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具体的には︑災害公営住宅の入居者に対する生

まず︑内閣府世論調査に見る国民の防災意識の

けなければならないと思います︒

ろでもございます︒

の自治体の取組を一緒に推進をいたしているとこ

会の開催によるコミュニティーの形成の促進など

した災害公営住宅に入居する方を対象とした交流

合については︑東日本大震災以降︑特に平成二十

と比べてかなり下がってしまっています︒この割

ていると思う分野で防災と回答した割合が︑昨年

を発表しています︒この中で︑良い方向に向かっ

今月六日︑内閣府は社会意識に関する世論調査

下がっていて︑一方で政府に対する要望で防災と

ですので︑良い方向に向かっている分野で防災が

直近の調査でいえば昨年より高くなっています︒

で︑政府に対する要望で防災と回答した割合は︑

活に関する世論調査というのがあります︒その中

関する世論調査で︑実は同じような調査に国民生

○吉川沙織君 一方︑今引用したのは社会意識に

今御指摘ありましたように︑特に独り暮らしの

五年以降は二〇％前後で推移していて︑昨年調査

回答した割合は堅調に上がっている︑つまり︑こ

変化について大臣にお伺いします︒

方や高齢の方が人とつながりをつくり︑生きがい

では二一・二％でした︒ただ︑今月六日発表分は

活相談員による見守りや相談の実施︑新たに完成

を持って暮らしていただけるよう︑ＮＰＯなどと

れは︑防災分野に対する意識はあるのかもしれま

せんけど︑一歩返せば防災分野に対する国民の不

一七・九％と大きく下がっています︒
これほど下がったことはここ数年なく︑国民の

も連携し︑心の復興を進めていくことが極めて重
要であると認識をいたしております︒御指摘あり

安感の表れではないかと思いますので︑引き続き

次に︑今回︑四月十一日三時四十八分頃︑大分

意識の変化があるかと思うんですが︑政府として

したように︑内閣府において平成三十年二月に実

県中津市耶馬溪町で山崩れによって大きな被害が

ました集会所等を活用してというお話も︑被災者

今後とも︑なお一層関係自治体と連携をしなが

施した社会意識に関する世論調査によると︑現在︑

出て︑今も懸命に救助活動されている方々いらっ

リーダーシップ取って防災行政進めていただけれ

ら︑これらの活動を︑それぞれ地域に更に根付き︑

日本の状況についての防災が良い方向に向かって

しゃること︑まだ行方不明になっている方いらっ

どのように分析されておられますでしょうか︒

被災者の孤立防止が図られるよう︑復興庁として

いると思われた方は二一・二％から一七・九％に

しゃること︑私としても一刻も早く救助活動が行

が参画するサロン活動やワークショップ等を実施

もしっかりと支援をしてまいりたい︑そう考えて

下がっているという数字で︑これは御指摘のとお

われることをお祈りしています︒

ばと思います︒

おります︒

り数字を見ればそうでありますけれども︑私︑就

ただ︑今回のこの災害を教訓に︑取れる対策は

○国務大臣︵小此木郎君︶ 今御指摘がありま

○小林正夫君 災害の復旧は人と人との触れ合い

任いたしましてから半年ですけれども︑いろんな

国として行政としてやっていただきたいという思

をいたしております︒

が一番大事だと思います︒是非︑今答弁されたよ

被災地に行って感ずるところですよ︑これは︑防

今回の被災箇所は︑土砂災害防止法に基づき︑

うな方向で取り組んでいただきたいと思います︒

ろんなことを感じています︒見方にもよるかと思

昨年三月︑土砂災害警戒区域等に指定されたが︑

いで質問をします︒

いました︒

いますが︑防災に対する意識の向上をやっぱり上

対策はまだであったという報道がなされています︒

災意識は高くなってきているともいうお話からい

○吉川沙織君 民進党の吉川沙織です︒どうぞよ

げていくためにも︑内閣府︑国からも発信はし続

以上で私の質問を終わります︒ありがとうござ

ろしくお願いいたします︒
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ます︒

