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死者一名︑負傷者四十四名の人的被害のほか︑住

これまでに確認している情報なんですけれども︑

時から関係省庁連絡会議を開催をいたしましたが︑

○国務大臣︵中川正春君︶ 昨日の十九日に十八

府の対応状況についてだけお伺いします︒

どうぞよろしくお願いいたします︒

○吉川沙織君 民主党の吉川沙織でございます︒

改正に至っています︒

神・淡路があって改正に至って︑今回も災対法の

九％まで上がっています︒平成七年のときも阪

東日本大震災があったから今までと比べて二四・

○吉川沙織君 結局︑今回の世論調査の結果では︑

いします︒

○委員長︵松下新平君︶ 吉川君︑もう一度お願

た︑申し訳ありませんですけれども︒

質問の最後の趣旨がちょっと聞き取れませんでし

○吉川沙織君 今大臣から津波の被害︑逃げると

しているということだと理解しております︒

の一環として今回の基本法の改正も行われようと

なげていくということが必要だと思いますし︑そ

体制︑こういったこともしっかり検証して次につ

その後︑被災した後︑それから直後の様々な支援

ということであると思います︒そういう中での︑

回の教訓をしっかり総括して︑これを伝えていく

が必要かといいますと︑何といってもやっぱり今

査において︑政府に対する要望で防災の項目が追

○吉川沙織君 内閣府の国民生活に関する世論調

ふうに思っております︒

という︑そういうことをお伺いしたいと思います︒

国民の防災意識を高めるために何が必要であるか

育のほかにどういったことを必要としているか︑

りましたけれども︑災対法の法制度の見直しや教

国民の防災意識を高めることも今回の改正に入

必要です︒

ただ︑その逃げるというためには︑やはり訓練が

臣の御指導の下入れられたと承知しております︒

害対策編というのを新設して入れられたのも︑大

し︑昨年十二月二十七日に防災基本計画が津波災

いうこと︑その重要性について指摘ございました

最初に︑今般の台風四号における被害状況と政

家の被害が百二十棟ということでございます︒

加されましたのは平成四年からのことになってお

○国務大臣︵平野達男君︶ ちょっと付いていけ

踏まえたものであります︒国民の防災意識を高め

され︑今回の改正も東日本大震災の反省と教訓を

今回の災害対策基本法は︑平成七年に大幅改正

け二四・九％にまで上昇しています︒

〇・四％︑昨年調査では東日本大震災の発生を受

だ︑阪神・淡路大震災後の平成七年調査では二

ざいますけれども︑亡くなった方︑あるいは助か

いった判断でもって︑大変言いづらいことではご

はり逃げる判断をした︑どこに逃げるかと︑そう

ますが︑その津波ということにつきましては︑や

ちょっと別な観点から議論する必要があると思い

非常に多かったということで︑福島の原発災害は

今回︑やっぱり何といっても津波の被害がまず

えた地域防災計画の見直しに関するアンケート調

ましたけれども︑実際︑この東日本大震災を踏ま

年十一月四日の当委員会でも指摘させていただき

が一体どれぐらい実施されているのか︒これは昨

すが︑そもそも︑この参加の前提となる避難訓練

自発的な防災活動への参加も付記されたところで

練に関する事項が今回加えられています︒また︑

改正法第七条及び第四十六条において教育及び訓

引き続き︑対応に万全を期していきたいという

りますが︑この防災と回答した国民の皆さんの割

なくて済みませんでした︒

るため︑災害対策法制の見直しや防災教育のほか

った方︑助けられた方が出てきたということであ

国民の防災意識の向上を図るための一環として︑

合は比較的低位で残念ながら推移しています︒た

に何が必要であるか︑東日本大震災総括担当大臣

査をこれ見ますと︑住民が参加する津波避難訓練

を実施しているかの問いに対して︑実施していな

ります︒
その中で︑今回の防災意識の向上というか︑何

の御見解をお願いします︒
○国務大臣︵平野達男君︶ 何が必要であるか︑
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思います︒特に︑ソフトとハードを組み合わせて

