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会　議　録
令和２年６月２日（火曜日）

参議院国土交通委員会における都市再生特措法改正案の質疑で「居心地が良く歩きたくなる魅力的なまちづくり」、
「災害ハザードエリアにおける立地規制」、「今後の治水対策」などについて質問をいたしました。それに先立ち、
新型コロナウイルスの教訓を踏まえ、ポスト・コロナ時代にマッチした形に「国土のグランドデザイン2050」を
見直し、それに沿って「日本版ニューディール政策」を進めるよう赤羽国土交通大臣に要請しました。また、日本の
インフラ整備について韓国に比べて公共投資が十分でなく、我が国でもしっかり公共事業費を確保してインフラ
整備を進めるべきであること、さらには財政の悪化している自治体に対して公共事業の裏負担などに交付税措置等
の支援を講ずべきであるなどを青木副大臣に質問し、ご答弁をいただきました。

― 国 政 報 告 ―

第201回 通常国会

参議院国土交通委員会
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会議録 第201回 通常国会　参議院国土交通委員会 －都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案－

足立敏之委員：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。本日は質問の機会を与えていただきまして、田名部委員長を始め、各党
の理事、委員の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。
　私は、御承知のとおり、建設省、国土交通省で長らく勤務をいたしまして、インフラ整備、防災、災害対応な
どに取り組んでまいりました。本日は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ので、よろしくお
願いいたします。

1 .新型コロナウイルスへの対応
足立委員：まずは、これまでに新型コロナウイルスによって亡くなられた皆様
に慎んで哀悼の意を表しますとともに、感染された皆様方の一日も早い回復を
お祈り申し上げます。また、医療関係を始め、国民の生活を支えるために様々
な分野で新型コロナウイルスと闘ってこられている全ての皆様に心から感謝を
申し上げます。ありがとうございます。
　さて、国土交通省では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために海や空
などの水際の感染防止対策に、赤羽大臣が陣頭指揮で国交省一丸となって対応
をしてこられました。特に、政府の基本的対処方針で定められました交通ネッ
トワークの確保、重要インフラの維持管理、公共工事など継続が求められてい
る業務の実施に全力で努めてこられました。特に整備局、運輸局の皆様、さら
にはそれを支える建設業、運輸業の皆様方にも心から感謝を申し上げたいと思
います。
　さて、 ５ 月2５日、緊急事態宣言が全ての都道府県で解除されました。これも

政府の自粛要請に応えて対応してこられた国民の皆様方、それから各企業の皆様方、そして国土交通省始め関係
省庁の皆様方のお一人お一人の御努力のたまものと心から感謝を申し上げたいと思います。

2 .ポスト・コロナ時代にマッチした「国土のグランドデザイン」の見直し
足立委員：さて、宣言は解除されましたけれども、新型コロナウイルスの影響は様々な分野に波及しております。
我が国経済に与える影響はとても大
きいと考えております。特に、様々
な民間企業が深刻な影響を被ってお
りまして、それに伴って今後の民間
投資の減退も見込まれ、景気の長期
低迷が懸念されます。私たちの生活
において、密集、密閉、密接の三密
の心配のある既存の生活様式を見直
して、ソーシャルディスタンスを
考慮した新たな生活様式への転換を
図っていくことが必要とされており
まして、仕事面でもテレワークを基
本とした新たな仕事の仕方が求めら
れています。
　こうした状況を考えますと、ちょ

［資料１］　リニアを軸としたスーパー・メガリージョンの形成 「国土のグランドデザイン2050」より
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リニア中央新幹線の開通により、三大都市圏が約１時間で結ばれ6,000万人圏に

