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会議録 第204回 通常国会　参議院決算委員会

足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。
　本日は質問の機会をいただきまして、野村委員長、各理事の皆様に感謝を
申し上げたいと思います。
　私は、建設分野、建設産業の代表としてこれまで活動してきておりますけ
れども、本日はインフラ整備、防災、災害対応に取り組んだ経験を生かしま
して、「インフラ整備と日本の豊かさ」というテーマで質問をさせていただ
きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

1.脆弱な日本
足立委員：まずは、日本の自然災害に対する脆弱性について伺いたいと思います。
　平成29年の九州北部豪雨、平成30年の西日本の豪雨災害、令和元年の台風19号による東日本の豪雨災害、令和
2 年の球磨川の水害など、これまで経験したことがないような極めて大規模な水害や土砂災害が毎年発生をして
います。このような状況を考えますと、地球温暖化に伴って気候が大きく変化し、これまで生じていなかったよ
うな現象が発生しているのではないか、そのように懸念をされます。

◇地球温暖化の進展に伴う水害・土砂災害の増加について
足立委員：気象庁では、お手元にお配り
した資料 1の方にお示しをしたとおり、
1991年から2020年の間の30年間の日降水
量200㎜以上の大雨の日数というのが、
1900年代の初め、1901年から1930年の間
の30年間に比べて1.7倍に増加している
としてします。
　また、今後の予測は、資料 2ですけれ
ども、文部科学省と気象庁が「日本の気
候変動2020」という資料を発表されてい
まして、今世紀末には 2 度上昇するとい
うパリ協定で合意された目標が達成され
た場合に、21世紀末の日降水量200㎜以
上の大雨の年間日数、これが20世紀末に
比べて約1.5倍に増加すると見込まれて
います。
　さらに、温室効果ガスの排出がより高
いレベルで続くと想定した場合、いわゆ
る 4 度上昇シナリオの場合では、21世紀
末の日降水量200㎜以上の年間日数、こ
れが20世紀末に比較して2.3倍に増加す
ると予測されています。
　地球温暖化の進展に伴いまして、今後
引き続き水害、土砂災害が増加していく
懸念があるのかどうか、気象庁長官に伺
いたいと思います。

［資料１］�大雨発生回数の増加傾向

平均0.07日
（1901〜1930年）

平均0.12日
（1991〜2020年）

1.7倍

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：気象庁資料を基に足立敏之事務所加筆・編集

［資料２］�2℃及び4℃上昇シナリオによる将来の降水量予測

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：文部科学省及び気象庁資料「日本の気候変動2020」を基に足立敏之事務所編集
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　　　　　　　　　　　長谷川直之気象庁長官：気象庁から、水害や土砂災害をもたらす大雨の状況についてお
答えいたします。
　気象台などの過去100年以上の観測データによりますと、今お話ございましたとおり、
災害をもたらすような大雨の発生回数には増加傾向が見られております。これには地球
温暖化が影響している可能性があると考えております。
　また、将来につきましても、ただいま委員から御紹介いただきましたとおり、文部科
学省と気象庁が昨年12月に発表した「日本の気候変動2020」において、温室効果ガスの
排出が高いレベルで続く場合でも、またパリ協定の 2 度目標が達成された状況であって

も、今世紀末には災害をもたらすような大雨の発生回数が増加すると予測しております。
　こうした大雨の頻度の増加は、気温が上がるほど空気中に含むことのできる水蒸気の量も増えるという性質を
反映した温暖化に伴う気候の変化の一つだと考えられます。
　気象庁といたしましては、引き続き気候変動の監視や予測を充実強化し、地球温暖化対策に資する情報の発信
に努めますとともに、災害をもたらす大雨の頻度が今後増えることを念頭に、的確な防災気象情報の提供に努め
てまいります。

