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令和２年11月26日（木曜日）
参議院国土交通委員会において、コロナ禍で落ち込んでいる日本経済を建て直すための防災・減災、国土強靱化
の予算の延長など公共投資の必要性について伺うとともに、建設産業の人手不足という誤解の解消を訴えました。
また、７月に被災した熊本県南部の球磨川の治水に関連して、川辺川ダムがあった場合の効果について確認する
とともに、熊本県知事の方針転換を踏まえ川辺川ダム建設に対する赤羽国土交通大臣のお考えを伺いました。
さらに、地域の建設業の方々が被災した場合の支援のあり方、防災分野や建設現場のデジタル化についての取り
組みの方向性について、質問致しました。
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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、江崎委員長を始め理事の皆様に、質問の機会を与えていただき
まして、心から感謝を申し上げたいと思います。
私は、建設省、国土交通省で長年勤務をしまして、インフラ整備あるい
は防災、災害対応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、少し大野先生とダブるところがありますけれども、お許しを
いただきまして、質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願い
いたします。

１．
公共投資による経済対策の必要性について
足立委員：まず、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、社会的な面だけではなくて経済面でも大きな影
響が出ています。
お手元に資料 １ をお配りをしてございますけれども、 4 月から 6 月のGDPの伸びはマイナス28.1％、11月16
日に発表されました 7 月から 9 月のGDPは21.4％、今回、回復はいたしましたけれども、 1 月から ３ 月期に比
べますとまだマイナスス12.7％と、厳しい状況にあると考えられます。そんな中で、小さい字で書いてあります
が、公共投資は 4 月から 6 月では4.6％の増、 7 月から 9 月につきましても1.5％の増と、景気を下支えする大事
な役割を果たしてきています。
このような状況の下、これまで一次、二次にわ

［資料１］実質GDP成長率の推移
（兆円）

たりまして経済対策が発表されてまいりました。
しかし、これまで補正は感染症対策とコロナの直

526兆円

接的影響への対応に限られており、経済回復が道
半ばであることを考えれば、公共投資を含めた更

507兆円

なる経済対策が必要だと考えております。

483兆円

総理は、10月10日、
「当面の経済財政運営につ

4～6月期

いて」を発表されまして、新たな経済対策を策定
の三つの柱のうちの一つに、防災・減災、国土強
靱化を機動的、弾力的にしっかり進めるとともに、
心を確保するという項目がございます。大変重要

しかしながら、こうした動きに対しまして、一
部には、公共工事を追加して経済対策を行ったと

7～9月期

21.4％

･公的固定資本形成
1.5％
･民間住宅
▲ 28.1％
･民間企業設備
▲12.8％
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災害からの復旧・復興を加速するなど、安全、安

進めていただきたいと思います。

-28.1％

･公的固定資本形成
4.6％
･民間住宅
▲ 0.2％
･民間企業設備
▲17.5％

することを表明されておられます。この経済対策

な判断だと敬意を表したいと思います。しっかり

▲12.7％

［資料２］建設投資額と建設就業者数の推移
（兆円）
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84兆円(H4年度)

就業者数
619万人(H4年平均)

（万人）

政府投資額（兆円）
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実際のところ、資料 2 の方にお示ししましたけ
れども、建設投資がピークであった平成 4 年当時
と比べまして、金額ベースでは現在33％減ってお
りますけれども、建設分野の就業者数という観点
で見ますと約20％ぐらいしか減少しておらず、マ
クロ的に見れば施工能力は十分確保できるのでは
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ないのではないかなどという指摘がございます。
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ないかと考えております。私が建設分野の皆さんから聞いている話でも、人手不足は災害の非常に激しかった一
部の地域のことで、現在は仕事不足という状況だとも聞いております。
公共工事が人手不足で執行できないということはないと思いますけれども、国土交通省の認識を青木不動産・
建設産業局長にお伺いします。
青木由行不動産・建設産業局長：お答え申し上げます。
お話がございましたように、公共事業費を増やしても建設業の人手不足の状況で事業
が執行できないではないかという一部の指摘があることは承知をしてございます。
しかしながら、資料でもお示しいただきましたように、建設業界の施工能力について
申し上げますと、まずマクロで見ますと、建設投資額、これはピーク時の平成 4 年から
３ ～ ４ 割減少、そして、公共投資に限って言えば 4 割減少しているのに対しまして、建
設業の就業者数は 2 割減少にとどまっておりまして、マクロで見れば施工人員の確保は
青木由行不動産・建設産業局長

