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は　じ　め　に

　わが国は，その位置，地形，地質，気象などの自然的条件から，地震，台

風，集中豪雨などの自然災害に対し脆弱な国土となっている。世界有数の地震

国でもあり，海岸線が長く津波の被害を受けやすい地勢にある。河川は急勾配

で，低地が広がっていることから，洪水，高潮による被害の危険性も高い。ま

た，各地で大雪が降り，特に日本海側の山間部は，世界的な豪雪地帯として知

られている。これらがわが国は災害大国であるといわれるゆえんである。した

がって，世界およびわが国で発生する地震，津波，火山噴火，洪水，高潮，土

砂災害，渇水などの自然災害について，その発生メカニズムを理解し，その特

徴を知ることは，災害対策を考えるうえでたいへん重要である。また，これま

でに世界およびわが国でどのような災害が発生し，どのような物的・人的被害

をもたらしたか，そしてどのような災害対策が講じられ，被害を軽減する努力

がなされたかを学ぶことは，今後の災害対策を検討するうえで大いに教訓とな

るものである。

　災害対策としては，災害を未然に防止または軽減しようとする災害予防の取

組み，そして災害が発生した際の応急対策などの災害対応が重要である。さら

には，災害後の処理のための災害復旧や災害復興などの事後対応も必要にな

る。これらのそれぞれの段階における対策を講じることができるよう法制度が

整備されているので，災害対策を検討するためには，法制度面の知識を身につ

けておく必要がある。災害と法の関係を見た場合，災害対策基本法のようにこ

れらを総括的にとらえた法律がある一方で，災害予防のための法制度，災害時

のための法制度，災害後の事後処理のための法制度，といった分類ごとに数多
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ii 　は じ め に　

くの法律がある。

　本書では，第Ⅰ部（1 ～ 6 章）において，世界およびわが国におけるさまざ

まな災害の発生状況を概観し，最近の災害の特徴を把握する。そのうえで災害

対策の現状や今後の災害発生のおそれ，あるいは今後の対策について論じる。

　第Ⅱ部（7 ～ 10 章）においては，災害に関係する法制度を取りまとめる。

過去の災害とそれを踏まえて法制度が整備されてきた歴史を学び，そのうえ

で，災害予防の法制度として，災害の発生を防止または軽減するための社会資

本の整備，管理や土地利用の規制，防災計画などに関する法制度，そして，災

害発生時の対応のための法制度として，応急的な救助や保護に関する災害救助

法や，避難指示などに関する法制度，さらに災害後の事後処理のための法制度

として，災害の復旧，復興のための法制度を論じる。

　2018 年 2 月

 木下　誠也
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　†1 ドイツの再保険会社 Munic Re が 1974 年から運営する自然災害に関するデータベース。
　†2 肩付き数字は巻末の引用・参考文献の番号を表す。
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近年の自然災害近年の自然災害

　本章では，世界およびわが国における自然災害の発生状況を概観し，そのう
えで今後の地震，火山などの災害発生のおそれや，気候変動による気象災害の
発生状況の見通しについて述べる。

1 .1　世界の自然災害

　世界の自然災害に関する主要なデータベースの一つである NatCatService†1

を用いて，1950 ～ 2016 年における被害額が大きかった上位 10 件の災害を並

べると，表 1 .1のとおりとなり，1950 ～ 2016 年の間で犠牲者の数が多かった

上位 10 件の災害は表 1 .2のとおりである。

　ベルギーに本拠を置く災害疫学研究センター（Centre for Research on the 

Epidemiology of Disasters，CRED）が運営する EM─Dat に 1970 年以降の世

界の自然災害による人的被害のデータが整備されている。これによると，1970

年 11 月に東パキスタンのボーラ地方（現在のバングラデシュ）とインドの西

ベンガル州を襲ったサイクロンでは，30 万人もの人命が失われ，サイクロン

としては史上最大級の犠牲者を出した。1991 年 4 月にバングラデシュを襲っ

たサイクロンでは 14 万人が犠牲となった1），2）†2。これを受け，バングラデシュ

では，国際的な支援を受けながら住民避難用サイクロンシェルターの建設，早
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2 　1 章　 近 年 の 自 然 災 害　

