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第196回 通常国会

参議院国土交通委員会
―委嘱審査―

参議院議員 足立敏之

参議院国土交通委員会において、本年の豪雪被害への対応と日本のインフラ
の整備水準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。
また、参議院議員運営委員会において、国会の承認が必要な人事に関連して、
立花宏人事官に質問を行い、ご答弁をいただきました。
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豪雪による立ち往生の再発防止について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。
　本日は、野田委員長を始め、理事の皆様方には、質問の機会を与えていた
だきまして、御礼を申し上げたいと思います。私は、建設省、国土交通省で
３５年ばかり勤務をいたしました。インフラ整備や防災、災害対応などを担当
してまいりましたけれども、本日は、そういった経験を踏まえまして御質問
をさせていただきたいと思います。
　まず、大雪による被害への対応について伺いたいと思います。本年２月の
４日以降、北陸地方を中心に大雪に見舞われまして、福井県では２４時間降雪
量が６０センチを超え、昭和５６年以来、３７年ぶりの豪雪となりました。これに
よりまして、除雪作業中の事故による死傷者の発生や鉄道の運休、遅延、高
速道路、直轄国道の通行止めなど、大きな被害が発生いたしました。お亡くなりになられた方々の御冥福を心か
らお見舞い申し上げますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
　今朝、石井大臣から、除雪費につきまして、補助国道と都道府県道につきまして、２７の都道府県、政令市に約
１８０億円、市町村道についても２５８市町村に約１３３億円の補助を実施するという発表がございました。私にもたく
さん除雪費についての要望がございました。心から御礼を申し上げたいと思います。

　さて、今回の豪雪で特に注目を集めまし
たのは、国道８号の福井県と石川県の県境
付近で最大１,５００台に及ぶ車両が立ち往生
するという大変な事態が生じたことであり
ます。お手元に配付した資料の１に写真を
載せてございますけれども、このような事
態の再発防止のためには、効率的な除排雪
の実施のみならず、事前の情報提供の強化
や豪雪に強い道路構造への改善などが必要
だというふうに考えています。
　事前の情報提供の強化につきましては、
今後予防的な通行規制を行うため、例えば
河川の避難準備情報のような情報の発信を
行うことも重要ではないかというふうに考
えています。一方、豪雪に強い道路構造へ
の改善という観点では、豪雪や災害の影響

を受けやすい道路の区間では、従来のプライオリティーを変えて、４車線化だとかバイパス化だとか、そういっ
たことが先んじて進められるようにしていくことも大事ではないかというふうに考えております。
　今回、国道８号で生じたような大規模な立ち往生の再発防止に向けまして、効率的な除排雪を一層強化すると
ともに、事前の情報提供の強化や豪雪に強い道路構造への改善などの対策が必要と考えますが、見解を伺います。

石川道路局長：お答えいたします。国道８号では、２月４日からの記録的な大雪に伴
い、大型車のスタックを起因とした最大約１,５００台もの大規模な車両の滞留が発生し、
滞留車両の排除に長時間を要したところでございます。
　こうしたことから、国土交通省では、大雪時の道路交通の確保対策につきまして有
識者委員会を立ち上げまして、２月２６日に第１回の委員会を開催したところでござい
ます。この第１回の委員会におきまして、今後の課題や取るべき対策について有識者
の方々から、道路管理者間の連携の強化が重要であること、道路利用者による需要の 石川雄一道路局長

［資料１］国道８号の豪雪被害

［出典：国土交通省道路局　　編集・作成：足立敏之事務所］

豪雪時の滞留状況 除雪の状況
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抑制や迂回の協力、情報提供の内容の改善と体制の構築などの幅広い観点からの御意見をいただいておりまして、
４月をめどに提言が取りまとめられることとなっております。
　今後、有識者委員会の提言も踏まえまして、道路の４車線化やバイパス整備等、基幹ネットワークの強化を図
るとともに、待避所整備といった道路構造の改善によるハード面の対策やソフト面による対策の両面から冬期道
路交通の確保に向けた対策をしっかりと推進してまいります。

