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おわりに

はじめに

　経常生活をおくるうえで，われわれはさまざまな危

険・危陰性にさらされている。たとえば，交通量の多

い遵賂に大きな陥没ができた場合，事故が発生するお

それが高いため，通行規麟とともに修復工事が実施さ

れる。また．鑓薬品は，その綾絹によって病状が改善

する　・方，硬鱗法を誤れば能命や健康に重大な綾害を

及ぼす場合もある。このように，除去されるべき危験

もあれば，人為的コント聾一ルの下で社会的に認めら

れる亀険性もある。縫方，大雨や購火，地震のような

1自！然現象そのものは翻倒できないが，それ1こ起饗する

綾害．すなわち，翕然災害は，軽減ないし予防できる

ようになってきている。なぜなら，災害は人の社会的

な営みと密接に関連しているとともに，科学技術が進

歩し．災害をもたらす自然現象の多くは，程度や不確

実性の差はあるものの，その発生・動きを予灘でき，

軽減脚予防の擁能性が拡大してきているからである。

この意味で，かつての「天災」は，人の管理対象とな

る，したがって，人ないし社会的に爆責されうる蓉

スク」へと変わってきているのである。

　ig｛擁年i月i7嚢の兵麗県搾里離地震1こよる薮神・淡聾各

大震災では，災害救助活動の遅れなどの祷勤態勢に関

する開題仮設住宅の建設・入居時の混乱と入居後の

コミュニティ形成の開題，被災者の生活再建支援の開

題など多くの社会的課題溺発生した。しかし，これら

のうちの多くは，薮神・淡驚大震災ではじめて購らか

になったものではなく，それ以前から，少なからず詣

鶴されていたし．表鐵していた。この種の被会的課題

は，1三1常的な，または嚢頃あま善意識されない，すな

わち，社会に内在・潜在するものが集中的・集約的に，

しかも，勉のさまざまな開題と密接に複雑にからみあ

って表れる。それゆえ．災害対策のみではなく，最近．

輝光を浴びてち・る碧危機雌管理も，まず，軽減ないし

予防の視点から．韓鴬的または溝在的問題の発見，薄

籍・解決が必要となるのである。この基本認識を欠い

たまま「危機」管理を安易に講じることは．無麟約な

権力の集中とその濫絹を必然的に導くおそれがある。

　災害対策基本法（以下，誓災文才法3と記す）は，災

害応急繋策における市警村長の権暇を定める等独自の

競走の1まか，多くの施策は各種根絶法によって実施さ

れる。災難法は，防災活動にあたって計薩牲を欠くこ

とが多く，統一性のある施策でなかった点などを解消
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し，災害嬉策全体の体系化を鎌む，総合健・計薩牲を

もって進めるために凝定された。また，各種の災害対

策驚係法律では，法定受託事務もあれば，自治事務も

あり，多様・複雑かっ輻鞍的1こ購成されている。それ

ゆえ．総合的楼を翻的な災害対策にとって重要な地域

防災、権嚢の内容も，その全体を地方分権あるいは国家

簾与のあむ方という観点から，詳纏に検討する必要が

ある1．それは．嚢。1治捧の権醸行使のあ写方や条潮瀬

定を含む政策法馨にも遇然及び，住民霧治，とりわけ，

！・護民参簾のあ善り方も検討する必要がある。

　近鰭三わ寿｛く1こでも「蓼スクタ｝析」ないしド琴スク管

理涯手法が多くの場灘で導入されつつあり，1鐘1報こ「予

防膝1舞（夢ギe鷹t量Qη農ry嚢臨囎茎e，V鍵so夢9曜1盤豊郷

の観点にた一）た1歩スク制御の必要性が唱えられてきて

いる。　このような鎖1韓がみられるのは．主に，環境法，

医薬品鵜係や食巖安全襲係法などの分野であるが，そ

の手法は災害対策にもト分いかされてきて墾、るし，基

本的考え方はかわらない。このような認識をふまえた

11で，さらに，近年地震対策を中心とした条鱗が潔県

を菅1豊心に制定されてきており．その内容の験討と課題

を響1らかにすることを本稿の黙約とする。

　災対法の藷，葦奉体系である災害予紡，災害応急対策．

災害後遜・復興という時系粥的体系をふまえっっ，シ

ステムのあり様を分欝するという幌点ではなく，人の

営みの露点から，災害予防と災害応急繁繁の連続性及

び密接な膜輩塞牲があること，災害復1彗は再1痩災害紡圭ヒ

という意味で災害予防の性絡をももつが，それと密接

に結びついて，被災霧の救援・生活再建が重要な課題

となることに蕊難していく。それ癖え，災対法、｝二，災

害救助1ま災二、警鐘こ悪女達筆として位鐙づ畿られるが，　ここ

では，災害復興との連続盤と密接な馨達鍵を重複して

扱静たいむ

至　危険防止・災害薄策・危機管理

権　安全確探と安全性の溝上

　住裟の生命・身体（健康を含む〉の安全確保・安全

性の醗転1は，i薦・自治妹の覆水的な資務あるいはその

存立の基本睦的である2。この董務は，薩鋭・住鋭が

健康で文建的な最低鰻痩の生活（憲法器条）を営む繭

提であると講鋳に，憲法が保障する各種露1密（憲法捻

条等）を譲疑・住蔑が享受・行使するための薄提条件

でもある。この責務を蟹確1治体が履行しようとすれ

ばするほど，安全確保の領域は広がるだろうし，安全

撞はますます晦垂二するだろう。しかし，この安全確保。

安全性の向上という責務は，たいてい，自己あるいは

飽者の権利・自由を舗湿して窃めて破り立つのである

から無制穣に実現されうるものではなく，少なくとも，

人権保障の擬点から制約される。ただ，襲業の白蜜や

財産権保障も憲法上重要ではあるが，それは交換可能，

すなわち，代替性があるから，一一般的に生命・身捧の

録護がそれに優先して考癒されるが，完全に安全な状

態（いわゆるゼ臓“ナスク）なるものはありえないだ

ろうし，仮にあるとしてもその実現慧極めて瞬難・非

現実的である。したがって，開題は，いかなる危験・

危険性に対してどの程度の安全・安全綾が確保・探薩

されなければならないかである。

　たとえば，食贔籍生分野では，食贔籍生法4条に定

める魁験な食贔ないしその疑いのあるものの流遷や製

造等が禁止され安全を確保するとともに，縫方で，霧

法6条・7条による食品添灘勃ないし食品の基準・幾

格の設定による安全性媛麟では，「人の健康を害する

おそれがない」こと，すなわち，確たる安全性が確認．

できないものは使簿できないよう趨翻されており，

「疑わしきは安全のために」という発想を基礎におい

ている3。食贔の場合には，1三1常的に経籍摂取しなけ

ればならないものであるだ1ナに，趨事罰を背景にした

安全性湊簿！を行うξ妻縫みが取鯵入れられている。つま

り，蓉1｝餐の逐条による幾舗は長奪にわたる人類の経験

により安全が確認された食贔を国観・豊艮が摸取でき

るようにする警察規簿！の典鷺蔓であるのに対し，後考1ま，

安全かどうかの確認ができない段階では入閣の生活空

筒に導入しないという予防的介入であり，伝統的な警

察幾凝の粋緩みの申ではとらえきれない手法といえる。

　これに対し，比較的統計資料が充実し，われわれが

長期1こわたって使讃しているll、1動東の利灘を纐1こあげ

ると，つぎのようになる。交通事故によって茎年に嚢

千人の尊い命が失われているが，癖述のように講蔑の

生命等の法益保護を図るため，鷺1・難治体は，躍民・

住裟をこの危険ないし危験悪症から稼讒する責務がある。

縫方，國蔑・住嬢起は羨動車という痩利な遠里を保馨

し，利賭して移動する葭抽がある。また，自動車を睦

一11輸送の手段として活躍し，生計をたてるぎ掘1もある。

この種の法益保護（究極的1こは，権利・藍、濃1の課護）

鰐「権利・蔭1幽」によって象徴される構造をもつ開題

をどのように解決・講整するかは，憲法規範に違反し

な墾譲り，われわれが選出する立法考・条例翻走者が

決定する事梅である。もちろん，｛生民の生命・身体の

安全という保護法益は，欝動事の保有・縫購に優先す

る。しかし，窪動車の保有・使羅の自由を認め，その
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社会的・経済的効羅を薄能な譲む追求する一一方で，一…

定の知識及び技能を有する者のみが運転できるように

する免許制度，交通燦凝や車体そのものの安全規制に

よってできるだけ危険嫉を少なくし，不幸にも事故が

発艦したとき強翻探険凝痩などによる損害の補填を確

保することがその講整結果である。

　以11のように，対象や構鞍籔の多寡などに応むて，

講整結果たる媛鯨1システムの形態が異なるし，そのバ

ランスが崩れたとき，新たな凝震：がっくられたむ，そ

の硬鱗・麹灘がやめられたりする。もちろん，翼体的

ケースに応じて，メ、によるコント潰一ルの及ぶ籖運！，

効果的に予紡するための方法や穀象などに違いがある

から，すべて人の行為による被害と自然現象が誘裟と

なる被害とをまったく講じに考えることはできないだ

ろう。しかし，少なくとも，共通する点は，科学妓嚢

6）進歩や社会状渥の変髭などによって，この講整結果

は異なってくるし，それに臨むて法麟痩も改正されな

げれ1まならない点である。つまζ1，このような法親愛

を改欝すべき義務を立法者・条溺制定者は負っている

点である。

2　危縷・安全と危験牲・安全盤

　現代の高度に複雑建・多様化し．また科学披講を駆

使する縫会では，人の鑑命・身韓及び財産という保護

法益は，　一定軽度の危陰性、に常にさらされている。そ

のうち，社会的に受忍響縫と認められるべき程度の被

害や，髪代科学の粋もってしても事爵1｝に全くわからな

いものは，社会的に許容されるまたはやむを得ないも

のである。このような社会的に許容されるべき被密な

いし薩スク　（残存夢スク）は，1契1然科学的評懸によっ

てのみ決定されるものではなく，そのときどきの蔽魑

観や社会状溌などによって決定されるものであり，政

治的｛蕎｛鋒総意こ懇決定が必要な領域である。

　縫方，薩常の経験則から麟鬱して，擾害（鮭会的受

忍緩度を越える被害）が発生する権当な蓋然性がある

場合，この匙験は紡止されるべきものである。この危

険は．公共の安全と秩序を維持するという従来の消極

的な警察活動の対象でもある4。たとえば，損害発生

の養｝禽旨性1まある（危験素露の存在）が霧の要露（危険

誘磯）がまだないため，危険であると判定できない場

合や，　・定の科学的または技術的基準に適合して社会

的に受け入れられた危験素霞がある場合は，科学的知

見に基づいて合理的1こ，サスク効果分析や費薦効果分

析などを耀いて，危陰性が軽減ないし予防されるべき

であり，不韓案性や予灘される擾害の程度（危陰性の

度合い）に応じて，講じられる手段の強度や手法，そ

の必要性等さまざまな要素が総合的に考癒されなけれ

ばならない。

　伝統的警察活動の典型では，いっ，どこで，だれに，

どのような擬害が発生しそうであるかをll豊頃の経験則

から合鍵的に判藪し，その療確者に対して一定の措置

を命ずる5。ただ，擁外的に，具体的危験が切迫し，

纏の手段では不十分となるとき，第三者に難して引き

留めや避難，立ち入馨禁止等の雛羅をとることができ

る（たとえば，警察官職務麟鴛法4条）。しかし，こ

のような手段は，嚢的と重殺の態様に応じて必要な最

小の縷縷：において難いられるべきものである。

　このような典璽的な警察活動の端緒となる危険とは

嚢なり，それが認定される謬重殺1藩，たとえば，衛生法

分野で一類ないし三類の感染症に感染している「疑い」

のある者の羅油や「疑似」症患者に韓する捲還（感染

癒予紡法意条及び算条以一ド）などにみられる「疑い」

段驚で繕らかの嬉潰をとることがあるの幾に感染症に

毒悪した患者は地者に擬害を及ぼすおそれがあるため

さまざまな講約を受けるが，r疑い」がある，たとえ

ば■”産の感染症に感染しているかどうかの事実諏でわ

からない点があるにもかかわらず，人の生命や健康と

いう重要な保護法益が予想される被害対象であるから，

安全嚢建保のために一時的搭置がとられるのである。こ

の場合，ノ、1こ奏重する蔓垂直か物1こ対するものか，「疑疑」

の合鯉性や敏麗した場合の危験度，切遮盤などの事椿

に応じて，質霧・検査，勧告，強麟入院など多様な手

段が用意されている。

　危陰葉露があるなどの竃五1壌桑生が認められる場合でも，

雛麟によって安全確保ないし安全性の海上が実現され

る場合も少なくない。災害予紡1難係法（たとえば，建

築基準法）のほか，たとえば，社会経済的・政策的甥

懸に基づき導入され，事故が発生した場合の被害の甚

大さや広範さなどの警殊性から，原子炉等橋制法や濠

子力災害対策特需措置法に代表される原子力施設など

特需な施設や危縫物に対する規舗があげられる6。

　「安全確保」と新安全性の病上」の内容は，それぞ

れ，危険防塞疑蔭裟性（撫・いタスク）の低減に対応

する表現であり，その二つの領域の鵜に明確な一一毅的

な境界線を引くことは覆難である。科学披講の進歩と

ともに，法における懸纏序列の難，そのときどきの懸

纏覇断が，羅長的・住疑的合意としての法律・条鰹に

よるコントロールに影響を及ぼすからである。

　このように不確実な機念である危験ないし危険性に

鰐越するため，さまざまな専門家・長徳者が行政の意

思決定遜程へ参醸し，その結果をふまえた行政決定に
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ついて，いかに羅法審査があるべきかなどの法的開題

