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令和３年４月２２日（木曜日）
参議院国土交通委員会において、流域治水関連法案の審議で、地球温暖化を踏まえた
流域治水の考え方などを明らかにすると伴に、防災集団移転、ハザードマップ、マイ・
タイムラインの普及などについて赤羽一嘉国土交通大臣や井上水管理・国土保全局長
に質問しました。
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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、江崎委員長を始め各党の理
事、委員の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。
私は、建設分野の代表として、インフラ整備、治水対策、災害対応に取り
組んでまいりました。本日は、その経験を踏まえまして、いわゆる流域治水
関連法案について質問をさせていただきたいと思います。

1.「流域治水関連法案」について
足立委員：平成29年の九州北部豪雨、平成30年の西日本の豪雨災害、令和元年の台風19号による東日本の豪雨災
害、令和 2 年の球磨川の水害など、これまで経験したことのないような極めて大規模な浸水被害が毎年発生をし
ています。このように激甚化する水害、土砂災害の発生状況を考えますと、地球温暖化に伴いまして気候が大き
く変化し、これまで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、そう懸念されます。

―水害・土砂災害が頻発している状況で懸念される地球温暖化の影響ー
足立委員：現に、気象庁では、資料 1 、
お手元に配っておりますけれども、これ

［資料１］大雨発生回数の増加傾向

に示しましたとおり、1991年から2020年
の30年間の日降水量200ｍｍ以上の大雨
の日数ですけれども、これが1901年から

1.7倍
平均0.07日

（1901～1930年）

平均0.12日

（1991～2020年）

1930年の30年間に比べまして1.7倍に増
加しているとしています。
また、今後の予測につきましても、次
の資料 2 ですけれども、文科省と気象庁
は「日本の気候変動2020」という資料を
発表しまして、パリ協定で合意されまし
た、今世紀末には 2 度上昇するという目
標が達成された場合に、21世紀末の日降
水量200ｍｍ以上の大雨の年間日数が20
世紀末に比べて約1.5倍に増加する、仮
に温室効果ガスの排出がより高いレベ
ルで続くと想定した場合、いわゆる 4 度

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：気象庁資料を基に足立敏之事務所加筆・編集

［資料２］2℃及び4℃上昇シナリオによる将来の降水量予測

上昇シナリオでは、21世紀末の日降水量
200ｍｍ以上の年間日数が20世紀末に比
較して2.3倍に増加すると予想をしてお
ります。
こうした状況を踏まえまして、水害、
土砂災害が頻発している状況について地
球温暖化の影響と考えているのか、気象
庁長官にお伺いをいたします。
自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：文部科学省及び気象庁資料「日本の気候変動2020」を基に足立敏之事務所編集
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長谷川直之気象庁長官：気象庁から、水害や土砂災害を起こすような大雨の状況につい
てお答え申し上げます。
先ほど御紹介ございましたとおり、気象庁の気象台などによる過去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の回数には増加傾向が見られて
おります。先ほど御紹介ありましたように、1901年から1930年までの30年間と1991年か
らの30年間を比較いたしますと、例えば 1 日当たりの200ｍｍ以上の大雨の回数、1.7倍に
増加しております。これには、地球温暖化の影響がある可能性があると考えております。
長谷川直之気象庁長官

また、将来につきましても、先ほど御紹介ございましたとおり、パリ協定の 2 度目標

が達成された場合であっても、今世紀の末には20世紀末の約1.5倍にこの大雨の頻度が増加するというふうに予
測しております。これは、地球温暖化による影響を予測したものでございます。
大雨の発生回数などは年々変動が大きいものでございますので、気象庁といたしましては、引き続き長期変化
の傾向をより確実に捉えるために、今後もデータの蓄積やその分析に取り組んでまいります。また、気候変動の予
測を充実強化いたしまして、地球温暖化の対策に資する情報発信に引き続き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。
私といたしましては、今も話のありました地球温暖化に伴う気候変動の脅威、これにつきまして気象庁として
しっかり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。
ところで、国土交通省では早くから地球温暖化の脅威につきまして検討に着手をいたしております。御承知の
とおり、地球温暖化対策には、CO 2 など温室効果ガスを削減する緩和策と、具体的に発生してきた影響への対
策を講じる、例えば激増する水害、土砂災害への事前防災対策ですけれども、そういったことを講じる適応策と
両面がありますけれども、地球温暖化対策というとどうしても緩和策の方に目が行きがちなんですけれども、適
応策も非常に重要な課題ですので、その辺りについて今日はお話をさせていただきたいと思います。

