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令和２年７月３０日（木曜日）
参議院国土交通委員会の閉会中審査において、自民党を代表して質疑に立ちました。その際、GoToトラベル事業
について赤羽一嘉国土交通大臣の考え方を伺うとともに、九州を中心として発生した大規模な豪雨災害を踏まえ、
球磨川について川辺川ダムを含めた抜本的な治水対策を進めるよう赤羽国土交通大臣等に要請をいたしました。
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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、各理事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、国土交通省で勤務をしまして、インフラ整備、防災、災害対応など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、熊本県を中心とする豪雨災害について質問をさせていただきたいと思います。

１.GoToトラベル事業について
足立委員：まず、その前に、GoToトラベル事業について伺いたいと思います。
政府では、新型コロナウイルスの影響による観光業等の冷え込みに対する支援策として、旅行需要の喚起を目
的としたGoToトラベル事業を 7 月22日から開始をしております。しかし、東京都における感染の拡大を受けま
して、先ほど大臣からもお話ありましたとおり、 7 月16日に東京都の除外が発表され、それに伴ってキャンセル
が相次ぐこととなりました。
国交省は、当初はキャンセル料を補償しないとしていましたけれども、それに対する反発の高まりを受けまし
て、21日に急遽、キャンセル料を支払うとの方向転換を発表されています。かなり混乱しているのではないかと
受け止めた方々も多かったのではないかと思います。赤羽大臣も大変だったと思いますが、反省をしていただく
点もあろうかと思います。
ところで、私は、豪雨災害の視察で、四連休の初日の23日に大分県に伺いました。羽田からの飛行機はそんな
に観光の方が多いとは感じませんでしたけれども、現地の高速道路の大分道では福岡方面からの乗用車が結構多
くて、四連休に向けて九州の中では観光の動きが少し活発化してきているのではないかと感じました。ただ、大
分県内では、日田市だとか由布市など温泉街が一部被災をしておりまして、そうした地域に対しましてはしっか
り配慮してGoToトラベル事業を行っていただきたいと思います。
観光需要につきましては、インバウンドは 2 割弱で、国内観光が 8 割近くあると言われています。
観光分野の活性化につきましては、まずは、近場を自家用車で観光するような、いわゆるマイクロツーリズム
から始めるべきだという御意見もあると承っております。
また、本格的な観光需要の回復に向けまして、現段階では旅行する側も受入れ側も新型コロナウイルス対応に
ついて慣れていない、そんな状況下にありますので、赤羽大臣の冒頭の御発言でもありましたが、ウイズコロナ
時代の新たな生活様式に対応した安全、安心な新しい旅のスタイル、新たな観光様式と言ったらいいのかもしれ
ませんけれども、そうしたことを着実に定着させる観点からも、このGoToトラベル事業は大事な取組であると
考えています。
赤羽大臣に伺いたいと思います。
GoToトラベル事業につきましては、新型コロナウイルスの感染状況の拡大につながらないという大前提の下
で、感染状況も勘案しつつ、ウイズコロナ時代の新たな観光様式を定着させるためにも、引き続きしっかり取り
組んでいくべきと考えますが、赤羽大臣の見解を伺います。
赤羽一嘉国土交通大臣：先ほど、冒頭、御報告にも申し上げたのと重複するところも
ございますが、新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、全国の観光に関して
は大変厳しい状況となっております。
申し上げましたように、観光と一口に言いましても、旅行業、宿泊業のみならず、
周辺の貸切りバス、タクシー、ハイヤー、レンタカー、また地元の飲食業、物販、土
産物の物販業等々、様々、裾野の広い産業でございまして、まさに地域経済そのもの
と。これが大変深刻な状況で、これ以上続くと、対象で大体約100万社、そこには900
万人の雇用がありますが、それが大変な状況になってしまうという危機感、これ何と
赤羽一嘉国土交通大臣
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そのGoToトラベル事業については、当然のことながら安全
が大前提でございますし、あえて言えば、ウイズコロナ時代に
おける新たな旅の在り方の確立と定着と、こうしたものも大き
なチャレンジだと思っておりますので、これは旅行業者、観光
業者のみならず、旅行されるお客さんの方にも、感染拡大防止
については少しこれまでよりは相当窮屈な感じかもしれません
が、義務付けをお願いしているところでございます。
そうした中でしっかりといいものにしていきたいと、こう考
えておりますし、先ほど言っていただいたように、この22日か
ら始めました。22日からの四連休は若干、システムに乗らない
ペイバックをするという形での開始でございまして、私も大変
心配をして様々な観光地域の状況を聴取させていただきました
が、下呂温泉と、また兵庫県の城崎温泉、有馬温泉、洲本温泉、私の確認したそうしたところは、ほぼこの 4 日
間は全館共に満室に近い状況だったと。他方で、私も災害の被災地の視察が入っていましたので、新幹線はもう
がらがらだったんですね。もう大体、後で調べましたが、各社とも 3 割弱ぐらいでした。ということは、恐らく
近場の観光地にマイカーで出かけられた方が大半だったのではないかと。結局、今御指摘ありましたような、結
果としては、国民の皆さん大変賢明でありますので、こうした状況の中で、マイクロツーリズム、近場からしっ
かり観光を楽しもうという、こうした動きがあったのではないかと思っております。
なお、先週だけではなくてその前からも、この一連の災害の視察で九州を始め様々なところ視察をし、宿泊を
した旅館、ホテルのところは全て私が思っていた以上に感染拡大防止策というのをしっかりと取られていること
も確認させていただきまして、それは自分のところで感染者を出すわけにはいかないと、そしてそれが観光地全
体に迷惑を掛けてしまうということで、大変、私が思っていた以上にしっかりと現場では守られているというこ
とも、それは皆さん、業者の皆さんのプライドに懸けてやるんだという御発言もありましたので、あえて御報告
をさせていただきたいと思います。
以上です。
足立委員：ありがとうございます。
私も、被災地の視察の際に宿泊をしておりますけれども、大臣から今お話がありましたとおり、すごく気を遣っ
て丁寧にコロナウイルス対策をやられているなと実感をいたしました。そういったことが定着していくことがや
はり大事でありますので、このGoToトラベル・キャンペーンがその後押しになればいいなと思っておりますの
で、よろしくお願いしたいと思います。