自由民主党・国民の声　足立　敏之
国土交通省資料、足立敏之事務所編集
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うど私が国土交通省を退官した平成26年
ですが、20５0年を見据えて、国土づくり
の理念や考え方を示しました「国土のグ
ランドデザイン20５0」を当時取りまとめ
ておりましたけれども、今回の新型コロ
ナウイルスの教訓を踏まえて、いわゆる
ポスト・コロナ時代のグランドデザイン
として見直す必要があるのではないかと
考えています。
　「国土のグランドデザイン20５0」とい
うのは、お手元の資料 1・資料 2に示し
ましたリニアを軸としたスーパーメガ
リージョンとか、コンパクト・プラス・
ネットワークなどを基本戦略としており
ます。ポスト・コロナということを考え
ると、少しマッチしていないところが出
始めているんじゃないかと感じるところでもあります。
　グランドデザインの見直しに当たりまして考えるべき点、私見でございますが申し上げたいと思います。まず
集中から分散への回帰ということではないかと思います。東京一極集中の是正も含めまして、都市と地方の役割
の見直し、それを踏まえた地方の活性化、こういったことを進める必要があると考えます。これまでの集中、集
約あるいは高度化、効率化を目指したまちづくり、地域づくりから、もう少しゆとりだとかそういったことを考
えた人中心のまちづくり、あるいは、緑や水辺など自然と調和したまちづくり、地域づくりへと転換する必要が
あるのではないかと考えます。
　また、テレワーク、リモートワーク中心の新たな仕事の仕方への転換、これも必要とされておりまして、それ
を支えるデジタル時代のまちづくり、住まいづくり、こういったことも大事だと考えております。
　また一方で、海外に過度に基盤を求めた脆弱なサプライチェーン、かなり今回も指摘がございましたけれども、
経済安全保障の観点からも一定程度は国内に回帰させることも必要ではないかと考えております。さらに、イン
バウンドに大きく依存した観光産業についても考え直す時点に来ているのではないかと思います。
　赤羽大臣は、先週 ５ 月29日、経済財政諮問会議において、防災・減災対策及び老朽化対策という 2 つの大きな
課題に集中的に取り組む、そのことに加えて、強靱な経済構造を構築するための生産性の向上や民間投資の誘発
に直結する社会資本の整備を戦略的に進める、そのことにより、我が国の安心と成長の未来を実現すると主張さ
れておられました。大変心強い限りです。
　そうした考え方を基に、新型コロナウイルスの教訓を踏まえて、ポストコロナ時代にマッチした持続可能な社
会という観点で国土のグランドデザインを見直すべきと考えますが、赤羽大臣の見解をお伺いいたします。

　　　　　　　　　　　　赤羽一嘉国土交通大臣：まず冒頭、今般の新型コロナウイルスの対策に対しまして、
我々国土交通省の職員、また、所管の公共交通機関を始め、業界団体の皆様方に温か
な激励のお言葉をいただきましたことに、まず心から感謝を申し上げたいと思います。
　新型コロナウイルスにつきましては、非常事態は解除されたものの、この 6 月 1 日
からの通勤通学の例えば電車のラッシュも戻りつつあり、やっぱり緊張感を持ってこ
の拡大、再発防止、また早期の収束を目指して全力を尽くしていかなければいけない
ということで気を引き締めてやっていきたいと思いますので、まだ引き続き御指導よ
ろしくお願い申し上げたいと思います。
　今、御質問のこれからの国土の在り方ということでいえば、まず、感染症のこの事

態がなければ、少子高齢化、人口減少化、過疎化が進む中でどうしていくのかという中で、当然、様々なことを

赤羽一嘉国土交通大臣

［資料２］　コンパクト＋ネットワーク 「国土のグランドデザイン2050」より

基本戦略： 拠点機能をコンパクト化し、中山間地で小さな拠点形成を推進し、高次都市機能維持に必要な概ね
３０万人圏域人口確保のネットワーク化を図る。
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「コンパクト＋ネットワーク」の形成

○ 観光、地域ビジネス・雇用による活力ある地域
○ 子育て・高齢化に対応した豊かな生活環境
○ 地域を支える産業の担い手の確保・育成等

大都市・他の圏域

雇用と豊かな生活環境の創出
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市街地
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地域の公共交通ネットワークの再構
築