十分可能というふうに考えてございます。

また、足下、現在の建設業界の状況を申し上げますと、建設技能労働者の過不足率という数値、大変落ち着い
てきているということ、それから、手持ち工事高もこの数年安定的に推移しているということ、また、近年の
ICT施工の増加などによりまして施工効率も向上していることなどから、施工能力に問題はないと国土交通省と
して考えてございます。
さらに、これも御指摘ございましたけれども、建設業の人手不足で公共事業予算の年度をまたぐ繰越額が増え
ているのではないかとの指摘もございますが、これは、建設業の働き方改革を推進いたしますために繰越制度の
積極的な活用を図っている結果と認識をしてございます。
また、御指摘もございましたように、新型コロナウイルスの影響などによりまして、現在、民間投資が落ち込
んでいるということでありまして、例えば、大手建設業の集まりでございます日建連の受注実績の調査によりま
すと、令和 2 年度上半期、国内工事全体で前年度比7.7％の減少、特に、民間発注の工事では15.5％減少となっ
ているところでございまして、建設業界からは今後更なる落ち込みを懸念する声が私どもに多く寄せられている
と、こういう状況でございます。
以上でございます。

２．
「防災・減災、国土強靱化３か年緊急対策」の延長と拡充について
足立委員：ありがとうございました。
今回の経済対策の一つの柱であります防災・減
災、国土強靱化でございますけれども、資料 3 に
お配りしておりますが、平成30年度から 3 か年緊
急対策という形で、毎年 1 兆円近い公共事業予算
が 6 兆円の当初予算に加え別枠で上積みをされて
まいりました。しかしながら、令和 3 年度の概
算要求ではこの分が現時点では事項要求という形
で、具体的な金額が明示されていないのが実情で
ございます。
この 3 か年緊急対策については、先ほど大野先
生からも、赤羽大臣の御答弁の中でもお話ありま
したけれども、身近な公共事業に投入されまし
て、河床掘削あるいは堤防強化で水害を防止した
り、道路ののり面対策などによりまして道路ネッ

［資料３］最近の公共事業予算の推移

求められる
「防災・減災、国土強靭化緊急３カ年対策」の延長と拡充

（兆円）

当初予算
防災・減災、国土強靭化緊急３か年対策費
※H30の緊急3か年対策費は補正予算
補正予算
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トワークの強化に活用されるなど、地方自治体の皆さんから大変大きな効果があったと大きな評価をいただいて
います。
このため、全国の知事さんや市町村長さんからは、この予算については 3 か年にとどまらず ５ か年に延長して
中長期的に拡充すること、さらには、老朽化対策や交通ネットワークの整備など事業メニューの充実を図ること、
こういう要望もいただいてございます。
また、政府・与党において、国土強靱化につきましては ５ か年に延長して、当初予算の別枠で上乗せして必要
十分な予算を確保すべきというような方向で一致していると聞いております。
防災・減災、国土強靱化、今後どのように取り組んでいかれるのか、赤羽国土交通大臣のご見解を伺います。
赤羽一嘉国土交通大臣：先ほど御答弁をさせていただいておりますが、防災・減災、
国土強靱化緊急 3 か年対策に続いての中長期的な対策の必要性というのは、もう全国
のほぼ全員の首長の皆様、そして自由民主党、公明党の与党の皆さんからも具体的に
それは明確に発せられているわけでございます。
それに対して、なかなか、抵抗するというか財源を守らなければいけないという部
分もあって、先ほどから、最初に質問を青木局長にいただいた人手不足ですとか年度
末の繰越額の多さなんというのを、非常に私は、ミスリードする、情けない議論をし
ているところがございます。こうしたことについて国会で衆参の両予算委員会でも質
赤羽一嘉国土交通大臣

