衆議院災害対策特別委員会速記録（議事速報）
平成 26 年 8 月 28 日

うところに、乖離を感じてなりません。
これからも、この点に関しまして、私ども、野
党ではございますけれども、やはり、国民の命を
守る、そういった対応におきましては、苦言とと

を持ちますとともに、やはり国民との、感じ方、
そういったものに対して、危機感、対処するとい

く官邸に戻れ、そういったようなことをおっしゃ
る方がいなかったのか。そういった環境に、外の
意見やそういった心配をされる方が総理の周辺に
いらっしゃらないということに非常に私は危機感

配になりますのは、やはり、総理の周辺に、今コ
ースに出てゴルフをやっているときではない、早

うものが想定された中でもありました。最終的に
はお戻りになられて、行ったり来たりという非常
にわかりづらい行動もされましたが、何よりも心

に延べ二十六頭が活動しているところでございま
す。

我が国では、一部の警察犬等が災害救助に対応
しており、その頭数は、警察犬が五十七頭、防衛
省所属の警備犬が二頭となってございます。今回
の広島市の災害におきまして、八月二十六日まで

命捜索活動等を行う犬のことであるというふうに
認識しております。

ぜひお聞かせいただきたいと思います。
○日原政府参考人 お答えいたします。
いわゆる災害救助犬とは、地震などによる家屋
崩壊現場での被災者捜索など、災害時における人

このような、人間にはわからない救助の仕方、
そして活動ができる災害救助犬の現状について、

におきましても、海上自衛隊や、また航空自衛隊
におきましても、補助犬というんでしょうか、犬
というものが活用されております。

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

られるかもしれませんけれども、しっかりと意見
を述べさせていただく。日本国の総理、一人しか

ュされるということで何度も行かれている。そう
いう中で、四国のときにもそうですけれども、リ
フレッシュされるのも大切でありますけれども、
やはり、人命が失われた災害のときにはいち早く

ございます。その間、お盆の前からではあります
けれども、総理が、ゴルフは精神的にリフレッシ

りになられました皆様方に心からの御冥福をお祈
りいたしまして、そして、被災された皆様に心よ
りお見舞いを申し上げたいと思います。
今回、この災害は本当に長期にわたるものでも

今回の広島市を初め災害の現場においては、多
くの救助犬が活躍をしています。また、世界にお

ございました。私が読みましたのは、毎日新聞の
八月二十五日の記事でございます。広島の土砂災
害で、殺処分寸前だった救助犬、夢之丞が御遺体
を発見したという記事であります。

ります。
その中において、少しほっとするような記事が

おりません。その対応をとっていただけるように、
御忠告をさせていただきたいと思います。
さて、連日、若い御夫妻などが避難できず命を
落とされた、本当に大変つらい報道がなされてお

六日までに、民間のボランティア団体の救助犬延

うなどの取り組みを行っております。
今回の広島市の災害におきましても、八月二十

いるというような記載がございます。そのほかの
団体もございます。
地方公共団体によっては、これらの民間団体と
個別に協定を締結いたしまして、合同で訓練を行

では二百十三頭を認定し、災害救助犬ネットワー
クでは四十四頭が、これは保有ですかね、載って

また、さまざまな民間団体が救助犬の保有、認
定、育成等を行っております。
手元の資料によりますと、各団体のホームペー
ジによりますと、例えば、ジャパンケネルクラブ

たします。

動いていただきたい、そういう思いがございまし
た。

きましても、日本の救助犬が活動している。政府

次に、小宮山泰子君。
今回、まずもって、最初に、平成

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

二十六年、梅雨からの大雨、そしてこの平成二十
六年八月豪雨により災害に遭われましてお亡くな

今回、広島の豪雨のときには、甚大な雨量とい
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的だったのは、命の大切さを知る夢之丞がその力
になれればといって、今回も、一刻も早く被災者

