
 

 

 

２ 災害対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

１ 三宅島の復興に対する支援 

 

提案要求先 内閣府・総務省・農林水産省・国土交通省      

     都 所 管 局 総務局・産業労働局・建設局・港湾局   

 

 三宅島では、平成１７年２月１日に避難指示が解除され、平成 

１２年９月以降、４年半に及んだ避難生活を終え、村民の帰島が開

始された。しかし、島の復旧は進んでいるとは言え、依然として高

い値の火山ガスが観測されており、避難指示前に４千人近くいた村

民も、平成１７年８月末現在では、いまだ２千５百人程度にとどま

っている状況である。 

また、三宅島では、大量の降灰による泥流、火山ガスの影響及び

長期避難に伴う放置などにより、住宅や産業基盤等に甚大な被害が

発生している。さらに、島への重要な交通手段である航空路が再開

されていないなど、今後、復興に向けて取り組まなければならない

課題が山積している。 

 東京都としては、これまで、ハード・ソフト両面にわたる支援に

全力をあげて取り組んできたが、国においても、帰島した村民の安

全確保及び島の復興に向け、引き続き、適切かつ十分な財政支援及

び関係法令の弾力的運用などの措置を講じること。 

  

【内閣府】                 

帰島後の支援（総務局） 

帰島した村民の安全確保及び島の復興に向け、引き続き、適切か

つ十分な財政支援及び関係法令の弾力的運用などの措置を講じるこ

と。 

              

【総務省】 

地方交付税による支援（総務局） 

普通交付税の算定にあたっては、平成１７年国勢調査による人口

が基礎数値となり、交付税の減少が見込まれるが、火山ガスの影響

等により、帰島を断念せざるを得なかった村民がいる三宅村の現状

に配慮すること。 

- 49 -



  

また、災害復旧及び復興事業に要する財源負担について、引き続

き、特別交付税による特段の財政支援を行うこと。 

 

【農林水産省】 

森林及び農業・漁業関連施設においては、降灰、泥流及び火口か 

ら噴出する二酸化硫黄を主体とする火山ガスによる被害に加え、全

島民の長期間にわたる島外への避難による荒廃や腐食など、新たな

被害が生じている。 

このため、下記事項について特段の措置を講じること。 

 

１ 治山事業に関する治山激特事業の期間の延長等（産業労働局） 

火山ガスの影響により、当初に想定した緑化対策（航空実播） 

や被害地造林に伴う枯損木処理が困難となっている。また、現地

の荒廃も日々進行してきている。ついては、三宅島の厳しい現状

を理解のうえ、現行の火山治山激甚災害対策特別緊急事業の期間

を延長し、泥流対策の充実と将来の緑化も見据えた土砂・土壌の

安定対策に対する支援などについて特段の措置を講じること。 

 

２ 造林事業への援助（産業労働局） 

火山ガスの影響下での造林事業は、枯死に伴う事業効果の低減 

があり、国庫事業の採択には、造林木の安全性を確かめる必要性

があるとされている。 

しかし、土砂・土壌の安定など、森林の持つ機能を回復させる 

には、早期に造林事業を実施していく必要がある。 

現在、火山ガスの噴出量は、噴火当初の膨大な量からはかなり 

減少しており、造林事業が可能な地域も広がりつつあると考えら

れる。そうした中で、都は独自に枯死リスクを伴う地域における

先行的な造林事業を行っており、当該事業について国の支援など

特段の措置を講じること。 

 

【国土交通省】 

帰島した島民の安全を確保する土砂災害対策の一層の推進 

（建設局） 

平成１２年度から進めてきた三宅島の土砂災害対策に加え、長期
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の火山ガスが樹木の立ち枯れを起こすことによって誘発される、流

木による土砂災害の恐れが生じたことから、これを未然に防止する

ための対策として必要な国庫補助金を確保すること。 

 

離島航路運航事業者に対する特別支援措置の継続（港湾局） 

東京～三宅島～八丈島航路については、三宅村による避難指示解

除（平成１７年２月）が行われ、島民の帰島等による一時的な旅客

数の増加が見られるものの、三宅島の火山活動の影響もあり、本格

的な観光客の回復は未だ望めない状況にある。 

このため、離島の生活航路を運航している離島航路事業者は、航

路の維持に支障を及ぼす恐れが依然として続いており、離島航路補

助金に対する特別支援措置を講じること。 
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２ 災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の 