―地球温暖化等によることに対応して、河川整備基本方針を見直すことが必要では―
足立委員：国交省では、私が水管理・国土保全局河川計画課長の頃ですけれども、平成19年 8 月に社会資本整備
審議会に「気候変動に適応した治水対策小委員会」を設置しまして、「水災害分野における地球温暖化に伴う気
候変化への適応策のあり方について」という答申をいただきました。その後、民主党政権下で一旦検討が滞りま
したけれども、平成26年 1 月に、私が水
管理・国土保全局の局長の際に再び検討

［資料３］地球温暖化に伴う降雨量の変化

に着手し、平成27年 8 月に「水災害分野

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）

に係る気候変動の適応策の在り方につい
て」という答申をいただいております。
さらに、その後、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」を立ち上げ、資料 3 にお配りをして
おります、先日、小池参考人からも配付
のありました資料の中に含まれておりま
したけれども、今後、温暖化により気温
が 2 度上昇すると、降水量が北海道や九
州北西部で15％増加する、他の地域でも
10％増加するというふうに予測されてい
ます。また、温暖化が更に進行して気温
が 4 度上昇しますと、北海道や九州北西
部では降水量が約40％、その他の地域で

北海道北部、北海道南部、
九州北西部

１．１５

１．４

１．５

そ の 他 １ ２ 地域

１．１

１．２

１．３

全国平均

１．１

１．３

１．４

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

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：IPCC評価報告書（気象庁訳）及び国土交通省資料を基に足立敏之事務所編集

3

会議録

第204回 通常国会

参議院国土交通委員会

も20％増加するというふうに見込まれる、こういった結果を発表しています。これは、先日小池参考人もおっ
しゃっていましたけれども、大変深刻な状況だというふうに言えるかと思います。
こうした状況下で河川の洪水対策を考えるに当たりましては、過去の雨を前提にした計画ではやはりもう不十
分で、トレンドで考えるのではなくて、気候変動の影響を加えて抜本的に安全度を向上させることが必要と考え
ます。
先日、小池参考人はこれまでの雨のデータに今の数値を掛けるとお話をされていましたけれども、そういった
考え方で今後河川の計画の対象となる降雨についても再検討することが不可欠であり、それに従って、河川整備
基本方針、これも見直しが必要になると考えています。
地球温暖化の進展に伴いまして河川整備基本方針を見直すことの必要性と、仮にそうした方向で既に検討を進
めている河川があるなら、その河川、どの河川を対象に検討を行っているのか、水管理・国土保全局長に伺いた
いと思います。
井上智夫水管理・国土保全局長：今後、気候変動の影響により更に頻発化、激甚化が予
想される水災害に対応するためには、治水対策の強化が必要です。このため、河川整備
基本方針を従来の過去の降雨実績に基づくものから気候変動による降雨量の増加などを
考慮したものに見直してまいります。
この見直しに当たって、専門家から成る検討会を設けて、河川整備基本方針に用いる
雨が将来どの程度増加するか等について御検討いただいたところ、21世紀末時点で世界
の平均地上気温が 2 度上昇した場合を想定し、降雨量を1.1倍とするとともに、過去に
井上智夫水管理・国土保全局長

経験したことのない雨の降り方も考慮して治水対策の検討の前提となる基本高水を設定

すべきとの見解が示されたところです。
こうした基本的な作業にのっとり、新宮川や五ケ瀬川といった、近年大規模な水害が発生した際の洪水流量が
現行の河川整備基本方針で定める基本高水を上回った水系から順次河川整備基本方針の見直しに着手し、治水対
策の強化を図ってまいります。
足立委員：ありがとうございます。是非検討をしっかり進めていっていただきたいと思います。