ころをＮＰＯスタッフに引き取られて、訓練を重
ねてきて、今回、初出動だったということでもあ
ります。
この犬を飼われている方の言葉の中で大変印象

先ほど御紹介いたしましたけれども、救助犬の
夢之丞の記事でありますが、殺処分寸前だったと

べ百八頭が活動しているところでございます。
○小宮山委員 多くの災害救助犬が活躍している
ということでもありました。

この中で、さまざまモデル事業を取り入れたり
ということでいろいろな施策に取り組ませていた

していこうと、そして、ことしの六月にそのアク
ションプランを発表させていただいて、殺処分は
ゼロを目指して取り組んでいこうという発表をさ
せていただきました。

もとで、人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロ
ジェクトということで、殺処分をできるだけ減ら

割減っているところでございます。
しかし、まだ十六万二千頭も殺処分をされてい
る動物がいるということで、昨年の十一月、私の

活用、また生き方というものもあるんだと思いま
す。ぜひ、殺処分ゼロを目指して、政府一体とな

人間が責任を持って一生面倒を見る、当たり前の
ことかもしれませんが、それが今できていない現
実。
しかし、第二の人生として、このような形での

ざいます。家を出てくるときに置いてきたペット
たち、家族という動物たちというものをきちんと

本当に被災地、特に東日本大震災のときにも、
飼うことが困難になったということで、どうして
も手放さなければいけないというような現実もご

落ちついてからしっかりと拝見をさせていただく
のが筋かと思い、被災地に行くことは御遠慮させ
ていただいておりますが、その中で、新聞記事と
いうものも大変参考にさせていただいております。

って、民間も含めまして一体となって活動してい
ただくことをお願いいたします。
さて、また新聞記事からではございます。とい
うのは、今回の被災地、本当に甚大な被害を受け

ので、ひとつ全国に紹介をしていきたいというふ
うに思っておりますし、また、保護された犬や猫
を活用していくというやり方、実はこのプランの
中でもセラピードッグやプリズンドッグといった

この中の一つに、読売新聞の八月二十六日、北
海道礼文島での記事が気になりました。それは、

だいていますが、一つの柱として、先進的な取り
組みをみんなに紹介して一緒にやっていこうとい
うことがあります。
先生御指摘の災害救助犬の活躍というのは、や

帯びて、生きるということの大切さというのを教
えてくれるこの災害救助犬のあり方、また、殺処
分というものをゼロにするという運動は、今全国
で広がっ ており ます 。

ものは紹介しているんですけれども、災害救助犬
というあり方も大変大切な活躍の場だということ

道が町に避難勧告を出すように促したにもかかわ
らず、町が、対応し切れないなどと、避難勧告の
発令を見送っていたことがわかったという記事で
あります。避難勧告を出すべきだったのかもしれ

の方々、そういった方を見つけてあげたいと、活
動に参加されたと聞いております。
このように、命をしっかりと助けるということ、
これは多くの方々の同じ思いだと思っております。

この点に関しまして、政府としてどのような取
り組みをされているのか、お聞かせいただければ

で、これを検討し、前向きに取り組んでいきたい
と思っているところでございます。
○小宮山委員 牧原政務官のこの話は、実は埼玉
で御一緒でございますので、御答弁もございまし

ませんが、町の職員約百人の大半が午前中からの
浸水被害の対応に追われていたということで、本

ております。私自身は、そういう意味では、まだ
全体像がわからないという中でもございますので、

と思いま す。
○牧原大臣政務官 お答えをいたします。
動物の殺処分ですけれども、関係者の御努力に
よりまして、また、議員の先生方でも、先生を初

たし、私自身も、殺処分ゼロに向けての議員連盟
のメンバーとして、これから活動させていただき

当に、地域においてその対応ができない自治体が

むなく保護された犬や猫が第二の人生という形で
活躍をされた大変大切な事例だと思っております

め多くの皆様のお取り組みによりまして、平成十
六年には三十九万五千頭殺処分されていたものが、

たいと思います。

現在も犬、猫など殺処分が行われている中で、
このような第二の人生、新しい使命というものを

平成の二十四年度では十六万二千頭と、およそ六
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応、災害対応が困難な地域について、この後どの
ように政府として対応されていくのか、どのよう

