になっているかということは今調べているところ
でございますけれども、努めてまいりたいと思い
ます。
○西岡委員 この耐震診断の報告期限というのは

今後とも、引き続き、できるだけ早く周知して
いただくように、まだ残りのところがどのぐらい

単位でございますけれども、八割の所管行政庁に
おいて、所有者の方々に、あなたの建物は診断の
対象であるということを御通知しているところで
ございます。

情もございまして、作業に少し時間がかかってご
ざいますが、一月十五日現在で、自治体数という

いうのは、増築をされておりましたり、あるいは
複合ビルで、旅館の用途の面積はどのぐらいある
か、こんなことも調べなきゃいかぬ、こういう事

りますとか、あるいは個別の、都道府県、市町村
の首長への、幹部への要望ということもさせてい

ざいまして、このため、今御指摘もございました
ように、全国に職員を派遣しまして、ブロック別
の課長会議、これは八ブロック、五回開催をして
おりますけれども、そこにおいて要請をするであ

いくためには、公共団体にできるだけ充実した補
助制度をつくっていただくということが肝要でご

を図ってございます。従来より補助率を上げると
ともに、場合によっては国だけの補助も可能とす
るような措置をしたところでございます。
一方で、消費者の方々の負担を本当に減らして

御指摘をいただきましたように、この耐震診断
の義務化に伴いまして、国の予算制度は大幅拡充

状況になっているのか、お聞かせいただきたいと
思います。
○井上政府参考人 お答え申し上げます。

この議事速報は、正規の会議録が発行される

○梶山委員長 次に、西岡新君。
○西岡委員 日本維新の会の西岡新でございます。

平成二十七年末ということでありますけれども、
昨年この法律を審議させていただいた際にも、既

ただくというのは、この制度の基本ということに
なります。

はどのようになっておりますでしょうか。
○井上政府参考人 お答え申し上げます。
所有者の方々に行政庁の方から、あなたの建物
は対象になりますよということをお知らせしてい

建築物について、耐震診断の義務づけがなされま
したが、この耐震診断の周知活動の状況というの

昨年の通常国会で同法律が成立して、十一月二
十五日に施行されたわけでございますけれども、
この改正法によって、不特定多数が利用する五千
平米以上の大規模建築物、要緊急安全確認大規模

よるこの支援制度の制度化についてはどのような

入って二月、三月議会というのがあるかと思いま
すけれども、その結果、全国での地方公共団体に

ると思います。
地方公共団体の支援制度の制度化というのは、
地方議会での決議が必要なわけでございますから、
十一月末の施行後、十二月議会、そしてことしに

は比較的充実していると思いますけれども、やは
り地方公共団体による支援制度が重要となってく

に、先ほどおっしゃられたように、都道府県の担
当の部長とか課長とかとお話をされていらっしゃ
るというような答弁があったと記憶しております
けれども、この制度を見ると、国の補助というの

震診断は全て一応補助制度をつくっていただいた

管内に対象建築物がない等の理由でございますの
で、少なくとも都道府県、政令市については、耐

算の状況で、四十七都道府県、十八政令市におい
て診断の補助制度は確立をしていただいておりま
す。
なお、政令市が二つ抜けておりますが、これは

かくなりますのでまだ調べ切れておりませんが、
こういう状況でございましたが、今年度の当初予

ただいております。
実は、昨年の当初、旅館、ホテルに限ってでご
ざいますけれども、耐震診断の補助制度は十二都
道府県、それから十政令市、市町村はちょっと細

たします。

議録と受け取られることのないようお願いい

ので、審議の際の引用に当たっては正規の会

今後、訂正、削除が行われる場合があります

は、原発言のまま掲載しています。

発言、理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で、一般への公開用ではありません。

までの間、審議の参考に供するための未定稿

きょうは、改正耐震改修促進法の施行の状況に
ついて幾つかお尋ねをしたいと思います。

一方で、どういう建物が本当に対象になるかと
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ないと意味がないわけであって、診断の結果、耐
震改修工事が必要となった場合は、診断よりもよ

