れども、こういうハザードマップをベースにしたきめの細かい避難の呼びかけ、そういったものも必要ではない
かと感じておりまして、今のその浸水域の管理の中で是非御検討をいただきたいと思います。

タイムライン・マイタイムラインの普及促進に向けて
足立敏之委員：続きまして、最近、台風が来襲する前に鉄道の計画運休だとか、デパートやスーパー、コンビニ
などの計画休業、学校の計画休校などの対応が取られるようになってまいりました。台風１９号の際にもそうです。
安全重視の視点からとても重要な取組と私自身評価しております。こうした取組はタイムラインに基づく行動と
考えることができます。
　私が水管理・国土保全局長をしていた２０１２年、平成２４年にアメリカをハリケーン・サンディが襲いました。こ
の被害調査のために土木学会と連携して調査団を派遣をいたしましたけれども、その結果報告の中に、アメリカ
ではタイムラインと言われる行動表を関
係者が共同で作成し、それに基づいて対
応を行うこととしており、ハリケーン・
サンディの際にも大きな効果を発揮した
ということを聞きました。日本でも、国
土交通省でこの考え方を導入すること
を、私の後任の水管理・国土保全局長森
北さんでございましたけれども、決定し
まして、関係者が協力してタイムライン
を策定し、それに基づき対応する取組が
始まっています。
　資料１５ですけれども、それがそのモデ
ルのようなものでございます。
　今後、こうした取組を参考に、ハザー
ドマップなども踏まえまして作成したタ
イムラインをしっかり普及させていくようにお願いをしたいと思います。
　なお、防災・減災には、公助のみならず、自助、共助も大事でありますが、鬼怒川の決壊の際の復旧復興を図
る中で、マイタイムラインというのも今普及が進んでおります。個人レベルでタイムラインを作るというもので
ございますが、これも大変有効でありまして、ハザードマップなどの情報をベースに個人レベルで自ら考えマイ
タイムライン作りを進める、こういう実効性のある避難体制づくりを進めていく必要があると感じています。
　今後、ハザードマップの活用を進めるとともに、タイムライン、マイタイムラインの普及を図るべきと考えま
すが、水管理・国土保全局の見解を伺います。

五道水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　タイムラインは、災害発生時の状況をあらかじめ想定し、共有した上で、いつ、誰が、何をするかに着目して、