も瞬連してでてくる。瞬時に，その危験姓の慶合いや

不確実鍵の程度に感じて，単体としての媛制手段だけ

ではなく，計灘策定を含め，行政捲導や補勤金交付に

よる誘導．まちづくりにおける合意形成の重授，r協

ノ3」・ド連携雌・「協鐡墜の強イとなどのス欝一ガンのもと重

さまざまな手段を複合的に緩み合わせて，ある羅標に

1醸すて取り緩む手法等，行政行為中心の行政法学に特

籔的ではなかった活i勤影式が採購されてきている。ま

た．比較的客観的に確定される安全・安全性とは異な

礁，社会不安等を防止する襲点から，主観的心理状懸

を示す「安心」を獲得することを一…っの名標に鑓られ

る構幸覆共有を含む普タスク。コミ謀ニケーシ華ンという

手法も重要となってきている。

3　危機管理の発想

　自治体における危機管理の譲的は．住民の生命・身

体等の保護法益を危機時に保護することであって，単

に曝の方策に遮合するためでも，ある特定の権力者の

晦を維持するためでもない。いかにして危機を発生さ

ぜないか，そして，か131こ危機として想定した事態が

発生しても，できる蔭りその被害を軽減する方策はな

にかなど，茸いざ」というときにスムーズに対応でき

るようにしておく諸策，すなわち，危機的事態を予訪・

麟遷し，または，それに対越するため鑛・霞治体が羅

いる手注の体系が甦機管鑓である7。そして，危機管

理は，超機的事態発生羨からそれを軽減・予防する手

法繕スク管理）と，その事態発艦の癬葺彗に繕遷し，

優に発生しても最小鰻痩の被害にとどめる手法及び発

生後の車懸に綴織的に対籍する手法（クライシス奮理）

からなる。そこでは，いかにこのような事態を発生さ

せないかが最も重要であり，まず，その点の解明・分

析，そして，鰯策を行い，次に，その対策を通じて発

生が限定される匙機にどう対応するかというように，

13スク篇葺嚢とクライシス管理が有機詳聲こ関連づけられ

なげればならない8。

　近奪の「危機」管理論は，多くの場合，クライシス

鶯理の灘のみが強讃されている。クライシス管理を技

術や方策面から単独で考えた場合，その考感対象は無

限に広がり，緊急時に異体的かつ効果的に対応できる

ことを名爵にして，安易な権限の集中が主張されやす

い。重要なのは，災害鰐策では地域特性が色濃く痩駿

されるため，それぞれの地域で多くの人に共通する危

険・危険性を考える場合，その時点で軽減・予防でき

ない部分をあらかじめ明らかにし（災害アセスメン

ト§・被害想定），それを墓にして，可能な軽減・予

防策を講じ，被害発生を軽減するため避難端策等を事

前に整備することであり，防火や耐震設計等のハード

面による舞重策と，危験磐癖彗輻の提供・騰示などによる

災害蔭スク・コミュニケーシ葺ンや避難計画・議練等

のソフ擁琵での対策を趨互に密接に灘連させることで

ある。

尋　自治躰と住艮の責務

　自然災害は，いっ，どこで，だれに，どのように発

生するか等，詳総で正確な予灘がむずかしく，§然現

象の発生そのものも鰯舞できない。また，私人によっ

ても緊急避難や予防的な裁判を通じて，危験が直接・

腿接的に擁除されることもあるが，災害は，社会的・

購造的に発生し，懸人では充分な端慈のできない危験・

危験牲である。それゆえ，災害麟策における馨・霧治

体の役割は重要であり，私人驚の麺理に完全に委ねる

ことが不可能あ鯵，また妥当でなく，市民縫会・市場

の嚢律と私的糞治の療購は，災害対策では比較的大き

く修正・鰯約を受ける醤。

　災繋法は，国・農治体，住疑等の責務について次の

ようiこ矯寇する。匡1は，国土1藁びに遜鋭の生命，身｛本

及び財産を災害から保護する使命を有し，綴織及び機

能のすべてをあげて防災に関し万全の措置を講ずる責

務があ鯵，紡災基本針蕗等の作成・法令に基づく実施．

難治体の紡災事務・業務の推進と総合調整，災害にか

かる経費負担の適正化を舞らなければならない（3条〉。

これに麟し，藍葦治体は，埴域益びに建長の生命，身体

及び財産を災害から保護するため，関係機関及び弛の

自治体の協力をえて，地域紡災計癖等の作成・法令に

基づき実施するほか，簾道府県は，1誓籍村及び蟻定麹

方公共機麗の防災事務・業務の実施を助け，その総合

講整を行うことが（畦条），市簿村は野基礎的な地方公

共霧体」として防災にあたり，毒町村長は，溝防機関

等の綾織の整備や藝主防災綾織の充実を籔り，すべて

の機能を十分に発揮すること（5条）がその責務である．

　公共的癒捧，防災上重要な施設の管理者その飽防災

の責務を有する者は，法令・地域防災計画の定めると

ころにより，誠実にその責務を果たさなければならな

い。また，住畏は，露ら災害に織え，窪発的な防災活

動に参撫するなど防災に寄与するよう努めなければな

らない（7条）鍍。この往戻の努力義務は，食料・水な

どの準備や家具の転倒鋳掛など平常時から災害に繋す

る備えを心がけること，自主防災緩織や防災壌ランティ

アなど霧発的な防災活動に参撫することを意嫁する。

5　安全確保・安全性の向上と法的保障

　以上をふまえたうえで，どの程度の安全ないし安全
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自治捧における危機管鑓と法 （48獅

盤が保障されるべきか，それに隣して自治体はいかな

る責｛1をを負うかという開題は，より具体的には，たと

えば，災害発生の危験ないし危験性があるときに，行

政庁の許認可を柱長が争うことができるかという，行

政事件訴訟（とりわけ取消・無効等確認訴訟）上の

「訴えの利益」ないし原告適格の開題が災害予防の観

点から重要になる。また，事後的な法的救済の開題と

して・公の営造物が通常糞すべき安全性を有していた

かどうかを争点とする鍛疵養任（蟹家賠娯法2条）i慧

や，行政庁の権限不行綾に対する擬害賠縷責任（羅法

i条），すなわち，危験の窮迫牲，法益要件，予見薄

能姓，結果懇避可能性及び簸待可能性箸の要件が溝た

されなければ，作為義務はなく，権限の不行使を違法

であると評懸できないとする裁判例や危験管理・防止

責任論13でも講じられてきた。この難題を解決するに

は，まず，薄霧其体的な険討（保護法益と被侵害法益，

法律・条擁（幾遽法令・舞燐を含む）の趣善・§的と

権鰻行使の根礎条項の解釈等）の積み重ねと，いかな

る亀険・亀験盤を対象とし，安全確雛・安全性の海上

のため，いかなる手段ないし手法が法的に用意されて

いるかを検討1しな書ナればならない。

　構　災害琴スクと訴えの麟益　　災害琴スクのため，

行政庁の開発許可等の取消しをもとめて住民が裁判所

で争う場合，行政事件訴訟法§条に定める「訴えの利

益」が必要となる。同条の越分の駿消しを求めるにつ

き「法律11の利益を奮する者涯とは，「当該処分によ

搾麟己の1潅桑／ぞ請しくは法華案…ヒ保護された廓！益を侵害さ

れ，又は必然的萎こ侵害されるおそれのある者をいうの

であ誇，灘該嬉分を定めた行政法窺が，不特定多数者

の奨捧的利益を専ら■一般的公益の中に畷収解消させる

にとどめず，それが帰蔑する嬉々人の燧雛的利益とし

てもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解され

る壕舎1こは，かかる利益も右1こいう法奪奉上保護された

麹益に審たり，灘該鑓分によむこれを授害され又は必

然的に饅警されるおそれのある」ものをいい，ヂ当該

行政法綬の趣旨・嚢的，甕該行政法燈が当該鑓分を通

して録護しょうとしている利益の内容・性質等」を考

癒して甥籔される鍵。特に，本稿の主たる麟象である

鰐1然災害に隈らず，原子力災害の場合でも，生命・身

体という一身専属的で重要な保護法益に薄する危験な

いし危険性が開題となっているときには，紅災害の防

止」という文言の申に懇到的利益の保護を読み取るこ

とが多くなってきて》る。

　たとえば，躯華計醸法．tの醗発註再にあたって，開

発藝域内の土地が地盤の軟弱な土地，がけ崩れまたは

出水のおそれが多い土地その飽これに類する土地であ

るときは，地盤の改良・擁壁の設置等「安全上必要な

措置が講ぜられるように設計が定められていること」

（翻事計醤法33条i項7号）が許可要件の一つとなっ

ている。講号が開発区域周辺柱異の災害華スクに蝿す

る利益をも保護しているかどうかについて，最高裁1よ

次のように判示している舞。すなわち，このような土

地で安全上必要な諾置を講じないまま麗発行為を行う

と，がけ崩れ等の災害が発生して，人の生命，身体の

安全等が脅かされるおそれがあるから，そのような災

害防止のため，醗発許可の段躇で，開発行為の設計内

容の十分な審査や許可麟を採濡しており，がけ縢れ等

が起きた場合に想定される被害は，開発区域内のみな

らず開発区域に近接する一定範醗の地域に居住する住

艮1に直接的に及ぶことが予想されるから，購号は，

ヂがけ癖れ等のおそれのない良好な都市環境の保持・

形成を籔るとともに，がけ崩れ等による被害が直接的

に及ぶことが想定される醗発区域内外の一定範覇の地

域の住民の生命，身体の安全等を，懸々人の懇溺的利

益としても保護すべきものとする趣旨を含む」と判示

し，訴えの利益を肯定した。また，森緯法欝条の2第

2項i号及びi号の2の鎮定は，土砂の流出または崩

壊，水害等の災害防止機能と覧・う森林の有する公益的

機能の確保を懸るとともに，そのような災害による被

害が直接的に及ぶことが想定される驕発藝域に近接す

る一一定範翻の地域に居住する住民の生命・身体の安全

等を纒々人の鱗霧的利益としても保護すべきものとす

る趣暑を含み，「土砂の流串又は崩壊，水害等の災害

による嚢接的な被害を受けることが予想される範雛の

地域に居住する者は，開発許可の取消しを求めるにっ

き法律上の利益を有する甚海とされている。さらに，

建築基準法欝条の2第i項に基づくいわゆる総合麗発

許可に関し，その震辺住蔑に訴えの利益があるかどう

かについても，容積率麟醸や高さ制限1ま繕難，通風や

採光等を良好に保つ蓑的のみならず，地震や火災など

による建築物の倒壊・炎一1二など万一の事慧から綴込建

築物及び羅住者の生命・身体の安全を採護するもので

あるから，それらにより直接被害を受けることが予想

される範鑓内の建築勃所有者及び居住者には訴えの利

益が認められるとした罪。

　このギ訴えの利益3論が意殊するのは，各魑溺法に

おいて，少なくとも災害による被害が直接的に及ぶと

予想される範囲内の地域に居住する住民の生命・身体

いう高次の法益を，また，法律によってはそれに換え

財産権を，保護することであり，民事訴訟による差止
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（4蓉2§〉 蕪島大学地域麟造　第鯵巻　第2号　欝§2．臨