―今回導入した「流域治水」とはどのような考え方か―
足立委員：ところで、こうした豪雨災害が頻発している状況を踏まえまして、国土交通省では、令和元年11月に、
社会資本整備審議会に「気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会」を立ち上げまして検討を行い、河川整備
のスピードが気候変動に伴う治水安全度の低下に追い付かない、そのような状況を踏まえまして、河川の関係者
だけではなく、流域内のあらゆる関係者が被害の最小化のため協働して洪水に備える流域治水という考え方を導
入すると伺いました。
国土交通省が今回導入した流域治水とはどのような考え方なのか、赤羽国土交通大臣に伺いたいと思います。
赤羽一嘉国土交通大臣：今、足立先生から質問のやり取りがありましたが、私の認識
では、かねてから地球温暖化による洪水リスクの高まりというのは当然議論がされて
いたんだと思います。ただ、そこは恐らく、ちょっと言い方が正しくないかもしれま
せんが、まだ観念論の世界というか、それが平成30年の 7 月の豪雨災害ですとか、ま
た、私が就任した直後の令和元年の東日本台風、台風19号の災害で、そうしたものが
現実の災害として頻発するようになり、その被害も相当甚大化、深刻化すると、これ
はもう具体的に、抜本的な、また総合的な治水対策の見直しをしなければいけなくなっ
たのではないかと。
赤羽一嘉国土交通大臣
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普遍化するといった言い方が非常に分かりやすいかもしれませんが、要するに、何回も申し上げておるところで
すが、上流から下流、本川だけではなくて本川、支川、それも、それを統一的にやるというのはなかなか難しく、
それは足立さんが局長のときに一番苦労されたんだと思いますが、上流部分の人たちと下流部分のやっぱり、何
というんですかね、お互いの立場というのが違うので、やはりそうしたことの調整というものもなかなかできな
かった。ですから、上流は県管理の場合が多いから県の河川管理者のイニシアチブで、ですが下流は国の管理と
いう、そのときにはやはり、ちょっと私は分からないんですけど、恐らく整合性は取り切れない部分もあったん
ではないかと。
19号のときも、例えば福島県の阿武隈川に行きましたけど、ここは、郡山というのは非常にくぼ地なので多分
堤防強化が進んでいたんだと思いますが、あのときはその南側の須賀川市と北側の本宮市の堤防が決壊してし
まったというようなこともあり、そうしたことで、やはり水系全体を俯瞰して、これは本当に計画的にやらない
と、国民の、地域住民の命、暮らしを守ることはできないと。
そうした思いで、今回は上流から下流、本川、支川の関わる全ての首長、また企業ですとか地域の代表、こう
したことの声を集約する中で計画的に対応しようと。それも、河道掘削とか河川の中だけではなくて、その周辺
の地域の開発の仕方ですとか、あるときには居住地を移転してもらうですとか、また、ハードだけではなくてソ
フトも加えて、避難の体制の在り方とか、いわゆるマイタイムラインとか、そうしたことも含めてのプロジェク
トにしなければいけないと、こう考えて進めていきたいと思います。
足立委員：ありがとうございます。赤羽大臣のリーダーシップでしっかり流域治水進めていただくようにお願い
したいと思います。

―従来の「総合治水」と「流域治水」の違いは―
足立委員：ところで、今お話ありました、かつて都市化の進展が著しかった昭和50年代頃、都市化に伴う河川の
流出増、これに河川整備が追い付かず、浸水被害が増大したために、総合治水という考え方が提唱されました。
13日に委員派遣で多目的遊水地を視察した神奈川県の鶴見川もその対象河川でございますけれども、こういった
総合治水と今回提唱されております流域治水とどこが違うのか、その辺を水管理・国土保全局長に伺いたいと思
います。
井上智夫水管理・国土保全局長：総合治水は、高度成長期以降、著しい市街化が進み、宅地開発や舗装等により
雨水の流出が増大したことに対応するため都市部の河川において取り組んできたのに対し、流域治水は、気候変
動による降雨量の増大に対応するため、都市部のみならず全国の河川において取り組もうとするものです。
また、具体的な取組内容を見ると、総合治水では、河川整備に加え、流域において開発に伴う雨水の流出増を
相殺する調整池や河川管理者等が主体となった雨水貯留施設等の整備を進めてきたのに対し、流域治水では、河
川整備を更に加速するとともに、流域のあらゆる関係者が協働し、降雨量の増大を踏まえたダムの事前放流や雨
水貯留対策の強化、さらには浸水リ
スクが特に高いエリアにおける立地
規制なども対策メニューに加えて、
総合的かつ多層的に進めていくもの
です。
足立委員：ありがとうございまし
た。従来の総合治水には先輩方の熱
い思いもありますので、それを発展
させる形でこの流域治水をしっかり
進めていただきたいと思います。
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2.浸水被害防止について
足立委員：ところで、最近発生しております大規模な浸水被害におきまして、以前、佐賀県の工場で油の流出が
あったり、郡山のバスの大量水没があったり、長野新幹線の車両基地の水没など、様々な不測の事態が生じまし
た。また、医療機関だとか高齢者施設の水没なども生じておりまして、昨年の球磨川の千寿園の例など、深刻な
事態を生じたケースもあります。こうした浸水被害は、ハザードマップの情報に基づき的確に対応していれば、
未然に防ぐことができたのではないかと考えます。

