衆議院災害対策特別委員会速記録（議事速報）
平成 25 年 11 月 12 日

たのか、どんな議論があったのかということは、
なかなか調べるのが難しいところもございます。
そういう点におきまして、この理念等に感じるこ
とを中心に伺わせていただきたいと思っておりま

せんので、その点に関しまして、どういった審議
がなされたのか、またどういった理念でつくられ

そうはいっても、これは与党での、正確には自
民党及び公明党になるのかな、途中からかもしれ
ませんが、そういった意味においては、正直申し
上げまして、行政の資料というわけではございま

変多くの議員が、重ねているということでありま
す。

りますが、議員立法の場合は、先般、私どもの鈴
木幹事長の質問に対しては、六十四回の会議を重
ねていらっしゃった、延べ二千四百人ですか、大

学的なパラドックスとの闘いでもございますけれ
ども、大事なことは、今まさに先生がおっしゃい

いて、小宮山先生から御質問を賜りました。
まさに、想定外をなくさなければならないとい
うのが、あの東日本大震災の教訓でありました。
しかし、想定すれば想定外が生まれるという論理

しゃるのかお聞かせください。
○福井議員 今、被害想定とそのタイミングにつ

ております。そういう意味においては、早急に設
定をするべきというふうにも考えます。
このタイムラグなど、そういったものに関して、
法案提出者はどのようにすべきだと考えていらっ

くれてくる。先週の参考人質疑におきましても、
必ず来るんだという御意見も参考人からいただい

をいただいておりますが、これまでも少々おくれ
ているような感もございます。また、出てから想
定をするということになりますと、またさらにお

この議事速報は、正規の会議録が発行される

○坂本委員長
○小宮山委員

す。
平成二十四年三月七日に、中央防災会議防災対

ます。これに対しては、東日本大震災やさまざま
なときに、私ども日本も支援をいただきました。

まず、台風によって、フィリピンでの大きな災害
で多くの人命が失われたこと、また、今もまだ実
態の把握 がで きてい ないと いうこと で、 心か ら お
悔やみと、そしてお見舞いを申し上げたいと思い

首都直下地震緊急対策区域の指定のために意見
を聞いたりするのは、新たな被災想定が示された
後に行われることとなるのか。あるいは、現在あ
る、平成十七年に出された被災想定のもとでも、

うに進めているという答弁をこの委員会におきま
していただきました。

策推進検討会議にて設置が決まった、首都直下地
震対策検討ワーキンググループで、首都直下地震
における被災想定について検討が進められており
ます。先日も、年内に新しい被災想定が示せるよ

ます。
○小宮山委員

ということが大事かと存じます。一日も早くこの
法律を成立させて、まさにこの法律の成立が政府
を督促させるということになると思いますので、
ぜひ御協力をよろしくお願い申し上げたいと思い

したがいまして、今政府で検討中でございます、
この検討をできるだけ速やかにまとめていただく

ましたような、最新の科学的知見に裏打ちされた
新たな被害想定を基にして首都直下地震緊急対策
区域の指定をしなければならないというふうに考
えております。

たします。

その経験を生かして支援するべきものであるとい
うふうに考えております。
さて、本日、議員立法で出されております首都
直下地震対策特別措置法案に関しまして、質疑を

区域の指定の手続に入ることを優先するべきと考
えるのか。

次に、小宮山泰子君。
生活の党の小宮山でございます。

議録と受け取られることのないようお願いい

ので、審議の際の引用に当たっては正規の会

今後、訂正、削除が行われる場合があります

は、原発言のまま掲載しています。

発言、理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で、一般への公開用ではありません。

までの間、審議の参考に供するための未定稿

本日は、首都直下地震対策特別措置法案に関し
ましての質疑をさせていただきますが、その前に、

させていただきます。
閣法であれば、さまざまな審議会など、公にお

新たな被災想定は年内にも出されるという答弁

画における国の関係都県への援助について質問し

続きまして、地方緊急対策実施計

いての資料等がしっかり残されるということもあ
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時点で、六県、五百五十六自治体、予定も含んで
おりますけれども、全建総連の調べでわかってお

