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参議院議員 足立敏之

参議院決算委員会の省庁別審査（復興庁、国土交通省及び警察庁の部）
で質疑に立ち、「地球温暖化の適応策のあり方」及び「日本のインフラ
の整備水準」について、国土交通省、財務省、環境省に質問いたしま
した。
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地球温暖化の今後の見通し
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之です。
　決算委員会での質問は初めてになります。二之湯委員長を始め理事の皆様には、質問の機会を与えていただき
まして、ありがとうございます。
　本日は、地球温暖化の適応策のあり方、そして日本のインフラの整備水準について、配付した資料に沿いまし
て質問をさせていただきます。本日最後のバッターですので、皆さん、よろしくお願いいたします。
　現在、参議院の環境委員会におきまして、気候変動適応法案について審議中でございます。地球温暖化対策、
特に適応策を進めるために大変重要な法案であり、私も大いに期待をしているところであります。しかしながら、
衆議院、参議院での質疑の議事録を読ませていただきましたが、気候変動により激甚化する水害、土砂災害にど
う対処していくのかという点についての議論が少なく、国土交通省で長らくこういった件に関わってきました私
にとりましては、とても不安に感じているところであります。大切なことは、法律の制定後、具体的に適応策と
して住民の安全に直結する対策、予防的な防災対策になろうかと思いますけれども、これをいかに実施していく
かであると考えます。
　ところで、先月の５月１７日から１９日にかけまして、秋田県の雄物川の流域で大雨による大きな浸水被害が発生
しました。５月の雨としては観測史上最大ということでございます。専門用語になって恐縮ですが、本来なら出
水の考えられない時期、非出水期といいますけれども、季節外れの洪水の被害でありました。また、平成２９年に
は線状降水帯による九州北部豪雨や秋田県の大雨、さらに、平成２８年には観測史上初めて一週間に３つの台風が
直接北海道を襲い、迷走台風１０号が観測史上初めて東北の太平洋側に上陸し、大きな被害を与えています。それ
以前にも、資料１に示しますとおり、毎年毎
年必ず激甚な水害、土砂災害が発生しており
ます。このように、最近の激烈な雨の降り方
や、これまで経験したことのないような台風
の動き、季節外れの大雨などを見ますと、従
来とは異なる気象現象が起こり始めているよ
うに感じられます。気象庁では、昨年３月
３０日に地球温暖化予測情報第９巻を取りまと
め、公表しています。資料２・３にそれを添
付してございます。
　まず、気象庁長官に地球温暖化による今後
の温度上昇の見通しについて伺いますととも
に、地球温暖化により豪雨災害が今後更に拡
大していくのではないかとの懸念に対する見
解をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　気象庁　橋田長官：お答えいたします。気象庁では、地球温暖化による今後の気温や雨
の降り方などにつきまして、昨年、温室効果ガスの排出が高いレベルで続く場合の予測
結果を地球温暖化予測情報第９巻として公表しております。
　これによれば、日本における年平均気温でございますけれども、これが今世紀末には
２０世紀末と比較して４.５度上昇すると予測しているところであります。また、豪雨災害
をもたらすような短時間の強雨や大雨はこの３０年余りの変化を見ますと増加傾向にあり
まして、最新の地球温暖化による豪雨の予測では、日本における１時間当たり５０ミリ以
上の短時間強雨、これ、滝のように降る雨と例を取っておりますけれども、このような

短時間強雨の発生頻度は今世紀末には２０世紀末の２倍以上になると予想しております。今後とも、地球温暖化対
策に資するよう、気候変動の監視、予測に努めてまいりたい、このように考えています。

気象庁 橋田俊彦長官

［作成：足立敏之事務所］

［資料１］最近の水害・土砂災害最近の水害・土砂災害

年度 月 災害名

29 7月 九州北部豪雨 

28 8,9月 岩手・北海道水害

27 9月 関東・東北豪雨 

26 8月 広島土砂災害 

7月 山口・島根水害 

10月 伊豆大島土砂災害

24 7月 九州北部豪雨 

7月 新潟・福島豪雨 

9月 紀伊半島大水害 
23

25

九州北部豪雨（平成29年7月）

提供：全国建設業協会
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［提供：気象庁　地球環境・海洋部　足立敏之事務所加筆］

