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水防法等の一部を改正する法律 
（平成29年５月19日法律第31号） 

 

 

権   奇 法 

 

 

 はじめに 
 

 近年、全国各地で集中的な豪雨が増加し水害が頻発・激甚化することによって、甚大な

人的・経済的被害をもたらしている。また、これらの現象は、気候変動の影響によるもの

とされ、今後さらに増加することが懸念されている。これまでこのような状況を踏まえ、

水防法や河川法などの改正などを通じた対策を講じてきたが(１)、その後も、例えば、

2015年９月の関東・東北豪雨や翌2016年８月の台風10号等の一連の台風による北海道・東

北豪雨による水害が発生し、また甚大な人的・経済的被害が発生した。 

 政府においては、2015年９月の関東・東北豪雨による水害発生を受け、「施設では防ぎ

きれない大洪水は発生するもの」との考えに立ち、社会全体でこれに備えるため、ハー

ド・ソフト一体となった「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組を国管理河川を中心に

進めていたが、今回の水防法等の一部を改正する法律は、「水防災意識社会再構築ビジョ

ン」の取組を中小河川も含めた全国の河川でさらに加速させ、洪水等からの「逃げ遅れゼ

ロ」と「社会経済被害の最小化」を実現し、関東・東北豪雨や台風10号のような被害を二

度と繰り返さないための抜本的な対策を講ずるため、水防法、河川法、土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、独立行政法人水資源機構法の一部を改

正するものである。 

 

  

                                                                                 

(１) 2013年の「水防法及び河川法の一部を改正する法律（平成25年法律第35号）」では、水防活

動及び河川管理をより適切なものとし、その連携を強化するため、河川管理者等による水防活

動への協力の推進を図るための措置、事業者による自衛水防、河川管理施設等の維持・修繕の

基準の創設、河川協力団体制度の創設等の措置が講じられていた。 
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 1. 法律案提出の経緯 
 

 まず、今回改正の直接のきっかけとなった2015年９月の関東・東北豪雨及び2016年８月

の北海道・東北豪雨による被害状況は次のようになっている。関東・東北豪雨では、関東

東北の19河川で堤防決壊、67河川で氾濫が発生し、死者８名、重軽傷者80名の人的被害に

加え、全壊80棟、半壊7,022棟を含む19,723棟の住宅被害が報告された(２)。また、北海

道・東北豪雨による被害状況であるが、北海道においては、一級水系の支川などの国管理

区域において、４河川で堤防が決壊し５河川で氾濫が発生するとともに、道管理河川等に

おいても５河川で堤防が決壊し、73河川で氾濫が発生するなど、死者３名、不明者２名、

重軽傷者13名、住宅の全壊30棟、半壊・一部損壊1,019棟、床上・床下浸水927棟など甚大

な被害が発生した。また、東北地方の県管理河川（岩手、青森、宮城県）では、12水系20

河川で浸水被害が発生し、岩手県では死者20名、不明者３名、重軽傷者４名、住宅の全壊

472棟、半壊・一部損壊2,359棟、床上・床下浸水1,466棟など甚大な被害が発生した(３)。 

 次に、主な審議会等における審議・答申の内容は以下のように要約できる。 

 

(１) 社会資本整備審議会答申「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方につ

いて～社会意識の変革による『水防災意識社会』の再構築に向けて～」（2015年12月

10日） 

   2015年10月、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大規模氾濫に対

する減災のための治水対策のあり方について」の諮問がなされ、同会長より河川分科

会長あてに付託された。これを受け、「社会資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に

対する減災のための治水対策検討小委員会」が2015年10月に設置された。 

   その後、計２回の小委員会を開催し、答申をとりまとめた。答申においては、「今

後、気候変動により、今回の鬼怒川のような施設の能力を上回る洪水の発生頻度が高

まることが予想されることを踏まえると、河川管理者を筆頭とした行政や住民等の各

主体が、『施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生する

もの』へと意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える必要がある」としたうえ、大

                                                                                 

(２) 内閣府資料「平成27年９月関東・東北豪雨による被害状況等について」 

(３) 平成29年１月社会資本整備審議会資料 
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規模氾濫に対する減災のために「速やかに実施すべき対策」及び「速やかに検討に着

手し、早期に実現を図るべき対策」を具体的に提示している。 

   まず、「速やかに実施すべき対策」として、①市町村長による避難勧告等の適切な

発令の促進、②住民等の主体的な避難の促進、③的確な水防活動の推進、④減災のた

めの危機管理型ハード対策の実施を挙げている。そして、「速やかに検討に着手し、

早期に実現を図るべき対策」としては、①円滑かつ迅速な避難の実現、②的確な水防

活動の推進、③水害リスクを踏まえた土地利用の促進、④危機管理型ハード対策とソ

フト対策の一体的・計画的な推進、⑤技術研究開発の推進を挙げている。 

 

(２) 国土交通省水管理・国土保全局「水防災意識社会再構築ビジョン」（2015年12月11

日） 

   上記の答申を踏まえ、全ての直轄河川とその沿川市町村（109水系、730市町村）に

おいて、平成32年度を目途に水防災意識社会を再構築する取組を行うこととし、河川

管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して減災のための目標を

共有し、以下のハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進することを内容とする、

「水防災意識社会再構築ビジョン」を策定公表した。主な内容は、以下のとおりであ

る。 

 
 
● 「住民目線のソフト対策」 

  水害リスクの高い地域を中心に、スマートフォンを活用したプッシュ型の洪

水予報の配信など、住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう住民目

線のソフト対策に重点的に取り組む。 

● 「洪水を安全に流すためのハード対策」 

  流下能力が著しく不足している、あるいは漏水の実績があるなど、優先的に

整備が必要な区間約1,200㎞について、平成32年度を目途に堤防のかさ上げや

浸透対策などの対策を実施 

● 「危機管理型ハード対策」 

  氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランスの観点から堤防

整備に至らない区間など約1,800㎞について、平成32年度を目途に粘り強い構

造の堤防など危機管理型のハード対策を実施。 
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 1. 法律案提出の経緯 
 

 まず、今回改正の直接のきっかけとなった2015年９月の関東・東北豪雨及び2016年８月

の北海道・東北豪雨による被害状況は次のようになっている。関東・東北豪雨では、関東

東北の19河川で堤防決壊、67河川で氾濫が発生し、死者８名、重軽傷者80名の人的被害に

加え、全壊80棟、半壊7,022棟を含む19,723棟の住宅被害が報告された(２)。また、北海

道・東北豪雨による被害状況であるが、北海道においては、一級水系の支川などの国管理

区域において、４河川で堤防が決壊し５河川で氾濫が発生するとともに、道管理河川等に

おいても５河川で堤防が決壊し、73河川で氾濫が発生するなど、死者３名、不明者２名、

重軽傷者13名、住宅の全壊30棟、半壊・一部損壊1,019棟、床上・床下浸水927棟など甚大

な被害が発生した。また、東北地方の県管理河川（岩手、青森、宮城県）では、12水系20

河川で浸水被害が発生し、岩手県では死者20名、不明者３名、重軽傷者４名、住宅の全壊

472棟、半壊・一部損壊2,359棟、床上・床下浸水1,466棟など甚大な被害が発生した(３)。 

 次に、主な審議会等における審議・答申の内容は以下のように要約できる。 

 

(１) 社会資本整備審議会答申「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方につ

いて～社会意識の変革による『水防災意識社会』の再構築に向けて～」（2015年12月

10日） 

   2015年10月、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大規模氾濫に対

する減災のための治水対策のあり方について」の諮問がなされ、同会長より河川分科

会長あてに付託された。これを受け、「社会資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に

対する減災のための治水対策検討小委員会」が2015年10月に設置された。 

   その後、計２回の小委員会を開催し、答申をとりまとめた。答申においては、「今

後、気候変動により、今回の鬼怒川のような施設の能力を上回る洪水の発生頻度が高

まることが予想されることを踏まえると、河川管理者を筆頭とした行政や住民等の各

主体が、『施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生する

もの』へと意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備える必要がある」としたうえ、大

                                                                                 

(２) 内閣府資料「平成27年９月関東・東北豪雨による被害状況等について」 

(３) 平成29年１月社会資本整備審議会資料 
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規模氾濫に対する減災のために「速やかに実施すべき対策」及び「速やかに検討に着

手し、早期に実現を図るべき対策」を具体的に提示している。 

   まず、「速やかに実施すべき対策」として、①市町村長による避難勧告等の適切な

発令の促進、②住民等の主体的な避難の促進、③的確な水防活動の推進、④減災のた

めの危機管理型ハード対策の実施を挙げている。そして、「速やかに検討に着手し、

早期に実現を図るべき対策」としては、①円滑かつ迅速な避難の実現、②的確な水防

活動の推進、③水害リスクを踏まえた土地利用の促進、④危機管理型ハード対策とソ

フト対策の一体的・計画的な推進、⑤技術研究開発の推進を挙げている。 

 