整備 
 

提案要求先  内閣府  

都 所 管 局  総務局  

 

 中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」が平成１７年２月

に公表した首都直下地震に関する被害想定では、首都圏全域に被害

が及ぶとしている。国の中枢機能が集積している首都圏における地

震、台風、テロなどによる大規模災害の対策は、一自治体のみでは

対応が困難であり、近隣県市の応援を得て効果的な対策を図ってい

く必要がある。 

 そのためには、首都圏の災害情報を直接把握できる情報通信機能

の確保が重要であり、既に整備が進んでいる国と四都県（東京都、

埼玉県、千葉県、神奈川県）間に加え、四政令市（横浜市、川崎市、

千葉市、さいたま市）との間においても防災情報通信網を国におい

て整備すること。 
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参  考 

 

災害時の広域連携に向けた防災情報通信網の整備について 

 

１ 東京湾臨海部基幹的広域防災拠点整備基本計画について 

  阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、東京圏において大規模かつ広

域的な災害が発生した際に、災害対策活動の核となる基幹的広域

防災拠点を東京湾臨海部に整備することが都市再生本部で平成

13 年 6 月 14 日に決定された。 

 これを受け、内閣府をはじめとする関係省庁及び八都県市による

「首都圏広域防災拠点整備協議会」が設置され、整備の基本方針

及び整備箇所、機能などを定めた「東京湾臨海部基幹的広域防災

拠点整備基本計画」が平成 16 年 1 月 8 日に決定されている。 

 このなかで整備箇所として、東京都心臨海部の有明の丘地区が選

定され、災害時に国・地方公共団体等の合同現地対策本部になる

本部棟やヘリポートなどを速やかに整備するとされている。 

また、東京都災害対策本部など地域の防災活動拠点との通信手段

を確保して、円滑かつ効率的に応急復旧活動を展開するとしてい

る。 

 なお、この計画の平成 17 年度事業執行予算は、内閣府により

確保されている。 

 

２ 八都県市災害対策本部と広域防災拠点との通信確保について 

内閣府は、災害時に八都県市災害対策本部と広域防災拠点との

通信の確保について、地上系無線回線などによって構築すること

を検討している。 

すでに、東京都と内閣府は中央防災無線で接続されており、映

像伝送なども行われている。 
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 広域連携情報通信ネットワーク概念図  

東京都 

神奈川県 
川崎市 

横浜市 

千葉市 

埼玉県 

さいたま市 

基幹的 
広域防災拠点 

内閣府 

整備済み 

 
千葉県 
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３ 首都圏広域防災拠点の整備 
 

提案要求先 内閣府・国土交通省   
               都 所 管 局 総務局・建設局・港湾局 
 
首都圏全体を視野に入れた広域的な防災拠点として、東京湾臨海部基

幹的広域防災拠点（有明の丘地区）の整備を促進すること。 
なお、本拠点は、都県市単独では対応不可能な広域あるいは甚大な被

害に対し、首都機能をはじめとする我が国の中枢機能の回復を早急に図

るために整備されるものであり、維持管理については、国において責任

を持って対応する新たな制度や仕組みを創設すること。 
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参  考 

東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明の丘地区）について 
 

 １ 国による用地の取得 
   国は、東京都臨海部の「有明の丘地区」に、首都圏全体を視野に

入れた広域的な防災拠点を整備することとし、全体面積 13.2 ヘク

タールの約２分の１を国営公園とすることで境界を確定し、その約

３分の２の用地を平成１６年度までに取得している。 
残りの用地については１７年度以降に取得予定 

 ２ 整備着手の状況等 
  (1) 国は平成 17 年 3 月に防災拠点の地盤改良工事を契約し、整備

工事に着手した。 
(2) 用地権原確保に要する経費を含め、本部棟及び国営部分の整備

事業を進めるための予算確保が、今後とも必要とされることから、

前年に引き続き、整備促進を国に要望する。 
(3) 平成 19 年度一部供用開始予定 

 ３ 本拠点の維持管理 
(1)  都市公園法によるイ号国営公園の維持管理については、直轄

事業負担金制度により 10 分の 4.5 が地方負担となっている。 
(2)  本拠点は、首都機能をはじめとする我が国の中枢機能の回復

を早急に図るために整備されるという特殊性を有することから、

維持管理については、現行の直轄事業負担金制度にとらわれず

国において責任を持って対応する新たな制度や仕組みを創設す

ること。 
 ４ 平成 17 年度予算(当初)等 
  (1) 内閣府 4.28 億円  国土交通省 51.74 億円 
  (2) 用地取得、整備工事等 
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４ 米軍基地の災害時の活動拠点としての使用促進 

