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会　議　録
令和３年６月７日（月曜日）

参議院決算委員会の締めくくり総括質疑で質疑に立ち、「日本経済の現状とインフラ投資の必要性」をテーマに、
菅総理大臣、麻生財務大臣、赤羽国土交通大臣に質問をさせていただきました。
内容としては、昨年の実質GDPが戦後最低の下げ幅となったことを踏まえて、日本経済の再建のための公共
投資拡充の必要性を麻生財務大臣に質問するとともに、空港、港湾、道路等のインフラの整備水準が韓国と
比べて遅れておりインフラ投資を進める必要性について赤羽国土交通大臣に伺いました。最後に菅総理大臣に、
公共投資を計画的に進めることの必要性、その担い手である建設産業の振興、それを支える国土交通省等の
体制の充実の必要性等について質問をさせていただきました。
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野村哲郎委員長：関連質疑を許します。足立敏之君。

足立敏之委員：自由民主党の足立敏之です。
　本日は、菅総理を始め、全閣僚御出席の下、質問の機会を与えていただきまして、野村委員長、理事、委員の
皆様、そして参議院自民党の幹部の皆様に感謝を申し上げたいと思います。
　私は、これまで建設分野の代表としてインフラ整備、防災、災害対策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、コロナ禍の
日本経済の再生に向けたインフラ投資の必
要性をテーマに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。
　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謹んで哀悼の
意を表しますとともに、感染された皆様の
一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、国民の生活を支
えるため様々な現場の最前線で新型コロナ
ウイルスと闘っている全てのエッセンシャ
ルワーカーの皆さん、さらにはオリンピッ
ク、パラリンピックの開催に向けて頑張っ
ておられる全ての皆様に心から感謝を申し
上げたいと思います。

1.低迷する日本のGDPとそれを支える公共投資
足立委員： 5 月18日、日本のGDPが内閣
府により発表されました。2020年度の実質
GDPは、新型コロナウイルスの影響によ
りまして対前年度比マイナス4.6％、先ほ
ど舞立先生からも御指摘ございましたけれ
ども、戦後最悪の下げ幅となっています。
オイルショックやバブル崩壊、リーマン・
ショックを上回る最大の下げ幅です。
　その内訳を見ますと、資料 1でござい
ますけれども、民間の住宅投資がマイナ
ス7.1％、民間企業の設備投資はマイナス
6.9％と民間投資の減少が顕著であります。
一方、公共投資はプラス4.0％の増となっ
ておりまして、これは防災・減災、国土強
靱化 3 か年緊急対策の最終年度であったこ
とや、このところ毎年続いている災害復旧
予算の効果と考えます。
　いずれにしても、民間投資の減少を公共投資の増で補っている構図がこれから明らかです。このような状況を
考えれば、日本経済を立て直すためには引き続き公共投資を拡充していくことが必要と考えますが、麻生財務大
臣の見解を伺います。

［参考資料１］�実質GDP成長率の推移（年度ごとの前期比増減率）
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［資料１］�我が国の実質GDP（令和3年5月18日発表）
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出典：内閣府経済社会総合研究所・国民経済計算部「2021年1～3月期