災害警戒区域及び特別警戒区域に指定されており

平成二十九年三月二十四日に︑大分県により土砂

今回の土砂崩れ現場は︑委員御指摘のとおり︑

す︒

○政府参考人︵山田邦博君︶ お答え申し上げま

ます︒

のような対策が取られていたのか︑国交省に伺い

るいは土砂災害特別警戒区域にいつ指定され︑ど

はないという考え方もありますので︑次に︑実際︑

思います︒ただ︑法の立て付けからしたらそうで

面では対策がまだだったという側面もあろうかと

進みつつあったけれども︑まだそこまでハードの

害特別警戒区域に指定はされて︑ソフトの対策は

は︑昨年三月に土砂災害警戒区域若しくは土砂災

○吉川沙織君 つまり︑今回の被災箇所について

する予定と聞いているところでございます︒

を反映したハザードマップを作成し︑住民に配布

なお︑市では︑今年度中に当該箇所の区域指定

区域数は︑平成三十年二月末現在で︑土砂災害警

いたしまして︑その上で区域指定がされていない

○政府参考人︵山田邦博君︶ 基礎調査を実施を

交省に伺います︒

進まない理由はどう分析されておられるのか︑国

にもかかわらず︑指定が進んでいません︒指定が

対策や避難の在り方を検討する上の大前提である

この土砂災害警戒区域等を知ることがその後の

いてはまだということになっています︒

戒区域の指定が完了している︒残る都道府県にお

県のみ土砂災害警戒区域若しくは土砂災害特別警

○吉川沙織君 四十七都道府県あるうちの十三府

土砂災害警戒区域に指定された場合︑地域防災

土砂災害警戒区域指定の在り方について伺います︒

戒区域四万八千二百十八区域︑土砂災害特別警戒

りました︒

計画に︑土砂災害に関する情報収集︑伝達や避難

私は︑平成二十三年十一月四日︑当災害対策特

そこで︑今回の被災箇所は土砂災害警戒区域あ

経路︑避難施設等の警戒避難体制に関する事項に

別委員会で︑この在り方について指摘をしました︒

中津市はこれを地域防災計画に定めるよう準備を

体制に関する事項は定められていましたけれども︑

築する必要がございます︒当該区域では警戒避難

布し住民への周知を行うなど︑警戒避難体制を構

ら︑現時点においても︑多くの都道府県において

避難を促すこともできないからです︒しかしなが

の皆様もそういう地域なんだという自覚を持って

れば︑その後の対策を講じることができず︑住民

土砂災害警戒区域等が適切にまず指定をされなけ

の課題があると認識しております︒

民への説明会等に係る事務に時間を要すること等

て︑住民の反対への対応に時間を要すること︑住

としましては︑都道府県が指定するに当たりまし

基礎調査から区域指定までに時間を要する理由

区域六万六千三十四区域でございます︒

ついて定めるとともに︑ハザードマップなどを配

進めている段階だと聞いております︒

効果的な取組事例の提供を行うなど︑住民の理解

国土交通省といたしましては︑引き続き︑地方
府県の数を国交省に伺います︒

を深めるための取組を支援し︑土砂災害警戒区域

土砂災害警戒区域等の指定が終わっていません︒

地元住民に配布していました︒当該箇所について

○政府参考人︵山田邦博君︶ お答えいたします︒

等の指定が促進されるよう努めてまいりたいと考

また︑ハザードマップにつきましては︑土砂災

は︑警戒区域等の区域指定が平成二十九年三月で

平成三十年二月末現在︑十三府県におきまして

えております︒

ブロックごとの会議などを通じまして先進県での

あったことから当該マップに情報が反映できてい

土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定が完了

○吉川沙織君 これは七年前の災害対策特別委員

土砂災害警戒区域等の指定が完了している都道

ませんでしたけれども︑区域指定に際して地元で

しているという状況でございます︒

害防止法に基づき︑平成二十九年三月に作成し︑

の縦覧を行うなど︑地域住民への周知を図ってお
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すけれども︑ただ︑この指定がなされないとその