(２) 国土交通省水管理・国土保全局「水防災意識社会再構築ビジョン」（2015年12月11

日） 

   上記の答申を踏まえ、全ての直轄河川とその沿川市町村（109水系、730市町村）に

おいて、平成32年度を目途に水防災意識社会を再構築する取組を行うこととし、河川

管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して減災のための目標を

共有し、以下のハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進することを内容とする、

「水防災意識社会再構築ビジョン」を策定公表した。主な内容は、以下のとおりであ

る。 

 
 
● 「住民目線のソフト対策」 

  水害リスクの高い地域を中心に、スマートフォンを活用したプッシュ型の洪

水予報の配信など、住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう住民目

線のソフト対策に重点的に取り組む。 

● 「洪水を安全に流すためのハード対策」 

  流下能力が著しく不足している、あるいは漏水の実績があるなど、優先的に

整備が必要な区間約1,200㎞について、平成32年度を目途に堤防のかさ上げや

浸透対策などの対策を実施 

● 「危機管理型ハード対策」 

  氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランスの観点から堤防

整備に至らない区間など約1,800㎞について、平成32年度を目途に粘り強い構

造の堤防など危機管理型のハード対策を実施。 
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(３) 社会資本整備審議会河川分科会「大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小

委員会」答申「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」

（2017年１月11日） 

   上記答申及び「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づいた取組を進めている最中、

2016年８月の北海道・東北豪雨による水害が発生した。これらの状況を踏まえて、こ

の答申では以下のように述べ、基本的な方針と実施すべき対策を示している。 

 
 

基本的な方針 

① 水害リスク情報等を地域と共有することにより、要配慮者利用施設等を含め

て命を守る確実な避難を実現すること、 

② 治水対策の重点化・集中化を進めるとともに、既存ストックの活用等、効率

的・効果的な事業を推進し、社会経済に大きな影響を与える施設の保全を図る

こと、 

③ 逃げ遅れによる人的被害をなくすとともに、地域社会機能の継続性を確保す

るため、関係機関が相互に連携・支援し、総力を挙げて一体的に対応すること 

 

実施すべき対策 

① 関係機関が連携したハード・ソフト対策の一体的・計画的な推進 

 ⇒ 水防災意識社会再構築のための協議会を活用した減災対策の推進（河川管

理者と市町村長等による減災対策協議会設置の促進等） 

② 水害リスク情報等の共有による確実な避難の確保 

 ⇒ 水害リスク情報等の共有、要配慮者利用施設における確実な避難等 

③ 河川管理施設の効果の確実な発現 

 ⇒ ＩＣＴ等の最新技術活用による河川管理の高度化に向けた取組の推進等 

④ 適切な土地利用の促進 

 ⇒ 適切な土地利用の促進のための水害リスク情報の提供等 

⑤ 重点化・効率化による治水対策の促進 

 ⇒ 浸水被害の拡大を抑制する連続盛土や高台となっている自然地形等の保全

等による人口・資産が点在する地域等における治水対策の推進、都道府県管

理河川において、洪水調節施設の機能向上等の高度な技術を要する工事につ

いては、国等が代わって工事を実施するなどの技術的支援が実施できる仕組
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みの構築等 

⑥ 災害復旧、水防活動等に対する地方公共団体への支援 

 ⇒ 早期復旧のため、緊急的かつ高度な技術を要する災害復旧工事等について

は、国等が代わって工事を実施するなどの技術的支援が実施できる仕組みの

構築、出水時に建設業者等がより円滑に水防活動を実施できる仕組みの構築 

 
 

   本改正は、上記のような水害からの教訓と答申等を受け、水害からの「逃げ遅れゼ

ロ」、「社会経済被害の最小化」を実現し、同様の被害を繰り返さないための措置を

講ずるものである。具体的には、最近の気候変動の伴う大規模水害に対応すべく、多

様な主体が連携して大規模な洪水等に対する防災・減災対策を推進するため、要配慮

者利用施設における避難体制の強化、都道府県知事等が管理する河川管理施設の改築

等及び災害復旧の国土交通大臣等による権限代行制度の創設等を主な内容とする「水

防法等の一部を改正する法律案」が、2017年２月10日閣議決定され、193回国会に提

出された。 

 

 

 2. 改正の概要 

 
(１) 水防法の改正 

  ① 大規模氾濫減災協議会の創設（15条の９及び15条の10関係） 

    国土交通大臣は、いわゆる洪水予報河川(４)又は水位周知河川(５)について、想定

最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組

を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（大規模氾濫

減災協議会）を組織するものとした。 

                                                                                 

(４) 洪水予報河川とは、流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大又は相当な損害を

生じるおそれがある河川で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川のことをいう。洪水

のおそれがあるときは、水位又は流量等を示して、河川の状況を水防管理者等に通知し、必要

に応じ、一般に対する周知を行うこととなっている。（水防法10条、11条） 

(５) 水位周知河川とは、洪水予報河川以外で洪水により国民経済上重大又は相当な損害を生じる

おそれがある河川で、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川のことをいう。特別警戒

水位を定め、河川の水位がこれに達したときは、その旨を水防管理者等に通知し、必要に応じ、

一般に周知することとなっている。（水防法13条） 

－ 300 －
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(３) 社会資本整備審議会河川分科会「大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小

委員会」答申「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」

（2017年１月11日） 

   上記答申及び「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づいた取組を進めている最中、

2016年８月の北海道・東北豪雨による水害が発生した。これらの状況を踏まえて、こ

の答申では以下のように述べ、基本的な方針と実施すべき対策を示している。 

 
 

基本的な方針 

① 水害リスク情報等を地域と共有することにより、要配慮者利用施設等を含め

て命を守る確実な避難を実現すること、 

② 治水対策の重点化・集中化を進めるとともに、既存ストックの活用等、効率

的・効果的な事業を推進し、社会経済に大きな影響を与える施設の保全を図る

こと、 

③ 逃げ遅れによる人的被害をなくすとともに、地域社会機能の継続性を確保す

るため、関係機関が相互に連携・支援し、総力を挙げて一体的に対応すること 

 

実施すべき対策 

① 関係機関が連携したハード・ソフト対策の一体的・計画的な推進 

 ⇒ 水防災意識社会再構築のための協議会を活用した減災対策の推進（河川管

理者と市町村長等による減災対策協議会設置の促進等） 

② 水害リスク情報等の共有による確実な避難の確保 

 ⇒ 水害リスク情報等の共有、要配慮者利用施設における確実な避難等 

③ 河川管理施設の効果の確実な発現 

 ⇒ ＩＣＴ等の最新技術活用による河川管理の高度化に向けた取組の推進等 

④ 適切な土地利用の促進 

 ⇒ 適切な土地利用の促進のための水害リスク情報の提供等 

⑤ 重点化・効率化による治水対策の促進 

 ⇒ 浸水被害の拡大を抑制する連続盛土や高台となっている自然地形等の保全

等による人口・資産が点在する地域等における治水対策の推進、都道府県管

理河川において、洪水調節施設の機能向上等の高度な技術を要する工事につ

いては、国等が代わって工事を実施するなどの技術的支援が実施できる仕組
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みの構築等 

⑥ 災害復旧、水防活動等に対する地方公共団体への支援 

 ⇒ 早期復旧のため、緊急的かつ高度な技術を要する災害復旧工事等について

は、国等が代わって工事を実施するなどの技術的支援が実施できる仕組みの

構築、出水時に建設業者等がより円滑に水防活動を実施できる仕組みの構築 

 
 

   本改正は、上記のような水害からの教訓と答申等を受け、水害からの「逃げ遅れゼ

ロ」、「社会経済被害の最小化」を実現し、同様の被害を繰り返さないための措置を

講ずるものである。具体的には、最近の気候変動の伴う大規模水害に対応すべく、多

様な主体が連携して大規模な洪水等に対する防災・減災対策を推進するため、要配慮

者利用施設における避難体制の強化、都道府県知事等が管理する河川管理施設の改築

等及び災害復旧の国土交通大臣等による権限代行制度の創設等を主な内容とする「水

防法等の一部を改正する法律案」が、2017年２月10日閣議決定され、193回国会に提

出された。 

 

 

 2. 改正の概要 

 
(１) 水防法の改正 

  ① 大規模氾濫減災協議会の創設（15条の９及び15条の10関係） 

    国土交通大臣は、いわゆる洪水予報河川(４)又は水位周知河川(５)について、想定

最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組

を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（大規模氾濫

減災協議会）を組織するものとした。 

                                                                                 