応できないということも現実に起こってきたとい
うことを、この記事を読みながら実感をしたとこ
ろでございます。
このように、過疎地域、限界集落など、防災対

きるようにするのか。過疎地域、人口が少ないと
ころでは、その地域だけでは、自治体だけでは対

出てくるというのも現実だと思います。
東日本大震災のときにもそうでありました。こ
ういったときに、どうやって自動的にでも対応で

けられたという話もございます。そういったこと
も奨励をする、また後押しをするような制度、ま

○小宮山委員 ぜひ、対応というか、検証もしっ
かりしていただきたいと思います。
また、各地域での協定、福島の被災のときには
そういった協定を結び、大変有効に支援物資が届

対応についても、今後、しっかりと検討し、また
対応していきたいというふうに思います。

すぐに対応しにくい状況だったと思います。
今回こうしたことも検証しながら、こうした過
疎地あるいは離島の大きな災害が起こったときの

のか、今後どのような対応をされていくのか、伺
わせていただきたいと思います。
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
土砂災害に強い建築物の構造基準につきまして

るところでもあります。
この点に関しましてどのような検証がなされる

そういった中におきまして、今後、このピロテ
ィー方式、建築というものが全国一律ということ
では対応ができないという地域ができてきたんだ
ということを、今回の災害を見ておりまして感じ

うことが大変悔やまれるというようなコメントも
あったかと思います。

提言もされたようでもあります。また、建築学会
の方からも、一九九九年ですか、土砂災害防止法
ができたときの教訓が生かされていなかったとい

いう観点から、建築基準法施行令等で具体的に定
めておるところでございます。
この基準におきましては、居室を上階のみ、二
階以上のみに配置する場合には、まず、土石流に

た、先日、野党九党におきましての防災の政策担
当者の会議がございましたが、この中でも、やは
り必要な法改正は私どもも提案をさせていただき
たいと思います。

ような非常に大きなことが起きたんだと考えてお
ります。山際に近い住宅地におきましての建築構
造について大変考えていかなければならないので
はないかという思いもしております。また、今回、

よる力が作用する場所以上に居室があること、そ
れから、柱、はり、基礎を鉄筋コンクリート造と

な検討がなされているのか、お聞かせください。
○西村副大臣 大変重要な御指摘をいただいたと
思っております。
礼文島、礼文町は職員が百五名ということで聞

か、防災力をどう強化していくのかというのは、
大変重要な課題だと思っております。
もう御存じだと思いますけれども、災害対策基
本法、災対法の中で、自治体間で相互応援業務、

土砂災害防止法ができたきっかけともなった広島
での再度の災害でもございます。この点に関しま

して、その寸法や鉄筋の量を土石流の力に耐えら
れるものとすること、それから、柱の中心間距離
を四メーター以下とすることなどの措置を講じた
場合には、議員が御指摘されておりますピロティ

は、土砂災害特別警戒区域内で想定される土砂災
害の衝撃に対して建築物の破壊を生じさせないと

そういうものを強化していこうという規定を設け
たり、あるいは、このケースでは道ですけれども、

しては、建築のあり方というものも大変重要かと
思っております。
山が迫った地域での建物、また水際とかでは、
やはりピロティー方式に準じるようなこと、力を

ー形式でも土石流に十分耐えられるものとして規
定をしております。

さて、土石流や水害を考える際に、海側であれ
ば海からの津波、そして今回では山の津波という

都道府県や国からの応援も行うという規定を設け
ているところであります。
もちろん、基礎自治体が防災対策の一番の最前
線でやっていただかなきゃいけませんので、防災

分散させるというものも有効であったという話も
ございますし、また、日本建築学会東北支部長の、

いておりまして、限られたそうした人的資源の中
で、大きな災害が起こったときにどう対応するの

力の向上という観点から、我々は研修も強化をし
てきているところでありますけれども、小さい自

そういったピロティー方式の有効性というものも

これは、地域によりまして、例えば、土石流の

治体で、しかも離島ということでありますので、
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玉におりますので、なかなかその点は実感をする
のは難しいところではありますが、本日、先ほど

○小宮山委員 ありがとうございます。
今回、これは広島の方から言われた言葉ではあ
りますが、海の津波に対しての山の津波とも言え
るような状況だという表現をいただきました。埼