２.熊本県南部を中心とする豪雨災害について
足立委員：さて、7 月 3 日から降り続きました大雨で熊本県南部を中心に激甚な災害が発生しました。その後も、
停滞する前線の影響で、大分県や岐阜県、長野県、また昨日も山形県の最上川で大規模な浸水被害が発生するな
ど被害は全国に広がっておりまして、28日現在、80人を超える犠牲者が出ていると承っております。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
申し上げたいと思います。
私は、熊本県の被災地を 2 度視察させていただきました。そのほか、大分県、岐阜県、大臣には及びませんけ
れども、被災地に足を運んでおります。また明日も熊本の被災現場に伺うこととしております。
国土交通省では、赤羽大臣の陣頭指揮によりまして、直ちに非常災害対策本部を立ち上げ、お話がありました
海上保安庁による救助活動や行方不明者の捜索活動に取り組まれますとともに、テックフォースそして災害対策
用機械の派遣など、国交省を挙げて災害対応に全力で取り組まれました。心から敬意を表したいと思います。ま
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た、新型コロナウイルスの影響下で、
現場の最前線で整備局あるいは運輸

［資料１］地球温暖化に伴う降雨量の変化

局とともに災害対応に当たっておら

ＲＣＰシナリオ（代表濃度経路シナ
リオ）による平均気温上昇予測（ＩＰ
ＣＣ第5次評価報告書より）

れる建設関連産業、あるいは物流関
連産業の皆様にも感謝を申し上げた
いと思います。
さて、今回の梅雨前線による豪雨
災害を始め、ここのところ 3 年ほど
ですけれども、 3 年前の九州北部豪
雨、 2 年前の西日本の豪雨、昨年の
台風19号による東日本の豪雨災害な
ど、近年激甚化する豪雨の発生状況、
こういったものを踏まえますと、地