国土交通省及び建設関連産業の豪雪への対応について
足立敏之委員：ありがとうございました。できるだけ効果的な対策をこれからも進めていただくようにお願いし
たいというふうに思います。
　さて、福井県内の国道８号の車両の立ち往生の際には、自衛隊が出動して大いに活躍をいたしました。人力で
懸命に除雪作業を行う自衛隊員の姿に心を打たれた方もたくさんおられたのではないかというふうに思います。
心から敬意を表したいと思います。
　しかし、その一方で、建設分野の皆さ
ん、特に国土交通省の職員や除雪作業を担
当している建設関連産業の皆さんも昼夜を
分かたず除雪活動を行いまして、交通麻痺
状態の解消に大きな役割を果たしました。
資料２の方に写真を載せてございます。私
が創設に関わりましたテックフォースの皆
さん、災害対策緊急派遣隊も随分頑張って
いただいたようであります。こうした活
動、なかなかマスコミの皆さんには光を当
てていただけませんけれども、本当によく
頑張っていると思っています。
　福井豪雪における国土交通省の職員や建
設関連産業の皆さんの対応について、伺い
たいと思います。

山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。国土交通省では、現地を所管いたします福井河川国道事務所の
職員に加えまして、応援として近畿地方整備局の他事務所の職員、関東、中部等の地方整備局のテックフォース、
合わせて延べ１５４名を派遣をいたしました。
　また、他の地方整備局からの応援を含め、除雪車等延べ１９１台を現地へ派遣をし、２４時間体制で国道８号の除
雪や滞留車両の移動に当たるとともに、国道８号の通行止め解除後も自治体からの要請があった生活道路等約
１９４キロメートルの除雪支援に全力で取り組みました。大規模な滞留が発生をいたしました国道８号では、ドラ
イバー支援として地元自治体等と連携をし、大雪の中、滞留車両への声かけを行いながら食料、飲料、燃料、携
帯トイレを配付するとともに、ツイッターやホームページ等を活用して道路の状況の情報提供を行いました。

　また、福井県坂井市、あわら市に情報連絡員でありますリエゾン延べ６７名を派遣し、
地元ニーズの把握等を行うとともに、国土交通省の対応状況の情報提供等を実施した
ところでございます。道路の除雪につきましては、一般的には地元の建設業者と契約
を締結の上、除雪車を貸与し除雪作業に従事していただいておりますけれども、今回
の福井の豪雪では地元の企業の方々約６５０社に除雪に従事いただくとともに、福井県
から国土交通省が要請を受け、福井県外からも３２社の建設業者に協力をいただき、大
変貢献をいただいたところでございます。

山田邦博水管理・国土保全局長

［資料２］地元建設業・国土交通省の活動状況

［編集・作成：足立敏之事務所］

地元建設業の活動 国土交通省TEC-FORCEの活動

出典：国土交通省 道路局
出典：国土交通省
水管理…国土保全局

出典：国土交通省 道路局
出典：国土交通省
水管理…国土保全局
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地域の建設関連産業の持続的発展に向けて
足立敏之委員：ありがとうございました。
今御紹介があったような除雪活動の中で、残念なことが発生しました。福井市内で除雪作業を行っていた６６歳の
重機のオペレーターが重機の中で心肺停止の状態で発見され、搬送先の病院で死亡が確認されました。疲労の蓄
積が原因との見方があります。お手元の資料３に当時の新聞記事を紹介をしてあります。建設業の皆さんが地域
の守り手として頑張っていることを象徴する大事な出来事だったというふうに思いますけれども、大変痛ましい
出来事でもあります。心から御冥福をお祈り申し上げます。
　政府では働き方改革の検討も進んでいますけれども、豪雪や災害の際には待ったなしの対応が必要です。誰か
がやらなければならないわけで、そうしたつらい役割を地域の建設関連産業の皆さんにも担っていただいている
のであります。地域が災害や豪雪に見舞われた際には、そこに住んで守っているという建設関連産業の皆さんの
存在が不可欠だというふうに思います。このため、地域の建設関連産業が持続的に活躍していける環境をしっか
りと整えていくことが必要と考えますが、石井大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

