
令和 2年 11月 16日

令和２年度「命と生活
く ら し

を守る新国土づくり研究会」
（12 県知事会）の懇談概要について

本日、標記研究会を Web 会議形式にて開催し、「気候変動を踏まえた防災・減災対策について～流域治水への

転換に向けて～」をテーマに国土交通省へ提言書を提出しました。

本研究会は、洪水、土砂災害等から人命・財産を守り、安全で安心して暮らせる国土をつくること等を目的とし

て、平成６年９月に発足し、現在、全国 12 県の知事により構成し、今までに 23 回の会議を開催してまいりました。

本年度は下記により、第 24 回目の研究会を開催しました。

  【12 県の構成】

岩手県、宮城県、埼玉県、富山県、福井県、岐阜県、兵庫県、島根県、広島県、徳島県、長崎県、鹿児島県

記

１ 日 時  令和２年１１月１６日（月） １１：００～１２：００

２ 場 所  埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目 15 番 1号 本庁舎 2階庁議室（Web 会議形式にて開催）

        ※その他の会場は以下に記載してあります。

３ 主な発言内容

  （会長・丸山島根県知事）

近年、全国的に地震や豪雨などの災害が頻発化・激甚化している。今年度が「防災・減災、国土強靱化のた

めの３か年緊急対策」の最終年にあたり、緊急対策の継続や対象事業の拡充の必要性など、今後の防災・減

災対策のあり方について議論を深めたい

（朝日国土交通大臣政務官）

気候変動の進行なども踏まえると、より一層スピード感を持った防災・減災対策が必要と認識。そのため、あ

らゆる関係者が協働して「流域治水」の考え方に基づき、ハード・ソフト一体の事前防災対策を加速化すること

が重要であり、国・県・市の連携をさらに密に図りたい。３か年緊急対策後も引き続き、中長期視点に立ちなが

ら必要・十分な予算が確保できるよう努めるため、皆様からもご支援いただきたい。

４ 各県意見発表内容

（丸山島根県知事）

気候変動の影響による激甚化する豪雨災害への対応は、ますます重要性を増しており、地方の実状を踏ま

えて中長期的に行う必要があることから、治水関係予算の増額をお願いする。

（杉本福井県知事）

本県の成長を図る上では、今後も「事前防災」としての治水対策を着実に進めていく必要性があり、「３か年

緊急対策」の継続や、事前放流・流域治水を推進する上での協力者への支援・補償制度の創設など、より一

層の支援をお願いする。

（湯﨑広島県知事）

今後想定される気候変動による水害リスクの増大や，ＤＸと呼ばれる潮流などの社会状況の変化を踏まえ，

流域治水への転換など，より効果的かつ効率的にハード・ソフト一体となった治水対策を進めるため，必要か

つ十分な当初予算を確保するとともに，積極的な技術的支援をお願いする。

（塩田鹿児島県知事）

災害を未然に防ぐため，今後ともハード・ソフト両面の対策を推進していく必要があるため，国には必要な予

算の確保と支援を引き続きお願いする。

（保岩手県副知事）

小本川で進めてきた「命を守る」取組は、流域治水の先行的事例と考えており、全国でも参考にしていただき

たい。今後は、県内の久慈川水系等でも流域治水を進めていく。国には、治水関係予算の拡充と継続的な確

保、国土強靱化３か年緊急対策終了後の財政措置の継続をお願いしたい。

（橋本埼玉県副知事）

気候変動による豪雨の激甚化・頻発化や、発生が迫っている首都直下地震への備えや、インフラ施設の計画

的、継続的な維持管理が必要なことから、「防災・減災、国土強靭化対策」について、事業の充実や期間をさら

に５か年延長するなど、特段のご配慮をお願い申し上げる。



（山崎富山県副知事）

3 か年緊急対策の延長や予算の安定的な確保なども含め、地域の実情に応じた治水行政の推進に格別の

支援をいただくようお願いしたい。

（河合岐阜県副知事）

本県では、流域の開発が急速に進展する境川において、流域全体で河川への流出抑制を図るため、流域整

備計画を策定し、「流す」、「ためる」、「分離する」の 3 本柱で治水対策を行っている。今後も引き続き、関係市

町と連携し、「流域治水」の推進に貢献していく。

（瀬尾徳島県政策監）

｢３か年緊急対策｣は、県土強靱化が飛躍的に加速し、コロナ禍において地域経済や雇用の下支えに貢献。

継続を望む声も多く、さらなる県土強靱化に取り組むため、５年の延長・拡充をお願いしたい。

（平田長崎県副知事）

「流域治水」への転換に向けて取組みを加速するとともに、戦略的なインフラ老朽化対策を推進するため、

「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」後も、継続して積極的な支援をお願いする。

５ 出席者

    ＜関係県知事等＞  

丸山島根県知事（会長）、杉本福井県知事、湯﨑広島県知事、塩田鹿児島県知事、保岩手県副知事、

橋本埼玉県副知事、山崎富山県副知事、河合岐阜県副知事、瀬尾徳島県政策監、平田長崎県副知事

   ＜国土交通省＞

      朝日国土交通大臣政務官、井上水管理・国土保全局長ほか

６ 懇談テーマ

  「気候変動を踏まえた防災・減災対策について～流域治水への転換に向けて～」

その他の会場

岩手県：岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県庁４階 ４－２特別会議室

宮城県：宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 行政庁舎９階南側 土木部ミーティング室

富山県：富山県富山市新総曲輪1番7号 富山県庁3F 副知事室

福井県：福井県福井市大手３丁目17-1 福井県庁７階 庁議室

岐阜県：岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁4F 特別会議室

兵庫県：兵庫県神戸市中央区下山手通５－１０－１ 兵庫県庁９F河川整備課 水防本部

広島県：広島県広島市中区基町10-52 広島県庁舎北館２F 第１会議室

徳島県：徳島市万代町１丁目１番地 徳島県庁４F ４０３会議室

長崎県：長崎県長崎市尾上町３番１号 長崎県庁３階 特別会議室

鹿児島県：鹿児島県鹿児島市鴨池新町10－1 鹿児島県庁18F 特別会議室

島根県：東京都千代田区平河町2－6－3 都道府県会館11F 島根県東京事務所

同時発表：国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

都道府県記者クラブ

岩手県政記者クラブ、宮城県政記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、富山県政記者クラブ、

福井県政記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、兵庫県政記者クラブ、島根県政記者会、

広島県政記者クラブ、徳島県政記者クラブ、長崎県政記者クラブ、

県政記者クラブ青潮会（鹿児島）

各県問い合わせ先

岩手県河川課      019-629-5901     宮城県河川課    022-211-3173

埼玉県河川砂防課   048-830-5162          富山県河川課    076-444-3325

福井県河川課      0776-20-0480          岐阜県河川課        058-272-8585

兵庫県河川整備課   078-362-3527          広島県河川課    082-513-3929

徳島県河川整備課   088-621-2570          長崎県河川課        095-894-3083

鹿児島県河川課     099-286-3586          島根県河川課     0852-22-6747

(本年度幹事県)