害に強い建築物の構造基準の周知を図ってまいる
所存でご ざいま す。

圧力がどれぐらいのものになるかというのは個別
に判断をしなければなりませんけれども、こうい
うピロティー形式の構造も含めて、今後、土砂災

さて、この点に関して、今、避難生活を送って
いらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。そ

と思います。
こういったことも含めまして、ぜひ今回の災害
を生かしていただくことを心から要望させていた
だきます。

と提言もされているようでもありますし、そうい
った命を取りとめた方々の実例というのもあるか

ちは学ばなければならない。特に、今回のような
山の津波であれば、さまざま記事にもありますが、
二階以上への避難をすることなどというのも随分

苦しい中で生活をしておられる。その生活環境の
改善も我々大きな課題だと思っておりまして、安

これまでの災害の事例を踏まえ、どのように取
り組んでいかれるのか、お聞かせください。
○西村副大臣 御指摘のとおり、避難所にまだ約
一千三百名の方が避難しておられまして、本当に

組みと精神的ストレスのケアが今後重要な課題と
なってまいるかと思います。

ういった施設なども今までもあり、一定の効果を
得たということは聞いております。
こういった、避難所の居住空間の改善への取り

点からも、間仕切りの整備であるとか、それから
簡易なベッドも幾つか入っておりまして、これも
できるだけたくさん入れたいと思っておりますし、
マットは、かなりの程度、もう確保しております。

倍総理が視察された後、御指示をいただき、被災
者支援チームを立ち上げて、県、市と一体となっ
て、そこで、さまざまなニーズ、避難所にあるニ
ーズを全て吸い上げながら対応していくという動

を直接敷く、毛布を敷いている中でのインタビュ
ーを受けている被災者の方々の映像というのを見
させていただきますと、東日本大震災のときもそ
うでした、本当に、時間がたつとともに、家に戻

それから入浴サービスも、三十分離れたところに
行かなきゃいけなかったところも、一番大きな梅

の中においては、避難所での居住環境というもの
が、時間がたつにつれ、大変厳しいものになって
いるというふうにも伺っております。
広島では学校が八月二十八日ぐらいから普通は

今回、特に夜間の豪雨ということで、暗い中で
の避難所への移動というのは大変厳しいものがあ
ったのではないかという思いもしておりますし、
その暗い中で豪雨の中で避難をしろといっても、

れない、そういった精神的なつらさとともに、体
にも大変大きな負担をかけている。これを少しで

林小学校も自衛隊が二カ所目の入浴支援を行って
くれておりますし、できる限り改善に努めている
ところであります。
今、避難所として旅館、ホテルが使えないかと

も質疑の中で出てまいりました、その土地の持つ
特性というものが地名になっていた、こういった
ことを忘れないということが今後も大切なのかな
というふうに思いますし、また、土地によって避

やはり人間は、その中に出ていくということは危
険を伴うということでもありますので、避難所に

も取り除くということは政治の責務ではないかと
いうふうに感じております。
私どもは、東日本大震災の中から、大きな犠牲
を払いましたが、大きな学ぶこともしてまいりま

いうことで早急に調査と調整をしておりまして、
できる限りよりよい環境で避難できるような体制

きを加速しているところであります。
具体的には、御指摘のあったプライバシーの観

向かうというのは難しかったんだというふうに思
っております。また、豪雨の中では防災の放送な
どが聞こえづらいなど、問題点もあるかと思いま
す。

した。この知恵というもの、福島のビッグパレッ
トでの、やはり個人を大切にする、そういった空

を整えたいと思います。何より住宅の確保が大事

始まるとも聞いておりますが、そういった中での
プライバシーの確保であったり、また、床に布団

さまざまなこの観点に関しまして、さらに検証
を加えていただくことによって、より安全に避難

間をつくるなど、建築家の堀さんが提供されたそ

難の仕方というものが違うということも実感をい
たします。

ができる体制というのを経験からしっかりと私た
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○藤井政府参考人 精神的なケアにつきましてお
答えをさせていただきます。

