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第200回 臨時国会

参議院災害対策特別委員会

宮城県黒川郡大郷町粕川地先

会

鳴瀬川水系吉田川破堤箇所
（撮影：PASCO）

議

録

令和元年１１月２０日（水曜日）
参議院災害対策特別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
豪雨災害等を受け、事前防災の重要性について政府の認識、土地利用からの浸水対策等
を問うとともに、被災した建設業への支援策を明らかにしました。さらに、今後地球
温暖化により激甚化、頻発化する水害に対する政府の検討方針、広域避難への見解、
予算確保等について政府の姿勢を問いました。

参議院議員

足立敏之

会議録
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台風19号時の河川・気象情報の提供について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でござ
います。

［資料１］視察した被災地の状況

私は、建設省、国土交通省で長年勤務させ
ていただきまして、インフラ整備だとか防災、
災害対応、こういったことに取り組んでまい
りました。本日は、そうした経験を踏まえま
して、台風19号等の災害について質問をさせ
ていただきたいと思います。

長野県長野市穂保地先 信濃川水系千曲川決壊箇所（撮影：北條組）

宮城県黒川郡大郷町粕川地先 鳴瀬川水系吉田川決壊箇所（撮影：(株)パスコ）

さて、昨年の西日本の豪雨災害に続きまし
て、今年も台風15号による暴風被害、それに
続いて台風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
う大きな被害を発生しました。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、千葉県を中心に死者、行方不明者が10名
を超える大きな被害も発生しています。
お亡くなりになられた皆様の御冥福を謹ん

宮城県丸森町塚田地先 阿武隈川水系五福谷川決壊箇所（撮影：(株)パスコ）

自由民主党・国民の声 足立敏之

茨城県常陸太田市松栄町地先 久慈川水系浅川決壊箇所（撮影：(株)パスコ)

株式会社パスコ提供、長野県建設業協会提供、足立敏之事務所編集

［資料２］令和元年台風19号による破堤氾濫

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。
内閣府におかれましては、非常災害対策

国 １２箇所
県 １２８箇所
計 １４０箇所
： 国管理河川決壊箇所
： 国管理河川
： 都道府県管理河川決壊箇所

※令和元年10月28日 6:30時点

本部を設置して、武田大臣のリーダーシップ
で、政府挙げて人命の救助活動に全力で取り
組まれました。また、現地の課題を速やかに
把握して、プッシュ型の支援、これを先手先
手で手を打っていただいて、御尽力をいただ
きました。心から感謝を申し上げたいと思い
ます。
まず、台風19号による被災について考えて
みたいと思います。今回、大河川の直轄管理

千曲川穂保地区（長野市）
※写真提供国際航業
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

区間の破堤が多数発生しましたがこれは、めったに起こらない大変珍しい現象です、お手元の資料１あるいは資
料２にその状況を示してございます。
今年、私が訪れました長野県の穂保地区の千曲川、宮城県大郷町の吉田川、埼玉
県の荒川支川の都幾川を始め直轄区間12か所で、県の管理区間では128か所で破堤
が起こっております。さらに、全国の285の河川で越水や内水による浸水被害が発
生をいたしました。
このような越水や破堤などを生じた場合には、その状況に応じて河川管理者が的
確に情報発信することが不可欠であります。しかし、今回の水害におきましては、
茨城県の直轄河川の那珂川、久慈川などで氾濫情報が提供されなかったという問題
を生じたと報道されています。命を守るための行動を取るためには不可欠な情報で
あり、極めて重大な問題だと考えます。
河川情報の提供がどのような点でおろそかになったのか、その状況と、再発防止
に向けてどのような対策を講じるのか、国土交通省水管理・国土保全局に伺います。
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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号において、住民の避難行動にとって重要な情報の一部が提供できなかった
ことにつきまして、深くおわびを申し上げます。
委員御指摘のとおり、台風第19号では、洪水予報河川の２河川で氾濫発生情報が、水
位周知河川の３河川で氾濫危険情報がそれぞれ発表されていない事例がありました。ま
た、氾濫危険情報及び氾濫発生情報が発表された際に、７河川においてその内容を緊急
速報メールで配信されていない事例がございました。加えて、川の防災情報のホームペー
国土交通省 五道仁実水管理・国土保全局長

