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とソフトをあわせて津波災害に対してきちんと対
応していこうということで︒

省と国交省の共管で︑平成十六年の三月に津波・
高潮ハザードマップマニュアルというのが作成さ
れています︒国交省の方から資料をいただきまし
て︑百三十ページぐらいあるんですが︑これを全
部読ませていただきましたけれども︑ここでも同
じようなことはもう言っていたんですね︑ハード

推進計画を作成することができるということで︑
幾つか新しい政策が取り入れられています︒
こういうハード︑ソフトの施策を組み合わせた
法案をつくっていただいて︑これは本当に御苦労
をおかけしたというふうに思いますが︑これまで
も︑今回の震災になる前も︑実は︑内閣府と農水

でした︒これに反対する政党はないと思います︒
国土交通大臣の方で基本指針を定めて︑都道府
県知事が基本指針に基づいて津波浸水想定を設定
して公表する︒市町村は︑その基本指針に基づい
て︑かつ津波浸水想定を踏まえて︑津波防災地域
づくりを総合的に推進するための計画︑いわゆる

この法案の立法の背景ということで︑東日本大
震災により甚大な被害を受けた地域の復興に当た
っては︑将来を見据えた津波災害に強い地域づく
りを推進する必要がある︑また︑将来起こり得る
津波災害の防止︑軽減のため︑全国で活用可能な
一般的な制度を創設する必要があるという御説明

○伴野委員長 次に︑富田茂之君︒
○富田委員 公明党の富田茂之です︒
津波防災地域づくりに関する法律案並びにその
整備法案について質疑をさせていただきます︒

というふうに考えているところでございます︒
○富田委員 今のはいいですけれども︑実はこの

平成二十三年の東北地方太平洋沖地震による津波
対策のためのシミュレーションモデルをベースに
したシミュレーションの手引というものも通知し
ておりまして︑こういったマニュアル︑手引等を
参考に︑都道府県においてより現地に即した形で
津波浸水想定が設定されるよう進めてまいりたい

ードマップ作成担当者を支援するという目的で策
定したこのハザードマップマニュアルにつきまし
ては︑本法案についても︑具体的に策定するに当
たっては︑参考としてこのマニュアルが活用され
るものというふうに考えております︒
またさらに︑近年の新たな知見を踏まえまして︑

潮ハザードマップマニュアルというのを策定して
ございます︒
今回︑現在法案を御審議いただいているわけで
すが︑今後︑津波浸水想定の設定も含めまして︑
ハザードマップを具体的に作成していくという過
程に入るわけでございますが︑当時︑全国のハザ

っと関係性がよくわかりません︒このあたりは国
交省の方はどんな認識でいられるんでしょうか︑
教えていただければと思います︒
○関政府参考人 お答えを申し上げます︒
御指摘のように︑平成十六年三月に︑内閣府︑
農林水産省︑国土交通省の作成により︑津波・高

これは各市町村が基本的にはやられていたと思
うんですが︑この十六年三月に策定された津波ハ
ザードマップマニュアルを今回の法案の中ではど
んなふうに取り入れようとされているのか︑ちょ

ましても︑国は広域的な検討や技術支援︑そして
都道府県が津波浸水想定を策定し︑それを具体的

のは︑ちょっとずれているように思うんですが︑
そうではないんですか︒
○関政府参考人 お答えを申し上げます︒
御指摘の平成十六年につくられましたマニュア
ルに︑先生御指摘のように︑市町村︑都道府県︑
国の役割分担が書かれてございます︒本法におき

あるいは︑行政手法の開発︑強化︒このあたりが
今局長が言われた新しいところだと思うんです︒
このハザードマップマニュアルの中で言われて
いる国︑都道府県︑市町村の役割と︑今回の法案
の︑基本指針を大臣が決めて︑想定を都道府県知
事がやって︑実際には計画は市町村がやるという

の実施と津波・高潮ハザードマップ作成支援︑あ
と︑外力・浸水予想区域の設定や被害想定等とい
うのが都道府県の役割にされています︒では︑国
はその上で何をするのかというと︑複数の都道府
県にまたがる場合や単独都道府県で実施困難な場
合の検討の実施と都道府県︑市町村への技術支援︑