 

提案要求先 内閣府・防衛庁・外務省

都 所 管 局 総務局・知事本局     

 

 災害時の被害を最小限に抑えるため、国において横田飛行場をは

じめとする国内の米軍基地を、広域輸送などの活動拠点として位置

づけるとともに、災害時に直ちに地方自治体が米軍基地を有効に使

用できる枠組みを構築すること。 
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参  考 

 

【東京都総合防災訓練の実施】 

 平成１３年９月１日に実施された東京都総合防災訓練（ビックレ

スキュー東京）において、米軍の協力を得て、横田飛行場及び赤坂

プレスセンターの２箇所の米軍基地を全国で始めて防災訓練に使

用した。 

 平成１７年９月１日の東京都総合防災訓練においても、米軍の協

力を得て横田飛行場及び赤坂プレスセンターを使用した。 

 横田飛行場では、人員、物資の広域輸送拠点としての利用を訓練

項目として①他県からの広域救助隊等の受入れと都内への搬送、②

傷病者等の都外への搬送、③他県からの救助物資の周辺被災自治体

への受入れを行った。 

 横田飛行場は、人員、物資の広域輸送拠点として非常に重要な役

割を果たすことが、このような成果を通じて実証された。 

 

【災害時の基地使用手続き】 

 「在日米軍施設・区域内への緊急車両等の限定的かつ人道的立入

に関する日米合同委員会合意（平成１３年１月１１日）」は、緊急

患者の輸送等、人道上重要で緊急を要する事態への対処を支援する

ため、日本の緊急車両等が在日米軍施設・区域に立入る（通行する）

場合の手続を定めた合意である。 

 しかし、災害時の米軍基地使用にあたっては、在京米国大使館が

認定した事態に限られ、その際、物資等の搬送も死活的な人道的ケ

ースの緊急活動の目的のためであれば認められないわけではない。 

〔参考〕 

 平成１６年１０月２９日には、新潟中越地震の被災地へ向け、都

及び基地周辺自治体の救援物資を横田飛行場から米軍機で搬送し

た。 
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５ 災害時航空機活動の統制等 

 

提案要求先 内閣府・国土交通省・総務省 

都 所 管 局 総務局           

 

１ 各防災機関の多様な航空機活動を円滑かつ安全に実施するた

め、被災地上空（低空域）の航空機活動の統制業務を制度化する

こと。                （内閣府・国土交通省） 

 

２ 災害時の被害状況把握や救助・救急活動、緊急輸送活動等の迅

速化に資するため、上空から収集可能な市街地情報としての公共

建築物等へのサイン表示を全国的に統一規格化するとともに、そ

の整備にあたっては国が主導的役割を担い、支援を行うこと。 

（内閣府・総務省） 

 

 

 

参  考 

 

【屋上等への施設名表示（防災ヘリサイン）の整備】 

 

  平成１４年４月２５日の七都県市首脳会議防災対策委員会に

おいて七都県市が所管する公立学校、災害時に医療活動の拠点と

なる公立病院等の公立施設の中から、表示スペースの有無及び災

害対策上の有効性等を考慮し選定した公共建築物の屋上等にヘリ

サインを表示することにより、災害時にヘリコプターからの識別

を容易にし、被害状況の把握や救助・救出活動、緊急輸送活動等

の迅速化に資することを、申し合わせたところである。 
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６ 総合的な治水対策の推進 

 

提案要求先 国土交通省 

都 所 管 局 建設局   

 

１ 社会資本整備重点計画に基づき、治水事業を重点的かつ計画的

に推進するために必要な財源を確保すること。 

 

２ １時間 50 ミリメートルの降雨に対処するため、都市河川改修

事業への国庫補助金を増額すること。特に、本年９月に溢水によ

り大きな浸水被害を生じた河川については、早期に安全性を向上

させるため国庫補助金を増額すること。 

  ・ 神田川・環状七号線地下調節池、神田川・妙正寺川鉄道橋 

の架替等 

 