［資料２］気温の将来予測（地球温暖化予測第９巻より）気温の将来予測 （地球温暖化予測第9巻より）

［提供：気象庁　地球環境・海洋部　足立敏之事務所加筆］

［資料３］降水の将来予測（地球温暖化予測第９巻より）降水の将来予測（地球温暖化予測第9巻より）
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地球温暖化に伴う自然災害への影響
足立敏之委員： 気象庁におきましては、引き続きしっかりと
モニタリングを行い、地球温暖化の影響による気候変化の動向
を把握していただきますとともに、必要に応じましてしっかり
と警鐘を鳴らしていただくようにお願いをしたいと思います。
　それでは、次に参りますが、地球温暖化対策の柱、資料４で
ございますけれども、これについては、緩和策、ミティゲーショ
ンと適応策、アダプテーションということになります。緩和策
は、CO２など温室効果ガスの削減を図るもので、地球温暖化対
策の抜本対策であり、既に地球温暖化対策推進法、これにより
まして先行的に対策が講じられてきております。
　一方、地球温暖化に伴って実際に出てくる影響、もう既に出
てき始めているとも考えられますけれども、それらを減じるた
めの対策、適応策についてはこれまで法的な措置がとられてき
ておらず、今回の気候変動適応法案で初めて取り扱われること
となりました。
　地球温暖化への取組が評価されノーベル賞を受賞したIPCC、気候変動に関する政府間パネルといいますけれ
ども、その第５次評価報告書、これは資料５で示しておりますけれども、ここでは気候システムの温暖化につい
ては疑う余地がないとしておりまして、温室効果ガスの排出に関する様々なシナリオの下で、２１世紀末までに世
界平均気温が最大４.８度上昇すると見込んでおります。また、平成２７年１１月に閣議決定されました気候変動の影
響への適応計画、これによりますと、温室効果ガスの排出量が非常に多い場合で平均４.４度、それから厳しい温
暖化対策を取った場合で平均１.１度上昇すると予測しています。これに対して、環境省の気候変動影響評価等小
委員会の検討の中で、資料６でお配りしていますが、気候変動の影響と適応の基本的な施策が示されておりまし
て、水害対策あるいは土砂災害対策の必要性も指摘されています。
　環境省に伺います。
　今後、地球温暖化に伴いまして、自然災害という観点で具体的にどのような影響が生じてくるのか、そのよう
な影響に対してどのような対応が必要となってくると考えているのか、特に今回の気候変動適応法案の成立によ
りまして自然災害の面でどのようなことが可能になるのか、伺います。

　　　　　　　　　　　環境省　森下地球環境局長：お答えいたします。我が国の気候変動及びその影響に関す
る科学的知見につきましては、平成２７年に中央環境審議会が報告書として取りまとめて
おります。その概要でございますが、自然災害の分野につきましては、気候変動により、
施設の能力を上回る外力による水害が頻発するとともに、発生頻度は比較的低いが施設
の能力を大幅に上回る外力による極めて大規模な水害が発生する懸念が高まっていると
されているところです。
　このような気候変動の影響による被害を回避、軽減するため、将来の影響も考慮した
上で、堤防等の施設の着実な整備、ハザードマップの作成など、ハード、ソフト対策の

両面から適応策を推進することが重要だと考えてございます。自然災害分野を含めまして、農業、健康、生態系
など様々な分野の適応策を推進するため、今国会に、先ほど御紹介のありました気候変動適応法案を提出し、現
在御審議をいただいているところでございます。
　本法案では、環境大臣が最新の科学的知見を踏まえましておおむね５年ごとに気候変動影響の評価を行うこ
と、また、国立環境研究所が中核となって適応の情報基盤を構築することなどを規定してございます。
　国会での御審議を経て本法案を可決、成立いただきましたら、特に自然災害の分野におきましては、より精度
の高い気候変動影響の予測情報を組み入れた上で、より効果的な防災対策を推進していくことが可能になるとい

環境省　森下哲地球環境局長

［出典：日経BP社「激甚化する水害」］

［資料４］
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うふうに考えております。
　本法案の下、環境省で汗もかかせていただきまして、国交省の皆様方始め関係省庁の皆様と一緒に連携をさせ
ていただきながら、自然災害の分野も含めた適応策、しっかり推進してまいりたいと考えております。