うことで反対があるということも承知はしていま

いろ問題も発生する側面がないとは言えないとい

住民の皆様がこの指定に︑対象地域になるといろ

と思いますが︑いただいています︒やはり地域の

会でも同じような御答弁︑当時の国交省の局長だ

○吉川沙織君 総務省の行政評価局が行った行政

まいりたいと考えておるところでございます︒

に︑早く進めるように私どもとしても支援をして

して︑それぞれの各県でもこの取組ができるよう

す︒このため︑先進的な事例を横展開をいたしま

うのは非常に重要な点だと私どもも思っておりま

についてこの一覧からは読み取ることができませ

数は出ているんですが︑都道府県の指定率の状況

います︒ただ︑去年と今年の分については︑箇所

う数字が出て︑全国平均では六五％と数値が出て

域に指定をされている率は二六％という︑こうい

災害警戒区域あるいは︑うち土砂災害特別警戒区

の指定率は︑二年前の二月二十九日時点で︑土砂

広く状況を周知して国民に知らせるという意味

評価・監視結果も踏まえて是非やっていただきた
平成二十三年十一月四日の国交省答弁で︑
﹁こ

では︑都道府県ごとに指定率の状況︑この場で︑

後の対策が取りづらいという現状もありますので︑

の区域指定を進めるということは重要でございま

この中で見せることも必要ではないかと思うんで

ん︒

そこで︑ちょっと違う観点で︑通告していませ

して︑進捗状況について広く周知する﹂と答弁が

すが︑いかがでしょうか︒

いと思います︒

んけれども︑もし見解があれば教えてください︒

ございました︒最新の全国における土砂災害警戒

○政府参考人︵山田邦博君︶ お答えいたします︒

是非進むようにやっていただきたいと思っていま

総務省は︑平成二十九年五月二十六日︑土砂災

区域等の指定率について国交省にお伺いいたしま

いと思うんですが︑いかがでしょうか︒

やかに進むようにもっと助言を行っていただきた

後二年ほったらかしみたいなところに関しては速

国交省として︑基礎調査は終わったけれどもその

る事態に至り︑区域指定が速やかに進むように︑

だ︑このような災害が起こって尊い人命が失われ

けた国交省は対応を取っていただいています︒た

定できるよう助言したりということで︑勧告を受

るということで︑総務省が国交省に円滑に区域指

二年たっても区域指定されていない都道府県があ

二年前のときは都道府県ごとに指定率がしっかり

二十九日の時点で公表されているんですけれども︑

十八日時点として公表されていて︑一昨年は二月

出していただいています︒今年は最新のは二月二

縄まで都道府県ごとに指定状況は箇所については

る土砂災害警戒区域等の指定状況︑北海道から沖

○吉川沙織君 実は︑国交省は毎年︑全国におけ

でございます︒

び土砂災害特別警戒区域の指定率は全国で七七％

時点でございますけれども︑土砂災害警戒区域及

○政府参考人︵山田邦博君︶ 平成三十年二月末

定が完了していない場合でも進捗率が一〇〇％に

値と指定区域数の情報の地点が異なるために︑指

これは︑進捗率の母数となります総区域数の推計

現在︑進捗率を公表しておりませんけれども︑

ります︒

査を行いまして︑都道府県ごとの値を公表してお

計値につきましては︑年に一回︑年度末時点で調

一方︑進捗率の母数となります総区域数︑この推

数について毎月ホームページで公表しております︒

を調査をいたしまして︑都道府県ごとの指定区域

道府県におけます土砂災害警戒区域の指定の状況

戒区域等の指定の進捗状況を把握するために︑都

す︒

害対策に関する行政評価・監視というのを公表し
す︒

○政府参考人︵山田邦博君︶ 土砂災害警戒区域

出されています︒例えば︑今回被災をした大分県

国土交通省では︑御指摘のとおり︑土砂災害警

ています︒ここに︑実は基礎調査が終わってから

あるいは土砂災害特別警戒区域の早期の指定とい
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かないような分かりやすい適切な公表に努めてま