(４) 洪水予報河川とは、流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大又は相当な損害を

生じるおそれがある河川で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川のことをいう。洪水

のおそれがあるときは、水位又は流量等を示して、河川の状況を水防管理者等に通知し、必要

に応じ、一般に対する周知を行うこととなっている。（水防法10条、11条） 

(５) 水位周知河川とは、洪水予報河川以外で洪水により国民経済上重大又は相当な損害を生じる

おそれがある河川で、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川のことをいう。特別警戒

水位を定め、河川の水位がこれに達したときは、その旨を水防管理者等に通知し、必要に応じ、

一般に周知することとなっている。（水防法13条） 

－ 301 －
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    「水防災意識社会再構築ビジョン」が策定され、各地域において、河川管理者・

都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して減災のための目標を共有し、

ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進するために、国直轄河川について協議

会の設置が進められてきたが（平成29年１月現在、設置することが想定されている

129の協議会全てが設置済み）、これを法定化し必置協議会とした。 

    協議会は、国土交通大臣及び関係する都道府県の知事、市町村長、水防管理団体

の水防管理者(６)、河川管理者、気象台長の他、隣接する市町村長その他の国土交

通大臣が必要と認める者で構成される。国土交通大臣が必要と認める者としては、

消防、警察、自衛隊等からの参加が想定されている。 

    協議会では、的確な避難や被害拡大防止のため関係者の役割・連絡体制を時系列

で整理した「水害対応タイムライン」等の作成、広域避難体制を構築するための近

隣市町村との避難先の調整、広域水防体制構築のための水防団間の連携体制の調整、

近隣市町村と広域に影響する盛土構造物等の保全の調整等について協議を行うこと

とされている。そして、協議会において協議が調った事項については、構成員は、

その協議の結果を尊重しなければならない。 

    また、都道府県においても、知事は、洪水予報河川又は水位周知河川について、

想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する

取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（都道府

県大規模氾濫減災協議会）を組織することができる。 

  ② 市町村長による水害リスク情報の周知制度の創設（15条の11関係） 

    洪水予報河川及び水位周知河川については、「リアルタイムの予報又は水位周

知」、「水害リスク情報の周知」、「避難確保との連動のための措置」制度が実施

されていたが、平成28年８月豪雨では、洪水予報河川等に指定されていない河川に

おいても被害が発生したことを踏まえ、上記制度のうち「水害リスク情報の周知制

度」を、洪水予報河川及び水位周知河川を除く河川で当該市町村長が特に必要と認

める河川について導入した。市町村長は、過去の降雨により当該河川が氾濫した際

に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把

握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させること

                                                                                 

(６) 水防管理者は、水防管理団体である市町村の長、または水防事務組合、水害予防組合の管理

者をいう。 
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とした。周知の具体的な方法としては、地図としての配布、ハザードマップに付加

しての配布、電柱や看板等への記載など、地域の実情に合わせて適切な方法で行わ

れるとされている。 

    市町村長の把握すべき水害リスク情報は、市町村長の過大な負担を考慮し、水害

統計調査や既存の文献等を参照した過去の氾濫実績によるもので足り、浸水想定区

域の指定制度に用いられるような河川測量及び氾濫シミュレーションを用いた想定

図の作成までは要求していない。 

  ③ 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等の義

務化（15条の３関係） 

    改正前の水防法においては、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定めら

れた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に努力義務として課せられていた洪水時

の避難確保計画の作成及びこれに基づく避難訓練の実施を義務化するとともに、要

配慮者利用施設の所有者又は管理者がこれらの義務を履行しない場合において、必

要があると認めるときは、当該施設の所有者又は管理者に対し必要な指示をするこ

とができ、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表するこ

とができるようにした。なお、自衛水防組織の設置については、施設の規模や形態

等施設によって事情が異なることから、引き続き努力義務とされている。 

  ④ 浸水被害軽減地区の指定制度の創設（15条の６から15条の８関係） 

    水防管理者は、洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存す

る土地（その状況がこれに類する土地を含む。）の区域であって浸水の拡大を抑制

する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。

水防管理者が浸水被害軽減地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指

定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指

定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。 

    浸水被害軽減地区において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更す

る行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、

場所、設計又は施行方法、着手予定日等を水防管理者に届け出なければならない。

また、この規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形状

を変更する行為をした者等に対しては、30万円以下の罰金に処することとされた。 

    水防管理者は、洪水浸水想定区域を指定するときは、当該区域を公示するととも

に、市町村長及び土地の所有者に通知し、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害
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    「水防災意識社会再構築ビジョン」が策定され、各地域において、河川管理者・

都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して減災のための目標を共有し、

ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進するために、国直轄河川について協議

会の設置が進められてきたが（平成29年１月現在、設置することが想定されている

129の協議会全てが設置済み）、これを法定化し必置協議会とした。 

    協議会は、国土交通大臣及び関係する都道府県の知事、市町村長、水防管理団体

の水防管理者(６)、河川管理者、気象台長の他、隣接する市町村長その他の国土交

通大臣が必要と認める者で構成される。国土交通大臣が必要と認める者としては、

消防、警察、自衛隊等からの参加が想定されている。 

    協議会では、的確な避難や被害拡大防止のため関係者の役割・連絡体制を時系列

で整理した「水害対応タイムライン」等の作成、広域避難体制を構築するための近

隣市町村との避難先の調整、広域水防体制構築のための水防団間の連携体制の調整、

近隣市町村と広域に影響する盛土構造物等の保全の調整等について協議を行うこと

とされている。そして、協議会において協議が調った事項については、構成員は、

その協議の結果を尊重しなければならない。 

    また、都道府県においても、知事は、洪水予報河川又は水位周知河川について、

想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する

取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（都道府

県大規模氾濫減災協議会）を組織することができる。 

  ② 市町村長による水害リスク情報の周知制度の創設（15条の11関係） 

    洪水予報河川及び水位周知河川については、「リアルタイムの予報又は水位周

知」、「水害リスク情報の周知」、「避難確保との連動のための措置」制度が実施

されていたが、平成28年８月豪雨では、洪水予報河川等に指定されていない河川に

おいても被害が発生したことを踏まえ、上記制度のうち「水害リスク情報の周知制

度」を、洪水予報河川及び水位周知河川を除く河川で当該市町村長が特に必要と認

める河川について導入した。市町村長は、過去の降雨により当該河川が氾濫した際

に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把

握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させること

                                                                                 

(６) 水防管理者は、水防管理団体である市町村の長、または水防事務組合、水害予防組合の管理

者をいう。 

 

－ 7 － 

●－自治総研通巻472号 2018年２月号－● 

とした。周知の具体的な方法としては、地図としての配布、ハザードマップに付加

しての配布、電柱や看板等への記載など、地域の実情に合わせて適切な方法で行わ

れるとされている。 

    市町村長の把握すべき水害リスク情報は、市町村長の過大な負担を考慮し、水害

統計調査や既存の文献等を参照した過去の氾濫実績によるもので足り、浸水想定区

域の指定制度に用いられるような河川測量及び氾濫シミュレーションを用いた想定

図の作成までは要求していない。 

  ③ 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等の義

務化（15条の３関係） 

    改正前の水防法においては、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定めら

れた要配慮者利用施設の所有者又は管理者に努力義務として課せられていた洪水時

の避難確保計画の作成及びこれに基づく避難訓練の実施を義務化するとともに、要

配慮者利用施設の所有者又は管理者がこれらの義務を履行しない場合において、必

要があると認めるときは、当該施設の所有者又は管理者に対し必要な指示をするこ

とができ、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表するこ

とができるようにした。なお、自衛水防組織の設置については、施設の規模や形態

等施設によって事情が異なることから、引き続き努力義務とされている。 

  ④ 浸水被害軽減地区の指定制度の創設（15条の６から15条の８関係） 

    水防管理者は、洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存す

る土地（その状況がこれに類する土地を含む。）の区域であって浸水の拡大を抑制

する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。

水防管理者が浸水被害軽減地区の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指

定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指

定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。 

    浸水被害軽減地区において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更す

る行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、

場所、設計又は施行方法、着手予定日等を水防管理者に届け出なければならない。

また、この規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形状

を変更する行為をした者等に対しては、30万円以下の罰金に処することとされた。 

    水防管理者は、洪水浸水想定区域を指定するときは、当該区域を公示するととも

に、市町村長及び土地の所有者に通知し、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害
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軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。標識の形状、設置場所

