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致していると思うんですよ︒

で何か考えなきゃいけないだろうという思いは一

すよね︒これは多分︑恐らく与野党超えて︑そこ

○紙智子君 そこで終わるというのは駄目なんで

す︒

携しながら全力で取り組んでまいりたいと考えま

います︑被災地の声をお聞きし︑地元自治体と連

の経過とともに疲れも大きくなってきていると思

く安心した生活を送ることができるように︑時間

した病院の早期の復旧は地元の地域の住民の方の

関の浸水被害の問題でございますけれども︑被災

○政府参考人︵福島靖正君︶ 医療機器︑医療機

生労働省︑対応ありますよね︑これ︒

これすべきじゃないかと思うんですけれども︑厚

と離農ということにもなりかねない状況だという

く上でも︑食料を供給する上でも︑これ放置する

証がないと︒そうすると︑地域の農業を守ってい

害で収入が絶たれると︑来年すぐやれるという保

るわけですよ︑もう既に︒それで︑今年は水害災

ということを把握をしながら︑いろいろと考えて

ますけれども︑様々︑どのような声︑また現状か

での︑農業共済制度のスキームはスキームであり

重なっているというような︑このような状況の中

明がございました︒これは︑災害が収穫最盛期と

また︑今︑農業共済制度のスキームについて説

できる範囲でできるだけのことをしていきたいと

の対象となるもの等々限りがございますけれども︑

をしてまいりたいと考えております︒まず︑施設

を補填することで今後医療機関施設の復旧の支援

復旧費補助金を通じて必要な支援を︑経費の一部

厚生労働省といたしましては︑医療施設等災害

健康を守るために重要であると認識しております︒

それで︑去年は米価が暴落して赤字背負ってい

ふうに思うんですよ︒

まいりたいと思います︒

考えております︒

それで︑収穫後に倉庫に保管した米が浸水した

○紙智子君 是非よろしくお願いします︒

というのは︑これは農家の責任じゃないわけです

大臣︑ちょっと一言︑いかがですか︒

のことは強く要望しておきたいと思います︒

っと繰り返しまた同じ答弁されると困るので︑そ

るべきだというふうに思うんです︒これは︑ちょ

っぱりこれ営農が続けられる支援の枠組みを考え

たわけで︑そういうことが原因なわけだから︑や

には低くてちゃんと修復していないところもあっ

そこの挟まれているところに位置していて︑水が

川の支流と︑小貝川ってもう一つあるんですけど︑

は伝えて移したんですけれども︑やっぱり︑鬼怒

すね︒病名とか使っている薬とか︑最低限の情報

に移送したと︒電子カルテが全てダウンしたんで

から自衛隊と海上保安庁の力を借りて近隣の病院

ですね︒中川院長は︑入院患者さんを十一日の朝

師会病院と附属する看護学校からも話を聞いたん

被災者の方には心からのお見舞いを申し上げます︒

なりになられた方たちの御冥福をお祈りし︑また

まず︑この場を借りて︑今回の大災害でお亡く

所属の田中茂です︒

○田中茂君 日本を元気にする会・無所属会︑無

を終わります︒

大事な拠点ですから︑御支援をお願いして︑質問

言っておられましたし︑是非︑命に関わる地元の

何としても復活したいというふうに院長先生も

○紙智子君 時間になりました︒

○国務大臣︵山谷えり子君︶ 政府といたしまし

一気にあふれてきて︑一階は完全に水没して︑Ｃ

最後の質問なので︑大分重なっております︒そ

最後にもう一つだけなんですけれども︑きぬ医

ては︑発災直後から︑地元自治体と連携しながら

ＴとかＭＲＩとか電気機器︑それから書類が水没

よね︒鬼怒川の越水があって堤防が決壊した︑中

一丸となって災害応急対策に取り組むとともに︑

序が若干変わりますので︑その辺もお許しいただ

の辺はお許しいただきたいのと︑通告とは質問順

して使用できなくなったと︒
浸水で被害を受けたこの機器類などへの支援︑

物資の確保︑心身のケア︑住環境確保等の支援に
努めてまいりました︒被災者の方々が一日でも早

- 36 -

災害対策
平成２７年９月２４日