地域の公共交通ネット
ワークの再構築

自由民主党・国民の声　足立　敏之
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考え、コンパクト・アンド・ネットワークを形成したりとか、あと、当然、この近年の激甚化、甚大化、また頻
発化する災害に強い地域づくりと、これはもう足立先生からの御指導あったとおりだと思っておりますが、今回
これに加えて新たな感染症、未曽有の感染症、これが世界中に蔓延しているという状況の中で、今後の国土の在
り方というのをどう考えるかということは大変大きなテーマだと思っております。
　現時点において、コロナ後の国土の姿を正確に描くというのはまあ難しいとは思いますが、私、個人的に思っ
ておりますのは、2５年前の阪神・淡路大震災を経験したときに、神戸の町がどうだったかというと、例えば災害
公営住宅というのは高齢者だらけ、平均7５歳ぐらいの住宅がたくさんできて、中の自治会もつくれないような状
況が幾つも起こりました。これはある意味では、20年後の我が国の状況が随分前倒しで現出されたと、そうした
将来の課題が直面に突き付けられるというのがこういう大きな災害とか感染症だと思っております。
　ですから、この感染症の拡大自体は大変つらくて厳しいものでありますけれども、私は捉え方としては、これ
は将来の課題が、今ある意味では顕在化、このことによってされたと、ですから、このことを非常に明確にして
どう取り組むのかと、やっぱり前向きにこのことを捉えていかなければいけないと。
　私は、よく毒をもって薬となすというような思いで考えていかなければいけないとなると、様々この感染症の
現時点でも示唆的な状況というのはあると思います。今、足立委員からお話あったとおりであるんですけど、やっ
ぱり一つは、接触機会の軽減のためのテレワークという働き方ですとかデジタル化、こうしたものはやっぱり必
須ですし、ある意味では、その結果、高い都心の中にオフィスを構えるよりも、地方に住んで十分仕事ができる
とか、あとは、私もかねがね申し上げておりますが、 2 拠点居住、こうしたものが、やっぱりそうした選択がさ
れるだろうと。
　また、経済的に言うと、サプライチェーンの見直しということで、ある程度地産地消型の経済圏というのも、
やっぱり各企業ともそうしたことをやらないとリスクヘッジにならないと私はそう考えております。
　加えて、そうしたことから、かねてより東京一極集中主義を改善しなきゃいけないというのは、皆、総論では
言うんですけど、なかなかそのきっかけがなかったわけでありますが、これは今回のことで様々な大きなきっか
けになるのではないかと。この東京一極集中を改善するということは災害や感染症のリスクの軽減にもつながり
ますし、社会経済としての強靱性ということが保たれると思っておりますので、是非東京一極集中の是正をする、
それは裏腹に、それぞれの地方の創生にもつながると思っております。

　本来の我が国が持っている各地方の魅力とか伝統的
な文化、技術とか産業、こうしたものをもう一度よみ
がえらせるようにしていかなければいけないと思いま
すし、また、やっぱりゆとりのある空間ということが
これからニューノーマルの生活様式でも求められてお
りますので、ある意味では豊かで健康的な暮らし方、
生き方、働き方というものが価値を持っていくのでは
ないかと思いますし、それを支える意味では、地域公
共交通機関では課題でございましたが、自動走行です
とか、ＡＩとかＩｏＴを活用した人手不足を補う物流の機
械化、昨日も実はちょっと物流業界の現場に行ってま

いりましたが、そうしたことが非常に大事になってくるのではないかと思っております。
　様々な課題で、ちょっと五月雨式な答弁で申し訳ないんですが、私の言いたいことは、大変大きな我が国が抱え
ている問題を、今、顕在化されたということで、前向きに、しっかりと先を見通して国土形成づくり、しっかり国
交省としても取組を進めていきたいと思っておりますので、今後とも御指導よろしくお願いしたいと思います。

足立委員：ありがとうございました。
　現行の国土のグランドデザインは当時の太田大臣の強い思いで作成されたものでございますけれども、今回、
コロナの影響を受けまして、赤羽大臣の、今、お聞かせいただいた熱い思いと強いリーダーシップで、この国土
のグランドデザインの見直しを是非お願いをしたいと思います。
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3 .建設分野における影響と海外進出企業への影響について
足立委員：次に、建設分野への影響について御質問申し上げます。
　 ５ 月19日の国土交通委員会でも質問をさせていただきましたが、その後の状況も踏まえまして今日は質問させ
ていただきたいと思います。
　お手元の資料 3にデータを示しましたが、帝国データバンクが 4 月に実施した調査によりますと、資料の右下
のグラフですけれども、今年度の業績が既にマイナスの影響があると見込んでいる建設会社が43.2％、今後マイ
ナスの影響があると見込んでいる社が44.6％、合わせてマイナスと見込んでいる建設会社が既にもう 9 割と、大
変な数値に上っております。
　また、個々の建設会社あるいは住宅
建設会社の今年度末の業績見通し、こ
れも資料3に示させていただきました
けれども、現時点で、工事中断等の影
響はもうほとんどないのですが、今後
見込まれるディベロッパー、それから
不動産、ホテル、物流など民間建設投
資の落ち込み、これが大変厳しくて、
さらには、後ほど申し上げます海外で
の建設投資の先行きの不透明感もあっ
て、2割から3割の減益見通しのみな
らず、５割を超えるような減益の見通
しを示している会社もあります。大変
深刻な状況と言わざるを得ないと思い
ます。
　中でも、海外受注で業績を伸ばし
てきた建設会社あるいは住宅建設会社等、たくさんおられますけれども、この新型コロナウイルスの影響で、海
外の現場を閉所して派遣していた社員を帰国させたり、建設コンサルタントについても海外業務を打ち切らざる
を得なくなったり、海外事業にも大きな影響が出ていると聞きます。
　今後、更に大幅な事業の縮小があると非常に困るなと思っておりますけれども、海外でダメージを受けている
国内の建設業や建設コンサルタントの状況について、国交省としてどのように受け止め、今後どのような支援を
考えているのか、岡西国際統括官にお聞きしたいと思います。