等については、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合の

場合は条例で、水害予防組合の場合は組合会の議決で定めることとしている。 

    水防管理団体は、標識の設置により損失を受けた者に対して、時価によりその損

失を補償しなければならない。また、何人も、標識を水防管理者の承諾を得ないで

移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならず、これに違反し

た者は30万円以下の罰金が科せられる。 

  ⑤ 民間を活用した水防活動の円滑化（19条及び28条関係） 

    近年の豪雨の激甚化等により、水防活動の重要性はますます増している一方で、

水防団員の減少、高齢化、サラリーマン団員の増加が進んでおり、地域の水防力の

低下が懸念されている。このような状況の中、地域水防において、大型建設機材を

所有し技術力も備えている建設業者等の民間事業者の役割が期待され、実際にも、

災害協定などを通じて水防管理者から委任を受け地域の水防活動を担う事例も増え

てきている。このような現状を踏まえ、法改正においては、水防管理者等に水防活

動のために認められている権限（緊急通行及び公用負担）の一部を、委任を受けた

民間事業者に与えることができるようにしている。 

    これまで緊急通行に伴う損失の補償に関する規定はなかったが、民間事業者に対

しても緊急通行を認めることとしたことから、水防管理団体による、時価による損

失補償の規定が新たに設けられた。 

 

(２) 土砂災害防止法の改正 

   要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等の義務

化 

   土砂災害は、台風に伴う大雨や前線に伴う集中豪雨など、水害と同じ原因で発生す

る災害であることから、同時に発生することや、被災する区域が重複することがある。

そのため、土砂災害防止法においても、洪水時と同じく、土砂災害に備えた市町村地

域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の利用者の避難計画

作成及び訓練を義務化し、義務を履行しない場合の措置として市町村長の指示とこれ

に従わない場合の公表制度を定めた。 
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(３) 河川法・水資源機構法の改正 

   都道府県管理河川における改良工事・災害復旧工事等の権限代行制度の創設 

   激甚化する豪雨等に対応するためには迅速かつ高度な災害復旧工事や、ダム等の施

設能力を向上させるための高度な再開発工事等を実施する必要性が高まっている一方、

都道府県等では人員や経験の不足、技術力の低下が懸念されており、今後、都道府県

管理河川等においてこれらの工事が的確に実施できなくなるおそれがあることから、

これらの工事について、国及び水資源機構が代わって実施できる権限代行制度を創設

した(７)。 

   河川法の改正においては、国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市（当該都道

府県等）の長から要請があり、当該都道府県等における河川の改良工事若しくは修繕

又は災害復旧事業に関する工事の実施体制等を勘案して、当該都道府県知事等が管理

の一部を行う指定区間内の一級河川若しくは管理する二級河川に係る政令で定める改

良工事等若しくは修繕又は災害復旧事業に関する工事（いずれも高度の技術を要する

もの等に限る。以下「特定河川工事」という。）を当該都道府県知事等に代わって自

ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない

範囲内で、これを行うことができるとした。 

   政令で定める改良工事等とは、ダム、導水路、放水路、捷水路その他これらに類す

る施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等と、災害復旧事業の施行の

みでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併し

て行う改良工事とされている（河川法施行令10条の７）。 

   また、特定河川工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道

府県知事等に代わってその権限を行うものとした。政令においては、国土交通大臣が

都道府県知事等に代わって行うことができる権限を、損失補償や調査のための土地の

立入り等の、特定河川工事の実施のために必要な権限としている（河川法施行令10条

の８第２項）。 

   独立行政法人水資源機構は50年以上にわたり、いわゆるフルプラン水系内において

                                                                                 

(７) 新たに創設された権限代行制度の適用１号事例は、2017年７月の九州北部豪雨において、筑

後川右岸側を中心に甚大な被害が発生し、特に、大量の土砂や流木により河道が埋塞し、次の

出水時に２次災害が発生するおそれが極めて高い状況となっていて、緊急的な対策が必要で

あった。そして、これらの対策工事は、土砂の流動性が高いことなどにより高度な技術を要す

ることから、福岡県知事から国土交通省九州地方整備局に要請書が提出され、改正河川法に基

づく権限代行制度による緊急的な河道の確保に向けた土砂等の除去工事が実施されたのである。 
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軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。標識の形状、設置場所

等については、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合の

場合は条例で、水害予防組合の場合は組合会の議決で定めることとしている。 

    水防管理団体は、標識の設置により損失を受けた者に対して、時価によりその損

失を補償しなければならない。また、何人も、標識を水防管理者の承諾を得ないで

移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならず、これに違反し

た者は30万円以下の罰金が科せられる。 

  ⑤ 民間を活用した水防活動の円滑化（19条及び28条関係） 

    近年の豪雨の激甚化等により、水防活動の重要性はますます増している一方で、

水防団員の減少、高齢化、サラリーマン団員の増加が進んでおり、地域の水防力の

低下が懸念されている。このような状況の中、地域水防において、大型建設機材を

所有し技術力も備えている建設業者等の民間事業者の役割が期待され、実際にも、

災害協定などを通じて水防管理者から委任を受け地域の水防活動を担う事例も増え

てきている。このような現状を踏まえ、法改正においては、水防管理者等に水防活

動のために認められている権限（緊急通行及び公用負担）の一部を、委任を受けた

民間事業者に与えることができるようにしている。 

    これまで緊急通行に伴う損失の補償に関する規定はなかったが、民間事業者に対

しても緊急通行を認めることとしたことから、水防管理団体による、時価による損

失補償の規定が新たに設けられた。 

 

(２) 土砂災害防止法の改正 

   要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等の義務

化 

   土砂災害は、台風に伴う大雨や前線に伴う集中豪雨など、水害と同じ原因で発生す

る災害であることから、同時に発生することや、被災する区域が重複することがある。

そのため、土砂災害防止法においても、洪水時と同じく、土砂災害に備えた市町村地

域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の利用者の避難計画

作成及び訓練を義務化し、義務を履行しない場合の措置として市町村長の指示とこれ

に従わない場合の公表制度を定めた。 
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(３) 河川法・水資源機構法の改正 

   都道府県管理河川における改良工事・災害復旧工事等の権限代行制度の創設 

   激甚化する豪雨等に対応するためには迅速かつ高度な災害復旧工事や、ダム等の施

設能力を向上させるための高度な再開発工事等を実施する必要性が高まっている一方、

都道府県等では人員や経験の不足、技術力の低下が懸念されており、今後、都道府県

管理河川等においてこれらの工事が的確に実施できなくなるおそれがあることから、

これらの工事について、国及び水資源機構が代わって実施できる権限代行制度を創設

した(７)。 

   河川法の改正においては、国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市（当該都道

府県等）の長から要請があり、当該都道府県等における河川の改良工事若しくは修繕

又は災害復旧事業に関する工事の実施体制等を勘案して、当該都道府県知事等が管理

の一部を行う指定区間内の一級河川若しくは管理する二級河川に係る政令で定める改

良工事等若しくは修繕又は災害復旧事業に関する工事（いずれも高度の技術を要する

もの等に限る。以下「特定河川工事」という。）を当該都道府県知事等に代わって自

ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない

範囲内で、これを行うことができるとした。 

   政令で定める改良工事等とは、ダム、導水路、放水路、捷水路その他これらに類す

る施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等と、災害復旧事業の施行の

みでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併し

て行う改良工事とされている（河川法施行令10条の７）。 

   また、特定河川工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道

府県知事等に代わってその権限を行うものとした。政令においては、国土交通大臣が

都道府県知事等に代わって行うことができる権限を、損失補償や調査のための土地の

立入り等の、特定河川工事の実施のために必要な権限としている（河川法施行令10条

の８第２項）。 

   独立行政法人水資源機構は50年以上にわたり、いわゆるフルプラン水系内において

                                                                                 

(７) 新たに創設された権限代行制度の適用１号事例は、2017年７月の九州北部豪雨において、筑

後川右岸側を中心に甚大な被害が発生し、特に、大量の土砂や流木により河道が埋塞し、次の

出水時に２次災害が発生するおそれが極めて高い状況となっていて、緊急的な対策が必要で

あった。そして、これらの対策工事は、土砂の流動性が高いことなどにより高度な技術を要す

ることから、福岡県知事から国土交通省九州地方整備局に要請書が提出され、改正河川法に基

づく権限代行制度による緊急的な河道の確保に向けた土砂等の除去工事が実施されたのである。 
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水資源開発を担ってきており、ダムに関する工事や管理については、国土交通省と同

等の高度な技術力を有していることから、水資源機構法の改正によりフルプラン水系

内における前記国土交通大臣によるものと同様の工事の権限代行制度を導入した。 

 

 

 3. 国会における審議等 
 

 本法案は、内閣提出法案として193回国会衆議院に提出され、同年５月19日に法律第31

号として公布された。国会における審議の経過は以下のとおりである。 

 

(１) 審議の経過 

 
項  目 内  容 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成29年４月13日／国土交通 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成29年４月19日／可決 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 平成29年４月21日／可決 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成29年５月８日／国土交通 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成29年５月11日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成29年５月12日／可決 

 

 

(２) 法案の提案理由及び概要(８) 

 
 