○国務大臣︵中川正春君︶ 御指摘のとおりだと

いかがですか︒

善する必要があると思いますが︑防災担当大臣︑

に実施されていないというこの現実を直視して改

も上っています︒地方公共団体で避難訓練が十分

い団体は都道府県で四一％︑市区町村で五一％に

いう改正だと私︑とらえております︒

おり︑できるところから法制化したという︑そう

うことであります︒
﹂と発言されておられますと

ついて︑まずできるところから法制化をしたとい

記者会見で︑
﹁今回は︑その他も含めて四項目に

りますが︑防災担当大臣は本法案の閣議決定後の

を受け︑十七年ぶりの大幅改正に至ったものであ

正をされています︒今回は︑東日本大震災の発生

交換は必要です︒

方の連携がより一層重要になるものであり︑意見

催されています︒確かに︑今回の改正では国と地

全国市長会︑全国町村会との合同意見交換会が開

防災担当大臣が主宰ですけれども︑全国知事会︑

ります︒その前々日である五月十六日に︑これは

をつくっていただいて︑強いリーダーシップで進

施率がこの程度ということですので︑是非協議会

いきましたけれども︑それでもなお避難訓練の実

とですが︑これも平成十五年度からずっと追って

定をされて︑それに基づいてやっていくというこ

今年度の総合防災訓練大綱というものが新たに決

○吉川沙織君 三月二十九日の中央防災会議でも

うに思っております︒

ういう体制をこれから頑張っていきたいというふ

対してしっかり訓練の環境がつくっていける︑そ

地方で協議会等々つくりまして︑更に市町村に

ております︒

訓練を通じて実現をしていくということだと思っ

身︑これを充実させていくということと︑それを

本方針になっていますが︑その中で防災教育の中

次期国会で抜本改正︑様々な課題ございますけれ

改正も行うことという記述もありますので︑是非︑

震災からの教訓を踏まえて速やかに改正を︑次期

○吉川沙織君 今回の附則第二条にも︑東日本大

ます︒

という体制をつくっていきたいというふうに思い

っかりとそれを整理をして︑そして出していける

そういう項目が残っております︒次の国会にはし

者支援︑それから救助法等々総合的な改正とか︑

とか︑あるいは国家的な緊急事態への対応︑被災

ていまして︑例えば減災等の理念の明確化である

○国務大臣︵中川正春君︶ 更にまだ課題が残っ

ださい︒

おいて抜本改正を行うということを確認させてく

を出すこともありますことから︑次期臨時国会に

防災対策推進検討会議が七月をめどに最終報告

から南海トラフについては協議会という形で︑そ

それと同時に︑もう一つは︑特に首都直下とそれ

懇談会を私と知事会の間でやっていくということ︒

いうことと︑さっきお話しになりました具体的な

ていただいておりまして︑そこでの一つの機会と

全国知事会災害対策特別委員長ですが︑参加をし

議での各種会議に対して知事会から︑現在は泉田

○国務大臣︵中川正春君︶ 一つは︑中央防災会

い︒

体との意見交換行っていくのか︑お聞かせくださ

抜本改正に向けてどのような形式や頻度で地方団

いと思います︒﹂と発言されておりますが︑次期

策について連携を持たせながら︑まとめていきた

開いていきたいと思っておりまして︑具体的な政

うことから︑こうした会議をこれからも定期的に

大切な課題になってきていると思います︒そうい

共団体との連携を深めていくということが︑より

五月十五日の大臣記者会見において︑
﹁地方公

しっかりとした体制を組んでいくということが基

めていただければと思います︒

あるいは警察等々を含めたその地域での協議会を

れぞれの自治体それから民間︑また自衛隊︑消防
本改正案の閣議決定は五月十八日に行われてお

ども︑していただければと思います︒

さて︑この災対法は︑平成七年の阪神・淡路大
震災の発生の年︑同年六月と同年十二月に二回改
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ます︒