め等の予防的訴訟という手段によるのみではなく，行

政の権鞭行使についても，この観点から一■一定範囲の往

戻が争う資格を有することになる。

　磨　選難鱈策と濤治体責紐　　災害予防の関連から，

たとえば，災害が発生する危験盤に寵する鱗韓を予め

近隣！宅民に知らせておくべきであったとか，急傾斜縫

の崩壊による災害の防ll二に鑓する法律3条により慧鱗

斜地崩壊匙§剣X域に指定し災害発生を未然に防止すべ

きであったなどを躍1嬉こ行政庁の権駿不行使を違法事

霞として酸家賠鐘責任を追及する事案もある。ここで

は薫として，災難法に蔑足する危験（牲）構報の提供

と避難鱈簗に約を絞って検討していきたい。

　災鱗法驚条によれば，湛鈎糧嚢は，難道府繋や縫係

機瀦から．あるい縁，猜蝦メディアなどから，災害に

薩する猶鰻・警穀を知ったときまたは藍！ら警鞍を発し

たとき，雄域防災1諦醗の定めるところによ1り，野餓・

警鰻に離する事項を嚢1係機鱒や建長，麗孫鶴体に伝達

しなければならない印そして，必要があるときは．住

罠や関係！捻纏に対し，とるべき搭羅等1こついて通知ま

たは警告をすることができる（災対法57条および簿条

参照）。また，ぎ華舞村長は，災害が発生するおそれが

あるときは，法令籍または絶域紡災計露の定めるとこ

ろにより，溝紡機懸等に鐵動の準備・串勤を命じ，ま

たは，警察嘗等のlll動を求める等災害慈急対策責任者

に対し，臨急叢叢の実施に必要な準備をすることを要

、蒼しもしくは求めなければならない（災対法繊条）。

　避難の勧告・指示については，「災害が発生し，又

は発生するおそれがある場合にお蔦、て，人の生命又は

身体を災害から裸護し，その飽災害の拡大を防産する
　　ん　　ゆ　　ぺ　　ぺ　　ん　　ん　　ゼ　　マ　　ぽ

ため特に必要がある場合において，市舞舞長は，必要

と認められる地域の繕翼業者，滞在者その｛幾の者1こ奏圭し，

避難のための立退きを勧告し，及び急を要すると認め

るときは，　これらの者に奏重し，避難のための立退きを

指示する」ことができる（災対法総条）。類鍛の矯定

としては，水防法22条や地すべり防掛法鋳条で，潅濫

や地すべりによる「著しい危験が切迫していると認め

られる」とき．灘三道府県無1事等1ま，避難のため立退き

を指示できる。これらの規定では，権譲の所在やその

要イ隼．　とりわけ，｛露追奪髭を必要とするか否かの点で権

達する．その綾．このような危験の窮迫鍾を必要とし

ているものには，たとえば，災対法鋸条の藤離村の応

急標置（災害救助法や水防法等による措置），総条の

r警欝｝村長の警絞1＞ζ域設定権などがある。

　たとえば比灘i、1斜薩崩壊訴訟錐では，避難対策にお

ける事前の災害喜タスク・危験性情鞍の提供権罎（災対

法5条i項，麓条および騒条等）を行嚢するか否か，

行使するとしてその時期，方法の選択等の判姦は，原

則として当該公務員の麟浅裁量に委ねられているが，

その趣旨は．異体的状溌に難籍した公務賛の合理的な

措置を難侍してのことであるから，確離下唇使の際の

責任成立要件を充足するにもかかわらず，公務員が当

該権鰻を行使しないときは，裁薫権にっき著しい不合

理があるものとして違法と評懸され，蓑・1治｛本は弱家賠

嬢壽去i条毒こよる資を負，うことになると牢1葬貢した。　ここ

で最も重要なのは，いかなる危験ないし危険性の存在

を認定し．それを予見できるかである。この点につい

て講料決は，いわ獲る定盤的予見で建馨るとしている。

すなわち，災害をもたらす雑然幾象について時難，場

所および醗模など異櫨的に予箋／できなければならない

とすると縁とんどの壕垂合行政責任が闘われず，　したが

って．「防災のため公務賛紅遍羅な権躍の行使を期待

して授権した法の趣旨」を無擁することとなりえ．ま

た，藍ll然現象のもたらす災害は，学霧的にすべてが解

瞬されなければ防塞できないという盤質のものではな

く，「当時の科学的講究の成果として，当該自然現象

の発猛iの危験があるとされる定離三的要遜が㎜善さ肇！響1し

ていて，この定離三的要獲を満たしていることやその地

諸嬢の状況から覇鬱して，この発生の危険が蓋然的に

認められる場合には．当該自然現象の発生に対応した

防災矯羅が行政に要請される」とする。このような判

決がある一方で，定繁的予見可能性が必要である，す

なわち，異体的な定盤状溌が存在し，その予見が蕃能

でなければならないとするものもある。たとえば，岩

木出土石流災害訴訟薦では，権罎不行綾の違法詳懸に

臠し，授権鏡箱の趣旨．蔭的に照らし，生命，身捧等

法益侵害の危縷性についての予見可能性，結果墾避轡

縫鍵等に麗する諸事精を鯵甥事案の内容と期待される

行為の内容に応じて餐慰すべきものであるとし，危険

簿報の提供義務の存否に関しつぎのように判示した。

すなわち，その危険鋳鞍の提供1ま，①「住民が1ξ肇主的

判断で避難行動をする繭擾条件」であ鯵，②r警蔑，

避難体籍確立の繭提条件」であるが，①については

「霧己の憲住する地域が土石流発生危険籔域であるこ

とを知らされていたとしても，往戻が，強雨又は豪雨

の度毎に避難するとは容易に想定でき」ない。②につ

いては人命尊重の観点から，詳纏な科学的発生機序の

解明は必ずしも必要はないが，発生確率が低くくても

相応の警戒・避難体舗を整備し，警戒・避難基準によ

り住民の避難等の捲置を講ずべきであるが，住民の生

命・身体を保護すべく安全な避難経整と避難場所を掌
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毒治｛本における危機管蓬と法 （銘2i）

縫・確保して行われる必要がある。そうしなければ，

いたずらに住民の不安をかきたてることになるし，避

難の長期龍や激発に鰐する幾判などを考え．政策論と

してはともかく，本件事精の下での警戒・避難体鱗の

韓立は矯難であることが指摘されている。それゆえ，

警戒・避難休講を確立する義務があるとか，住民に繋

する災害覆険精報の提供義務があるとまでは認められ

ないとしている○

　災害繕鞍の提供義務があると仮に認、められるとして

も，叢書の発生がそれによって墜避できたものかどう

かが資任の成立にとって重要となる。いわゆる定性的

多難燦能娃がある，すなわち，危験素銀があると認め

られるとき，その構報を霞1孫住星に提供しても，それ

によって，麟携嚢捧的な幾害の罎避が可能であったか

どうかは，璃矯題となる。この点から，矯懇に災害の

薩縷精報を提供したとしても実際の被霧発生が藪避で

きるとはかぎらず，被害発生を翻遷するに充分な異体

約危険の予見可能性と緩避手段がやはり検討されるこ

とになり，結騒．異郷的危験にたいする予発可能雛iが

なければ，撰寄贈儀糞任は認められないこととなりや

すい。

　権縷不行縫の縫家籍難責任では，民法不法行為の場

合と韓様に，作為義務が認定されなければ違法性はな

いと　般的に考えられている2重。しかし，罠法不法行

為の場合，まず，私的自治の練購や行動の！譲1という

私法練鍵の発想から，安易な作為義務の容認はその1蒙

王！韓こ抵触するする響能姓が高熱ため，そのハード形は

高い22。しかし，そもそも私人1こおけるような唇動の

隷llや私的灘治の験則がそのまま妥当するわけではな

く，各種行政法領域において求められる安全確保なも・

し安全纏の癖影1の穫渡に随1じ．鰺髭が麓iえら載る必要

がある．　また，不｛乍為1こも，「意縫，決定による不｛乍為」

と「邊失による翠衝。ヨ為ゴがあるとされており欝，後者

は享㌻箆義務が認められれば，悪態決定による不作為と

講じことを憲秣するものと考えられる．そうであると

すれば，都舞為も作為の場合と講様に違法性を籍定で

きるのであるから，羅家賠嬢請求訴訟において，たと

えば，いわゆる義務づ幡訴訟1こおいて議講される裁量

較縮講紅よ蔭，「一…できる」幾定をヂ……しなけれ

ばならない」競走に読みかえる理論11鵜｛乍叢をする必

要があるのか疑遽となるのである。

　しかし．　重主意しな1ナれ1ぎならないの1ま，　権1鰻不無涯吏

の場合の結業魏避弩籠姓は．遍剰介入禁出と危験発生

を防戯する観点から導きだされる遍少介入禁止の闘の

領域で存在することである。それ疹え，その領域内

介
入
手
段
の
強
度

遜嚢介入禁鑑

遍少分入禁鑑

介入馨鵜（謀議法益）の重要渡

蟹一唯　比例簾舞llによる介入許窓鑛綾

（露一i）での結果醒避曙能な手段とそれを講じるに

必要な蒔闘的窮追性や予見可能時点など薪）責任要件を

重ねて縷説していき，被害を受けた法益の考、■乏などを

簾え，それら総合的な法的評懸として撰害賠嬢一隻1の違

法性を認定すれば足陰るものと考える24。

　避難勧告や避難の指示という重殺は，法的にみれば

行政捲導ないし災害発生が窮追していることの精鞍提

供という性格をこえるものではない器。また，この権

酸行使の名宛人は，被害を受謬るおそれのある浦人で

あることも考癒されなければならない。それゆえ，災

害菩ナスク構報の提供と現実的な避難行動との関係を，

遍失の幾題として理解するか，事実的饗疑関係の開題

として謬解するかは重要な誰点ではあるが，少なくと

も危険（盤）構報を提供しなかった点にっ瓢・ては安場

に違法性を否定すべきで，まな墾。なお，愛孫ま，後述

のとおり，土砂災害警戒籔域等における土砂災害防鑑

対策の推進に麗する法律により，精輯提供のみならず，

避難体凝の確立と住幾への霧驚方について市瞬桝に積

極的活動の努力義務が諜されている。

§　災害・穽常災害・緊急災害

　災対法にお1ナる災害とは，暴繊，豪講，豪雪，洪水，

高灘，地震，津波．曝火その麹の異常な藍1然環象また

は大綾撲な火事若しくは爆発その縫紋射性物質の大■藁

の放出．多数の者の遭難を惇う離離の沈没その縫の大

綬模な事故によ1り生ずる被害をいう（2条i項蕊弩及

び災鰐令i条）。ある特定の人・特定範霧の若干名に

生ずるいわば馨常的な危験は．通常の体凝（縄織及び

権限）で薄麩できる。しかし，瞬碁寺に多数の人に生ず

る災害は，選常の体調で充分に対鑓できない。露をも

って「非常捧凝」で臨むかの纂準が災対法しの災磁橿

念であり，「娃会遷念による嬉当の被害」が災害麟定

の嬉標とされている麗。この災害緩念とは翼なるもの

が採羅されることもある。たとえば，災害救助法（以

一§一



（4822〉 麟島大学地域麟造　第鍵拳　第2号　鱒総．雑

ド，軒救助法涯と記す）では，睡が実施すべき災害救

助の観点から，嚢治体の区域内人〔玉に慈じた住家の滅

失数などの諸要素（属令i条）を考憲して判定される2了。

　遜常．発災後は市町村が防災を推進するため特に必

要がある場合に，秦郷村災害嬉策本部が設置され，状

況に応じて翻道府県でも災害蝿策本部が設置される

（災対法23条）。縫方，遜では災害の規模などから災害

続1悪業ま策を推進するため特写l！の必要があるとき1こ葬常

災害対策本部が設置される（蟹条）。非常災害とは，

被害の程度や災害の態様から，大規模な災害であって

雛遊痛察レベルでは充分な災害婦策を講じえない災害

をいう。過去の実績から一・般達すると，①風水害の場

合，死者・行方不瞬者が難名以上で，全壊・流出戸数

が群群以｝二の場合，②死者・行方不明考が百名乗講で

あっても，全壊・流串戸数が樽当数に及ぶような場合，

⑧災害応急対策の実施のため特に必要がある場合であ

るとされている％。また，「緊急災害鷹とは，著しく

かっ激甚な非常災害をいい，被災者数，被災家渥数等

の被害の焼模，災害の種琴吸び要因，災害が発生した

場所．季簾及び蒔灘，ライフラインの途絶の有無等か

らみた被害の態様その縫の状漫から極めて大橋模かっ

繕にみる災害をいう2§。

　災対法の災害緊急車懸の霧告は，非常災害が発生し，

かつ，それが籔の経済及び公共の姦鮭に重大な影響を

及ぼすべき異常かっ激甚なもので，災害慈悪対策を推

進するため特溺の必要があると認められるとき，防災

会議への諮霧を経て（災対法登条2項4号），内閣総

鍵大臣によって発せられる（緯§条）。その後，政令に

より，生活必要物資の濯給・引き渡し等を簿綴・禁壷

でき．　雀物資の癒格等の最高額を決定し，金銭穫務

の支払いの延難及び権朝の保存難問を建長でき，これ

ら搭縷に違反すれぱ，政令の定めるところによ島32年

以下の懲役や欝万鍔以下の罰金などの爾羅が科される

こともある（緯9条）。この災害緊急事態にかんし，羅

会での災対法案審議の際，当初その合憲性が難題（罪

瑠法定主義や国会の唯一の立法機関盤等）となった鐡。

この布告の直接的効果は，緊急災害鰐策本部の設置が

義務づけられるという行政機構．t二のもので，必然的に

緊急搭置を定める政令の劃定が内購iに義務づけられる

ものではない。この布告は，緊急事態の布㌫（警察法

難条）や蓉1衛隊の治安出勤（謄衛隊法鰺条）とも繕互

関係をもつ3玉。しかし，災対法案の審議当時，縫の緊

急事態法凝との関連が最も懸念されていたこと，災害

緊急事態の霧告により精神的自由は翻約されないなど

が想定されていたことには．留意すべきである32。

7　無常災害・緊急災害における蟹・地方の麗係

　葬常災害が発生した場合には非常災害対策本部（災

対法24条）を，著しく異常かっ激甚な非常災害が発生

した場合には驚議にかけた上で緊急災害対策本蔀（災

対法28条の2）を，内閣総理大甕は設置できる。瞬本

部長は，鎧定行政機麗の長，指定地方行政機関の長，

地方公共鑓体の長その飽の執行機関，捲定公共機関お

よび指定地方公共機翼が防災計画に基づいて実施する

災害応急対策の総合調整にかんする事務などをつかさ

どり（災蝿法騰条i号，28条の6第2項），非常災害

鰐策本部長は，災害応急対策を的確かっ迅速に実施す

るためヂ特に必要がある」とき，その必要な限度にお

いて地方公共顯体の長その縫の執行機幾に対し必要な

鮨示ができる（災対法28条2項，28条の6第2項）。

ここでいわれる「総合調整雄とは，購書，要請，勧魯

等の手段で麟きかけ，構手方の対応を踏まえ，更に勧

誘等を重ねるなどのプPセスを経て，関係機関の行動・

意髭統一をはかる調整手法であるのに対し，「捲承」

は．双方向約講整を行ったとき重大な支障が生じうる

場合にとられるもので，緊迫した場合において講整の

貴種者の示す方針等に従ってもらうべく，いわば一方

的な意思の表示によって行う強力かっ迂遠な調整手法

であるとされている鎗。

　簾遂続県知事は，市町村の慈急措置が的確かっ瞬滑

に行われるようにするため必要があるときは，指定行

政機関・捲定地方行政機関の長，無道醗県の弛の執行

機麗，指定地方公共機襲，指定地方公共機幾1に嬉し，

応急搭羅の実施を要請することができる（災繋法簿条

3項）。縫方，慈急措置の的確かっ誘溝な実施のため

特に必要があるときは，毒霧粒長に対し臨急繕選の実

施に聞する繕示を行い，または纏の市町馨長に応援

（災対法5条の2および8条2項舞号，叙条i項，総

条i項，縫条i項，8毒条2項）するよう指示する権獲

が付与されている。これらの点について，災害慈急麟

策1ま畿土及び蟹裟の生命財産を保護するうえで支障が

生じないよう，総合的・有機的に実施される必要があ

るから，すべてを自治体の任意の鑓理に任せることは

妥当でない場合に醗家的見地から指示を与えることは

必ずしも地方肖治の本旨に反するものではない34と考

えられている。逆にいえば，この「地方嚢治の本旨雌

を考癒してもなお，羅などが乗り出さなければならな

いような場合にのみ，この「指示」が認められるので

ある。

　現地対策災害本部については，阪神・淡諮大震災に

課し，被災地嚢治体との連絡講整，被災地の精報及び
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支援要望の収集，蟹の施策精報の提供．被災地自治体

