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第196回 通常国会

参議院国土交通委員会
―道路法等の一部を改正する法律案―

参議院国土交通委員会において、道路法等の一部を改正する法律案の審議
に立ち、三陸沿岸道路等復興道路・復興支援道路の整備について質問する
とともに、補助国道の修繕の国費率かさ上げ、重要物流道路の四車線化、
日本の道路インフラの整備水準等について質問を行い、石井啓一国土交通
大臣等から今後の取り組み方針についてご答弁をいただきました。
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三陸沿岸道路、復興道路・復興支援道路の事業促進について
足立敏之委員：皆さん、おはよう
ございます。自由民主党の足立敏
之でございます。本日は、道路法
の一部を改正する法律案について
質問をさせていただきます。野田
委員長始め理事の皆様には、先週
の委嘱審査に引き続き質問の機会
を与えていただきまして、感謝を
申し上げたいと思います。私は、
何度も申し上げておりますが、建
設省、国土交通省で３５年にわたり
勤務をしてまいりまして、インフ
ラ整備や防災に取り組んでまいり
ました。そうした経験を踏まえま
して質問をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
　まず、先日、３月２５日の日曜日ですけれども、宮城県気仙沼市で三陸沿岸道路の本吉気仙沼道路の開通式が開
催されました。本日御出席の高橋克法国土交通政務官、石川道路局長、地元の小野寺五典防衛大臣らと共に私も
出席をさせていただきました。今回は気仙沼市内の大谷海岸インターチェンジから気仙沼中央インターチェンジ
に至る７.１キロが開通したものでございますが、一緒に出席された地域の皆さんの喜びは大変大きなものでござ
いました。お手元の資料１にそのときの様子をお示しをしております。私は、その日、朝早く気仙沼の市内を歩
きまして、気仙沼中央インターの付近では津波防潮堤の整備が進み、地盤のかさ上げ、地上げ工事も順調に進ん
でおりまして、水産工場など産業用地の企業の各種施設の整備も順次進んでいる状況でございました。しかし、
その勢いを加速するためには、アクセス道路をしっかり整備していくことが不可欠だと現地でも感じました。今
回開通した区間の南側の南三陸町との間、あるいは北の陸前高田市との間はまだ現在工事中でありまして、今後
の整備が待たれるところであります。特に気仙沼湾の湾奥の横断橋、これにつきましては、資料１の右側が工事
中の状況でございますけれども、現地に橋脚が建ち並びまして、地元の大島と結ぶ大島架橋とともに早期開通が
期待されております。地域の皆様からは、平成３２年までに何とか全線開通してほしいという御要望もいただきま

した。この道路の開通の効果は大変大きな
ものがありますけれども、東北全体の復興
道路、復興支援道路と相まって、三陸のみ
ならず東北全体の復興に拍車を掛けてい
ただきたいと考えます。是非とも、国土交
通省の総力を挙げて、その実現を図ってい
ただくようにお願いしたいと思います。御
一緒に開通式典に出席して地域の声をじ
かにお聞きになられました高橋政務官か
ら、三陸沿岸道路さらには復興道路、復興
支援道路の重要性について伺いますとと
もに、平成３２年度全線開通に向け御決意を
承りたいと思います。よろしくお願いいた
します。

［資料１］開通した三陸沿岸道路 本吉気仙沼道路

［編集・作成：足立敏之事務所］

3月25日大谷海岸IC～気仙沼中央IC開通式 他区間 復興状況
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高橋大臣政務官：三陸沿岸道路を含めました復興道路、復興支援道路につきましては、
東日本大震災からの復興の基本方針に位置付けられた道路でありまして、復興を支援す
る重要な道路ネットワークであります。これらの道路につきましては、早期にネット
ワークとしてつなげることによりまして、地元から期待される効果を発揮できますよう
に、地域の御協力の下、異例のスピードで事業が進められております。私自身も、先月、
３月２５日に三陸沿岸道路本吉気仙沼道路の大谷海岸インターチェンジ―気仙沼中央イン
ターチェンジの開通式典に委員と共に出席をいたしました。現地で関係者の喜びの声を
聞きまして、改めて本道路の重要性について実感したところであります。
　これまでに、国土交通省が中心となりまして整備している路線全長約５５０キロメートルのうち、約６割に当た
ります３２０キロメートルが開通をしております。さらに、残り２３０キロメートルのうち、２０２０年度、平成３２年度ま
でに開通予定を公表済みの区間は１８３キロメートルに達しております。
　国土交通省としては、復興創生期間内である２０２０年度までの全線開通を目指し、引き続き地域の皆様の御協力
を得て事業を推進してまいります。以上でございます。