北海道北部、北海道南部、
九州北西部

１．１５

１．４

１．５

その他１２地域

１．１

１．２

１．３

全国平均

１．１

１．３

１．４

球温暖化に伴って気候が大きく変化
し、これまで生じていなかったよう

平均気温が２℃及び４℃上昇した場合の降
雨量増加率の予測

な現象が発生している、そのように

自由民主党・国民の声 足立敏之
IPCC評価報告書（気象庁訳）資料、国土交通省資料

足立敏之事務所編集

私は心配をしております。
地球温暖化に伴う気候変動の影響につきましては、国土交通省水管理・国土保全局において、今後見込まれる降
雨量の変化について検討しておられます。実は私が河川計画課長のときに着手をしたものでございますけれども、
資料 1 の方に最近の検討の概要が、配らせていただきました国交省の資料でございますが、温暖化によりまして
気温が、下の方の表ですが、気温が 2 度上昇すると降雨量が北海道や九州北西部で15％増加する、ほかの地域で
も10％増加するというふうに予測されています。また、より温暖化が進行して気温が 4 度上昇しますと、北海道
や九州北西部では降雨量が約40％、その他の地域でも20％増加することが見込まれており、これは大変深刻な状
況と言わざるを得ないと思っています。
気象庁長官に伺いたいと思います。近年頻発する水害、土砂災害、地球温暖化に伴う気候変動の深刻な影響と
考えられるのかどうなのか、長官の見解を伺います。
関田康雄気象庁長官：お答えいたします。
気象台などにおきます過去100年以上の観測データによりますと、災害をもたらすよ
うな大雨の発生回数には増加傾向が見られており、これに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。
例えば、 1 日当たり200㎜以上の大雨の発生回数は、1901年から1930年の30年間と
1990年から2019年の30年間を比較いたしますと約1.7倍に増加しております。また、将
来につきましては、気象庁が平成29年に発表いたしました地球温暖化予測情報第 9 巻に
国土交通省 関田康雄気象庁長官

おきまして、今後も温室効果ガスの排出が高いレベルで続く場合、一時間当たり50㎜以

上の短時間強雨や一日当たり200㎜以上の大雨の発生回数が今世紀末には20世紀末の 2 倍以上に増加すると予測
しているところでございます。
大雨や短時間強雨の発生回数は年々の変動が大きく、長期変化傾向を確実に捉えるため今後もデータの蓄積に
取り組むとともに、地球温暖化の対策に資する気候変動の監視、予測情報の充実強化を行い、その情報発信に努
めてまいりたいと考えております。
足立委員：ありがとうございました。
気象庁においては、しっかりモニタリングを行っていただきたいと思いますし、地球温暖化に伴う豪雨災害が
深刻化しているということが分かった段階では適時的確に情報発信をしていただくように、国民に警鐘を鳴らし
ていただくようにお願いをしたいと思います。
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３.災害対応のための国の権限代行と組織・定員面の問題について
足立委員：次に、国による権限代行について伺いたいと思います。
大臣の冒頭の御発言の中にもありましたが、今回の豪雨災害によりまして、熊本県南部では至る所で通行止め
が発生しました。特に、球磨川沿い、渓谷沿いでございますけれども、県管理の国道219号では、先ほどもお話
ありました、路面から 3 m、4 m、あるいは場所によっては 5 mぐらい高いところを水が流れた痕跡がありまして、
道路が流されたり橋が落ちたり、大変深刻な被害が出ております。対岸の県道中津道八代線についても同様でご
ざいまして、その周辺を含め、孤立集落がおびただしい数発生をいたしました。
それらについては、国道219号や県道を始め、落橋した10橋を含めて延長100㎞、これまでなかったことだと思
いますが、すごい延長について国が
権限代行で復旧を行うことになると

［資料２］直轄権限代行による国道219号等の復旧

いう発表がありました。お手元に資
料 2 を配っておりますが、渓谷の狭
隘部で、大変技術的にも厳しい復旧
となろうかと思いますので、よろし
くお願いしたいと思います。
また、球磨川の県管理の支川 9 河
川約33㎞についても国が権限代行
で対策を実施すると発表がありまし
た。 1 枚めくっていただきまして、
資料 3 、河川の権限代行の資料です
が、深刻な被害を各河川受けており
ます。今回の豪雨災害に対してはこ
のぐらいの体制を組んでいただかな
いと、権限代行でないと復旧は難し
いと思っておりましたので、整備局
の取組には心から感謝を申し上げた
いと思います。

