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令和２年４月１日（水曜日）
新型コロナウイルスによる感染が拡大している中、建設分野への影響や経済対策としての
大規模公共投資の可能性について政府の認識を安倍総理や赤羽国交大臣に問うとともに、
地球温暖化に伴う気候変動による影響及びダム整備を含む適応策を小泉環境大臣や赤羽
国交大臣に、我が国のインフラ整備水準の低さに対する政府の認識を安倍総理や赤羽
国交大臣に問い、最後に公共投資の重要性に対する認識を安倍総理に質問しました。

参議院議員
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新型コロナウイルスによる建設分野への影響について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。
決算委員会での質問は２度目ですけれども、安倍総理に質問をさせていただくのは初めてです。よろしくお願
いいたします。
質問の機会を与えていただきました中川委員長を始め関係の先生方には感謝を申し上げたいと思います。
私は長年、建設省、国土交通省で勤務をした土木の技術屋でございます。本日は、そうした経験を踏まえまし
て、西田先生、舞立先生に続いて質問をさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
まず、新型コロナウイルスについてでございます、これまでに亡くなられた皆様に謹んで哀悼の意を表し
ますとともに、感染されました皆様の１日も早い回復をお祈り申し上げます。また、医療分野を始め、様々
な現場で新型コロナウイルスと闘っている全ての皆様に心から敬意を表し、１日も早い終息を願うものでご
ざいます。
新型コロナウイルスにつきましては、西田先生、舞立先生からも御指摘がありましたが、自民党では、昨日、
財政規模20兆円、事業規模60兆円の経済対策を取りまとめ、岸田政調会長が安倍総理に手渡されたと聞いており
ます。ただ、そのボリューム感につきましては、先ほどから西田先生、舞立先生からもお話がございましたけれ
ども、まだまだ十分ではなくて、そういったところを強化する必要があると私も考えてございます。
経済対策につきましては、私は、西田先生と同様、二段階で講じるべきだと考えています。まずは、所得が大
幅に減少して困っている個人への現金給付、そして中小・小規模事業者への給付金などの緊急経済対策を直ちに
実施し、その上で、経済のＶ字回復のための観光振興あるいは移動の活発化、そういったためのあらゆる施策を
講ずることとし、インフラ整備を含めた、これまでにない大型の経済対策を行うべきだと考えています。
私が長らく関わっております建設産業の分野でございますけれども、国土交通省に確認したところ、建設現場
は、密閉とか密集とか密接とか、そういう三密というふうな環境にはございません。直轄の２、３の現場で罹患
者が出たという情報はございましたけれども、執行面で大きな問題はないと承っております。
一方、そんな中で、建設業は人手不足で、公共事業を追加しても不調、不落が発生して工事ができないので
はないか、そういう声を聞きました。しかし、建設産業界の皆さんにお聞きしても、住宅などの建築分野の一
部において、中国に多くを依存しているトイレのウォシュレットだとか食洗機だとか、そういう製品の納入が
滞っていて、その影響で工期の遅れが見受けられるものがあると聞いていますが、土木分野では資材不足はほ
とんど見られず、３月末に予定どおり工期を終えた工事もたくさんありまして、施工能力は十分あると聞いて
います。
今パネル（資料１）をお示しして
ございますけれども、建設産業界の
皆さんのデータでございますが、大
手建設業の官公庁工事実施額の推移
でございます。
平成26年度（2014年度）5.1兆円
規模でございましたけれども、平成
30年度（201８年度）実施済みは、3.8
兆円程度でございまして、これは大
手の96の企業のデータでありますが
1.3兆円程度の余力が見受けられま
す。建設産業は全部で50万社とも言
われており、それを考えますと、ま
だまだ工事の実施余力はあると聞い
ております。
また、建設分野全体では、ピーク
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［資料１］大手建設業（※）の官公庁工事の実施額の推移 ※一般社団法人日本建設業連合会員96社
(千億円)
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第201回 通常国会