補助国道の国費率かさ上げについて
足立敏之委員：ありがとうございました。
高橋政務官には現地でも心温まる御挨拶を
いただきまして、ありがとうございました。
道路は、やはり地域の皆さんにとって希望
です。是非ともしっかりと進めていただく
ようにお願いしたいと思います。
　それでは、道路法の一部改正案について
の質問に移らせていただきたいと思いま
す。まず、今年度末で期限が切れます道路
特措法に基づく国費率のかさ上げ措置の十
年間の延長についてです。本当にたくさん
の自治体の皆さんが議員会館の私の部屋ま
で御要望に来ていただきました。民主党政
権下で大きく削減されました公共事業予算
ですが、その影響もありまして、道路予算
が大幅に削減されています。お手元に資料
２を配付しましたが、これが公共事業予算
全体です。資料３が道路予算のうちの自治
体分、補助金及び交付金ということになっ
ておりますが、こういう状況からしますと、
道路特措法の国費率のかさ上げは、遅れて
いる地方の道路整備を進めていくためには
欠かすことのできない制度でございます。
これについては全く議論の余地はないと思
います。是非とも延長をお願いしたいと思
います。
　なお、今回の道路法の一部改正に伴いま
して、改築に加えて新たに補助国道の修繕
についても国費率のかさ上げ措置を講ずる

高橋克法大臣政務官

［資料３］道路関係予算（補助・交付金）の推移

［出典：国土交通省道路局　　編集・作成：足立敏之事務所］
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※本表は、予算ベースである。
※平成21年度は、平成20年度で特別会計に直入されていた 「地方道路整備臨時交付金」相当額（0.7兆円）が一般会計計上に切り替わったため、見かけ上は前年度よりも増加（＋5.0％）しているが、
この特殊要因を除けば6.4兆円（▲5.2％）である。
※平成23年度及び平成24年度については同年度に地域自主戦略交付金へ移行した額を含まない。
※平成25年度は東日本大震災復興特別会計繰入れ（356億円）及び国有林野特別会計の一般会計化に伴い計上されることとなった直轄事業負担金（29億円）を含む。また、これら及び地域自主戦略交付金
の廃止という特殊要因を考慮すれば、対前年度+182億円（+0.3％）である。
※平成23～30年度において、東日本大震災の被災地の復旧・復興や全国的な防災・減災等のための公共事業関係予算を計上しており、その額は以下の通りである。
H23一次補正：1.2兆円、H23三次補正：1.3兆円、H24当初：0.7兆円、H24一次補正：0.01兆円、H25当初：0.8兆円、H25一次補正：0.1兆円、H26当初：0.9兆円、H26補正：0.002兆円、H27当初：1.0兆円、
H28当初：0.9兆円、H28二次補正：0.06兆円、H29当初：0.7兆円、H30当初（案）：0.6兆円（平成23年度3次補正までは一般会計ベース、平成24年度当初以降は東日本大震災復興特別会計ベース。
また、このほか東日本大震災復興交付金がある。）
※平成26年度については、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経理上の変更分（これまで同特別会計に計上されていた地方公共団体の直轄事業負担金等を一般会計に計上）を除いた額（5.4兆円）
と、前年度（東日本大震災復興特別会計繰入れ（356億円）を除く。）を比較すると、前年度比+1,022億円（+1.9％）である。なお、消費税率引き上げの影響を除けば、ほぼ横ばいの水準である。
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こととしています。高度成長期に整備を進
めました幹線道路などにつきまして、橋梁
やトンネルなどの構造物等の老朽化が大変
進んでおります。資料４に日本の橋梁の経
過年数をお示しをしてございますが、先日
の笹子トンネルの事故などもその老朽化の
象徴であったと言えると思います。補助国
道において老朽化が進んでいる施設の適正
な維持、補修を行うためには自治体の財政
負担が必要ですが、現下の自治体の財政状
況は非常に厳しいことから、補助国道の修
繕を新たにかさ上げの対象に加えることは
大変意義のあることだと考えます。補助国
道の修繕を新たにかさ上げの対象に加える
ことによってどのような効果が予測される
か、伺います。

