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八一・三％︑県の県民会館ですとか公民館︑これ

てきている状況でもございます︒

す︒

しては︑市町村からは︑予算に制約がある中で住

た防災に関する世論調査の結果に言及をされてい

防災担当大臣は︑平成二十九年十一月に実施され

五月二十四日の衆議院の災害対策特別委員会で︑

民が直接利用する学校や病院などが優先されてい

ます︒この世論調査では︑災害が起こったときに

庁舎の耐震化が遅れております理由といたしま

こうした地方公共団体におけます公共施設︑と

るということ︑それから︑庁舎の統廃合などにつ

取るべき対応として考えに最も近いものはどれか

については耐震措置率は八〇・七と︑非常に低く

りわけ庁舎︑ここは︑災害があったときにはまさ

いて地域との調整に時間が掛かって耐震化の方ま

なっております︒

に災害の対策本部が置かれて︑全ての機能がそこ

答えた者の割合が二四・五％︑公助に重点を置く

との問いに対し︑自助に重点を置くべきと答えた

消防庁といたしましては︑地方公共団体に対し

べきと答えた者の割合が六・二％︑自助︑共助︑

でまだ手が行っていないと︑こういう状況でござ

ない︑そういう場所だというふうに思っておりま

まして耐震化を早急に行うよう要請をしていると

公助のバランスを取るべきと答えた者の割合が二

に集約されていろんな指示を発信しなきゃいけな

すが︑こういったところの耐震が十分に実施され

ころでございまして︑改修して耐震化する場合に

八・八％となっています︒この結果と十五年前の

者の割合が三九・八％︑共助に重点を置くべきと

ていない︑この辺の背景ですとか理由︑そして今

は︑財政的に有利な地方債である緊急防災・減災

調査結果を比較して︑大臣は︑﹁国民の間に自助︑

います︒

後どういった対応を取っていくのか︑国の支援も

事業債などの財政措置を講じているところでござ

い︑そういう重要な拠点になる︑ならないといけ

含めて今後の対応について確認をさせていただき

平成二十六年版防災白書第一章三において︑

す︒
﹂と答弁されています︒

共助の重要性が浸透してきたものと考えておりま

ても︑耐震化が未実施の場合には︑昨年度から新

います︒また︑庁舎の建て替えの場合につきまし

○政府参考人︵杉本達治君︶ お答え申し上げま

たに市町村役場機能緊急保全事業を創設して財政

たいと思います︒
す︒

りますが︑文教施設などに比べて取組が遅れてい

比べて二・五ポイント増の八一・三％となってお

防災の拠点となる自治体庁舎の耐震率は前年度と

昨年三月末時点での調査の結果につきましては︑

置を占めるというふうに認識をいたしております︒

防災拠点となります自治体の庁舎は大変重要な位

した︒

○委員長︵河野義博君︶ 申合せの時間が参りま

考えております︒

化が進むよう︑引き続き働きかけてまいりたいと

ぞれの状況に応じた最適な方法により庁舎の耐震

市町村において︑耐震改修︑建て替えなど︑それ

こうした財政措置を活用いたしまして︑全ての

防災対策における自助︑共助の重要性について

いことが認識された︒
﹂との記述が見られます︒

いと大規模広域災害後の災害対策がうまく働かな

になり︑自助︑共助及び公助がうまくかみあわな

規模広域災害時における﹁公助の限界﹂が明らか

してしまい︑行政機能が麻痺した︒このように大

災する等本来被災者を支援すべき行政自体が被災

市町村長が亡くなったり︑多くの市町村職員が被

﹁東日本大震災においては︑地震や津波によって︑

るという状況でございます︒ただ︑これにつきま

○浜口誠君 どうもありがとうございました︒

は論をまちません︒公助については︑防災白書に

措置を講じたところでございます︒

しては︑年々大体二︑三ポイントずつ向上してず

○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございま

議員御指摘のとおり︑災害が発生したときには︑

っと継続してきているということで︑着実に伸び
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策基本法において国︑都道府県︑市町村による防