参議院決算委員会 －国政調査に関する件などについて－ 会議録

の平成10年度頃に比較しまして、工事量
は約４割減になっていますけれども、人
員につきましては２割しか減っていない
ということでありますし、不調、不落に
つきましても平年並みで、再度入札する
ことで工事は着実に実施できていると聞
いています。
国土交通大臣にお伺いをいたします。
建設産業分野におきまして、経済対策と
して公共事業が実施される場合に対応が
できないのではないかという懸念が示さ
れてますけれども、その点、実際どうな
のか、その辺をお伺いしたいと思います。
赤羽一嘉国土交通大臣：最近の人手不足を背景に、同様の質問は国会の中でも何回か
受けておりますが、現在の公共事業の予算の執行につきまして、今日、客観的に申し
上げた方が答弁になっていると思います。
令和元年の１月末時点の執行率は金額ベースで81％でございます。この令和元年
というのは例年に比べて多くの予算をいただいておりますが、こうしたように、執
行率は例年と同様の水準でありまして、順調に執行できていると認識をしておりま
す。
加えまして、国交省としまして、公共事業が、これはいずれの地域でも円滑に施工
赤羽一嘉国土交通大臣

確保が図られるように、例えば遠隔地から労働者を確保しなければいけないとしたと

きには、その人件費や交通費などを計上することを認めるですとか、また、１件当たりの工事の発注金額をこれ
までよりも拡大して余裕のあるものにするですとか、また、現場に配置する技術者の要件につきましても、これ
も当然安全を損なわない範囲で、緩和するなど、現場の実態に合わせて講じているところでございます。
こうした取組を地方公共団体に対しても周知を徹底しているところでございますし、加えて、日本建設業連合
会ですとか全国建設業協会の団体の皆様ともいろいろ話をさせていただきますと、施工能力にはまだまだ余裕が
あるので、しっかり機動的に公共投資を行ってほしいという御要望もいただいているところでございますので、
そうした懸念はないというふうに認識をしております。
足立委員：どうもありがとうございました。
何としてもこの点の誤解は解いておきたいと思っておりましたので、有り難い限りでございます。

新型コロナウイルスに対する緊急経済対策について
足立委員：なお、その建設産業でございますけれども、インフラの整備や維持管理の担い手として重要な役割を
果たしていますが、その一方で、大規模な災害が発生すると、警察、消防、自衛隊の活躍にどうしても目が行き
がちなんですけれども、実際には、建設産業の皆さんが真っ先に現場に駆け付けまして、崩れた土砂の除去、ア
クセス道路の確保、決壊した堤防の復旧など様々な緊急対応を行い、貴重な地域の守り手として、さらにはその
後の復旧復興の担い手として大変重要な役割を果たしています。総理や閣僚の皆様にも、是非ともそういう大切
な役割を御承知おきいただければと思います。
なお、西田先生からお話がございましたけれども、昨年の10月から12月期のGDPが年率換算でマイナス7.1％
でありましたが、公共投資は0.7％プラスに押し上げる効果を発揮いたしております。
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総理にお伺いをいたします。
総理は、新型コロナウイルスの影響に対して、日本経済をＶ字回復させるために強大な経済財政対策を講じる
とおっしゃっておられます。新たなアベノミクス、大変勇気付けられるところでございます。
国土交通大臣からも、今、経済対策として公共事業を実施することは可能というお話がございました。インフ
ラ整備に対して思い切った大型の補正予算を実現していただくようにお願いしたいと思いますが、総理のお考え
をお願いします。
安倍晋三内閣総理大臣：今、足立委員がおっしゃったように、今回の感染症によって
我が国経済に対して甚大な影響が懸念されるわけでございますが、来週に緊急経済対
策を取りまとめて、前例にとらわれることなく、経済、金融、税制を総動員して思い
切った措置を講じていきます。
そして、その中で、公共投資についてでありますが、経済の活性化や防災・減災、
インフラ老朽化対策などの国土強靱化等に直結するものであり、必要かつ十分な公共
投資を機動的に推進することが重要と考えています。このため、今回の緊急経済対策
に際しては、令和元年度補正予算や令和２年度当初予算等における公共投資の早期執
安倍晋三内閣総理大臣

行により、景気の下支えに万全を期し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。
是非とも、今回の緊急経済対策として、大規模なインフラ整備、是非お願いをしたいと思います。よろしくお
願いします。

