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防災支援委員会 (講演会 ：連続研修会 ) 聴講 報告 （案） 

（我が国の災害法制度を学び検証する 第 4回研修会(国土強靱化法と復興基本法） 

・作成日： 平成 29年 01月 05日 

・作成者：（四国本部：建  設  ） 林 宏年 

・進 行 ：（統括本部：上下水道）松山 正弘 

・撮 影 ：（統括本部：建  設  ）國安じゅん子 

・編 集 ：（統括本部：原子力・放射線）阿部定好 

 

標記を聴講致しましたので，下記のとおり報告致します。 

 

１．日 時 ： 平成 28年 12月 08日(木)18:30～20:00 

 

２．場 所 ： 葺手第二ビル 5F  会議室 

 

３．主催者等 ：  

  ・主 催 者   ： 防災支援委員会 

  ・Ｗｅｂ協力  ： 7地域本部（東北、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州） 

 

４．講 演 者 ： 佐藤 隆雄氏 (国立研究開発法人 防災科学技術研究所 客員研究員) 

 

５．講演内容 ： 

  「我が国の災害法制度を学び検証する」 ～予防・応急・復旧・復興・被災者支援～ 

  第 4回 ： 国土強靱化法と復興基本法 

 

６．参 加 者 ： 会員 56名、一般 0名 

 （内訳） 

  統括本部申込者数：35名⇒（会員：35名、一般： 0名） 

  Ｗｅｂ申込者数  ：21名⇒（東北：1名、北陸：1名、中部：2名、近畿：5名、 

中国：5名、四国：3名、九州：4名） 

 

7．配布資料 

 (1) 法令研修の概要 (概要書、講演会アンケート、CPD行事参加票) 

 (2）講演資料 

   「我が国の災害法制度を学び検証する～予防・応急・復旧・復興・被災者支援～」 

   第 4回 ： 12月 08日(木)＝国土強靱化法と復興基本法 
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8．講演 

8.1概要 

 まず、防災特別支援委員会の上野委員長から、今まで災害対策基本

法や災害救助法、被災者生活再建支援法について法律の勉強をしてき

たが、今回は、国土強靭化基本法と復興基本法について、佐藤隆雄先

生の講演から技術士として技術だけでなく法令にも強くなっていただ

けるよう今日もしっかり勉強していただきたいと思います、との挨拶

があった。 

 その後、講演が実施され、講演終了後、講演者と参加者との質疑応

答へと続き、終了した。 

8.2【講師紹介】 

 第 4回になるため、講師の紹介は省略した。 

8.3【講演内容】 

(以降、発表用のパワーポイントの参照シート番号を、Cf. n：と表記する。) 

・Cf-2： 我が国の災害法体系 

（今までの振り返り） 

  いよいよ最後の講習になります。これまで災害対策基本法から始まって災害救助法、

被災者生活再建支援法の住家被害認定調査までやってきた。 

  災対法が予防まで入っており、災救法は発災後のさまざまな支援について国がどこ

まで支援してくれるのかといった点について学び、法律のかかえる問題点や様々な課

題について議論してきた。 

・Cf-3： 災害法の対象範囲 

（特別立法によらない法律で復興に対応） 

  復興基本法は、復興に関する初めての法律である。今年（2016年）四月の熊本災害

が、この「復興基本法」が適用第一号の災害となった。 

→今までの法律では、「大きな災害が発生する度に、特別立法によりそれなりの復

興への対応をしてきた。」 

（社会資本基盤の耐災性を見える化） 

  「国土強靭化基本法」は、大規模自然災害の発生や笹子トンネル天井板落下事故

（2012年 12月）等を契機に、社会資本基盤の対災化を図ることを目的として制定さ

れた。予防対策(たとえば家屋の転倒防止や耐震化など)を具体的に掲げ、起きてはな

らない最悪の事態を回避するためのプログラムの進捗を管理しつつ定量評価を実施

する仕組みを持つ、これまでにない法律である。 

・Cf-4： 国土強靭化基本法 

  強靭とは強くてしなやかであるということ。 

（法律の所管） 
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 国土強靭化法は国土交通省ではなく内閣府防災担当が所管する法律である。 