石川道路局長：お答えいたします。今後加速的に増加する老朽化した道路インフラに対応するために、予防保全
を前提としたメンテナンスに計画的に取り組むことが必要でございます。橋梁等の道路インフラにつきましては、
地方公共団体が管理する道路のメンテナンスを計画的に実施するため、これまでかさ上げ措置の対象となってい
ませんでした補助国道の修繕を新たに対象とし、老朽化対策に係る予算面での支援の充実を図ります。これによ
りまして、地方公共団体におきまして予防保全を前提としたメンテナンスへの計画的かつ着実な取組を充実させ
ることが期待できますとともに、この取組を進めることで、構造物の長寿命化やライフサイクルコストの縮減が
期待できます。

道路の老朽化対策に関する技術開発について
足立敏之委員：ありがとうございます。しっかりと進めていただくようにお願いしたいと思います。なお、補助
国道以外でも、大規模な構造物などにつきまして、国が直接診断をしたり、代行して修繕を行う制度も設けられ
ております。高知県の仁淀川町では、直轄のダムである大渡ダムの付け替え道路として、お手元の写真、資料５
でございますけれども、１９８３年に設置されました延長４４４メーターの大規模なつり橋の湖水横断橋、大渡ダム大
橋といいますけれども、これが事業完了後、地元の町に移管をされていました。これが老朽化によって問題が生
じておりましたけれども、道路管理者である町には診断能力も修繕能力もありません。また、地元の建設業者さ
んでも対応しかねるような大変技術的にも難しい補修になります。国土交通省四国地方整備局が代行して、橋梁

の専門の大手の施工で整備が終わってお
りますけれども、この制度がなければ対応
できなかったんではないかと思います。地
元の皆さんからは感謝の言葉もいただい
ておりますし、是非今後も、先ほどの補助
国道の修繕に新たにかさ上げ対処するの
みならず、こうした制度も併せて効果的に
活用していただければ有り難いと思って
おります。よろしくお願いします。
　次に、老朽化対策の技術開発について伺
いたいと思います。

［資料４］橋梁等の道路施設の高齢化（日米の比較）

［出典：国土交通省道路局　　編集・作成：足立敏之事務所］
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建設年度

30年遅れて高齢化

1980年代に多く高齢化
「荒廃するアメリカ」

2010年代に高齢化を迎える

※このほかに、市町村が管理する2mから15mの橋梁を主として、建設年度不明橋梁が約23万橋存在

橋梁数

建設年度

○米国では1980年代に多くの橋梁等の道路施設が高齢化し「荒廃するアメリカ」という状況が発生
○日本でも2010年代以降に多くの道路施設が高齢化を迎える

［資料５］高知県 仁淀川町 大渡ダム大橋

［出典：仁淀川町役場　　編集・作成：足立敏之事務所］

着工前 着工後
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　道路の老朽化対策に当たりましては、技術力を有する企業や点検、診断ができる人材の不足が懸念されてござ
います。そうした課題を克服するために、新技術の活用や技術開発が必要と考えられます。国土交通省では、大
臣主導でｉ-Constructionという新技術の開発を進めておられますけれども、建設現場の生産性革命を推進し、具
体的には、橋やトンネル、ダムなどの現場で測量にドローンを用いて、施工、検査に至るプロセスを三次元デー
タでつなぐような新たな建設手法の導入にも努めているとも伺いました。また、老朽化対策分野においても、点
検データの三次元化を進め、今後ＡＩを活用した点検、診断まで行えるように検討中だとも伺っております。
　道路の老朽化対策における技術開発の具体的な事例、そして今後の見通しについて伺います。よろしくお願い
します。

石川道路局長：お答えいたします。道路の老朽化対策に関しましては、政府全体で進め
ております戦略的イノベーション創造プログラムなどの場で、橋梁やトンネル等の点検
支援を目的とした技術開発が活発に進められていると認識をしております。
　具体的には、ドローンや車両にカメラを搭載しまして損傷写真を撮影するロボット技
術、画像解析技術を用いて、通常は目視で確認をするひび割れなどの損傷を自動で検出
する技術、赤外線やレーダーなどを用いて、通常は打音で確認するコンクリートの浮き
や剥離等の損傷を自動で検出する技術などにつきまして民間企業等による技術開発が進
められております。