ます。
○西岡委員 ありがとうございます。
診断については各地方も理解をいただいている
ようでありますけれども、やはりこれは耐震化し

むというようなところもございますが、漏れがな
いようにしっかりと取り組んでまいりたいと思い

というところまで行ってございます。
あと、市町村は、場合によっては、件数が少な
いので所有者の方の意向を確認してから予算を組

ゃんと確認してから補助制度をつくりたいという
ところが非常に多いというふうに報告を受けてお

していただいております。
診断に比べますと少し少ないのですが、実はこ
れも、管内で診断をしてみて、そしてバツが出て、
では本当に改修をするのかどうかということをち

県、七政令市で制度がございました。二十六年度
当初は、十五都道府県、十二政令市で制度を確立

ます。
改修につきましては、今の数字で申しますと、
二十五年当初、旅館、ホテルに関して、五都道府

がないように、用途ごとに整理をして出していた
だくというような形をとれるようにしてございま

結果としては、公共団体、所管行政庁が診断結
果を受け取っても、直ちに公表するということは
しなくていい、ある意味の公平性担保のために、
早くやった方が早く公表されるというようなこと

案の御審議のときにも、いろいろと御指摘を頂戴
したところでございます。

のをお聞かせいただければと思います。
○井上政府参考人 お答え申し上げます。
この公表の時期につきましては、昨年の法改正

○西岡委員 ありがとうございます。
この公表の時期というのは、やはり旅館、ホテ
ルなどの、こうした営業を営むところにとっては
非常に死活問題にもかかわってきますので、また

して、公共団体の方でいつごろ公表するというこ
とは、診断結果もまだまだ出そろっておりません
ので、これからの状況でございますけれども、そ
このところは、御審議の趣旨も踏まえて丁寧に対

体の補助を受ける場合に、この補助制度が決定し
ていない段階で、例えば診断の結果、耐震補強が
必要な場合にみずからやった場合に、国のみの補
助になるということでありますし、後から地方公

引き続き、いろいろ議論をさせていただければと
思います。

ります。これからも、きめ細やかに公共団体と連
携を図って、制度の確立をしていただくようにお
願いしてまいりたいと思います。
○西岡委員 ありがとうございます。

や支援の制度化の判断というのは地域の自主性に
委ねるべきであろうというふうに思いますけれど
も、地方公共団体による耐震改修の支援制度の制
度化ということについては、今現在どのような状

共団体が補助制度、支援制度をつくっても、遡及
効果もないというわけでありますから、なるべく

平成七年の阪神・淡路大震災や平成十六年の中
越地震によって、平成十七年に耐震改修促進法が
できて、これは平成二十七年度までに耐震化を九
割に図っていこうというような法律であったかと

り多くの費用がかかってくることが考えられます
し、地方公共団体による耐震改修における支援制
度の創設 とい うのが 、やは り働きか けが 何よ り 重
要になってくるというふうに思っております。

況になっていますでしょうか。
○井上政府参考人 お答え申し上げます。

速やかにこういった作業に取り組んでいただきた
いというふうに思っております。
それと、ちょっと通告はしていないんですけれ
ども、診断結果の公表について、これは所管行政

思いますけれども、これは主に建物の倒壊による
被害を問題としているというふうに思っておりま

応していただくようにお願いをしてまいりたいと
いうふうに思っております。

耐震診断がこの問題の入り口であるとすれば、
耐震改修の方は、これは費用的には非常に多額に
なるケースもございますので、ある意味では、効
果をあらしめるためにはここまで行かなければい

庁に任せられておりますけれども、この公表時期
については、所管行政庁からの反応といいますか、

す。

改修に関してはこれからということであります
し、改修工事が必要になれば、国及び地方公共団

けないということでございまして、御指摘もそう
いう趣旨で、ちゃんと診断、改修まで補助するよ

国交省はどのような形で指導しているのかという

もちろん、地域によって、それぞれの背景とか
事情が異なることもありますし、施策の優先順位

うになっているかどうかということなんだと思い
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新の死者数の情報、三月十一日現在で一万五千八
百八十四名ということになってございます。

ているのか、お聞かせいただきたいと思います。
○井上政府参考人 お答え申し上げます。
まず、東日本大震災でございますけれども、こ
れはちょっと時点が異なるのでございますが、最