方と丁寧な議論を積み重ねていただければと思い

御答弁いただいた内容で次期抜本改正に向けて地

れている方もいらっしゃいましたので︑是非︑今

こういう会議を開くべき︒
﹂と︑こういう発言さ

やっているか︑足りないのは何か︑検証した上で︑

政府の人は知らなかった︒地方でどういうことを

がありました︒
﹁各県に防災会議があることすら︑

会議において︑出席者から残念ながらこんな発言

昨年十二月七日に開催された防災対策推進検討

いただきたいと思います︒

しっかり密に連携を取って次期抜本改正を図って

○吉川沙織君 是非︑今御答弁いただいた内容で

こんな機会をつくっていくということであります︒

て︑そこからしっかり吸収をしていくということ︑

構成をしていきたい︑それに国が参加をしていっ

だいた内容と併せて︑そういう取組も進めていた

正で新設されていますので︑是非︑今御答弁いた

締結も考慮するものとする︒
﹂という︑これが修

から︑遠方に所在する地方公共団体との間の協定

大規模な地震災害等による同時被災を避ける観点

結に当たっては︑近隣の地方公共団体に加えて︑

れた防災基本計画の中でも︑
﹁相互応援協定の締

○吉川沙織君 昨年︑三年十か月ぶりに修正をさ

す︒

で︑その辺を促していきたいというふうに思いま

いるとまだ十分ではないと私も判断していますの

いう形で出しているんですけれども︑内容を見て

方の自治体同士での応援協定締結について通知と

ていきたいというふうに思っております︒既に遠

域協定を結んでいくということについて徹底をし

のはかなり今できてきているんですが︑改めて広

○国務大臣︵中川正春君︶ 隣接間の協定という

の者の応援を受け﹂に関していえば︑他団体から

七日に公表されています︒第四十九条の二の﹁他

間報告に対するパブリックコメントが今月︑六月

法改正案もできているわけですけれども︑この中

七日にまとめた中間報告を元にして︑今回︑災対

○吉川沙織君 防災対策推進検討会議が本年三月

たいと思います︒

調査を見ながら︑その状況について対応していき

もございまして︑また︑二十四年四月一日現在の

広域応援のネットワーク構築に取り組んでいる例

低い遠隔地の市町村間で応援協定を締結したり︑

協定の内容の見直しや︑同時に被災する可能性の

また︑東日本大震災を踏まえまして︑こういう

八％となっております︒

村と協定を結んでいる団体が八百四十団体︑四

また︑今お話のありました他の都道府県の市区町

十二︑九一・一％で応援協定を締結しております︒

と︑全国の千七百四十七市区町村のうち千五百九

改正法第四十九条の二で︑
﹁相互応援に関する

だければと思います︒

の者の応援を受け︑又は他の者を応援するために

いうのは増えていると思うんですが︑この実態︑

東日本大震災以降︑自治体間の相互応援協定と

べきではないかという︑こういうコメントがあっ

の支援の受け方等を明記した受援計画を盛り込む

協定の締結︑共同防災訓練の実施その他円滑に他
必要な措置を講ずるよう努めなければならな

受援計画というものは︑他の者の応援を受ける

て︑実際︑今回改正案に盛り込まれています︒
○政府参考人︵大庭誠司君︶ 消防庁では︑毎年

に当たり必要不可欠なものですけれども︑例えば︑

消防庁把握されていますか︒

相互応援に関する協定に関しては︑例えば隣接

四月一日現在で自治体間の広域相互応援協定の締

い︒
﹂が新設されています︒
する地方公共団体でこれを行った場合︑三連動地

東日本大震災では︑消防庁の緊急消防援助隊の献

れています︒救援隊は受援計画を四十七都道府県

身的な救助・救急活動により多くの人命が救助さ

結状況について調査をしております︒
東日本大震災直後の二十三年の四月一日現在です

二十四年四月一日は出ていないんですけれども︑

震があったら同時被災をする可能性がありますの
で︑そういったことについてどのようなお考えを
お持ちでしょうか︒
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都道府県の区域を越える被災住民の受入れ手続︑