問を受けまして、明確に否定をし、答弁もさせていただいているところでございます

が、ややもすると大きな日本の新聞社でもそうした記事をいまだに書いているところもあって根強いわけであり
ますけど、これは、そうした懸念を払拭しながら、また、河川についてはもう言わずもがなでございますけど流
域治水ということで、国、県、市町村、これはもう抜本的に見直さなければいけないと。
昨年の台風19号では、一級河川、国の直轄が 7 河川で大変大きな被害を受けるという本当に未曽有の出来事が
ございましたので、国直轄の全ての河川でこの流域協議会というのをしっかり立ち上げて抜本的にやると。その
ために必要な、中長期的な予算が必要だということはしっかりと話せば分かっていただけるというふうに思いま
すので、国民の皆様の命と国土を守るためにしっかりと最大の手を打って全力を尽くしていきたいと、こう考え
ております。
足立委員：ありがとうございました。赤羽大臣のリーダーシップでしっかりと予算が確保されるようにお願いし
たいと思います。

３．
球磨川の治水対策について

［資料４］川辺川ダムがあれば ～人吉市の水位低下効果～

足立委員：続きまして、本年 7 月に激甚な被害が
発生しました球磨川の治水対策についてお伺いを
いたします。
今年 7 月にも、国土交通委員会で赤羽大臣に質

痕跡水位：T.P.107.5m

問をさせていただきました。熊本県南部を流れる
直轄河川の球磨川では、これまでに経験したこと
のないような洪水に見舞われまして、人吉市や下

約1.9m

川辺川ダムが存在した場合に
推定されるピーク水位

流の球磨川沿川の市町村で、大きな被害を受けま
した。赤羽大臣も再三現地に足を運ばれましたけ
れども、私も、これまで五度にわたり被災地に伺
いまして現地を見させていただきまして、元々計
画されていた川辺川ダムがあればもう少し被害を
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［資料５］川辺川ダムがあれば ～人吉盆地付近の浸水面積の低減効果～

実績再現のシミュレーション結果

川辺川ダムにつきましては、御承知のとおり、
民主党への政権交代直後に前原国土交通大臣の
一声で中止されまして、その後、球磨川につき
ましては、ダムによらない治水を検討する場、
そこで議論を積み重ねてこられました。しかし
ながら、結論を得ることができないまま今回の

：実績浸水範囲

調査結果

大災害が発生してしまいました。私は、川辺川

川辺川ダムがあった場合のシミュレーション結果

ダムを前提とした河川整備基本方針、これを平
成19年に策定した当時の国交省の担当課長でご
ざいましたので、川辺川ダムが建設されていな
い現状につきましては自らの責任も痛感してい
るところであります。
今回の豪雨災害後、国土交通省、県、流域市
町村が参加して検証の場が設けられました。川
辺川ダムがあった場合の効果について検証がな