南海トラフ地震においては、建物倒壊による人的
被害についての予測というのはどのように予測し

東日本大震災において、建物倒壊における人的
被害というのは、これは国交省はどういうふうに
把握しているのか。また、今後発生が予想される

ももちろんなんですけれども、津波の対策という
こともあって、地域それぞれによってやはり異な

○西岡委員 ありがとうございます。
東日本大震災においては、やはり津波が大きな
被害の要因であったというふうなことでありまし
た。今後の南海トラフにおいても、建物の耐震化

も、八万二千人、こういった建物倒壊による死者
数が予想されているところでございます。

いうことで夏の昼の場合、これが一万七千人でご
ざいます。それから、震源が陸側の地震動で冬の
深夜の場合、これが一番最多でございますけれど

団体が補助し、あるいはみずから実施したものの
データがございますけれども、二十一年度には、

○井上政府参考人 お答え申し上げます。
まず、耐震診断、こちらの方は、専門の技術者
がどれだけいるかということに尽きるんだと思い
ます。今回の対象がおおむね四千棟。過去、公共

のように考えておられるか、お聞かせいただきた
いと思います。

って、果たして十分な人員の確保が可能なのであ
ろうか。しかも、人件費や資材の高騰も考えられ
ますけれども、そうした影響について国交省はど

す。
御指摘のような地域偏在につきましては、よそ
の地域の事務所に頼むということも多々あるとは
聞いておりますけれども、そういうことがないよ

学校中心ですが、六千六百棟の診断をした実績が
ございまして、総数では足りているのではないか
なというふうに思っておりますし、また、新たに
資格といいますか、能力を身につけていただくた

域によっては、適切な耐震診断を実施できるコン
サルタントが不足しているというところもござい
まして、さらに改修まで考えると、先ほど来より
お話がありましたが、人員の確保というのは非常

うに、できるだけ私どもの方でも状況把握をして
対応してまいりたいというふうに思っております。

ってくるというふうに思っております。その点に
対しても、しっかり地域性の違いを見ながら、こ
の法律を進めていっていただきたいというふうに
思っております。

圧死・損壊死・その他については、建物倒壊だ
けではなくて、例えば津波によって倒されたよう
な場合も含めて、さまざまなものが含まれると思
いますけれども、内陸市町村で住家被害が相当発

に厳しい状況でもありますし、先週安倍政権が、
外国人労働者の受け入れというようなことも話が

次に、資材でございますけれども、耐震改修の
場合はそれほど多くの資材を要しませんので、資
材についてはそれほど心配することはないのでは
ないかというふうに思っております。

一年ほど前になるのですが、岩手、宮城、福島
三県で死因の分析をした警察庁の資料がございま
して、これによりますと、溺死が一万四千三百八
十八人、九〇・六％、圧死・損壊死・その他、こ

生しておりますので、建物倒壊の被害というのも、
この内数にはなると思いますけれども、相当程度

ありました。これは二〇二〇年までの限定措置と
して、技能実習修了者に別の在留資格を与えてプ
ラス三年というような報道がありましたけれども、
東日本大震災からの復旧復興や、しかも東京オリ

問題は、人員の確保でございまして、これは建
設業全体の問題として、公共事業におきます設計

めの講習もやっておりまして、昨年、約二千人が
受講していただいたというようなことでございま

に上っているのではないかというふうに思ってお
ります。
また、南海トラフ地震における建物倒壊による
死者については、中央防災会議のワーキンググル

ンピック・パラリンピックという準備もございま
す。

労務単価の引き上げなどを行ってきたところでご

次に、耐震の義務化の対象になる建物は全国で
およそ四千件というような話でございました。地

ープが二十四年の八月二十九日に被害想定を発表
しておりまして、これは想定の幅がございますけ

そういった中にあって、耐震診断や改修に当た

れが六百六十七人、四・二％という内訳になって
ございます。

れども、震源が海側の基本的な位置での地震動と
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行ってまいりたいというふうに思っております。
○西岡委員 ありがとうございます。

改修の補助制度の充実、それから、事例集のよう
なものをつくっておりまして、できるだけ合理的
な改修方法を選んでいただく、これも大事なこと
だと思いますので、そういう情報提供もしっかり