石井国土交通大臣：建設業は社会資本整備の担い手であると同時に、地域経済や雇用
を支え災害対応、除雪といった役割を担うなど、地域の守り手として重要な存在と認
識をしております。
　国土交通省では、平成３０年度当初予算におきまして、昨年度を約２０億円上回る
５兆１,８２８億円の公共事業関係費を計上するなど、公共事業予算の安定的、持続的確保
に努めておるところであります。あわせて、公共工事品確法に基づきまして、施工業者
が適正な利潤を確保できるよう、予定価格の適正な設定やダンピング対策、設計図書
の変更に伴って必要となる請負代金の額の適切な変更等に取り組んでいるところであ

ります。

石井啓一国土交通大臣

［資料３］新聞 除雪業者への影響

［福井新聞提供：2018年2月12日（月）掲載　　編集・作成：足立敏之事務所］
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　さらに、建設業の担い手確保のためには、長時間労働の是正や週休二日の
確保など、働き方改革が喫緊の課題であることを踏まえまして、３月２０日に
建設業働き方改革加速化プログラムを策定をいたしました。長時間労働是正、
給与・社会保険、生産性向上の三つの分野で新たな施策を取りまとめており
ます。
　具体的には、週休二日工事の適用拡大や労務費等の補正の導入、建設キャ
リアアップシステムの加入の推進、社会保険加入を徹底するための建設業許
可制度の見直し、i-Constructionの推進等を通じた生産性向上、これらに取
り組むこととしておりまして、引き続き、地域の建設業が持続的に活躍でき
る環境を整えていけるよう取り組んでまいりたいと考えております。

日本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。今後も地域の建設関連産業に継続的に活動していただくためには、今大
臣からもお話がございましたとおり、まずは仕事量の確保、これが大事だというふうに思います。そのため、公
共事業予算を通じた仕事量の確保、これ
を是非ともよろしくお願いしたいと思い
ます。
　さらには、仕事量を確保した上で、先
ほどお話ありました品確法に基づく取組
などにより、仕事をすれば必ず利益が上
がる、利益が確保できる環境というのを
しっかり整える必要があります。そうす
れば、若い人たちが希望と志を持って
入ってき続けることができる産業となれ
るのではないかというふうに思っており
まして、引き続き、石井大臣のリーダー
シップで、国土交通省が中心となって建
設関連産業の持続的発展に向けて御尽力
をいただきたいと思います。よろしくお
願いいたします。
　次に、日本のインフラの整備水準につ
いて御質問をしたいと思います。実は、
今年１月、日本が深く関わっております
ラオスの発電ダムの現場を視察させてい
ただきました。その件につきましてはま
た別の機会にお話をさせていただきたい
と思いますけれども、帰りにタイのバン
コクに立ち寄った際のお話をさせていた
だきたいと思います。
　まず、タイの国際空港に降り立ちまし
た。バンコクのスワンナプーム国際空港
ですけれども、非常に広大で驚きました。
日本の国際空港と比較して、その違いを
大きく感じました。それだけではなくて、

［資料４］公共事業予算の推移

［国土交通省平成３０年度予算概要資料より足立敏之事務所編集・作成］

玉川ダム管理事務所提供

玉川ダム管理事務所提供

平成30年3月23日 参議院国土交通委員会 提出資料４
自由民主党・こころ 足立 敏之
国土交通省平成30年度予算概要資料より足立敏之事務所編集・作成
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その後、国際空港からバンコクの中心市街
地に移動する高速道路、これを通ったとき
に驚きました。片側が４車線、５車線あり
ました。日本に戻って家へ帰るときに乗っ
た首都高は幾ら数えても２車線しかありま
せんので、そういった観点では、日本のイ
ンフラの整備水準の低さというのを改めて
痛感したところであります。
　先ほども申しました、私は国土交通省で
長年勤務をしまして、各地でインフラ整備
を担当させていただきまして、世界に負け
ない一流のインフラを造ろうという気概で
やってきたつもりでありますけれども、や
はり日本のインフラ整備は、ここ２０年ぐら
いの公共投資の縮減、削減もありまして、
実際問題、世界水準から見て一流とは言え