方によりますと︑市町村が津波・高潮ハザードマ
ップを作成する︑その際に︑住民参加による地域
の創意工夫︑自衛意識の向上︑周知の徹底等を図
るというふうに書かれています︒では︑都道府県
は何をするんだというときに︑複数の市町村にま
たがる場合や単独市町村で実施困難な場合の検討

ハザードマップマニュアルで︑市町村と都道府県
と国の役割分担というのが決められています︒
このハザードマップマニュアルの二十七ページ
に表が載っているんですが︑この役割分担の考え
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うか︒そこはどうですか︒
○関政府参考人 御指摘につきまして︑ハザード

域とバッファーゾーンとをあわせて要避難区域と
して示す工夫が必要だというふうな指摘が書かれ
ていました︒
都道府県知事の方で浸水想定を設定する際に︑
こういうバッファーゾーンも含めてきちんと設定
して市町村の方に示していくようになるんでしょ

○富田委員 今の局長の答弁を前提にすると︑こ
のハザードマップマニュアルの方では︑浸水予測
区域の外側に︑バッファーゾーン︑予測上は浸水
しないけれども︑予測の不確実性を考慮すると浸
水のおそれがある区域というふうに規定されてい
ますが︑バッファーゾーンを設けて︑浸水予測区

つの指針として示されているということでござい
ます︒こういった基本的な考え方は︑本法律に基
づいて今後浸水想定を設定し︑また現地でハザー
ドマップを策定していく︑そういう基本的な役割
分担については同じ考え方で進めていくというこ
とを考えているということでございます︒

ふうになっていないと思うんですけれども︑もと
もと︑ではこのマニュアルに従ってやるという前
提はそのままでいいということですか︒
○関政府参考人 お答えを申し上げます︒
ハザードマップマニュアルにおいては︑具体的
な形での役割分担を実際に現地で進める場合の一

に市町村がハザードマップを作成するという︑基
本的には同様の役割分担で行っていくということ
を考えているところでございます︒
○富田委員 この法案の構成はちょっとそういう

くった地図をちょっとコピーさせてもらったんで
すが︑これを見ていただくとわかるんですが︑一

ことですけれども︑委員の皆さんのお手元に資料
一をカラーで配らせていただいていますが︑ちょ
っとごらんいただきたいんです︒
これは﹁津波ハザードマップの予測浸水深と今
回の浸水実績の比較﹂ということで︑釜石市の大
槌湾のところの地図であります︒釜石市の方でつ

いずれにしましても︑こういった考え方を踏ま
え︑地域の特性を踏まえまして︑より的確なハザ
ードマップが作成できるよう市町村を支援してま
いりたいというふうに考えているところでござい
ます︒
○富田委員 バッファーゾーンも考慮するという

す︒また︑本法案については︑先ほども御説明さ
せていただいておりますが︑いわゆる最大クラス
の津波を想定するということではございますが︑
基本的には︑こういったバッファーゾーンの考え
方というのは引き続き必要であるというふうに考
えております︒

マップを策定していくかということでございます︒
今後︑本法案に基づきまして具体的にハザード
マップを策定していくに当たりましても︑こうい
ったバッファーゾーンの考え方というものを︑現
地で要避難区域としてあわせて設定していくとい
うことが必要であろうというふうに考えておりま

マップを策定していくに当たりまして︑バッファ
ーゾーンというものは︑予測の不確実性を考慮し
て︑一応計算で出てくる範囲よりもさらに広くな
る︑そういったリスクをどこで踏まえてハザード

発生直後に先生方が児童を全部三階に上げた︒と
ころが︑三階に上がった子供たちが︑隣の中学校

部の生徒がいきなり︑この地図でいうと︑ござい
しょの里と下に書いてありますが︑ここが避難場
所に指定されていた︑ここに向けて中学生が走り
出した︒
横に鵜住居小学校︑三階建てと書いてあります
が︑鵜住居小学校では︑危ないということで地震