ら、最後に質問させていただきたいと思います。
住宅リフォーム助成制度は、秋田県など先行の
成功事例もあり、全国の自治体に少しずつではあ
りますが、取り入れられている。本年四月三十日

すが、ペーパーの提出という形であったので、ち
ょっと順番を変えて、国交省への質問を聞いてか

たいと思います。
これは議員立法に対する質問ということで、通
常ですとさまざま話をして決めるところでありま

るわけでございますけれども、独自または国の補
助を得てこういうリフォーム支援をされることは、

今年度、都道府県では全都道府県、それから市町
村では千六百十市区町村において何らかの支援が
実施されているということでございます。
公共団体が、一部国の補助のものも多く含まれ

るリフォーム、こういった支援制度、合計の数字
でございますけれども、私どもの調査によれば、

ム全般を対象にするようなものだと思います。
そういうものと加えて、耐震化、バリアフリー
化、省エネルギー化、こういった政策目的を有す

置をしてほしいなどの要望が根強いところだと思
っております。

可能かと考えるんですけれども、その点も改めて
お聞かせいただいた上で、法案提出者の方には、
国でも同様な助成制度を設けてほしい、あるいは
各自治体でのさらなる取り組みを支援する予算措

住宅リフォーム助成制度を地方自治体が導入する
場合に、国からの財政支援を求めるということも

するための住宅その他の建築物等の防災対策に関
するものとして、耐震化や不燃化、住居内におけ
る安全の確保のための住宅リフォームに対して、

させていただきたいと思います。
○高木（陽）議員 まず、地方緊急対策実施計画
においては、首都直下地震に係る被害の発生を防
止し、または軽減するための住宅その他の建築物

税金の軽減となる住宅ローン減税と若干事情が
異なり、個人の資産である住宅に直接支援するこ
とになることもあり、実現に向けてはなお一層努
力も必要かと思いますが、法の二十二条、都道府

こんなことを通じて、情報収集それから情報提供
に努めてまいりたいというふうに思っております。
○小宮山委員 先週の参考人の提言の中に、やは
り首都圏、木造住宅の密集地への対策というのが

等に係る地震防災対策に関しまして、建築物の耐
震化や不燃化、住居内における安全の確保に関す

既存住宅ストックの質の向上、それから地元の工
務店の活性化、こういうことにも通じます。非常
に意義が深いというふうに思っております。
国土交通省では、この調査結果を発表し、また

られておりますので、この制度というのは、大変
高い評価を得ているという意味においても進める
べきものだというふうに考えております。
各地に見られる住宅リフォーム助成制度をどの

急務ではないか、特に下町においては、町並みと
いう意味では大変独特の雰囲気を出していて、そ

る事項について定めることができることとしてお
ります。
また、御指摘のように、第二十二条に基づいて、
国が、関係都県に対し、当該計画の円滑かつ確実

ります。
比較的小さな予算であっても、地域の中小事業
者の仕事の確保や地域経済の活性化、地域内の経
済循環創出につながっていて、各自治体の住民に

ように国交省は評価しているのか、導入しない自
治体に対しての情報提供はどのような取り組みが

れは観光資源には資するかと思いますが、その反
面、大変燃えやすく、また消防車等が入りづらい
という意味で、防災という立場においてはここを
やはり手当てしていくことというのは大変喫緊の