［提供：国土交通省　水管理・国土保全局］

［資料５］

［提供：環境省　地球環境局　足立敏之事務所加筆］

［資料６］

気候変動の影響と適応の基本的な施策（例）
分野 予測される気候変動の影響 適応の基本的な施策

農業、
森林・
林業、
水産業

農業

一等米比率の低下 高温耐性品種の開発・普及、肥培管理・水管理等の徹底

りんご等の着色不良、栽培適地の北上 優良着色系品種への転換、高温条件に適応する育種素材の開発、栽培管理技術等の開発・普及

病害虫の発生増加や分布域の拡大 病害虫の発生状況等の調査、適時適切な病害虫防除、輸入検疫・国内検疫の実施

森林・
林業

山地災害の発生頻度の増加、激甚化
山地災害が発生する危険性の高い地区の的確な把握、土石流や流木の発生を想定した治山施設や
森林の整備

水産業
マイワシ等の分布回遊範囲の変化（北
方への移動等）

漁場予測の高精度化、リアルタイムモニタリング情報の提供

水環境・
水資源

水環境 水質の悪化 工場・事業場排水対策、生活排水対策

水資源
無降水日数の増加や積雪量の減少に
よる渇水の増加

既存施設の徹底活用、雨水・再生水の利用、渇水被害軽減のための渇水対応タイムライン（時系列の
行動計画）の作成の促進等の関係者連携の体制整備

自然
生態系

各種
生態系

ニホンジカの生息域の拡大、造礁サン
ゴの生育適域の減少

気候変動に伴い新たに分布した植物の刈り払い等による国立公園等の管理
気候変動に生物が順応して移動分散するための生態系ネットワークの形成

自然
災害・
沿岸域

水害
大雨や短時間強雨の発生頻度の増加
と大雨による降水量の増大に伴う水害
の頻発化・激甚化

○比較的発生頻度の高い外力に対する防災対策
・施設の着実な整備 ・災害リスク評価を踏まえた施設整備 ・できるだけ手戻りない施設の設計等

○施設の能力を上回る外力に対する減災対策
①施設の運用、構造、整備手順等の工夫 （・既存施設の機能を最大限活用する運用等）
②まちづくり・地域づくりとの連携 （・まちづくり・地域づくりと連携した浸水軽減対策 ・災害リスク情
報のきめ細かい提示・共有 等）
③避難、応急活動、事業継続等のための備え （・タイムライン策定等による壊滅的被害の回避等）

高潮・
高波

海面上昇や強い台風の増加等による
浸水被害の拡大、海岸侵食の増加

海象のモニタリング及び同結果の評価、港湾・海岸における粘り強い構造物の整備の推進、港湾のハ
ザードマップ作成支援、順応的な対応を可能とする技術の開発、海岸侵食への対応の強化

土砂
災害

土砂災害の発生頻度の増加や計画規
模を超える土砂移動現象の増加

人命を守る効果の高い箇所における施設整備、土砂災害警戒区域等の基礎調査及び指定の促進、大
規模土砂災害発生時の緊急調査の実施

健康
暑熱

夏季の熱波が増加、熱中症搬送者数
の倍増

気象情報の提供や注意喚起、予防・対処法の普及啓発、発生状況等の情報提供

感染症
感染症を媒介する節足動物の分布域
の拡大

感染症の媒介蚊の幼虫の発生源の対策及び成虫の駆除、注意喚起

産業・
経済活動

金融・
保険

保険損害の増加 損害保険協会等における取組等を注視

国民
生活・
都市生活

ｲﾝﾌﾗ、
ﾗｲﾌﾗｲﾝ

短時間強雨や渇水頻度の増加等によ
るインフラ・ライフラインへの影響

地下駅等の浸水対策、港湾の事業継続計画(港湾BCP)の策定、水道施設・廃棄物処理施設の強靱化

ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ 都市域でのより大幅な気温の上昇 緑化や水の活用による地表被覆の改善、人工排熱の低減、都市形態の改善