 近年、全国各地で洪水等の水災害が頻発、激甚化しております。平成二十七年

九月の関東・東北豪雨、平成二十八年八月に北海道、東北地方を襲った台風十号

等の一連の台風では、住民の逃げおくれや家屋の浸水により甚大な被害が発生し

ました。このため、一昨年来、施設では防ぎ切れない大洪水は必ず発生するもの

との考えに立ち、ハード、ソフト一体となった対策により社会全体で洪水に備え

る水防災意識社会再構築ビジョンの取り組みを進めてまいりましたが、この取り

組みをさらに加速し、洪水等からの逃げおくれゼロと社会経済被害の最小化を実

現するための抜本的な対策を講ずる必要があります。 

                                                                                 

(８) 第193回国会国土交通委員会第９号（2017年４月14日） 
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 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者の連携体制

を構築するため、大規模氾濫減災協議会を設置することとしております。 

 第二に、地域の中小河川における住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するた

め、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住

民等に周知しなければならないこととしております。 

 第三に、高齢者等の要配慮者の確実な避難を図るため、浸水想定区域及び土砂

災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び

避難訓練の実施を義務づけることとしております。 

 第四に、地域の河川の安全度を高めるため、実施に高度な技術等を要するダム

再開発事業や災害復旧事業等を国土交通大臣または独立行政法人水資源機構が都

道府県知事等にかわって行うことができることとする等、洪水等からの社会経済

被害を最小化するための措置を講ずることとしております。 

 
 

 

(３) 国会における審議内容 

  【避難確保計画の作成及び避難訓練】 

  ○村岡委員 これまでの要配慮者施設の避難確保計画の作成状況は？ 

  ○山田政府参考人 市町村地域防災計画に位置づけられている施設が対象となり、全

国には、平成二十八年三月末で、対象となる施設三万一千二百八施設のうち七百十

六施設で避難確保計画を作成している。（第193回国会国土交通委員会第10号、

2017年４月19日） 

  ○高瀬弘美君 要配慮者利用施設の避難確保のための取組はどのように大規模氾濫減

災協議会の中で取り扱われるのか？ 

  ○政府参考人（山田邦博君） 大規模氾濫減災協議会の場において、計画作成状況の

フォローアップ、あるいはモデルとなる地区で得られた効果的な避難等に関する知

見の共有などを行うことによって、福祉部局等との関連機関と連携をしつつ、要配

慮者利用施設における避難の実効性を高めていきたい。 

    なお、関係者と一体となって避難確保のための取組を検討することも有効なので、

地域の実情に応じ要配慮者利用施設の管理者等をこの大規模氾濫減災協議会の構成
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水資源開発を担ってきており、ダムに関する工事や管理については、国土交通省と同

等の高度な技術力を有していることから、水資源機構法の改正によりフルプラン水系

内における前記国土交通大臣によるものと同様の工事の権限代行制度を導入した。 

 

 

 3. 国会における審議等 
 

 本法案は、内閣提出法案として193回国会衆議院に提出され、同年５月19日に法律第31

号として公布された。国会における審議の経過は以下のとおりである。 

 

(１) 審議の経過 

 
項  目 内  容 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成29年４月13日／国土交通 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成29年４月19日／可決 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 平成29年４月21日／可決 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成29年５月８日／国土交通 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成29年５月11日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成29年５月12日／可決 

 

 

(２) 法案の提案理由及び概要(８) 

 
 

 近年、全国各地で洪水等の水災害が頻発、激甚化しております。平成二十七年

九月の関東・東北豪雨、平成二十八年八月に北海道、東北地方を襲った台風十号

等の一連の台風では、住民の逃げおくれや家屋の浸水により甚大な被害が発生し

ました。このため、一昨年来、施設では防ぎ切れない大洪水は必ず発生するもの

との考えに立ち、ハード、ソフト一体となった対策により社会全体で洪水に備え

る水防災意識社会再構築ビジョンの取り組みを進めてまいりましたが、この取り

組みをさらに加速し、洪水等からの逃げおくれゼロと社会経済被害の最小化を実

現するための抜本的な対策を講ずる必要があります。 

                                                                                 

(８) 第193回国会国土交通委員会第９号（2017年４月14日） 
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 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者の連携体制

を構築するため、大規模氾濫減災協議会を設置することとしております。 

 第二に、地域の中小河川における住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するた

め、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住

民等に周知しなければならないこととしております。 

 第三に、高齢者等の要配慮者の確実な避難を図るため、浸水想定区域及び土砂

災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び

避難訓練の実施を義務づけることとしております。 

 第四に、地域の河川の安全度を高めるため、実施に高度な技術等を要するダム

再開発事業や災害復旧事業等を国土交通大臣または独立行政法人水資源機構が都

道府県知事等にかわって行うことができることとする等、洪水等からの社会経済

被害を最小化するための措置を講ずることとしております。 

 
 

 

(３) 国会における審議内容 

  【避難確保計画の作成及び避難訓練】 

  ○村岡委員 これまでの要配慮者施設の避難確保計画の作成状況は？ 

  ○山田政府参考人 市町村地域防災計画に位置づけられている施設が対象となり、全

国には、平成二十八年三月末で、対象となる施設三万一千二百八施設のうち七百十

六施設で避難確保計画を作成している。（第193回国会国土交通委員会第10号、

2017年４月19日） 

  ○高瀬弘美君 要配慮者利用施設の避難確保のための取組はどのように大規模氾濫減

災協議会の中で取り扱われるのか？ 

  ○政府参考人（山田邦博君） 大規模氾濫減災協議会の場において、計画作成状況の

フォローアップ、あるいはモデルとなる地区で得られた効果的な避難等に関する知

見の共有などを行うことによって、福祉部局等との関連機関と連携をしつつ、要配

慮者利用施設における避難の実効性を高めていきたい。 

    なお、関係者と一体となって避難確保のための取組を検討することも有効なので、

地域の実情に応じ要配慮者利用施設の管理者等をこの大規模氾濫減災協議会の構成
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員にするということも可能である。（第193回国会国土交通委員会第13号、５月11

日） 

  ○山添拓君 今後、広域の避難計画をどう作るかが課題。障害者や高齢者などに対応

する避難先が被災地の中にあるのでは用を成さない。隣の自治体などへの搬送を考

えているが、そのためには複数の市町村との事前の協定が必要になる。今度の法改

正では、社会福祉施設や学校あるいは医療施設など要配慮者利用施設について避難

確保計画の策定を義務付けることになるが、義務付ける以上は、こうした市町村間

の協定など事前の条件整備が必要ではないか？ 

  ○国務大臣（石井啓一君） 要配慮者利用施設の避難確保計画は、地域における避難

の在り方を踏まえ、施設の管理者が市町村と相談しつつ作成することが重要である。

一方、市町村による水害時の広域的な避難の検討に当たっては、近隣市町村などと

一体となった地域全体での取組が必要。このため、要配慮者利用施設の避難確保計

画において、広域的な避難が必要となる場合には、流域の複数の市町村や河川管理

者等が参画した大規模氾濫減災協議会での検討が有効と考えている。（第193回国

会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  ○室井邦彦君 現在の土砂災害警戒区域の指定状況と指定に向けた取組状況は？ 

  ○政府参考人（山田邦博君） 土砂災害警戒区域の全国総区域数の推計値は約六十七

万区域となっており、平成二十九年三月末現在、約四十八万八千区域、約七三％の

指定が完了している。今後の見通しとして、土砂災害警戒区域については、平成三

十一年度末までに全ての都道府県において基礎調査を完了させて、できるだけ早期

に指定を完了させる予定。（第193回国会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  【水害リスク情報周知制度】 

  ○足立敏之君 水害対応タイムラインの効果について実例と、今後の普及方法は？ 

  ○政府参考人（山田邦博君） 平成二十八年三月に策定した荒川氾濫に対するタイム

ライン試行版を運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進め

ている。また、昨年八月の常呂川における洪水では、作成された水害対応タイムラ

インを活用して河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常

より早い段階で避難勧告が発令され、北見市からは円滑な避難が実施できたという

声もある。 

    タイムラインの普及に当たっては、本年四月末現在、国管理河川沿川の六百八十

市町村で策定されている避難勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めると
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ともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえて、全国二十地域において荒

川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めていく。さらに、これ

らの先行的な取組を参考として、各河川において設置される大規模氾濫減災協議会

の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたい。（第

193回国会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  ○鉢呂吉雄君 中小河川については、過去の実績ではなくて、今の気候変動の関係に