な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援
助を行うよう努めることとしておりますので、具

県への援助として、財政上等の支援についても努
めるものと解してよいのか、提案者の意図を確認

行われているのか、お聞かせいただければと思い
ます。
○井上政府参考人 お答え申し上げます。
地方公共団体によります住宅リフォームへの助

課題であるというふうに、その点も含めて伺わせ
ていただいたところであります。

体的にいかなる援助を行うかについては、この法

ホームページで一般の方にもお知らせする、それ
から公共団体には会議等を通じて情報共有する、

成という形の支援制度でございますけれども、委
員御指摘の全建総連の調査は、特定の政策目的と

首都直下地震被害の発生を防止し、または軽減

も高い評価が得られています。また、昨今におい
ては、耐震化であったり、さまざまなことが捉え

いうことではなくて、もう少し身近な、リフォー

- 2 -

登録日時：13/11/13 13:08

衆議院災害対策特別委員会速記録（議事速報）
平成 25 年 11 月 12 日

まれるんですけれども、住宅の耐震改修に対しま
しても、同じく社会資本整備総合交付金等で支援

まず、密集市街地の整備は、先ほどもお答え申
し上げましたように、社会資本整備総合交付金等
で支援をしているところでございます。
また、先ほどお答えしたリフォームの助成に含

現状の取り組みについて御説明をさせていただ
きたいと思います。

律の趣旨を踏まえて、政府において適切に判断さ
れるものと考えております。
○井上政府参考人 お答え申し上げます。

身体及び財産を保護するため、」と示されており
ます。首都直下地震に対しての防災対策の推進を

維持についてお伺いをしていきたいと思います。
この法案は、第一条に、「首都直下地震が発生
した場合において首都中枢機能の維持を図るとと
もに、首都直下地震による災害から国民の生命、

いというふうに思います。
さて、震災以外のリスクに対する首都中枢機能

において適切にしていただきたいということがあ
りましたけれども、ぜひ国交省におきましては、
検討も含めまして、積極的に支援していただきた

論はあったのか、そのあたりをぜひお聞かせいた
だければと思います。
○福井議員 今先生御指摘の首都中枢機能維持に
着目したその対策のための特別措置法という御提

そのような、首都中枢機能をしっかり維持する
というところに特化した法案をつくろうという議

する首都中枢機能維持対策特別措置法案のように、
法案を先に本来制定した方がよかったのではない
かと、法案を読みながら、さまざまなデータを読
みながら感じたところでもあります。

いと考えてもおりますが、首都直下地震対策特別
措置法に一定量含まれる、さまざまなリスクに対

今回の法案では、首都直下地震に係る地震防災
対策と明示していることから、地震以外の要因に
対しての備えを行うことは直接の目的にはならな

法は、大きな地震があって、前後はあるけれども、
十年以内に必ず首都直下地震が来る、大きな津波
が来るということを前提に、もう一日も早くこの
法律を出さなければならないということで、前国

図ることを目的としているわけですが、首都中枢
機能の維持はいかなる場合にも図られるものであ
り、そのリスクとして首都直下地震が極めて大き
く、優先度の高いものであることは間違いないと

と思います。テロや安全保障上の危機、航空機事
故、大規模水害、津波、隕石落下、台風、最近は
竜巻など、さまざまなリスクに対しても首都中枢
機能は維持されなければならないんだと思います。

会で提案をさせていただきました。そのときはま
だ二〇二〇が決まる前でございました。それでも

をしているところでございます。
あわせまして、耐震改修に合わせて防火改修を
行う、こういった場合に、その費用についても助
成をしているところでございます。

すと、一定の政策目的というのが必要になってこ
ようかと思います。そういう意味で、今補助対象
にしていますものは、耐震でありますとかバリア
フリー、こういうものに限ってございまして、先

特に、私、初めて県会議員になった年に、阪神
・淡路大震災、また地下鉄サリン事件がございま

出さなければならない、政府が前に出てこの対策
に当たらなければならないというのが、この法律
の思いでございます。
もちろん、テロ、大規模水害、ゲリラ豪雨、台

案は、極めて傾聴に値すると思います。
しかし、今回のこの首都直下地震対策特別措置

ほど全建総連の調査にあったようなものは直接の
対象にはなっておりません。

した。本当にそういったことで霞ケ関の駅も大変
な犠牲者を払ったわけであります。
近年たびたび発生しているゲリラ豪雨などと呼
ばれている集中豪雨においても、京都や福岡の地