の施策に対する支援等に重要な役割を果たしたという

実績から，鯵§5年の災対法改正で盛り込まれた。現地

災害対策本部（蕊条6項，鰺条の3第8項）は，地方自

治法欝6条6項の擁外であり，講項の趣善が，国の地

方出先機関等の濫設によって，嚢治行政が猛追される

ことを防産することにある3轟から，一刻を争って災害

応急対策の推進にあたる必要があるため国会の事薦承

認を不要とし，非常災害嬉策本部等の連絡調整と被災

地における機動的かっ迂遠な災害瘍急対策の推進体翻

を醸1宣するためとくに必要があると認められるときに

のみ設置される灘。しかし，その設置後，国会への報

告を要する。このように安易な地方行政への介入をで

きるだけ擁翻しようとする災対法の趣濤は重要である。

豆　災害予防・応急対策

茎　災害鰐策と夢スク管理手法

　臨治体は，計藤的・総合的に騎災薄策をすすめなけ

ればならない。そのうち，災害予防が最も重要であり，

覆とともに，治山治水事業のような直接的防災事業の

みならず．各種行政・事業等（特に，建魎の不燃此等

災対法8条2項藩定の絡項軽）でも防災に審与する施

策の実施にあたって，往戻の生命・身体及び財産の保

護に寄与するよう意を購いなければならない（購法8

条i項〉。とりわけ災害予防には，住民の社会生活基

盤整備事業として土地褻霞整蓬・薬毒再開発事業，街

銘整備事業や公園・河鱒整備事業等があ鯵，残存の危

険・危険性を除去ないし軽減する修復型事業として，

r密集市街地における防災街琶の整備に聴する法律」

による木造嫉宅密集地整備促進事業，「建築物の耐震

改修の促進に関する法律墜による学校等比較的大規模

な残存不適格建築物であるものの所誉者に，醗震診藪

と必要に応じた醗震改修の努力義務を課すと瞬時に，

必要な助成をする事業がある。また，地区計懸（たと

えば，防災街褻整備地区計懸）や建築協定も，防災ま

ちづくりで購いられる手法のひとつである。さらに，

落魚対策の準備行為として，防災調練（災対法磐条）

や各種備蓄（羅法鐙条）がある。そして，発災後は，

速やかな復籍と被災者の援護を図り，災害からの復興

に努めなければならない（獄法8条3項）。

　鯵スク管理の観点からは，防災アセスメントと被害

想定がまず開題となる。防災アセスメントとは，災害

誘露（地震，台風など），災害素裂（急繧斜地などの

罎1然的災害素鑓と危験物施設の集中地域のような社会

的災害素馨），災害履歴，土地利躍の変遷などを考慮

して総合的科学的に地域の災害危陰性を控握する作業

である。また，被害想定と1ま，防災アセスメントによ

り判明した災害危験性や自然的・社会的環境要霞等の

諸条件に基づき，想定される災害に端癒した人的被害，

構造物被害等を算幽する作業である言下。

　そして，被害想定としていか懸る程度のものを設定

するか，すなわち，たとえば，震度7に対称するよう

な被害想定をし，それに感じた食料などの備蓄や構造

物の安全性を高めていくと窪治体で意思決定するかど

うかは，不確実性という条件下での鯵スク決定の問題

であり，ハード対策による安全・安全性の鰻界とソフ

ト端策による安全・安全牲の譲界をどこに設定するの

か（馨スクの受容ないし残存官ナスク）という意思決定

と不可分である。このような霧鐘判薮については，憲

法上の懸絶決定や極値序列をもとに法令ないし例規で，

少なくとも，基本的な基準が明示されていることが本

来の姿である。そして・その基準を具体秘するための

作業段賠で，婆スク便益分析や費馬便益分析などの手

法を購い，いかなる手続で公的意思を合鐘的に決定し

ていくかという手続法的コントロールが重要となる。

しかし，現状では，そのような民主的意思決定遍程を

経ずに，…・』方的に決められることが少なくない。この

点から，災害麟策，とりわけ，予紡対策については，

そのプロセスにおいて建長参撫型へのシステム転換が

必要となるのである。

2　紡災懇織と住民参擁

　中央防災会議は，内麟総理大臣を会長とし，防災麺

当大臣その縫露務大臣，指定公共機関の代表者（欝本

赤十字社社長等）及び学識経験者で構成されている。

簾遂簸県防災会議は，知事を会長として，指定地方行

致機関の長・職員，陸上臨衛隊の方面総監または部隊・

機関の長，教育長，警視総監・道府県警察本部長，知

事部内の職員，市町村長及び薦郷村の消防機翼の長の

代表．捲定公共機関・指定縫方公共機関の役員・職員

から構成される（災対法懇条）。毒町村防災会議も，

都道府県のそれに準じ（災難法欝条），薦籍村長を会

長として，指定地方行政機関その纏の睡の地方行政機

醜の長・職員，知事部内の職嚢，都遠府県警察の警察

官等からなることが一一般的である露。

　防災会議は，付属機関（一一部実施機関としての役割

も果たす）として設置される。都道府県防災会議は，

①地域防災計露の作成・修亜と実施の推進（災端法錘

条2項工号，護蓼条i項），②災害情報の収集（錘条2

項2号），③発災鋳の関係諸機弱の連絡調整（錘条2
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項3髪勤，＠馨三常災害時の緊急措置計藏作成と実施の

推進（i4条2項磨ぎ），⑤所掌事務遂行上必要がある

ときの関係行政機1灘の長等1こ対する資鹿卜縫鞍の提供，

意見の開練その飽の必要な協力要請（欝条）．⑥毒町

村紡災会議にたいする必要な勧告（鎗条2項），⑦地

域防災譲1嚢の作該・修翫要旨の公表（韓条4項）．⑧

海鵜村防災会議からの地域防災計薩協議蒔の防災基本

　　　紡災業務計幽及び鋸道購県絶域防災計露に対す

るま藪薄蜜の奮無難窪嘉惹と気蓬事1こ奏雪する意多謬建碑…（42条3項），

⑨地域防災善．繕の実施のため指定地寿行政機翼の長等

に対する輻告・資料の提出要求と必要な要請・勧告・

指示（薦条ラなどがある。ぎ輝聾重防災会議で1ま，①⑫

⑤⑦鋤のほか，地域防災欝簸の作絞・修鑑詩の知事1こ

嬉する事鹸雛議がある（42条3項）。

　地方防災会議は．闘係機関等に意麗の雛藻その難の

編方を求めることができるが，住幾の参簾・関与につ

いては，法凝漫L，墾示されていない。消防奪は，

鞍覆域防災計強震災瞬策編の策定，見慶しにあたって

は，遍去の地震蕪．活臨麟の脅無，社会的経済的な地
　　　　　　　　　　　　　ん　　　ヤ　　　ペ　　　ん　　　マ　　　ペ　　　ん　　　ヤ　　ヤ　　　ヤ　　ペ

域の実鰭等を1一分に縷棄し，住畏の意思を反験させる
キ　　ヤ

こと．翻道癖梨及び近隣南離村の計灘との整合鍵を図

ることなどに賀意する」（傍点一群選者ラことを指摘

している鍵。　般住鋭をその構成籔とすることは災難

法が購成量を嚢定的に購。、≒しているのでむずかしいが，

協議や要旨の公表のほか達域防災計懸を策定する鰹の

手続縫定はないから．条鰯で，その策定遍程に佳襲の

参擦を認めることができるし，また．そうすることが

望ましい。蕎致の・定の権緩行縫または施策メニュー

を羅磐1することが地域i籔災、1影畿の肖的ではなく，それ

らを穣鍾にかっ糞機的1こ経連づけ，窪浅と協働した災

“，霧対簗の手法を体系銘することが求められている。そ

れを実現する手麟は，行政が一方的に地域防災計麟や

マニュア膨を定めるのではなく，災害には遷域特性が

色濃く！灘湊され．1『1常的な紡災活動は地域で実施され

るのだから，まちづく13と撲1係させて，難域｛空疑・蔭

1搦災綾織への危険性構譲の羅鑓，・建地域ごとの紡

災、重！纈籍マニュアルの作成やそれを積み1二げていくこ

とである。

3　紡災計画霧の縫係

　彗葎｝村地域防災ll纏1は，r鑓｝｝替防災会議が，紡災基

本叢櫓iに匪，蕪づき，l／藩ぎ村・公共的認捧等の事務・業務

の大麟，災害予防・災害慈急対策・災豊後1難こ臠する

事肇溺の計磯等を作成し，毎弩縷説・修正しなければ

ならない。その際，この雲影麟は，防災業務計翻・郵送

府渠地域防災計麟に娠蝕してはならず，また，弊政・

修、嚢三に鞣し難事に協議しなければならない（災対法㌶

条）。各地域での社会状滉の変化や地霧治体の災害経

験をふまえて地域防災計錘を毎年見澄すことは重要で

ある。

　紡災誕露には．中央紡災会議の定める防災基本言†麟．

指定行政機関と指定公共機関の定める鋳巣業務毒†露，

鵡遵癒繋・毒町舛の定める地域防災計薩の三種がある。

これらの穣互関係は，紡災基本詩癖を基礎として，防

災業務計露が全麟的視野に立って，蚤定行敵機窮・懸

定公共機漢1の定めた縦書llむの言舞舞であるのに対し，堆i

域訪災計懸は，特定地域に養難し，地域の特殊性を撫

味するとともに，その地域の擬闘等の紡災事務・業務

を広く定めた犠割の計藤であむ韓，都道馨県地域紡災

計懸が地域における総合的な運営を園ることを主たる

隠約としているのに対し，毒購轡地域紡災計薦は，海

瞬f参重の地域1こお1ナる訪災活動の効果的かっ奨／水嚢餐な実

施を蟹ること1こ重点がおかれる燵。

　都道癖県地域防災計露を鰺達するには．あらかむめ

内観総理大1，歪に協議しなければならないが（災対法難

条3項），この鶴議は，訪災基本i嶺鐵・防災業務計醸

との矛驕・抵触等について行われ，「抵触してはなら

ない」とは，誤って矛馨のある詮季露が策定された場合．

災害に際して混乱が予想されるので，所要の言至正をし

なければならないことを愚昧するとされている蛇。ま

た，紡災業務壽縫ll慧，縫の計繕（全i総合総髭計麹，

義薬懇整備ぎ影藤その縫の法令に基づく計麟）を律する

指針的な計灘（38条）であ誇，さらに，都道癖県が難

の法令に基づき作成・協議される水統計錘，地方総合

購発欝麟等の計鱗は，紡災基本、…蓄鐵，窮災業務計騰ま

たは都道辮桑地域防災計爾と矛鷹・籠離してはならず

（畷条），これら徳の計瞬が異なった内容をもつ場合，

それぞれ防災基本計錘等が優先し，その譲渡で催の法

令に基づく講灘は軽量が必要であるとされている礁。

　どこまでがこの「抵触」媛定の繋象かは．慎重1こ検

討されな馨ればならない鑓。地域紡災1，特薦策定の饒標

は，災害瞬策のr総合化・講誕建」であり，さまざま

な事務・業務をよ辱効集約に総合し，それを地方・地

域で実施していくことにある。地域防災蓉卜麟の建議そ

のものは災鮮法上縫方紡災会議の権鰻であ善，抵触規

定がその全体にわたって影響力を及ぼすと解観するの

ではなく，継灘事項について，たとえば，災対法藝1体

を含めた各法令に基づく権縷の新左縄，災難法器条茎

項1こ規定する地方防災会議等の相互協力魏，災害対策

本部の設置基準47，情鞍の収集・連絡捧制等麟灘異体

的に験討して決められるべき鐸題である。なお，この
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擬触規定はそれ自体が直接に法的拘束力をもつもので