　　　　　　　　　　　岡西康博国際統括官：お答え申し上げます。
　新型コロナ感染拡大に伴う海外の建設工事等を受注している日本の建設業への影響に
ついては、国土交通省において随時ゼネコン、建設コンサルタントなどの各企業や業界
団体から聞き取りを行い、把握に努めているところであります。
　それによりますと、各国政府の移動制限措置や工事の中断命令の発出状況などは国に
よって異なりますが、我が国のゼネコン、建設コンサルタントの多くは工事などの一時
中断や体制の大幅な縮小を余儀なくされており、各企業の経営やプロジェクトの進捗に
大きな影響が出るおそれがある状況と聞いております。

　また、今後、感染が収束し、工事等を再開する段階においては、我が国企業と発注者である相手国政府などと
の間で工期の延長や追加的な経費の負担などについて本格的に協議を行っていくことになりますが、企業からは
相手国政府等との協議が難航するのではないかとの懸念の声も寄せられています。
　国土交通省といたしましては、海外の建設工事等を担う建設業への影響は非常に大きく、今後更に深刻化し
ていくおそれがあると認識しており、ゼネコンや建設コンサルタントからの情報を関係府省、機関とも情報共

国土交通省　岡西康博国際統括官

［資料３］　2021年3月期の建設業の業績見通し
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既にマイナス 今後マイナス

帝国データバンク発表数値を足立事務所でグラフ化

【大手建設会社】 【住宅会社】

企 業 前期比 企 業 前期比

A社 ▲54% Q社 ▲55%

B社 ▲23% R社 ▲26.2%

C社 未定 S社 ▲3%（21/1期予想）

D社 未定 その他5社 決算短信の発表なし

【中堅建設会社】

企 業 前期比

E社 ▲35.7%

F社 ▲35.4%

G社 ▲30.6%

H社 ▲29.6%

I社 ▲26.5%

J社 ▲20.8%

K社 ▲17.3%

L社 ▲13.3%

M社 ▲12.9%

N社 ▲10%

O社 ▲9.7%

P社 ▲3.9%

その他8社 未定

※ 未定は、新型コロナウイルスの影響を現時点で合理的に算定することが困難

自由民主党・国民の声　足立　敏之
報道発表データを元に足立敏之事務所作成
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有するとともに、政府一丸となって可能な限
り支援を行っていく必要があると考えてお
ります。
　このため、新型コロナ感染拡大後、国土交
通省では、外務省、ＪＩＣＡ等の関係府省、機
関と情報共有や意見交換を行ってきておりま
すが、感染収束後、日本のインフラシステム
海外展開が途絶えることのないよう、引き続
き関係府省、機関と連携した支援に積極的に
取り組み、ゼネコンや建設コンサルタントの
不安を少しでも解消できるように努めてまい
ります。

足立委員：ありがとうございました。
　先週の国土交通委員会で、共産党の武田委員から建設分野の方々に対するＰＣＲ検査というお願いがありまし
たけれども、私からも 1 点お願いがありますが、今お話のありました海外の業務の関係の帰国者だとか渡航者の
ＰＣＲ検査をできるだけ迅速に実施できるような、そういう手だてを是非考えていただきたいと思います。やっ
ぱり 2 週間のロスというのは仕事上も非常に大きい事でございます。是非とも企業の海外進出の要とも考えます。
その辺についても御配慮をお願いしたいと思います。