［資料１５］タイムラインの例
○タイムラインとは、災害が発生することを前提として、関係者が事前にとるべき行動

を「いつ」「誰が」「何をするか」に着目して時系列で整理したもの。

台風発生

台風上陸
の可能性

台風接近

国土交通省 市町村 住民

○台風予報

○大雨・暴風・高潮等
特別警報

○はん濫危険情報

○はん濫発生情報

○連絡体制等の確認
○協力機関の体制確認

○交通サービス
運行停止予告

○運行停止
○施設保全・待避終了

○被害状況の把握
○施設点検
○運行見通しの
公表

○広域避難体制の
確認・周知

○避難勧告・指示

○支援の要請
○TEC-FORCE活動

（道路啓開等）
○被害状況の把握
○緊急輸送路の確保

○広域避難の開始○台風に関する記者会見

（特別警報発表の可能性）

○大雨・洪水等警報

○運行停止手順の
確認・公表 ○広域避難者の誘導・

受入

台風上陸前に
避難を完了

○はん濫警戒情報

○リエゾンの派遣

○所管施設の巡視

○広域避難勧告・指示

○市町村長へ事態切迫
状況の伝達

○台風に関する記者会見

台風上陸
12時間前

台風上陸
１日前

台風上陸
３日前 体制の

早期構築
運行停止の可能性を
早めに周知

広域避難の可能性
を早めに周知

交通サービス

○屋内安全確保

災害発生
の危険性

台風上陸

○防災用品の準備

早期に
広域避難を開始

0時間前 早期復旧・再開が可能
となるように運行停止

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省提供
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発信すべき情報や実施すべき行動などを時系列で整理したもので、防災行動の迅速化、円滑化に効果的であると
考えてございます。そのため、国土交通省では、各地域の課題に応じて、公共交通機関やライフライン事業者な
ど様々な関係機関が参加した、いわゆる多機関連携型タイムラインの取組を推進しており、本年１０月末時点で４２
の地域で取組を実施中でございます。
　一方、今般の台風第１９号等の記録的な大雨による河川の氾濫では、ハザードマップで想定された浸水域と実際
の浸水範囲の実績がおおむね重なるとの指摘もございます。このため、住民一人一人がハザードマップを活用し
て、どのタイミングで避難行動を取ればよいかを確認する、マイタイムラインの作成を進めることが自助の観点
から重要であります。
　委員御指摘のとおり、浸水による被害を軽減するためには、ハザードマップの活用を推進するとともに、防災
に関係する機関や国民一人一人が円滑かつ迅速に防災行動を取ることができる、防災行動を取ることが重要であ
り、そのために有効なタイムラインの更なる普及や、ガイドラインの作成等によるマイタイムラインの推進に積
極的に取り組んでまいります。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　特に、マイタイムラインというのは住民の皆様に意識をしていただく上でも大変重要な施策だと思っておりま
すので、普及をよろしくお願いしたいと思います。

被災者救済の方向性について
足立敏之委員：次に、被災者の救済についてお聞きします。
　今回、大変たくさんの方々が被災をしたり、避難を余儀なくされています。多摩川沿川の被災地も伺いました
けれども、町工場や民間の車検場などが被災し、なりわいの再生に苦慮をされているのが実情でございました。
箱根にも伺いましたが、観光面の打撃について懸念するお話も伺いました。
　中小企業の被災にはグループ補助金が有効なんですけれども、単独で被災しているケースもあり、どう対応し
たらいいのか悩んでいる方々もたくさんおられ、そういう個々のケースにも支援の検討をお願いできたらと思っ
ています。
　また、長野、福島、宮城に行くと、農地のみならず果樹園や農作物、林産物の生産工場など、地域の基幹産業
が大きな被害を受けておりました。それらの、方々への支援も不可欠で、あらゆる手段を講じて対応していただ
きたいと思います。
　なお、災害対応の大切な担い手である建設業の中にも、会社の社屋や事業所が浸水したり、工事現場の資材や
重機が浸水しているところがありました。災害対応を担う建設業の皆さんのなりわいの再建にはやはり公的な支
援を行うことも必要ではないかと考えておりまして、是非ともご検討をお願いしたいと思います。
　そうした状況を踏まえまして、安倍総理から、被災者対策をまとめるようにとの指示があったと聞きます。被
災者の生活となりわいの再建に向けた対策パッケージについて、内閣府に伺います。
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　　　　　　　　　　　小平内閣府審議官：お答え申し上げます。
　ただいまお尋ねのありました対策パッケージの取りまとめにつきましては、１０月２０日
の非常災害対策本部における総理からの御指示を受けまして、現在、被災者生活再建支
援チームが中心となって、生活、なりわいの再建に向けた対策パッケージの取りまとめ
を急いでいるところでございます。
　地域ごとの特性も踏まえつつ、被災者向けの住まいの確保、廃棄物、瓦れき、土砂の
処理、農林漁業者、中小・小規模事業者の事業再開に向けて、被災地からの要望を丁寧
に伺いながら、政府一丸となって支援策の具体化に取り組み、今週中にも生活となりわ

いの再建に向けた対策パッケージの取りまとめを行いたいと考えてございます。

足立敏之委員：ありがとうございました。しっかり対応をお願いしたいと思います。

災害対応の担い手である建設業への対応
足立敏之委員：さて、被災地に伺い
ますと、自衛隊、警察、消防などの
皆さんの頑張りが目を引きます。実
際に、真っ先に現場に駆け付け、流
入してきた土砂の排除だとか傷んだ
道路の修繕、崩れたのり面の補修、
決壊した堤防の復旧などを行ってお
りますのは、地域に精通しており、
重機を使って機動力も有している地
域の建設業の皆さんです。資料１７に
彼らの活躍ぶりを写真でお示しをし
てございますが。
　地域の建設業の皆さんは、ここの
ところの公共事業予算の削減で、企
業の数も大幅に減少し、弱体化をし
ており、体制の充実強化に向けて真剣に取り組まなきゃならないと考えられます。資料１６には治水関係予算の推
移を示しましたが、削減傾向が見て取れると思います。このために、彼らが安心して先を見通して事業を進める
ことができる規模の予算の確保、これが大事でございますし、仕事をすれば必ず利潤が上がる環境の整備が必要
でございます。このため、さきの通常国会で品確法の改正など担い手三法などの改正を行いましたけれども、引
き続き、被災地の復興係数、復興歩掛かりなどの対応を含めまして、きめの細かい対策を講じていく必要がある
と考えられます。
　災害対応の担い手である建設業につきまして、地方の建設業についてよく御存じの青木副大臣の見解をお聞き
したいと思います。