期警戒システムや堤防の整備，植林などの防災対策が進められた。2007 年 11

月にバングラデシュ南部に上陸したサイクロンは，1970 年のサイクロンより

勢力は大きかったが，事前の災害予防対策が効果をあげ，死者・行方不明者数

は 4 000 人程度と 2 桁減少している4）。

　そして，22 万人を超える死者を出した 20 世紀最大の地震被害となったのが

1976 年 7 月に中国河北省唐山市付近を震源として発生した唐山地震である。

さらに古くは，1556 年に陝西省で起きた華県地震では 83 万人以上が犠牲とな

り，世界史上最悪の震災といわれている5）。中国では，2008 年 5 月にも四川省

汶川県付近を震源とする四川大地震が発生し，死者・行方不明者の合計は 9 万

人に達した6）。また，2004 年 12 月に M（マグニチュード：2.2 節参照）9.1 の

スマトラ島沖地震により大津波が発生し，犠牲者が 23 万人に及んだことは世

界に衝撃をもたらした7）。

表 1 .1　1950 ～ 2016 年における被害額が大きい災害トップ 10

年 . 月 . 日 災　　害 被 災 地 被害総額
〔億ドル〕

犠牲者数
〔人〕

2011. 3 .11 地震，津波 日　本 2 100 15 800
2005. 8 .25

～ 8.30
ハリケーン
カトリーナ アメリカ 1 250 1 720

1995. 1 .17 地　震 日　本 1 000 6 430
2008. 5 .12 地　震 中　国 850 84 000
2012.10 .23

～ 10.31
ハリケーン
サンディ

カリブ諸国，
アメリカ，カナダ 685 210

1994. 1 .17 地　震 アメリカ
（カリフォルニア） 440 61

2011. 8 . 1
～ 11.15 洪水・地すべり タ　イ 430 813

2008. 9 . 6
～ 9.14

ハリケーン
アイク

カリブ諸国，
アメリカ 380 170

2016. 4 .14，
4.16 地　震 日　本 310 69

2010. 2 .27 地震，津波 チ　リ 300 520
（ 出典：INSURANCE INFORMATION INSTITUTE：Catastrophes：

Global, 2016 NATURAL CATASTROPHES3）により作成）
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災害法制の歴史と現状災害法制の歴史と現状

　本章では，多くの災害を経験しつつ災害に関係する法制度が古くから整備さ
れてきた経緯や変遷について，明治以降から順を追って概説し，現在の法体系
の理解を深める。さらに，災害時における国，地方公共団体，住民などの責務
や，防災に関する組織について規定した災害対策基本法を中心とした法体系に
ついて概要を述べる。

7 .1　災害法制の歴史

　わが国では，古くから災害を極力防止し，人民を救済することは為政者の重

要な役割であり，食糧を備蓄する仕組みづくりのほか，治水工事や復旧工事な

どが行われた。しかし，災害に関する法制度が整備された記録はほとんど見当

たらない1）。

　わが国で記録に残されている最も古い治水事業は，淀川の茨
まんだのつつみ

田堤が築造され

た 3 世紀頃まで遡るといわれているが，これ以前においても灌
かん

漑
がい

のための溜め

池や河川から用水を引く工事や，湿地開発のための排水工事などは行われてい

た。治水工事などは順次規模が拡大し，新田開発と舟運を目的とした河川改修

が行われるようになった。江戸時代に行われた利根川の東遷2）†1 や大和川の付

替え3）†2 は有名である。一方，荒廃山地の対策は，一部の地域を除き，森林の

伐採規制や山林取締まりが主であった4）。

　江戸時代には，地震，水害，火山噴火などの災害が相次ぎ，幕府や藩が食料

第Ⅱ部　災害と法制度
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96 　7 章　災害法制の歴史と現状　