　国土交通省では、この中から道路の老朽化対策に資するものといたしまして、損傷写真を撮影する技術、コン
クリートの浮き、剥離を検出する技術につきまして、実際の現場で検証する取組を実施しているところでござい
ます。具体的には、ドローンを用いて、橋梁の桁や橋脚の遠望目視では死角となる箇所の状況を把握する技術に
つきまして、今年度から１５橋で試行的に導入をしております。今後も、引き続き新技術の検証を進め、効率化に
資する技術について積極的に活用してまいります。

道路の沿道区域制度の拡充について
足立敏之委員：ありがとうございました。是非、ＡＩの分野も積
極的に研究に取り組んでいただきたいと思います。ＡＩによりま
して、人の手でしかできないと今考えている点検や診断などがで
きるようになれば、それは大変すばらしいことだと思いますので、
是非ともよろしくお願いしたいと思います。
　次に、道路区域外からの落石や土砂崩れへの対応の強化につい
て伺いたいと思います。道路を管理している者にとりましては、
落石ほど恐ろしいものはありません。私は、国土交通省の四国地
方整備局長のときに、高知県の越知町の国道３３号で巨大な落石が
ありまして、肝を冷やした経験がございます。このときは、国道
の維持工事で舗装を行っていました地元の建設業の現場の代理人
の方が、のり面の異常に気が付きました。主任技術者に連絡して
現場を確認したところ、のり面がもう崩れかかっていたものです
から、通行止めの措置を彼らの判断でしていただきました。その
直後に大きく崩れて土砂が道路を塞いでしまいましたけれども、
地元の建設業者さんのこうした地元に精通した対応がなければ大変なことになっていたんだと思います。先ほど
大規模なつり橋の話をしましたけれども、ああいった補修は大手の方々にお任せをしなくちゃいけないと思いま
すが、こうした地元の土砂災害のような、地域に精通した人たちにしっかりとお任せをしなければならない、こ
ういったテーマもあろうかと思います。今後とも建設業界の健全な発展にしっかりと対応していただければ有り
難いと思います。

石川道路局長
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　なお、昨年の九州北部豪雨でも至る所で
道路が寸断されまして、孤立する集落がた
くさん発生しました。資料６がそれでござ
います。猛烈な雨によりまして土砂崩れや
流木などが大量にのり面や渓流から道路
に流入しまして、至る所で道路の通行止め
が発生しました。こうしたところについて
は、今回の２０メーターの道路沿道区域の中
で、岩石や土砂、場合によっては樹木など
を対象として、落石や土砂崩れを未然に防
ぐ対策を講じることも重要ではないかと
考えておりますが、是非とも活用いただけ
ればと思います。道路区域外から落石や土
砂崩れなどへの対応を強化する今回の制
度について、効果を伺います。

石川道路局長：お答えいたします。国が管理いたします直轄国道における状況といたしまして、平成１６年度から
２６年度までの１１年間で、道路区域内外からの災害を原因とした全ての通行止めの発生件数は２４１件となっており
ます。このうち道路区域外からの発生件数は１７２件となっておりまして、これは災害を原因とした全ての通行止
めの発生件数の約７割を占めているところでございます。これまでは、点検などにより防災上の要対策箇所を抽
出し、そのうち特に危険な箇所につきまして、道路区域に編入した上で、道路管理者が落石防護柵やロックシェッ
ド等の構造物の設置を行ってきたところですが、道路区域外からの災害の発生状況等を踏まえ、今般、道路に隣
接する区域におきましても、防災対策の実効性を高めるための措置を法案に盛り込まさせていただいたところで
ございます。具体的には、現行の沿道区域制度を拡充いたしまして、沿道の土地管理者に対しまして損失補償を
前提とした損害予防措置を命ずることができるよう、所要の規定を盛り込んだ内容としたところでございます。