ない、もう二流、三流の水準まで落ち込んでしまっているのではないか、そういうふうに強く今回感じたところ
であります。
　先日、外務大臣をされました岸田文雄自民党政調会長のお話を伺う機会がありました。岸田会長からは、外務
大臣として９０数か国を訪れた経験から見て、日本のインフラは残念ながら世界水準で一流と言える状況にはな
い、経済で一流を目指すならインフラも一流にする必要があるんだというようなお話を伺いました。私も強くそ
ういったところを感じましたけれども、石井大臣も海外にもよく行かれておられますけれども、他国との違いを
強く感じておられないかなというふうに思っております。
　日本のインフラの整備水準について大臣はどのように感じておられるのか、一流の域にあるかどうか、そう
いったところもお聞かせいただければ有り難いと思います。よろしくお願いします。

石井国土交通大臣：社会資本の整備は未来への投資であり、次の世代に引き渡すしっかりとした資産を形成する
ものであります。これまでも、高速道路ネットワークや整備新幹線の整備等により我が国の経済成長や国民の暮

［資料６］高速道路の整備水準

［出典：国土交通省道路局　　編集・作成：足立敏之事務所］

タイ 日本の高速道路

新名神高速道路
（川西IC〜神戸JCT  H30.3.18開通）

首都高速道路
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らしを支えてきたものと認識をしております。委員
御指摘の諸外国と比較した我が国の整備水準につき
ましては、自然や国土条件等の様々な違いを踏まえ
ますと一概に比較することは難しい面もございます
が、例えば高速道路の車線数が少ないなど、我が国
の整備水準について御指摘があるものと承知をして
おります。また、そもそも我が国にとりまして必要
な社会資本の整備はこれからもしっかりと進めてい
くことが必要と考えております。
　我が国は人口減少時代を迎えておりますけれど
も、それを上回る生産性の向上があれば経済成長を

続けていくことは十分可能であります。全国物流ネットワークの核となる大都市圏の環状道路、整備新幹線、国
際コンテナ・バルク戦略港湾、国際クルーズ拠点、地方空港など、生産性を向上させる社会資本整備を全国で重
点的かつ計画的に整備していく必要がございます。
　また、近年頻発する災害から国民の命と財産を守ることは社会資本が果たすべき最重要の使命であります。さ
らに、高度経済成長期以降に整備した社会資本が今後一斉に老朽化する中、社会資本の維持管理、更新を計画的
に行っていくことは重要な課題でございます。社会資本は我が国の経済成長や地域の活性化、国民の安全、安心
の確保といった重要な役割を担っているものであり、今後もこうした観点から安定的、持続的な公共投資を確保
しつつ、必要な社会資本整備をしっかりと進めていきたいと考えております。

高速道路の４車線化の整備促進について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。まだまだやらなければならないインフラ整備がたくさんあると
いうことは再認識をさせていただきました。
　高速道路についてもう少し詳しく焦点を当てて比較してみたいと思います。お手元の資料７を御覧ください。
日本とドイツ、イギリスを比較していますが、高速道路の整備延長は、日本が約１万１,０００キロ、ドイツが約
１万３,０００キロ、イギリスは約１万２,０００キロであります。日本とドイツはほぼ同じ国土面積ですけれども、イギリ
スは日本の約３分の２しかありません。日本が高速道路の整備延長の面でイギリスに大きく後れを取っているの
は明らかだと思います。
　一方、次のページですけれども、高速道路の質の面でございますが、ドイツやアメリカは３０%以上は片側３車
線であります。片側１車線の対面交通
はもうほとんどありません。日本は残
念ながら片側３車線は僅か６%で、何
と片側１車線が３８%もあります。イギ
リスは、ここには資料ありませんが、
７５%が片側３車線とも聞きました。韓
国についても、２０年前には約４割が片
側１車線の対面交通だったと聞きます
けれども、このグラフにあるように、
現時点では全て片側２車線、４車線化
が図られたというふうに聞いておりま
す。高速道路についてこれからしっか
り４車線化を進めるべきだと思います
が、どのように進めていくのか、お聞
きしたいと思います。