委員御指摘を踏まえつつ︑引き続き︑誤解を招

めでございます︒

定が進んでいるように見える可能性がある等のた

く可能性ですとか︑あるいは実際の進捗よりも指

達するため︑指定が完了したかのような誤解を招

おいても︑土砂災害警戒情報発表後︑直ちに避難

省が作っている土砂災害警戒避難ガイドラインに

が基本とされました︒この法改正を受けて︑国交

際︑市町村長は避難勧告等を発令するということ

したが︑これは︑土砂災害警戒情報が発表された

れました︒平成十九年から運用自体はされていま

馬溪町の土砂崩れにおいては︑高気圧に覆われて

れられていましたけれども︑今回の大分中津市耶

○吉川沙織君 先ほど小林理事の質問の中でも触

ます︒

における境界値を基準としているところでござい

発生しなかった降雨を地域ごとに分析し︑各指標

降雨によって出すものです︒でも︑今の市町村の

降雨は認められませんでした︒土砂災害警戒情報

また︑総務省が平成二十八年十二月二十日に発

土砂災害における避難勧告の発令の基となる防災

勧告を発令することを基本とすると書かれていま

○吉川沙織君 それぞれの国民の皆様がお住まい

表した今後の水害及び土砂災害に備えた地域の防

情報は︑土砂災害警戒情報が出たら出そうとして

いりたいというふうに考えているところでござい

の都道府県において︑どの程度の箇所がそういう

災体制の再点検結果等によれば︑土砂災害におけ

いる︑それを目安にしている市町村が非常に多い

は今︑国交省の局長の御答弁にありましたとおり︑

地域で︑どの程度指定されて︑そしてその後の対

る避難勧告を発令する際に判断基準となる防災情

ということです︒

す︒

策が進むのかというのは住民側の意識を醸成する

報で土砂災害警戒情報と回答した市町村が九五・

ます︒

ことも大事だと思いますので︑是非分かりやすい

〇％にも上っており︑土砂災害警戒情報が土砂災
害における避難勧告発令の判断基準であると言っ

いませんでした︒今回を教訓に降雨に基づかない

土砂災害警戒情報︑雨は降っていませんから出て

ですので︑土砂災害に係る避難勧告が︑今回︑

形で情報提供︑それこそ二年前に都道府県ごとの
指定率公表しているときはいろいろ推計値で割っ

ても過言ではないと思います︒

○政府参考人︵山田邦博君︶ お答えいたします︒

砂災害専門家を派遣し︑現地調査を行ったところ

国土交通省では︑今回の災害を受けまして︑土

土砂災害警戒情報の在り方を検討すべきではない

られることは言うまでもありません︒ただ︑今回

土砂災害警戒情報は︑降雨によりまして土砂災

でございます︒専門家からは︑降雨がない中での

そこで︑最初に︑土砂災害警戒情報をどういう

の土砂崩れで明らかになったほかの課題もあると

害発生の危険度が高まったときに都道府県と気象

崩落であるため予測が難しかったとの報告を受け

かと考えますが︑国交省︑いかがでしょうか︒

思います︒それは避難勧告の在り方です︒今回の

庁が共同で発表する情報で︑避難勧告発令の判断

ています︒今回発生した土砂崩れは極めてまれな

ときに出すのかということについて国交省に伺い

ているということが分かるように書かれています
ので︑そういった形で注釈を付けてでも是非公表
はしていただきたいと思います︒

土砂崩れにおいては︑発生時刻が三時四十八分頃

などに利用されるものでございます︒この土砂災

現象でございまして︑今回のような崩壊に対し警

○政府参考人︵山田邦博君︶ お答えいたします︒

で︑発生後の八時に避難勧告が発令されています︒

害警戒情報の発表基準は︑六十分間積算雨量と土

戒避難体制を強化するためにも︑まずはメカニズ

ます︒

平成二十六年の土砂災害防止法改正時に土砂災

壌雨量指数を指標に︑土砂災害が発生した降雨と

次に︑土砂災害警戒区域等の指定は早期に求め

害警戒情報が初めてこの土砂災害防止法に明記さ
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ついては︑その発生メカニズム及び想定被害範囲