自由民主党・国民の声

足立敏之

国土交通省資料

足立敏之

国土交通省資料

［資料３］直轄権限代行による県管理河川の復旧

なお、権限代行に当たりまして
は、組織や定員が必要だからといっ
て、打ち出の小づちのようにとよく
言われますが、湧いてくるわけでは
ありません。資料 4 にお示しをして
おりますけれども、ここのところ、
豪雨災害が起こるたびに権限代行
でいろんな対策を講じていただい
ているのは有り難いんですけれど
も、新しい組織をやっぱり必要とし
ておりまして、こういう組織が設置
されています。
これに伴いまして整備局の組織、
定員の確保が大変厳しい状況にある
んじゃないかと思いますが、災害対

自由民主党・国民の声

応のため国が権限代行で復旧するケース増加しておりますけれども、国交省として組織、定員面での問題が生じ
ていないのか、どこか苦労している点があるのではないかと思いますが、官房長に伺いたいと思います。
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水嶋智国土交通省官房長：お答え申し上げます。
国土交通省の現場を支える地方整備局でございますけれども、昨今の頻発化、激甚化
する自然災害の中で、いささか手前みそではございますが、その役割や地域からの期待
もより大きくなっているものと認識しているところでございます。
今般の災害におきましても、大変厳しい人員体制の中、直轄管理区間の対応のみなら
ず、地方公共団体からの要請に基づきまして、全国からのテックフォースによる排水活
動や被災状況調査などの自治体支援を実施しておりますほか、さらには、委員御指摘の
国土交通省 水嶋智官房長

とおり、国の権限代行による災害復旧事業に着手しているところでございます。

国土交通省といたしましては、今後とも、災害からの復旧復興や防災・減災、国土強靱化など政府の重要施策
を確実に実施していくため、必要な
人員体制を確保すべく最大限努力し
てまいる所存でございます。
足立委員：ありがとうございます。
組織、定員がベースですのでしっ

［資料４］権限代行等に伴い新設された国土交通省の組織
地方整
備局

災害名
H29.7 九州北部豪雨災害

九州 筑後川河川事務所に九州北部豪雨復興出張所を設置

H30.7 西日本豪雨災害

中国 高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所の新設

17名

中国 広島西部山系砂防事務所の新設

26名

かりと、これはここにいらっしゃる

中国 広島西部山系砂防事務所に広島西部砂防廿日市出張所を設置

委員の皆様方にも応援をいただい
て、国交省の定員、組織がしっかり
整備されるようにお願いをしたいと

設置
時の
人数

設置事務所・出張所

中国 広島西部山系砂防事務所に広島西部砂防八木出張所を設置

R1.10 令和元年東日本台風

3名
3名

四国 肱川緊急治水対策河川事務所の新設

15名

東北 宮城南部復興事務所の新設

23名

東北 北上川下流河川事務所に吉田川緊急治水対策出張所を設置

思います。

6名

東北 福島河川国道事務所に阿武隈川上流緊急治水対策出張所を設置
関東 久慈川緊急治水対策河川事務所の新設

2名
6名
10名

関東 高崎河川国道事務所に嬬恋緊急道路防災対策出張所を設置

4名

北陸 千曲川河川事務所に千曲川緊急治水対策出張所を設置

8名

自由民主党・国民の声

足立敏之

国土交通省資料を基に足立敏之事務所にて編集

４.球磨川流域の激甚な被災状況について
足立委員：次に、球磨川の治水対策
について伺いたいと思います。

［資料５］人吉市内の被災状況

今回、熊本県南部を流れる直轄河
川の球磨川では激甚な洪水に見舞わ
れまして、人吉市内の商店街、温泉
街、住宅街、大変大きな被害を受け
ました。
資料 5 に写真を示してございま