―ハザードマップなど河川情報に関する今後の取り組みについて―
足立委員：しかしながら、ハザードマッ
プ自体は必ずしも十分浸透している状況

［資料４］３次元基盤データを活用したハザードマップの例
広域情報（1/2500レベル）

ではなく、もう少し分かりやすくて使い
勝手のいいハザードマップの作成を進め
るべきだと考えます。現在、自民党の測
量設計議連で、岩井副大臣も参加されて
ございますが、三次元基盤情報を活用し
たハザードマップを検討中でありまし

重点エリア情報（1/500レベル）
浸水予測３次元基盤データに表示

て、全国測量設計業協会連合会からも大

住民避難経路の表示

いに期待を集めております。都市局でも、
プラトーという三次元地図データベース
を活用したデータ共有システムも検討さ
れております。こうした取組を総合化す
ることによりまして、地盤高も含めた三
次元のデータを活用した分かりやすい、
使いやすいハザードマップの開発につな
がることを期待したいと思います。

自由民主党・国民の声 足立 敏之
国土交通省、全国測量設計業協会連合会資料を基に足立敏之事務所編集

お手元の資料 4 に、それを少しイメージしたものを準備させていただきました。三次元データを使うことによ
りまして、どの辺まで浸水しているかとか、そういった中で避難経路どういったものを使えばいいのかとか、そ
ういったことが把握できるようなものができると分かりやすいんじゃないかと思っております。
こうしたハザードマップなど、河川情報に関する今後の取組方針につきまして、水管理・国土保全局長に伺い
たいと思います。
井上智夫水管理・国土保全局長：住民の命を守るための警戒避難体制の強化は、流域治水の重要な柱の一つであ
り、住民の皆様に平時からハザードマップ等を活用して水害リスクへの認識を高めていただくことが重要です。
このため、国土交通省では、ハザードマップ等の情報を分かりやすく提供できるよう、洪水や土砂災害などの災
害原因別に作成されたリスク情報を同一の地図上に重ね合わせて表示する取組や、リスク情報を三次元で視覚的
に分かりやすくする取組を進めているところです。
一方で、これらのリスク情報の基盤となる地図データは、より精度を高めるとともに、都市部を中心とする住
宅等の土地の変化にも対応していく必要があります。このため、ドローンなどの新技術の活用とそれを扱う人材
の育成も推進しつつ、地図データの詳細化や定期的な更新にも努め、より視覚的に分かりやすい水害リスク情報
を的確に提供してまいります。
足立委員：ありがとうございました。しっかりと検討を進めていただきたいと思います。
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―「防災集団移転」について―
足立委員：ところで、洪水時の安全確保のためには、今回定められます浸水被害防止区域に不適格な建築物が
設置されている際には事前に移転をさせることが可能となるような制度が必要だと考えております。以前の国
会でも都市局長に御質問させていただきました。東日本大震災の際に、津波で被災した地域の住宅の高台移転
には、居住に適さない区域内にある住居を集団移転させるという防災集団移転という制度が大きな役割を果た
しました。
この災害危険区域にあります住宅を移転させるための施策、防災集団移転という制度につきまして、これまで
浸水に関する実績がどの程度あるのか、また、今回の法改正に伴いましてどのようなことが可能になるのか、都
市局長に伺いたいと思います。
榊真一都市局長：お答えを申し上げます。
防災集団移転促進事業は、これまで、昭和47年の制度創設以来、62市町村、計39,000
戸の住宅の集団移転を支援してまいりました。このうち洪水に起因するものといたしま
しては、これまで、 4 市町村において計914戸の移転が行われております。
防災集団移転促進事業を行うに当たりましては、あらかじめ移転対象となるエリアを
条例で災害危険区域として指定する必要がありますが、事業を検討している自治体から
は、災害危険区域の指定手続が大変だといった御意見をいただいております。
榊真一都市局長