4 .ポスト・コロナ時代にマッチした「日本版ニューディール政策」
足立委員： ５ 月27日に 2 次補正が閣議決定されております。しかし、 1 次補正、 2 次補正は基本的に民間投資の
冷え込みへの対策までは考慮されてないと思います。新型コロナウイルスの感染が一定程度収束した段階で、そ
こから景気を支えるための次の経済対策が改めて求められると考えております。
　前回、５ 月19日もお話しましたけれども、1930年代の世界大恐慌の後にアメリカで行われたフランクリン・ルー
ズベルト大統領提唱による「ニューディール政策」を参考に、「日本版ニューディール政策」を進めていただく
よう大臣にもお願いしたところですが、本日、新たな国土のグランドデザインの作成もお願いをいたしましたの
で、その基本的な考え方に沿って、ポスト・コロナ時代にマッチした「日本版ニューディール政策」というもの
を取りまとめていただいて、推進していただくように改めて赤羽大臣にはお願いしたいと思います。
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５ .日韓の公共事業の比較について
足立委員：ところで、韓国では、文在寅大統領が今回の新型コロナウイルスの影響への経済対策として、大規模
な公共事業を韓国版ニューディールとして実施すると表明されておられます。
　お手元の資料 4を御覧いただきたいのですが、韓国のインフラ整備の予算でございますけれども、20年間で2.５
倍に伸びております。一方、日本はその間半減をしておりまして、日本を大きく上回るスピードで韓国のインフ
ラ整備は進んでいます。
　次の資料 5を見ていただきまし
て、いろんなインフラの整備状況
の比較でございますけれども、高速
道路やダム、港湾、空港など、イン
フラ整備の面で大きな差が付いてし
まっているのが実情ではないかと思
います。
　巨大な仁川空港に到着して、ソウ
ル市内に向かうときに 4 、 ５ 車線も
ある高速道路を走っていくというの
を皆さんも御経験されていると思い
ます。私も10年以上前なんですが、
それを見たときに愕然として、これ
は日本の方がもうインフラ整備遅れ
ているんじゃないかと危惧したこと
もあります。先生方も同じ危機感を
是非持っていただければ有り難いと
思います。
　その韓国が韓国版ニューディール
政策で更にインフラ整備を進めると
いうことなんですが、何とか日本版
ニューディール政策についても負け
ないようにしっかり進めていただき
たいと思います。
　日韓の公共事業の動向やインフラ
整備の進捗状況を踏まえますと、日
本でも公共投資をしっかり確保して
インフラ整備を進める必要があると
考えますが、青木副大臣の見解をお
伺いいたします。

青木一彦国土交通副大臣：足立委員にお答えいたします。
　社会資本の整備、これは未来への投資でありますし、自然災害から国民の命と暮らしを守るとともに、生産性
の向上や民間投資の誘発を通じて、地方を含め我が国の経済成長を支えるものだと考えております。
　先ほどニューディール計画の話をされました。そのことも踏まえまして、委員が御指摘の韓国との比較でござ
いますが、我が国の整備水準については、これは自然や国土の条件等、様々な違いを踏まえると一概には比較す
ることは難しい面もございますが、先ほど委員がおっしゃいましたように、 4 車線以上の高速道路の割合が韓国
に比べて少ない、釜山港に比べ、我が国の国際コンテナ戦略港湾では大型のコンテナ船が入港できる水深16メー

［資料５］日本と韓国のインフラ比較
日 本 韓 国

道路

国土面積当たりの高速道路延長（㎞/千㎢） 29.8 41.8

車両保有台数当たり延長（km/万台） 1.5 2

4車線以上の高速道路延長比率 62% 100%

ダム
有効貯水容量5億㎥以上のダム（基） 0 8

最大ダムの総貯水容量比較 6.6億㎥ 徳山ダム 29億㎥ ソヤンガンダム

港湾
主要港湾における

規模比較

コンテナ取扱個数
（万TEU)

831

京浜港

2,166

釜山港
16m以深コンテナ

バース数
7 26

空港

主要国際空港における国際貨物取扱量（トン） 2,198,012

成田国際空港

2,825,955

仁川国際空港主要国際空港における国際旅客数(人） 35,296,163 67,676,147

主要国際空港の滑走路本数／合計延長（m） 2/ 6,500 3/ 11,500

自由民主党・国民の声　足立　敏之
国土交通省提供データを元に足立敏之事務所作成

［資料４］日本と韓国の公共投資の推移

54.57

274.39

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00
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300.00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

日本 韓国

一般政府総固定資産形成の推移
平成８年（日本の一般政府固定資産形成のピーク）を１００とした指数

※一般政府総固定資産形成とは

一般政府の行う社会資本投資。国民経済計算における国民総支出の構成要素。一般政府とは中央政府、地方政府、社会保障
基金の３つから構成され、政府サービス生産者に対する制度部門である。公共投資が用地費を含むのに対し、一般政府総固定資
産形成はこれを含まない

※一般政府固定資本形成は名目値を活用

自由民主党・国民の声　足立　敏之
国民経済計算、OECD. Statをもとに足立敏之事務所作成

7



会議録 第201回 通常国会　参議院国土交通委員会 －都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案－

トル以上の大水深岸壁が少ない、仁川空港に比べ、成田空港の滑走路の本数が少ない
といった指摘があるのも承知をいたしております。
　例えば、高速道路を四車線化すれば、災害時に通行止めが早期に解消できる、安定
性や安全性の向上が期待されます。そして、世界的な大型化が進展するコンテナ船の
入港が大水深の岸壁を整備すれば可能となるほか、成田空港の第 3 滑走路の整備等を
行えば首都圏全体で年間発着回数およそ100万回が実現されるなど、港湾、空港の国
際競争力の強化等が図られることが期待されます。
　国民の安全、安心の確保、経済成長、地域の活性化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ま