３ 東部低地帯を高潮や洪水、大地震等から守るとともに、まちづ

くりと一体となって魅力ある水辺空間を再生するため、地震・高

潮等対策河川事業への国庫補助金を増額すること。 

  ・ 隅田川スーパー堤防、中川地震対策等 

 

４ 地方の自主性・裁量性をより高めつつ、豪雨災害等に対し流域

一体となった総合的な防災対策を推進するため、総合流域防災事

業に対する国庫補助金を増額すること。特に、ＩＴを活用した水

門等の遠隔監視制御方式の構築に対する国庫補助金を増額する

こと。 
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参  考 

 

１ 社会資本整備重点計画について 

国では、９つの公共事業関係長期計画を一本化し、事業横断的な成果重視の

重点目標を設定した「社会資本整備重点計画」を平成 15 年 10 月に策定した。

（計画期間：平成 15～19 年度） 

 

２ 都市河川改修事業（中小河川の整備） 

 

【中小河川の整備状況】 

全体計画 
Ａ 

整備済延長 
（H16 年度末） 

Ｂ 

整備率 
Ｂ／Ａ 

324.0 ㎞  193.8 ㎞     60％ 

 

【平成 1７年度 都予算（当初）】 

 

 

 

 

 

 

     

 

【国の予算（都への当初配分）】 

11,524
11,112 11,201

12,565

6,203
5,5815,444

5,550

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

15年度 16年度 17年度 18年度要求

（百万円）

当初内示額

うち国庫支出金

単独事業
（用地会計返還金）

6,981百万円
27%

単独事業
（事業費）
7,493百万円
30%

補助事業
（国費）

5,570百万円
22%

補助事業
（都費）

5,454百万円
21%

中小河川改修事業
25,498百万円
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３ 地震・高潮等対策河川事業（低地河川の整備） 

 

【低地河川の整備状況】 

区  分 
全体計画 

Ａ 

整備済延長 
（H16 年度末） 

Ｂ 

整備率 

Ｂ/Ａ 

高潮対策 168.0km 154.2km 92% 

堤防 164.9km 76.3km 46% 地震

対策 水門・排水機場等 20 施設  14 施設 70% 

 

【平成 17 年度 都予算（当初）】 

単独事業
3,548百万円
33%

補助事業
（国費）

2,309百万円
21%

補助事業
（都費）

4,890百万円
46%

低地対策河川事業
10,747百万円

 

 

【国の予算（都への当初配分額）】 

9,541

8,343
7,609

9,036

3,1122,999 2,721 2,434

0
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うち国費
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４ 総合流域防災事業 

 

平成 16 年に多発した水害や三位一体改革における国と地方の役割分担、補助

金改革に関する議論を受け、流域全体としてより効果的・効率的に事業を展開する

とともに、地方の自主性、裁量性を高めるため、平成 17 年度に創設された。 

流域単位を原則として、大規模な事業や緊急に整備が必要な事業を除く水害・土

砂災害対策の施設整備等ハード事業と、災害関連情報提供等のソフト対策事業に

係る補助を一括して行う。 

 

 国の予算 （都への当初配分額） 

主な対象事業 
平成 17 年度 

 

平成 18 年度 

要求 

〔既存事業からの移行〕 

・水門等の遠隔監視制御方式の構築 

・中小河川の整備（程久保川等） 

・流域貯留浸透事業（目黒川等） 

・地震対策（内川） 

・砂防事業（力石沢等） 

〔新規補助〕 

・ハザードマップ調査（足立区等） 

７０４百万円 

 

（国庫支出金 

 318 百万円） 

1,958 百万円 

 

（国庫支出金 

 953 百万円） 

 

 

【ＩＴを活用した水門等の遠隔監視制御方式の構築】 

現行の水門等施設の機械化システムについて、老朽化に起因する故障・トラ 

ブルが発生し、システムの信頼性低下が懸念されているため、 

・ 各水門での現地操作方式から、集中管理センター等からの遠隔監視制御

方式へと移行する。 

・ 水位計等の検知機器の誤動作や故障防止対策を講じる。 

   （単位：百万円） 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

要求 

国の予算（都への当初配分額） 

（国庫支出金） 

20 

（10） 

160 

（80） 

160 

（80） 

1,570 

（785） 
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