出していますけれども︑その中にも﹁土砂災害に

防止対策基本指針が最後変更されたものが国交省

○吉川沙織君 平成二十九年八月十日に土砂災害

います︒

究を進めてまいりたいと考えているところでござ

生予測等︑様々な技術的課題に対して一層調査研

カニズムの解明に努めるとともに︑土砂災害の発

今後とも︑専門家による詳細な調査を行い︑メ

す︒

ムの解明を急ぐことが重要であると考えておりま

る判断基準の一つとして前兆現象を挙げておりま

だきました内閣府でのガイドラインでも︑いわゆ

○政府参考人︵海堀安喜君︶ 先生今御指摘いた

します︒

と思いますが︑これについて簡単に一言でお願い

住民への情報提供を行う必要があるのではないか

ラインの充実︑土砂災害警戒区域及びその周辺の

い前兆現象についても広く情報を収集し︑ガイド

のメカニズムを調査するとともに︑大雨に限らな

だいたように︑土砂災害がなぜ起こったのか︑そ

けではない今般の大分の災害につき︑今答弁いた

されています︒大雨により土砂災害が起こったわ

が必須だと思います︒今まで四回︑総務委員会若

いるか︑これは把握してその後の対策を取ること

まず︑国として市町村の防災体制がどうなって

告が適切に発令されなかった︒

かわらず︑首長に報告されなかったため︑避難勧

断基準を満たしていることを認識していたにもか

その結果︑設定している避難勧告等の定量的な判

対応に追われる状況となり︑手が回らなくなった︒

だんだんと被害が出始めた︒地域住民からの電話

は総務課十名のうち五名が災害対応していたが︑

それから︑岩手県の台風被害においても︑最初

ったという事例︒

について相当程度把握することが可能となってき

しくはこの委員会で聞いてまいりました︒市町村

いかだけで結構です︒大臣︑教えてください︒

す︒どんな前兆現象があったかとかというのは調
考慮して対応したいと思います︒

○国務大臣︵小此木郎君︶ 総務省による平成

たものの︑そのほとんどが突発的に発生する特徴
することは未だ難しい︒
﹂という記述があります︒

○吉川沙織君 是非考慮して︑国交省と内閣府で

二十九年地方公共団体定員管理調査というものが

の防災体制を把握︑今︑しているのか︑していな

ですが︑今回のような事例があって︑今の土砂災

記載が異なる部分もありますので︑そこはしっか

ありまして︑こちらで把握をしております︒

査を待たなきゃいけませんが︑そういったことも

害警戒情報は降雨が基本と残念ながらなっている

り連携していただければと思っています︒

を有するものであるため︑発生日時を正確に予知

ので︑見直すことも必要ではないかと思っていま

現象の例が幾つか示されています︒今回の大分の

達編︑それぞれあるんですけど︑土砂災害の前兆

イン︑発令基準・防災体制編と避難行動・情報伝

一方で︑内閣府の避難勧告等に関するガイドラ

のときもしました︒そのとき︑自治体の防災担当

害が出た和歌山県の那智勝浦でのお話を紹介︑そ

ですから︑平成二十三年の台風十二号で大きな被

員会へ籍を置かせていただいたこと長かったもの

被害のお話ありましたけど︑私も災害対策特別委

災職員の数がゼロということを把握しております︒

体が一人から四人ということ︑約三割の団体で防

ども︑市町村における防災職員の数︑約四割の団

○国務大臣︵小此木郎君︶ 数でありますけれ

機管理体制取っているとか︑そういうものですか︒

○吉川沙織君 それは市町村ごとに何％の人が危

中身を申し上げますか︒

土砂災害でも︑数日前にふだんにはない山水を見

者は一人であり︑結果的に各所で同時多発的に被

つまり︑他部署が防災担当を兼務している状況で

先ほど︑またこれも小林理事から岩手県の台風

た︑山から異様な音がした等の住民の証言が報道

害が発生して人手が足らず︑態勢自体が後手にな

す︒

されており︑これは前兆現象ではないかと指摘も
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防災力の向上に取り組んでまいりたいと思います︒