地球温暖化に伴う気候変動について
足立委員：次に、地球温暖化に伴います気候変動の影響について伺いたいと思います。
我が国では、平成23年の紀伊半島大水害以降、毎年大規模な水害、土砂災害が発生しています。特にこの３年、
平成29年の九州北部豪雨、平成30年の西日本豪雨、そして昨年、令和元年の台風19号による水害、土砂災害と、
歴史に残るような大規模な水害、土砂災害が連続して発生しております。
気象庁長官に伺います。
地球温暖化に伴いまして、気候がどのように変化していくのか、特に地球温暖化に伴いまして豪雨災害が更に
拡大していくのではないか、そういう懸念に対しましてどのように考えておられるのか、伺います。
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関田康雄気象庁長官：お答えいたします。
まず最初に、これまでの雨がどのように変化してきたかという点でございますが、
気象台などによります過去百年以上の観測データによりますと、大雨の発生回数には
増加傾向が見られており、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。
例えば、１日当たり200ミリ以上の大雨の発生回数は、1901年から1930年の30年間と
1990年から2019年の30年間を比較いたしますと、約1.7倍に増加しているところでござ
国土交通省 関田康雄気象庁長官

います。

次に、将来の予測についてでございますが、気象庁が平成29年に発表いたしました地球温暖化予測情報第九巻
では、今後も温室効果ガスの排出が高いレベルで続く場合には、一時間当たり50ミリ以上の短時間強雨や１日当
たり200ミリ以上の大雨の発生回数が、共に今世紀末には20世紀末の２倍以上に増加するという予測をしておる
ところでございます。
大雨や短時間強雨の発生回数は年々の変動が大きいということがありますので、気象庁では、長期変化傾向を
確実に捉えるため今後もデータの蓄積に取り組んでまいりますとともに、地球温暖化の対策に資する気候変動の
監視、予測情報の充実強化を行い、その情報発信にも努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した。
気象庁においては、今後とも、引き続きしっかりモニタリングをしていただき、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たいと思います。

地球温暖化に伴う気候変動への適応について
足立委員：ところで、地球温暖化対策の柱は、皆さん御承知のとおり、緩和策、ミティゲーションと、適応策、
アダプテーションの２本柱であります。緩和策については、既に地球温暖化対策推進法により先行的に対策が講
じられてきました。一方、適応策につきましては、一昨年の気候変動適応法の制定により初めて法的に取り扱わ
れることとなりました。
しかし、気候変動により激甚化する水害や土砂災害などの自然災害にどのように対処していくのか、そういっ
た適応策の根幹の部分についてはこれまで必ずしも十分な議論が行われておらず、長らくこの件について国土交
通省で携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ございます。
そこで、環境大臣に伺います。
地球温暖化に伴いまして、自然災害の観点で今後どのような影響が生じてくるのか、気象庁長官からは今激甚
化への懸念が示されましたけれども、その影響に対しまして、気候変動適応法の制定によりまして特に事前防災
の観点でどういった対応を行うことができるようになるのか、伺います。よろしくお願いします。
小泉進次郎環境大臣：今、足立先生からは事前防災の観点でも御指摘をいただきました。
この事前防災の観点も含め気候変動に対応するためには、その影響をまずはできる
だけ広範、精緻に評価をして、その結果を施策に反映することが重要だと考えています。
今年、2020年は、今先生御指摘いただいた一昨年に成立をした気候変動適応法に基
づくものとしては初めてとなる気候変動影響の評価に関する報告書を作成する予定と
しています。この中で、昨今の気象災害も含めた最新の科学的知見を取りまとめた上
で、政府の気候変動適応計画の見直しに反映をさせていきます。
そして、今、私が環境大臣として気候変動適応推進会議の議長を務めていますが、
小泉進次郎環境大臣

今まで防衛省は入っていませんでした。そこを河野大臣にお願いをしまして、新たに

構成員として防衛省に入っていただいて、今その中でも一緒に議論を進め、そしてまた、昨年の台風災害では防
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衛大臣と一緒に長野に現場へ行きまして、災害廃棄物の処理、こういったことについても自衛隊と環境省で連携
を深めること、そしてまた、平時からの連携も含めてマニュアルを作っていくことを確認をして、今作業を進め
ているところです。
そしてまた、武田防災大臣とは今意見交換の勉強会を重ねていまして、６月ぐらいには内閣府防災と環境省と
共同で一つのメッセージを発信をして、新たに気候変動と防災、これが非常にこれからは重要であると、そういっ
たことをしっかり政府一丸となって進めてまいりたいと考えています。
足立委員：ありがとうございます。
私、適応策の中では事前防災が一番大事なことだと考えております。環境大臣には、適応策の、特に事前防災
のリーダー役としてしっかり取り組んでいただくようにお願いしたいと思います。