るのではないかというふうに思っております。
そういう意味で、先ほど御指摘いただきました

ざいますけれども、耐震改修の工事をやはりやり
やすくする、できるだけ経済的にバックアップを
するということが最終的には一番のポイントにな

ざいましたから、その間の代替施設の確保だとか、
営業をどうするか等々あって、想定よりも長く時

るまで約四年間かかったということでありました。
診断における建築士の確保だとか、一般競争入札
をしましたから、それの準備だとか、工期の期間
だとか、一年先までの宿泊の予約というものもご

そういった話をお聞きしている中で一番驚いた
のは、平成十八年に診断を開始して、改修が終え

ームにしなくちゃいけなくなったり、しかも、こ
れは全体で五部屋分減ったというような話がござ
いました。

館、ホテル、道後なんかもそうですが、そこでい
ろいろ改築をしていかなくてはならないという課

るべきではなかろうかというふうに思っておりま
すが、この点について大臣の御所見をお伺いした
いと思います。
○太田国務大臣 観光ということを主眼にする旅

てもやむを得ないとしても、この公表時期につい
ては、地域の状況に応じた柔軟な対応が容認され

度の状況はさまざまであって全国一律ではありま
せんけれども、全国一律に平成二十七年末までの
耐震診断を求めることは、やはり法の趣旨からし

耐震でも工法というのは物すごくあるわけですね。
その辺は十分よく現場と実情に合わせて、我々と
しては対応したい。
耐震改修をすれば価値が上がるということは間

題もあろうというふうに思いますね。昔は畳で全
部寝ていたりしたのに、最近は、足が、何という
んですか、普通の畳だけじゃない、掘りごたつの
ようにしなくちゃいけないとか、いろいろな時代

耐震改修でお金をかけていいものになるのであれ
ば、それは投資する価値はあるのでありましょう
が、眺望が悪くなったり、部屋を潰したり、スペ
ースの問題もあったり、観光を目的とした宿泊施

違いないというふうに私は思っています。ただ、
そこに至ることについては、予算のこと、いろい

間がかかってしまったということでありました。
こうしたところは、市町村職員の共済組合とい
うことで後ろ盾があるというようなものでありま
すけれども、これが民間業者が営む旅館やホテル

がわかって、その後、耐震改修も引き続き行って、
これは約三億の費用がかかったということであり
ました。
ここに先般訪問させていただいて、診断から改

設では、施設の価値が下がってしまうという側面
もあります。松山の道後温泉も、ことしで道後温

ろなことでなかなか大変なこともあるということ
をよく理解しておりますので、昨年、改正法案の
審議でもいただいておりますけれども、公表を初
めとして、硬直的な対応とならないように、さら

私の地元の愛媛県で、耐震診断の義務化の対象
施設の一つである、愛媛県市町村職員共済組合が
運営する、えひめ共済会館という施設があります。
ここは、平成十三年に発生した芸予地震を受けて、

修工事まで、いろいろな話を聞かせていただきま
したけれども、改修工事後は、よく言われるかも

泉本館が改築百二十周年を迎えるわけでございま
すけれども、個々の旅館業を営む方々からも、こ
ういった懸念の声を聞かされておるのであります。
平成二十七年末までに、あと二年もありません

に配慮したいというふうに思っています。
○西岡委員 ありがとうございました。質問を終

に沿っての対応というのはあるし、私は技術屋の
端くれとして申し上げると、いろいろなやり方が、

しれませんが、耐震補強のために、筋交いという
か、ああいったものをつけることによって、もと
もとこの場所は松山城を見渡すことができる部屋、
客室というのを売りにしておったわけでございま

けれども、耐震診断、改修に対する国の支援は、
基本的には地方公共団体の支援に乗っかる形であ

わらせていただきます。

ということになりますと、なかなか同じようなこ
とにはならないというふうに思っておりまして、

すけれども、そこの眺望が悪くなっただとか、そ
ういった筋交い装置をつけることによって、部屋

ると思いますし、各地方公共団体における支援制

平成十八年にみずからが率先して耐震診断を約五
百万ほどの費用をかけて行った。それで強化不足

のスペースが狭くなったり、ツインをシングルル

- 4 -

西岡委員
衆議院国土交通委員会速記録（議事速報）
平成 26 年 4 月 8 日