照らして、やっぱり一つの関係機関、気象庁等含めて関係機関を糾合して、降水量

の把握、予測をすべきではないか？ 

  ○国務大臣（石井啓一君） 氾濫シミュレーションに必要な河川の基本データがない

等の技術的な課題や解析に要する財政的負担が大きいといった課題により、全ての

中小河川で想定最大規模の洪水浸水想定区域図を策定することは難しい。このこと

から、今回の水防法改正では、可能な限り過去の浸水実績等を活用するという簡易

な方法で水害リスク情報を周知することとした。（第193回国会国土交通委員会第

13号、５月11日） 

  【大規模氾濫減災協議会】 

  ○村岡委員 水防災意識社会再構築ビジョンに基づく協議会の設置状況は？ 

  ○山田政府参考人 平成二十九年三月末までに、国管理河川では、百二十九地区全て

で協議会が設置済みであり、都道府県管理河川では、三百二地区の設置見込みに対

して、六十七地区で協議会が設置されている。（第193回国会国土交通委員会第10

号、2017年４月19日） 

  ○椎木委員 大規模氾濫減災協議会の設立が都道府県の大きな負担にはならないか？ 

  ○山田政府参考人 大規模氾濫減災協議会の設置に当たっては、協議会の構成員とな

る地方公共団体等の負担を軽減するため、圏域や行政界などを考慮して複数河川を

まとめて協議会を設置することとしている。（第193回国会国土交通委員会第10号、

2017年４月19日） 

  【民間事業者の緊急通行及び損失補償】 

  ○村岡委員 水防管理者から水防活動の委任を受けた者による緊急通行及び公用の負

担等はどのような場合を想定しているのか？ 

  ○山田政府参考人 水防活動を迅速に行うために、水防団長等には、緊急の必要があ

る場合に、他人の土地を通過する緊急通行、あるいは、必要な土石あるいは車両の

使用等の公用負担が認められている。そして、水防管理団体は、公用負担により損
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員にするということも可能である。（第193回国会国土交通委員会第13号、５月11

日） 

  ○山添拓君 今後、広域の避難計画をどう作るかが課題。障害者や高齢者などに対応

する避難先が被災地の中にあるのでは用を成さない。隣の自治体などへの搬送を考

えているが、そのためには複数の市町村との事前の協定が必要になる。今度の法改

正では、社会福祉施設や学校あるいは医療施設など要配慮者利用施設について避難

確保計画の策定を義務付けることになるが、義務付ける以上は、こうした市町村間

の協定など事前の条件整備が必要ではないか？ 

  ○国務大臣（石井啓一君） 要配慮者利用施設の避難確保計画は、地域における避難

の在り方を踏まえ、施設の管理者が市町村と相談しつつ作成することが重要である。

一方、市町村による水害時の広域的な避難の検討に当たっては、近隣市町村などと

一体となった地域全体での取組が必要。このため、要配慮者利用施設の避難確保計

画において、広域的な避難が必要となる場合には、流域の複数の市町村や河川管理

者等が参画した大規模氾濫減災協議会での検討が有効と考えている。（第193回国

会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  ○室井邦彦君 現在の土砂災害警戒区域の指定状況と指定に向けた取組状況は？ 

  ○政府参考人（山田邦博君） 土砂災害警戒区域の全国総区域数の推計値は約六十七

万区域となっており、平成二十九年三月末現在、約四十八万八千区域、約七三％の

指定が完了している。今後の見通しとして、土砂災害警戒区域については、平成三

十一年度末までに全ての都道府県において基礎調査を完了させて、できるだけ早期

に指定を完了させる予定。（第193回国会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  【水害リスク情報周知制度】 

  ○足立敏之君 水害対応タイムラインの効果について実例と、今後の普及方法は？ 

  ○政府参考人（山田邦博君） 平成二十八年三月に策定した荒川氾濫に対するタイム

ライン試行版を運用するとともに、対象地域を拡大したタイムラインの検討を進め

ている。また、昨年八月の常呂川における洪水では、作成された水害対応タイムラ

インを活用して河川事務所長から北見市長へのホットラインが実施をされて、通常

より早い段階で避難勧告が発令され、北見市からは円滑な避難が実施できたという

声もある。 

    タイムラインの普及に当たっては、本年四月末現在、国管理河川沿川の六百八十

市町村で策定されている避難勧告着目型のタイムラインの策定を引き続き進めると
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ともに、荒川下流地域のタイムラインの経験も踏まえて、全国二十地域において荒

川同様の多機関連携型の水害対応タイムラインの取組を進めていく。さらに、これ

らの先行的な取組を参考として、各河川において設置される大規模氾濫減災協議会

の場等を活用して、水害対応タイムラインの取組を更に促進していきたい。（第

193回国会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  ○鉢呂吉雄君 中小河川については、過去の実績ではなくて、今の気候変動の関係に

照らして、やっぱり一つの関係機関、気象庁等含めて関係機関を糾合して、降水量

の把握、予測をすべきではないか？ 

  ○国務大臣（石井啓一君） 氾濫シミュレーションに必要な河川の基本データがない

等の技術的な課題や解析に要する財政的負担が大きいといった課題により、全ての

中小河川で想定最大規模の洪水浸水想定区域図を策定することは難しい。このこと

から、今回の水防法改正では、可能な限り過去の浸水実績等を活用するという簡易

な方法で水害リスク情報を周知することとした。（第193回国会国土交通委員会第

13号、５月11日） 

  【大規模氾濫減災協議会】 

  ○村岡委員 水防災意識社会再構築ビジョンに基づく協議会の設置状況は？ 

  ○山田政府参考人 平成二十九年三月末までに、国管理河川では、百二十九地区全て

で協議会が設置済みであり、都道府県管理河川では、三百二地区の設置見込みに対

して、六十七地区で協議会が設置されている。（第193回国会国土交通委員会第10

号、2017年４月19日） 

  ○椎木委員 大規模氾濫減災協議会の設立が都道府県の大きな負担にはならないか？ 

  ○山田政府参考人 大規模氾濫減災協議会の設置に当たっては、協議会の構成員とな

る地方公共団体等の負担を軽減するため、圏域や行政界などを考慮して複数河川を

まとめて協議会を設置することとしている。（第193回国会国土交通委員会第10号、

2017年４月19日） 

  【民間事業者の緊急通行及び損失補償】 

  ○村岡委員 水防管理者から水防活動の委任を受けた者による緊急通行及び公用の負

担等はどのような場合を想定しているのか？ 

  ○山田政府参考人 水防活動を迅速に行うために、水防団長等には、緊急の必要があ

る場合に、他人の土地を通過する緊急通行、あるいは、必要な土石あるいは車両の

使用等の公用負担が認められている。そして、水防管理団体は、公用負担により損
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失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償することとされており、これま

で、水防活動で車両を使用した際等に、水防管理団体が適切に損料や修理費用を補

償した事例がある。 

    法改正において、水防活動の委任を受けた民間事業者にも緊急通行や公用負担を

認めることとあわせて、これらに伴う損失についても、水防管理団体が補償するこ

ととしており、緊急通行や公用負担に伴う損失補償について明確化され、民間事業

者が実施する水防活動も含め、迅速な水防活動が実施できる。（第193回国会国土

交通委員会第10号、2017年４月19日） 

  ○足立敏之君 水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、

そしてその役割を継続的に果たしていくために国としてどのような取組が必要と考

えるのか。 

  ○政府参考人（山田邦博君） 建設業者にこのような役割を継続的に担ってもらうた

めには、安定的な経営が必要不可欠である。このため、国土交通省では、必要な公

共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適正な利潤を確

保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的

なダンピング対策の実施等に取り組んでいる。さらに、国土交通省や多くの都道府

県の公共工事の発注において、水防活動を含めた災害活動の実績や災害協定の締結

を総合評価落札方式の評価対象としており、建設業者の水防活動への参画に寄与し

ていると考えている。（第193回国会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  【権限代行制度】 

  ○村岡委員 どのような場合に国や水機構などの権限代行が可能になるのか？ 

  ○山田政府参考人 権限代行制度の実施に当たっては、都道府県知事等から要請があ

ること、当該工事が高度の技術力または機械力を使用して実施することが適当であ

ると認められるものであること、そして、都道府県等の工事の実施体制その他の地

域の実情を勘案して、代行することが適当と認められることの三つを要件としてい

る。（第193回国会国土交通委員会第10号、2017年４月19日） 

  ○水戸委員 国による代行と水資源機構による代行の相違点と、どういう形で役割分

担されるのか？ 

  ○山田政府参考人 都道府県からの要請に基づくものであり、基本的には都道府県の

方で、どちらに権限代行するかを決め、要請することになる。（第193回国会国土

交通委員会第10号、2017年４月19日） 
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  ○水戸委員 公用負担について、どういうことを想定しているのか、また、損失補償