そのとき整備局長に伺った話では︑釜石東中学
校で︑二時四十六分︑地震が発生した︒グラウン
ドでサッカー部の生徒がサッカーの練習を始めよ
うとしていた︒物すごい地震なので︑それまで釜
石では各学年でいろいろ防災教育をしていました
ので︑これは津波が来るということで︑サッカー

ここの釜石のことを国交省の地元の整備局長に御
説明いただいたんですけれども︑ここに︑真ん中
あたりに釜石東中学校と鵜住居小学校と赤で書い
てあります︒そして︑鵜住居小学校に注釈がつい
ていまして︑﹁三階建て校舎の三階まで浸水﹂と
いうふうに書いてあります︒

陸津波で来た位置も︑ちょっと見にくいですけれ
ども︑線でかいてあります︒今回︑そこをはるか
に超えて来た︒
今回の津波を基準にして今後考えるというふう
に先ほど答弁がありましたので︑それでいいと思
うんですが︑実は︑予算委員会で視察したときに︑

番外側の水色の太い線のところまで今回浸水して
います︒ハザードマップは︑もっとずっと湾に近
い方だけが色がついています︒それぞれの︑昔の
明治の三陸地震津波の来た位置︑あるいは昭和三
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文科省の方で今度︑先生たちがそういうふうな教
育をしてくれるようですが︑浸水想定をする際も︑

運転手さんがいろいろ声をかけて︑もっと安全な
場所に全部連れていってくれた︒
こういうハザードマップをつくってバッファー
ゾーンも入れても︑そこを超えてくる可能性があ
るものをどういうふうにしていくのか︒私が文部
科学委員会で防災教育をやるべきだと言ったら︑

鵜住居小学校の子供さんたちがその完成式典に呼
ばれて︑そこから風船を上げていた︒ここが一番
高いところだと子供たちがわかっていたんですね︒
中学生も含めて︑近くの保育園の子たちもここに
合流したようですが︑全部が高速道路の上に上が
って︑最終的には︑そこを通りかかったダンプの

ロです︒石材店に行って大槌湾の方を見ますと︑
津波が小学校にずっとかぶってくるところが見え
た︒
ここから︑実は︑先ほども大臣の方から縦貫道
のお話がありましたが︑三陸縦貫道の釜石山田線
が五日前に︑この石材店のちょうど上に完成して︑

かったんですね︒
ございしょの里は避難場所ですから︑ここで大
丈夫だとなったら︑裏山に亀裂が入っているのに
中学生が気がついて︑ここも危ないということで︑
一番左下の方にちょっと小さな赤字で石材店と書
いてありますが︑ここまで逃げた︒ちょうど一キ

のお兄ちゃんたちが走り出したので︑これは津波
が来るということで︑先生の指導じゃなくて︑自
分たちで三階からおりて中学生を追いかけて︑最
終的にございしょの里に中学生と小学生が全部向

こまで危ないんだというのを住民の皆さんにどう
いうふうに徹底していくのかというのが大事にな

まざ感じておったところでございます︒
︹委員長退席︑小宮山︵泰︶委員長代理
着席︺
○富田委員 ぜひ大臣の方で指針を示す際も今の
ように御配慮いただきたいと思いますし︑津波浸
水想定を都道府県知事が公表するに当たって︑こ

あの釜石の例というのは︑よく児童生徒が助かっ
てくれたなと本当に思います︒先ほど︑林委員だ
ったでしょうか︑石巻の大川小学校の例も指摘さ
れておりましたが︑本当に︑ふだんの訓練が教育
の中でなされておるかどうかでこんなに大きな違
いがあるかということを︑お話を聞きながらまざ

もらうというだけにとどまらず︑そういった今回
の体験というのを踏まえた︑歴史を記憶にとどめ
るといった視点が非常に重要かと伺っておりまし
た︒ぜひそういったことも検討したい︑このよう
に思います︒
そして︑加えて︑今御説明のあった︑まさしく