足立委員：ありがとうございました。
　やはり深刻な状態だと思います。気象
庁からは国民の皆様にしっかりと警鐘を
鳴らしていただくようにお願いしたいと
思います。
　ところで、地球温暖化対策といいます
と、CO2対策など温室効果ガスの削減を
図る緩和策、こちらの方に注目が集まり
がちなんですけれども、実際に発生して
きている様々な影響に対する対策を行う
いわゆる適応策、こちらも非常に大事だ
と考えています。
　国土交通省では平成30年 4 月に、気候
変動を踏まえた治水計画に係る技術検討
会、これを立ち上げました。お手元の資
料 3です。こちらに示すとおり、温暖化
に伴いまして気温が 2 度上昇した場合
に、下の方の表なんですけれども、降水量が北海道や九州北西部で15％増加する、他の地域でも10％は増加する
と、予測をしています。また、更に温暖化が進行して気温が 4 度上昇する場合ですけれども、北海道や九州北西
部では降水量が約 4 割、40％、その他の地域でも20％増加すると見込まれるという結果を発表しています。これ
は大変深刻な状況です。
　このような状況に対応するため、国土交通省では、令和元年11月、社会資
本整備審議会に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
検討を行い、気候変動に伴う治水安全度の低下に河川整備のスピードが追
い付かないという大変な状況ですけれども、これを踏まえまして、河川の
関係者だけではなく流域内のあらゆる関係者が被害の最小化のために協働
して洪水に備える「流域治水」という考え方を導入することとされました。
　毎年激甚な水害、土砂災害が発生していることを踏まえますと、ハード、
ソフト両面にわたって施策を総動員して事前の防災対策に当たるべきと考
えますが、赤羽国土交通大臣の御見解をお願いいたします。

長谷川直之気象庁長官

［資料３］�地球温暖化に伴う降雨量の変化

北北海海道道北北部部、、北北海海道道南南部部、、
九九州州北北西西部部

１１．．１１５５ １１．．４４ １１．．５５

そそのの他他１１２２地地域域 １１．．１１ １１．．２２ １１．．３３

全全国国平平均均 １１．．１１ １１．．３３ １１．．４４

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（ＩＰ
ＣＣ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　　
出典：IPCC評価報告書（気象庁訳）及び国土交通省資料を基に足立敏之事務所編集
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　　　　　　　　　　　　赤羽一嘉国土交通大臣：私自身、一昨年の 9 月に国土交通大臣に就任した直後に、当
時の台風15号、17号、19号と経験し19号は令和元年東日本台風という未曽有の大型台
風となりました。全国で142箇所で堤防が決壊し、一級河川、国の直轄の一級河川で
も 7 河川がやられるという、考えられないような状況でございました。
　私も素人ながら現場を見て思ったことは、台風19号だけではなくて、真備地区、倉
敷の真備地区にも行きまして、やはり治水対策、もう抜本的な見直しがやっぱり必要
ではないかと。それはなぜなら、河川管理者単位での治水対策というのは、上流は県
管理が多くて下流は国ですとか、本川は国管理ですけれども支川は県ですとか市だと
か、そうしたところがやはり共通の認識で同じ計画、中長期的な計画を持たないと、

結局、部分的にやられてしまうとか、本川からの逆流で支川からあふれて真備地区では 4 千数百世帯というとこ
ろが家屋浸水してしまったりとか、そうしたことも踏まえて、やはり水系全体を俯瞰して、国、県そして沿川の
市町村が全て同じ協議会でこの「流域治水」をしっかりつくり上げなければいけないのではないかと。こうした
ことで、今お話がありましたように社会資本整備審議会にお願いをして、諮問して報告をいただいたところでご
ざいます。
　本年 3 月30日までに、全国109の全ての一級水系で流域治水プロジェクトを策定して公表させていただいたと
ころでございます。
　これから、これは第一歩であって、まさに今、足立委員の御指摘のとおり、気候変動の影響によって降水量の
増大でこれから洪水リスクがどれだけ増えるかということを踏まえた流域治水の具体的な計画を作っていく、こ
れがこれからのやらなければいけない対応だと思っておりますし、その中では、上流で洪水を貯留するためのダ
ムの有効的な、利水ダムも含めた事前放流等々の対応ですとか遊水地の整備、また下流からは計画的に行う堤防
の整備ですとか河道掘削と。これは計画だけではなくて、幸い 5 か年で15兆円という防災・減災、国土強靱化の
ための 5 か年加速化対策も確保していただいておりますので、こうしたことを踏まえながらしっかりと対応して
いかなければいけないと。
　加えて、国土交通委員会でも御指摘いただいておりますが、ハザードマップのより有効的な活用ということで、
ハザードマップで危険だとされている地域でそのとおり洪水が起こってしまったという例が、真備地区もそうで
したけれども、そうしたことがないように、ハード、ソフト合わせて防災・減災対策を講じていきたいと、こう
思っております。