いずれにしても、現地本部と政府の本部、それ
から県、市と、一体となって被災者のニーズにし
っかりとお応えしていきたいというふうに思いま
す。

えるような形にしていきたいというふうに思いま
す。

でありまして、先ほど来お話しのとおり、もう既
に公営住宅は申し込みもいただいておりますけれ
ども、できるだけ早く住宅を確保して、将来が見

でもあります。大変重要なことでもありますし、
今までの経験というものを生かされるんだと思い

ります。
○小宮山委員 ありがとうございます。
今回、精神科というんでしょうか、そういった
専門のチームをつくって送られているということ

密接な連携をとりながら、精神的なケアにつきま
しても必要な支援を行ってまいりたいと考えてお

申しますと、精神的なケアは中長期的な支援が必
要だというふうに認識をしておりますので、厚生
労働省といたしましては、引き続き広島県の方と

け提供していただきたい、こんなきめ細かな取り
組みもさせていただいておりますので、ぜひ御認
識をいただきたいと思います。
○小宮山委員 御協力いただきます大家さんや協

地対策本部からも要請をさせていただいて、民間
の借り上げ、そして、あいている住宅はできるだ

います。
○古屋国務大臣 あらゆる手段を尽くして被災者
の支援をしていく。大切ですね。
実は不動産協会にも、災害対策本部、そして現

学区の問題もございます、この点に関しまして改
めて御決意のところを聞かせていただければと思

りますけれども、それとあわせて不動産関係のと
ころも御協力いただいているものですから、やは
り、空き家を有効に被災者の方に入っていただく、

方々が復興復旧される環境に入られるということ
を望んでおります。
さて、多くの方々が、今はまだ広島県の中だけ
ということになっておりますけれども、ボランテ

ます。これに関しましては、かなり長期になるか
と思いますけれども、ぜひしっかりと県と、市も
そうですけれども、対応していただきたいと思い
ます。

災害対策特別委員会で昨年行った埼玉県などの竜
巻被害のときにも、被災した自分の家の近くにい
たいということ、これの支援というものがなかな
か、県の方の負担というのがあればできるわけで

ィアの方が入っていらっしゃいます。やはり、み
ずからの健康はみずから守る。いろいろな物質が

東日本大震災に際しましては、各都道府県、指
定都市の心のケアチームが被災地の心のケアを担
ってきたところでございますが、こうしたチーム
が広く災害全般に対応できますように、事前の体

に対する専門性の高い精神科医療の提供等につき
まして、被災自治体の派遣要請に基づいて行って
まいります災害派遣精神医療チーム、いわゆるＤ
ＰＡＴを、各都道府県、指定都市に設けていただ

すけれども、空き家の活用というもの、特に今回
でいえば、もう既に空き巣被害が出たという中に

浮遊している中でもあります。そういった心得な
り、恐らく現地のボランティアセンターの受け入
れの方々も大変御苦労されていると思いますので、
その支援も含め、また、そういった方々に対しど

会の皆様に、本当に心から感謝申し上げます。
また、それが現実となって、一刻でも被災者の

くように推進をしてまいっておるところでござい
ます。

おいては、できるだけ近くにいたいという思いは
大変よくわかるものでございます。
やはり心配を少しでも減らすことというのが今
後の復興のスピードにもつながってくるんだと思

のような情報提供をされているのかも含め、簡潔
にちょっとお聞かせいただければと思います。

先ほどから、西村副大臣の方からもございまし
たし、本日も何度も出ております。また、私ども

今回の広島県の土砂災害につきましては、広島
市からの要請を受けました広島県の方がＤＰＡＴ
を避難所ごとのニーズに合わせまして順次派遣を
いたしまして、避難所の保健師の活動と連携をし

いますので、通告はしておりませんけれども、ホ
テル、旅館などは、災害協定等さまざまなことで

○谷内政府参考人

制整備といたしまして、被災地域の精神保健医療
ニーズの把握でございますとか、あるいは被災者

ながら希望者等への診察を行っているところでご
ざいます。

いつも御協力を団体の方々にもしていただいてお

お答え申し上げます。

今後につきましては、過去の災害の経験等から
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け付けをしてから活動に参加する、また、活動に
当たりましては、健康被害防止の観点から、マス

慮しているところでございます。
具体的には、ボランティアの募集に際しまして、
二次被害のおそれがある危険な地域に立ち入るこ
とがないよう、各区のボランティアセンターで受