はない斜が．是謹要求（地白法2菊条の5）や災対法

その漣の燦定（たとえば，地奏法襲5条の3第6項）

による応急対策における知事や地の災害薄策本部長の

揚水などの獲i与にその影響力が反駿されることはある

だろう。

尊　条椀観究

　簿　最近の震災鰐策条例　　東京都では，緩薦韓

韓4転瞬と一捧となって，熱幾等の生命彗琶産を守り，

鯵叢康寒の機能を維持するという決意表明と，総合的

震災対策を推進する指針を示すため，東京都震災予防

条例を全面改圧し，乗京都震災麟策条擁（鎗§§年賀月

22鞍1）を凝足した。その鰹，震災対策に関し，次の6

点で現行法麟ヒ不充分・未整講であり，条樋による麟

応が必要である（馨一2参薫）とされている5毒。すな

わち，①震災時の行政対応には罎鼻があ馨，ヂ密らの

生命は霞らが守る」縮分たちのまちは嚢分たちで守

る」という防災対策上の難民・事業者の責務規定が不

充分であるため，本条擁では，翻艮の責務として，新

媛・饒存建築物の醗火・鰯震牲の醜態，家具の転倒防

止，初期消火に必要な鶏糞の準備，飲料水・食糧の確

保，避難場所等を確認するなどの努力義務を規定し

（8条），事業者には事業所防災計繰を策定する義務と

縁辺住民・顧客等の安全を確保する努力義務を規定し

ている（9・欝条）。②部長やボランティアによる饅

主的震災対策活動の活性化と助け合いの珪縛みづくり

が未整備であるため，防災綴織の震災感急対策活動で

中心的な役割を覆う防災琴一ダーの区毒1奪村による育

○黙条鱗の特色

玉　行政業導攣

2　総勢対策中心

3　無事施設整繋中心
行政主導で，棄民・事業者は行政に協力

○縫合状溌や舞欝猛購造の変化

i　遜疎免の進行

2地域コミュニティのつながりの弱／本建

3　少数斑綿種の進行

4　替闘都疑の増撫

【
團
護
下
鞍

○理行の法及ぴ条網の課題

i　擁疑義1身や事業者の跡災行嚢力向上の必要性

2　都残，事業者，ボランティアおよび擦の闘の

連携・協力の必要性

3　応急・復興活動の迅速髭など，危機管理能力
全般の海、ヒの必要性、

4　ぜい弱な薬毒構造の整備の必要性

○現行条夢彗の特色

i　自らの生命は嚢らが守る
　一翻鍵や事業者の責務と役麟の強乾一

2　勉人を騎けることのできる都民へ
　一慈主的震災対策活動の活盤穂と財け合いの

　仕緩みづく警一

3　より迅速な籍急・復興活動を
　一危機管理の視点から臨急・復興端策の見直しと

　強化一

4　地震に強いまち・東京へ
　一地震に強熱まちづく善事業の一懸の推進一

醗者が連携噛協力する鋳災捧舗

政一
丁

ノ
｛

都　畏 事業者

ボランティア

醒一2　東京都条擁改正のイメージ総（東京都作成資料を一部変更）
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戒の支援・協力（37条），震災時に霧会・自治会，消

防罎，防災市民維織等が相互に連携・補完することで

綾災者1こたいする支援活動を効果的・一体的に行う環

境づくりとして区毒簿村が行う地域旛互支援ネットワー

クの育成・促進（38条），ボランティアの育成・支援

（39条），災害弱者のための麹策の健進（韓条），そし

て．建疑等及び防災緩織は，地域の安全盤を常に監擁

し，地震時に危験（性）のあるものや避難承の蚤定に

つき知事に意見を述べることができ，その意見を施策

に反礫するよう知事は努めなければならない縫3条〉。

③地域の特性に応じた整備の方針・整備地域の指定，

防災藷鋳づくりに資する事業を重屡的かっ集中的に実

施する重点整／蕪地域等の捲定や建言焼遮籔帯の整備幾定

がなく，「地震に強いまちづく鵜を誘導する佳緩み

が不充分である。それ事え，従来から行っている危験

度劃定等の震災醗究と公表（捻条），重点整備地域等

の指定を含む紡災まちづくり計縫の策定など防災翻毒

づくりの推進（慧条），鞭1秦施設や一般建築梅の講震・

燐火姓等の確保．公共施設やライフラインの安全性確

像（慧条～23条），建築物の不燃髭，延焼遮駈帯や消

防永福の確保，火災の紡上等（24条～凝集）の幾定を

おく。㊧濤防等の救援・支援部隊が迂遠に活動するた

めの縫点をあらかじめ確保することなど，災害麟策を

迅速に実施する佳緩みが不充分であるため，被災者の

救戯及び救助並びに翻民生活の再建及び都市の復興を

霧溝1こ行うための蠕動縫点を確保し，その土地・家渥

の翠欄誕織を籔及び区市鋳韓との講整をふまえて作成・

実施すること，救助法26条i墳等による土地・家麗の

ド3滑な使繕を確保するため，所鳶考・管理者の協力の

うえで，難事はそれらを指定できる（鑓条）。⑤懸勤・

灌学者等で徒歩により容易に帰宅することが濯難な帰

宅鰹難者の漉醜貌、掛が率充分であるため，知事はあら

かじめ1鴎／難誉寸並びに近接する桑及び毒驚樗と連携を

図り．協力して帰宅靉靆者の謬滑な帰宅を縫線する蛇

篭を行うよう努めなければならない（灘条）。そして，

⑧復興対策等について不充分であるから，後述のとお

今，地震発生後，遼やかな地域の復興及び■簾民生活の

再建のため，復興体麟及び復興計麟について同条鰐で

燦寇している。また，条鯛の実効牲を確保するため，

鷺1灘によるのではなく，都民，事業者，ボランティア

及び翻の獲者の櫓互連携・協力体凝の充実・強髭を図

るなど，可能な限り先駆的な鴛緩み・枠組みを導入す

るとともに，綬制，指導・助成の誘導的手法及び都驚

施設整蟻などの手法を効果的に績み合わせて奏量感を緩

るとする。

　このような総合型震災端策条翻に対し，静岡県は，

予防・応急対策型の静岡票地震薄策推進条例（欝鮪年

3肩28嚢）を麟定している。ここでは予防対策として

の住宅等の耐震・燐火牲に的を絞って分析していく5至。

購条鰯によれば，県民は，家屋の耐震診紙及び耐震改

修，家具の魑定，消火器の常備，食料，飲料水等の備

蓄その纏の事前対策を行うよう努める（鎗条）。より

詳纏には，醗存不適格建築梅52の藩有者の耐震診擬及

び耐震改修に閉する努力義務が規定され，必要な場合

に知事はその所有者に跡言・指導でき，緊急輸送路，

避難諮，避難地または避難所に面する建築物の耐震診

断・改修が行われていないとき，購霧有者に必要な指

示ができる（懇条）。また，落下物の危験防止・ブ欝ッ

ク塀等の安全繋策に関する知事の指導・助言・撫示権

緩緩定（欝～欝条）があむ53，これら対策を促進する

雛政措置を県は講ずることができる。さらに，知事は，

残存建築麹・落下対象物・ブロック塀の所有者等に対

し，地震に対する安全性の確保にかかわる資料や輻告

を求めまたは立ち入り講査ができる（37条）。隣県で

は，たとえば，欝継竿5鷲末嚢以前に建築された既存

本造住宅の耐震診騒経費等を助議する（木造住宅の耐

震補強助成舗痩や「ふむのくに建築物等耐震イヒ梶進事

業」などによる補勧のほか，建て替えの鰹の利子補給

麟度を設畢すている）とともに，新：築・増改築暫修繕1こ

あたって耐震乾のための愚資麟度を設けている。また，

横漫毒震災繋策条樹（欝§8年2弄舞駐輪でも，講市地

域紡災計藝露こ基づき震災対策の的確かっ霧滑な実施を

推進し，必要な財政上の措置を講ずるよう努める濤矯

定されている（4条）。購濃では，本造住宅耐震診騒

士派遣麟痩を創設し，木造の纏人柱宅で，號存不適格

控宅にたいし，無料で耐震診織し騒，収入に感じて立

て替え・修繕について醸資をし（戸建て住宅耐震改良

工事資金鞍資）及び一定程度以上の亀験度をもつ木造

住宅の醗震改修にっき収入に応じた補助金を支給（木

造住宅耐震改修促進事業）しているむ㌔

　⑦　検討　　以上の条夢彗は，典型的な地域の事務で

ある避難瞬策や，条撰内容の実施をそれぞれ根絶とな

る法律に委譲ていたり，財政的勧戒を定めるものが多

く，法律との麗係で問題となるものはない。ただ，東

京都撥条携との薄髭で，条鯵独甕の地域指定簿斐であ

った危験地域及び特窮危験区域に関する規定が難産権

の凝醸を梓う燈謎を行うに足る地域指定が実態上懇難

であるため5彗，一一毅建築物に対する耐震診籔は原則と

して都畏・事業者の責務であるため，離縁された点で

ある。危験牲の度合熱と幾凝．誘導・協癒等の手法は，

欝　｝
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前述したので，ここでは後者について検討を進めてい

く。

　被災者生活再建支援法羅則第2条に基づき，鍛然災

害によ瞬主宅が全半壊した鬘帯に対する住宅再建支援

の在り方について総合的な見地から検討を行うため，

鰻闘士后：に設置された「被災者の住宅再建支援の在韓

方に関する検討委員会涯の鞍告書（欝総年捻月）では，

単時における対癒として住宅の耐震紀の促進が重要で

あることを指摘する。そして，建築鞠の耐震改修の促

進に関する法律による施策のみではなく，専門家の濠

遣，標準的な工事の種類・内容とその概算費購や利灘

礎能な羅資鯛度等の構鞭を提供するなど積極的な誘導

策を継続して行う必要がある等と指摘されている。た

だ，住宅所鳶者は，その意思によって持ち家を選択し

た以1二．災害によってそれを失う婆スクを誘能な譲鞍

藍1助努力により醸避するという意識を持つべきである

ことを基本観念としており，麟導策」に限定してい

る。また，静岡県の住宅醗震改修等健進方策検討委員

会報告書（欝襲隼正月）では，騒人宅のような郵私有

難産にi籍する補助は行わない珪という際躍を確認しな

がら．薮神・淡蕗大震災では，倒壊した住宅が潰防輩

の活動を紡げたり，倒壊家屋の下敷きになった住民を

助けるために婁i重な溝訪力を害llかなければならなくな

ったりするなど，被害の拡大を助長したこと．また，

多数の人が住宅を失えば，応急叛設住宅の建設，復興

公営鑑宅の建設などに多額の財政負握が生む，住民生

活の再建，地域コミュニティの再生，地域経済の復興

など，繋や南町糧が皺む緩まなければならない震災後

の地域の復興に重大な影響があるとして，この種の防

災に関する公共釣縄懸1こ蕎韓した助絞制度の充実・餓

設を提言している。

　災害対策は．本来，予訪策を中心に構成すべきであ

ること，と辱わけ，薮神・淡蕗大震災時には，兵庫桑

海における死者のうち，建築ヨ携の崩壊華こよ1る駁三晃が8

割弱を占めていること，また，発災後の復霧・復興遍

程を想起すると，もともと点としての存在である懸々

の住宅が一定数以上の被害を撰鋳に受けたとき，それ

は点としてではなく，藏としての，すなわち地域社会

の被害と評慰することができる。それ癖え，単に鱗々

人の難産鑓分の簡題のみではなくより社会的観点から，

発災蕪に防災のための積極的な施策を講むる公益性

（地薮1法232条の2）がでてくると考えられる。

　以、しの主としてハード対策に関する一議論とは異なり，

予防対策や災害応急韓策の準備行為としてのソフト対

策として注難される条醗が麟定され，法鰯痩も導入さ

れてきている。藏者の縫として，神戸市では叛神・淡

蕗大震災及び重大犯罪の経験から，災害からの安全の

みではなく，猫罪や事故からの安全をも含めて，市・

事業者・市民が協臠して現在及び将来の市民の安全を

確保するため，神戸慮蔑の安全の推進に関する条鯛

（欝98年i目貫蓉）を麟寇している。この条鱗の特徴

は，市内の区を中心に安全なまちづくりを進める（雛

条）とともにコミュニティレベルでの安全確保をも重

視している点である。つま鯵，区ごとに退去の災害歴

等をふまえて，「安全まちづくり計露」を作成するこ

と（22条），そして，助け合いの精神に根ざした良好

な地域社会をはぐくみ，事業者及び薦民の強い連帯感

の下で地域…体となって安全及び安心を確保するため

の活動を行う自主的な絹織（「安全で安心なコミュニ

ティ」）を形成する（鴛～欝条）。ヨミュニティは，コ

ミュニティ安全計甕を作成し，その計画の遍羅な実施

1こ雛5は藷護露し，　また，夢軽常時峯こは，　コミュニティと飽

の市長綴体は地域の市民及び覆等と連欝して，維織的

かっ自主的に活動し，これら諸活動1こたいし市は必要

な支援をしなければならない（慧～欝条）。このよう

に近年では，条携により地域・灘ミュニティレペルか

らの安全確保を推進・助成していく施策が事区離村を

中心に導入されてきている毒∫。

　飽方，鱒§§年に成立した「土砂災害警戒蓼域等にお

ける土砂災害防止対策の推進に麗する法律」では，生

命・身体の安全を保護するという見地から，ハード端

策中心の砂鋳三法とは異なり，土砂災害警戒区域とし

て捲定された区域ごとに毒町村防災会議は，地域防災

計薩で避難体舗に絶する事項を定め，弔町村長は霧滑

な警戒・避難を実施するため住民への講知に努めなけ

ればならない（同法6・7条）。また，鱒艇年の水防

法改正によって，洪水鋳の霧滑かっ迂遠な避難を確保

し，水災の軽減を霞るため一定の湾鱗について浸水想

定区域鮨定凝度が導入され，土砂災害警戒藝域と羅様，

市鞠村紡災会議は浸水想定区域ごとに洪水時の霧滑か

っ迅速な避難を確保するため必要な事項を地域防災計

愈こ定め，市町村長嬢主民への鐸惣こ努めなければな

らな麸（講法欝条の違・5）。このように水災等の危

険盤が調査によって明らかになったとき，区域撫定→

避難体麟の整備＋住民への周知（危険性藩報の縫供）

という手法が，遅きに失した感は否めないが，導入さ

れてきている。なぜなら，危験性精輻が偏在している

にもかかわらず，その靖報にアクセスできないまま入

居ないし住宅を購入し，いざ被災したとき「それは鰭

人蔭スクの簡題である」と書籍切れないからである。
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避難搭欝と密接にかかわり，どのように住襲に周知す