足立委員：ありがとうございます。この「流域治水」は非常に
大事な考え方だと思います。赤羽大臣のリーダーシップで
しっかり進めていただければありがたいと思っております。

◇耐震対策など事前の防災対策について
足立委員：一方、大規模地震の方の脅威についても伺いた
いと思います。
　 2 万人を超える犠牲者を出した東日本大震災以降、熊本
地震、大阪北部地震、北海道胆振東部地震など大規模な地
震が発生をしています。この 2 月には福島県沖を震源とす
る震度 6 強の地震も発生しましたし、それ以降も震度 4 の
地震が毎日のように全国各地で発生しています。
　 3 月に発表されました、お手元資料 4でございますけれ
ども、全国地震動予測地図2020年版で見ましても、今後30
年間に見舞われる確率が 3 ％、これは1000年に 1 回程度な
んだそうですけれども、それ以上となる震度が明示されて

赤羽一嘉国土交通大臣

［資料４］�全国地震動予測地図2020年版

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：地震調査研究推進本部「全国地震動予測地図2020年版」を

基に足立敏之事務所編集
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いるということです。ちょっと分かりにくいんですけれども、何となく大規模な
地震が目の前に迫った脅威のように感じます。
　最近の地震の頻発状況を踏まえますと、耐震対策などしっかりと事前の防災対
策を充実させなきゃいけないというふうに思いますが、赤羽大臣の御見解をお聞
きしたいと思います。

赤羽一嘉国土交通大臣：地震調査研究推進本部でかねてより、ここ30年間という
か、もう既に20年間ぐらいになったかもしれませんが、東南海・南海トラフの大
地震の起こる発生の確率というのを結構具体的に出しております。これ、遠い先
のことではなくて、いつ起こっても不思議ではない切迫した問題だと受け止めな
ければいけないと思います。
　また、私自身、阪神・淡路大震災で自ら住む家を失った被災者の体験をしまして、そのときに、やはり住宅、
建築物、また学校の耐震化のみならず、高速道路、また鉄道、橋脚も含めて鉄道、空港、港湾、こうしたインフ
ラの耐震対策の重要性、大変大事だなということを教訓として学んだところでございます。
　阪神・淡路大震災で犠牲になられた6,400有余名の方の 9 割近くが、住宅の倒壊や家具の下敷きでございまし
た。住宅そのものの損壊は64万棟、全壊は104,906棟でありましたので、いかにこの災害の破壊力もすごかった
かということでもありますが、当時の耐震化についてはやはり改善すべき点があったと。また同時に、阪神高速
道路も、神戸線、深江のところで倒れました。あのときも、私の家のすぐそばだったんですが、これ、橋脚が、
1,175基のうち637の橋脚が損傷すると、大変大きな被害も出ましたし、神戸港も大変な被害があって機能が停止
してしまったため、いわゆる神戸でトランシップのコンテナ貨物がほとんど釜山港に流れて、それの回復が20年
以上掛かっているということでございます。
　ですから、インフラの耐震対策というのは、人的被害や短期的な経済被害だけではなくて、長期的な経済被害
の損失の防止という観点からも極めて重大だと、こう思っております。
　住宅や学校の耐震化というのはそれなりに改善をしてきましたが、いまだに、例えば下水処理場の耐震化対策
の整備率は37％ですとか、港湾、重要港湾についても55％にとどまっておりまして、このインフラの耐震化対策、
いまだ道半ばということを自覚して対応しなければいけないと。
　そうした意味で、先ほどの防災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策などもしっかりと活用しながら、
これも、地域も踏まえて、流域治水と同じ重要度を持ちながら、しっかりと耐震化を進めていかなければいけな
いと、こう決意をしておるところでございます。