○吉川沙織君 改正法第八十六条では︑市町村︑

しているところでございます︒

的な受援計画の策定を自治体に対してはお願いを

などの受援計画の例を示しながら︑具体的︑実践

この報告書の中でも︑愛媛県︑岐阜県︑海老名市

る地震・津波対策の充実・強化に関する検討会︑

画の修正に併せて示しました地域防災計画におけ

ところでありますし︑また︑十二月の防災基本計

中で︑受援計画の検討︑整備もお願いをしている

年五月に東日本大震災を踏まえまして通知をする

計画については統計的に把握しておりません︒昨

ております︒

要綱によりまして︑四十七都道府県で整備をされ

おり︑緊急消防援助隊につきましては︑消防庁の

○政府参考人︵大庭誠司君︶ お話ありましたと

どうか︑お伺いします︒

ますが︑その策定状況について把握されているか

ほかの行政分野についても受援計画は重要になり

全てにおいてもう策定済みですけれども︑例えば︑

したいと思います︒

法律上の定義も難しいと思いますが︑是非お願い

避難の考え方というものも整理していただいて︑

○吉川沙織君 是非︑次期抜本改正の中ではその

で法律に反映をさせていきたいということです︒

がまとまり次第︑この避難についてもまとめた形

在も検討を進めております︒ということで︑これ

でありますので︑これのワーキンググループが現

めて提起をしていかなければならないということ

ているんですね︒今回は津波避難ということを改

た災害時の避難に関する専門調査会が基本になっ

いたのは︑大雨災害時の避難を中心に検討を行っ

○国務大臣︵中川正春君︶ これまで整理されて

をお伺いします︒

に避難の考え方が入らなかったことに対する理由

多数なされてきたにもかかわらず︑今回の改正案

ますし︑これまでも避難に関する議論というのは

開催され︑今年三月には専門調査会報告も出てい

が︑これまで災害時の避難に関する専門調査会が

う︑こういう用語を使ったものであると思います

難のための立ち退きであることから一時滞在とい

現行法においての避難というのは︑あくまで避

専門家を育てるということを考えていかないとい

るということと同時に︑それぞれの地方自治体で

積極的にその辺︑専門家のネットワークをつく

きました︒

○国務大臣︵中川正春君︶ 貴重な提言をいただ

いかがでしょうか︒

援を行うということも考えられると思いますが︑

度ではなく︑例えば専門家を派遣するなどして支

東日本大震災の教訓を踏まえ︑従来の受け身の態

の答弁をずっと聞き続けてまいりましたけれども︑

これまで︑相談があれば助言をするという趣旨

た自治体は最後までなくならないかもしれません︒

ういった現実をシビアに直視しますと︑こういっ

が少ないなどを挙げている自治体があります︒こ

方法が分からない︑人的︑財政的な事情︑担当者

は低下しておりますが︑未着手理由として︑策定

発令基準の策定に未着手と回答した自治体の割合

準に係る点検の要請があったことなどを受けて︑

れています︒これによりますと︑消防庁からの基

平成二十三年十一月一日現在の策定状況が調査さ

具体的な発令基準の策定状況調査を公表しており︑

今年一月三十一日︑消防庁が避難勧告等に係る

を使用せず︑広域一時滞在という用語が使用され

の改正案の中で︑この広域避難︑避難という言葉

難に関する調整規定が新設されました︒ただ︑こ

各委員会でこの問題︑指摘し続けてまいりました︒

ということも大事な問題になりますし︑これまで

て︑住民の方に避難の行動を起こしていただくか

避難勧告や避難指示をどのタイミングで発令し

員の方が専任でない場合︑つまり兼務体制であっ

○吉川沙織君 結局︑地方自治体の防災担当の職

仕組みもつくっていきたいというふうに思います︒

けないというふうに思っておりまして︑そうした

他の行政分野につきまして︑消防庁として受援

都道府県︑国による調整手続が規定され︑広域避

ています︒
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大震災では残念ながらそのような事態に遭遇︑直