ジにアクセスが集中し、つながりにくくなるなど、情報の発信や伝達について様々な課

題が明らかになったところでございます。
これらの課題を検証し、対応案を検討するため、国土交通省の水管理・国土保全局と気象庁による河川・気象
情報の改善に関する検証チームを設置し、11月14日に第１回会議を開催したところでございます。
検証チームでは、今回のような同時多発的な災害にも対応できるよう、災害時の体制の在り方、効率的な作業
手順、それを支えるシステムの見直しなどを検討してまいりたいと考えております。
今後、ワーキンググループ等を開催し、政府全体の検証作業とも連携しながら、今年度末までに改善策を取り
まとめてまいります。
足立敏之委員：言い訳のできない大問題だと
思っておりまして、再発防止を徹底していた
だくようにお願いしたいと思います。

［資料３］減少する国土交通省
（地方整備局・北海道開発局）の職員
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。
（定員 人）
30,000

29,907
地方整備局・北海道開発局の定員

29,000

国土交通省の現場体制について
足立敏之委員：ただし、国土交通省の現場が
今どのような状況になっているのか確認した

28,000

27,000

26,000

いと思います。各委員の皆様に御承知いただ

25,000

きたいんですけれども、お手元に資料３をお

24,000

配りしましたが、国土交通省の出先機関であ

23,000

る整備局は、長年続く定員削減で残念ながら

22,000

人員が大幅に減少してきています。その結果、
資料４ですが、現場の最前線の出張所におい
ては、職員が出張所長だけというような１人
体制だとか、出張所長と係長だけという２人
体制だとか、そういう致命的な状況になって

23,327

H13

H14

H15

いと思います。

H19

H20

H21

H22

足立敏之
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H30

R1

国土交通省提供、足立敏之事務所編集

○最前線で工事監督や公物管理、災害対応等を担当する地方整備局の出張所について、標準的な体制
（３人以上）を維持できない出張所が、１０年間で３５から２０６に増加（約６％→約３３％）。

Ｈ２１年４月
１人
体制

0

なっていいということではないですが、河川

り、各委員の皆様方に是非御承知いただきた

H18

［資料４］地方整備局 出張所の人員

こんな状況だから情報提供がおろそかに

している状況の改善も併せて行う必要があ

H17

自由民主党・国民の声

います。

管理の水準を維持するためには、人員が不足

H16

Ｈ３１年４月
１人
体制

２人
体制
４人
以上

35

64
141

４人
以上

142

270
326

２人
体制

274
３人
体制

３人
体制

※１人体制とは出張所長のみの体制

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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狩野川放水路、利根川上流ダム群等の事前防災対策の効果
足立敏之委員：今回の出水では、東日本の各
地で大きな被害が出ている一方、これまで
行ってまいりました数々の治水対策が効果を
上げたと考えています。

［資料５］狩野川放水路の効果
昭和33年狩野川台風
台風経路
狩野川

台風19号は、昭和33年に1,200人を超える
死者、行方不明者を出しました狩野川台風に
千歳橋（旧伊豆長岡町）

匹敵する台風と言われました。資料５にお配

令和元年台風19号

国土交通省提供

りしていますが、２つの台風のコースは驚く

放流中の狩野川放水路
平成10年9月洪水

ほど似ています。この結果、静岡県の伊豆市

狩野
川

の湯ケ島雨量観測所での雨量は、総雨量です
が、狩野川台風の際に739ミリ、そして台風

気象庁提供、足立敏之事務所編集

昭和33年狩野川台風

19号では778ミリとそれを大きく上回ってお
しかし、今回、狩野川流域では内水被害を
除き、大きな被害は出ておりません。これは、
狩野川台風後の昭和40年に完成した放水路ト
ンネル、狩野川放水路と呼びます。これが毎
秒1,000立方メートルの洪水を本川から分派

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

［資料６］利根川上流ダム群による効果
● 利根川の治水基準点である群馬県伊勢崎市の八斗島地点の上流においては、利根川上流ダム群※
において、約１億４，５００万ｍ３の洪水を貯留しました。
● これらのダムの貯留により、八斗島地点では、約１ｍ（速報値）の水位が低下したものと推定されます。
※利根川上流ダム群：矢木沢ダム、奈良俣ダム、藤原ダム、相俣ダム、薗原ダム、下久保ダム、試験湛水中の八ッ場ダム