足立委員：ありがとうございます。今申しましたように、水害、土砂災害、あるいは大規模地震が頻発している
日本、世界的にもまれな脆弱な国土と言って差し支えないんではないかと思います。
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2.貧弱な日本のインフラ整備水準について
足立委員：それでは次に、日本のインフラの
整備水準について諸外国と比較してみたいと
思います。
　高速道路についてですけれども、本来は片
側 2 車線以上あるべきものですが、日本では
予算が厳しかったときに、交通量の少ない段
階では取りあえず暫定 2 車線、対面交通で供
用させる、そういう高速道路を増やしてきて
います。お手元の資料 5に高速道路の 4 車線
化の率を示しておりますけれども、日本では
暫定 2 車線区間、対面交通の区間は全体の約
4 割に上っています。しかし、この暫定 2 車
線の区間というのは対面交通で事故の危険性
が高くてスピードも出せず、生産性も低くて
災害にも弱いという弱点があります。
　世界に目を移すと、資料 5を見ていただいても分かりますとおり、対面交通の高速道路はほとんどありません。
韓国は20年前には 4 割が対面交通だったと聞きましたけれども、この20年間に整備が進んで、それを解消したと
聞きます。
　やはり 4 車線化、これをしっかり進める必要があると考えますが、吉岡道路局長のお考えをお聞きしたいと思
います。

　　　　　　　　　　　吉岡幹夫道路局長：お答え申し上げます。
　我が国の高速道路については、本来は、 4 車線で整備すべきところ、予算上の制約か
ら暫定 2 車線で早期開通させる方針に沿って整備を進めてきた結果、今委員お話ありま
したとおり、令和 2 年度末の時点の全国の開通延長のうち約 4 割が暫定 2 車線となって
おり、諸外国と比較して整備が遅れている状況でございます。
　暫定 2 車線区間には、 4 車線区間と比較いたしまして渋滞や速度低下が発生しやすい
といった課題があると認識しておりまして、物流を効率化し国際競争力の強化や生産性
向上を達成するためにも、高速道路の 4 車線化を進めることが重要であると考えており

ます。
　また、災害に強い国土幹線道路ネットワークを構築するためにも 4 車線化は必要であると考えています。本年
2 月に発生した福島沖を震源とする地震により、のり面が崩壊した常磐道の被災区間は暫定 2 車線でありまして、
4 車線区間であれば通行止めが更に早期に解除されたと考えられることから、先月末、当該区間における 4 車線
化事業の着手を決定したところでございます。
　高規格道路の 4 車線化は、昨年12月に閣議決定された防災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策に位
置付けられているところでございまして、引き続き、全国の暫定 2 車線区間における課題を整理しながら、地域
における利活用状況や財源の確保状況なども踏まえつつ、着実に 4 車線化を進めてまいります。

足立委員：ありがとうございました。しっかり進めていただきたいと思います。
　ところで、お手元資料 6でございます。先日、予算委員会でも一度質問をしたんですけれども、日本と韓国の
インフラの整備水準について比較をさせていただきたいと思います。
　日本と韓国の高速道路の整備状況でありますけれども100㎢当たり、10㎞掛ける10㎞のメッシュに高速道路が
何㎞あるかという指標で見ますと、韓国は4.18㎞、一方、日本は2.98㎞であります。しかし、先ほど 4 車化の話