風、風速につきましても大きなリスクがございま
す。そのような、首都圏の大規模水害を初め、さ

考えております。
しかし、首都直下地震以外のリスクもあるんだ

ただ、交付金制度の中で効果促進事業というの
がございまして、一定の枠はございますけれども、
これを御活用してリフォーム支援をやっていただ
いている、こういうケースもございます。

下街、また東京都内におきましても雨水が流れ込
むなどの被害が生じ、交通網が寸断されるような、

一般論でございますけれども、国の制度でこう
いう個人の資産に補助をするということになりま

こういうことが可能だというふうに周知をしっ
かりしてまいりたいというふうに思います。

まざまなリスクに対する首都中枢機能維持につき

今、法案提案者の方からは、政府

とまるようなことも起きております。

○小宮山委員
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さて、八日の委員会におきまして南海トラフ地
震対策特別措置法案の審議が行われ、提案者を代

いただいている国会議員全てが考えるべき問題か
と思いますので、クローズドではなく、しっかり
と議論をしていただきたいというふうに思ってお
ります。

○小宮山委員 政府・与党という内輪ではなく、
これに関しましては、恐らく、負託を受けさせて

ましては国家的な課題であります。今先生御指摘
のとおり。なので、政府・与党一体となってその
対策を進めてまいりたいと存じております。

んだというふうに思います。あり得ないと私も言
い切らせていただきたいところではありますけれ

話題になりました。
やはりこういったところから、これらの法案が
そういった建設やさまざまなところにつながるも
のですから、どうしてもいまだに懸念は拭えない

すけれども、自民党の方からは四億七千百万円の
依頼というような文書が出回ったりということが

ります国民政治協会に対して、日建連は三億円の
目標で資金集めを依頼していたり、また先般も、
建設業のみに依頼しているのではないとは言いま

家や社会の重要な機能、これに損傷、致命傷を与
えてはならない、ハード、ソフト一体になった対

滑な、しかも迅速な施策が進められていくことが
重要であります。
特に、災害に対して、いかなる災害であっても
命だけはしっかり守っていかなきゃいけない、国

都直下地震対策の基本的な方針を明らかにし、そ
の計画に基づいて、国、地方公共団体において円

ってくれるものと思っております。
首都直下地震対策の推進に当たっては、法律第
四条に規定する緊急対策推進基本計画において首

ますし、不要不急の事業を行うというようなこと
は、地方においても知事、県議会、市町村、災害
に対して御協力をいただかなきゃいけない諸機関
がありますが、私は、いずれもそれらの人たちは

策により、できるだけ被害の総額を減らしていく、
被災に対しても速やかな復興をするというふうな
ことが、私どもの国土強靱化の基本的な考えであ
ります。

めてお聞かせいただきたいと思います。
○二階議員 お答えを申し上げます。
私は、この前に答弁をさせていただいたことと
気持ちは全く変わっておりません。というのは、

無駄をしようとか、何かこの際に便乗して適当な
ことをやろうとかという人はいないというふうに、

ども、また、過去のさまざまな中において、最初
はそうかもしれないけれども、いずれ、ひとり立
ちをしてあり得るというときも多々見受けられる
こともあります。本法案に対して、計画される事

東日本大震災からの復興事業でも不適切なもの
として見直された事業も、無駄な事業とかいいか
げんなものということではなく、震災復興という
目的に照らしてみれば、目的から外れた事業であ

あのような大災害を受けて、これに対してどう対
応するかということは本当に神に誓ってでも真剣

これはもう断言していいと思います。それらに対
しては、何かがあった場合には特別厳しく処罰を
していくというふうなことは当然考えていくべき
だと思います。

表して二階先生から、建設業界へのばらまきでは
ないかというような批判は度が過ぎていて憤慨に
たえない、無駄な事業をやりたいなどという政治
家はいない、いいかげんなものが紛れ込んでくる