して、直接海に放流した効果が大きかったと
思っております。

本資料の数値等は速報値のため、今後の調査等で変更が生じる可能性があります。

ダムの効果（八斗島地点）
利根川本川流域（5ダム）
吾妻川流域

て大きな被害が出なかったところがたくさん

約3,900万m3

吾妻川流域
（試験湛水中の八ッ場ダム）

烏・神流川流域

利根川上流ダム群※により約１ｍ水位を低下

ダム貯留量
利根川本川流域
（５ダム）

そのほかにも、狩野川放水路以外にも、こ
れまで行われてきた治水対策が効果を発揮し

国土交通省提供

狩野川流域

ります。

約7,500万m3

烏・神流川流域
（下久保ダム）

約3,100万m3

利根川上流ダム群
（７ダム）

約14,500万m3

あったと考えられます。
平成27年の９月に破堤により大きな被害を
受けた鬼怒川もそうでした。また、利根川の
流域でも、首都圏外郭放水路や渡良瀬遊水地
などが絶大な効果を発揮したと聞きます。さ
らに、資料６にお示ししたとおり、利根川上
流の７つのダムで約１億4,500万立方メート
ルの洪水を貯留し、下流の基準点で約１メー
トルの水位低下効果を上げたということであ

※ 現時点で得られているデータ・断面等を用いて算出
していることから、今後の詳細な検討により修正となるこ
とがあります。

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］洪水を大量に貯留した八ッ場ダム
台風19号出水前（令和元年10月11日）

試験湛水 満水時
（令和元年10月17日）午後４頃撮影

ります。
今回、利根川中流部の加須市では、計画高
水位まであと30センチのところまで利根川の
水位が上昇し、一時越水するおそれがある旨
を公表するなど大変切迫した状況になったと
聞きます。上流ダム群の効果は絶大だったと
言えると思います。

撮影：国土交通省

撮影：国土交通省

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

なお、話題となっております八ツ場ダムでございます。試験湛水中ではありましたけれども、先ほど言いまし
た１億4,500万立方メートルのうち、7,500万立方メートルの洪水を貯留し、大変大きな効果を発揮しております。
このように事前の防災対策を講じておくというのは非常に大事なことでありまして、災害を未然に防ぐために
も、事前防災、大変重要でございますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
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武田防災担当大臣：委員はこの道のエキスパートであります。
御指摘のとおりでありますけれども、私も狩野川放水路に行って視察してま
いりましたし、特に、近年、数十年に一度とされた大規模な災害が頻発してい
るという中においては、事前防災というものは重要度がかなり増してきている
ということは事実でありますし、河川はもとより、災害に対するハード、ソフ
トの事前の備えを広範に進めていく必要があると考えております。
国土強靱化基本計画におきまして、災害リスクや地域の状況等に応じて、ハー
ド対策とソフト対策を適切に組み合わせて効果的に事前防災の対策を推進する
こととしております。
また、昨年末、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策を取りまと
め、集中的な取組を進めているところであります。
事前防災を進めていく上では、行政による公助はもとより、国民一人一人が
自ら取り組む自助、そして、地区防災計画に見られるような地域、企業、学校、
内閣府

武田良太防災担当大臣

ボランティアなど互いに助け合う共助を組み合わせ、地域全体で防災意識を高

め、常に防災・減災の視点を持ってあらゆる自然災害に備える防災意識社会を構築していくことが重要と考えら
れます。
今後とも、ハードとソフトを組み合わせた対策を総動員し、政府一丸となって事前防災にしっかりと取り組ん
で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。
事前防災は本当に大事なテーマでありますので、引き続き大臣のリーダーシップでよろしくお願いしたいと思
います。
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多様な被害状況を踏まえた浸水域管理の必要性
足立敏之委員：次に、浸水被害につい
て伺いたいと思います。

［資料８］浸水により生じた多様な被害

台風19号によりまして、東日本を中
心に、全壊、半壊、一部損壊が29,000
棟、床上浸水が27,000棟、床下浸水が
32,000棟という大きな被害を発生して
います。このような浸水被害の発生に
伴いまして、資料８にお示ししました