すけれども︑具体的な︑こういうこともあるんだ
ということを情報提供していくべきだと思うんで
すが︑大臣︑その点はどうでしょうか︒
○前田国務大臣 富田委員の今の御指摘というの
は︑非常に示唆に富んでいると思います︒単に指
針を示して都道府県知事に津波浸水想定をやって

バッファーゾーン︑プラス︑今回こういうことが
あったんだということを具体的にそれぞれの地域
から情報を集めて︑国交省の方が中心になって︑
都道府県知事に対して︑大臣が基本指針を決めま

経路に関する事項その他警戒区域における円滑な
警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周

めの措置という規定をわざわざ設けていただいて
います︒これは︑﹁警戒区域をその区域に含む市
町村の長は︑市町村地域防災計画に基づき︑国土
交通省令で定めるところにより︑人的災害を生ず
るおそれがある津波に関する情報の伝達方法︑避
難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難

歴史の経験︑歴史の体験を︑これだけの悲劇であ
りましたが︑それをちゃんと記憶にとどめるよう
な周知徹底ということができないか︑その辺のと
ころも検討させていただきたい︑こう思います︒
○富田委員 あわせて︑これに関連するんですが︑
実は法案の第五十五条に︑住民に対する周知のた

やインターネット等による周知を図るとともに︑
防災訓練における活用︑ハザードマップの整備に
反映させ︑その活用を図るというようなこと︑き
め細かくしっかりと周知を図っていくことが必要
であると考えております︒
その中に︑先ほど富田委員の御指摘のような︑

考えるべきだと思うんですが︑そのあたりは国交
省としてはどんなふうに考えているんでしょうか︒
○前田国務大臣 都道府県知事は︑法案第八条に
基づき津波浸水想定を設定したときは︑速やかに
公表しなければならない︑こうなっておりますが︑
都道府県の公報への掲載に加えて︑印刷物の配布

ると思うんですね︒
周知方法をどう考えるか︑あるいは住民の皆さ
んにどう理解していただくかというのも︑都道府
県知事が浸水想定を策定して公表するに当たって
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様に配布する︑配らせていただくということはも
ちろん大事でございますが︑さらには︑さかのぼ
りまして︑実際にハザードマップの作成段階にも
地域の皆様に加わっていただきまして︑地域の学
習会︑あるいは防災訓練︑避難訓練︑こういった
中でもしっかりとハザードマップについて知って

具体的にどんなことを想定していたのかという
ことでございますが︑実際にハザードマップを整
備︑配布し︑住民の方々に御理解いただいて︑実
際の避難行動にいかに役立てていくかということ
が重要でございます︒
そういう意味では︑ハザードマップを住民の皆

今度は市町村がこういうこともやるべきだという
ことも法案に規定していただいています︒これは
具体的にどんなことを想定してこの条文をつくら
れたのか︒局長の方でも結構ですので︒
○関政府参考人 ただいま︑五十五条の規定に関
しまして先生の方から御指摘がございました︒

あるんです︒
大川小学校の件は林先生が指摘されたようです
が︑石巻では︑実際広報がこういうふうに出てい
るのに︑現場ではこのとおりできていなかった︒
避難場所の特定もされない︒私も大川小学校に行
ってきましたけれども︑あれで裏山に逃げても多

た︒﹂ということで︑注意しましょう︑こういう
広報をわざわざ石巻は配布されて︑資料の二︱３︑
最後の四枚目を見ていただきたいんですが︑これ
は非常にいいことが書いてあるんですよ︒﹁津波
から逃れるために﹂﹁日ごろからの備えを！﹂﹁
自らの命は自らが守る﹂︑こういうふうに書いて

チリ地震津波で避難される方が非常に少なかった︑
そこから法案を考えたんだという御指摘でした︒
実は︑この石巻の広報も︑資料の二︱２を見てい
ただきますと︑﹁災害は忘れたころにやってくる
！﹂という︑これは三月一日に出ている広報なん
ですよね︒﹁チリ地震津波から一年が経過しまし