浸水範囲が約６割程度減少
浸水深3.0mを超える範囲が約９割程度減少

されています。その場に国土交通省が示した資
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料、お手元に資料 4 、資料 5 を準備させていただきました。
資料 4 は、人吉市地点で水位は1.9m低下したんじゃないかという資料でございます。もう一点、資料 5 につ
きましては、浸水面積についても約 6 割低減したのではないかという資料でございますけれども、川辺川ダムが
あった場合にはこの熊本の豪雨災害に対してどのような効果があったと見込まれるのか、改めて井上水管理・国
土保全局長に伺います。
井上智夫水管理・国土保全局長：本年 7 月の球磨川の豪雨災害につきましては、九州地
方整備局及び熊本県が球磨川豪雨検証委員会を設置し、河川の水位や流量などを検証し
ました。
この検証の中で、今回の豪雨に対する現行の貯留型の川辺川ダムを整備していた場合
の効果についても推計しており、具体的には、人吉市地点のピーク流量は毎秒7,400㎥
から毎秒4,800㎥にまで低減されるとしています。この流量は、人吉市地点において河
道で安全に流下させることができる流量の毎秒約4,000㎥を上回っており、このダムだ
井上智夫水管理・国土保全局長

けによって浸水被害を完全に防ぐことはできませんが、例えば、委員からお示ししてい

ただいたように、人吉市内の人吉大橋付近では球磨川本川の水位が約1.9m程度低下し堤防高以下になる、それ
からまた、人吉市街部から球磨村渡地区にかけての浸水面積が約 6 割程度減少する、さらに、浸水深が家屋の二
階の高さに相当する ３ mを超えることとなる浸水面積は約 9 割程度減少するなどの効果があることを推計してお
ります。

４．
川辺川ダムの建設に向けて
足立委員：ありがとうございます。川辺川ダムがあれば大変大きな効果を発揮したものと確信できます。
こうした検証の場での検討と、その後の流域の関係者へのヒアリングを踏まえまして、蒲島熊本県知事が11月
19日に県議会で、川辺川ダムにつきましては、これまでの貯留型のダムから流水型のダムに変更して、緊急治水
対策プロジェクトの一環として実施すると表明をされました。大変重要な一歩だと思います。これまでのダムに
よらない治水から大きく転換されたことにつきましては、心から敬意を表したいと思います。
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球磨川につきまして、今後更に地球温暖化に伴って水害が激甚化することを
考えますと、今回の熊本県知事の御発言を踏まえて、川辺川ダムを始め様々な
対策を急ぐべきだと考えますが、赤羽国土交通大臣の御見解を伺います。
赤羽一嘉国土交通大臣：この川辺川ダムをめぐる熊本の蒲島さん、また地元の
皆さん、
それなりの、これまでの歴史の中で様々な葛藤というのはあったと思っ
ております。知事も11月20日に東京に来られてお会いしましたが、率直に、や
はり自分が掲げた公約をある意味では変えるということは大変厳しい選択でも
あったというお話もされておりました。私もその心情はよく分かります。
また同時に、当時の前提である災害の大きさと頻度、全く前提が違っている
わけでありますし、そうした中で、環境と災害に強いということで、緑の流域治水ということで新たな流水型の
ダムを整備するという御決断をされたということは、また、その過程において30か所での住民集会を自ら参加を
し、そして、県でも有識者会議を開いて、国との評価委員会等々もやりながら最善の手を打たれたということで、
その結論は尊重したいと思っております。
このことにつきまして、まだ若干検討しなければいけないというか、環境評価ですとか、随分設計も変わるわ
けですからそのことについてですとか、そういうことを時間を掛けずにスピード感を持って行いながら、同時に、
治水対策だけではなくて、今、道路や鉄道、観光などのなりわいですとか住まいの再生、これも国交省の責任で
ございますので、そうしたことも含めて総合的な、再度災害を防止できて、地元の地域の人が安心で安全に暮ら
せるような地域の再生をしっかりと地元と連携しながら取り組んでいこうと。そのために、川辺川ダムにかじを
大きく切れたということは、私もよかったのではないかと思っております。
足立委員：ありがとうございます。
赤羽大臣のリーダーシップに大きく期待したいと思います。球磨川の流域の未来のために、これまでと同じ過
ちは繰り返さないように、心からお願いを申し上げたいと思います。
次に、建設業の被災についての質問に参ります。

5．
地域の建設業の被災について
今年の台風10号の際に、宮崎県の椎葉村で大変痛ま
しい災害が発生してしまいました。資料 6 にお示しし
てございますけれども、大雨によりまして土石流が発