このため、今回の法律改正では、浸水被害防止区域や土砂災害特別警戒区域など、災

害を特に警戒すべき区域を防災集団移転促進事業の対象エリアとして追加することとしております。これによっ
て、市町村が改めて災害危険区域を指定しなくても事業を実施することが可能となりますことから、事業の円滑
な実施が図られるものと期待をしております。
足立委員：ありがとうございました。しっかり進めていただきたいと思います。
ところで、最近、台風が来るときに、鉄道の計
画運休、デパートやスーパー、コンビニなどの計

［資料５］マイ・タイムラインのイメージ

画休業、学校の計画休校などの措置がとられるよ
うになってまいりました。とても重要な取組だと
思っております。こうした取組は、タイムライン
に基づく行動と言われています。

―洪水時の被害の軽減のため、
積極的なマイ・タイムラインの普及を―
足立委員：私が水管理・国土保全局長をしていた
2012年ですけれども、アメリカを襲ったハリケー
ン・サンディ被害調査のために、土木学会と連携
しまして調査団を派遣いたしました。その結果報
告の中で、アメリカではタイムラインという行動
表を、これを関係者が共同で作成して、それに基
づき対応を行うことでハリケーン・サンディの際
にも大きな効果を発揮したと伺っております。日
本でも、私の後任の局長、森北局長のときに、当
時、太田昭宏大臣の下で国交省としてもこの考え
方を導入しようということを決定しました。その

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所編集
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後、関係者が協力してタイムラインを策定して、それに基づく取組がもう既に始まっています。
一方、防災・減災には、公助のみならず、自助、共助の取組も大事で、特に自助という観点では、平成28年の
鬼怒川の決壊地点の復旧復興を図る中で、当時の国土交通省の所長、里村所長というんですけれども、彼の発案
で始まりましたマイタイムライン作り、これが大変有効だと考えています。当時、私も、既に国会議員になって
おりましたけれども、現地に行かせていただきまして、直接所長から地域の方々とのやり取りの様子なども伺い
ました。まさに現場から生まれた貴重なソフト対策だったと思います。
このマイタイムライン、先日からも何度かお話が出ておりますが、お手元の資料 5 にそのイメージを示させて
いただきましたけれども、最悪の事態を想定して、そこから時間を逆算して、いつまでに何をやらなきゃいけな
いのか、これをあらかじめこういう行動表にしておきまして、それを基に、こういうタイミングだとこんなふう
な動きをしようじゃないかというような、そういう行動の基になる規範といいますか、そういうものを作ろうと
いうものでありまして、これは非常に重要な取組で、先日も首藤参考人からも評価いただきましたけれども、しっ
かりと進めなきゃいけないと思っております。
今後、このマイタイムラインですけれども、積極的に普及を図るべきと考えますが、水管理・国土保全局長に
伺いたいと思います。
井上智夫水管理・国土保全局長：マイタイムラインは、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ものであり、自助の観点から住民の防災意識を喚起し、平素より水害
リスクへの認識を深める意義もあるものと考えております。
マイタイムラインの作成は、一人よりも地域住民が顔を合わせて避難行動を話し合うワークショップの中で行
うことが効果的であることから、国土交通省では、市区町村に対してワークショップに必要な技術的な助言や教
材の提供などを行っているところでありますが、令和 2 年 1 月時点では、まだ137の市区町村にとどまっている
ところでございます。
こうした取組が更に拡大するよう、令和 2 年 6 月、マイタイムラインのワークショップの主催者となる市区町
村向けに、これまでの実績に基づく運営ノウハウを具体的に整理した資料をお示ししました。また、マイタイム
ラインの一層の普及拡大を目指してワークショップのファシリテーターを育成するため、気象キャスターや防災
士の方を対象に、マイタイムラインを作成する上でのポイントを理解していただく講習会の開催も行っていると
ころです。
国土交通省では、住民自らが水害リスクを認識し的確な避難を実現するため、引き続き、マイタイムラインの
普及に取り組んでまいります。
足立委員：ありがとうございました。
先日の参考人の質疑の際に首藤参考人からは、プッシュ型の情報
が欲しいというお話がございました。私としては、この今のタイム
ライン、マイタイムラインなんですけれども、AIなどを活用して、
様々な活動をAIが指示してくれるような、ハイブリッド型とでも
いうんでしょうか、マイタイムライン、そういうようなものを先ほ
どお話しした三次元の基盤情報だとかああいったものと組み合わせ
て作成していくことが必要じゃないかなと思っております。
是非、井上局長の方で御検討いただいて、適時的確にプッシュ型
で今こういうことをしなさいというようなタイムライン、こういっ
たものが作られるように是非ともお願いをしたいと思います。
最後ですけれども、今後、この法案の施行によりまして水害被害
が軽減されることを心から期待を申し上げまして、私の質問を終え
させていただきます。
以上です。
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参議院国土交通委員会開催【委員会採決】
2021年 4 月27日
（火曜日）