［資料７］高速道路の整備延長

日本 ドイツ イギリス

面積：37.8万km2(100%) 面積：35.7万km2(94%) 面積：24.3万km2(64%)

（ ）書きは日本に対する面積比率

11,266km(2016)
※高規格幹線道路

12,949km(2015)
※Autobahn

12,131km(2015)
※Motorway, Trunk A Roads

高速道路の整備延長 資料７

平成30年3月23日 参議院国土交通委員会 提出資料７
自由民主党・こころ 足立 敏之
出典：国土交通省道路局 足立敏之事務所編集・作成

［出典：国土交通省資料　　編集・作成：足立敏之事務所］
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平成30年3月23日 参議院国土交通委員会 提出資料７
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出典：国土交通省道路局 足立敏之事務所編集・作成
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石川道路局長：お答えいたします。我が
国の高速道路は、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いた
しまして整備を進めてきた結果、約４割
が暫定２車線での供用であり、国際的に
もまれな構造となっております。高速道
路の暫定２車線区間につきましては、対
面通行の安全性等の課題から長期間継続
することは望ましくないと考えておりま
す。運転者の安心や快適性、走行性を高
める観点からも機動的な対応を行ってい
くことが必要です。
　このため、交通状況等を踏まえまして
必要な４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も計画的に進めてまいります。

財政投融資活用による高速道路整備について
足立敏之委員：どうもありがとうございました。４車線化は、今お話がありましたとおり、交通の安全性や防災、
除雪対応の面などでも大変大きな効果があります。私の実家のある京都北部でも、京都縦貫自動車道の４車線化
というのが地元から強く要望されております。是非、全国的にしっかりと４車線化を進めていただきたいという
ふうに思います。よろしくお願いします。
　さて、高速道路の整備の関係では、平成３０年度から、リニア中央新幹線の整備と同様に財政投融資を活用した
整備を進めていくことが盛り込まれたと伺います。財政投融資の活用による高速道路の整備をどのような方針で
進めていくのか伺います。

石川道路局長：お答えいたします。全国物流ネットワークの核となります高速道路につきましては、現下の低金
利状況を生かしまして、生産性向上に向け整備加速を図るため、平成３０年度財政投融資計画において所要額が計
上されたところでございます。これを踏まえまして、今回、財源の制約等により供用目標が明示できていない大

［出典：国土交通省資料　　編集・作成：足立敏之事務所］

［資料８］高速道路の車線数
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自由民主党・こころ 足立 敏之
出典：国土交通省道路局 足立敏之事務所編集・作成
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都市圏環状道路等のうち、工事の実施環境や交通状況等を勘案した上で、圏央道と東海環状の５区間等について
整備加速及び４車線化等を実施することといたしたものでございます。また、高速道路の橋梁の耐震対策につき
ましても、大規模地震の発生確率の高い対策重点地域におきまして整備の加速を予定しております。具体的な事
業の内容につきましては、今後、高速道路会社と高速道路機構の協定を踏まえた申請に基づきまして、事業許可
等の手続の中で今年度内に決定してまいります。