あるように限界があるのは事実としても︑災害対
しても︑後退しないように︑今大臣の思いをお聞

かったものですから︑公助の役割︑限界があるに

を得つつ進めるに当たり重要なポイントとなるこ

たとえ全会一致であったとしても︑道府県の理解

都道府県と指定都市の連携体制については︑通

とと考えられることから︑この国会の審議の場で

本改正案においては︑内閣総理大臣は申請に基

常の連絡体制に加え︑災害時の調整に関してマニ

きしておきたかったものですから最初に伺いまし

都道府県︑市町村が適切に役割分担し︑国民の生

づき︑自らの事務として被災者救助を行うことが

ュアル化する︑事前に一定の災害を前提に地域防

災に関する計画の作成︑実施︑相互協力等の責務

命︑身体及び財産を災害から保護することが求め

できる救助実施市を指定する︑指定に際して︑内

災計画等による物資の配分計画などを策定してお

ある程度明らかにしておく必要があると思います︒

られていると思うんですが︑公助の在り方につい

閣総理大臣はあらかじめ都道府県知事の意見を聴

く︑発災後においては︑状況に応じて計画内容等

た︒

て︑大臣の認識︑伺っておきたいと思います︒

く︑救助実施市の指定基準の具体的内容は内閣府

が定められていることからすれば︑公助の中で国︑

○国務大臣︵小此木郎君︶ 今︑吉川委員がお

の調整をする旨について事前に定める等の答弁ま

では五月二十四日の衆議院の災対特であったんで

令で定めるとされています︒
衆議院での審議の答弁を整理しますと︑客観的

すが︑その他の項目で具体的に明らかにできるも

っしゃったこととほぼ同様の考えを持っていると

な指定基準に該当するものを救助実施市として指

思います︒
ただ︑公助というのはもう当然のことで︑こう

答弁をしてください︒

の︑これ以外にない︑まだ検討していない︑何も

の連携体制︑指定都市における組織体制︑財政基

○政府参考人︵海堀安喜君︶ 今先生から御指摘

定する︑指定基準として想定しているのは︑体制︑

いは国民の皆さんに少しでも多く発信して理解し

盤︑関係機関︑例えば仮設住宅を建設する事業者︑

ありました項目︑これ︑指定都市と都道府県の調

して今議論していること自体が私は公の議論︑公

ていただけるかどうかということ︑細かく言えば

借り上げ仮設を仲介する事業者等の団体との調整︑

整︑連携体制の項目だと思います︒それ以外の項

考えていないだったら︑それはそれで︑そういう

たくさんありますけれども︑自助︑共助はあって︑

都道府県知事の意見聴取は都道府県と指定都市と

目について御答弁をさせていただきます︒

財政状況︑都道府県と救助実施市となる指定都市

なければやっぱりそれもあってほしいという立場

の連携体制を確認するためのものとのことに大体

助だと思っています︒それをいかに自治体やある

で︑今この立場でいろんなところで申し上げてお

収れんされると思います︒

たものとわざわざ言及なさって︑公助について︑

果を比較して︑自助︑共助の重要性が浸透してき

がわざわざ︑十五年前と今回︑去年の十一月の結

すと︑衆議院の災害救助法の改正案の答弁で大臣

○吉川沙織君 なぜこの問いを立てたかと申しま

報道ぶりも見られます︒今回の法改正に当たって︑

きい政令市に限定するよう要請しているといった

あるいは静岡県知事が︑権限移譲を人口規模が大

政令市の基準を厳格にするよう政府に要望する︑

府県の広域調整機能を維持し︑権限移譲を認める

指定基準に関しては︑関東地方知事会が︑都道

担すべきとされている経費をそういった形で負担

を御説明させていただきましたが︑都道府県が負

また︑財政基盤︑これ︑先ほども基金の話など

ております︒

模を有しているかどうかということを念頭に置い

となる指定都市の職員︑組織などの体制を一定規

一定の組織体制︑これについては︑救助実施市

ります︒公助は言うまでもないことです︒

あえてかどうか分かりませんけれども︑言及がな
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言する者あり︶はい︒