適応以外の他の政策目的を有し、
かつ適応にも資する施策を含む。
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海外の地球温暖化対策
足立敏之委員： 環境省には、是非大切な適応策の、特に事
前防災の旗振り役としてしっかり取り組んでいただきたいと
思います。適応策は待ったなしです。是非よろしくお願いし
たいと思います。
　次に、具体的な防災対策の実施主体である国土交通省に伺
います。全国的に発生している、これまで経験したことのな
いような大雨、そういったものはこれからも地球温暖化の進
行に伴いまして増加すると考えられます。そうであれば、こ
れまでの延長線上の対応では不十分であり、全く新たな視点での対応が必要になってくると考えられます。
　イギリスのロンドンのテムズ川では、高潮被害を防ぐためテムズバリアという防潮堤が設けられていますけれ
ども、このバリアの設計に当たりましては、将来の海水面の上昇を見込むなど、地球温暖化に配慮した計画となっ
ています。
　まず、国土交通省水管理・国土保全局長に伺いますが、海外では地球温暖化に伴う気候変動に対して具体的に
どのような対策を講じているのか、伺います。

　　　　　　　　　　　国土交通省　山田水管理・国土保全局長：お答えいたします。現在、詳細を把握してい
る範囲では、オランダ、ドイツなどにおいて、気候変動による将来の降雨量の増加を踏
まえて水害対策に取り組んでいると承知をしております。
　オランダでは、ライン川におきまして気候変動による将来の降雨量の増加分を考慮し
た流量を算定し、堤防の整備を始めとする洪水防御対策等を講じることとなっています。
具体的には、気候変動によって今後河川の安全度が徐々に低下することが懸念されるた
めに、定期的に安全度を評価し、一定の水準を下回らないようあらかじめ対策を講じる
こととされております。

　ドイツでは、例えばバーデン・ビュルテンベルク州におきまして、将来の流量の増加率として地域ごとに設定
した気候変動係数を乗じた流量を基に堤防の整備が行われています。また、バイエルン州におきましては、気候
変動の影響として一律１５％割増しした流量を基に堤防の整備が計画されています。

地球温暖化に対する適応策のあり方について
足立敏之委員： ありがとうございます。海外では、既に地球温暖化に伴う気候変動に対して対応が始まってい
るということが明らかになりました。
　国土交通省では、本年４月１２日、水管理・国土保全局で、気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会を立
ち上げたと聞いています。この検討会では、気候変動を踏まえた治水計画の前提となる外力、すなわち計画高水
流量だとか計画流量の設定方法や気候変動を踏まえて治水計画を見直す手法等について検討を行うこととしてい
ると聞いております。
　資料８の方に準備させていただきました。少し専門的になって恐縮でございますけれども、地球温暖化に伴い
まして一定の安全度に対して想定される外力、すなわち河川の整備の目標となる降雨量、これが増加します。資
料８では、２度上昇で約１.１倍、４度上昇で約１.３倍に増えるとしています。これに伴いまして、雨が増えるわけ
ですから河道の流量が増えることになり、洪水の発生確率が高まります。そうなると、これまでの河川整備で確
保してきた河道の流下能力では不足してくるため、改めて、河川堤防の整備や河床の掘削、ダムの新設やダムの
再生など、やらなくてはならない治水対策、インフラ整備が発生してきます。
　秋本政務官に伺いますが、地球温暖化に対する適応策のあり方について、自然災害の観点で実際の対策を実施
しなければならない立場でお考えを伺います。

国土交通省　山田邦博水管理・国土保全局長
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　　　　　　　　　　　国土交通省　秋本大臣政務官：平成２７年関東・東北豪雨や平成２９年九州北部豪雨など、
近年、猛烈な雨による洪水被害が先生御指摘のとおり各地で発生をしております。
　このため、施設では防ぎ切れない大洪水は発生するものとの考え方に立ちまして、社
会全体で洪水に備える水防災意識社会、再構築をする取組をハード、ソフト一体として
進めるところでございます。
　今後、地球温暖化による気候変動等の影響により災害が更に頻発化、激甚化すること
が懸念されており、気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会を先生御指摘のとお
り４月に設置をしたところでございます。そして、本日までに二度開催をいたしまし