や避難小屋などの応急措置を行ったり，米などを支給する仕組みを定着させて

いった。また，災害に備えるための積立て制度や大災害発生時に復旧などのた

めの仕事の創出による救済制度などを構築した1）。

　明治に入って，明治 5（1872）年にわが国最初の気象観測所が北海道函館に

開設された。明治 8（1875）年には内務省地理寮構内（現在の東京・虎ノ門）

に地震計と気象器械が設置されて東京気象台が設立され，地震観測を含む気象

業務が開始された5），6）。

　また，明治維新以降，河川工事や砂防工事が，淀川などの主要河川で着手さ

れた4）。消防の体制については，江戸時代の体制の一部が東京府に移管され，

明治 5（1872）年に消防組が設置された。消防事務は，東京府，司法省警保寮，

東京警視庁などと所管が転々としたが，明治 14（1881）年に警察，消防の事

務はすべて東京警視庁に移管され，これが明治時代の消防の基礎になった。こ

の時点では，まだ全国的に公設の消防組は少なかった7）。

　明治政府が安定してくると，明治 13（1880）年に『備
び

荒
こう

儲
ちょ

蓄
ちく

法』が 20 年間

の時限立法として制定され，毎年の国からの補助金と地方が徴収する税を財源

として積み立てて，災害の被災者に対する生活必需品の支給または罹災によっ

て納税困難な者に対する税額の補助，貸与を行う仕組みが形成された8）。

　明治 20（1887）年 1 月に東京気象台が中央気象台と改称された。気象事業

は，内務省から文部省を経て運輸通信省の所掌となっていたが，明治 20（1887）

年 5 月に運輸省と逓信省に分割されると，気象事業は運輸省の所管となった5）。

　明治 27（1894）年には，政府は，消防制度を全国的に整備して効率的な消

防組織を育成するため，勅令で『消防組規則』を制定した。これにより，消防

組は知事の警察権に入り，費用は市町村の負担とされた7）。

　（前ページ）
†1 利根川の東遷：江戸湾（現在の東京湾）に注いでいた利根川を現在のように東側の流

路に付け替えた河川改修工事。江戸の水害防除，新田開発，舟運確保に加えて，東北
の伊達政宗に対する防備の意味もあったといわれている。

†2 大和川の付け替え：かつて分合流を繰り返しながら淀川へ注いでいた大和川の排水を
改良するため，流れを西に向け堺方面へ流す現在の流路に付け替えた河川改修工事。
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お　わ　り　に

　平成 7（1995）年の阪神・淡路大震災以降，わが国は地震火山の活動期に

入ったといわれている。その後も，平成 23（2011）年の東日本大震災，平成

28（2016）年の熊本地震などを経験した。近い将来には，首都直下地震や南海

トラフ地震などの巨大災害の発生が予測されている。また，近年，異常気象が

多発しており，水害や土砂災害が激化する傾向にある。原子力発電所の事故な

どの大規模事故への対応も大きな関心事となっている。地震だけでなく大規模

な水害や土砂災害も毎年のように起きている。

　大きな災害や事故が起きるたびに「想定外」といわれる。今後は，これまで

想定外であったものを想定の範囲内に入れ，起こり得る最大の心配を想定すべ

きである。津波については，東日本大震災の貴重な経験から，100 年に一度程

度の頻度で発生する「レベル 1」と，数百年から数千年に一度のきわめて低い

頻度で発生する「レベル 2」という 2 段階に分けて対処することになった。今

後は，津波に限らず洪水，土砂災害，土石流，地すべり，火山噴火，隕石衝

突，さらには大規模事故やテロ，軍事攻撃などについても最悪の事態を想定し

ておくことが必要である。

　災害対応として自助，共助，公助ということばあるが，大きな災害になれば

なるほど，行政は手が回らなくなる。特に災害発生直後には，公助が機能しに

くい。自助能力を高めて自分の命は自分で守ることが必要になる。個人個人の

防災に関する知識，意識の向上が非常に重要である。

　また，災害が起きたときの対応体制について，法制度面の課題がある。現行

の災害対策基本法では，住民に最も近い市町村が災害対策の一次的な責任を負
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い，都道府県や国が支援する形になっているが，広域的な対応が必要な災害で

は，市町村の行政機能に限界が生じる。現場の行政が十分に機能するような法

制度面や体制の見直しが必要と思われる。

　さらに，法制度以前の問題として，知事，市町村長ら，および国を含め行政

責任者はもちろんのこと，発電所や工場その他の民間施設の責任者，企業トッ

プなどは，災害などの緊急時における判断力や対応能力が求められる。こう

いった責任者が，経験不足であったり，危機対処能力が不十分だと，パニック

に陥ったり，不適切な言動，行動をすることが予想される。このため，トップ

人材の危機対応ノウハウを体系化するなどして危機対処能力を強化することも

必要である。

　迫り来る巨大災害に備えて，これら多くの課題についてさらに研究を深める

必要がある。

　2018 年 2 月

 木下　誠也
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