青木国土交通副大臣：お答えいたします。
　地域の建設業は、社会資本整備の担い手であると同時に、災害時には最前線で地域社会の安全、安心の担保を
担う地域の守り手として大変重要な存在であり、頻発する災害への対応が求められる中、その役割はますます増
大いたしております。
　今後もこれらの役割を果たしていただき、担い手を安定的に確保、育成するため、国土交通省といたしまして
は、中長期的な公共工事の発注の見通しを示すとともに、安定的、持続的な公共投資の確保に努めてまいります。

小平 卓内閣府審議官（防災担当）

［資料１６］治水予算の推移治水予算の推移

臨時・特別措置額

補正予算

当初予算

【単位：億円】

Ｒ１

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省提供
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　また、こうした地域の建設業者が持続
的に活躍できる環境を整えるため、地域
企業に配慮した工事発注に努めるととも
に、災害時も含めて、企業が適正な利潤
を確保し、担い手の処遇改善が進められ
るよう、予定価格の適正な設定やダンピ
ング対策等に取り組んでおります。
　加えて、適正な工期期間による週休二
日制の推進など働き方改革を推進するこ
とを通じ、国土交通省としては、給与が
良く、休暇が取れ、希望が持てる、新３
Ｋの魅力的な産業となるよう、若者を始
めとした建設業の担い手の中長期的な確
保、育成に資する取組を更に加速してい
きたいと考えております。

コンサルタント、測量・設計業への対応
足立敏之委員：ありがとうございました。
　一方、地域のコンサルタントや測量設計業の皆さんも、災害発生時には真っ先に被災現場に駆け付けて被災状
況の調査を行い、応急復旧のための調査、測量、設計を行い、さらには、その後の災害査定用の資料の作成支援、
こういった重要な役割を担っておりますが、今の建設業と同様、大変厳しい状況下にあります。
　この点につきましても青木副大臣の見解をお願いしたいと思います。

　　　　　　　　　　　青木国土交通副大臣：社会資本整備、管理を行う上で工事の上流に当たる測量や調査、
設計の品質確保が重要であることから、本年６月の改正で新たに広く公共工事品確法の
対象として位置付けられたところであり、建設業だけでなく、測量業や建設コンサルタ
ント、地質調査業も重要な役割が求められております。建設業と同様の取組を行ってい
るところです。
　特にこれらの業種では、３月に納期が集中し、長時間労働となる傾向があることから、
地方自治体では価
格競争による調達

が多いこと等が顕著な課題になっているこ
とから、３月に集中する納期の分散化や地
方自治体へのプロポーザル方式の更なる活
用促進等に積極的に取り組んでいるところ
です。
　いずれにいたしましても、魅力な産業と
なるよう、若者を始めとした担い手の中長
期的な確保に資する取組を更に加速させて
まいります。

足立敏之委員：ありがとうございました。

青木一彦国土交通副大臣

［資料１７］被災地で活動する建設業

建設業者数の推移

自由民主党・国民の声　足立敏之　　長野県・福島県・宮城県建設業協会・日建連提供、足立敏之事務所編集

［資料１８］コンサル・測量・設計業の活動

コンサル・測量・設計業の推移

自由民主党・国民の声　足立敏之　　全国測量設計業協会連合会・国土交通省提供　足立敏之事務所編集
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トラック、バス、タクシーへの対応
足立敏之委員：トラック、バス、タクシーの体制確保についても伺いたいと思います。
　今回の災害では、トラック、バス、タクシーが各地で浸水被害を受け、先ほどもお示ししましたが、郡山のバ
スの水没を始め多数浸水被害を受けるなど大きな被害が出ました。
　一方、それにもかかわらず、トラック業界では、支援物資の輸送等で、国のプッシュ型支援の担い手として大
いに活躍をしたと思います。また、バスについても、広域避難の際の貴重な輸送手段として、さらには鉄道の不
通の際の代替輸送の担い手としても大きな役割を果たしています。また、タクシーについても、避難の際の有効
な手段として、特に高齢者の避難所への貴重な移動手段として活躍をしています。災害対応の観点からも、これ
らの分野が持続的に発展することが、建設業やコンサルタント、測量設計業と同様、非常に大事なことであると
思います。
　トラックでは、昨年、貨物自動車運送業法の一部改正を行いまして、標準運賃を定める措置を講じることがで
きまして、一定の成果を上げたと思いますけれども、一方、バスやタクシーについては深刻な運転手不足が問題
となっておりまして、とりわけタクシーの分野では、運転者の賃金アップなどの労働環境の改善が不可欠であり、
災害の際の支援という観点でも、運賃改定などを積極的に進める必要があると考えています。
　トラック、バス、タクシー分野は災害対応上不可欠な分野でございまして、人員の確保やそのための処遇改善
など環境整備が必要と考えますけれども、自動車局の見解を伺いたいと思います。