るかは，甫馨韓に任されている。ハザードマップの竃

傷の縁か，たとえば，宅建業法35条及び瞬施行令3条

のジ誕壌！め策58として，ア・で一ト等の賃貸ノ＼のように新

たに絶域機会にくるものにたいし，危陰性鷺報の説畷

をするよう宅建業者1こ鴇力を求めるなどの条擁龍も考

えられる。

醗　災害復興・被災者生活再建鰐策

董　災害復興籍痩と難治棒

　発災後，臨急対策と1ま輩獣こ，遵驚等の公共施設・ラ

イフライン等の応急後証や新たなまちづくりヘの簸辱

離みが必要となる。しかし，公共事業により公共縫設

等の復罎・防災化を果たしても，それらは「地域」や

「まち」の枠緩みに遍ぎず，その基礎的活動単位であ

る住艮のくらしがなければ，そもそも地域社会は成り

立たない。また，儒艮の生活再建やその見込みがなけ

れば，人縫の流出その絶の療霧となり，復興の立ち遅

れや地域審、11会の衰退につながっていく．それゆえ，被

災地域縫会薪）復興は．被災者の生活再建にかかってい

るといえる。

　被災者にたいする救援から生活再建への遜程は，さ

まざまな支援・助成綱度が結びつけられることで災害

救劾や災害援護資金の貸付など被災毒救援鰐策の延長

線11に生活再建の支援灘があるという意味から単線で

あらわされるものもあれば，それとは霧纏の生活再建

にi醸ナた支援・助成が複線的1こ実施されることも少な

くない。被災煮の生活再建対策の多くは，公共事業な

どに付麩して，いわば間接的に被災者の生活を復懸・

復興するものである。この一挙線的または複線的な生活

醇建暖簾は，一緩的には，爺者は社会保障の観点から

とらえられるのに嬉し，後妻は復簸・復興事業の鵜始

後に補勧金を支給することなどによって被災者の生活

再建を誘導・支援する，いわば政策的対策である。

　いわゆる災害にたいするr纏人補縷並については，

1皇1然災害により鰹人財産に損害が生じた場合，私有欝

産翻度のトでは，鱗人の財産を白露かっ擁飽的に鑓分

しうる代わ蟹こ．鰯人の財産は麺人の責任の下に維持

することが療羅であり，補嬢という考え方を取り入れ

ることは嬉難であり，轟助努力で簗1復するべきもので

あることが，従来から政府の統一的な考え方である総。

そのため，従来から，生活再建への「支援」が蟹及び

難治体を通じて行われてきた。

　雲憾普賢岳暇火災害後，地方績等により調達された

資金から財懇法人を設立し，その運溺益を利絹して行

政ではカバーしきれない復興支援が実施されてきてい

る撰。縫方で，財懇法人ではなく，跳海道南西沖地震

によむ被災した璽貌雛のように条鑓基金により，羅様

の施策が実施される場合もある導2。また，住宅再建に

っき，登霞の住宅所有者の負撰による「住宅災害共済

制度」も全毯知事会を中心に提案されてきて駕・る。縫

方，鳥取県では，被災壇域が活力を失うことなく力強

い復興を促進し，地域の維持・定｛主と再生・復興を騒

るため，洪水・地震等により欝戸以上の住宅全壊が発

生した場合などの鰹，瞬桑及び車輪村が癒互扶麟の観

点から拠幽した被災者住宅再建支援基金を活賭して補

助金（住宅建設に鎗今万難等）を交付する馬取漿被災巻

住宅再建支援条樹（泌韓隼7ナl16111）を1参綻している。

　復翼まちづくりに麗し，建築基準法3§条による災害

危験区域に捲足し，危験箇溺から地域往戻が集蟹移転

する方法もあれば，車懸的なまちづくり手法である土

地藝画整理事業や立体的なまちづく舞手法である都南

再器発事業などさまざまな手法が購いられる。以下で

は，蔭li治鯵における条擁について法的観点から分新し

てみることとする。

2　被災者救援繋策

　繕　戴勝法による救勧　　災害救助には，法定受託

事務としての救勧法による救勤と，それによらない救

麟がある。救勘法による救助を行うには，救助法一1二の

「災害」が発生していなければならない。したがって，

その基準未講の災害時は，被災者にたいして雍治体が

独特に救勤を行うことになる。この災害救助にっき，

籍1治捧によっては，災対法に基づく地域防災舞薩の定

めに従って実施した毒3，条例や要綱を定めて実施する

ところもある§3。

　救筋注による救助は，①被災者にたいする嬉急的一

時的な救勘であり，②その欝的は．懸人の基本的生活

権の線護と全体的な社会秩序の保全であり，③救麟法

による救助は，蟹家の行うべき任務に構するとされ，

「平常時における謹浅の最儀生活の保障は生活保護法

によって，葬常災害蒔における罹災者の救助は災害救

助法によって行い，両法あいまって国髭の生活の保護

を纒ることとなった」のである馨4。したがって，災害

救麟は，憲法器条を基にする「基本的生活権」を保障

することにその本質がある。

　轡　条撰による救跡　　ここでは，新潟桑災害救覇

条撰（欝経年9肩器饗）及び上越市災害救覇条椀（雄質

年護月2報）（以下，それぞれ「県条撰」・「市条例建

と記す）について分析する。
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　県条鯵に基づき，爺鞠軽が条纏等，こより，救麟法の