十二日に二百四十︑十三日に二百九十三︑十五日

流出袋数の推移を調べますと︑十一日に八十二︑

いわゆるフレコンバッグでありますが︑これ︑

出について質問させていただきます︒

から質問がありましたが︑それの除染廃棄物の流

性物質の怖さに麻痺しているのではないか︑危機

のそのような報道に接すると︑管理する側が放射

廃棄物の流出もあり︑あと︑先ほども東電の漏出

東日本大震災から今年四年半過ぎて︑今回の除染

○田中茂君 まあ環境省ということでしょうが︑

ているということでございます︒

ますので︑その最終的な管理責任は環境省が負っ

をしている除染作業によって生じたものでござい

強化をしたいと考えております︒

情報を迅速かつ確実に伝達するための連絡体制も

計されるようにいたします︒あわせて︑災害時の

に対して︑毎日袋詰めをした数等が報告され︑集

把握につきましても︑下請の工事事業者から元請

してまいりたいと思っております︒また︑数量の

したりロープで固定するなどといった措置を徹底

や出水が予想される場合には事前に高台などに移

ては優先的に仮置場等に運び出す︑あるいは豪雨

きたいと思います︒

に三百九十五︑そして先ほどの御説明では四百三

管理意識が薄くなってきているのではないかと思
それぞれ︑今後の管理について︑流れ出た汚染

に対して指示を発しているところでございます︒

底するため︑先週十七日に全ての除染工事受注者

まず最初に︑福島県の飯舘村︑先ほど増子先生

十九袋だということで︑三百九十八が回収された

わざるを得ないわけであります︒

豪雨が予想される場合は︑袋をロープで固定した

物質を含む対応をいかにするのか︑お聞かせいた

○田中茂君 今回の災害︑特別警報が出るぐらい

これらの再発防止策につきましては︑これを徹

とのことでありましたが︑望月環境大臣は︑今後︑
り仮置場に優先的に移動させたりするなど︑再発

だきたいと思います︒

いうロープで固定するとか考えてもよかったので

防止策を徹底させたいとした上で︑いずれも最近

実施に当たりましては︑当然︑放射性汚染を扱い

はないかと︑私︑そう思っております︒それだけ

の災害であったわけですから︑誰か一人でもそう

低く︑周辺環境への影響はほとんどないと述べら

ますので︑電離放射線障害防止規則でございます

の危機意識を持って是非とも対応していただきた

○政府参考人︵高橋康夫君︶ 今回の除染工事の

れておられます︒しかし︑放射性濃度の低さとか

とか除染ガイドライン︑あるいは除染等工事共通

刈り取られた草などで︑放射性物質濃度は比較的

影響のなさとかの問題ではなく︑ずさんな管理体

いと︑そう思っております︒

次に︑阿蘇山の噴火について質問させていただ

仕様書等︑定めにのっとりまして︑作業員への安
全教育あるいは現場の安全管理を行っておりまし

制が問題ではないかと︑そう思っております︒
そこで︑この除染された袋の管理責任は一体ど

しかしながら︑今回の事態を顧みますと︑現場

辺で毎年のように噴火を繰り返し︑噴火活動が一

近年︑阿蘇山では中岳の山頂にある第一火口周

きます︒

が︑何か︑私︑ちょっとその責任者がどこなのか

の危機管理の不徹底あるいは情報伝達の遅れなど︑

年余りにわたって続くこともあるわけであります︒

た︒

はっきりしていなかったので︑ちょっとお聞かせ

反省材料も多々ある︑改善すべき点があったと認

こなのか︒先ほど増子先生もお聞きになりました

いただけませんでしょうか︒

識してございます︒

今回︑河川に流出しました土のう袋でございま

あるエリアに一時置きをする土のう袋につきまし

このため︑まず工事現場では︑浸水のおそれが

したが︑噴火︑これ七分後ですかね︑五分後以内

始され︑今回初めて気象庁は噴火速報を発表しま

そこで︑本年八月四日から噴火速報の運用が開

○政府参考人︵高橋康夫君︶ お答えいたします︒
すけれども︑これは飯舘村で環境省が直轄で実施
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げていただきたいと︑そう思っております︒