　　　　　　　　　　　一見自動車局長：お答え申し上げます。
　バス、タクシー、トラックは非常に重要な公共輸送機関でございます。特に、台風１９
号の被災地対応に関しましては、トラックでは食料約８２,０００食を福島や長野に輸送して
います。また、バスでは、被災、運休した鉄道１４路線の代行輸送を行いまして、通学や
高齢者の通院の移動手段となっておりますし、タクシーでは、高齢者の輸送や鉄道が運
休した空港での最後の輸送手段となっており、被災地や避難所の人々に希望を与えるな
ど、災害対応に大きく寄与しております。
　一方、委員御指摘のように、こうした業界では、他産業に比べまして労働時間が長く

賃金が安いため、運転手不足が深刻な問題となっております。政府としては、昨年５月に政府行動計画を策定し、
取引環境の適正化などの施策を推進しております。特にタクシーでは、地域における公共交通機関としての役割
を十分に果たすため、タクシーの進化に向けたアプリの導入や、あるいは運転手の待遇改善などの原資を確保す
ることが必要であると認識をしているところでございます。
　このため、現在、全国４８地域において申請がなされております運賃改定について、タクシー事業者の声もよく
聞きつつ、関係省庁とも調整をし、経済への影響なども見極めながら、可能な限り早期に対応したいと考えてい
るところです。

足立敏之委員：ありがとうございました。是非ともよろしくお願いします。

一見勝之自動車局長
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TEC‒FORCEと実働官庁としての国交省の体制のあり方
足立敏之委員：今回も、被災地では、全
国から派遣されたテックフォースの姿を
各地で見かけることができました。沖縄
からも駆け付けてくださいました。あり
がとうございます。また、排水ポンプ車
も随所で活躍をしておる姿を見ました。
資料１９にそういったテックフォースの活
躍の状況をお示しさせていただいており
ます。
　一方、国土交通省では、国家公務員全
体の定員削減の流れの中で、特に地方
で、インフラの整備、管理や災害対策を
担っている整備局の人員が長年にわたり
まして大幅削減を余儀なくされてきてお
ります。資料２０にお示しをしたとおりで
す。しかし、最近の災害の頻発の状況を
見ますと、整備局の現場事務所と自治体
が緊密に連携を取りまして、リエゾンを
派遣したりテックフォースや災害対策用
機械を派遣するなどの対応が激増してい
ます。さらには、権限代行で復旧工事を
担うケースも増えてきております。国土
交通省も限界だと思います。にもかかわ
らず、さらに人員を削減しようという定
員削減の取組が進んでいます。
　今後の我が国の安全の確保の観点から
も、是非とも国土交通省などの実動官庁
の人員については削減というような乱暴
なことは見送りまして、是非とも増員を
するようにお願いをしたいと思います
が、大臣の御決意をお聞きしたいと思い
ます。

赤羽国土交通大臣：テックフォースへの言及、大変ありがとうございます。
　今回も、様々な、台風１９号だけではなくて、一連の台風被害の対応におきましても、国管理河川等の応急復旧
に加えまして、被災自治体に対しまして過去最大級のテックフォース隊員、７００名を超える隊員を派遣させてい
ただいております。現地で２４時間体制で緊急排水ですとか土砂撤去、また激甚災害の早期指定に向けた被災状況
調査の支援、また技術的なアドバイス等々、さらには、今御指摘のように、国の権限代行によります復旧工事、
実施させていただいているところです。訪れた被災自治体の首長の皆様から、まず冒頭、異口同音に、テックフォー
スの派遣を本当に感謝しているとのことで、本当に有り難い限りですが。
　一方、国土交通省発足以後、地方整備局及び北海道開発局におきまして、この１８年間で約２割の定員が純減し
ております。災害時の初動対応を始め、現場の最前線を担う各地域の事務所、出張所の職員は大変大幅に減少し
ておりまして、現実的にもうかつかつ、大変厳しい定員状況にあるわけです。このままでいきますと、本当に、

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省提供

［資料１９］被災現場で活動するTEC-FORCE

回
回

回
回

回

回

回

回

回

回

回
回

派遣回数（回）
派遣のべ人数（人） TEC-FORCE の出動回数

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省提供

［資料２０］減少する国土交通省（地方整備局・北海道開発局）の職員
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地方整備局・北海道開発局の定員