地理院地図(国土地理院）を加工して作成

人吉市九日町商店街

すけれども、被害は 2 階まで及んで
おります。私も人吉市の中心街を視
察しましたけれども、浸水による被
害とても大きくて、建物の 2 階が床
上浸水しているという、なかなか前
代未聞の大きな被害を受けており
まして、被害の甚大さに心を痛めた
ところであります。また、球磨川沿
いの温泉街も被災しておりまして、
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落橋した西瀬橋（人吉市）

球磨川沿いに建つ老舗の温泉旅館

自由民主党・国民の声

足立敏之

足立敏之事務所撮影
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窓ガラスが大きく割れて内部に洪
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［資料６］青井阿蘇神社の被災状況

水が浸入して、大量の土砂が堆積す
るなど、大変な被害を受けていまし
た。右下の写真がその温泉の内部に
なります。
一方、人吉市内の青井阿蘇神社と
いう国宝に指定されている伝統の

地理院地図(国土地理院）を加工して作成

ある建物がありますけれども、今回

青井阿蘇神社 浸水状況

熊本県建設業協会人吉支部提供

の出水で楼門や拝殿まで浸水して
います。お手元、資料 6 でござい
ます。今回の水害見て取れますが、
右側の写真、鳥居が辛うじて頭を出
しているぐらいの浸水被害であり
ました。宮司さんによりますと、楼
門とか拝殿まで浸水するのは寛文
9 年、1669年、あるいは正徳 2 年、
1712年、この江戸時代の大洪水以来

青井阿蘇神社 禊橋と蓮池
青井阿蘇神社 楼門

足立敏之事務所撮影

足立敏之事務所撮影

自由民主党・国民の声

足立敏之

熊本県建設業協会人吉支部提供、足立敏之事務所撮影

［資料７］球磨川渓谷部の被災状況

のことと伺いました。まさに今回の
水害は歴史的洪水であったと言え
ると思います。
一方、下流の球磨村や芦北町の球
磨川の沿川地区あるいは八代市の坂
本地区など球磨川の渓谷部でも、次

②
①
①球磨村渡地区

の資料 7 になりますが、道路面から

地理院地図(国土地理院）を加工して作成

3 、 4 m、場合によっては 5 m以上
の高さまで洪水が達するなど、深刻
な被害が発生しています。
芦北町長からは、水防災事業で宅
地のかさ上げを行ったところでも軒
先近くまで水が来た、かさ上げした
ところでも 2 階近くまで水が来たと
いう話を伺いまして、大変驚きまし

②八代市坂本地区
②八代市坂本地区

自由民主党・国民の声

足立敏之

足立敏之事務所撮影

た。信じられないほど大量の流水で激甚な被害を受けている、そういう状況でございました。
赤羽大臣には、再三現地の方に入っていただきまして、感謝を申し上げたいと思います。

５.川辺川ダムについて
足立委員：このように球磨川沿いの人吉市、その下流の球磨村がこれまでにない想像を絶するような大きな被害
を受けているのを見ますと、元々計画されていた川辺川ダム、これがあればもう少し被害を軽減できたのではな
いかと残念に思っております。
人吉盆地での氾濫を軽減する方法として考えられるものは、まず、下流の川幅を広げるとか川底を掘る、こう
して早くに海に洪水を流してしまうというのが一つの方法としてあるんですけれども、この球磨川では海まで
延々と渓谷部を40㎞ぐらいにわたり河川改修をしないといけない、そうなってしまうものですから、現実的なも
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［資料８］川辺川ダムの概要