吉岡幹夫道路局長

［資料５］�高速道路車線数の国際比較
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日本

アメリカ

韓国

フランス

ドイツ

33車線以下 44車線 66〜７車線 88車線以上

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所作成
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をさせていただきましたが、日本で本来
の高速道路である 4 車線区間で考えます
と、延長は1.85㎞になってしまいます。
　韓国は全て 4 車線化していますので、
ちゃんとした 4 車線化、 4 車線以上の高
速道路という観点で見ると、韓国は4.18
㎞、日本が1.85㎞と、韓国の方が 2 倍以
上高速道路の整備が進んでいるというこ
とになります。とても残念なことです。
港湾、空港についても同様です。このよ
うに韓国と日本のインフラを比較する
と、大変心もとない状況にあります。
　なぜこういうような状況が生じたの
か、資料 7でございますけれども、日本
と韓国のインフラ投資の違いにあると考
えています。日本はこの20年間でインフ
ラ投資を半減させていますけれども、韓
国は2.7倍に増やしている、この違いが
日本と韓国のインフラの整備水準の違い
につながっていると思います。
　 3 月 8 日に予算委員会で、この点、麻
生財務大臣に指摘させていただきまし
た。麻生大臣からは、「これは残念なが
ら事実ですねということで、インフラス
トラクチャーとしてしっかりさせておか
ないといかぬということで、率直にそう
思って努力をしているんだ」という御答
弁をいただきました。
　このように、日本のインフラの整備水準が、先ほど世界との比較もしましたけれども、韓国のみならず諸外国
と比較して、やっぱり貧弱と言わざるを得ない状況だと思うんですけれども、今後しっかり公共投資を拡大して
着実にインフラ整備を進めるべきと考えますが、中西財務副大臣の見解をお聞きしたいと思います。

　　　　　　　　　　　中西健治財務副大臣：どうもありがとうございます。
　予算委員会での質疑も、私の方、拝見しておりました。委員の問題意識もよく分かっ
ているつもりでございますが、公共事業予算については、人口の減少や厳しい財政状況
を踏まえて、選択と集中の考え方の下、国民の命と暮らしを守る防災・減災、国土強靱
化や、物流・交通ネットワークといった生産性向上、成長力強化につながるインフラ整
備などへの重点化を進めてきているということは委員も御承知のことだと思います。
　他国との、諸外国との比較ということがございましたけれども、これ、国土の形状の
違いですとか、あと、統計の取り方によっては、過去20年間というお話ありましたけど、

国土を整備した時期がいつなのかと、全般的に整備した時期はいつなのかといった違いによって、統計の取り方
によっては進捗状況が我が国は劣っているのではないかというように見えるものもあるし、実際に 4 車線化のよ
うに遅れているものもあるということなんじゃないかと思います。
　ただ、マクロ的に見てみますと、日本の公共投資については、対GDP比で見た政府の固定資本形成、いわゆ
るフローですけれども、これ、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツよりも大きな数字だということでありま

中西健治財務副大臣

［資料６］�日本と韓国のインフラ比較

日日 本本 韓韓 国国

道道路路
国国土土面面積積当当たたりりのの高高速速道道路路

延延長長（（㎞㎞//110000㎢㎢））
22..9988

((11..8855  ※※四四車車線線以以上上))
44..1188

港港湾湾
主主要要港港湾湾ににおおけけるる

1166mm以以深深ココンンテテナナババーースス数数
77 京京浜浜港港 2266 釜釜山山港港

空空港港
主主要要国国際際空空港港のの

滑滑走走路路本本数数／／合合計計延延長長((mm))
22//  66,,550000

成成田田国国際際
空空港港

33//1111,,550000
仁仁川川国国際際

空空港港

（2020.10作成）

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所作成

［資料７］�日本と韓国のインフラ投資の違い
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※※公公共共投投資資（（一一般般政政府府総総固固定定資資本本形形成成））のの推推移移（（平平成成８８年年をを１１００００ととししたた指指数数））