応援あるいは受援体制の構築を促して︑市町村の

方公共団体のＢＣＰというものをしっかり策定や

内閣府としては︑こうした現状も踏まえて︑地

考えたいと思います︒

あるということが把握されています︒その対応も

うところでございます︒

る方々を救出を一日も早くしていただきたいと思

だきたいと思いますし︑早く︑まだ待っておられ

れども︑しっかりとその原因の究明もやっていた

ろいろなことが言われているようでございますけ

すね︑何か岩盤ですか︑石とかのその劣化とかい

ことでございまして︑本当にこれ︑原因の究明で

思っております︒

まられたんじゃなかろうかなと︑そういうことを

状況でございまして︑本当に御苦労が︑疲労がた

めてまいりたいと思いますので︑どうぞよろしく

財産を守るための取組︑これは与野党関係なく進

な状況にありますので︑是非︑国民の身体︑生命︑

等の指定はいまだ十三府県にとどまっているよう

その上で各種の対策︑それから土砂災害警戒区域

者が出たと︒そしてまた︑行方不明者がいらっし

行方不明者まで合わせますと何と四十一名の犠牲

昨年の︑いうことでございます︒死者がそのとき︑

けれども︑七月の五日︑六日ですか︑起こったと︑

九州豪雨︑もう九か月ぐらいたつわけであります

それで︑改めてその土砂災害を見ながら︑北部

ったということでございまして︑総務省の方︑こ

百三十七時間︑二百三十七時間に達した部署があ

すか︑何と過労死ラインを超えて︑一人平均が二

りましたのが︑朝倉市の職員の時間外が︑七月で

おりましたところ︑地元のちょっとニュースにな

ですけれども︑自治体職員大変だろうなと思って

自治体の職員大変だろうな︑もちろん首長もそう

でありますけれども︑本当に前々から︑私自身も︑

今国会は働き方改革国会だと言われているわけ

てちょっとお聞きしたいと︒

そこで︑私︑被災地の自治体職員の実態につい

○吉川沙織君 まず︑市町村の防災体制把握して︑

お願いいたします︒

ゃいまして︑今でも消防団や警察の皆さんがその
行方不明者を捜索をなさっておるということでご

の実態というものはつかんでおられるのか︒つか

ありがとうございました︒
○野田国義君 民進党の野田国義です︒どうぞよ

そしてまた︑その被害総額が何と二千億円です

ていただきたいと思います︒

んでおられたら︑少しどういう状況でこのいわゆ

私からも大分県の耶馬溪の土砂災害︑被災者の

か︑公共で︑二千億円に達するということでござ

○政府参考人︵佐々木浩君︶ お答えいたします︒

ざいます︒

皆さん︑そしてまた︑お亡くなりになった皆様方

いまして︑本当に大きな甚大な被害が出たという

総務省においては︑個々の自治体における職員

ろしくお願いいたします︒

に︑心からお見舞いを申し上げ︑亡くなられた皆

ことでございまして︑一日も早い復旧復興を成し

の時間外勤務等の実態を個々具体的に把握してい

ので︑すぐ九州の方に電話しましたところ︑いや︑

害が耶馬溪で起こったということでございました

引退をなさりましたので︑日曜日が投票なんです︒

とで︑実を言いますと︑今度日曜日が︑ですから︑

先日からは︑朝倉の市長さん︑脳梗塞というこ

間外勤務に関する実態調査を行っておりますが︑

定都市及び指定都市を除く県庁所在地に対して時

進等に関する基礎資料を得るため︑都道府県︑指

度︑地方公務員のワーク・ライフ・バランスの推

る仕事に当たっておられるのかということを話し

様方にも御冥福をお祈りしたいと思います︒

遂げなくてはいけないと思っているところであり

るというわけではございません︒一方で︑一昨年

本当に改めて︑災害というのはいつ起こるか分

ます︒

雨は降っていないよと言うんですね︒雨は降って

今選挙戦と︑朝倉市︑市長選の︑そういうような

からない︒私も朝︑ニュースを見まして︑土砂災

いないのにそういった土砂災害が起こったという
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