をどういう形でやるのか？ 

  ○山田政府参考人 具体的には、堤防とか水防活動の現場に向かう際に、私道や田畑

を緊急に通行すること、水防工法に使用する竹木等の資材を使用すること等を想定

している。損失補償については、これらの緊急通行や公用負担に伴い、土地や資機

材等の所有者等に損失を与えた場合には、必要な費用等を所有者等に補償する。

（第193回国会国土交通委員会第10号、2017年４月19日） 

  【国の支援措置】 

  ○荒井委員 新しい財源なり新しい人材の育成・創出のための対策は？ 

  ○山田政府参考人 国としても、交付金による支援あるいはさまざまな技術的支援、

特に、手引等を改正し、できるだけ簡易に避難確保計画ができるような支援も視野

に、考えている。（第193回国会国土交通委員会第10号、2017年４月19日） 

  ○青木愛君 国の直轄管理河川における取組を今後都道府県が管理する河川にも拡大

をすると、対象となる河川数が一千九百九十一河川と増えることや、また河川が複

数の自治体を流れているためにほかの自治体との連携を図る必要性が生じるなど、

都道府県には相当の負担も生じるのではないかという懸念もあるが、国はどのよう

な支援を行っていくのか。 

  ○政府参考人（山田邦博君） 大規模氾濫減災協議会の設置に当たっては、その対象

となる洪水予報河川、あるいは水位周知河川の指定数に鑑み、協議会の構成員とな

る地方公共団体等の負担を軽減するために、圏域あるいは行政界などを考慮して複

数河川をまとめて協議会を設置することとし、また、都道府県による大規模氾濫減

災協議会の設置に際しては、各地方整備局に相談窓口を設置し、都道府県協議会を

国の協議会との合同開催、あるいは都道府県協議会への国のアドバイザー等参画す

るなど、都道府県の取組を支援していく。（第193回国会国土交通委員会第13号、

５月11日） 

  【その他】 

  ○高瀬弘美君 地下街における避難確保とか浸水防止のための協議会というものもあ

り、同じ水害対策で幾つも協議会を立ち上げていくことになるが、これを立ち上げ

ていく地方自治体として大変な負担になるのではないか。 

  ○政府参考人（山田邦博君） 地下街を対象とした協議会は、これは地下街管理者を

主たる構成員として、地下街の避難確保とかあるいは浸水防止のための計画作成等
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失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償することとされており、これま

で、水防活動で車両を使用した際等に、水防管理団体が適切に損料や修理費用を補

償した事例がある。 

    法改正において、水防活動の委任を受けた民間事業者にも緊急通行や公用負担を

認めることとあわせて、これらに伴う損失についても、水防管理団体が補償するこ

ととしており、緊急通行や公用負担に伴う損失補償について明確化され、民間事業

者が実施する水防活動も含め、迅速な水防活動が実施できる。（第193回国会国土

交通委員会第10号、2017年４月19日） 

  ○足立敏之君 水防活動の担い手としての建設産業にどのような役割を期待するのか、

そしてその役割を継続的に果たしていくために国としてどのような取組が必要と考

えるのか。 

  ○政府参考人（山田邦博君） 建設業者にこのような役割を継続的に担ってもらうた

めには、安定的な経営が必要不可欠である。このため、国土交通省では、必要な公

共事業予算の安定的、持続的な確保に努めるとともに、建設業者が適正な利潤を確

保できるように、改正品確法に基づき、予定価格の適正な設定や、あるいは効果的

なダンピング対策の実施等に取り組んでいる。さらに、国土交通省や多くの都道府

県の公共工事の発注において、水防活動を含めた災害活動の実績や災害協定の締結

を総合評価落札方式の評価対象としており、建設業者の水防活動への参画に寄与し

ていると考えている。（第193回国会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  【権限代行制度】 

  ○村岡委員 どのような場合に国や水機構などの権限代行が可能になるのか？ 

  ○山田政府参考人 権限代行制度の実施に当たっては、都道府県知事等から要請があ

ること、当該工事が高度の技術力または機械力を使用して実施することが適当であ

ると認められるものであること、そして、都道府県等の工事の実施体制その他の地

域の実情を勘案して、代行することが適当と認められることの三つを要件としてい

る。（第193回国会国土交通委員会第10号、2017年４月19日） 

  ○水戸委員 国による代行と水資源機構による代行の相違点と、どういう形で役割分

担されるのか？ 

  ○山田政府参考人 都道府県からの要請に基づくものであり、基本的には都道府県の

方で、どちらに権限代行するかを決め、要請することになる。（第193回国会国土

交通委員会第10号、2017年４月19日） 
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  ○水戸委員 公用負担について、どういうことを想定しているのか、また、損失補償

をどういう形でやるのか？ 

  ○山田政府参考人 具体的には、堤防とか水防活動の現場に向かう際に、私道や田畑

を緊急に通行すること、水防工法に使用する竹木等の資材を使用すること等を想定

している。損失補償については、これらの緊急通行や公用負担に伴い、土地や資機

材等の所有者等に損失を与えた場合には、必要な費用等を所有者等に補償する。

（第193回国会国土交通委員会第10号、2017年４月19日） 

  【国の支援措置】 

  ○荒井委員 新しい財源なり新しい人材の育成・創出のための対策は？ 

  ○山田政府参考人 国としても、交付金による支援あるいはさまざまな技術的支援、

特に、手引等を改正し、できるだけ簡易に避難確保計画ができるような支援も視野

に、考えている。（第193回国会国土交通委員会第10号、2017年４月19日） 

  ○青木愛君 国の直轄管理河川における取組を今後都道府県が管理する河川にも拡大

をすると、対象となる河川数が一千九百九十一河川と増えることや、また河川が複

数の自治体を流れているためにほかの自治体との連携を図る必要性が生じるなど、

都道府県には相当の負担も生じるのではないかという懸念もあるが、国はどのよう

な支援を行っていくのか。 

  ○政府参考人（山田邦博君） 大規模氾濫減災協議会の設置に当たっては、その対象

となる洪水予報河川、あるいは水位周知河川の指定数に鑑み、協議会の構成員とな

る地方公共団体等の負担を軽減するために、圏域あるいは行政界などを考慮して複

数河川をまとめて協議会を設置することとし、また、都道府県による大規模氾濫減

災協議会の設置に際しては、各地方整備局に相談窓口を設置し、都道府県協議会を

国の協議会との合同開催、あるいは都道府県協議会への国のアドバイザー等参画す

るなど、都道府県の取組を支援していく。（第193回国会国土交通委員会第13号、

５月11日） 

  【その他】 

  ○高瀬弘美君 地下街における避難確保とか浸水防止のための協議会というものもあ

り、同じ水害対策で幾つも協議会を立ち上げていくことになるが、これを立ち上げ

ていく地方自治体として大変な負担になるのではないか。 

  ○政府参考人（山田邦博君） 地下街を対象とした協議会は、これは地下街管理者を

主たる構成員として、地下街の避難確保とかあるいは浸水防止のための計画作成等
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を目的としたもので、大規模氾濫減災協議会とは設置の趣旨及び構成員が異なるも

のである。そのため、それぞれの目的に応じ協議会が設置されることが必要だと考

えている。（第193回国会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  ○行田邦子君 河川から放置艇を所有者が排除しない場合、都道府県など水域管理者

が行政代執行法に基づいて取り除くということになる。ただ、この行政代執行法に

基づく処置というのは非常に手間が掛かる。そして、災害等の緊急時においては、

行政代執行法の手続を省略をして放置船、放置艇の排除を行うことは可能か。 

  ○政府参考人（山田邦博君） 行政代執行法に基づき代執行を行うためには、通常、

相当の履行期限を定めて、その期限までに履行がなされないときは代執行を行う旨

をあらかじめ文書で戒告し、指定の期限までにその義務を履行しないときには代執

行令書を発行して、代執行をなすべき時期、派遣する執行責任者の氏名及び代執行

に要する費用の概算による見積書を義務者に通知するという手続を経る必要がある。 

    他方、行政代執行法第三条第三項では、非常の場合又は危険切迫の場合で、代執

行の急速な実施について緊急の必要があるためこれらの手続を取るいとまがないと

きは手続を省略することができることとされている。一般的には、災害の発生時等

がこの場合に当たるものと考えられており、具体的にどのような場合に手続を簡素

化できるかは各現場において個別具体的に判断されることになる。（第193回国会

国土交通委員会第13号、５月11日） 

 

   以上のような審査をへて、衆参の国土交通委員会及び本会議いずれにおいても全会

一致で原案とおり可決され、法案が成立した。 

 

(４) 政省令、通知等の対応 

   法律の成立を受けた政省令の改正は一通り完了し、関連通知が出されており、以下

のとおりである。 

  ● 水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成

29年政令第158号） 

  ● 水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省

令（平成29年国土交通省令第36号） 

  ● 水防法等の一部を改正する法律の施行について（平成29年国水政第12号） 

  ● 水防法第15条の９及び第15条の10に基づく「大規模氾濫減災協議会」の運用につい
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て（平成29年国水政第13号・国水河計第13号・国水環第20号・国水治第26号・国水