韓象ではない災霧で，1都舞ぎ韓が応急的に必要な救助を

行った場合，その費霧の藷｛が講県によって負担され

る。この蝦方の条饒は，被災者の保護を図ることを欝1

的としている（桑・秦条擁i条）。

　毒条鱗による救助は，①住家が滅失した世帯数が器

以1二に達した場合．②多数の世帯の住家が滅失し，秦

長が特に必要と認めた場合，または，⑧多数の考が生

命または身体に危害を受げ，または受謬るおそれが生

じた場合のいずれがの穫痩の災害が発生したとき1こ鴛

われる（2条）。そして，秦条鱗による救助費馨が県

費によって負擬されるのは，県条擁2条によれば，清

聴村の区域内の入1『1に慈じて儀三数皺壁二の世帯の住家

が滅失した場合，または，難事が特に必要と認めた場

合瞬である。

　ll、条憂llによれば，救勤の種類は，①避難所の設置，

②嚢，｛，，∫，の給与・飲料水の僕絵⑧峯活必需贔の総領

箋災篶にかかった者の救鐵．⑤臨急仮設住宅の設麗，

奮災害にかかった建宅の臨急修理．⑦蘇，墾勢の除去で

あり（羨条灘3条），その程度，方法及び簸縫は，県

議鋤法施行綾織に定める範黙内での実施が療鍵である

纏条〉。こ賦）うち，集条擁による費絹舞1、1の対象とな

る救動慧，②⑤＠⑤⑥である（3条）。繋条夢彗に定め

る幸織蔓以1二の災霧にたいし落籍麟が救動を待った場合，

1鐘1体量の蕪遜秘の鮫人見込額に応じて，救助費霧の総

％から茎韓％を緊は負撰する（5条）。ただし，こ蕊ら

以外の救助でも．華鱗替が条鍵または擁護彗に嬢づいて

行った隷鋤σ）種類及び穆穫が救幾法及び繋救麟法旛行

　　　　　　　　　　　　　　救鋤に要した費灘の憩

％を葦，鱗｛負指することもある（県条舞§条）。

　この救勤の種類の中で．鑓餐仮設住宅の設難，災害

にかか・）た住宅の応急鬱鬱及び障害物の除去は，生活

禰窮者にたいして行われる（爵条擁3条2項）。また，

生瀬｛贋嚢騰麟糞こたいする救助慧，救野饗去紅よる救鐵iを

生濡課護に優駕して行うが．条繕の運鱗では，自己難

海員撰を軽減するため，生活像護を条擁による救鱗に

優先して行っている。

　鯵　検討　　避難漸の設羅．養懸，・生漉必需品の給

讐，、は．避難を要する者の謀護や食酷・生活必需熱6）

1薮畳機織が麻痺した際に・1欝的にその生瀬を録擁する

ため1こ舞われるから被災者の資力は考癒されない。こ

れ1こ嬉し，嬉急仮設住宅の供与は住家が藏失した被災

者のうち難らの資力では嬬宅を確保すること解できな

いものを鯵象とし，また．災害にかかった住宅の臨急

修鐘は被災者のニーズに応じて現に破壊された家屋を

有効に活躍し繋常の生活の穫宣を図るため，この救助

を受ける燦1こは資力が闘われる。このように，「法の

本来の姿」をあらわす避難潔の設置などの第一次的救

助と，経済援助的な手蔓割を持つ第』二二次的救助とがある

とされている総。

　救勘注による救霧としての避難藩の雛設は，救助法

に基づく麩分として，また，臨急仮設住宅の供厚は，

遜常，大鷺対象養の選定後，公営住宅法を溺にして，

魑琴彗に被災者と大鷺契約が締結される。しかし，ある

救鋤方法は麺分で，絶縁契約であると解するか，救助

法による救麟または購条／殉こよる救助の双方とも2条

を横縫にして，救助の実施を鑓分として構成し，鱗々

の救助方法について争いあるときは不醸灘立て・親告

訴訟によることとするかが馨三題となる。1霧攣寺に1，通常，

災害救鱗は短期で終了してしまうため，争訟方法によ

るのでは充分な救済が図麟ず，結羅．事後に撰羨難儀

を請求する方法しか現在のところ蕎効な権利救済方法

は存蔑しない．今後，各種関連法律ないし条暫llによる

整｛蒋が必要となる。　しかし，　これらの議講をする蓉1謄建

として，災害救難毒は，そもそも鑑存権保障の撰であ

1り，権属救済方法が異体的に檬障されるためには，少

なくとも，救助法の対象舛の災、群舞に条鯛を議定する

ことが必要である。

3　災害復興対策

　㊨　災害復興と条撰　　慈逃した東京灘震災薄策条

鰍で慧，知事雄，叢大な震災が発生した場合，臨急活

動麟鋤坊、縷活動体麟へ1工溝に移籍し，速や越こ縫

繭的な藩欝∫復興等を馨るため東京都震災復興本蔀の設

置に隣する条擁（2韓馨年馨翅2薪1）による体制をとる

ものとさ毅（鋳条〉，あらかじめ震災復興1こ関する施

策と手続を定めたときそれらを都疑に講短しなサれば

ならず，籔霧簿村との灘整に努め，広域的な復鰻を薙

進ずる琵地から震災復興欝灘を策定し．震災復興事業

の推進1こ努めなけれならない（灘条）．

　篠では，欝弱年5鷺に全編に先駆け，発災麟の復興

について検討を藤えた「誌講後輿マニュアル」を作成

した導7。講マニ講アルでは，「被災を繰華り返さない羅

帝づく鱗，「持続的発縷が募能な都南づくり」そして

毳毳懇と連携による都霧づく切を鐘念として復興に

あたるとしている。鋳マニュアル慧，遷常時にお馨る

復興計醤作成の手甲きで，①復興初動体舗の確立（発

災～i遷闘），②都鳶ぎ復興基本方針等の策定（i遷闘

～iケ鑓），⑤復興薬毒詩嚢等の策定（iケ月～6ケ

月），④復興事業詮睡薄の確定綿ケ羅～芦1三），そし

て，⑤復興事業の推進（i年以降）という5段酷の都

　←賀
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　翻毒復興マニュアルは．東京翻及び譲

ﾅ町村が都珪｝復興を迅速かっ需滑に推進

ｷるための行動手纈と計画立案の捲斜

堰@被災を繰鯵返さない都濃づく鯵

Q　持続的発展が轡能な簾癖づく静

R　纏簿と連携による擁毒づく鯵

　生活復興マニュアルは，震災発

ｶ後，擦艮生活の再建と安定を遠
竄ｩ1こ欝るための行政の行動蓬巽雛

堰@復興体鰯の購築

Q　住宅の復興
R　くらしの復興

S　雇弔の確保・産業の復興

震　　　　　　　　災　　　　　　　　の　　　　　　　　発　　　　　　　　生

応急・復羅

@の取縷
復興に向けた

@　取繕

【震災発生毒後～肇

東京■翻害繋策本部の設縷

○救塩活動，鎚療救護活動．

　避難撰の設置・運営，

　飲料水や食料の旗給．

　ライフラインの感想、・復1糞，

　その縫臨急・綾羅活動の実施

ζ震災発生後i遷聞程度茎

東京翻震災復興本部の設綴

○復興基本方針の策定
　復興総合言†懸・特定分野計露の策定，

復興縄係構報の提供，復興基金の麟設，

その飽復懸・復興事業の実施

髪震災発生後2遷闘以内茎

復興基本方斜の策定
【震災発生後§ケ鴛以内肇

復舞総合計錘及び特定分野計錘の策定

躯甫の　　住宅の　　くらし　　雇舞舞）

復興　　　復興 の復興　　確保・

　　　　産業の
　　　　　復翼

醒一3　震災復興に請けた取》纏み（菓京都馨成資料を一部変更）

麟箋興プ霞セスを設定し，それぞれの段贈にあわせた

行動指針・，1薩舞指針をまとめている。復興計爾には，

総の「広域復興計露量と襲毒町村の「絶域復興言睡郷

の1っをベースに，相互に十分な連携が必要であり，

総と賦彗爺｝村題の緊密な連携，調整を行うとしている。

　鍛98年に都が作議した勝ζ市町村震災後の市街地の

復興における計画的な整備に関する条例韮の標準条擁

は，東京で大規模な地震が発生した場合その被害は複

数の套，1治体に及ぶことが想定され，遠やかに濃街地復

興をすすめる際，統一一一的繋慈が必要であるため，先の

復興マニュアルと密接に関連する後輿対象地区の指定

等の共通事項を盛り込み，区毒舞舞がこれに準擁した

条擁を制定することが望ましいという趣旨によむ作威

されている。以下，この標準条鱗を中心に分析する。

　区市離村は，擁及び関係自治体と連幾を麟り，被災

後，遠やかに区毒欝村薬毒復興基本方針を定め，住民

及び事業者に広く公表し，講方針に基づき震災復興事

業を推進し，その纏必要な施策を実施する責務を有す

る（違条）。住民及び事業者は，災害に強いまちづく

嚇こついて理解を深め，被災後の事業活動を通じて市

街地の復興に努め，震災復興事業に協力する責務があ

る（5条）。区毒欝村長は，復興対象地区として，壌

一i8一



i…妻命｛本書こお謬る危機管蓬と法 （魂83i〉

蔽的な被害を被り，耐震性及び耐火性の高い建築麹の

新改築等及び都市基盤施設の整備を緊急かつ重点的に

行うことが必要な「重点復興地区」．甚大な被害を破

り，都市基盤施設の整備等を一体的に行うことが必要

なド復興促進地襲鷺，その飽の「復興誘導地丞涯を指

定できる（6条）。また，注畏・事業者の意見を聴き，

それが十分反1湊されるよう措置されたうえで，東京都

簾毒復興基本計藏との整合をもつ被災後の区毒郷村都

1蕎復興基本謙遜（8条）を作成し，重点復興地区・復

興促進地褻にあっては土地区画整理事業や市街地再開

発事業等を実施し，道諮・公露等の公共電施設の整備，

地区計画等の決定，建築物の不燃化等，また，復興誘

導地区では，地区計遜等の決定や建築物の不燃化など

必要な措置を講じるよう区市町村長は努めなければな

らない（9条）。琶市町村は，重点復興地区・復興促

進地藝内で1墨二地の形質の変更または建築物の新築・改

築・増築を鱗醸する必要がある地域には，被災市街地

復興特劉捲羅法5条に基づき雛市計画に被災市街地復

興推進地域を設け，発災の雛から最長2年縫に及ぶ建

築毒獺ができ（欝条），この規舗をかけない復興瑞象

地襲内では，その指定の雛から起算して2年闘，一定

の軽外を除き，建築行為の麗出を建築主に義務づけて

いる（簸条）。この露出に際し，区毒鰹村長は，災害

に強いまちづくりのため，耐震・耐火性の向上に臠す

る嬉報提僕と協議を行うことができる（稔条％

　⑦　検討　　この標準条｛隷こ準遜したものとして1よ

たとえば．建立区緩災市街地復興整備条溺（鱒綴年緯

手無211）がある総。この標準条擁は，薮神・淡路大震

災時における被災自治体の震災復興緊急整備条擁囎を

範にしたものと推灘され．稜災市街地での不良建築物

の畿遠な建設の防走を誘導するため，羅出調により肖

治体が一定の建築行為の精報を収集するとともに，情

報鍵供を行うことが意蟹されている。しかし，建築基

準法縫条による2ケ月闘と被災華街地復興特需措置法

による最長2隼1講の建築舗鰻が可能であるが，後者の

場合，3§§平方メートル未溝の纒人住宅等に麗し知事

はその建築行為を許可しなければならず（同法7条2

項i馨欝及び2号灘，同令嬢条），その基準未満の小

燈模開発の多い地域では，その穴埋め策が課題となる。

また，区毒郷村の都市復興基本計遜策定遍程1こおける

住民参加が重要な検討課題となる。すなわち，まず，

医事町村都市復興基本方斜を自治体が作成し，そのう

えで，都の都南復興基本計麟との整合性を馨るととも

に，「遠やかに」区毒町村は薬毒復興基本計画を策定

することとされている点に注意しなければならないG

被災幾模にもよるが想定されているような大規模のも

のであれば，区毒臨村の枠を越えた調整も必要になろ

う。しかし，雛遠な計灌策定が多くの対立を生み，か

えって，復興を遅らせる結果となることが少なくない。

常磐頃の住民とのかかわり，すなわち，蕪ごろの信頼

麗係がないところで速やかな復興まちづくりができる

はずもない。ここでも，難鴬的に住民参撫型のまちづ

くりをすすめておくことが先決であり，復興への早道

であることを確認する必要がある鴛。

おわ蓼に

　逓年では，自励・共勤・公助という凝念を購いて行

政・地域社会・住民の役割の明確化を麟ることと基礎

的自治体としての決意や地域の特性に応じた防災麟策

の強化を図るため，災害対策基本条擁を翻寇する自治

体が徐々に増加してきている。そして，この種の条鯛

を議定する隆，住民から広く意見を募集するパブ喜タッ

クコメント麟度を購いる場合もあれば，この種の条鱗

凝定に陶けた意見の聴取のための懇談会に公募委員と

して積極的な住民が参画できる場合が多く認められる

ようになった。このような点は，積極的に評懸されるG

しかし，ここで注意しなければならないのは，本来，

憑人では限界があり，市場の原理になじまない災害蝿

策について，「鱗人の自立」という観点のみから，甕

大な自然現象の前に鰹人をひとり立たせることは，羨

治体のみではなく，蟹の本来の責務を敏棄するもので

ある，という認識を忘れてはならないことである。し

かも，そのうえで，応急対策などのクライシス管理の

みの拡大・拡張を論じることは，本末転倒である。

　災害に強いまちづくりのため1こは，道路を広げ，一

定の空聞（空地や緑地）を設けることは必要であろう

し，その積極的麗麗も望まれるだろう。この総論的議

論は必要ではあるものの．重擬されなければならない

のは，それぞれ地域的特権を無税して，どの規模の空

聞がどこに必要かなどの議講はできないことである。

曝の補助金支給の条件として一定燈模の遵露や緑地等

が要求されていたことの開題は，践に多くで指摘され

ている。地方分権推進委員会の最終報告「分権型社会

の劉造1その道筋3の内容及び「今後の経済財政運営

及び経済社会の購造改革に関する基本方針3（閣議決

定・2§懸隼6月2紹）での地方財政改革がどのように

実現されるか，注目しなければならない。

付記　本稿は，ドイツ・ボン大学にて姦外醗究中に，饗

一欝一
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本の危機管理鱗度についてまとめたものに趨筆修正を施

したものである。本稿作成にあたって，ボン大学欝嬢z

Oss磁磁継教授，ハーゲン大学鐸本法磯究藪9鍛s9就鍵

M鍵就se嫉e所長からξ二歪本法文献の勝報を鍵供いただいた。

さらに，マールブルク大学鴛1本センター図書館，マック

ス・プランク外藩・麟際纈法磯究醗蟹書館（フライブル

ク〉及び薯馨穰巽最大！学3一謄・アノぐセンター（ボン）などか

らも，文蹴双葉に協力をいただいた。ここに付記して御

客し多難しあ1デたい。

　注

i　鱒鋳年にお謬る地方霞治法の改｝擦こ纏い，①中央紡災

　会議の蟻承権（撰鐙条2項），⑨都道府羅紡災会議の指

　示権（瞬箆棊2項），③防災会議協議会設置の類意（灘

　鰺条i壌縫§条玉項）のような縫与が廃艦され，瞬雛

　集i壌および2蓼は，藩遵癖繋の梅町轡への湧鉢委任事

　務を媛達するものだったが，機麗委任事務類轍の規定

　の｛量；先ダであったので｛窪鑑された血この分野における「危

　機」蟹獺講とr講と地方の縫係」も十分な法的検討を

　経ないまま今1繋こいたっているといわざるをえない。

2　これをr防災義務3と表現されることもある。小出

　鰯「災害による財産被害と麟人補縷一轟己決定と露の

　紡災義務」法セミ5総讐懸葵以下（欝総年）及び岡論文

　で機構されている文献も参照されたい。

3　たとえば，名潅羅地裁豊橋支舞紹憩灘年6霧6嚢講

　タ534号鴻7嚢参難。

4　たとえば，羨し穣治『警察法（新版雄蕊頁以ぎ参蕪

　（玉総3奪・奮斐溝短

　　この叢叢をしなくても，災害は発生しなかったとい

　うこともありうるから，彪験機念も不確実なものであ

　る。しかし，災害のよう1こ，いまだ人懸のコント欝一

　ルに暇さないものを対象に濡轍する場合は，その軽減

　ないし予防と疑う零嚢遜的施策を講じる揚煮から，　嚢常

の経験！醗こ擁え，科学披講の薄髭による講籔が必要に

　なり，その鵯織軽科と，甥懸遍程，必要とされる蓋然性

　（ないし響能牲）の程度等が通常の警察｛乍購と異なる。

§　本鵜との灘連では，たとえば轟矯滋「療子頬等親歪

法の駿翫と漂子力災害対策特劉雛置法の凝定」ジュ讐

　鷲総誉鰺頁舞え下参照（2縫食年）。

7　飛来，r危機鷺理」は，ある紛争状態が戦争に海かう

か幸姦雍磁慶1こ麟寿》うかの分難点にさしかかった時，そ

の亀機が戦争ヘェスカレートするのを防1とし，収拾を

図ろうとするシステム体系を悪辣する（見鑓・栗原・

1｛課中編ζ縫合学事薬量（欝総年・弘文蛍）貿§頁以下）。

ただ，境姦では，非軍事的なものへも，この手法が耀

いられてきている。しかし，麟内4）危機管攣，特に災

害対策と，対外的危機管鑓，とりわけ安全保障とは基

　本的に異なることには淫意すべきである。なぜなら，

　安全保障に嬉するわが羅の法的慧度は，憲法繭文及び

　憲法§条から，外交その飽の弊武力による解決が求め

　られているからである（たとえば，樗出講紀「平秘密

　義と§徳琢に臠する憲法的愚考」法数亙縛号鰺頁以下

　（茎鱒6年〉及び倉持孝司緯危機管理藷と憲法学」洗蒔

　鷺巻堂号38頁以下（2§越年））。

8　たとえば，鉢春勇「災害弱者のための災害対憲システ

　ム」翻毒政策縫弩駁翼（襲翼以下）参照（欝懸年），京

　龍大学紡災難究瞬編ゼ鋳災学ハンドブック書（轄倉書店・

　欝競年）2i頁（河懇懇紹執筆〉および岡田憲夫絡然

　災害の彗スクマネジメント」響本務スク学会鑛『撃ス

　ク学事輿藩（T8Sブ亨タニカ・騰韓年）鱗頁以下参照。

9　この点は防災アセスメントとか，災害危険性評懸とも

　響ばれる．災害は，誘獲と素馨（翕然素露及び社会素鍍）

　とが緩み合わさって生じるため，その亀陰性の評懸は，

　①誘露1賞然力の綾模や頻度など，⑭霧然素鶴1地形や

　地盤など，③社会素墨：大震や経済活動の軟泥など，＠

　災害履歴1災害の種類・燧摸・場所・時霧などを各々

　及び緩み合わせて行われる（たとえば，承谷戯司ゼ自然

　災害と防災の科学遜（欝麗年・東大出版会）馨頁以下）。

緯　室詳力「災害と鴛政法」法時鱒巻4号轟頁以下参難

　（欝7？年）。また，震達して，公法麟究雛暦漸叡の各論

　文参照（鯵弱年・有斐難）。

縫　隣災計画は，それ欝体が法燈範で慧ないので，住民

　を義務づけるためには異体的な法律や条鰐の縷鑓が必

　要となる。防災計懸や後述する東京纂震災対策条撰前

　文には，「嚢分の命は衰分で守る」とか，「露分たちの

　まちは嚢分たちで守る」という樗i藷があるが，そ耗に

　よって注罠が法的義務を負うわ畿ではない。

鴛　この点に絶する詳総は，纏稿野災害と国家鰭縷法二

　条の駿癒責任（一一）（二磨法醗講集鍵讐2§翼（欝§2年）

　及び§4号83頁（馨鱒年）参窯。

鴛　隔離泰隆ゼ露家補難渋盤質§頁縁下（欝絡奪・奮斐鷲）

　及び遠藤博趨ゼ国家補襲法一と巻選懸叢以下（穆雛無・

　青樵書醗新社）。逓葎のものとして，宇賀克毯ゼ騨家補

　濃法遜懸4翼以下（欝欝驚・糞斐馨），古城誠ヂ権醸不

　鴛使と馨家賠躾責任」由穣・羅詩編ゼ新・現代最寄賠

　僕法講座麺2鰓嚢鍬下（i弱7年感1本評議老圭），薦埜

　章罫国家難儀法藷92頁以下（難解奪・蕎韓書院）参難。

　この議譲と災害端策にっき，小高購「行政作霧法にお

　ける災害法」法時給巻2弩蓬2頁以下参難（欝縫年）。

韓　最利率成4年9月器馨民集蕊巻6号5胃頁。

焉　最響軍威9年i欝28羅民集騒巻i号2欝頁。

嬉　最覇平成捻年3月捻難民集55巻2号箆3葺。ただし，

　この場合，周辺』土地の駈有権等の財産権は保霞塞iされて

　いないと解叡されている。
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自治体における亀機鶯遅と法 （磐33）