が多くなると思うので︑是非スピードと精度を上

このような形で定着していけば登山者など聞く人

あと防災行政無線などを伝達手段としていますが︑

これは︑ラジオやスマートフォンの専用アプリ︑

ったのではと︑そう思っております︒

目標は五分以内なので︑初めてとしては上出来だ

ということも何か発表をされたみたいですけど︑

教授によれば︑ガス噴出量も口永良部島や桜島よ

おかしくない状況だったと述べられております︒

に二十一年ぶりに噴火した︑いつ噴火が起きても

八月に噴火警戒レベルを二に引き上げ︑同十一月

教授ですか︑阿蘇山は火山性微動が頻発し︑昨年

○田中茂君 京都大学の火山研究センターの大倉

携して伝達手段の多重化に取り組んでまいります︒

火速報を確実に伝達するため︑地元自治体等と連

を行ってまいります︒また︑登山者や住民等に噴

す︒

警戒レベルを二に引き下げ︑現在に至っておりま

ったことから︑平成二十五年十月二十二日に噴火

の活動も低下し︑火山活動は落ち着いた状態とな

の深部からのマグマの供給は停止し︑新燃岳浅部

により︑新燃岳の北西地下深くのマグマだまりへ

年九月七日を最後に噴火はなく︑ＧＮＳＳの観測

ら半径二キロの範囲といたしました︒その後︑同

ベルを三に引き上げ︑警戒が必要な範囲を火口か

庁が噴火を確認した後︑噴火した事実を直ちに発

○政府参考人︵西出則武君︶ 噴火速報は︑気象

ただきたいと思います︒

ったが︑まだ予断は許さない状況だとも述べられ

っしゃっておられます︒噴火後︑振動の数値は戻

は観測所の振動を示す数値が急に倍になったとお

りも多く︑噴火直前の十四日午前九時二十分頃に

する火口周辺警報を発表いたしましたが︑その後

二十六年十月二十四日に噴火警戒レベル二に相当

五年十二月以降火山活動が活発化したため︑平成

また︑えびの高原の硫黄山周辺では︑平成二十

そこで︑今後の修正点などを含めてお聞かせい

表する情報であります︒阿蘇山のようにふだんか

に噴火警戒レベル一に相当する噴火予報に引き下

火山活動が低下したため︑平成二十七年五月一日

えると思います︒この点も考慮して警戒体制には

げました︒それ以降︑一時的な火山性地震の増加

ておられます︒紅葉シーズンを迎え︑行楽客も増

模を上回る噴火が発生した場合に発表することと

万全を期していただきたいと︑そう思っておりま

等はありましたが︑現在は落ち着いた状態となっ

ら噴火している火山につきましては︑ふだんの規
してございます︒

す︒

模の大きな噴火であると判断いたしまして︑九時

これらのことから︑今回の噴火がこれまでより規

さらに地震計等でも大きな振幅を観測したこと︑

七分に︑噴煙の高さや広がりが大きくなったこと︑

状況を厳重に監視し続けていたところ︑九時四十

監視カメラで確認いたしました︒その後︑噴火の

○政府参考人︵西出則武君︶ 霧島連山の一つで

す︒

のようになっているのか︑説明をお願いいたしま

わけであります︒霧島連山の火山活動はその後ど

年に大爆発をした新燃岳など霧島連山が気になる

部島︑桜島︑その次︑阿蘇山とくれば︑二〇一一

そこで︑次に質問させていただくのは︑口永良

留意という状態であります︒

現在は︑噴火警戒レベル一︑活火山であることに

の旨を十八日に臨時の解説情報で発表しました︒

いたしました︒その後︑活動が低下したため︑そ

六日に臨時の火山の状況に関する解説情報を発表

直下を震源とする火山性地震が増加したため︑十

このほか︑御鉢では︑先週十五日から御鉢火口

気象庁は︑今回の噴火の発生を九時四十三分に

五十分に噴火速報を発表いたしました︒

あります新燃岳は︑平成二十三年一月二十六日に

ております︒

気象庁では︑今後も引き続き噴火の状況の厳重

マグマ噴火が発生し︑気象庁は同日︑噴火警戒レ

なお︑九州地方では︑霧島連山のほか︑五月二

な監視︑適切な判断の下に迅速な噴火速報の発表
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次に︑今回の宮城︑茨城︑栃木の大雨災害につ