重要物流道路の四車線化について
足立敏之委員：ありがとうございます。道路の寸断による孤立集落の発生だとかそういったことをできるだけ少
なくするためにも、しっかり運用をしていただきたいと思います。
　次に、重要物流道路について伺います。
東日本大震災や熊本地震など大規模災害発
生時を考えますと、幹線道路について国が
道路啓開や災害復旧を代行できるようにし
ておくことは非常に重要なことだと認識し
ております。東日本大震災の緊急対応に当
たりましては、くしの歯作戦という国土交
通省の東北地方整備局による道路啓開が大
きな効果を上げたのは御存じのとおりであ
ります。お手元の資料７にくしの歯作戦に
ついて紹介してございます。また、道路啓
開の状況を右側に写真を載せてございます
けれども。先週、国土交通委員会の委嘱審
査でも申し上げましたけれども、重要な道
路については四車線化が必要と考えます。

［資料６］流木・土砂災害による道路寸断状況

［出典：国土交通省　　編集・作成：足立敏之事務所］

出典：国土交通省 足立敏之事務所編集

 九州北部豪雨による道路寸断 流木・土砂災害による道路寸断状況

出典：国土交通省筑後川河川事務所

出典：国土交通省筑後川河川事務所

［資料７］緊急輸送路の確保

［出典：東北地方整備局　　編集・作成：足立敏之事務所］

玉川ダム管理事務所提供

玉川ダム管理事務所提供

 くしの歯作戦による道路啓開  道路寸断状況、道路啓開状況

気仙沼市 3/14

陸前高田市 3/16
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災害時の対応の観点から、さらには物流の観点からも、二車線ではやっぱり脆弱過ぎると思います。私も、トラッ
ク協会の皆さんからも、物流の効率化の観点から、例えば道東自動車道だとか京都縦貫自動車道だとか四国の徳
島道だとか、高速道路の四車化の要望もいただいています。また、直轄国道でも、各地で四車線化の要望もいた
だいております。重要物流道路に期待する効果について伺いますとともに、重要物流道路については積極的に四
車線化を進めるべきと考えますが、見解を伺います。

石川道路局長：お答えいたします。重要物流道路は、平常時、災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、
物流において基幹的な役割を担っている高規格幹線道路や地域高規格道路、直轄国道をベースとして主要な物流
拠点を連絡するネットワークを基本に検討することとしております。重要物流道路制度による効果につきまして
は、４０フィート背高国際海上コンテナ車の特車通行許可を不要とすることにより、近年利用が急増しています当
該車両の機動的な輸送が可能となることに加えまして、渋滞や事故等の交通状況を踏まえた経路選択の自由が拡
大し、円滑な輸送も可能となるなどの効果が見込まれるところでございます。
　また、現在、大規模災害等に限定されております地方管理道路の国による災害復旧等の代行につきまして、災
害の規模によらず、地方からの要請に応じ国が代行できるよう拡充することによりまして、災害時の迅速な啓開
による救助救援活動への支援や緊急支援物資の輸送などに大きく貢献することが期待されます。
　一方、我が国におきましては、物流の基幹的な役割を担う高速道路が、限られた財源の中でネットワークをつ
なげることを優先として整備を進めてきました結果、約４割が暫定二車線での供用でございまして、国際的にも
まれな構造となっております。安全、円滑な交通を確保する観点から、四車線化を進めることは重要であると認
識をしております。このため、渋滞や事故の発生などの各路線の交通状況等を踏まえまして必要な四車線化を順
次進めるとともに、ビッグデータを活用いたしまして速度低下箇所を特定するなど、交通状況をきめ細やかに把
握した上で、付加車線の設置等の対策を計画的に進めてまいります。

日本の道路のインフラの整備水準について
足立敏之委員：ありがとうございます。国際的にもまれな構造と言っておられます暫定二車、これにつきまして
は、やはり早く解消していただきたいと思います。毎回毎回申し訳ありませんけれども、今回の重要物流道路に
つきましても、その役割をしっかり考えた上で、是非四車線化を進めていっていただきたいと思います。
　最後に、道路の舗装の実情について伺いたいと思います。先日、石井大臣には、日本のインフラは世界的に
見て残念ながらもはや一流とは言えない、二流、三流ではないかと質問をさせていただきました。これは、海
外諸国の高速道路を対象に、延長面や車線数
を取り上げて指摘をさせていただいたもので
ありました。
　私も３５年間、国土交通省、建設省で勤務をい
たしまして、日本のインフラ整備のために全力
で頑張ってきた、そういう立場ですので認めた
くないという気持ちはございますけれども、や
はり今や、一流というようなレベル、そういう
領域にはないのではないかと思っております。
　舗装の観点から今日はお話をさせていただき
たいと思いますけれども、選挙の折に全国くま
なく回らせていただきましたけれども、資料８
に準備させていただきました。直轄国道などの
主要な国道、一桁国道などにつきましても舗装
の傷みが激しくて、目を覆うばかりの状況のと
ころが各地にありました。地方の道路につきま