海外における適応策の検討状況について
足立委員：次に、適応策の具体的な内容について伺いたいと思います。
私が以前伺いましたイギリスのロンドン、テムズ川には、高潮被害を防ぐため、テムズバリアという防潮堤が
河口部に設けられています。その設計に当たりましては、将来の海水面の上昇分を見込むなど、地球温暖化を考
慮した設計になっていると承っております。
国土交通省水管理・国土保全局長に伺います。
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が講じられているのか、伺いたいと思
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。
諸外国において気候変動を踏まえた水災害対策が進められており、例えば、オランダ
や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分を考慮した流量に基づき、
堤防のかさ上げなど、治水施設の整備が進められております。
我が国でも、気候変動による水災害の激甚化については、昨年11月より、社会資本整
備審議会気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会において議論を進めているところ
でございます。こうした小委員会の議論を踏まえつつ、まずは、河川整備基本方針など
国土交通省 五道仁実水管理・国土保全局長

の治水計画を、過去の降雨実績に基づくものから気候変動による降雨量の増加などを考

慮したものに見直してまいります。
足立委員：ありがとうございました。

適応策としてのダムの効果について
足立委員：海外では、既に地球温暖化に伴う気候変動
に対して様々な対応が始まっているということだと思
います。それに対して日本ではどうでしょうか。
今お話がありましたが、ちょっと専門的になりまし
て恐縮ですけれども、国土交通省では、治水計画の前
提となります外力、すなわち計画降水量あるいは計画
流量について見直しの検討を始めていると聞いてい
ます。
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［資料２］地球温暖化に伴う降雨量の変化

れども、地球温暖化に伴いまして、
気温が２度上昇しますと約1.1倍、
４度上昇しますと約1.3倍降水量が
増えると予測されています。これに
伴いまして、川の計画流量が増え、
洪水の発生確率が高まることになり
ます。そうなると、これまでの河川
整備で確保してきた河川の流下能力
では不足することになります。

北海道北部、北海道南部、九州北西部

1.15

1.4

1.5

そんなときに大きな効果を発揮す
るのがダムです。昨年の台風19号に
よる出水の際には、利根川上流のダ
ム群で約１億４千５百万立方メート
ルの洪水を貯留し、下流の基準点で
約１メートルの水位低下効果を上げ

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にて編集

［資料３］洪水を大量に貯留した八ッ場ダム
台風19号 出水前（令和元年10月12日）午前9時頃

ています。その際、利根川の中流部
では計画高水位まであと30センチの
ところまで水位が上昇して、一時は
越水のおそれがある旨を地元の利根
川上流河川事務所が公表するなど、
大変切迫した状況だったと伺いまし

台風19号 出水後（令和元年10月13日）午後6時頃

た。上流ダム群の効果は絶大だった
と言えます。
パネル（資料３）にお示しをさせ
ていただきましたけれども、皆さん
よく御承知の八ツ場ダムでございま
すが、試験湛水中ではありましたけ
れども、上流ダム群の一つとして約

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：（株）国際航業及び国土交通省資料を基に足立敏之事務所にて編集

７千５百万立方メートルの洪水を貯
留しました。ここに写真を示しましたけれども、出水の直前、かなり空っぽの状態のところから出水後には一気
にダムの貯水位が上がり、大きな洪水調節効果を発揮しています。
今後、適応策を進めるに当たりましては、ダムの効果を生かして、改めてダムの新設やダムの再生プロジェク
トを推進する必要があると考えますけれども、国土交通大臣の見解をお聞きしたいと思います。
赤羽国土交通大臣：昨年の令和元年の東日本台風でのダムの大変な寄与というのは、もう委員御指摘のとおりで
ございます。
近年の気候変動によって激甚化・頻発化する大雨洪水災害に対しまして、言うまでもありませんが、上流のダ
ムですとか遊水地で水を貯留して、下流では計画的に河道掘削、堤防整備をしっかりと行う、流域全体の治水対
策を行っていくことが大事だというふうに思っております。
ダムの現状、全国でいいますと約1500ございますが、治水に使える国交省の所管は約570でございまして、全
体で見ると約３割にすぎないと。これ、何とか６割に引き上げようということで、今、関係省庁と連絡を取りな
がら、電力や農業用水に使われていた利水を目的とした900のダムで、事前に利水者と調整をしながら、事前に
放流ができるような、こうしたことを進めておるところでございます。
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加えて、国交省には現在31のダムが新設中でございますし、加えて、既存のダムを改良して比較的短期間で治
水機能向上を図るこうしたダムの再生事業についても、今年度より新たに５事業を含めた30事業を実施中でござ
いまして、こうした意味で、ダムの効用をしっかりと活用しながら国民の皆さんの命と暮らしを守れる防災・減
災対策しっかり取っていきたいと、こう決意をしております。
足立委員：ありがとうございました。