丸山島根県知事（会長） 朝日国土交通大臣政務官

井上水管理・国土保全局長 Web 会議の状況



気候変動を踏まえた防災・減災対策に向けた

提言書

～流域治水への転換に向けて～

令和２年１１月

命と生活を守る新国土づくり研究会



令和２年７月３日から３１日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で、 全

国各地で記録的な豪雨（令和２年７月豪雨）となり、熊本県、鹿児島県、福岡県、

佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の７県で大雨特別警報が発表され、球麿川や筑後

川、飛騨川、江の川、最上川といった大河川での氾濫が相次ぎ、死者・行方不明者

約 ８６人、家屋被害約１８，４００棟となる甚大な被害が発生した。

近年の気候変動の影響により、激甚な被害をもたらす水災害や土砂災害は、 毎

年のように全国で繰り返し発生している状況である。

一方、今後３０年以内に７０～８０パーセントの確率で発生するとされている

南海トラフ巨大地震や内陸部における直下型地震等、一度発生すれば、極めて 甚

大な被害が予測される地震や津波の発生が危惧されている。

こうした状況を踏まえ、国においては、平成３０年度からの３か年で特に緊急に

実施すべき対策として「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」を策定

し、大規模な浸水、土砂災害、地震・津波等による被害を防止・最小化するための

緊急防災対策を実施している。

また、国土交通省では、地震災害や水災害など、あらゆる自然災害に対し、 総

力を挙げて防災・減災に取り組むべく「総戦力で挑む防災・減災プロジェクト～い

のちとくらしをまもる防災減災～」を令和２年７月にとりまとめた。

治水事業においては、従来の河川管理者による治水に加え、あらゆる関係者によ

り流域全体で行う治水「流域治水」への転換を図り、流域全体で実施すべき 対策

の全体像を示す「流域治水プロジェクト」を策定することとなった。

気候変動を踏まえた防災・減災対策に向けた提言書



全国各地で頻発化・激甚化する自然災害に対し、気象変動を踏まえた防災・ 減

災対策を取り組んでいくためには、今年度限りの「３か年緊急対策」を延長・拡大

することなど、これまでの「３か年緊急対策」と同様、国による国土強靱化の確固

たる取り組みが必要である。

また、上流・下流や本川・支川という流域全体を俯瞰し、国、県、市町村、地域

の企業、住民の方々など、あらゆる関係者が協働して治水対策に取り組む 「流域

治水」を迅速かつ強力に進めていくためには、これまで以上に関係者が 緊密に連

携を図っていく必要がある。

ついては、「命と生活を守る新国土づくり研究会」の総意に基づき、次の事項に

ついて強く要望する。



一 気候変動による水災害リスクの増大に備えるために、あらゆる関係者により流域

全体で行う治水「流域治水」への転換を図り、流域全体で実施すべき対策を示す「流

域治水プロジェクト」を迅速かつ強力に進めるために必要な財源を確保し、 ハー

ド・ソフト一体となった事前防災対策を推進すること。

一 流域全体の治水安全度を高めるため、上流下流や本川支川のバランスを確保しつ

つ、国・県・市の連携により、流域全体の治水対策を加速化させていくこと。

一 河川管理者等による治水対策を充実させるとともに、流域のあらゆる関係者の参

画と協働を進め、雨水貯留浸透施設の活用・整備や浸水被害を回避するためのまち

づくり、宅地かさ上げなどの住まい方の工夫等、総合的かつ多層的な対策について

積極的に連携を図ること。

一 災害から生命・財産を守る治水対策は、国としての基本的責務であることに鑑み

水害・土砂災害を未然に防止し、国民が等しく安全を享受するための国土強靱化に

資する治水事業を強力に推進するため、今年度限りとされている「防災・減災、国

土強靱化のための３か年緊急対策」の終了後も、さらに５か年延長するなど、対象