できる財政力があるかどうかということ⁝⁝︵発
るのでしたら︑スケジュール感とメンバー構成︑

と内容において今の答弁と重ならない範囲で︑あ

ていきたい﹂と答弁されています︒

がある場合には助言するなど︑丁寧な対応をとっ

について定めてまいりたいというふうに考えてお

業界団体の方との会議の場を通じて具体的な内容

に置いて︑今後︑都道府県︑政令指定都市︑関係

備がされているかどうか︑そういったことを念頭

などの業界団体との協定や︑そういった事前の準

的に仮設住宅などの提供を行う場合には当該住宅

地方整備局あるいは地方運輸局︑あるいは︑具体

○政府参考人︵海堀安喜君︶ メンバー構成につ

○吉川沙織君 メンバー構成︑もう少し具体的に︒

ております︒

での会議開催を進めていきたいというふうに考え

施行でございますので︑なるべく早いタイミング

お声掛けをして︑全体としては︑来年の四月一日

たしましては︑法改正後︑速やかに関係の方々に

○政府参考人︵海堀安喜君︶ スケジュールとい

実質的に︑都道府県の同意がなければ救助実施市

ょうか︒

整が整うまでは指定できないということなんでし

整︑連絡の体制が取れているとはみなされず︑調

指定基準にある都道府県と救助実施市における調

の際の答弁の趣旨は︑都道府県が反対の場合には

であるとは明言はされていません︒衆議院の審議

には指定しない︑すなわち都道府県の同意が必要

大臣及び政府参考人は︑都道府県が反対の場合

ります︒

きましては︑都道府県︑指定都市の関係者︑ある

の指定は行わないと考えてよろしいんでしょうか︒

特にお願いします︒

○吉川沙織君 今答弁いただいた内容って︑事前

いはこの関係であります知事会︑指定都市会︑あ

○政府参考人︵海堀安喜君︶ お答え申し上げま

あと︑関係機関との調整は︑例えば国の機関︑

に︑私がお伺いする前に︑衆議院でこういう項目

るいは関係の業界団体ということで現在検討をさ

答弁して︑最後︑一個だけ︑だから︑マニュアル

れるものはありませんでしたので︑大体衆議院で

については︑都道府県の事前同意を前提としたも

○吉川沙織君 今回の改正案における権限の移譲

せていただいています︒

ような指定基準に該当しているかどうかの確認を

だきましたが︑今︑吉川先生がお話しいただいた

先ほども浜口先生の御質問にお答えさせていた

これは法案の条文上明らかにされていませんが︑

が出ていますよと申し上げた内容からほとんど外

とか計画物資配分とかいうのが具体的な項目であ

のといった報道もございますが︑この点︑政府が

するという中の一つの項目として︑都道府県知事

す︒

っただけですので︑大体今考えているのは︑体制︑

どういうふうに考えているのか︑これも明らかに

出た場合には︑その趣旨について詳細な確認をす

財政状況︑組織体制︑財政基盤︑関係機関との調

衆議院において︑都道府県が反対の場合にどの

るとともに︑その内容について指定都市の調整状

から意見聴取を行い︑その意見で否定的な意見が
ような対応を取るのかについて問われ︑政府はこ

況を確認するといったものでございます︒

すべき点だと思います︒

う答弁しています︒
﹁趣旨や詳細な内容を確認を

整って︑こっちが言ったもの以外のことは多分ま

指定都市などの関係者により協議を行う検討会議

して︑その体制やそういったものが支障があるの

権を与えているというものではございません︒

だ検討されていないんだと思います︒

を設置する旨の答弁もこれは衆議院でなされてい

かどうかということを内閣府として両当事者から

○吉川沙織君 これ︑衆議院でも二人以上から審

指定基準を具体化するため︑成立後︑都道府県︑

ますが︑当該検討会議に関し︑メンバー構成︑ス

しっかりお伺いした上で︑指定都市側に調整不足

ですので︑都道府県知事に同意権あるいは拒否

ケジュール感︑議論を深めるべき指定基準の項目

- 19 -

災害対策
平成３０年６月６日

使わせていただいていますが︑実質的な同意とい

○政府参考人︵海堀安喜君︶ 同意という言葉を

これは間違いないんでしょうね︒

います︑