賀　最覇平成越年i月箆嚢凝集総巻i号妬頁。

鰺　ここでいう，F災害が発生するおそれがある」ときは，

　r予報警鞭が発せられたとき，警告をしたとき（災対法

　驚条），承載が警叢氷｛郵こ達したとき（水飜法難条の5），

　家続裂危験であると認められる箇羨があるとき（水防法

　§条），地震，台風，承火災等の葬常事態における知事

　の振承があった場合（消防緯織法24条の2〉等が考えら

　れる」とされている（紡災行政硬究全編『逐条響説災害

　対策基本法（改訂版雌（欝欝年・ぎょうせい）2鐙頁。）。

欝　海難地半彗総和鑓年3月欝欝率畦時茎i爵号3§頁。この比

　麟出斜嚢崩壊訴訟の覇鯵解説として穰葉馨・法教聡警

　懸賞（鰺8連年）がある．

灘　麟台高裁秋蟹支麟平成7年7月7騒鵯時給駐弩貿頁。

　なお，第一審岩本鐵土石流災害訴訟の覇綱解議として

　宇蟹尭違い肇！ダ735号i騒嚢（甕垂窪）隼）がある。

2重　離淺纂の各文献を参照されたい。

22　たとえば，【＃聾義雄「不作為による不法行為」藤欝

　卓生編ゼ新・現代掻害賠嬢法講座　理（藤本評論娃・

　欝§7隼）欝5貰以下参．蕪、。

23　§彗注22弓形蚕以下参懸、。

24　この点に饑し，繭注麗論文で中井教授は，「不無為不

　法行為にあっては，不作為考1こゼ作為義務墨黒予見奪

　能性に基づく雛害溺避義務のあることが基礎的要件と

　なるのであ1り，その懇避義務違反が基礎となって，不

　作為煮の遍失や違法性が覇懸されているのが実機であ

　ろう」と分析されていることが参考になる。

器　木幡・猿渡・前葉著ζ災害と安全遜（欝鱒隼・ぎょう

　せい〉i7茎1嚢。なお．このうち，蓬｝示については，麩分

　であると織成するものもある（荏原鞠肇「避難勧鑑と

　避難接木」法教2盛暑2賞（2韓§年）〉。

2暮　饒窪鰺・2§責。

解　漂生省社会・援護局保護諜監修ゼ災害救跡の実務

　（率成8年叛鴻47翼以下（重瓣§隼・第一法焼）。

28　11彗淫慾・i鱒嚢。

欝　麟注鰺・i2暮賞G

鋳　練子力災害麟策特磯捲羅法蔦条以下で定める原子力

　緊急事慧もほぼ難様だが，擦争力災害繋策本蔀最たる

　内懸総攣大臣が欝衛隊の原子力災害嶽遣を訪衡庁長官

　に要請でき（警衛稼法83条の3），ヂ睡が一一歩前に鐵た

　対繕」が競走されている（原子力紡災法令醗究会纏著

　堕原子力災害蝿策特需搭護法の解議璽i蕊頁（臆韓年・

　大成出綴織））。大擾模地震対策特懸搭謬法でも嚢嶽の

　システムを採郷している（自衛隊法83条の2）。

鍵　災害潟策麟度醗究会編窪新客本の災害対策遜慧§頁

　（2§§2隼・ぎょうぜい滋

32　第韓縁石会衆議錠地方行政委員会議録器号（懲鑓年

　4月欝嚢）における質疑参黙、。

33繭注25・63頁。

3纏　繭注欝・捻2頁。ただ，指定行政機麗の場合と地方公

　共感体とでは，捲示できる場合が異なっている点であ

　る、緊急災害麟策本部が設置される場合には，鮨定膏

　政機関に蝿しても捲示できるのに，本部長職が権違す

　ることもあって，非常災害蝿策本部段露ではそれがで

　きず，総合調整にとどまっているのである。

3§　頓本英明蓼逐条　地方§治法（新版雇（鎗艇年・学

　陽書虜）蓬質資。

3§　薦漣欝・i饗頁。

解　　蘇注器・茎詰責。

38　翻道府県紡災会議の場合，一鍛住長をその構成襲と

　することは災対法が構成員を銀建的に明示しているの

　でむずかしいが，嶽議や要毒の公表のほか地域鋳災計

　画を策定する鰹の手続蔑定はないから，条溺で，その

　策定避難に住畏の参癩を認めることができるし，また，

　そうすることが望ましい。地方，薦町韓紡災会議の場

　合，災対法欝条6項により，翻道府桑紡災会議の緩織

　のヂ携に準じて」条鍵で定めることとされており，そ

　の点では，「薬遵府渠より地域の実構に応じた綴織整欝

　ができるしくみとなっている」と評懸されている（羨

　注2§樋鶴翼）。

欝　消紡庁纏置消紡奏書（軍威i2奪飯藩22頁参照（欝§蓼

　、無・ぎょうせい）。

鱒　繭注絡縫鴨頁。

　　繭注鰺・i鷺頁。

　　醗注磐・艀至■頁躍、ギ参難。

　　薩弩注i8岐66頁む

　　購様の表現を購いる地方難治法2隠条の9，公職選挙

　法5条の5第2項及び最轟裁朝霧裁判宮国畏審査法欝

　条の3第2項は，それぞれ法定受託事務にかかる難理基

　準の規定である。また，災対法以外では，石雛コンビナー

　ト等災害紡生法鍵条や交通安全対策基本法筋条がある。

　各種法令に基づくものであり，事務籔分．すなわち，蓉1

　絵事霧か法定受託事務か，都道綺桑の権限か毒騎握の権

　暇か，その財源をどのように搭謹するかなど，計麺1事項

　の実施について1ま尉の計露・遍程が董存するからである。

　よび5条3項，5条の2に，相互癒援協定の締結や梼

　報交換などについて幾定している。

　鞍替の場合，飽の機震の基準未満でも災害繋策本部を

　設置することは翼題ない。

48　この点は，麟鋳騰彦「療子力窮災詩嚢の法的性絡」

4i

42

43

44

蕊　防災計錘の実施，と鯵わけ，予紡・復霞対策は，結局・

憾権五感援やその協力については，災繋法4条2項お

遵7　その基準の盤賂（最低基準かどうか〉を験詳し，毒

島大法学26巻i号37頁以下（欝82年）でも賎に懲摘さ

れていたσ
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49　ここでは，震災鰐策条溺を主に分析するが，水災等を

　含めたものに，たとえば，東京翻建立麩災害薄策条携

　（2雛董葎稔月露霞）や藁家翻板橋区防災基本条携（2総2

　彗三3月ii蓼）がある。

50　東京翻総務轟ヂ東京翻震災予紡条携の改蓬について

　最終のまとめ一ゼ東京翻震災麟策条擁湛の麟定に向鍾

　て一」（騰総年欝欝〉。

5童　なお，瞬条溺では，地震による津波・幽憐れ・崖饒

　れや建築麹の倒壊・火災によ鯵著しい被害の発生が予

　懇される地域として地震災害危験予想地域を明らかに

　し，潅町村と連携して，その周知に努めるとともに，

　その地域の特性に翫癒した地震対策の推進（2条三項〉，

　鞍災建物の臨急亀験度判定にあた鯵その趨走士麟護を

　設ける（32条）とともに，たとえば，その覇定士がi要

　講を受けた業務を遂行する1こあたむ他人に掻警を換え

　たとき，察による賠縷責任の引き受けも購文化してい

　る（34条2項）。

52　この鰻存不適賂建築鞠に臠する法的開題は，たとえ

　ば安塞典夫「防災まちづくりと號存不適狢建築物の薮

　い」法時欝巻§号戯頁以下（欝弱年）。

絡　この点については，埼玉梁震災予鶴めまちづく琴条携

　（2縫2年3越2§多雪）でも，購様の麟度が採購されている。

騒　横浜秦慧，マンションについても，踏継隼5月末8

　以蔚に建築確認を響て養工したもの等の条件に該当す

　るマンシ葺ン醸震診懸支援事業として，予備的耐震診

　懸を無料で実施し，綿密診簸についても■一定の補験を

　することとしている。

蕊　鑓土庁編蓼単戚捻鰯飯　騎災海霧邊i襲頁参蕪（2巷碧馨

　隼・大蔵雀羅欝編〉．

驚　その代替として，醜連の重点整簾地域など鋳災翻毒

　づくりに資する事業を璽震的かっ集中的に実籍する地

　域麟が導入された。

57　その薩か，たとえば，金沢毒における愛全で安心な

　まちづく琴の推進に関する条椀（隠§巷年3月24旺1），渋

　谷区安全・安心でやさしいまちづく琴条例（鱒軽青年3

　弩縫釘｛）及び西窓霧市民生活の蜜全の推進に関する条

　轡1（蟹灘｛鷲葬3月3春嚢）がある。

鎗　この発想は，瞬藻泰隆「薮神・淡路大震災の提起し

　た法政策翼題」法蒔劔巻6弩4頁参熱（i鱒5奪〉。

鎗　被災者生活再建支援法による支援金の支給は，その

　名称はともかく，縫会保薩給付の一形態である。法令

　解議資料総覧2韓讐4賞以下（鰺繋年）及び瞬法の総懸

　点については，灘澤仁唱「成立した被災者支援法」法

　セ525号嘆頁以下参照（欝§8年）。

総　たとえば，藏注25・欝2貰。

6i　この点について，雲纏普賢岳暇人災害については，

　織縞ヂ被災者の救援・生活再建法凝にかんする実態分

　析」福島行政歓会論集8巻3号§§頁以下参照（総懸年〉。

　また，薮神淡驚大震災については，たとえば，蔚注3§・

　2鰺頁以下参類。ただし，財毯法人による被災者への支

　援策は，罠法上の契約ととらえられ，行政救済の艦上

　には乗らない（たとえば，神戸地利平成鰺年4月懸讐

　判擁警治2蟹号聡頁参蕪〉。

62　基金設置方法について，財毯方式，条鋼方式及び公益

　濡話方式が考えられる。髭海道南西沖地震災害に麗し，

　公益馨託方式は，設定が容易であるが被災地域の実情に

　離した麹域振興の観点に立った旛策を迅速かっ弾力的

　に展開することが遍難であることから．財毯方式と条擁

　方式に絞って検討された。そして，財騒方式による公益

　活動は，基本的に長簸にわたることが想定されているこ

　と，その設立には新たな人的・麹的資源を要すること，

　また，公益法人の継続磐iの観点から縷討を要することな

　どのデメ撃ットはあるが，公益活動を迅遜iかっ弾力的に

　実施する点では優れている。地方，条醗方式では，法令

　に基づく予算の議決など執行手続において議要の時間

　を要するが，被災簿越の行政施策との整合性をはかりや

　すく，設置が簸硬であることが指摘されている（載海道

　企露振興蔀跳海道南西沖地震災害復興鰐策室ゼ跳海進南

　藪沖地震災害復興蝦策の機要遜鎗7頁以下（欝§6年5月））。

§3　災害救麟法の歴史的経緯・位置づけ等の詳綴は，雛

　稿「災害救幾システムの法的分析」福島大学地域醗究

　8巻3号壌蓑以下参黙（欝解葎）。

縫　内藤誠夫ζ災害救懸法の解畿曇欝頁以下（婚磐無・

　馨本縫会事業協会）。また，講注27・23頁参黙。

蕊　たとえば，災害が離絶した地域に発生したものであ

　る等，災害にかかった者の救勘を著しく璽難とする特

　麟の事驚がある場合であって，多数の謹帯の住家が滅

　失したとき（県条鋳施行焼鍵4条〉である。

薦　麟涯欝・86頁，翼§頁及びi鰺頁参無。

欝また，東京都では，翻潅復興マニュアルとともに，

　爵98年i月1こヂ生活復興マニュアル」も策定しているG

　駁方の内容の機鵜については，中林一樹「災害復興の

　理念と戦略としての事麟復興」鋸毒難題雛巻6号33責

　以下参照（2総§年）。

68　ただし，瞬条携は，足立麩震災復興薄藁履び震災復

　興事業の推進に臠する条概（鎗犠年6月舞霞〉で，震

　災復興を翻毒復興と生活復翼に区分し，震災に強塾翻

　毒づくむと被災区民の生活再建及び安定を帽互に弱連

　づけて推進しようとしているところに特色がある。

鎗　鈴木三郎「神戸市震災復興緊急整備条携一鱗定の経緯

　と機要」ジ藷婆i｛㌶（》号蔓5頁以下（欝§5年）及び毒一下淳ヂ市

　街地整朧と住宅整輸法時§7巻9号鰺頁以下（i鱒5年）。

鴇　この点については，安本典夫「復興まちづくむと住

　民参撫藤ジュ質解§号87頁縁下（欝95年）。
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