［資料６］住んで守る建設業の被災

令和2年9月 台風10号宮崎県椎葉村の土砂災害

生し、建設会社の社屋と住宅が直撃を受けました。社
長さんは何とか助かったんですけれども、奥様と御子
息の専務、ベトナム人の高度技能労働者 2 名が巻き込
まれました。まだ ３ 名の方が行方不明でございます。
御子息の奥様とお子様は、ずっと下流の安全な日向市
に避難されたと聞いております。

土石流により地元の建設業の事務所と住宅が被災

実は、被災された方々は、台風通過後の復旧作業の
ためにそこにとどまって待機をしていて土石流に巻き
込まれたと聞きました。まさに、住んで守っている地

台風通過後の復旧作業のための待機中に被災

域の建設業の役割自体を示した、大変悲しい出来事
だったと思っております。
国土交通省には、こうした方々への支援方策を現在
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検討していただいておりますけれども、地域の守り手として災害のときにも頑張っている建設業の方々への適正
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な評価、そして処遇の改善が必要だというふうに思います。
こうした災害による被害に対しまして、国交省としてどういう支援を考えておられるのか、青木局長に答弁を
お願いします。
青木由行不動産・建設経済局長：お答えを申し上げます。
お話ございましたように、本年 9 月 6 日、宮崎県の椎葉村におきまして、台風10号の災害対応に備えて待機中
でございました地元の建設企業が被災をされまして、そして、土砂崩れによりましてベトナム人の技能実習生 1
人がお亡くなりになるとともに、現在も 3 名の方が行方不明になっているという大変痛ましい事案が発生いたし
ました。お亡くなりになられた方に心からお悔やみ申し上げますとともに、行方不明の方々が一日も早く発見さ
れることを願ってございます。
この被災事案を受けまして、国土交通省といたしましては、 9 月18日に、災害待機時等の作業員の安全確保を
図りますために、待機拠点につきまして、あらかじめ市町村が作成しておりますハザードマップで災害の危険性
を確認して作業員などに周知をすること、そして、災害の危険が差し迫った際には、市町村等から発表される避
難情報等に注意をしていただいて、作業員等の安全確保を最優先に行動することにつきまして、事業者団体宛て
に通知をいたしたところでございます。
また、亡くなられたベトナム人技能実習生のほか行方不明者 3 名の労災認定が円滑に受けられますように、私
どもとして、厚生労働省に情報提供を行いつつ助言を受け、そして、それを踏まえて、宮崎県と連携して被災し
た建設企業への助言、支援を実施するなど、建設企業の立場に立ちまして対応を行ってきたところでございます。
さらに、今後、この危険回避、安全確保というのが最優先ではあるんですけれども、その上でも災害対応で被
害に遭われた場合にはしっかり補償が受けられますように、今回の事案の検証を行いまして、労災適用を確実に
するための留意事項を整理をして周知を行うこと、そして、補償をより充実確保するための方策について、災害
協定の見直しも含めて検討を行うなど、地域の守り手として最前線で災害対応に当たる地元の企業の皆様がより
安心して業務に従事できますよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございます。
足立委員：ありがとうございました。
地域の守り手、建設業にとって少しでも心の支えになれば有り難いと思います。青木局長は宮崎県でも勤務さ
れましたので地域のことは精通されておられますが、よろしくお願いしたいと思います。

６．
建設現場におけるデジタル化の推進について
足立委員：それでは、デジタル化について残りの
時間で御質問させていただきたいと思います。

［資料７］建設分野のデジタル化の推進 ～成瀬ダムの無人化施工～

国交省では、i-Constructionとしまして、ICTや
AIを駆使して、さらに、デジタルデータも活用し
まして建設分野のデジタル化を進めてこられまし
た。赤羽大臣の所信の中でも、インフラ、物流分
野等のデジタルトランスフォーメーションという