本宮市 谷病院周辺浸水被災地(撮影：本宮市）

長野市 北陸新幹線車両基地浸水被災地（撮影：足立事務所）

が、佐賀県の水害の際に発生した工場
からの油流出、郡山ではバスの大量水
没も発生しました。長野新幹線の車両
基地の水没も皆さんよく御存じだと思
います。また、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
療機関や高齢者施設の水没など、様々

郡山市 福島交通バス車庫周辺（撮影：国土地理院）

自由民主党・国民の声 足立敏之

佐賀県大町町 油流出周辺被災地(撮影：国土交通省）

国土交通省・国土地理院・本宮市提供、足立敏之事務所編集

な不測の事態が発生をしています。これらの被害につきましては、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と考えられます。
今後、浸水の予想されるエリアの被害の未然防止のために、土地利用規制や住宅の建て方の工夫、建築物の建
て替えの誘導など、町づくりや土地利用を考えた浸水域管理というか流域管理というか、そういった考え方を導
入する必要があると考えますが、国土交通省都市局の見解を伺いたいと思います。
内田都市局官房審議官：お答えいたします。
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いては、土砂災害特別警戒区域等の
開発に不適当な区域内での分譲住宅等の開発を原則として禁止しております。
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
国土交通省 内田欽也都市局官房審議官

計画においては、その運用で、浸水想定区域等について災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には原則として居住誘導区域に含まないこととしてお
ります。
一方、今回の災害では、全国各地で多様な被害が相次いだことを踏まえ、都市計画でどのような対策が可能な
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も含めた必要な
対策につきまして、様々な専門家の意見も伺い
ながら検討してまいります。
足立敏之委員：ハザードマップの整備も進んで
いますので、是非とも検討を深めていっていた
だきたいと思います。
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建設関連産業の被災者救済
足立敏之委員：次に、被災者の救済につ
いて伺いたいと思います。

［資料９］被災地で活動する建設業

今回、台風19号等による浸水によりま
して、大変多くの方々が被災したり、避
難を余儀なくされております。私も数多
くの被災地に伺いまして、生活となりわ
いの再建に苦慮されている声を現地でた
くさん伺っています。

撮影：長野県建設業協会

こうした状況を踏まえまして、安倍総

撮影：宮城県建設業協会

建設業者数の推移

理の指示によりまして、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
が取りまとめられ、約1,300億円の予備
費を投入することとしたと聞いておりま
す。きめ細やかな対応には心から感謝申
し上げたいと思います。

撮影：福島県建設業協会

ところで、災害対応の大切な担い手で

自由民主党・国民の声 足立敏之

長野県・福島県・宮城県建設業協会写真提供、日建連資料提供、足立敏之事務所編集

ある建設業、あるいはコンサルタント、 ［資料１０］被災した建設業
測量設計業などのいわゆる建設関連産業
の皆さんも、今回の水害で、社屋が水没
したり、事業所が水没したり、工事現場
の資材や重機が浸水しているようなとこ
ろもたくさんありました。
こうした災害対応を担う建設関連産業

撮影 (株)ﾆﾁﾚｷ福島営業所、福島県

撮影：榊原工業(株)、福島県

撮影：塚本建設(株)、群馬県

の皆様が浸水によって被災した場合に公
的な支援が必要ではないかと考えており
ますが、どのような救済策が可能なのか、
国土交通省の見解をお伺いいたします。
撮影：野村建設(株)、長野県

林建設流通政策審議官：お答えいたし

自由民主党・国民の声 足立敏之

撮影：野村建設(株)、長野県

撮影：長柄中部興産(株)、千葉県

福島県・長野県・千葉県・群馬県建設業協会提供、足立敏之事務所編集

ます。
地域の建設業、それから委員から御指摘のございました調査、測量、設計といったいわゆる建設関連産業、こ
うした方々は、国土づくりの担い手であると同時に、地域の経済や雇用を支えていただき、また、今回のような
災害時には最前線で地域社会の安全、安心の確保を担っていただくいわゆる地域の守り手として極めて重要な存
在であると考えております。こうしたことから、被災された建設業者あるいは建設関連産業の方々には、安心し
て今後復旧復興への対応に当たっていただけるように、きめ細かな支援策を講じていくことが極めて重要である
と考えております。
このため、国土交通省におきましては、まず、被災地において施工中の建設工事であ
るとか実施中の調査、設計業務、こういったものの一時中止や、前金払いの迅速かつ円
滑な実施を講じさせていただいております。また、被災された建設関連産業の方々につ
いては、建設工事の請負に関する契約書につきまして印紙税を非課税とする措置なども
併せて講じさせていただいております。
また、委員から御指摘のありましたパッケージの関係でございますけれども、11月７
国土交通省 林 俊行 建設流通政策審議官