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：内閣府及びOECD資料を基に足立敏之事務所作成
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すので、イタリアよりも大きいので、G 7
の中でも高いところにあると、位置してい
るということだと思います。また、ストッ
クで見てみましても、過去の投資の累積
を反映する政府の固定資本ストックを対
GDP比で比較するとOECD諸国の中で第一
位ということでありますので、貧弱という
ところまでは言えないんじゃないかなと思
います。
　ただ、委員御指摘のとおり、大災害の多
発化などもございますので、引き続き、公
共事業予算については、厳しい財政事情も
踏まえつつ、政策効果を高めるために重点
化、効率化を図っていきたいと思います。

足立委員：ありがとうございました。財務省の見解はよく分かりました。
　やはり、ただ、諸外国に行って自分も体験して感じるんですけれども、インフラのやっぱり整備水準が日本は
もう劣ってきているという実感を持たざるを得ないので、そういったところ、よく見ていただければ有り難いと
思います。

3.日本は豊かな国か？
足立委員：お手元の資料 8です。今、中西
副大臣からもお話がありましたけれども、
GDPだとかそういったような様々な指標で
見たときに、日本のGDP、皆さん御承知の
とおり、世界 3 位だということで、いや、な
かなか立派なもんだと思っていらっしゃる方
多いと思いますけれども、人口一人当たりと
いう指標で見ると世界で25位程度ですね。残
念なことに、諸外国と比較しても低い水準に
なっています。
　それから、次の資料 9、若者の自国に対す
る期待度という調査を内閣府がされているん
ですけれども、そのデータ見ると、日本は諸
外国に比べると非常に低い状況になっており
ます。
　今の日本の豊かさというのを若い人たちが
どのように実感しているのかというのがこう
いうところに表れているんじゃないかと思い
ますけれども、日本は豊かな国と言えるのか、
そこは中西財務副大臣にお聞きしたいと思い
ます。

［資料８］�日本のGDPの推移

年 GDP順位 1人当たり
GDP順位

1988年 2位 2位
1998年 2位 6位
2008年 2位 24位
2018年 3位 26位

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：IMF「World Economic Outlook （April, 2021）」を基に足立敏之事務所作成

［資料９］�日本の若者は将来への期待度が低い

日日本本（（nn==11113344)) 3311..00

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：内閣府「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査（平成30年度）」 を基に足立敏之事務所加筆・編集
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中西健治財務副大臣：日本が豊かと言えるのか、大変難しい質問だと思います。
　豊かさを実感できるかというのはかなり主観的なものもございますので、特定の指標のみに基づいて豊かかど
うかと判断することはなかなかしづらいということじゃないかと思いますが、ただ、総じて、委員が御紹介いた
だいたGDP、一人当たりのGDPですとか、あと若者の幸福度、こうしたものが下がっていたり低かったりとい
うことは、やはり90年代からのデフレ不況、失われた20年などと言われますけれども、閉塞感が日本を覆ってい
たということが大変大きな影響を及ぼしてい
るんじゃないかと思います。ですので、第 2
次安倍政権が発足してからは、デフレ脱却、
そして雇用の創出、こうしたところに全力で
取り組んできたということではないかと思い
ます。
　いずれにせよ、国民一人一人が生活の豊か
さを実感できるようにしていかなければいけ
ないと、それが政治の大きな役割だと思いま
すので、インフラ整備も含めて幅広い政策手
段を効果的に活用していくことで、国民が生
活の豊かさを実感し、国の将来は明るいと思
える社会の実現に全力を尽くしてまいりたい
と思います。