て、年度内に取りまとめをしていきたいなというふうに今現在考えているところでございます。
　国土交通省といたしましては、地球温暖化による気候変動に適応するための対策は極めて重要であると考えて
おりまして、技術検討会の検討結果も踏まえまして、河川の整備や水害対応タイムラインの策定など、ハード、
ソフト両面総動員をして水分野における気候変動対策を進めてまいる所存でございます。
　また、ダムについても同時にお尋ねがあったというふうに思っておりますけれども、例えば、昨年の九州北部
豪雨におきましては、筑後川中流右岸の山地部の河川において、河川の氾濫に加えまして土砂や流木の流出によ
り甚大な被害が発生した一方、同じ地域を流域に持つ佐田川の沿川では、上流の寺内ダムにおきまして、最大流
入量の９９％を貯留するとともに、大量の土砂、流木を捕捉したため、被害はほとんど生じませんでした。
　これは私も実は視察に行きまして、現地をしっかりと見させていただいたところでございます。
　ダムは上流で洪水を貯留することによりまして、下流の河川整備を待つことなく河川の長い区間にわたり効果
を発揮することができ、計画を超える規模の洪水に対しても被害を防止、軽減させることができます。
　これまでも流域や河川の特性を踏まえ十分な検討を行った上でダムの整備を進めてきたところでございまし
て、今年度は、既設ダムを運用しながら有効活用するダム再生事業として３つの新規事業にも着手したところで
ございます。
　今後も、気候変動の影響を踏まえつつ、堤防整備等の河川改修等適切な役割分担の下で、ダム再生も含めまし
て、必要なダムの整備、河川の改修に努めてまいります。

［提供：国土交通省　水管理・国土保全局］

［資料８］

国土交通省　秋本真利大臣政務官
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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した。
　この後ダムの質問をしようかと思って
おりましたが、省略をさせていただきま
す。いずれにしても、ダムだとか堤防の
整備だとかを含めまして、ハード対策を
進めていくためには公共事業予算の確保
が不可欠であります。財務省、国土交通
省において、しっかり確保していただく
ようにお願いをしたいと思います。
　次に、日本のインフラの整備水準につ
いて伺いたいと思います。
　今年１月、タイのバンコクにたまたま
伺うことができました。その際驚いたの
が、資料１２を見ていただきたいんですが、
国際空港からバンコクの中心市街地に移
動する際の高速道路、これが片側４車線、
５車線ありました。日本に帰ってきて帰
宅する際に乗った首都高は、幾ら数えても２車線しかありません。日本のインフラの整備水準が世界水準から見
て二流、三流の水準に落ち込んでしまっているんじゃないか、このとき強く感じました。
　平成２８年度の国土交通白書によりますと、これは１万台当たりの高速道路延長なんですけれども、ドイツは２.７６
キロメーター、フランスは３.０２キロメーター、アメリカは４.０８キロメーターですが、日本は１.４４キロメーターであ
ります。浜口議員から先ほど高速道路の分担率の低さの御指摘がありましたけれども、分担しようにも高速道路

［作成：足立敏之事務所］

［資料１２］高速道路の整備水準

玉川ダム管理事務所提供

玉川ダム管理事務所提供

高速道路の整備水準

新名神高速道路
（川西IC～神戸JCT H30 .3.18開通）

首都高速道路

タイ 日本の高速道路

［提供：国土交通省　道路局］

［資料１３］中国における高速道路延長
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がまだ整備されていないというのが実情ではないかと思っています。まだまだ日本は高速道路が整備途上という
ふうに言えると思います。
　なお、資料１３に付けましたけれども、中国はものすごいスピード、年間７、８千キロのスピードで整備が進ん
でおりまして、こういうような国もあるんだというのをしっかり皆様、頭に置いていただければと思います。
　次に、資料１４に示しましたけれども、高速道路の車線数であります。これを見ると、主要国ではほとんど片側
２車線以上を確保しています。日本は残念なことに３８％が片側１車線の暫定２車線です。韓国も２０年前には４割、
暫定２車線があったらしいんですけれども、この２０年間で既に解消しています。
　こうしたことが影響していると思いますけれども、資料１５ですけれども、都市間の連絡速度というのを出して
みると、日本は今言いましたようなことがいろいろ影響しての事だと思うんですけれども、かなり低い水準であ
ります。これでは、物流面で影響が出て、いわゆる生産性の面でも大いにマイナスになるのは当たり前ではない
かと思っています。
　ところが、４月２５日の財政審の財政制度分科会で、資料１６なんですけれども、財務省は、日本の社会資本は概成し