﹁実質的に同意が前提となっている︒
﹂
︒

とすべきではないか︒
﹂
︑政府の回答︑こう言って

いますと︑
﹁権限移譲する場合は﹁同意﹂を前提

見解の補足﹂の中でこの点どう書いてあるかとい

救助に関する実務検討会の議論を踏まえた内閣府

務検討会第五回の中で︑別添三で︑
﹁第四回災害

平成二十九年十二月十四日︑災害救助に関する実

す︒
﹂と大臣は答弁されていますし︑ただ︑これ︑

る中でわかっていただけると私は思っていま

議が出ていて︑結果︑
﹁丁寧に説明と議論を重ね

の場で︑法律を立法する過程の中で明らかにして

の同意の要否というのはある程度この国会の審議

化を求める声もある中で︑指定基準とか道府県側

強い状況でございます︒ですし︑指定基準の厳格

しますと︑道府県側の反発が残念ながらいまだに

○吉川沙織君 なぜこの点強くお伺いしたかと申

ます︒

上で内閣総理大臣が判断するということでござい

くという形でございますので︑それらを踏まえた

○政府参考人︵海堀安喜君︶ 法律上は意見を聴

な体制をもって判断するということなんですか︒

んですから︑最終的に︑これ国が︑内閣府が様々

質的に同意は前提となっていますよとおっしゃる

んでも読めなくて︑体制確認しますよ︑でも︑実

いいのではないか﹂と発言されています︒

られるような方向で更に検討するというやり方で

必ずしもないと捉えて︑その辺︑弾力的運用が図

法律的にどうしたらうまくいくかという問題では

主査の河田氏はこうおっしゃっています︒﹁単に

十八年十月二十五日議事録二十七ページによれば︑

都道府県と政令市の役割分担の議論の際︑平成二

ワーキンググループにおける災害対応時における

熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討

ついて伺いたいと思います︒

○吉川沙織君 そこで︑その協議の場の在り方に

いきたいというふうに考えております︒

りと理解がいただけるような手続を丁寧に取って

の権限移譲に関しては︑条文上どこを読んでも︑

化で規定を置いていますとおっしゃる割に︑今回

で変わらないとか︑そういうところは何回も明文

も委員立たれましたけれども︑知事の権限は明文

例えばですよ︑今日︑今日の審議︑これまで何人

意見に対して︑実質的に同意が前提となっている︒

譲する場合は同意を前提すべきではないかという

○吉川沙織君 じゃ︑内閣府の資料には︑権限移

とでの同意ということでございます︒

かどうかということを判断していただくというこ

の問題ではなくて︑実際の災害対策がうまくいく

いうふうに思っていますので︑関係機関がしっか

対策を行う上で非常に我々としても問題があると

都市会の御意見を聴いて︑こういった対立が災害

当たっても︑都道府県︑指定都市︑知事会︑指定

ざいましたが︑この基準を議論させていただくに

○政府参考人︵海堀安喜君︶ 今先生からお話ご

は政府が決めるということですね︒

実質的に同意が前提となっているけれども︑最後

ですから︑事前に権限移譲する場合︑同意を前提︑

的に内閣総理大臣が決めるという︑こういうこと

最終的に︑内閣府︑いろいろ判断をされて最終

おく必要があると思いましたので︑伺いました︒

ること︑あわせて︑都道府県側の懸念である資源

した﹂
︑また︑
﹁協議の場において丁寧な説明をす

懸念している広域調整機能の実務的な検討を開始

で副大臣はこう答弁しています︒
﹁都道府県側が

場についても︑五月二十四日の衆議院の議論の中

県︑兵庫県二回が開催されています︒この協議の

のを開催されて︑三月までに︑愛知県二回︑宮城

害救助事務の連携強化に関する協議の場というも

告の後︑今年二月から︑大規模・広域災害時の災

内閣府は︑災害救助に関する実務検討会最終報

ないということをおっしゃったんだと思います︒

府県と指定都市の役割分担が円滑に進むものでは

つまり︑これは法改正のみで災害発生時の都道

うことで︑やはり体制とか︑そういった好き嫌い

都道府県の側の同意が必要かどうかってどこを読

- 20 -

災害対策
平成３０年６月６日

だきましたように︑こういった災害対策を行うと