足立委員：ありがとうございます。
　やはり、あらゆる面でやっぱり日本は豊か
だと若い人たちが実感してもらえるような、
そういう社会をつくるために財務省を挙げて
頑張っていただければ有り難いと思います。
　お手元の資料11と資料12に、先ほど中西副
大臣からお話がありましたけれども、インフ
ラの整備についての指標を入れておきました
が、ちょっと時間の関係がありまして省略さ
せていただきますが、資料13だけちょっと見
ていただきたいんですが、横軸が公共投資で
す。縦軸がGDPの伸率です。日本はこの20
年間で、先ほども話をしましたが、公共投資
半減して、GDPも世界の中で唯一と言って
いいぐらい伸ばすことができていない残念な
国になってしまっています。
　公共投資を伸ばした国、特に韓国とか見ま
すと経済成長しているわけでありまして、日
本が経済で一流を目指すのであれば、インフ
ラ整備も諸外国並みに引き上げていく必要が
あるのではないかと思っております。
　そこで、ちょっと質疑は難しいと思います
が、資料14に、諸外国のインフラ投資の動き
を整理して載せました。アメリカではバイデ
ン大統領が今後 8 年で約 2 兆ドル、すなわち

［資料１１］�諸外国の一般政府固定資本形成のＧＤＰに占める割合

日本, 3.1%
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ドイツ, 1.5%
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スウェーデン, 3.5%

スイス, 2.3%
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自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：OECD.Statを基に足立敏之事務所作成

［資料１２］�インフラ整備に手間と費用のかかる日本
日本と諸外国との高速道路の構造物比率

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：国際建設技術協会の資料を基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集

［資料１３］�公共投資伸率とＧＤＰ伸率の相関（対1996年）
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一一般般政政府府総総固固定定資資本本形形成成（（現現地地通通貨貨））
対対1996比比率率

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：内閣府及びOECD資料を基に足立敏之事務所作成
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約220兆円の規模の公共投資を目
指すということを表明されていま
す。それによりまして高速道路の
修繕だとか橋梁の再建だとか、そ
ういうような取組をしていくこ
とになると聞きました。また、ア
メリカだけではなくて諸外国みん
な、この機にインフラ投資をしっ
かりやり直してインフラの整備を
進めるというような動向になって
います。
　日本もこの辺で大きくかじを
切って日本を強靱な国に、そして
先ほど来あるように、インフラが
一流で皆さんが豊かな国だと思っ
ていただける、そういう国にして
いただきたいと思います。

4.国土交通省の組織・体制
足立委員：ところで、今申しておりました公共事業、これをやはり進めていく際には、その担い手である国土交
通省の現場がしっかりとした体制、人員の確保をされている必要があると思います。お手元の資料15が国土交通
省の現場の定員の推移ですけれども、やはり定員削減の影響で長年、整備局等の定員がこんなふうに減ってきて
おります。昨年は初めて定員増というようなこともありましたけれども、やはりまだまだ現場サイドでは、次の
資料16にあるように、現場の出張所で職員が出張所長だけ、そういうような一人体制、あるいは出張所長と係長
の 2 人しかいない 2 人体制、こういうような事務所が増えておりまして、ある意味致命的な状況ではないかと思っ
ております。
　先ほど来お話をさせていただいているように、インフラ整備、しっかり公共投資を日本が進めて諸外国と肩を
並べられるような質の高い国にしていくためには、やっぱり国交省が大事でございまして、国交省の人員体制を
しっかり確保するための赤羽大臣の御決意を伺いたいと思います。

［資料１４］�欧米諸国のインフラ投資活発化の動き
2021年3月31日、米国バイデン大統領は約２兆＄(約220兆円）の「米国雇用計画（American
Jobs Plan） 」の概要を発表し、演説を実施。今後８年間の投資計画。
道路、橋、港湾、航空、交通システムの改修【6,210億＄（約68兆円）】
水道、デジタルインフラ、電力インフラの再建【3,110億＄（約34兆円）】
住宅及び商業施設の新改築等【3,780億＄（約41兆円）】 など （外務省資料より）

2020年10月6日に豪州政府は20～21年の予算案を公表。今後10年間にわたり1,100億豪
＄（約9兆円）のインフラ投資計画が位置づけられている。
道路、鉄道の整備、橋梁更新、都市渋滞基金 など