［提供：国土交通省　道路局］

［資料１４］高速道路の車線数
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［資料１５］日本の都市間連絡速度は諸外国に比べて依然として低い

［提供：国土交通省　道路局］
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つつあると指摘をしました。５月２３日の財政審の新たな財政健
全化計画等に関する建議にも盛り込まれております。しかし、
今お話ししたような状況では、とても概成などとは言えないの
ではないかと思います。まだまだミッシングリンクがつながっ
ていない地域の皆さん、ここにいらっしゃる先生方も、そうい
う地元を持っていらっしゃる方はいっぱいいらっしゃると思い
ますが、そういう方々からすると、とんでもないということで
はないかと思います。
　まず、日本のインフラ整備水準について国土交通省はどの
ように感じておられるのか。秋本政務官も海外によく行かれ
ていると思うんですけれども、他国と比べて日本のインフラ
の水準が、特に高速道路を見て一流の域にあると考えておら
れるのか、伺いたいと思います。

国土交通省　秋本大臣政務官：社会資本の整備は、未来への投資でもあり、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ございます。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
済成長や国民の暮らしを支えてきたものと認識をしております。
　先生御指摘のとおり、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は指摘があるものと承知を
しております。一方で、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、様々な違いを踏
まえなければならないということで、一概に比較することは難しいというふうに思っているところでございます。
　しかしながら、私個人としてどうかというふうにお尋ねがございましたけれども、私も政務官として様々な諸
外国に行かせていただいておりますけれども、全く先生と同感でございまして、必要な社会資本整備をこれから
もしっかりと進めていくことが必要であるというふうに思っているところでございます。

［出典：平成30年度4月25日開催財政制度審議会・分科会配付資料］

［資料１６］
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　我が国は人口減少社会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、全国物流ネットワークの核となる大都市環状道路や、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。
　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ございます。社会
資本の維持管理、更新を計画的に行っていくことはまさに重要な課題であると認識をしているところでございま
す。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、
今後ともこうした観点から必要な社会資本整備をしっかりと進めていきたいというふうに思っております。

日本の道路の維持管理水準について
足立敏之委員： 実は、先日、岸田文雄自民党政調会長にお話を伺う機会がありまして、今と同じような質問を
しました。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と言って
おられました。皆様からそういうお言葉を
いただいて、私の立場としては有り難い限
りであります。
　これからも、日本のインフラを一流のも
のにするために、是非、高速道路のミッシ
ングリンクの解消、そして暫定２車線の４
車線化、こういったものの促進、そのほか
にも、先ほど阿達先生もおっしゃっており
ました港湾も空港も新幹線も、いろんな面
でインフラの整備をしっかり進めていく必
要があると考えておりますので、よろしく
お願いしたいと思います。
　続きまして、道路の維持管理の観点から、
日本のインフラの整備水準について質問を
したいと思います。
　資料１７に写真を載せました。全国を回っ
ていますと、地方の直轄の一桁国道につい
て、アスファルトの舗装の傷みが非常に激
しくて、目を覆うばかりの状況のところが
各地にあります。地方の道路については、
それに輪を掛けたような状況であります。
各委員の御地元の状況もそんな状況では
ないかと思います。以前ならしっかりと舗
装の打ち替えをするようなところも、お金
がないということもありまして、簡単な補
修で済ませているところが目に付いてい
ます。
　また、資料１８にお示ししましたが、中央
分離帯には雑草が繁茂して、伐採、除草が
できていないような状況ですし、道路標識
などもさびついて見えなくなっているとこ