○ 球磨川流域図

川辺川ダム流域
470㎢
川辺川流域

横石

○ ダムサイト周辺状況

市房ダム流域
158㎢

川辺川ダム
建設予定地

骨材製造設備基礎
市房ダム

人吉
人吉地点上流域
1,137㎢

仮排水路トンネル（吞口）
（H11.7完成）

一武
人吉地点上流の
球磨川流域 604㎢

ダ ム予定地

柳瀬

仮排水路トンネル、骨材製造設備基礎は完成
国土交通省提供

国土交通省提供

○ 頭地代替地
頭地代替地

道の駅「子守唄の里 五木」
五木村役場

家屋移転は99%移転済み（548/549世帯）
付替道路は90%完成（32.7km/36.2km）

熊本県人吉市九日町商店街
足立敏之事務所撮影・編集

国土交通省提供

自由民主党・国民の声

足立敏之

国土交通省提供、足立敏之事務所撮影･編集

のではありません。したがって、氾濫してたまってしまった分、それをあらかじめ人吉盆地より上流のところで
ため込んで氾濫量を減らす、その方法がダムということになるんですけれども、こういう方法が必要であったん
ではないかと思います。
川辺川ダムにつきましては、少し古い話になるので御存じでない先生方もおられますので、おとといも災対特
で少しお話をさせていただきました、そのときに出席された先生方には申し訳ないんですけれども、私の方から、
少し長くなりますけれども、川辺川ダムの紹介をさせていただきたいと思います。
資料 8 でございますけれども、こちらの方に川辺川ダムの概要の資料を準備をさせていただきました。
川辺川ダム建設事業ですけれども、昭和40年 7 月の球磨川の大水害を踏まえまして計画されました。昭和42年
に実施計画調査、昭和44年に建設事業に着手されています。当初は洪水調節とかんがい用水の普及、発電を目的
としておりまして、昭和51年 3 月には、特定多目的ダム法という、ダムを建設する際の法律ですけれども、これ
に基づいて基本計画が策定されています。なお、既にかんがい用水の普及と発電は事業からの撤退を発表されて
います。
ダム湖の予定地となるところから移転を余儀なくされるいわゆる水没家屋が549世帯に上りまして、用地交渉
は難航しました。しかし、平成 2 年に地権者と補償基準を妥結して、現時点では99％の地権者が既に頭地代替地
と言われる高台などに整備されております代替地に移転済みでございます。お手元の資料にあるのが頭地代替地
でございます。また、付け替え道路も 9 割は完成しておりまして、既に切替えが終わっています。さらに、本体
工事のために川の水を切り替える仮排水路トンネルというのを本体工事中には設けますけれども、これも平成11
年に、実は20年前に完成をしているということでございます。
しかし、平成初頭以降に全国的にダム反対運動が広がりまして、川辺川ダムにつきましても反対運動が活発化
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しました。そんな中、平成19年 5 月、10年ほど前ですけれども、川辺川ダムを前提とする河川整備基本方針とい
うのを、当時、潮谷知事、前の熊本県知事さんでございますけれども、了解をいただきまして策定をしています。
実は、その際、本省の河川計画課長として策定に携わったのが私でございまして、経緯をかなり詳しく知ってい
るのはそういうことでございます。
そのときの基本的な考え方を申し上げますが、球磨川と支川の川辺川の合流点に人吉盆地がありまして、洪水
が非常に集まりやすい構造です。下流は先ほどから話をしていますとおり渓谷となっていて狭窄部になっていま
して、水が下流に流れにくい。そんな状況で、人吉盆地自体が浸水被害が非常に発生しやすい、そういう地形条
件にあります。球磨川本川には県で管理している市房ダムというダムがあるんですけれども、規模が小さくて洪
水調節効果が小さいので、川辺川ダム、これは8400万㎥の洪水調節容量を予定しておりましたけれども、このダ
ムがやっぱり流域の洪水防御には不可欠だというふうに考えていたところでございます。ちなみに、この洪水調
節容量8400万㎥は八ツ場ダムの6500万㎥の1.3倍に当たりますので、効果は非常に大きいと思っております。
しかし、その後、川辺川ダムの受益を最も受ける人吉市だとかダムサイトの相良村などがダムへの反対を表明
されまして、それを受けて平成20年 9 月に現在の蒲島知事が、計画を白紙撤回し、ダムによらない治水対策を追
求すると発言されて検討に入り、平成21年 9 月の政権交代を受けて、前原元国土交通大臣が「ダム本体工事は中
止、生活関連対策は継続」との方針を発表されまして今日に至っているところであります。
法手続的には何の問題もないプロジェクトが大臣の一存で中止されるというのは、我が国ではこれまでにな
かったことであります。その影響が今回の水害にも現れていると私は思っています。
ただ、そのような政権の成立を許してしまったこと、そして、再度、政権交代後も事業を再開できていなかっ
たことにつきましては、残念ですが、我々も反省しなくてはならないことだと思っています。
なお、同じ時期に前原元国土交通大臣が中止を表明されました八ツ場ダムですけれども、流域の都県知事、上
田元知事は今退席しておられますけれども、流域の都知事の反対を受けまして再度検証を行うこととなり、その
結果、民主党政権下の前田元大臣の下で事業継続が打ち出され、再度、政権交代後にダムの本体工事に着手して、
去年の10月に完成して、台風19号のときに利根川流域が洪水に見舞われた際に大きな効果を発揮しました。その
ことは皆さんも御記憶にあろうかと思います。
なお、球磨川につきましては、ダムによらない治水を検討する場で議論を積み重ねてきましたけれども、結論
を得るには至らず、現在も継続して協議が進められている状況であります。