センター、これは市の社会福祉協議会が運営して
おりますけれども、参加者の安全確保に最大限配

ボランティア参加者の二次被害、健康被害を未
然に防ぐための対策等のお尋ねでございますけれ
ども、活動を支援しております災害ボランティア

苦言を言っておりました。
私も、法案を提出した側としては大変残念でも

の議員さんが、力の誇示というんでしょうか、こ
ういう法案があればできるんだというような何か
自慢話のようなことを大きな声でされていたとい
うのを聞いた方が、大変おごりではないかという

せていただきました。
しかし、最近なんですけれども、とある自民党

させました。これは、大規模災害に対する教訓を
生かし、そして未来につなげていくということで、
生活の党も、法案の提案者であり、また賛同もさ

しての御決意をお聞かせいただき、午前中の最後
とさせていただきます。ありがとうございます。

概算要求に今回の八月豪雨の予算というものはな
かなか入れられないかもしれませんが、組み替え
も含め、さまざまな対応、あらゆる手段がとれる
んだと思います。担当大臣として今回の被害に対

ぜひこの点に関しましては、防災担当でもござ
いますが、国土強靱化の担当大臣としても、今、

をつけ、見ていただかなければ、国会で多くの議
員が党派を超えてこの災害に対して当たっている
のに冷や水をかけるようなことになりかねません。

かに復旧をさせる、この四つの目的のためにソフ
ト、ハード両面で政策に優先順位をつけて取り組
んでいくということでございます。私は、これも
まさしく防災と考え方は共通のものであるという

○古屋国務大臣 日本は災害が多い国ですけれど
も、それに打ちかつことが重要ですね。
国土強靱化と防災というのは、ある意味で両輪
だと思います。基本法と、それから強靱化基本計

害防止法があって、危険箇所が国交省の調査でも
約五十二万カ所に上った上、三分の一はまだ未指
定になっているということ。やはり、こういった
ことを早く解消する、そういったことが国土強靱

認識をしております。
今回もいろいろな課題がございました。例えば、

ありますし、このような法案の趣旨というものを
理解されていない議員さんがいるんだということ
が大変悲しく思われました。
しかし、一方でばらまきという非難がつきまと

ンティアを派遣せず、また、活動中に雨が降った
り落石があった場合には作業の中止を呼びかける
こととしておりまして、二次被害防止の観点から、
現場で活動する警察や消防の指示を受けつつ、安

化につながるんだと思っております。
また、指定されれば不動産価値が下がるという

避難勧告が遅かったのではないかとか、あるいは
気象情報が正しく伝わったのかどうか、それから、
土砂災害の指定が、危険区域、いわゆるイエロー
ゾーン、レッドゾーンの指定が遅かったのではな

ク、軍手、長靴等を持参することなどをホームペ
ージで事前に呼びかけております。また、受け付
けの際にも同様の案内を行っているところでござ
います。

全確保を最優先に活動を行っていただいていると
ころでございます。

住人の懸念というのも理解はできるんですけれど
も、やはり、命にかえられるものではございませ
ん。
この点に関しまして、強靱化法に準じてとった

いか、こういうような課題もございましたので、
しっかりこういった課題を一つ一つクリアをして、

画をつくりました。人の命を守る、致命傷は負わ
せない、被害を最小限に食いとめる、そして速や

以上でございます。
○小宮山委員 多くの方の善意そしてお力をおか
りいたしまして早く復旧されるということ、一人
ではないんだというその思いがボランティアの皆

んだと言われた議員がいるかもしれないけれども、
予算案を見てたどっていったら誰々議員なんてい

教訓として、さらに強い国土、そして地域、企業

うのも、この法案の現実でもございます。
今回わかったことは、全国的に見ても、土砂災

様とともに共有されることを願っております。
さて、最後になってまいりましたけれども、昨

うようなことのないように、しっかりと優先順位

また、ボランティア活動を行うに当たりまして
は、避難指示地域、避難勧告地域についてはボラ

年、国土強靱化法をこの委員会におきまして通過
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体をつくっていくということが私たちの責務だと
思います。
委員のお考えもしっかり真摯に聞きながら、今
後とも対応していきたいというふうに思います。
○坂本委員長 本日は、これにて散会いたします。
午後零時四十六分散会
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