事業の拡大と別枠による予算の安定的な確保を図ること。また、激甚化する豪雨災

害への対応は、中長期的視点に立って計画的に行う必要があることから、毎年度、

必要かつ十分な当初予算を確保し、治水関係予算の増額を図ること。

一 地方が国土強靱化に資する対策を円滑に進められるよう、緊急自然災害防止対策

事業債や緊急防災・減災事業債の継続など地方財政措置制度の拡充を図ること。

一 短期間に多額の事業費を要する事業について、令和元年度に創設された大規模特

定河川事業等の個別補助事業の予算を十分に確保すること。

一 既設ダムを最大限活用するため、ダム再生事業を推進するとともに、利水ダムの

治水協力に関する支援制度などの拡充を図ること。併せて、事前放流に伴う損失補

填制度について、県所管の多目的ダムも適用するとともに、２級水系の管理者であ

る都道府県が利水ダム等の事前放流に伴う損失補填を行う場合に、国がその費用を

支援する制度の創設を行うこと。

一 再度災害防止や予防的な治水対策及び土砂災害防止対策のため、治水砂防上著し

く支障となる河道内や砂防堰堤の堆積土砂・流木の除去や伐木に対して、積極的に

支援すること。

一 長時間の降雨等により、本川と支川の水位が高い時間が重なって、支川の洪水が

流れにくくなるため、本支川のバランスが取れた治水安全度を確保するよう、支川

の背水対策について、積極的に支援すること。

一 河川中上流部のうち、治水安全度の低い箇所における局所的な治水安全度向上対

策について、防災・安全交付金の対象に加えること。

一 県が管理する、河川、ダム、砂防、海岸及び下水道の老朽化対策を計画的かつ効

率的に進めていくため、維持修繕・更新について、確実な財源措置を図る等積極的

に支援すること。

一 流域治水において、プロジェクトに位置づけされる霞提における浸水地も、令和

３年度より拡充される、特定都市河川浸水被害対策法に基づいて整備される認定雨

水貯留浸透施設に係る固定資産税の減免と同様の措置を行うこと。



一 災害復旧において、十分かつ迅速な施設機能の復旧や向上に資する、ダムや砂防

堰堤の堆砂除去制度の拡充や海岸における災害関連事業制度の創設等の支援を行う

こと。

一 南海トラフ巨大地震や大規模洪水等からの早期復旧、被害拡大防止を図るために、

被災自治体に対する技術的な支援が不可欠であるため、専門的知見や経験を 有す

る TEC-FORCE の体制・機能を拡充・強化すること。

一 迅速かつ確実な避難を実現するため、浸水想定区域の指定、土砂災害警戒区域等

の指定、警戒避難体制の確保、命を守る防災教育の促進等に対して、積極的に支援

すること。

一 土地の水災害リスク情報空白域の解消を図り洪水時等の逃げ遅れを防ぐため，水

防法において浸水想定区域を指定することとなっていない河川や下水道，海岸につ

いて浸水想定範囲や浸水深等の情報を整備し、ハザードマップを作成するための支

援を積極的に行うこと。

一 IoT をはじめとする新技術の活用により、河川管理や砂防関係施設の管理に欠か

せない調査や点検の効率化・高度化を図るとともに、住民自らが迅速かつ確実に避

難できるよう、河川等の切迫性ある防災情報をわかり易く提供し、これらの情報が

いつでもどこでもリアルタイムで入手できる社会を実現すること。さらに、高齢者

等の迅速かつ確実な避難や水防団の円滑な活動を支援するための仕組みを構築し、

水害・土砂災害に関するハザード・リスク情報が共有できる社会を実現すること。

一 東日本大震災津波の発災から９年が経過し、被災地では防潮堤や水門、道路等の

復旧・復興事業が着実に進んでいるが、これらの早期完成のため、今年度までとさ

れている復興・創生期間後も、復旧・復興事業が完了するまでの間、引き続き必要な

予算を確実に確保すること。

令和２年１１月１６日

命と生活を守る新国土づくり研究会

会 長  島根県知事 丸山 達也

副会長  長崎県知事 中村 法道
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