ったり、優先度に疑問が生じるものが見受けられ
るなどありました。なぜ、このような事業が震災

な対応がなされなくてはならないわけで、そのと
きに便乗して何かをするというようなことは全く
許されないことであって、これは関係省庁におい
てもそういうことに対して十分な対応をしていく

いずれにしても、この首都直下の問題に対して
は、私は、東京都及び周辺の関係県、そして知事

優先順位を当然つけて、無駄なことはやらない、
やらせない、これはしっかりしていきたいと思い

復興の予算で行われているんだろうと多くの方が
思いを共有したのも確かであります。
また、二階先生は特に、長年この問題に大変熱
心に取り組んでいらっしゃると私自身認識してお

ものと確信しております。同時に、今大臣はちょ
っと席をお立ちになっておりますが、担当大臣も

を初め東京都議会あるいは区長会、そうした方々

業についてやはり同様な懸念は持っておく必要が
あるかと思いますが、ぜひ、ここは二階先生に改

りますけれども、例えば二〇〇二年の小泉首相の
ときには、公共事業受注企業の規制の検討などは

この問題に対しての対応ということはしっかりや

ことはあり得ないと明言をいただいたところであ
ります。

されましたけれども、自民党の政治資金団体であ
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員各位の御協力を特にお願いしておきたいと思い
ます。

るとかという、何か特別の考えを持って、ねじ曲
げて考えているような気がしてならぬわけであり
ますが、どうぞそうしたことの懸念のないように、
私どももやってまいりますが、これは御出席の議

い。
ですから、建設業に何か仕事を与えてどうかす

の真剣な協力がなくてはならないわけでありまし
て、時によってはアメリカの米軍のトモダチ作戦
にも御協力を願うなどして、万全を期していきた

片づけることにすぐ大きな役に立ちませんよ。
だから、建設業者だけを特にやり玉に上げて御
批判をいただくことは、私は建設業者でもありま
せんが、本当に失礼だと思うんです。彼らに対し

者の協力なくしては実行できませんよ。薬屋さん
や八百屋さんをいっぱい呼んできても、瓦れきを

げて対策をやってまいりました。悲惨なものであ
りました。
こういうことに対しての対応ですから、建設業
者に何か仕事を与えるようにしようとか、建設業

災の話をされましたが、私どもも、神戸の震災の
日、その日に現地に赴いて、以後、本部を立ち上

単にお願いします。
○二階議員 このことに関しては、各党、各議員
の皆さん、思いは同じだと思うんです。神戸の震

以上。
○小宮山委員 ありがとうございます。
最後です。私が先ほど指摘したのは、建設業者
に仕事をやろうというのではなく、建設業者から

以上。
○小宮山委員 無駄はない、またそれぞれは必要
だと考えて議員は恐らく提案するんだと思います
し、その中において、今提案者の二階先生がおっ

庁、自民党政権に戻ってからは、大変な陳情合戦
が繰り広げられているといううわさも入ってまい
ります。
そういう意味において、やはりよこしまな思い

献金をもらおうとしたことを取り上げさせていた
だいただけでございますので、その辺、ちょっと

ても、もっと御協力をいただいていることに感謝
すべきだ、こんなふうに思っています。

と勘ぐられないように、しっかりと二階先生にに
らみをきかせて頑張っていただきたいと思います。

訂正させていただきまして、質問を終わらせてい
ただきたいと思います。

しゃっておりましたとおり、しっかりと与党にお
きまして目を光らせていただきたい。特に、各省

その上で、私どもも、首都直下という問題は真
摯に受けとめ、そして中枢機能におきましても、
国会がきちんとやはり責任を持って日本を守る、
その思いは一緒にして働いていかなければならな

では、時間も来ていますので、簡

いということを伝えさせていただきたいと思いま
す。
○坂本委員長
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