われるとおりやっていただきたいんです︒
資料の二︱１から二︱３まで三枚︑﹁市報いし
のまき﹂という石巻市の広報のコピーを配付させ
ていただきました︒
先ほど林先生が︑津波の法案をどうしてつくら
れたのかということを言っておりましたけれども︑

地域の方を巻き込んで一緒にハザードマップをつ
くり︑つくった上で︑それ以上の災害があるんだ
という認識をしてそこから避難訓練をした︑そう
いう積み重ねがありますので︑ぜひ今の局長の言

○富田委員 ぜひよろしくお願いします︒
次に︑時間もありませんので︑津波避難ビルの

指針を策定いたしますが︑さらにそれに基づいて
具体的に自治体で進めていただくに当たっての︑
より具体的に実効ある体制がつくれ︑また実効あ
る避難活動に結びつけるよう︑具体的な事例も含
めて地域を復興支援させていただき︑進めてまい
りたいというふうに考えております︒

たものも法案を実行に移していく際に国交省の方
で配慮をいただければなと思うんですが︑その点
はどうでしょうか︒
○関政府参考人 御指摘のように︑津波想定︑あ
るいはハザードマップを策定し実際に避難に結び
つけていただくために︑国土交通省としては基本

れが現場につながらないということがありますの
で︑この法案でここまで書き込まれたわけですか
ら︑都道府県知事が想定を策定して公表する際も︑
市町村の方で警戒区域の指定とかをされる際も︑
もう少し具体的に︑避難経路を含めて︑現場の地
域の皆さんがきちんと逃げ切れるんだ︑そういっ

すが︑訓練はやっていましたと言っていました︒
だから︑訓練をやっていたという報告が多分教育
委員会に上がっていただけで︑大川小学校では実
際にはできていなかったというふうに被災後お母
さんが調査に答えていらっしゃる例もあります︒
せっかくこういういい広報を出していても︑そ

から来て子供たちが犠牲になったわけですけれど
も︑こういう広報を出していて︑現場に届かなか
った︒
石巻の教育委員会の方からもお話を聞いたんで

知させるため︑これらの事項を記載した印刷物の
配布その他の必要な措置を講じなければならない︒
﹂

いただき︑そして実際の避難行動に移していただ
く︑こういった取り組みも必要だと考えておりま
して︑そういったことも想定しながら進めてきて
いるところでございます︒
○富田委員 ぜひ今局長が言われたのを実行に移
していただきたいと思いますし︑釜石の奇跡を生

分大変だったろうなと︒最終的には一番高台とい
うところに向かわれて︑結局そこに津波が両方向

今大臣ちょっと触れていただきましたけれども︑

んだのは︑群馬大の片田先生がずっと地域の方た
ちを巻き込んで︑まず児童生徒の父兄を巻き込み︑
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国や県からお金をもらって避難タワーをつくりた
いというふうに市の方では考えているようです︒

ています︒
先ほど来︑谷田川先生と林先生の方から旭市の
話がありましたが︑旭も避難ビルの指定をしてい
ないんですね︒やりたいけれどもそういうものが
ないから︑今後どうするかという計画の中で︑国
の支援をもらいたい︑もし指定ができない場合は

ういうガイドラインをつくったのに︑余りにもや
っていない︒
これは内閣府の方で平成二十二年にもう一度調
査したようですが︑六百五十三の沿岸市町村があ
るようですけれども︑そのうちの四百八十︑七四
％の市町村が指定を行っていないというふうに出

実は︑このガイドラインの中にアンケート調査
がありました︒沿岸地域を持っている市町村に︑
津波避難ビルを指定していますかというふうに尋
ねているんですが︑指定していないという回答が
六七・六％︑高台のみ指定しているけれども原則
的には指定していない︑一八・九％︒せっかくこ

けまして︑そこでガイドラインを︑こんな分厚い
ガイドラインなので多分読んだことがある人はほ
とんどいないと思うんですが︑かなり詳細につく
られています︒全部読ませてもらいましたけれど
も︑本当によくここまで考えているなというのを
やられているんです︒