防第52号） 

  ● 河川法第16条の４及び独立行政法人水資源機構法第19条の２に基づく権限代行制度

の創設について（平成29年国水政第14号・国水環第21号・国水治第27号・国水防第

53号・国水策第19号） 

 

 

 4. 地方公共団体への影響など 
 

 今回の法改正を受け、地方公共団体は水防災のための諸対策に取り組むことになるが、

技術的能力の低下、人的資源の不足、厳しい財政状況に鑑みると、今後、地方公共団体が

これらの政策を進めていくには多くの難関を乗り越えなければならない。それぞれの局面

における、国又は都道府県の支援が欠かせない。 

 また、市町村としては、義務付けられた水害リスク情報の周知及び要配慮者利用施設へ

の監督を徹底する必要があり、これを怠った場合には、法的責任が問われる場合も考えら

れることから、慎重かつ確実に対応していく必要がある。 

 今回の河川法及び水資源機構法の改正によって権限代行制度が創設されたが、地方公共

団体の事務に関する国の権限代行制度は他の分野でも確認することができる。たとえば、

2013年の道路法改正によって創設された、高度な技術力を要する等の修繕工事等を当該地

方公共団体に代わって国土交通大臣が実施できる代行制度（同法17条６項）、また、2015

年の災害対策基本法の改正によって導入された、被災市町村長の要請に基づいて環境大臣

が災害廃棄物の処理を代行する制度（同法86条の５及び108条の４）がその例である。今

回創設された代行制度のうち、主にダム等の再開発工事を想定しているように思われる水

資源機構による河川管理施設の改築又は修繕工事の代行制度は、必ずしも災害復旧事業で

あることを要件としていないことから、道路法上の修繕工事等の代行制度と同じく理解す

ることができる。 

 このような国による「権限の代行」制度をどう評価すべきかについては種々意見があり

得、またメリットとデメリットが共存することは否定できないであろう。国による復旧工

事の代行制度は、大規模水災害時において、住民の安全や生活の安定を確保すると同時に、

行政遂行能力が低下し、また専門的な知識経験が不足している地方公共団体の負担軽減を

図るという、制度本来の趣旨は肯定的に評価することができる。一方、地方分権の観点か
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を目的としたもので、大規模氾濫減災協議会とは設置の趣旨及び構成員が異なるも

のである。そのため、それぞれの目的に応じ協議会が設置されることが必要だと考

えている。（第193回国会国土交通委員会第13号、５月11日） 

  ○行田邦子君 河川から放置艇を所有者が排除しない場合、都道府県など水域管理者

が行政代執行法に基づいて取り除くということになる。ただ、この行政代執行法に

基づく処置というのは非常に手間が掛かる。そして、災害等の緊急時においては、

行政代執行法の手続を省略をして放置船、放置艇の排除を行うことは可能か。 

  ○政府参考人（山田邦博君） 行政代執行法に基づき代執行を行うためには、通常、

相当の履行期限を定めて、その期限までに履行がなされないときは代執行を行う旨

をあらかじめ文書で戒告し、指定の期限までにその義務を履行しないときには代執

行令書を発行して、代執行をなすべき時期、派遣する執行責任者の氏名及び代執行

に要する費用の概算による見積書を義務者に通知するという手続を経る必要がある。 

    他方、行政代執行法第三条第三項では、非常の場合又は危険切迫の場合で、代執

行の急速な実施について緊急の必要があるためこれらの手続を取るいとまがないと

きは手続を省略することができることとされている。一般的には、災害の発生時等

がこの場合に当たるものと考えられており、具体的にどのような場合に手続を簡素

化できるかは各現場において個別具体的に判断されることになる。（第193回国会

国土交通委員会第13号、５月11日） 

 

   以上のような審査をへて、衆参の国土交通委員会及び本会議いずれにおいても全会

一致で原案とおり可決され、法案が成立した。 

 

(４) 政省令、通知等の対応 

   法律の成立を受けた政省令の改正は一通り完了し、関連通知が出されており、以下

のとおりである。 

  ● 水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成

29年政令第158号） 

  ● 水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省

令（平成29年国土交通省令第36号） 

  ● 水防法等の一部を改正する法律の施行について（平成29年国水政第12号） 

  ● 水防法第15条の９及び第15条の10に基づく「大規模氾濫減災協議会」の運用につい
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て（平成29年国水政第13号・国水河計第13号・国水環第20号・国水治第26号・国水

防第52号） 

  ● 河川法第16条の４及び独立行政法人水資源機構法第19条の２に基づく権限代行制度

の創設について（平成29年国水政第14号・国水環第21号・国水治第27号・国水防第

53号・国水策第19号） 

 

 

 4. 地方公共団体への影響など 
 

 今回の法改正を受け、地方公共団体は水防災のための諸対策に取り組むことになるが、

技術的能力の低下、人的資源の不足、厳しい財政状況に鑑みると、今後、地方公共団体が

これらの政策を進めていくには多くの難関を乗り越えなければならない。それぞれの局面

における、国又は都道府県の支援が欠かせない。 

 また、市町村としては、義務付けられた水害リスク情報の周知及び要配慮者利用施設へ

の監督を徹底する必要があり、これを怠った場合には、法的責任が問われる場合も考えら

れることから、慎重かつ確実に対応していく必要がある。 

 今回の河川法及び水資源機構法の改正によって権限代行制度が創設されたが、地方公共

団体の事務に関する国の権限代行制度は他の分野でも確認することができる。たとえば、

2013年の道路法改正によって創設された、高度な技術力を要する等の修繕工事等を当該地

方公共団体に代わって国土交通大臣が実施できる代行制度（同法17条６項）、また、2015

年の災害対策基本法の改正によって導入された、被災市町村長の要請に基づいて環境大臣

が災害廃棄物の処理を代行する制度（同法86条の５及び108条の４）がその例である。今

回創設された代行制度のうち、主にダム等の再開発工事を想定しているように思われる水

資源機構による河川管理施設の改築又は修繕工事の代行制度は、必ずしも災害復旧事業で

あることを要件としていないことから、道路法上の修繕工事等の代行制度と同じく理解す

ることができる。 

 このような国による「権限の代行」制度をどう評価すべきかについては種々意見があり

得、またメリットとデメリットが共存することは否定できないであろう。国による復旧工

事の代行制度は、大規模水災害時において、住民の安全や生活の安定を確保すると同時に、

行政遂行能力が低下し、また専門的な知識経験が不足している地方公共団体の負担軽減を

図るという、制度本来の趣旨は肯定的に評価することができる。一方、地方分権の観点か
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ら国の出先機関の縮小・廃止を求める立場からすれば、このような代行制度は出先機関の

存在意義の再確認ないし機能強化につながる恐れがあることから批判的に捉えられる可能

性が高い。また、国による権限の代行によって、地方公共団体の災害対策能力の低下や専

門的な知識経験が不足という状態が膠着化されてしまうという懸念も出てくる。災害対策

基本法上の被災市町村長の要請に基づいた環境大臣の災害廃棄物の処理の代行制度に関連

して、権限代行制度は、地方公共団体を補完するものであり、「国が本来果たすべき役割」

に属するとの位置づけも可能であって、「代行」という形態をとることの是非も改めて問

われるべき検討課題であるとの指摘もなされている(９)。 

 

 

 終わりに 
 

 今回の法改正は、水害による被害を予防するために早急に実施すべき政策のうち、法定

化する必要があるものについて規定したものである。これらの内容は、社会資本整備審議

会の答申「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革

による『水防災意識社会』の再構築に向けて～」及び「中小河川等における水防災意識社

会の再構築のあり方について」で示された諸対策の一部に留まっており、法定されていな

い対策は、今後、政策として実行していくことが予想される。さらなる制度改革の動きも

含め、今後の実際の運用に注目する必要がある。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部准教授） 

                                                                                 

(９) 下山憲治「廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律

（2015年７月17日法律第58号）」自治総研448号（2016年２月）137頁。 
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地域包括ケアシステムの強化のための 
介護保険法等の一部を改正する法律  

（平成29年６月２日法律52号） 

 

 

上 林 陽 治 

 

 

 はじめに 
 

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」（平成29

年法律52号）（以下、「地域包括ケアシステム法」という）は、2017年２月７日に閣議決

定され、193通常国会において、５月26日に参議院本会議で可決・成立し、６月２日に法

律52号として公布された。 

 地域包括ケアシステム法は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社

会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することを目的として取りまとめられ、

主に介護保険法、医療法、社会福祉法、障害者総合福祉支援法、児童福祉法などの31本の

法律の関連部分を一括して改正するいわゆる束ね法である。その内容は、以下の５点にま

とめられる。 

  
 

○ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 １ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進 

 ２ 医療・介護の連携の推進等 

 ３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等 

○ 介護保険制度の持続可能性の確保として 

 ４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割 

 ５ 介護納付金への総報酬割の導入 
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