○政府参考人︵海堀安喜君︶ 先生今御指摘いた

す︒

今後の開催方針について端的に伺いたいと思いま

れます︒

担保するに当たって重要な役割を担うものと思わ

このような実務的な検討の場が法改正の実効性を

弁されていることから︑指定基準の検討と併せ︑

用で払拭され得るものと考えております︒
﹂と答

配分機能︑これらについては改正法のその後の運

いをさせていただきました︒

だろうなと思いましたので︑今確認のためにお伺

得できるような形で︑この場で恐らくやられるん

含めて指定基準︑しっかりそれぞれがちゃんと納

見があり︑また関係されるいろんな事業者の方も

○吉川沙織君 様々︑道府県側と指定都市側で意

うふうに思います︒

らについては再度検討をさせていただきたいとい

道府県というふうな枠組みになりますので︑それ

けでございますが︑今回︑制度として政令市︑都

が活発なところを例示としてメンバーを組んだわ

いは南海トラフを前提に︑非常にその現場で活動

活用をどのように進めていくのでしょうか︒今日

町村については︑事務委任による事前の取決めの

それでは︑事務委任未実施で指定都市以外の市

にやる﹂と︑五月二十四日︑答弁なさっています︒

都市︑また国も入りまして調整というものを迅速

大臣が︑﹁この法律案が整えば︑早速︑県と指定

だと思います︒指定都市への権限移譲については

任に関する事前の取決めが活用されることが大事

からこそ指定都市以外の市町村においても事務委

有効であるケースも想定されるところであり︑だ

めには基礎自治体である市町村が対応することが

必要な応急救助を行う必要がありますが︑そのた

そこで︑この協議の場の開催目的と協議の内容︑

いうのは非常に実務的な話が重要だというふうに

これは非常に重要な点だと思いますので︑指定

ただいたということでございます︒

方々をメンバーに入れた協議の場を開催させてい

十九︑そのうち検討途中が三︑これも五月二十四

委任を実施している都道府県は二十八︑未実施が

本年四月時点において︑災害救助事務に係る事務

る事務委任の促進というのも大事だと思います︒

す︒

○政府参考人︵海堀安喜君︶ お答え申し上げま

いかと思うんですが︑政府の考え方︑伺います︒

速かつ円滑な救助体制の構築を支援すべきではな

なく︑内閣府としても必要な助言を行うなど︑迅

もこのフレーズ︑答弁の中で出ていました︑地域

基準の検討を行うに当たっても︑この協議の場を

日の衆議院段階での答弁です︒衆議院において大

内閣府といたしましても︑やはりこの法案の成

今まで道府県と指定都市の関係に重点を置いて

発展的に解消をして︑都道府県︑指定都市のみな

臣は︑
﹁指定都市がない都県に対しても︑事務委

立をきっかけに救助実施体制の強化について取り

考えております︒このため︑実務検討会の後に︑

らず︑関係の方々も踏まえた形で対応していきた

任の事前の取決めをするなど︑災害に備えるため

組まなければいけない︑指定都市がない都県に対

的検討を促すと︒地方公共団体任せにするのでは

いというふうに考えております︒

の地域的検討を促すことにより︑全国における災

しても事務委任の事前の取決めの促進を働きかけ

きましたけれども︑指定都市以外の市町村に対す

○吉川沙織君 今︑この場を発展的な解消とおっ

害救助法の体制の底上げを図ることとしたい﹂と

都道府県︑指定都市のみならず住宅関係業界の

しゃいました︒改組して︑同じような目的でもう

に都道府県の方々の担当者会議でも説明させてい

てまいりたいと︒今回も︑本法案については︑既
災害発生時においては被災状況を迅速かつ的確

ただいておりますが︑そういったことを広く今後

答弁なさっています︒

○政府参考人︵海堀安喜君︶ この実務検討会は︑

に把握し︑被災者に対し迅速に被災状況に応じた

一回やるということでよろしいんでしょうか︒
宮城︑兵庫などの実際に発災されたところ︑ある
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やっていくということでよろしいでしょうか︒