座標を決めてダンプで荷下ろし、
無人ブルトーザで敷均

成瀬ダム堤体（CSG工法）全体施工状況

文言がございました。菅義偉内閣の一丁目一番地
の政策であるデジタル化について、政府をリード
して国交省取り組んでこられたことにつきまして
は心から敬意を表したいというふうに思います。
お手元の資料 7 でございますけれども、先日、
秋田県の東成瀬村の東北地方整備局が建設を進め

無人の振動ローラで転圧
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シリコンバレーを模したオペレーションルーム
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ている成瀬ダムの現場に伺いました。
台形CSGという最新のダム施工技術で工事が

［資料８］建設分野のデジタル化の推進 ～阿蘇大橋地区の遠隔無人化施工～

進められてきましたけれども、ここでは自動化施
工が全面的に展開されています。具体的に言いま
すと、このダム本体の施工をブルドーザーだとか
振動ローラーだとか、表面を締め固める章動ロー
ラーだとか、いろんな機械、重機があるんですけ
れども、その熟練者の操作を分析してプログラミ
ングして、同時に複数の重機が全自動で動いて作
業をしてございます。
私は、二つのダムの現場を担当しておりました
経験がございますが、ブルドーザーとかそういっ
たものが全自動化なんかできるなんて想定したこ

自由民主党・国民の声

足立

敏之

国土交通省資料、足立敏之事務所撮影

ともなかったので、現地で大変驚きました。これからまたダンプトラックも自動運転にして、来年ぐらいになる
と、20数台の機械が無人化で施工すると、そういうような場面も見られると伺いまして、大変驚いたところであ
ります。
また、平成28年の熊本地震の際には、阿蘇大橋のところで大規模な崩壊がありました。この危険な現場の施工
でも全自動の、遠隔操作ですかね、そういった最新技術を活用したと聞いておりますし、雲仙の砂防ダムや水資
源機構の川上ダムなどでも自動化施工というのが進んできているというふうに伺いました。
こうした建設現場のデジタル化について、国土交通省として今後どのように技術的に取り組んでいかれるのか、
東川大臣官房技術審議官にお伺いをいたします。
東川直正大臣官房技術審議官：お答え申し上げます。
インフラ分野におきまして、将来の人手不足や災害対策、またインフラ老朽化などの
課題に対応するために、国土交通省では、ICT技術の活用などによりまして建設現場の
生産性向上を目指すi-Constructionに2016年度から取り組んできたところでございます。
また、今般、新型コロナウイルスを契機として社会のデジタル化が進展し、働き方が
大きく変わることが予想されておりまして、国土交通省におきましては、建設現場だけ
でなく、公共サービスや業務など、インフラ分野全体の変革を行うデジタルトランス
東川直正大臣官房技術審議官

フォーメーションを推進しているところでございます。

インフラ分野のデジタルフォーメーションにつきましては、その実現する未来像に向けて省横断的に検討を進
め、本年10月19日に施策概要を公表したところでございます。その施策に基づきまして、例えば、具体的な建設
現場の取組といたしまして、従来現場で行っていた施工状況や材料の確認、これを映像と音声データを活用いた
しまして遠隔で行う非接触型の検査、確認方法、あるいは、先ほど委員からも御指摘ございましたけれども、20
数台の建設機械が連携し、人の操作なしで施工するなど、建設機械の自動運転の現場実装の取組、また、災害現
場で活用されてきたところでございますけれども、これを円滑に行うために ５ Ｇを用いた取組、こういったもの
をこれから積極的に採用していきたいというふうに考えております。
こうした新しい技術を用いました取組を積極的に活用いたしまして、公共投資の円滑な執行や感染リスクの低
減などに貢献するとともに、建設業の新しい働き方への転換などを図ってまいります。
足立委員：ありがとうございました。
建設産業の未来に向けて、すばらしい環境となりますように国土交通省でしっかり進めて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。ありがとうございました。
以上です。
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