地方整備局・北海道開発局発足時の定員２９，９０７人に対し、Ｒ１年度末定員は２３，３２７人。
この１８年間で、６，５８０人、比率にして約２割減。
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国民の生命、財産を守り、安全、安心を確保するという地方整備局の使命を果たすことが大変難しい状況にある
と考えております。
　令和２年度の地方整備局、また北海道開発局も含めての定員要求におきましては、前年度より１００名以上上積
みした要求を行っているところでございます。こうした目標というか要求が実現できるように、それはひいては
防災・減災、国土強靱化を実施していく上で欠くことのできない体制だと認識して頑張っていきたいと思います
ので、是非応援もよろしくお願いしたいと思います。

足立敏之委員：ありがとうございます。
　私も整備局長を四国と中部でやらせていただきました。どんどん定員が減っていく中で、仕事をやりくりして
いくのに大変苦労した思いがあります。是非とも、大臣の御尽力で何とか増員が可能になるようにお願いをした
いと思っております。

大型補正予算の確保と中長期計画の必要性
足立敏之委員：最後の質問になります。
　今回の被災を受けまして、短期的には災害復旧のための補正予算の編成が必要であると考えます。各地の被災
者が安心できるような、大型できめの細かい補正予算が必要だと考えています。
　また、もう少し中期的な話ですけれども、令和２年度までの三か年の緊急対策、防災・減災、国土強靱化の緊
急対策の恐らく見直しが必要ではないのかと考えており、延長措置や規模の拡大、あるいは新たな緊急対策の策
定なのかもしれませんけれども、そうした対応が必要になるのではないかと考えています。
　さらに、長期的には、地球温暖化に伴う気候変動の影響などで災害のリスクが拡大している中で、防災・減災、
国土強靱化の取組を大幅延長するなど、五か年あるいは十か年の長期的な計画に基づく大規模な公共事業予算の
確保が必要ではないかと考えています。
　安倍総理も、１０月１５日の参議院予算委員会で松山政司先生の質問に答えて、三か年緊急対策を講じた後、後な
んですけれども、国土強靱化基本計画に基づき、必要な予算を確保した上で、オールジャパンで国土強靱化を強
力に進めると答弁をされておられます。
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　これを聞かせていただき、私も大いに期待しているわけなんですけれども、大規模な公共事業予算の確保に向
けて、大臣の御決意を承りたいと思います。よろしくお願いします。

赤羽国土交通大臣：私自身、阪神・淡路大震災で自ら被災を経験してから２５年、様々な大災害の現場で仕事をし
てまいりました。
　災害からの復旧復興において一番足かせとなるのは平常時のルールというのが私の認識でございまして、災害
に対する、復旧復興に対する予算は、やっぱり相当踏み込んで被災者の側に立った施策を取るということが本当
は一番大事だと考えておりますので、しっかりとこの目前の補正も含めたそうした予算獲得にはしっかり、被災
地の気持ちに合った予算編成を求めていきたいと、こう思っております。
　また、三か年の緊急対策、防災・減災、国土強靱化の緊急三か年対策については大変感謝もされておりますが、
気候変動によってこれまでよりも災害が甚大化、頻発化していることによって、まさに、元に戻すのではなくて、
抜本的な対策を立てなければいけないというのが被災自治体の首長さんの皆さん共通した思いでございます。そ
うした中から、三か年で終わらずに、中長期的にしっかりとした国土強靱化が組めるようにしっかりとした予算
を獲得してほしいというのは、もうどの地域に行っても要望が出されておりますので、そうした地方自治体の首
長の思いを受けてしっかりと予算獲得に取り組んでいきたいと、こう決意をしております。
　以上です。

足立敏之委員：ありがとうございました。
　被災した方々や、それから災害の対応の担い手として頑張っている建設分野の皆様方を始め、たくさんの方々
が大変力強い、頼りになる御発言をいただけたと思っていると思います。
　しっかりと大臣に頑張っていただきまして、私どももしっかり支えてまいりますので、大規模な補正予算を始
め、しっかりとした公共事業予算の確保に向け、何とか夢がかなうようにお願いをして、私の方からの質問を終
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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災害対策特別委員会　理事
国土交通委員会　委員
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足立敏之後援会会報 国政報告 2019.11

台風１９号の際に大きな洪水調整効果を発揮した宮ヶ瀬ダム（国際航業㈱撮影）

試験湛水中にもかかわらず大きな効果を発揮した八ッ場ダム（国際航業㈱撮影）