○吉川沙織君 国としてもしっかり後押しをして

とも進めていきたいというふうに考えております︒

明らかにされています︒

されていない実態が会計検査院の検査報告の中で

ない省庁が十三省庁もあるなど︑システムが活用

も総合防災情報システムに一度も接続したことが

ムの更新に着手しているところであります︒

要であると考えておりまして︑昨年度からシステ

する観点から︑総合防災情報システムの役割は重

今回の会計検査院報告や現行システムの課題を

○政府参考人︵海堀安喜君︶ 対応させていただ

は出なかった論点についてお伺いしてまいりまし

○吉川沙織君 今まで災害救助法の衆議院段階で

ますと言っていながらも︑事業の見直しが行われ

閣府において他機関との連携共有を一生懸命やり

ビューにおいても大幅な改善を要するとされ︑内

是非そのようにしていただきたいと思いますし︑

て改善をされるという答弁をいただきましたので︑

○吉川沙織君 この会計検査院の検査報告を受け

うに改善をしてまいりたいと存じます︒

踏まえ︑災害対応により資するシステムとなるよ

たが︑ここで少し毛色を変えて︑今︑会計検査院︑

てきたはずにもかかわらず︑その後も連携共有は

今まで議論した中でも︑物資の配分どうするとか

このシステムについては︑かつての行政事業レ

いろいろありますけれども︑会計検査院が今年四

図られていなかったということが会計検査院の検

仮設住宅どうするというようなお話もありました︒

きます︒

月に︑各府省庁の災害関連情報システムに係る整

査報告の三十五ページに書かれています︒

発災直後においては被害規模を早期に把握して正

備︑運用等の状況について検査を行い︑その状況

政府は︑今回の検査結果を踏まえ︑総合防災情

とになります︒ですので︑この情報は発災現場の

について取りまとめ︑平成三十年四月十三日︑会

録状況︑閲覧状況︑活用状況について的確に把握

行政機関である地方公共団体が最初に把握するこ

確な情報収集を行い︑その情報に基づいて必要な

政府は︑平成十七年度より︑防災関係機関が横

して改善につなげていく必要があると思いますが︑

とになると思いますが︑今回の会計検査院の検査

報システムの活用に向けどう対応していくのか︒

断的に共有すべき防災情報を共通のシステムに集

大臣の御見解を伺います︒

結果を見ますと︑地方公共団体の情報システムと

計検査院法第三十条の二に基づき国会及び内閣へ

約し︑その情報にいずれからもアクセス︑入手可

○国務大臣︵小此木郎君︶ 御指摘のとおり︑

総防システムの情報連携が行われていないという

資源を適切に配分することが求められるというこ

能となることを目指した防災情報共有プラットフ

内閣府では︑政府内で災害に関連する情報を効率

ことも指摘をされています︒

内閣府としては︑システムの整備だけでなく︑登

ォームの構築を進め︑平成二十三年五月からは︑

的に共有すること等を目的として︑総合防災情報

随時報告を行っています︒

防災関係機関間で防災情報を地理空間情報として

システムの運用を行ってまいりました︒

院の検査結果によれば︑システムへの手入力が必

しかしながら︑この四月に公表された会計検査

登録が限定的となっていること︑これは課題であ

その作業に時間を要することから︑災害時の情報

テムでは情報の多くを手動で登録する必要があり︑

会計検査院の報告にもあるとおり︑現在のシス

が図られるということになります︒

公共団体が国に報告するに当たっても負担の軽減

効率的な情報収集も可能になるでしょうし︑地方

入力ではない現状が自動入力されるようになれば

今大臣からも御答弁いただきましたように︑自動

この情報連携というのはとても大事で︑例えば︑

共有する総合防災情報システムの運用を開始して

要となる情報について登録はほとんどなされてい

ると認識しています︒政府内の情報共有を効率化

います︒

ない︑防災端末︑一般の事務用端末のいずれから
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各公共団体で今災害で作られている情報システム