【質疑終局後】
江崎 孝国土交通委員会委員長：他にご発言も無いようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。・・・別にご意見も無いようですから、これより直ちに採決に入ります。特定都市
河川浸水被害対策法等の一部を改正
する法律案に賛成の方の挙手をお願
いします。
（賛成者挙手）
全会一致と認めます。よって、本
案は全会一致をもって原案どおり可
決すべきものと決定いたしました。

【附帯決議】
可決されました特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議
案が提出され、全会一致で本委員会の決議とすることで決定しました。附帯決議は全14項目があり、その中に国
交省の地方整備局・北海道開発局の組織・定員の拡充・強化を盛り込んでいただきました。
12. 流域治水の取組を強力に推進するため、その役割を担う国土交通省の地方整備局・北海道開発局の組
織・定員の拡充・強化を図るとともに、地方公共団体において治水に係る人員不足や技術力の低下が生じて
いる状況の中、治水施設等の整備を担う技術者の確保及び育成への支援に努めること。また、災害に対する
即応力を高めるため、地方公共団体との連携を一層推進するとともに、緊急災害対策派遣隊の機能強化等に
よる国の体制の充実を図ること。

参議院国土交通委員会参考人質疑
2021年 4 月20日
（火曜日）

参議院国土交通委員会において、流域治水関連法案の参考人質疑が行われ、自民党を代表して気候変
動や流域治水、マイ・タイムラインなどについて 3 名の参考人に質問をさせていただきました。
小池俊雄 様（国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長・東京大学名誉教授）
参考人 首藤由紀 様（株式会社社会安全研究所所長）
嶋津暉之 様（水源開発問題全国連絡会共同代表）
足立委員：参議院議員、自由民主党の足立敏之でございます。
本日は、 3 名の参考人の先生方に御出席をいただきまして、本当にありがとうございます。また、貴
重な御意見をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。まず、小池先生にお聞きしたいと思い
ますけれども、私は国交省、建設省の出身で、ずっとダムを造ってきた人間でございまして、小池先生
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には地球温暖化に関する審議会や委員会、そういった場で大変御指導をいただきましてありがとうござ
いました。
小池先生は、IPCCといいまして、気候変動に関する政府間パネル、気候変動の予測をしたりする分
野でも御貢献をされた、そういう経験がありますので、先生にまずお聞きしたいのは、地球温暖化に伴
いまして気候の変化が激しくなっている、これについては先ほど先生からも御指摘、資料で説明ござい
ましたけれども、これまで災害が頻発しているのはそういう状況なのか、あるいは今後どんなふうに災
害が変化していくのか、その辺りについて先生の受け止めをお教えいただければというふうに思います。
小池俊雄参考人：簡潔に述べたいと思いますが、2007年のIPCCの第 4 次評価
報告で、地球が温暖化していることは間違いないという決定をいたし、合意を
いたし、第 5 次、2014年の第 5 次評価報告でも全く同じ文章が使われました。
科学的な見地からは地球が温暖化しているということは間違いないと。その中
で、水循環が激しくなって豪雨が起きやすくなる、しかも、その豪雨が比較的
狭いところに集中して起きやすくなるという科学的知見も積み重なっておりま
す。こういう科学的な知見と昨今のいろいろな現象に鑑みまして、平成30年の
小池俊雄参考人