容積率規制の緩和についてお尋ねします︒
規制緩和の目的がどうなんだというのが一点と︑
実は︑平成十七年の六月に︑内閣府の方で津波避
難ビル等に係るガイドライン検討会というのを設

ことでは︑避難ビルについての固定資産税の減免
措置というものを設けておりますし︑それから︑

でございます︒
その中で︑まだ途中経過ではございますが︑今
申し上げましたように︑意識はかなり変わってき
ているというふうに考えておりまして︑今後︑避
難ビルの指定を促進するために︑この法案におい
て︑今御指摘がございました︑例えば援助という

これに対しまして︑今回の東日本大震災の被害
を踏まえまして︑恐らく市町村も津波対策につい
ての意識が大きく上昇しておるというふうに考え
ておりまして︑実は︑本年六月と十月に内閣府と
共同でもう一度避難ビルの実態調査を行っており
まして︑今︑取りまとめ作業を行っているさなか

アンケート調査の結果では︑被災の経験がなく︑
津波浸水想定もしていないということ︑さらに︑
指定に当たっては民間ビルを指定することが多く
なるわけですけれども︑必ずしもメリットがない
というようなことが回答として挙げられておりま
す︒

省としてはどんなふうに考えているんでしょうか︒
○川本政府参考人 お答えを申し上げます︒
御指摘のとおり︑平成十七年に内閣府が行いま
したアンケート調査結果におきましては︑多くの
沿岸市町村で津波避難ビルの指定が行われていな
いという実態が明らかになっております︒当時の

こういう︑指定がされていないという今のアン
ケートの結果をどういうふうに考えますか︒今回
の規制緩和の目的と︑現実問題として指定してい
るところがこれだけ少ないんだという点を︑国交

特に︑先ほど御指摘のガイドラインが平成十七
年にできてございますが︑ここでは︑実際に津波

○関政府参考人 お答えを申し上げます︒
避難ビルを今後設定していくというときに︑や
はり実際に︑先生御指摘のカバーエリア︑どのぐ
らいの範囲の皆さんがその避難施設に避難をする
かという意味でのカバーエリアの設定は非常に重
要なポイントになるというふうに思っております︒

う震災があったり津波のおそれがあるときに同じ
ように避難できるのかというところを考えると︑
このカバーエリアをどう考えていくかというのが
非常に大事になるんだと思うんですね︒
このあたりはどんなふうに国交省は考えている
んでしょうか︒

その津波避難ビルを選定する際︑カバーエリア
というのを考えるわけですね︑この地域はこのビ
ルに避難してもらえば大丈夫だと︒このガイドラ
インを見ましたけれども︑なかなか難しいなと︒
現実に避難していくに当たって︑今︑何もないと
きに避難はできるけれども︑では︑実際にそうい

政といった面から津波避難ビルの整備︑確保とい
うものを支援していきたい︑このように考えてお
ります︒
○富田委員 ぜひ︑市町村の実態を掌握していた
だいて︑国交省の方にバックアップをしていただ
きたいというふうに思います︒

先ほど御指摘ございました︑容積率を緩和すると
いうような規制緩和︑さらに︑社会資本総合整備
交付金を使いました助成といったようなものも用
意いたしておりまして︑規制面︑それから税︑財
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詳細について私の方では現時点で把握をしてござ
いませんが︑浸水想定の策定あるいはハザードマ

報公開しないやり方というのは︑今回︑地域を巻
き込んできちんと避難計画等をつくっていくとい
うその方向性が決まっているのに︑ちょっと逆行
しているというふうに思うんですが︑どうですか︒
○関政府参考人 御指摘の県の方での情報の公開
については︑申しわけございませんが︑ちょっと

としては︑策定中の都市計画に影響を与えて︑浸
水地域外の土地投機を招く可能性がある︒
こういう可能性はないとは言い切れないと思う
んですが︑ただ︑都道府県の方が浸水データをき
ちんととって︑今後︑これは市町村がここを利用
していろいろやっていくんでしょうけれども︑情