６.球磨川流域の降雨量、水位の過去の出水との比較
足立委員：こうした経緯がありますので、国土交通省でできるだけ早期に今回の豪雨について分析、検証してい
ただき、県ともしっかり連携して、今後の対応方針を御検討いただきたいと思います。
まだまだ分析の途中だというふうに思いますけれども、今回の豪雨に対する評価についてお聞かせいただきた
いと思います。球磨川流域の降雨量、水位は過去の出水と比較してどう評価できるのか、水管理・国土保全局長
の見解を伺います。
五道仁実水管理・国土保全局長：今回の豪雨におけます球磨川の降雨量についてでござ
いますけれども、速報値ではありますけれども、人吉雨量観測所の12時間の継続雨量は
339㎜を観測しており、これは戦後災害流量を記録した昭和40年の117㎜や戦後最大雨量
を記録した昭和57年の210㎜を上回っているところでございます。
また、球磨川の水位でございますけれども、こちらについても速報値ではございます
けれども、人吉水位観測所において観測史上最高水位であった40年 7 月洪水の5.05mを
2 cm上回る5.07mの水位を記録し、その後欠測をしておるところでございます。なお、
国土交通省 五道仁実水管理・国土保全局長

人吉水位観測所の約700m下流にある平成31年に設置した水位計では、人吉水位観測所

が欠測となった時点以降も水位の上昇が続き、 2 時間後には約 2 mの上昇を観測しているところでございます。
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これらの水位については、今後検証が必要ではありますけれども、戦後最大の流量であった昭和40年 7 月の洪
水を上回る記録的な水位であったのではないかと考えております。
足立委員：ありがとうございます。
大変な水位だと思います。また、こういう水位を記録する大きな水害でどのような浸水被害が発生したのか、
五道水管理・国土保全局長に伺いたいと思います。
五道仁実水管理・国土保全局長：今回の豪雨による球磨川の浸水被害についてでございますけれども、洪水直後
に行った九州地方整備局の防災ヘリの調査等におきまして、球磨川本川沿いの人吉市、球磨村、八代市、芦北町、
錦町、あさぎり町、相良村におきまして合計約1060ha、約6100戸の浸水を確認しております。このうち甚大な被
害が発生しました人吉市では、浸水面積が約560 ha、浸水戸数が約4700戸を確認しているところでございます。
足立委員：ありがとうございました。
いずれにしても、大変歴史的な大きな洪水だったというふうに評価できると思います。