いていただきたいと︑そう思っております︒

いますので︑その辺は是非ともよく警戒をしてお

ありますので︑その辺︑皆さんも不安があると思

○田中茂君 ありがとうございます︒川内原発が

適時適切な情報発表に努めてまいります︒

て火山活動をしっかりと監視していくとともに︑

気象庁では︑引き続き個々の火山の特徴に応じ

それぞれの火山のマグマだまりは独立しておりま

四日に阿蘇山に噴火警報を発表しておりますが︑

十九日に口永良部島︑八月十五日に桜島︑九月十

て︑連絡が付かない方の人数を公表したというふ

つきましても︑そのような中で情報の把握がされ

というような形にしておりまして︑今回の対応に

が一元的に集約︑調整して︑そこから情報を出す

災基本計画を改正して︑人的被害情報を都道府県

まえまして︑本年七月の中央防災会議において防

の広島の土砂災害あるいは御嶽山の噴火災害を踏

例えば︑行方不明の例で申し上げますと︑昨年

常に重要なことだというふうに考えております︒

えば人的被害の情報等︑一元化をしていくのは非

災害応急対策に混乱をもたらさないように︑例

○政府参考人︵加藤喜君︶ お答えいたします︒

のように考えておられるのか︑お聞かせください︒

てお聞かせいただけませんでしょうか︒

警報も意味を成さないわけなんで︑その辺を含め

なんですが︑注意報や警報がなければ結局は特別

これは特別警報だけじゃなく注意報や警報もそう

そこで︑特別警報が確実に住民に伝えられる︑

自体を考え直す必要があるのではと考えます︒

構築など︑特別警報のピラミッド型情報伝達方式

を国が自動的にチェックできるようなシステムの

治体に任せず︑避難指示を住民に出したかどうか

ことなど︑そういう状況も考えられますが︑各自

すが︑確かに緊急事態で時間的制約や対応人員の

っぱいであったと︑そのようにおっしゃっていま

常総市は︑若宮戸地区の越水などの対応で手い

と聞いております︒

いてでありますが︑今回の一連の状況を見てみま

うな形を取っておりまして︑県の対策本部のとこ

す︒

すと︑要は連絡の遅さとか不徹底︑あと誤った誘

に提供されると同時に︑気象庁から都道府県等を

○政府参考人︵西出則武君︶ 気象庁が発表する

このようなこともございますけれども︑いずれ

通じて市町村に伝えられます︒そして︑市町村か

ろで一元化をして調整をするという形で整理をし

った情報によって皆さん間違った対応をしていく

にしましても︑今回の災害︑いろいろ課題もござ

らは防災行政無線やメール等の手段により住民へ

導︑誤報などが指摘されているわけであります︒

わけでありますので︑その情報をいかに的確に正

いまして︑災害対応の在り方について検証はしっ

の周知の措置がとられると承知しております︒こ

警報等の防災気象情報は︑気象庁からテレビ等の

確な情報を得るかというのが最も大事な点だと︑

かりと進めてまいりたいというふうに思います︒

のように︑複数の経路を活用することで情報伝達

ておりまして︑今回もその整理に沿った対応がな

そう思っております︒

○田中茂君 是非とも検証は徹底的にやっていた

の確実性を高めているところです︒

先ほども皆さんおっしゃっているように︑情報と

そういう中で︑今回は県と市で情報が共有でき

だきたいと思いますが︑その一つの中で︑特別警

報道機関や気象庁ホームページを通じて広く住民

ないような状況であったと思っております︒それ

報︑これは確実に住民へ伝えられるべきであると︑

九月十日七時四十五分の特別警報発表の約三時間

されているというふうに思います︒

で一番困るのは住民であるわけです︒これに国ま

そう思っておりますが︑現実には伝えられず︑避

前であります四時二十五分に︑地元の水戸地方気

いうのがいかに大事か︑この情報によって︑間違

で加わると︑より情報が錯綜する可能性も出てき

難勧告や避難指示も出されていない地区があった

今回の茨城県への大雨特別警報発表に際しては︑

ます︒そこで︑災害時の情報の一元化についてど
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気象庁では︑気象庁本庁と地元の水戸地方気象台