西日本水害のときには、気象庁が初めて、これは温暖化の影響の現れであると

いうことを公式に発表しております。
そういうような時代になっているということを是非御認識いただければと思います。
足立委員：ありがとうございます。
温暖化対策では、いわゆる緩和策といいまして、CO ２ 発生を抑えるという方策と、適応策といいま
して、発生している事態、例えば水害が増えているとか、そういった事態を抑えるための対策、この 2
つが重要な方策だと言われています。その中で、どうしても緩和策の方に目が行きがちで、環境省を中
心にそういったところが議論されているのがとても私としては心配なところもありまして、小池先生の
お力を借りて、適応策、水害対策だとか土砂災害対策、そういったことを議論してきたんですけれども。
この後、お二人にお聞きしたいと思いますけれども、今お話がありましたように、気候の変化、地球
温暖化に伴って大きく変化してきている、あるいは今後も変化していくかもしれない、何かそういった
ことについて、首藤参考人はお父様が津波の大家でありまして、東北大学でずっとやっていらっしゃい
まして、東日本大震災のときも大変お世話になりました。その首藤参考人と、それから、まあ私の対極
にあるといったら言い方が失礼かもしれませんけれども、嶋津参考人の方からも地球温暖化についての
受け止めについてお聞きしたいと思います。
首藤由紀参考人：決して地球温暖化そのものについては専門ではございません
けれども、一市民としてお答えさせていただきます。
地球温暖化が実際に進んでおり、それによって災害が増えているということ
は、我々、常に災害、防災や安全対策を考える者として実感しているところで
ございます。ただ、人は柔軟にそれに対応する能力があると私は信じておりま
す。その地球温暖化に伴う災害の激化について人々が理解をし、それに応じた
暮らし方をしていくということが大切ではないかと考えております。もちろん、
首藤由紀参考人

危険な場所に住まないことも大切ですけれども、いざというときにはきちんと

避難をしようですとか、そういったことを人々が暮らしの中に取り入れていくということが大切なので
はないかと考えております。
嶋津暉之参考人：地球温暖化で雨の降り方が激しくなってきているというのは事実ですよね。最近を見
ても、先ほどお話しした2015年の鬼怒川水害、それから2018年の西日本豪雨、それから2019年の台風19
号でしたか、それから2020年の鬼怒川、鬼怒川じゃない、ごめんなさい、球磨川水害ですね。すさまじ
い状況です。本当に最近なかったような雨の降り方ですよね、見てもですね。
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だから、今までの治水対策を根本から考え直さなきゃいけないと思うんです
よ。どちらかというと、今のやり方といいますのは、ちょっとお考えが違うと
思いますけれども、ダムで調節してやるというやり方が基本的で、それであと
を河川で対応しようというのが今の、今までの国交省のやり方ではなかったか
と思うんですけれども、そのやり方でいいのかということですね。
ダムというのはやっぱり限界がありまして、先ほど緊急放流する事態になっ
たという例もお話ししました。ですから、やはりダムに頼らないでこの急激な
嶋津暉之参考人