の機能は絶対に失われてはなりませんが︑東日本

行動を促すためにも防災拠点となり得る行政庁舎

避難勧告︑避難指示を適切に発令した後︑避難

ては︑まあ東京都は多分しっかりとしたものを作

いったようなものが予想されるような地域におい

必要なんだろうと思います︒特に︑首都直下型と

画というのは︑業務継続計画というのは︑これは

いは一般の市町村等々においてもこの事業継続計

同じことは自治体でも︑例えば県庁所在地ある

委員会の質疑で︑大規模水害対策に関する一都六

○吉川沙織君 平成二十二年十一月十一日の総務

題が一番大きかったというふうに感じております︒

もまだ十分でなかったという︑まずその想定の問

ったようなこと︑こういったことの想定について

地震のときにどれだけの人が集められるのかとい

いう︑そういう事態が生じます︒じゃ︑どういう

定ということがまず一点あると思います︒

面をしてしまいました︒

っておられると思うんですけれども︑各県︑各市

県︑これは東京都含まれていますが︑この災害対

を受けての各省のＢＣＰの状況を調査して分かり

これは先週の予算委員会でも申し上げたんです

町村︑これはしっかりとした計画を作って︑いざ

策本部を設置予定の本庁舎等の水害対策を実施し

て︑台風十二号のときもそうでしたけれども︑担

けれども︑この東日本大震災を踏まえた後︑市町

というときに備えるという体制を取っておくこと

ていない団体︑東京都も含みますけれども︑市区

例えば︑首都直下型の中で一番最初に私が気に

村の業務継続計画︑ＢＣＰの策定状況というのは

は非常に大事なことではないかというふうに思い

町村が約四八％に上っている内閣府の調査結果を

まして︑その後︑私が防災担当大臣のときではご

結局︑市町村でたった四・三％︑そして今後も策

ます︒

紹介した上で︑﹁まず同様の調査を全国で行って

当者が一人で対応が結局後手後手になったという

定予定がない団体が六八・七％にも上ってしまっ

○吉川沙織君 今︑平野大臣から中央省庁におい

現状把握に努めるべきではないかと考えますが︑

したのは何かといいますと︑日中に地震が来ます

ています︒昨年の年末に修正をされた防災基本計

ても十分ではないという︑そういう言及もござい

いかがでしょうか︒﹂と指摘申し上げました︒こ

ざいましたけれども︑ＢＣＰ︑いわゆる各省の事

画の中でも︑第二編地震災害対策編と第三編津波

ましたけれども︑例えば︑この中央省庁について

れに対して当時の内閣府副大臣は︑
﹁全くそのと

反省等もありますので︑今御答弁いただきました

災害対策編第五節の二の七でこの業務継続計画の

ちゃんとできていない︑それから自治体において

おりだというふうに思います︒﹂と答弁されまし

と大量の帰宅困難者が発生しますけれども︑夜に

大切さというのはうたわれていますけれども︑東

も残念ながらまだまだ策定予定すらない団体が多

たが︑その後︑調査行っているか行っていないか

業継続計画の徹底的な見直しを要請して︑今まだ

日本総括担当大臣︑この件についていかがでしょ

い︑この理由について分析して︑更に徹底的に対

だけお答えいただけると有り難いです︒

とおり︑防災担当に専門性のある人をつくってい

うか︒

策を講じるべきと考えますが︑その点についてい

○大臣政務官︵郡和子君︶ 御指摘︑重要なとこ

地震が来ますと霞が関に今度は人が集まらないと

○国務大臣︵平野達男君︶ 業務継続計画︑いわ

かがでしょうか︒

ろだと思っております︒それぞれの庁舎の浸水危

その策定作業中であります︒

ゆるＢＣＰと言われるものですけれども︑まず︑

○国務大臣︵平野達男君︶ 理由といいますか︑

険性を把握した上で︑必要な対策がしっかりと取

ただくということも大事だと思いますので︑是非

政府においても各省のＢＣＰが必ずしも十分では

一応あったんですが︑想定はやはりかなり甘い想

お願いします︒

なかったということについては東日本大震災の後
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さて︑政府は︑得られた教訓を今後に生かしと