日に取りまとめられたこの対策パッケージの中では、中小企業庁によりますいわゆるグ
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ループ補助金でありますとか小規模事業者持続化補助金ということで財政的な支援が講じられているところでご
ざいます。
また、民間の工事保険でございますけれども、台風などの不測かつ突発的な事故による工事目的物ですとか仮
設物などへの損害を補償する保険制度がございまして、こうしたものの活用もいただけるのではないかと思って
おります。
いずれにしましても、国土交通省におきましては、中小企業庁を始めとする関係省庁とも連携をしながら、各
種支援策を活用していただいて、被災されながらも復旧復興対応に尽力していただく建設業の方々あるいは建設
関連産業の方々に早期の事業再建が図られるように、こうした制度の活用についても一層の周知を図ってまいる
ように努めて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。
建設関連産業の皆様方に今言われたようなことがちゃんと伝わるように、パンフレットでも作っていただいて
広く周知していただければ有り難いと思っております。よろしくお願いします。

地球温暖化に伴う気候変動への検討
足立敏之委員：次に、地球温暖化に伴う気候変動について伺います。
昨年の西日本の豪雨災害や今回の台風
19号による被害などを見ていますと、地

［資料１１］地球温暖化に伴う降雨量の変化

球温暖化に伴いまして気候が大きく変化
し、これまでは生じていなかったような
現象が発生しているのではないかと危惧
をされるところであります。
気候変動の影響につきましては、国
交省でも降雨量の変化予測を行ってお
られます。資料11で付けておりますけれ
ども、温暖化により気温が２度上昇する
と、降雨量が北海道や九州北西部で15％

北海道北部、北海道南部、九州北西部

増加する、他の地域でも10％増加すると
予測されています。また、より温暖化が
進行して気温が４度上がると、北海道や
九州北西部では降雨量が約40％、その他

１．１５

１．４

その他１２地域

１．１

１．２

１．３

全国平均

１．１

１．３

１．４

自由民主党・国民の声 足立敏之

１．５

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

の地域でも20％増加するというふうに見込まれています。大変深刻な状況だというふうに感じております。
地球温暖化に伴いまして激甚化する水害、土砂災害にどのように備えていくのか、水管理・国土保全局に伺い
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。
近年、各地で大水害が発生しており、今後、気候変動の影響により更に降雨量が増大し、水害が頻発化、激甚
化することが懸念されております。
このため、その影響を定量的に治水計画に反映させるべく、国土交通省では、平成30年４月に気候変動を踏ま
えた治水計画に係る技術検討会を設置し、将来の降雨量や河川の流量等がどの程度増加することについて検討を
いただいているところでございます。10月18日に提言が取りまとめられたところでございます。今回の提言等を
踏まえまして、気候変動を踏まえた水災害対策の在り方について社会資本整備審議会に諮問をし、11月22日に第
１回の小委員会を開催する予定でございます。
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国土交通省といたしましては、この小委員会において、気候変動による降雨量の増加等を考慮し、堤防強化や
貯水施設などの治水施設の整備に加えて、災害リスクを勘案したまちづくりや実効性のあるマイタイムラインな
どの避難体制づくりなどを検討し、ハード、ソフト一体となって実施する流域全体での水災害対策を進めてまい
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す。しっかり検討をお願いしたいと思います。

広域避難の必要性
足立敏之委員：次に、広域避難について伺いたいと思います。
利根川のような大河川が破堤しますと大変大きな被害が出ます。昭和22年のカスリン台風のときには、群馬県
と埼玉県の県境の利根川栗橋地点で破堤が起こり、氾濫流が都内江戸川区の小岩辺りまで流れてきたと言われて
います。
このような氾濫が起こりますと、一つの市町村のほとんどが水没してしまうようなところも出てまいります。
そうなると、町内の避難所への避難では不十分でありまして、町外に避難せざるを得ない大規模な広域避難が必
要になってくると考えられます。2005年のハ
リケーン・カトリーナ、アメリカの台風の際