（基本理念） 

①  国土の１極集中によるぜい弱性の是正 

  戦後の国土経済政策の検証を元に、多極分散型の国土の形成を指向する。 

② 複数国土軸の形成 

   国土強靭化基本計画は国が作り、広域国土強靭化計画は三大都市圏や地方整備局

レベルで作成する。その後、都道府県の計画が策定され、市町村の計画策定と続い

ていくことになる。この法律ができた当初三年間を集中期間として 15 兆円を投入

することとしていたが、実際はそれほど投入されていない状況である。 

③ 大規模災害の未然防止、被害拡大防止、国の政経、社会活動の持続可能性の確保 

のための対策の実施 

・Cf-5： 国土強靭化基本法に関する基本施策 

（国の施策） 

  国は以下の 12 の施策を手掛け、下位の施策を今後、都道府県や市町村が作ってい

くことになる。分解すると、具体的に 48の項目になる。 

①東日本大震災復興推進、②大規模災害発生時の円滑・迅速な避難・救援活動、避

難路・緊急輸送路の整備、③大規模災害に際し、強靭な社会基盤の整備(建物の耐震化・

木造市街地の改善)、国家機能の代替性(霞が関がやられた時の八王子や大宮への代替

機能)や④保健医療・福祉の確保、大規模災害時の派遣医療などの整合を図ること、⑤

エネルギーの安定供給確保(地域自然エネルギーの利用や原発の安全利用を含む)、⑥

情報通信の整備(スマホ等多様な通信手段の確保)、⑦物資の供給の確保(流通業者の活

用)、⑧高速交通網・リニア網の整備、⑨経済網の維持・向上(国際的な観点で交流を

図る)、⑩農林水産業の振興、⑪離島振興法に基づく離島の振興、⑫地域共同体維持(地

域コミュニティ崩壊に対する維持・活性化)など 

・Cf-6： 国土強靭化基本法の推進体制 

（推進体制） 

  国では、すでに国土強靭化戦略本部(国民運動本部)が立ち上がり、年に 2，3回オー

プン参加によるワークショップを開催している。国は、千葉県旭市(？)をモデル地区

として、計画を策定中である。 

・Cf-7： 国土強靭化基本法の基本計画の概要 

（各プログラムの進捗を管理しつつ、定量評価を実施するアンブレラ計画） 

・国土強靭化の策定指針は、先ほどの 12 項目(具体的には 48)になるが、アンブレラ計

画といわれるものとなっている。 

・基本は、ぜい弱性評価、施策分野ごとの推進方針(国のすべての省庁の強靭化に関する

施策)が示されている。 

・計画の推進は、PDCAにより実践しながら絶えず見直しを行っていくものとなってい



4 

 

る。 

・おおむね 5年ごとに計画の見直しを行っていくこととしている。 

・起きてはならない最悪の事態を回避するためのプログラムの推進計画を毎年、来年の

アクションプランとして推進を強化して策定することにより、各プログラムの進捗を

管理しつつ定量評価を実施する仕組みになっている。こんなところまで書かれている

法律は見たことがなく、法律作成の総括者は災害論だけではなく自然災害に対するぜ

い弱性評価のリスク論にも長けていることがうかがえる。 

・Cf-8： 国土強靭化基本法の理念と運用上の課題 

（理念のすばらしさ） 

・都市のリスクや社会資本である鉄橋や笹子トンネル天井板落下事故、下水道などの経

年的な劣化についても、絶えずぜい弱性を評価する 

・何年耐えられるかについて計算することまで、きちんと計画の中で求めている。 

（運用上の課題） 

・この計画を作ったら、5年ごとに見直しを実施しなければならない。 

・Cf-9～Cf-12： 基本計画と地域計画 

（市町村が実施する地域計画） 

・強靭化基本化計画の 2分野に基づき、市町村は計画を作成する。 

・PDCAを回す自治体にとって金のかかる計画になっている。 

・橋、道路、住宅かなどのリスクを特定して、どのリスクの改善を図るべきかとその現

状を分析し、ぜい弱性を改善するための目標と値を出して実行にあたり優先順位をつ

け実施し、全体の実行結果を評価していくことを繰り返していく。 

・Cf-13： 国土強靭化アクションプログラム 

（地方の進捗状況） 

・国が示した強靭化アクションプランは、地方ではまだ整備できていない状態である。 

・Cf-14： 国土強靭化地域計画策定ガイドラインの概要 

（ガイドラインによる計画策定における留意点） 

・ガイドラインでは、地方も国と同様なものを作るように示されている。 

・災害を防ぐには、二次災害を防ぐための対策が必要である。 

・ものが壊れないようにするのではなく、緩やかに壊れていくことを目指すため、リス

ク評価した上での計画であり目標値を示す必要がある。  

・Cf-15～Cf-17： 重点プログラム 

（策定の手順） 

・計画については、9項目を記載 

・策定の手順はステップ 1からステップ 5まで記載する。 

・15プログラムの重点実施事項が示され、行政機能の保全（業務継続計画の策定）、住

宅市街地の耐震化、建物の長周期対策、金融分野、情報通信分野、流通、加工分野な
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どの BCP 策定推進、研究開発分野に関する自然災害、老朽化対策に資する優れた研