公共事業予算の確保に向けて
足立敏之委員：ありがとうございます。今お話しされた取組は、これから高速道路の整備を一層加速化していく
上で大変重要であるというふうに高く評価をしております。しかし、これに伴いまして、これまでは直轄で行う
こととしていた工事がNEXCOの施工に移行するなど、分担関係の変化が生じることが予想されます。地域の建
設業の皆さんからは、それによって、NEXCOの大くくりの発注だとか、そういったようなことに変わって大き
な影響を受けてしまうのではないかという声が私のところにも届いております。そうした懸念がないように、是
非御検討をお願いしたいというふうに思います。
　日本の公共事業は平成１０年度をピークに削減を続けてまいりました。特に、民主党政権下の３年間で、７.１兆
円から５.８兆円、５.０兆円、４.６兆円と３分の２まで減少してしまいました。その結果、新規事業の着手がおろそ
かになったり、維持管理やメンテナンスに力を注ぐことができなくなったり、その影響は大変大きなものがあっ
たというふうに思います。その後、自公政権に戻りまして６兆円規模まで今公共投資を戻すことができましたけ
れども、日本のインフラの整備水準が、先ほど来申し上げていますとおり、諸外国に比べて大きく後れを取って
しまっているのは、その公共投資の抑制が大きな原因であったのではないかというふうに考えております。日本
のインフラを国際的にも恥ずかしくない水準にしていくためには、公共投資、公共事業予算の確保をしっかり行
う必要があるというふうに考えています。
　日本の公共投資は、この２０年で半減しています。GDPも実は先進国で唯一減らした国であります。ただ、他
の国、公共投資を伸ばした先進国は、GDPも伸ばして経済成長をしています。プライマリーバランスの撤廃論
だとか、そういったことを申し上げるつもりはありませんけれども、経済でやはり一流を目指すのであれば、公
共投資をしっかり行って、インフラの整備水準を先進国並みに引き上げて、足腰をしっかり鍛え直さないといけ
ないのではないかというふうに思っております。
　そのため、公共事業予算をしっかり確保して公共投資を進める必要がありまして、ちょっと気の早い話ではご
ざいますけれども、次年度も大型と言える補正予算をしっかり確保して、遅れているインフラ整備をしっかり加
速していただくようにお願いを申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
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若い優秀な人材の確保について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。
　立花人事官には、お忙しい中御出席をいただきまして、ありが
とうございます。
　私は、建設省、国土交通省で35年ほど国家公務員として勤務
をさせていただきました。そうした経験から今日は御質問をさせ
ていただきます。よろしくお願いします。
　まず、優秀な若者が国家公務員を志していただくためにはどう
すればいいかというところをお伺いしたいと思います。私が勤務
していた頃の建設省、国土交通省というのは、無駄な公共事業というふうにレッテルを貼られまし
て、本当はそうではないというふうに思っておりますけれども、余りいいイメージを残念ながら持っ
ていただけない、そして仕事も大変厳しい、その結果志望者が減少する、そんな状況にあったとい
うふうに思っています。しかし、国土交通省のみならず、たくさんの国の機関はやらなければなら
ない使命というものがありまして、それを行うためには優秀な人材、これが必要であります。
　優秀な人材を確保するには、若い人たちが志を持って公務員というものに志望していただけるよ
うな、そういう明るい未来を感じられるような職場としての国家公務員、こういったものにし続け
なければならないというふうに思っていますけれども、建設産業の分野でもやはり今担い手不足の
問題がありまして、３K、昔はきつい、汚い、危険だったんですけれども、今は新しい３Ｋ、給与
と休暇と希望という３つのＫ、これが若者に入ってきていただける大事な要素だというふうに言わ
れています。私は公務員も同じではないかというふうに思います。
　先ほど人事官からは人材の奪い合いという話もございましたけれども、若い優秀な人材に国の機
関、すなわち国家公務員に志を持って入ってきていただくために人事院としてどのようなことに取
り組まなければならないというふうにお考えか、お聞かせください。