いりたいと考えております。

足立委員：ありがとうございます。

６ .自治体への財政支援について
足立委員：ところで、今後、経済対策として公共事業を進めるためには自治体の負担が必要になってまいります。
しかし、新型コロナウイルスによる影響で自治体自体も税収が悪化して、財政事情も非常に厳しい状況になって
います。
　今後、経済対策を進める際には、あのリーマン・ショックの際とか東日本大震災の際に実施した直轄事業の負
担金の裏負担とか、補助事業、交付金事業の自治体負担分について交付金などで国が支えるという地域の元気交
付金というのがありましたけれども、こういう措置が今回も必要ではないかと考えますけれども、国土交通省青
木副大臣の御見解をお願いします。

青木一彦国土交通副大臣：お答えいたします。
　私も地方出身で、基礎自治体、そして県、財政的にかなり厳しいところたくさんあるということも存じており
ます。
　その中で、委員が御指摘のように、リーマン・ショックや東日本への対応のため、政府が地方負担の軽減を図
り、地域における公共投資が円滑に実施されるよう、リーマン・ショックの際には地域活性化・公共投資臨時交
付金、そして東日本のときには地域経済活性化・雇用創出臨時交付金といった地方公共団体に対する支援措置が
講じられたことは承知いたしております。地域における公共工事事業を円滑に進めていくためには、やはり地方
自治体の負担にしっかりと配慮することが大変重要と考えております。
　今後、政府におきましても、御指摘のような支援措置について検討がなされる場合、国土交通省といたしまし
ては、関係省庁としっかり連携し、対応をしてまいりたいと考えております。

青木一彦国土交通副大臣

8
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７ .都市再生特別措置法の改正案について
足立委員：ありがとうございます。この点、非常に重要ですので、よろしくお願いしたいと思います。
　さて、本日の本来のテーマであります都市再生法改正案の質疑の方に移らせていただきたいと思います。

１ ）居心地が良く歩きたくなる魅力的なまちづくりについて

　法案の一つの柱であります居心地が良く歩きたくなるまちなかの創出がうたわれておりますけれども、これは
先ほどもお話ししましたポストコロナ時代にマッチしたとても大事な考え方ではないかと考えております。緊急
事態宣言発出時に、私もステイホームをしていたときにウオーキングで町中を歩いて、こんないいところがある
んだという再発見（資料 6・資料 7）をしたんですが、そういう意味で、いろんな取組が各地で進んでいると思
います。こういった施策を総合的に
進めるという意味で、今回の法改正、
非常に重要だと思っています。
　実は、昨年、前都市局長の青木局
長からお勧めいただいて、宮崎県日
南市の油津商店街に伺いました。お
手元、資料 8をお配りしておりま
すけれども、わざわざ﨑田市長さ
んに御案内いただきました。なかな
かユニークな優れた取組がされてお
りまして、スーパーマーケットをリ
ノベーションしたサロンのような施
設だとか、新たな発想のゲストハウ
スとか、多彩な店舗が入ってカラフ
ルなコンテナ村みたいなものが町中
にあって、ウオーカブルな範囲内で
いろんな取組が進められておりまし
て、歩いて過ごすのにちょうどいい、
そんな感じのまちづくりが行われて
おりました。
　また、一方で、リフォームされた
ＩＴ系の企業が入っているビルでは、
若い人たちが楽しそうににぎやかに
仕事をされているのを見て、大変羨
ましく思ったこともあります。こう
いう都市再生の新たな形を見せてい
ただいたという感じがしておりまし
て、こうした取組はしっかりと応援
をしていただきたいと思います。
　この日南市のようなまちづくりに
ついて国交省としてどのように評価
しているのか、そしてこうした取組
はどう普及させていくのか、さらに
は今回の法改正で居心地が良く歩き

［資料７］ウォーカブルな街づくり

JR姫路駅北口駅前広場展望デッキから正面に姫路城の天守閣（提供：国土交通省）
）

北海道庁旧本庁舎面にあるイチョウ並木（撮影：足立敏之事務所）

南池袋公園、カフェも敷地内にあり毎日多くの人が行きかう
（撮影：足立敏之事務所）

車中心のJR姫路駅前の広場空間を人が交流するおもてなし広場へと転換
（提供：国土交通省）

自由民主党・国民の声　足立　敏之
国土交通省提供、足立敏之事務所撮影

［資料６］身近なウォーカブルな街づくり

西小山 ハジマリヒロバ 西小山 ハジマリヒロバ

不動前 駅前商店街

五反田高架下

武蔵小山駅前 ザ・モール 荏原町 立会川緑道

自由民主党・国民の声　足立　敏之
足立敏之事務所撮影
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たくなるまちの創出が目指している点につ
いて、北村局長にお伺いしたいと思います。