［資料１７］日本の道路の舗装状況日本の道路の舗装状況

国道４号栃木県内

国道７号秋田県内国道４号埼玉県内

提供：国土交通省道路局

提供：国土交通省道路局

国道２０号山梨県内

提供：国土交通省道路局

舗装の損傷状況 舗装の修繕状況

提供：日本道路建設業協会

［編集・作成：足立敏之事務所］

［資料１８］日本の道路の現状日本の道路の現状

提供：全国道路標識・標示業協会

提供：全国道路標識・標示業協会

提供：国土交通省道路局

提供：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
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ろがたくさんあります。
　これでは、物流面のみならず、観光面など様々な面でマイナスであろうかと思います。日本の幹線道路、こん
なことでいいのか、本当に心配になります。
　３０年ほど前に、アメリカでは、１９３０年代にニューディール政策に基づいて整備したインフラが一斉に老朽化し
て、橋梁が落ちたり通行できなくなるような事態が頻発しました。荒廃するアメリカというふうに呼ばれました。
日本においても、高度成長期に整備したインフラが今一斉に老朽化を迎え始めており、笹子トンネルの事故に象
徴されるような、日本でもそういうようなことが起こり始めているのではないかと心配になります。
　道路局長にお伺いしますが、日本の道路について、維持管理の面から見て深刻な状況にあり、荒廃するアメリ
カと日本が同じような状況だと言われる前にしっかりと手を打つ必要があると考えますが、見解を伺います。

　　　　　　　　　　　国土交通省　石川道路局長：お答えいたします。アメリカでは、１９８０年代に多くの道路
施設が高齢化を迎え、いわゆる荒廃するアメリカと呼ばれ、社会生活や経済活動に大き
な影響を与えました。日本におきましても高度成長期以降に整備した道路施設の高齢化
が進んでおりまして、国民の安全、安心の確保のため、道路インフラの老朽化対策にしっ
かりと取り組む必要がございます。
　国土交通省では、平成２５年に道路法を改正いたしまして、平成２６年から、国が定める
統一的な基準に基づき、橋梁、トンネルなど道路施設について点検、診断、措置、記録
というメンテナンスサイクルを持続的に回す取組を進めるとともに、地方公共団体に対

しましては財政面や技術面での支援を行っているところでございます。
　また、老朽化対策に当たりましては、損傷が深刻化してから大規模な補修を行う事後保全型から、損傷が軽微
なうちに補修を行う予防保全型へ転換することにより、構造物の長寿命化やライフサイクルコストの縮減に取り
組んでいるところでございます。
　委員の資料にもございましたように、道路の舗装につきましても、維持修繕費の削減に伴いサービス水準が十
分に確保されていない状況にございましたが、平成２８年に舗装点検要領を策定の上、点検を開始し、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ございます。
　今後とも、メンテナンスサイクルを確実なものとし、利用者が安心して使い続けられる道路を実現できるよう、
適正な予算の確保に努めるとともに、新技術の導入等によるコスト縮減や、点検結果を踏まえた予防保全型の維
持管理に取り組んでまいります。

国土交通省　石川雄一道路局長
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公共投資の確保の必要性
足立敏之委員： ありがとうございました。
 道路の維持管理レベルも早急に従来の健全な状態に戻していただくようにお願いしたいと思います。
　これまで指摘しました日本のインフラ整備の状況を考えますと、公共投資を再びしっかり進めていく必要が
あると考えます。
　日本の公共投資は、資料１９に示しますとおり、平成１０年度をピークに削減を続けまして、約４割に縮小してい
ます。なぜ公共投資を減らしてきたのか、その根拠となりましたのが、その次のページ、資料２０ですけれども、
一般政府の総固定資本形成、公共投資に当たると思いますけれども、その対GDP比であります。日本はその割
合を欧米並みに引き下げるべきとの議論を受けまして、公共投資の削減を行ってまいりました。しかし、それは
本当に正しいことだったのでしょうか。まず、日本の公共事業の特性をよく考える必要があります。日本は有数

［編集・作成：足立敏之事務（国土交通省 平成30年度予算概要資料より）］

［資料１９］公共事業予算の推移
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の地震大国で、欧米諸国に比べて厳格な耐
震設計が求められます。橋脚一つ一つとっ
ても、日本のものは欧米に比べ太くて頑丈
で、多額の費用が掛かります。また、あの
氷河で削られた平たんなヨーロッパの国々
に対して、日本は山あり谷ありの急峻な地
形で、資料２１に示しましたけれども、高速
道路の中でトンネルや橋梁などの構造物の
比率が非常に高いということになっており
まして、やっぱり欧米に比べますと、高速
道路の整備をするに当たっても費用が掛か
ります。
　さらに、日本はアジア・モンスーン地帯
にあるため、欧米と異なりまして風水害、
土砂災害への備えも大事ですし、東日本大
震災のような海溝型の大規模地震による被
害も目の前の脅威としてあることから、事
前防災にも多額の費用を要します。
　こうしたことからすると、公共投資を欧米並みに削減してきたこと自体が問題があったというふうに言わざる
を得ません。
　次に資料２２を見ていただきたいと思いますが、これは横軸が世界各国のこの２０年間の一般政府総固定資本形成、
いわゆる公共投資の変化です。横軸が公共投資の変化、縦軸はGDPの伸びです。よく見ていただければと思いま
すが、日本は公共投資を半減させて、GDPも先進国の中で唯一減らしている国であります。一方、日本以外の先
進国は、公共投資を伸ばし、GDPも大幅に伸ばし、経済成長しているんです。