2020年6月30日、英国ジョンソン首相は、経済の復興のため、新たに50億￡（約7500億円）のイ
ンフラ投資を年度内に実施と発表。また、11月には「インフラストラクチャー戦略」を公表し、継

続的なインフラ整備のプランを提示。

橋梁改修、高速道路の改善を含む道路網整備事業、学校再建プログラム など

2021年2月10日、加国トルドー首相は、新型コロナからの復興のため、公共交通プロジェクトに
対して2021年8年間で149億＄（約2兆円）の投資を発表。当初の5年間に59億＄（約6,500億円）
を投資

2021年1月12日、伊国コンテ首相は、新型コロナからの復興のため、「国家復興・強靱化計画」
を閣議決定、3,120億€(約40兆円）の長期計画で、2021～2026年は伊国予算で800億€（約10兆
円）を見込んでいる。
持続可能なモビリティのためのインフラ、グリーン革命 など

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：外務省資料及び各国政府Websiteを基に足立敏之事務所作成
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赤羽一嘉国土交通大臣：先ほど私申し上げましたように、令和元年東日本台風のときには、集中的に各所で堤防
が決壊されたというようなことが起こって、例えば那珂川と久慈川だったと思いますけれども、この同じ管内で
国管轄の一級河川が堤防破壊したということで、ちょっと若干ヒューマンエラーが出たりして御地元にも御迷惑
掛けたということがございました。
　やっぱり、私も回っていて、現場の一番大事なところが 1 人事務所とか 2 人事務所という、もう極めてタイト
ロープというか、ぎりぎりのところでやっていると
いうことで、これだけ災害が増え、ニーズが増え、
またテックフォースに対する各首長さん、地域の、
被災地の評価も高くなっているときに、現実的には
国が直轄代行もやらせていただかなければいけない
場面も増えている中で、人数が大変厳しいというの
は何とかしなければいけないと。行政改革の中で、
国土交通省発足時から令和元年までで7,000名、約
23％減少しましたんで、これ当時の菅官房長官に、
ここの人員はもう絶対にプラスにしてもらいたいと
いうことを強く申し上げまして、昨年は57名の純増、
そして今年は134名の純増でございますので、これ
しっかりとこうした、必要に迫られてのことであり
ますけれども、しっかりと人員を補強していただい
て、現場の体制、万全を尽くせるように整えていき
たいと、こう考えております。

足立委員：大臣、ありがとうございました。
　インフラ整備、日本のインフラをやはり一流なも
のにしていく必要があると私は思っておりまして、
そのためにも、国土交通省の定員、組織をしっか
りさせていかなくちゃいけないと思っております。
決算委員会の皆様方のお力をいただいて、そうい
う方向にしたいと思っております。よろしくお願
いします。
　ありがとうございました。

［資料１５］�国土交通省地方整備局の定員の推移

2200,,000000

2222,,000000

2244,,000000

2266,,000000

2288,,000000

3300,,000000

3322,,000000

（（人人））

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所編集

［資料１６］�国土交通省�地方整備局�出張所の状況

187

279

141

35

326
270

平成２１年４月

４人以上

１･２人体制
令和３年４月

３人体制

４人以上

２人体制

３人体制

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所編集
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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
Te l .  0 3 - 6 5 5 0 - 0 5 0 1 Fa x .  0 3 - 6 5 5 1 - 0 5 0 1

参議院議員 足立敏之〔現在の役職〕

《参議院》
国土交通委員会　理事
災害対策特別委員会　理事
決算委員会　委員

《自民党》
参議院自由民主党　国会対策委員会　副委員長
災害対策特別委員会　事務局次長
組織運動本部　国土・建設関係団体　副委員長
広報本部　新聞出版局　次長

《議員連盟》
公共工事品質確保に関する議員連盟事務局長代理

討議資料