７.人吉市や球磨川沿いの町の再生とあわせた
川辺川ダムを含めた抜本的な治水対策
足立委員：ところで、川辺川ダムの治水効果ですけれども、人吉市地点では水位低下効果が約2.5mとされてお
ります。先ほど言いました8400万㎥という大変大きな洪水調節容量ですので、このぐらいの効果があります。仮
に今回そのような効果があったとすると、被害軽減効果はとても大きかったのではないか確信をしております。
もちろん、川辺川ダムだけで全てがうまくいくとは思いませんので、例えば川辺川ダムと既存の市房ダム、ま
あ規模が小さいんですけれども、これをダム再生して有効活用するとか、そのほかの様々な対策と組み合わせて
実施することで抜本的な治水対策が実現されることになると考えています。是非、被災した人吉市や球磨川沿川
の市町村の町並みの再生、こういったものと併せてしっかり御検討いただくようにお願いをしたいと思います。
大臣に伺いたいと思います。
球磨川につきまして、今回の豪雨により激甚な浸水被害が発生してございます。今後更に地球温暖化に伴う水
害が激甚化することなども考え合わせれば、被害の大きかった人吉市や球磨川沿いの町の再生と併せまして、川
辺川ダムを含めて抜本的な治水対策を進めるべきだと考えますけれども、国土交通大臣の御見解を伺いたいと思
います。
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赤羽一嘉国土交通大臣：まず、足立先生におかれましては、川辺川ダムのいきさつについて、当時の担当者とし
て、歴史の証人として詳細な御報告をいただきましたこと、まず、ありがとうございます、大変勉強になりました。
私は、当時、恐らく10年前、20年前は環境を重視しなければいけないという時代背景もあって、様々な治水対
策があったものだと理解をしておりましたが、今回の九州の豪雨災害もしかりでありますし、昨年の令和元年の
東日本台風のときも同様だと思いますが、もう明らかに従来の常識を超えるような、気候変動によって災害規模
が甚大化して頻発化していると。また、特に人吉盆地は、もう構造上、狭隘で盆地になっていますから、これは
洪水というのも本当に毎年のように起こっているということも地元の皆さんから聞かせていただきました。
こうしたことを踏まえて、再度災害を防止して、一番大事なことはその住民の皆さんの命と暮らしを守るとい
うことだと思いますので、これはやはり先ほど申し上げましたが、上流、下流、また本川、支川、流域全体を俯
瞰しながら、流域治水として本当に地元の皆様の命と暮らしを守ることに資する抜本的な対策を講じなければい
けないと思っておりますので、これからも国土交通省としてもしっかり県と連携しながら腰を据えて取り組ませ
ていただきたいと、こう思っておりますので、御指導よろしくお願い申し上げたいと思います。
足立委員：ありがとうございました。
私は、
19日、
20日と、岸田政調会長に同行して人吉市など被災現場に伺いました。その際、人吉市、球磨村、芦北町、
八代市などの球磨川沿川の市町村長さんからもお話を伺う貴重な機会がございました。皆さん、沿川のまちづく
りと併せてしっかりと抜本的な治水対策を進めてほしいと、口々にそう言っておられまして、基本的なベクトル
は同じ方向だなと感じております。是非とも、今大臣からも御決意ございましたけれども、県としっかり連携し
ていただいて、未来に向けて禍根を残さない抜本的な治水対策を何とか進めていっていただくようにお願いした
いと思います。
そして、最後になりますけれども、あした、被災者の支援対策パッケージが
発表されると伺っております。被災者の方々は、本当に今苦しい環境の中で、
家の土砂を出したり、泥を出したり、家財道具の片付けをしたり、本当にだん
だん暑くなってくる中、御苦労をされています。彼らのやっぱり希望というの
を失わさせないためにも、今申しましたような被災者の支援対策パッケージ、
これを充実したものとして提供するというのが非常に大事だと思っておりまし
て、この点につきましても大臣に改めてお願いを申し上げたいと思います。
そして、最後になりますが、長々と川辺川ダムの説明をさせていただきまし
たが、お聞きいただきました委員の先生方、ありがとうございました。また、
それをお許しいただいた委員長に感謝を申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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参議院議員

（建設業協会人吉支部撮影）

足立敏之〔現在の役職〕

《参議院》
災害対策特別委員会 理事
国土交通委員会 委員
決算委員会 委員
国民生活・経済に関する調査会
国際協力調査会 幹事

委員

《自民党》
参議院自由民主党 副幹事長
政調国土交通部会 副部会長
災害対策特別委員会 事務局次長
組織運動本部 国土・建設関係団体
広報本部 新聞出版局 次長

副委員長

《議員連盟》
公共工事品質確保に関する議員連盟事務局長代理
公共工事品質確保法改正ＰＴ座長代理
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