地球温暖化に伴い激甚化する災害への対応について
足立委員：昨年の台風19号では、全国で140か所の破堤箇所が発生しています。私は長らく河川分野で仕事をし
てきましたけれども、これまでに経験のない現象であります。交通ネットワークも同様で、全国各地で高速道路
や幹線道路、鉄道などが寸断され、
至る所で孤立集落が発生しました。 ［資料６］日本の公共事業予算の推移
こうした現象はこれからも更に増加
公共事業関係費の推移（1983年度～）
（兆円）

すると考えられます。

16.0

このような状況下ではありますけ
れども、パネル（資料６）にお示し
をしましたけれども、残念ながら公
共事業予算はこの20年間削減が続い

12.0

10.0

1.6
1.6

たような、日本は信じられないほど

6.0
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国土強靱化担当大臣でもある防災
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4.0

2.0 1.9

0.2 1.1

1.2 0.8 0.8
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てきました。その結果、今申しまし

ように考えています。

5.9

5.0
4.0

8.0

脆弱な国土になってしまった、その

当初予算
当初予算（臨時・特別の措置）
補正予算
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担当大臣にお伺いしたいと思いま
す。地球温暖化に伴い激甚化する災
害に対して、国土強靱化の観点から
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※1地方道路整備臨時交付金の一般会計上による。
※2社会資本特会の一般会計化による。

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：財務省資料を基に足立敏之事務所にて編集

今後どのように対応していくのか、
お伺いします。
武田良太防災担当大臣：国土強靱化というのは、あらゆる自然災害から国民を守るた
めの政策であります。
先ほど小泉大臣からも話ありましたように、この自然災害にとって気候変動という
のは密接に関わる本質的な問題であるというふうに我々は捉えておりまして、今それ
を正面から受け止めて、環境省の皆さんとも様々な角度から勉強し、これが防災・減
災に資するように、つながるように今対策を講じているところであります。
発災直後、防災チームというものはその応急対応に追われるわけでありますけれど
も、それを全力を挙げることは当然でありますけれども、それを未然に、事前に防ぐ
武田良太防災担当大臣

ためにも、今後更にこの気候変動とは密接に関わっていき、事前対応に万全を期して

まいりたいと、このように考えております。
足立委員：ありがとうございました。
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日本のインフラの整備水準について
足立委員：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。
今年の１月、私事ですがタイのバンコクに伺いました。その際、スワンナプーム国際空港が余りにも広大で、
そのスケールに驚きました。それだけではなくて、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
道路が、片側４車線あるいは５車線ありました。日本に戻って帰宅するときに乗った首都高は幾ら数えても２車
線しか片側ありませんでした。それ以前にも、10年前にシンガポールの港を訪れたときにも、そのスケールの大
きさに本当に愕然としたこともあります。
国土交通大臣も最近訪れられたと
お伺いしていますが、日本のインフ

［資料４］高速道路の車線数

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
ているのではないか、そう強く感じ
たところであります。

3車線以下

4車線

38%

日本

車線数のデータでございます。主要
国では片側２車線以上必ず確保して
いますけれども、日本は38％が片側
１車線の対面交通となっています。
韓国は、この20年間で４割ありまし

8車線以上
56%

6%

2%
65%

アメリカ

お手元の資料、パネル（資料４）
でございますけれども、高速道路の

6～７車線

33%

74%

韓国

13%

13%

2%
67%

フランス

31%

0.4%
66%

ドイツ
0%

た片側１車線を既に解消していると

20%

32%
40%

60%

80%

2%
100%

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：各国統計資料を基に国土交通省にて作成、足立敏之事務所にて編集

