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��������������������� !"されました｡
下表のように大幅なメンバー交代があり､ 顔合わせとなりました｡ 沓掛参議院側座長からは､
これまでの経過報告がありました｡
���#$�	�������%�� !"され､ 沓掛参議院側座長によるこれまでの経過報
告等の後､ フリーディスカッションが行われました｡ ｢国､ 地方とも財政状況が厳しい折り
に首都移転に理解が得られるか｣､ ｢各党ごとに案をとりまとめるべき｣､ ｢危機管理の観点か
ら首都のバックアップ機能が必要｣ 等の意見が出されました｡
�#�&�	��������'�� !"されました｡ 沓掛参議院側座長から､ ｢国会の意

思を問う方法｣ に関して､ これまでに出た意見についての説明があった後､ フリーディスカッ
ションが行われ､ ｢国会等移転審議会に再度､ 意見を求めるべき｣､ ｢危機管理という新たな
観点から検討を行うべき｣ 等の意見が出されました｡ 今後の進め方については､ 座長､ 副座
長に一任されました｡
�#����	����������� !"されました｡ 有馬朗人元国会等移転審議会委員か
らの､ 国会決議から審議会答申までの経過等の聴取が行われました｡
このように､ メンバー交代のたびに､ 一から説明が行われ､ 本協議会のテーマである(
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７月の選挙後､ ST�UV
��W X�されました｡

御入会､ ありがとうございました｡ 引き続き御支援をお願いいたします｡
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氏 名 会派 選 挙 区
^_ `a �W bc de�f�g�

hi jk �W bc lmUn

op q �W bc de�rs�

tp u? �W bc vw%n

木村 隆秀 議員 自民 比例(東海)
xm yz �W c{ g|�}n

玄葉光一郎 議員 民主 福島３区
~. �a �W c{ vw�n

伴野 豊 議員 民主 愛知８区
�� �� �W �� de���g�

穀田 恵二 議員 共産 比例(近畿)

���� ��V

氏 名 会派 選挙区
沓掛 哲男 議員 自民 石川
�� �� �W bc ��

小斉平敏文 議員 自民 宮崎
� �� �W bc de

�� �� �W bc l�

山下八洲夫 議員 民主 岐阜
羽田雄一郎 議員 民主 長野
広野ただし 議員 民主 比例
渡辺 孝男 議員 公明 比例
井上 哲士 議員 共産 比例
渕上 貞雄 議員 社民 比例
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���は新メンバー ☆＝本会会員

☆

☆副座長

座長

副座長

座長
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全国各地の大規模地震の状況を見ると､ 平成７年に起きた兵庫県南部地震以降だけでも鳥

取県西部､ 芸予､ 三陸南､ 宮城県連続､ 十勝沖､ 新潟県中越等の各地震があり､ 被災地も各

地にわたっているなど､ 日本に絶対安全と言い切れる地域はありません｡

こうした中､ 東京都は着々と

災害対応力を強化しています｡

最近の取り組みを紹介すると､
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また､ EFÈ+Y���ÉFÊË�g|

F	ÌÍÎÊ	ÏÐÊ	vwÊ	ÑÒË	

ÎÓË	vwË	Ô2T;Ë��D23A	

これまでの ｢八都県市災害時相互応援に関

する協定｣ による災害時における相互応援

に加え､ ����'��(ÕÖ×ØÙÚ[0+

¡Lし､ 複数の都県市で震度６弱以上の揺

れが観測された場合に､ 合同で応援調整を

行う組織を設置するなど､ 広域応援の仕組

みを強化しました｡

一方､ 
ÛÜ×Ø��(EF�Ý�� ¡Þßàá�04	EFâãäåT¥�æ

ç5×Ø ¡�123èéしており､ 今年度末までに､ 被害想定結果に基づいて､ 応急対策

や減災対策等をとりまとめることになっています｡

既に行われている基幹的広域防災拠点の整備や首相官邸､ 中央省庁の耐震化・建て替えと

いった種々の対策に加え､ こうした新たな取り組みにより､ g|Ø¬ ¶ê4ëìí;î
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