機感の周知も図ったところでございます︒また︑

階からの防災対応と︑自治体を通じた住民への危

ているという危機感をお伝えし︑自治体の早い段

象台から常総市に直接電話で記録的な大雨となっ

だきたいと︑そう思っております︒

が伝わるようなシステムを是非とも構築していた

式︑住民への伝達方式を徹底的に検査して︑それ

ますので︑その辺を含めて︑是非ともその伝達方

伝達できるか︑そこに懸かっていると思っており

警報であり注意報を︑いかに正確にそれを住民に

っております︒

身に付けた人材の育成が不可欠だというふうに思

活動を行う上での前提の知識あるいは対処方法を

の事例あるいは災害発生上の特性を踏まえた防災

迅速かつ的確な災害対応を実施するのは︑過去

っているところでございますけれども︑一方で︑

このように︑特別警報について確実な周知を図

余りしないと︑そう思っております︒自治体は住

ですが︑それ以上のことをやはりやるというのは

ております︒しかし︑どこの自治体でもそうなん

ップを作り︑全戸の市民に配布していたとも聞い

次に︑その常総市はしっかりとしたハザードマ

した首長のトップセミナーというのもしておりま

ころでございますし︑大臣から御発言いただきま

とかあるいは全国各地で防災研修も進めておると

りますけれども︑それ以外にもＯＪＴの研修です

で︑昨年度まで千七十人の方に受講いただいてお

二十五年度より︑有明の丘の施設を活用した研修

今先生から御指摘のございました︑内閣府では

でそれぞれ記者会見を開催し︑報道機関を通じて

特別警報が発表された段階では既に命を守る緊急

民にどのように活動してもらうかに知恵を絞るべ

す︒そのほか︑この研修の充実を図るために検討

住民に直接情報が届くよう努めたところでありま

の行動が求められる事態となっております︒この

きなのに︑それをしていなかったということであ

す︒

ため︑気象庁としては︑早め早めの大雨に対する

会を開催をいたしておりまして︑カリキュラムの

見直しですとか︑あるいはｅ︱ラーニングとかそ

ります︒それどころか︑常総市の場合は自らもハ
ザードマップに反した行動を取っております︒

警戒︑防災対応行動を取っていただくよう︑気象
情報︑注意報︑警報等の防災気象情報を段階的に

学の防災総合センターの牛山素行教授が︑特別警

○田中茂君 今おっしゃったように︑実は静岡大

住民への伝達に努めてまいります︒

係機関と連携協力し︑防災気象情報のより確実な

報が住民に確実に伝わるよう︑今後も引き続き関

気象庁としては︑特別警報を含め︑防災気象情

るようですが︑常総市の対応を見ると︑もっとこ

されました︒一テーマ五十人と定員が限られてい

成研修を毎年実施していると︑そのように御説明

指定公共機関の職員向けの防災スペシャリスト養

これまでの大災害の経験から︑国や地方公共団体︑

で︑先ほど大臣も説明をされましたが︑政府は︑

と学んでほしいと︑そう思っておりますが︑そこ

国︑県︑あと市町村︑それが三位一体となって情

○田中茂君 是非とも︑研修センターを通じて︑

えております︒

る資質の向上に努めてまいりたいというふうに考

保を図って︑首長及び防災担当職員の防災に関す

うに︑今後とも研修内容の充実あるいは機会の確

公共団体が迅速かつ的確な災害対応を行えるよ

ういうことも使えないかとか︑いろんなことを検

報は既に災害が起きたか起きつつあるという防災

の事業の活用ができないかと︑そう思うのですが︑

報網を明確に︑正確に伝達できるような体制を是

これを反省点として︑国や各自治体もしっかり

気象情報で︑そこまで何もしていなければ手遅れ

いかがでしょうか︒

非ともつくっていただきたいと︑そう思っており

発表しております︒

になる情報だと考えると︑まさにそうおっしゃっ

○政府参考人︵加藤喜君︶ お答えいたします︒

討させていただいております︒

ているわけで︑何が一番大事かというと︑やはり
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雨のみではなく︑かつてはほとんどなかった現象

が通用しない気候となっておるわけであります︒

か言われておりますが︑とにかくこれまでの常識

よるものだとかエルニーニョ現象によるものだと

近年際立ってきておるわけであります︒偏西風に

最後に質問させていただきますが︑気候変動は

持ってやっていただきたいと︑そう思っておりま

おりますので︑その点︑是非ともそういう意識を

しますが︑危機管理は初動が最も大事だと思って

○田中茂君 時間が来ましたのでこれで終わりに

ております︒

となって被害の最小化を図ってまいりたいと考え

常に最新の科学的知見を取り入れつつ︑政府一丸

ハード整備とソフト対策︑適切に組み合わせて︑

の竜巻の被害も多くなっております︒豪雪の被害
す︒

ます︒

も毎年のようにあるわけであります︒豪雨と同様︑

ありがとうございました︒
○委員長︵秋野公造君︶ 本日の調査はこの程度

豪雪が通常の状態になりつつあるわけであります︒
今回も五十年ぶりの大雨だと言われましたが︑今

にとどめ︑これにて散会いたします︒
午後四時五分散会

後は︑気候変動の要素を考えれば毎年起こっても
おかしくはないわけであります︒
予算や時間との兼ね合いなどもありますが︑今
後の自然災害対策は︑今回の災害をより分析し︑
気象学や河川工学の新たな研究などを取り入れた
総合的な対策づくりを必要と考えますが︑この点︑
大臣に御意見をお聞かせください︒
○国務大臣︵山谷えり子君︶ 近年︑極端な雨の
降り方が顕在化していますが︑今後もこうした大
雨による降水量が増加し︑全国の河川において施
設規模を上回る洪水の発生頻度が大幅に増加する
と見られております︒
このため︑堤防等の着実な整備に加え︑洪水が
発生した場合にも︑氾濫水を迅速に排除するため
の排水門の整備︑情報伝達や防災訓練の充実等︑
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