究開発など技術者の役割にかかわるものまでが対象となっている。 

（技術士会の担うべき役割） 

・上記事項が安価に実現できれば、自治体も安価な委託費用で済むため、技術士会が担

うべき大きな役割が含まれている。 

・Cf-18～Cf-24： 国土強靭化法推進に向けた当面の対応 

（国の対応状況） 

・省庁の連絡会議が作られている。 

・検討委員会の報告が出ているが、内容を読むと基本的な考え方や方針を示しているだ

けで計画そのものについては述べられていない。 

・戦略計画はまだできていない。 

・Cf-25～Cf-35： 国土強靭化法の条文 

法律全文を掲げているので、参考にしてほしい。 

（地域計画策定の推進のための着眼点） 

・この法律に基づいて、地方自治体に 3ヵ年で計画を作れといった場合、国の補助金を

用意すると議会の承認をとりやすい。 

・1/3 でも 1/2 でも補助があると承認がとりやすくなるので、国が補助金をつけて策定

を推進することが望ましい。 

・Cf-36～Cf-38： 復興基本法と改正の概要 

復興基本法は、平成 25年ころから何回か議論され、最終的な策定は平成 27年 6月。 

（条文の構成） 

・構成は、第 5章まであり、第 1章が総則、理念、目的、第 2章に復興対策本部の設置

と基本方針の決定、第 3章以降に復興までの特別な組織、復興計画の策定について書

かれている。 

（改正概要） 

・現行法の規制緩和について、新たに法律で定められたことが書かれている。たとえば、

復興住宅に関して復興計画に書かれると都市計画区域以外、農地法の範囲でも建てて

いいとの除外規定を設けることで、復興住宅の整備が格段にやりやすくなったこと、

店舗などについても適用除外が可能となる可能性が高くなった。 

・Cf-39～Cf-52： 復興基本法の条文 

（法律のマイナス評価） 

・基本理念の中で、今までの災害の経験や地域のコミュニティの実態を踏まえてつくっ

ていくことや暮らしの再生が最も重要であることが書かれているが、過去の特別立法

で対応した経産省と中小企業庁による仮設店舗を無償で貸与するような具体的な内

容は示されていない。 

・熊本災害が復興基本法の適用 1号になったが、先述のような具体的な内容を要望しな
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がら特別立法で実現できるよう、関係する国会議員等が検討しているところである。 

（法律のプラス評価） 

・復興一体事業が創設され、土地区画整理法の公共事業分の全面土地買収型区画整理の

盛土型は、津波推進事業としてメリットがある。 

・復興基本法は地元自治体の権限が強化拡大され、復興事業が推進しやすくなり、土地

利用法の適用除外が可能となった。 

・Cf-53： ディスカッションペーパー 

国土強靭化法と復興基本法に関する私の思いを

皆さんに語らせてもらった。 

（問題提起）  

・国土強靭化法は大変すばらしい法律ですが、計

画を作るうえで大変なことがあり、技術士会の

専門の技術者の出番があると考えられる。 

・営業活動を含めて、ぜひ受注して計画策定を安

く作ってあげてほしい。 

・策定段階では、強靭化策定検討委員会のような

ものを作って、検討していってほしい。 

・復興基本法については、内容を読んでこんな法律ができたのかといった程度に理解し

ていけばいいと思うが、災害ごとに支援が必要となる対象が異なってくることから、

やはり特別立法が必要かと思われる。かつての商業復興、災害復興に関する細かい支

援策は本当の意味での復興支援法になる。 

・そのつど特別立法を作っていったほうがいいのか迷っているが、皆さんの意見を聞き

たい。 

 

8.4【質疑応答】 

統括本部 

統括本部は質問がないようなので、地域本部のほうから質問を受けたいと思います。北

から順番に行きたいと思います。 

東北本部  なし 

東北本部  なし 

北陸本部  なし 

中国本部 古川氏 

 Q：国土強靭化法によるソフト対策の中で、避難計画なんかでダブるようなことはないの

か。地域防災計画で避難計画をうたっているが、国土強靭化計画で避難に関するハー

ド対策との関係をどのように考えていったらいいのか。 

 A：特に、兼ね合いについて触れられていない。ダブってもかまわない。国土強靭化計画
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では津波避難タワーや避難ビルを作るのがハード対策、同じく、地域防災計画では今