［資料１３］埼玉県加須市の広域避難

には、アメリカ全体で100万人規模の広域避
難が行われたというふうに言われています。
今回の台風19号の出水の際には、国土交
通省の利根川上流河川事務所長が、利根川
沿川の首長さんの方に利根川が越水するお
それがあるというふうなホットラインの電
話を掛けております。それを受けまして、
加須市で8,500人、境町で2,200人、手配し
たバスでその町外、市外に避難をしたと伺
いました。大変切迫した状況であったと思
います。恐らく全国で初めての大規模な広
域避難だと思います。
しかし、広域避難には、実際、誰が判断し
て誰が実施するのか、あるいは移動手段をど

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１４］茨城県境町の広域避難

うやって確保していくのか、様々な課題があ
ります。特に江東区を始めゼロメートル地帯
の５区では250万人逃げなくてはいけないと
も言われておりますけれども、広域避難とい
うのは大変大きな問題だというふうに考えて
います。
今後、地球温暖化でこうした甚大な浸水被
害の発生が予想される中、広域避難というの
が大事なこれから進めるべき取組だと考えて
おりますが、内閣府の見解をお聞きしたいと
思います。
自由民主党・国民の声

足立敏之

国土交通省提供、足立敏之事務所編集
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青柳防災担当政策統括官：お答えいたします。
平成27年の関東・東北豪雨の際に広域避難が課題となったことを踏まえまして、中央
防災会議の下にワーキンググループを設置して、平成30年３月に三大都市圏のゼロメー
トル地帯を念頭にして基本的な考え方等について取りまとめ、現在は東京都と共同で関
係自治体、交通事業者等で構成します検討会を設置して、荒川の下流域を中心として検
討を進めているところでございます。
台風19号では、委員御指摘のとおり、埼玉県の加須、茨城県の境町において広域避難
内閣府 青柳一郎防災担当政策統括官

が実施されました。一方で、荒川下流域においては広域避難のタイミングあるいは避難

場所の確保といったことで課題が顕在化したところでございます。
今後、中央防災会議の下に設置しますワーキンググループにおきまして広域避難についても検討をいたして、
関係機関と連携して、大規模な広域避難、実効性の確保に向けた取組、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。
私は国土交通省の出身でございますが、やはり内閣府でリーダーシップを持っていただいて広域避難のトリ
ガーを引く、そういったようなことも是非御検討いただくように、国土交通省とも連携して検討を進めていただ
きたいというふうに思います。よろしくお願いします。

激甚化する水害に対処するための予算確保
足立敏之委員：最後の質問になります。
地球温暖化に伴いまして、水害、土砂災害が激甚化していきます。今後、ますますそういった現象が加速化す
ると考えています。それに対しましてソフト、ハード両面のあらゆる施策を総動員して、先ほど水管理・国土保
全局長からもお話ありましたが、対策を講じていくことが必要だと感じておりますし、さらにはそのために必要
な予算の確保、これも重要だと考えております。
是非とも、武田大臣には激甚化する災害にしっかり対応して必要な予算も確保していただくようにお願いをし
たいと思いますが、大臣の御決意をお願いしたいと思います。
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武田防災担当大臣：委員御指摘のとお
り、気候変動等の影響により、強い台

［資料１５］治水予算の推移

風や豪雨の増加など自然災害の更なる
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国土交通省提供、足立敏之事務所編集

発生した災害から得られた今日までの数々の教訓を踏まえながら、防災・減災対策を不断に見直していくこと
が重要であると考えます。台風15号、19号においては、長期間にわたる停電及びその復旧プロセスなどの様々な
課題が認められました。それらの課題を徹底的かつ客観的に検証することを通じ、今後の防災・減災対策に確実
に生かしてまいりたいと、このように思っております。
今後とも、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、国家百年の大計として、災害に屈しない強さとしなやかさを備えた国づくりをつくり上げてまいりたいと、
このように思っております。
足立敏之委員：ありがとうございました。引き続き、武田大臣のリーダーシップに期待したいと思います。よろ
しくお願いいたします。
ありがとうございました。
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