北村知久都市局長：お答え申し上げます。
　委員御指摘の宮崎県日南市の事例は、こ
れは、シャッター街化した油津商店街にお
いて民間が主体となって既存小店舗の改修
等を行った商店街の再生につながったとい
う事例でございます。
　この事例のポイントとして私どもが理解
しておりますのは、 1 つは、日南市の方に
おいて、このまちづくり全体をコーディ
ネートする民間のマネジャー、こういう方
を全国から公募、選定して、このマネジャー
がまちづくりの担い手の立ち上げとか店舗
の誘致に取り組んだと。一方で、その民間
のマネジャーや市民が出資する民間会社でございます油津応援団というところが商店街の一部を解体し、敷地の
オープンスペース化とか建物の一階部分のガラス張り化ということをやって人々が憩える空間をつくったという
ことで、行政と連携しながら民間主体でオープンスペースなどの交流・滞在空間の整備が進められた点だと考え
てございます。
　日南市の事例のように、行政による取組だけではなく、民間自身がオープンスペースの提供を行って官民が一
体となって空間整備を行うと、これは非常に質の高い交流・滞在空間の創出につながるものであり、まちづくり
の重要な手法であると私どもも高く評価しているところでございます。
　ただ、一方で、こういったような取組はまだまだ全国的には限られてございまして、まちづくりの手法として
定着しているとは言い難い状況でございます。こういったことを踏まえまして、今回の法改正におきましては、
こういった交流・滞在空間の創出に向けた官民の計画をそのまちづくりの計画に位置付ける、官民で計画を作っ
ていただいて、私ども、この法律の制度、また予算、税制とのパッケージによる支援を行うことで居心地が良く
歩きたくなる空間づくりを促進すると、こういったものにつながっているということでございます。

足立委員：ありがとうございました。

2 ）浸水域管理の必要性について

　次に、災害対応の質問させていただきた
いと思いますけれども、お手元、資料 9で
ございますけれども、昨年の台風19号によ
る東日本の豪雨災害を始めとする災害で、
浸水被害によって多様な被害が生じまし
た。例えば、佐賀県で工場から油が流出し
たり、郡山市ではバスが大量水没したり、
御承知のとおり、新幹線の車両基地が水没
したり、医療機関、病院や高齢者施設など
がたくさん水没するなどの影響が出まし
た。これらの被害は、恐らくハザードマッ
プの情報が事前にちゃんと伝わっていれば

［資料８］　都市再生のモデル「宮崎県日南市油津商店街」

自由民主党・国民の声　足立　敏之
足立敏之事務所撮影

［資料９］　浸水により生じた多様な被害

本宮市 谷病院周辺浸水被災地(撮影：本宮市）
長野市 北陸新幹線車両基地浸水被災地（撮影：足立敏之事務所）

郡山市 福島交通バス車庫周辺（撮影：国土地理院） 佐賀県大町町 油流出周辺被災地(撮影：国土交通省）

自由民主党・国民の声　足立　敏之
国土交通省・国土地理院・本宮市提供、足立敏之事務所編集
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未然に防ぐことができたのではないかと考えます。地球温暖化の進展で浸水被害の拡大が懸念される中で、やっ
ぱり浸水域管理というようなことも必要ではないかと考えています。
　実は、昨年11月の参議院国土交通委員会あるいは災害対策特別委員会で、北村局長あるいは内田審議官に、浸
水域をしっかり管理して土地利用規制をしたり建築規制をしたり、そういった取組をしてほしいという質問をし
まして、局長や審議官からはしっかり受け止めて対応していくんだという決意をお聞かせいただきました。その
結果が本日の法改正につながっていると私も認識しておりまして、局長を始め都市局の皆さんには感謝を申し上
げたいと思います。
　今回の法改正によりまして、浸水域においてどういった効果を考えているのか、北村局長にお伺いいたします。

　　　　　　　　　　　北村知久都市局長：近年、頻発、激甚化する自然災害に対応するためには、堤防の整備
や既存ダムの洪水調整機能の強化等を推進するとともに、開発規制、立地誘導、移転の
促進などの土地利用方策についても効果的に組み合わせて総合的な対策を講ずる必要が
ございます。
　本法律案におきましては、まず、土砂災害特別警戒区域などのいわゆる災害レッドゾー
ンにおいて、病院、社会福祉施設、店舗等の開発を原則として禁止すること、また浸水
ハザードエリア等において市街化調整区域における開発許可を厳格化するなど、災害ハ
ザードエリアにおける新規開発の抑制を図ってございます。