適宜それぞれシステムごとにやっているんですが︑

かそういったものの把握とか︑そういったものは

ただ︑地方公共団体との関係︑物資の必要性と

のは非常に重要だというふうに考えています︒

いても︑他の情報システムと連携していくという

ます︒この観点から︑総合防災情報システムにつ

を円滑に進める上で非常に重要なテーマでござい

り︑災害時におけます情報共有︑これは災害対策

○政府参考人︵海堀安喜君︶ 先生御指摘のとお

たいと思います︒

性について︑今後の取組方針について伺っておき

地方公共団体と総防システムの情報連携の必要

思います︒

本当に活用されるものをつくっていただきたいと

ので︑是非この検査報告を機にもう一度見直して︑

ければ意味がないということにもなりかねません

あれば︑それが活用されるような状況に置かれな

うときに︑費用を掛けてシステムを構築するので

われている中で国にも報告しなきゃいけないとい

地方公共団体で︑発災したときに︑その対応に追

ら難しい側面もあるのかも分かりません︒ただ︑

わないと︑確かにつなぐということももしかした

期間でそのたびに変えていくので︑その時期が合

のシステムを入れたかで︑大体四︑五年のリース

国のシステムと︑地方公共団体によってもいつそ

反して何か障害になるようなことはないのかどう

かどうか︑逆に言えば︑今回の改正で法の趣旨に

の法の趣旨である迅速な支援を行うことになるの

救助が行われることになります︒今回の改正でそ

今回の法改正によって︑救助実施市の長による

いうふうに思います︒

だと︑そういう視点で質問させていただきたいと

この法律の趣旨がきちんと果たされることが大切

行うことであるというふうに考えておりますので︑

つまり迅速に柔軟に被災者の方々が求める支援を

する者に対して応急的に必要な救助を行うこと︑

ときに︑災害救助法の趣旨は︑現に救助を必要と

今回の法改正をどう見るかということを考えた

す︒

か費用の面とか︑これ課題が多々あろうと思いま

るのかとか︑あるいはそれのための回線の確保と

いので︑そういったリダンダンシーをどう確保す

に結んでいても災害時に切れてしまえば意味がな

互のシステムの機能の改修とか︑あるいは︑実際

この場で明らかに少しでもできる点について質問

院で全会一致に参議院に送られてまいりました︒

階で国会に出された法律ではございますが︑衆議

い︑指定基準もまだこれから詰めていくという段

と指定都市の間でまだ調整が十全には整っていな

六十五号として︑今回︑なぜ五月八日に︑道府県

ら国会に提出されている法案は六十五本です︒第

とで︑そういったエリアでの迅速な救助に資する

外のエリアに注力することが可能になるというこ

におきましても︑マンパワーや財源を指定都市以

者救済が実現できると思います︒また︑都道府県

きる︑これは都道府県を介さずにより迅速な被災

うことによりまして被災状況を踏まえた実施をで

います︒これは︑指定都市が救助を実施するとい

○政府参考人︵海堀安喜君︶ 今回の改正でござ

か︑まずお伺いしたいと思います︒

我々としては︑必要とする︑会計検査院の報告

をしてまいりましたが︑今後しっかりとそれぞれ

ということになると思います︒こういったことを

今回は災害救助法の改正案︑この国会に内閣か

でもありますが︑必要性と費用を踏まえて︑どの

の関係者が合意できる形で災害対応を進めていっ

と連携を行うということになりますと︑これ︑相

ことから重要的にやっていけばいいかということ

今回の法改正で実施しております︒

ほど来お話に出ております事務委任も含めた形で

これを契機に︑改めて︑都道府県を中心に︑先

ていただきたいと思います︒
○武田良介君 日本共産党の武田良介です︒

ありがとうございました︒

を検討しつつ︑こういった情報の把握に努めてま
いりたいというふうに考えております︒
○吉川沙織君 今の答弁を踏まえますと︑確かに
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