［編集・作成：足立敏之事務所（OECD.Statより）］

［資料２０］諸外国の一般政府固定資本形成のGDPに占める割合諸外国の一般政府固定資本形成のＧＤＰに占める割合
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　日本が経済で一流を目指すのであれば、公共投資を伸ばし、インフラの整備水準を先進国並みに引き上げてい
く必要があると考えます。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をしっ
かり行う必要があると考えますが、秋本政務官そして財務省の木原副大臣のお考えを伺います。

［提供：国土交通省　道路局］

［資料２１］日本の高速道路は欧米より費用がかかる

日本と諸外国の構造物比率の比較

日本の高速道路は欧米より費用がかかる

［編集・作成：足立敏之事務所（OECD.Statより）］
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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 2018.6

国土交通省　秋本大臣政務官：我が国にとりまして必要な社会資本整備はこれからもしっかりと進めていくこと
が必要であると考えております。
　我が国の国際競争力を高めていくためには生産性の向上が不可欠であり、例えば、大都市環状道路、国際港湾、
国際空港等の物流、交通ネットワークを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、安全、安心
の確保の観点からは、気候変動の影響により頻発、激甚化が懸念される災害に対応するため、ハード、ソフトを
総動員した防災・減災対策を進めるとともに、計画的なインフラ老朽化対策に取り組んでいく必要がございます。
　こうした生産性の向上や、安全、安心の確保といったストック効果の高い社会資本整備をしっかりと進めてい
くためには、安定的、持続的な公共投資の確保が重要であると考えております。厳しい財政状況の中でございま
すけれども、必要な公共工事の予算の確保に努めてまいりたいと思います。

　　　　　　　　　　　財務省　木原副大臣：足立敏之委員におかれましては、公共事業、インフラ投資の御専
門としていつも大所から御指導いただいておりまして、ありがとうございます。
　公共事業につきましては、これは未来への投資として資産を形成して次世代にしっか
りと残していく、我が国は今までそのインフラをうまく利用して安定的な経済成長を果
たしてきたと、私はそのように理解をしているところです。
　資料１９にお示しいただいた公共事業予算の推移、確かに当初予算だけを見てみても、
これピークは平成９年、９.７兆円、橋本龍太郎内閣だったと思いますが、そこに比べると、
現在はおおむね６兆円の水準を安定的に確保しているとはいえ、当時からいうと４割減

ということになります。ちなみに、最小値は平成２４年でしょうかね、これは野田内閣だと思いますが、この補正
から安倍内閣、現政権が担当させていただいているわけですが、現在では６兆円を安定的に確保しているところ
です。その後、災害あるいは経済情勢等による追加財政需要に対して補正予算によって対応してきたところであ
りますが、今後とも引き続き厳しい財政事情であります。
　また、同時に、最近では人手不足等によって公共事業の担い手確保という新たな問題もあるところではござい
ますが、公共事業関係費につきましては所要額をしっかりと確保していきながら、関係省庁と連携しながら、防
災・減災対策や生産性向上のためのインフラ整備などへの重点化を引き続き推進してまいりたいと、そのように
思っております。

足立敏之委員： 現在、骨太方針の議論が今進んでおりますけれども、西田昌司議員からも再三御指摘があります
とおり、プライマリーバランスの黒字化目標の撤廃によりアベノミクスの主要な柱である財政出動を図り、公共
投資の拡大に努めていただく必要があると考えております。私個人は、当初と補正と合わせて７.５兆円から８兆
円ぐらいの規模は必要ではないかと考えておりまして、是非とも財務省、国土交通省にお願いをして、質問を終
えます。ありがとうございました。

財務省　木原稔副大臣