も聞いています。
こういうような状況でございますけれども、安倍総理に伺いたいと思います。
安倍総理は、地球儀を俯瞰する外交ということで積極的に海外に足を運ばれ、他国のインフラの整備水準につ
いてもよく御存じだと思います。日本のインフラの整備水準、今申しましたような状況で私は懸念してございま
すけれども、総理はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
安倍内閣総理大臣：国民の生命と財産を守り、さらには生産性向上による経済成長を実現するため社会資本の整
備に努めてきたところでありますが、その整備水準について、例えば、委員御指摘のとおり、諸外国に比べて車
線数の少ない高速道路が多いという意見があることは承知をしてお
ります。
何とか、私の地元なんかもそうだったんですが、もう早く高速道
路を造りたいという中で、本当は片側２車線がいいんだけど、まあ
ここはしようがないということで１車線。そもそもその段階で交通
量が少ないではないかという指摘もあり、そういうことで進めてき
たんですが、実際、様々な形で事故も多いではないかという指摘も
あるということは私も十分に承知をしております。
近年のこの災害激甚化や国際競争の激化等も踏まえて、引き続き、
中長期的な見通しの下、効率化を図りながら計画的に社会資本の整
備を推進してまいりたいと思います。その際にしっかりと世界の状
況を見よというのはそのとおりなのかなと、このように思います。
足立委員：ありがとうございました。大変勇気付けられる御答弁で
ございました。
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経済を一流にするならインフラも一流の水準にしなくちゃいけない、そのように考えておりますので、是非と
もよろしくお願いします。

『荒廃する日本』
とならないために
足立委員：ところで、30年ほど前にアメリカでは、老朽化した橋梁が落ちたり通行できなくなるような事態が発
生し、
『荒廃するアメリカ』と大騒ぎになりました

1930年代のニューディール政策で整備されたインフラが、

およそ50年たって一斉に老朽化したのが原因でした。
アメリカでは、その後、そうした
状況を反省し、公共投資を増加させ
て対応しています。このパネル（資
料５）に示したとおり、荒廃するア
メリカと言われたときから、いわゆ

［資料５］米国の道路関係投資の推移
180,000

160,000

る反転攻勢のような形で公共投資を

140,000

増やして対応をしております。

120,000

国土交通大臣に伺いたいと思い
ます。
日本のインフラについて、笹子ト
ンネルの例もございますけれども、

40,000

0
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荒廃するアメリカ

60,000

状況と同じような状況にならないた

しく御答弁をお願いします。

資本的支出

80,000

20,000

要があると考えますけれども、よろ

運営・維持管理

100,000

『荒廃するアメリカ』というような
めにしっかり手を打っていただく必

1956～2007年、2009年基準、実質

（百万ドル）

自由民主党・国民の声 足立 敏之
出典：米連邦会議予算事務局（CBO）資料を基に国土交通省にて作成、足立敏之事務所にて編集
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赤羽国土交通大臣：我が国の社会インフラの大半が高度成長のときに
整備されたものでありまして、大変老朽化が進んでいるというのはも
う現実でございます。例えば、橋梁については、全国で約72万橋があ
るわけでありますが、現在、約10％、７万橋が大変不具合が生じる可
能性があって、すぐにでも手を打たなければいけないという状況でご
ざいます。
当然、こうした段階で、予防保全と事後保全ということを考えると、
当然、予防保全で手を打った方がその費用も少なく掛かりますし、少
なく終わりますし、時間も掛からないということでございますので、
予防保全に重点を置きながらしっかりと、個別補助金制度も導入しま
すので、しっかりと進めていきたいと、こう考えております。

公共投資の拡大の必要性について
足立委員：ありがとうございました。
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、これが大事だと思います。そのためには長期計
画に基づいて公共投資をしっかり行う必要がある、西田先生も舞立先生もおっしゃいましたが、そう思います。
最後に安倍総理の御決意をお聞きして、質問を終えたいと思います。
安倍内閣総理大臣：日本のインフラ、まさに先ほど申し上げましたように、国民の生命、財産を守り、さらには
しっかりと、経済の基本でございますから経済のインフラにもなると、こう考えております。老朽化にもしっか
りと対策を講じながら安心できるものにしていきたいと思っております。
足立委員：ありがとうございました。
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