までの防災行政無線によるスピーカーによる情報伝達から、それに変わる高度な情

報伝達体制にして衛星電話を使うといった書き方に重きを置いている。 

近畿本部 福岡氏  

 Q：10ページに関して、主な事例を紹介してほしい。 

 A：国土強靭化アクションプログラム 2012 に一部例が示されています。津波避難ビル・

タワー、サプライチェーンの整備率の向上、大企業・中堅企業の BCPの策定に対す

る目標を掲げ、何年までに 100 パーセントなりにするといったものがあります。目

標計画を立てています。こういうことでよろしいですか。内閣府のホームページを見

ていただくと、詳しく出ています。 

四国本部 なし 

九州本部 寺地氏 

（災害復興基本法に基づく熊本災害復旧事例を報告） 

熊本地震があり災害復興基本法の適用第一号とのことですが、第 43条 2項の部分で、熊

本と阿蘇を結ぶ直轄国道と補助国道、主要地方道の 3 つのルートがあり、国道は直轄で復

旧、補助国道にかかる阿蘇大橋の落橋は本来管理者の国が復旧事業を実施し、主要地方道の

俵山ルートは本来熊本県が復旧すべきものですが、災害復興基本法に基づき国が代行で復

旧を行っております。また南阿蘇への市町村道も国が代行で復旧を行っている事例を報告

します。県の土木部の方と会ったときに、熊本県では今回、復興基本法に基づく災害復興基

本計画はできていないので、理念は県の復興プランをベースにしながら、それぞれ自治体等

で都市計画関係の復旧整備方針を作って進めています。 

 

8.5参加者からの感想等（氏名、内容の公表の了解を頂いた主な方等） 

講演関連 

 統括本部；今、地盤品質判定士会として、熊本地震で被災した住宅、宅地の復興のお

手伝いを計画しています。計画立案に必要な側面を学ぶことが出来ました。是非、

仲間と一緒に関連法を勉強する所存です。 

東北本部；講演は良かったです。法が改正されていることが良く判りました。佐藤講

師がおっしゃるとおりに、技術だけでなく法制について勉強を続けることが必要と

思います。防災は、教育だと思います。今後も継続されることですが期待しており

ます。 

 中部本部、建設部門、森川英秀憲氏；国土強靭化法の概要について、勉強する機会が

得られて良かった。技術士がどのようにかかわって行くかについて、自己研鑽が必

要であると感じた。 

近畿本部、建設部門、福岡悟氏；内容が多く今後どの様に具体化されるか良く判らな

かった。今後は重点を絞って講演頂ければと思います。例えば、視線災害等に対す
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る脆弱性評価、対応方策についてなど） 

 中国本部、建設部門、古川智氏；港湾 BCP策定業務は、地域防災計画ではなく、国土

強靭化計画に基づくとの話を社内で聞いていました。この違いが少し理解できまし

た。 

 九州本部、建設部門、味澤泰夫氏；国土強靭化法も他法と同様に分かり難い。フロー

チャート、表等にまとめる必要があるのではないか。重点化 15プログラムの策定、

優先順位付ければ、正に総合技術監理的な観点での対応である。只、省庁間での調

整、特に本気度が施行の時期を左右することが気にかかる。交通インフラ等、社会

資産の復旧・復興計画では既に実施施行中である。 

  

会場・インフラ関連 

 近畿本部、建設部門、貴志義昭氏；PC画面左上のタイマー表示が消えない。音声が

明確に伝わらない。画面ににじみ等が周期的に発生する。 

 

9．まとめにかえて【作成者感想】 

 これまで 3回の講義を拝聴しました。四国では、これから大規模災害が発生するため、適

切に準備を行っていくには、住民や自主防災組織はもちろんのこと、行政、各分野の専門家

を対象にした防災（L1）だけではなく危機管理(L2)を加えた減災上のソフトとハードに関す

る担保の可視化が必要になってきます。講師の佐藤先生や参加者の皆さんからは、このため

に必要な生きた知恵や知識について学ぶことができ、大変感謝しています。年明け早々には、

補修もあり、研修会を計画・設定して頂いた方々も感謝いたしております。ありがとうござ

いました。 

 

 