雨の降り方に対応できる方法をどう考えていくかと思うんですよね。それはや

はり、先ほども少し述べましたけれども、この流域治水の目的でもありますけれども、ある程度氾濫さ
せてそこでこの大洪水に対応するということ。
それから、もっと、やっぱり河床の掘削をもっとすべきですよ。今のやり方を根本から考えて、考え
直して、そしてこの雨の急激な降り方にどう対応するか。また繰り返しになりますけど、ダムプラスこ
の河川対策でよいのかどうかということのやり方を改めて考え直していただけないかという私のお願い
でございます。
足立委員：おっしゃるとおりダムは万能ではないと思いますけれども、ここ、ダムの議論をする場では
ないので、今おっしゃられたように、あらゆる政策を今回総動員して流域の関係者みんなで対応すると
いうのが国交省から出てきた流域治水だと私は理解しているんですけれども、そういうことを踏まえて、
この流域治水に対してどのような評価をしていただいているのかというのを、まず小池先生にお聞きし
たいと思います。
小池俊雄参考人：先ほど御紹介いたしましたが、 5 ページの資料で、今回、従来の河川の管理から非常
に大きく踏み出したのが、この右下にあります図の緑色の部分であると思います。被害対象を減少する
というのは、川以外のところの、いわゆる都市政策になるわけです。これを流域の治水としての一環と
して捉える。これは当然のことながら、河川を管理する部門だけでなく、都市であるとか、住宅である
とか、あるいは農地であるとか、いろいろな部局と連携しないといけないわけで、そういうところへ踏
み出したということが一つ非常に大きな一歩であると思います。
それに対応して、この法改正の中で、分かりにくいという御指摘がございましたが、浸水被害防止区
域というものが指定されるということは、非常に大きくこれまでの河川の政策を変える一歩になってい
るというふうに私は理解しております。
足立委員：ありがとうございます。
今お話のありました浸水被害防止区域、嶋津参考人も言及されましたけれども、今回この流域治水の
法案の中にこういう区域が設定されて開発規制だとか建築の規制が行われるというのは、大変大きなこ
とだと思っています。
実は私が国交省にいた頃もやりたかったことなんですけれども、残念ながら私の力ではできなかった
ことが今回実現されておりますけれども、その辺について首藤参考人の方から何か御意見ございますで
しょうか。
首藤由紀参考人：ありがとうございます。
私自身も、
やはり危ないところをはっきりと明確にして、そこは特に配慮の必要な方ですとかそういっ
た方は住みにくくするということは大切ではないかと思います。
先ほど、そこでも住まう在り方もというふうに申し上げはしましたけれども、やはり人の行動を動か
すためには、やってほしい方向へ進めていく、やってほしくないことはやりにくくするということはど
んな対策でも非常に重要だと思っておりますので、危険な場所に住みにくくするということ自体は賛成
でございます。
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足立委員：ありがとうございます。
非常に分かりやすく御説明いただきましてありがとうございました。もう一点、小池先生にお聞きし
たいんですけれども、資料の方に気候変動を踏まえた計画手法改訂というのを唱えておられます。私も
以前から、河川整備基本方針という、流域のビジョンですね、哲学というか、憲法というか、そういっ
たものなんですけれども、これをもう見直すべきタイミングに来ているんじゃないかと感じているんで
すけれども、その辺について先生の御意見をいただければと思います。
小池俊雄参考人：議員おっしゃったとおりであると思います。
ここの資料の、私の資料の 4 ページの左側に書いておりますオレンジとか黄色で書かれている数字で
すね、1.1倍とか1.15倍は、まさに基本方針の計画雨量にこれを乗じるということでございます。
これは、昨今、例えば昨年の球磨川とか、2011年に深層大崩壊等を起こした新宮川とか、基本計画を
立てた以上の洪水に見舞われたところからまず基本方針の変更というものをこの方式に従ってやってい
く必要があると思います。
足立委員：ありがとうございます。私も是非そういう方向になってほしいなと思っております。
首藤先生に一つお聞きしたいんですけれども、国土交通省では、平成28年、先ほど嶋津参考人からお
話のあった鬼怒川の決壊を踏まえまして、その復旧復興を図る中で、あの地域でマイタイムラインとい
う取組が始まりました。私自身はあれすばらしい取組だなと思っておりますし、今回、委員会の中でま
た御紹介する機会があればお話をしたいと思っていますけれども、首藤参考人は、ソフト対策とかそう
いった面、非常にお詳しいんですけれども、マイタイムラインについてどのように評価していただいて
いるのか、お聞きをさせていただければと思います。
首藤由紀参考人：私自身もマイタイムライン作り自体は非常に 効果的な対策であると考えております。
人々が自分自身のこととして、何が起こったらどんな経過を取るのかということを考えて、それを自分
はそのときどう行動しようかと結び付けていくという流れでございますので、非常に効果的な対策だと
思います。
ただ、ああいったタイムラインを作ることが有効な災害とそうでない災害がございまして、やはり大
きな川の洪水ですとか台風のようにあらかじめ分かっていることについてはマイタイムライン作りは有
効ですが、突発の災害に対してはなかなか難しいという限界もあるかなと考えております。
足立委員：嶋津参考人も何かマイタイムラインについての御意見ございますでしょうか。
嶋津暉之参考人：マイタイムラインというのは、それは重要なことだと思いますけど、ちょっとそれに
ついての余り知識がないもので、お話しすることはちょっと難しいと思います。はい。
足立委員：時間も参りましたが、今申しましたマイタイムラインというのは、ハザードマップを事前に
ちゃんと見るという意味で大きいと思いますし、それから、いろんなこれから起こるであろう災害を自
分たちでイメージアップしておくという意味で非常に重要だと思うんです。先ほど首藤参考人からお話
ありましたけれども、プッシュ型でという話がありましたが、マイタイムラインをできたらＡＩを組み
合わせてプッシュ型でその人
たちに教えてもらえるような
システムができればいいなと
思っていますので、その辺で
も首藤参考人の御支援をお願
いしたいと思います。
以上で終わります。
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