［資料８］日本の道路の舗装状況

［編集・作成：足立敏之事務所］

国道４号栃木県内

国道７号秋田県内国道４号埼玉県内

出典：国土交通省道路局

出典：国土交通省道路局

国道２０号山梨県内

出典：国土交通省道路局

舗装の損傷状況 舗装の修繕状況

出典：日本道路建設業協会
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しては、それに輪を掛けたような状況のところ
もございます。道路の維持管理予算が大幅に削
減された後遺症とも考えられます。以前なら
しっかり舗装の打ち替えをしてきれいに舗装を
仕上げるというようなところも、お手元の資料
にあるような、パッチワークのような補修で済
ませていたり、亀裂をアスファルト乳剤のよう
なもので埋めて簡単な補修しかしていない、そ
ういうようなところも目立っております。
　また、舗装だけでなくて、もう一つ資料、一
番最後のページですけれども、中央分離帯に雑
草が繁茂して伐採や除草もできていない状況が
目に付きますし、道路標識などもさびついて見
えなくなっているようなところもたくさんあり
ます。３０年ほど前に、荒廃するアメリカが話題
になりました。荒廃する日本になる前に何とか
手を打たねばならないと考えています。舗装など日本の道路の実情を踏まえると、日本の道路インフラを恥ずか
しくない水準であるために、公共投資をしっかり進めていく必要があると考えますが、石井大臣のお考えをお聞
かせください。よろしくお願いします。

石井国土交通大臣：我が国の道路整備の歴史は浅く、戦後の荒廃から脱却するため、国
道を始めとする幹線道路の舗装から始まりまして、急激なモータリゼーションの進展に
対し、高速道路の整備を推進するなどにより、日本の高度経済成長期を支えてまいりま
した。その後も、都市、地方を問わない道路整備に対する多くの要望を踏まえまして、
国土交通省といたしましては、重点化や効率化を図りつつ、必要な道路整備を着実に進
めているところでありますが、現在のところ、全国の高規格幹線道路の整備延長は約８
割であり、そのうち約４割が暫定二車線となっております。
　また、道路の舗装につきましては、サービス水準が十分に確保されていない状況にあ

りましたが、平成２５年度の道路法改正によるメンテナンスサイクルの確立に併せまして、まずは橋梁、トンネル
の点検から開始をし、舗装にも拡大するなど、長寿命化やライフサイクルコストの縮減などを図りつつ、計画的
に舗装、修繕が行えるよう取り組んでいるところであります。
　いずれにいたしましても、我が国の経済成長や国民の安全、安心の確保といった役割を担う道路の重要性を鑑
みまして、今後とも、必要な予算の確保に努めながら、道路ネットワークの整備や適切な維持管理に取り組んで
まいりたいと考えております。

足立敏之委員：ありがとうございます。日本が
経済で一流を目指すのであれば、インフラも一
流でなければならないと考えます。そのために
は、公共投資をしっかり行って先進国並みに整
備水準を引き上げていく必要があると考えてお
ります。是非、先日も申し上げましたけれども、
次年度も大型の補正予算を編成していただきま
してインフラ整備がしっかり進められるようお
願いを申し上げまして、私の質問を終わらせて
いただきます。ありがとうございました。

［資料９］日本の道路の現状

［編集・作成：足立敏之事務所］

出典：全国道路標識・標示業協会

出典：全国道路標識・標示業協会

出典：国土交通省道路局

出典：国土交通省道路局

国道４号福島県内

国道１号静岡県内

十分な除草が行われていない状況 老朽化の進む道路標識

石井国土交通大臣

足立敏之 国会事務所 東京都千代田区永田町2-1-1　参議院議員会館501号室　Tel. 03-6550-0501　Fax. 03-6551-0501

足立敏之後援会会報 国政報告 2018.4