にお伺いをしたいと思います︒

れるように更に周知徹底するとともに︑必要に応

に御理解をいただければ有り難いというふうに思

○国務大臣︵中川正春君︶ まさに先ほど御指摘

そして︑本改正案は︑防災対策推進検討会議の

います︒東日本大震災の検証︑これを徹底的にや

提案理由の中において述べまして︑大震災への対

げました避難訓練︑避難勧告︑避難指示の発令基

中間報告に対応した当面の取組方針を反映したも

っていくということで中間報告を出したわけです

じて今後も更に調査をしてまいりたいと思います︒

準︑ＢＣＰの策定の現状︑全てにおいてやはり策

のと理解をいたしているわけでございますが︑し

けれども︑夏ごろには最終報告を出して︑その中

のように︑今回の法改正というのがこれで全てだ

定のノウハウが分からない︑それから人的︑財政

かし︑平成七年の災害対策基本法の改正に携わっ

で︑この基本法だけではなくて︑救助法であると

応を徹底的に検証し︑教訓の総括を行った上で防

的な余裕がない︑そういったこともありますので︑

た者として︑今回改正で第十一条二項が削除され

かあるいは支援法等々を含めて︑関連法案も中に

○吉川沙織君 先ほど平野大臣から想定が甘かっ

是非︑東日本大震災の反省と教訓を踏まえ︑理由

ました︑中央防災会議の所掌事務から﹁非常災害

入れながら総合的な改正ということを考えていき

ということではなくて︑まず第一歩だというふう

を分析し︑国として国民の生命︑身体︑財産を守

に際し︑緊急措置に関する計画を作成し︑及びそ

たいというふうに思います︒

災対策全般を見直すとしております︒

るためにできる方策はあらゆる手段を講じて取る

の実施を推進する﹂︑このことが削除されたこと

たということもございましたけれども︑今申し上

べきであるということをお願い申し上げまして︑

に疑問を持っているわけでございます︒
りますが︑当時︑未曽有の大規模震災︑大震災と

このことの詳細は後ほど質問の中で述べてまい

ざいまして︑第一に︑地方公共団体の対応能力を

しているかということでありますが︑三つほどご

訓のベースになっている︑何を一つ根拠に改正を

その上で︑今回の改正が東日本大震災の中の教

質問を終わらせていただきます︒
○小坂憲次君 自由民主党の小坂憲次でございま

言われた阪神・淡路大震災の教訓の一つは中央防

ありがとうございました︒
す︒

超える災害への即応力︑これが大きな課題であっ

が潰れてしまったということでありますが︑その

災会議を十分に機能させなかったことであると考

そういったことも踏まえまして︑まず第一の質

能力を︑即応力を超えること︑これを踏まえて︑

まずもって︑今回改正は一年三か月前の東日本

冥福をお祈りをいたしますとともに︑被災をされ

問は︑現行法は︑今申し上げた平成七年一月十七

その強化の観点から︑一つは︑被災により市町村

たということ︒広域災害︑それから非常に災害自

ました皆様に心からお見舞いを申し上げるわけで

日の阪神・淡路大震災における教訓を踏まえて︑

が被害状況の報告ができなくなった場合における

えておりまして︑このことは当時の村山内閣に指

ございます︒

同年の六月と十二月に改正をされたわけでござい

都道府県による情報収集の規定や︑それから地方

大震災の検証と反省の上に行われるものでありま

また︑昨日来の台風によりましても︑いまだそ

ます︒では︑今回の東日本大震災からの教訓︑課

公共団体間の応援について︑対象業務の拡充︑そ

体が激甚であったということで地方公共団体自体

の被害の全容は明らかではございませんけれども︑

題として何が今改正案に反映をされているのか︑

れから国や都道府県による調整規定の新設︑拡充

摘した点でもございます︒

被害に遭われた皆さんにお見舞いを申し上げたい

まずもって中川防災担当大臣︑平野復興担当大臣

して︑改めてかの大震災で亡くなられた皆様の御

と存じます︒
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