　また、既に災害ハザードエリアに立地する住宅や病院、福祉施設等の移転の促進について支援制度の拡充を図
るとともに、市町村が主体的に市民や施設の所有者の意見調整をした上で手続の代行等をして、そういう計画作
り、コーディネートをする制度を創設しております。
　加えて、そのコンパクトシティーの取組でございます立地適正化計画において、洪水における浸水想定等の災
害リスクを考慮した上で居住誘導をすると。居住誘導区域における避難地、避難路の整備とか宅地のかさ上げ等
の防災対策を定める防災指針を位置付けるということで、防災というものをまちづくりの基本に位置付けるとい
うような改正を行ってございます。
　国交省としては、これらの措置を講ずることにより、防災の観点を入れて安全にまちづくりをする、こういっ
たものが全国的に普及するような、そういう方向で全力を傾けてまいりたいと考えてございます。

足立委員：浸水域の管理は非常に重要ですので、よろしくお願いしたいと思います。

国土交通省　北村知久都市局長
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３ ）地球温暖化に伴う気候変動の影響について

　次に、気候変動に伴う豪雨災害の増加について伺います。
　資料10を御覧ください。
　温暖化によりまして、今後、降雨が
どういうふうに変わるかというのが水
管理・国土保全局で検討されておりま
して、この左側の下に表がありますけ
れども、気温が 2 度上昇すると北海道
や九州北西部で1５％雨が増加する、気
温が 4 度上がると北海道や九州北西部
では降雨量が約40％増える、その他の
地域でも20％増えるというような結果
が発表されています。これは大変深刻
な状況でございます。
　こういう状況を受けまして、国土交
通省では、気候変動を踏まえた水災害
対策検討小委員会を立ち上げて、今現
在検討に入られたと聞いております。
ホームページや専門紙の記事で流域治
水というような文言を見させていただ
きましたけれども、非常にいい方向の検討ではないかと思っております。
　今後の治水対策についてどのような方向で検討を進めようとしているのか、五道水管理・国土保全局長に伺い
ます。

　　　　　　　　　　　五道仁実水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　今委員から御指摘のように、昨年より小委員会において検討をしているところでござ
います。この小委員会の議論を踏まえまして、河川管理者などが治水を行うとともに、
住民に的確な避難などを求めるという、今までの水防災意識社会の再構築の取組を更に
一歩進めて、河川管理者が行う治水対策の強化を図った上で、国、地方自治体、企業、
住民などが、あらゆる関係者が協働して流域全体で治水対策に取り組む流域治水へ転換
していくことは重要であると考えてございます。
　この考え方は、昨年の被害を受けました信濃川を始めとする流域治水プロジェクトに

も取り入れているところでございまして、具体的には、河川管理者が行う河道掘削や遊水地などの整備の強化と
加えて、利水ダムの事前放流の強化や民間による貯留施設の整備など、これまで主体的に治水対策に関与してこ
なかった流域のあらゆる関係者に参画いただくとともに、水田の活用、土地利用規制、住まいの工夫、住まい方
の工夫など、流域のあらゆる場所で治水対策に取り組んでいくこととしております。
　今後とも、このような流域治水への転換を進めまして、防災・減災が主流となる安全、安心な社会づくりに努
めてまいります。

足立委員：どうもありがとうございました。
　今お話のありました気候変動に備えた防災・減災対策の強化を含めまして、ポストコロナ時代の国土のグラン
ドデザインに沿った日本版ニューディール政策、これをしっかり推進していただくように赤羽大臣を始め国土交
通省の幹部の皆様方にお願いをして、私の方からの質問を終えさせていただきます。
　以上です。ありがとうございました。

国土交通省　五道仁実水管理・国土保全局長

［資料１0］　地球温暖化に伴う降雨量の変化

北海道北部、北海道南部、
九州北西部

１．１５ １．４ １．５

その他１２地域 １．１ １．２ １．３

全国平均 １．１ １．３ １．４

ＲＣＰシナリオ（代表濃度経路
シナリオ）による平均気温上昇
予測（ＩＰＣＣ第5次評価報告書
より）

平均気温が２℃及び４℃上昇した場合
の降雨量増加率の予測

自由民主党・国民の声　足立　敏之
IPCC評価報告書（気象庁訳）資料、国土交通省資料　足立敏之事務所編集