○富田委員 ぜひよろしくお願いします︒
ちょっと一点︑これは通告できなかったんです
が︑昨日の読売新聞に︑岩手県の方で今回の津波
に関して浸水地域のデータを作成したけれども︑
これを情報公開請求に対して開示しないというふ
うにしたというような記事が出ていました︒理由

避難できるか︑こういったことを具体的に現地の
状況に即しながら進めていくということが基本で
あり︑今申し上げました留意点についても︑実際
に現地でも十分踏まえた上で取り組んでいけるよ
う支援をしてまいりたいというふうに考えている
ところでございます︒

が来たときにどの程度浸水してしまうのか︑ある
いは︑道路等の避難施設が地震でどの程度被災し︑
通行が可能かあるいは不可能か︑こういったこと
も十分想定した上で︑どの範囲の住民の皆さんが

るということで︑三時まではだめだと言われてい
ましたけれども︑三時を過ぎたから質問していい

な状況になるわけですから︑検討したいというふ
うに答弁をいただきました︒
先日︑千葉県と関係する二十五市町村で構成し
ています羽田再拡張事業に関する県・市町村連絡
協議会に国交省の方から軽減策を提案していただ
いて︑きょうの三時に県あるいは千葉市が公表す

拡張に伴う騒音問題について質問をさせていただ
きました︒その際に︑南風好天時に千葉市上空の
交差する点を少しでも山林側に移せないか︑何か
騒音を軽減する工夫をしてもらえないかというふ
うにお願いしまして︑大臣も長田局長の方も︑何
とか考えていきたい︑来年春︑またそういうふう

はちょっと一体性が保てないと思いますので︑住
民の皆さんにきちんと広くデータを提供して一緒
に考えていくという姿勢をぜひ国交省の方でも持
っていただきたいというふうに思います︒
もう時間が来ましたので︑最後に一点︒
先日の大臣所信に対する質疑の中で︑羽田の再

いうことが基本であろうというふうに考えている
ところでございます︒
○富田委員 ぜひそういう指導をしていただきた
いと思うんですね︒県の方は︑市町村にデータを
渡してあるんだから︑市町村が開示するのはその
市町村の判断だと言われているけれども︑それで

ップという観点からいけば︑情報をしっかり公開
させていただいて︑地域の皆さんに︑まさに避難
行動︑あるいは実際に具体的にどうルートを考え
ていくか︑そういったことに生かしていただくと

ます︒安全性を確保しながら分散化を図るという
ことはなかなか困難な問題があるわけでございま

の周知を経まして︑来年の二月九日からこの新し
い経路に変更してまいりたいというふうに考えて
おります︒
また︑千葉市等からは︑さらに︑今先生御指摘
のような分散化の問題でありますとか︑あるいは
高度の問題︑いろいろな御指摘をいただいており

ということで︑関係自治体でございます千葉市
から了解が得られましたので︑経路の精査を進め
まして︑経路を確定し︑本日︑その連絡協議会の
事務局である千葉県に対してお知らせをしたとこ
ろでございます︒
今後のスケジュールとしましては︑航空会社へ

と思います︒
○長田政府参考人 今先生の御質問でございます︑
御指摘の連絡協議会︑今月十六日に開催をされま
した︒騒音の影響が特に顕著な経路の交差点部分
につきまして︑安全性に十分配慮した上で︑可能
な限り市街地上空を回避する経路に変更しました︒

したら︑外国の会社もあるので︑すぐに高度をど
うこういじるとか︑なかなか困難だというような
お話︑それはそれとしてある意味納得できるなと
思いますが︑今回のその協議会にどういう提案を
されて︑県や市がそれをどのように受け入れられ
たのか︑差し支えない範囲で御答弁いただければ

んじゃないかと思うんですが︑この点は︑どんな
ふうな形でとりあえずの決着︑まだ︑できれば高
度の点も考えてもらいたいというような要望が千
葉市からありましたけれども︑国交省から聞きま
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すが︑引き続き長期的課題として検討してまいり
たいと思います︒
○富田委員 迅速に対応していただいて感謝を申
し上げます︒今後とも御配慮いただきたいと思い
ます︒
ありがとうございました︒
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