立花人事官：（抜粋）まさに、各省の人事担当者がまさに頭を悩ませている課題そのものであろう
かと思います。公の仕事に従事することの喜び、仕事のやりがいなどの公務の魅力を様々な機会を
通じて繰り返し説明させていただいております。
　昨年は、公務員の世界では初めてですけれども、大掛かりな公務員の職場の職員の満足度調査を
やりました。その結果、公務の魅力は、公の仕事に従事して国民の幸せに貢献でき、それが実感で
きる、やりがい、働きがいがある、また、パワハラとかセクハラとかが比較的少ないと、こういっ
た点が魅力でございます。一方、長時間残業の問題、公務員としてのキャリアプランを立てにくく

なっている、等の問題点
が把握できました。こう
いった現場の方々が改善
すべきと評価している点
を真面目に是正して改善
していくことが、地道で
はありますけど非常に大
事ではないか、そういう
ふうに考えております。

第196回 通常国会 議員運営委員会
平成30年2月27日（火曜日）
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国家公務員の現場の実情把握について
足立敏之委員：次に、国家公務員の現場
の実情の把握ということについてお聞き
したいと思います。最近、毎年のように
大きな災害が起こっています。水害、土
砂災害の発生した際に、被害の緊急調査
だとか崩れた土砂の排除、アクセス道路
の確保、決壊した堤防の応急復旧などを
建設業の皆さんと一緒になって進めてき
ているのが私が所属していた国土交通省
の職員なんですけれども、昨年の九州北
部豪雨でもそうでした。また、先日の福
井の豪雪の現場でも、自衛隊の災害派遣に注目が集まりましたけれども、国交省の職員が地元の建
設業の皆さんと一緒になって国道８号の除雪対応に頑張ってくれたわけであります。
　そのときに残念なことが起こりました。福井市内の除雪をしていた建設会社の重機のオペレー
ターの方、６６歳なんですけれども、この方が重機の中で心肺停止で発見され、搬送先で死亡が確認
されたということがありました。地域の守り手として建設業の皆さんが頑張っていることを象徴す
るような出来事だったと思いますけれども、やっぱりとても悲惨な出来事でもあります。こうした
ことはなかなか、マスコミを通じてもなかなか取り上げてもらえませんので、国交省の職員だとか
今言いました建設業の皆さんがそういったところで頑張っているというのを知っている方は少ない
と思います。そういう実態を人事院の皆さんには是非知っていただきたいと思いますけれども、ど
のようにしてそういう災害の現場だとかなかなか目にすることのできないような現場の実情を把握
されているのか、お聞かせいただけたらと思います。

立花人事官：（抜粋）私自身は経団連で土光会長に、事務方の端っこで叱
られ鍛えられたわけですけれども、土光さんが非常に強調していましたの
は、現場力でした。土光さんは、プラントの故障とか爆発事故等々がある
と、早速私なんかを呼び付けて、俺が現場を視察したいからすぐアレンジ
しろということで、土光さんからは、そういった現場力、日本人の働く人
たちが持っている現場力をいかにして経営者が吸い上げてそれを生かして
いくかということを何回も見聞きして教えられたわけでございます。
　人事院に入らせていただいて、東北の大震災、あるいは新潟の信濃川で

の水害等を拝見し、公務の現場もこういった、一次災害どころか二次災害のおそれもある中で黙々
と国民の生命、財産を守るために努力しておられる。こういった華々しさはないにしても、陰ひな
たない真面目な取組によって国土の保全あるいは人命が保たれているということはやっぱり忘れて
はならない。そういったことで国民の安定した生活に貢献する一つ大きな役割もあるのではないか
というふうに受け止めております。

足立敏之委員：時間が来ていますので、
公務員の災害手当の充実の話と、定員削
減を見合わせて定員の確保をしてほしい
ということを申し上げようと思ったんで
すけど、ここで終わります。

立花 宏人事官
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国土交通委員会　委員
災害対策特別委員会　委員
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憲法審査会　委員等
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国会対策委員会　委員
国土交通部会　副部会長
災害対策特別委員会　事務局次長
広報本部　新聞出版局　次長
組織運動本部　国土・建設関係団体　副委員長等
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公共工事品質確保に関する議員連盟事務局長代理等