四半期別GDP速報」（令和３年５月１８日）を基に足立敏之事務所加筆・編集
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麻生太郎財務大臣：この資料にも示されておりますとおり
に、これはもうこのとおりの数字になっておるところで、こ
れ非常に公共工事に要する部分が多い。加えて、民間の設備
投資、加えまして、そうですね、民間の個人消費等々も非常
に大きく落ち込んだというのがこういった数字の背景にあろ
うと思いますが、令和 2 年度の第 3 次の補正予算におきまし
て、いわゆる経済対策の一環として、今言われました防災・
減災、国土強靱化のための 5 か年加速化計画というのをやら
せていただいた最初の初年度分の公共事業関係費というのが
約 1 兆6,500億円というものを処置させていただきました。
また、令和 3 年度の予算におきましても、必要なインフラ投
資というのをこの計画に沿いましてインフラ投資に重点化した上で、公共事業関係費につきましては安定的に確
保して 6 兆695億円というものを処置をさせていただいておるんですが、ただ、この公共事業関係費、よく御存
じのとおりですけれども、繰越額が年々増加をいたしております、年度末に、翌年に繰り越すという。
　公需だけでなくて民需主導の経済成長に早く戻していかないと、これ、公共事業だけ満杯みたいになっており
まして、 3 年前ですと 1 兆9,000億ぐらいの繰越額が、今年は下手すると 4 兆5,000億ぐらい、もうちょっと行く
かもしれませんけど、そういった見込みになっておりますので、このポストコロナに向けまして、これデジタル
化とかグリーン化とか今いろいろ実現を目指してやらせていただいておりますが、経済社会とか産業構造という
ものを見直して、いわゆる成長分野に民需主導、民需の投資というものが出てくるように喚起をするということ
をやっていかないと、この民需主導というものは、このコロナのおかげもかなりあるとは思いますけれども、い
わゆる民需の設備投資が減っておりますので、いわゆる我々でいいます公共工事に頼らざるを得ないというとこ
ろが非常に、私どもとして、非常にこの経済として、やっぱり消費と民需、いわゆる設備投資、この二つがいわ
ゆるGDPの中に占めます大宗としては非常に大きなものを占めておりますので、この二つがマイナスというと
ころが全体として経済を縮小させているという現状を考えますと、この部分の経済成長の実現というものに更に
努力をしてまいりたいと考えております。

足立委員：繰越しが増えているのは、補正予算が多いということと、もう一つ、国交省が政策的に平準化という
ことで仕事のしやすさを追求していることがかなり影響していますので、その辺は是非御配慮いただければと思
います。
　ところで、日本の公共投資でございますけれども、資料 2に示しました。平成10年度がピークで、そのときに
は補正予算と合わせて約15兆円程度ありま
して、その後削減が続き、平成21年度、麻
生政権の際なんですけれども、頑張ってい
ただきまして戻していただきました。しか
し、その後、政権交代に伴いまして激減し
てしまいまして、平成24年度には当初予算
4.6兆まで下がってしまっています。その
後、自公政権に戻り、アベノミクスで 6 兆
円規模まで回復し、さらには、平成30年度
からは防災・減災、国土強靱化の 3 か年緊
急対策、災害復旧予算を除きまして大体 7
兆円規模まで回復をしてきています。しか
し、この間の公共投資削減のダメージは非
常に大きかったのではないかと言わざるを
得ません。

［資料２］�日本の公共投資の推移
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2.諸外国と比較して遅れている日本のインフラ整備

―韓国と比較して低水準の日本のインフラ―
足立委員：そのような観点から、本日は、日本の
インフラの整備水準について是非皆様方に考えて
いただきたいということで、日本と韓国のインフ
ラの比較をさせていただきたいと思います。
　まず、日本の貿易の99.6％を支えている港湾で
ございます。日本の港湾のコンテナ取扱量を見ま
すと、資料 3にお示しをしましたけれども、1980
年代半ばには神戸港、横浜港が世界10位以内に
入っていました。その後、アジア地域の急速な経
済発展とともに、中国の上海港や深圳港、韓国の
釜山港などが飛躍的に成長しまして、2019
年には、我が国最大の東京港でも34位、横
浜港は61位、東京港と横浜港を合わせた京
浜港としても20位相当に低迷をしてしまっ
ています。それに対しまして、釜山港は、
1980年代には12位だったんですけれども、
2019年には 6 位に浮上しています。これは、
大型化するコンテナ船に日本の岸壁が追従
できていないことが原因の一つと考えられ
ています。
　大型のコンテナ船に対応できる水深16m
以上の岸壁なんですけれども、釜山港に26
か所あるのに対して、京浜港では 8 か所し
かありません。京浜港と釜山港のコンテナ
ターミナルの規模は、資料 4に示させてい
ただきましたが、これは両方とも同じ縮尺
ですが、その規模の違いは歴然としていま
す。こうしたことが影響して日本の港湾の
相対的な地位が下がっていると考えられま
す。
　一方、人の出入りを支える空港について
見てみたいと思います。世界各国の国際線
の空港旅客のシェアを資料 5示しました
が、2007年頃を境に韓国が日本を上回るよ
うになっています。これは仁川空港がアジ
アのハブとしての機能を高めてきた結果と
考えられます。
　仁川空港と成田の大きさの比較をしたの
が次の資料 6でございます。成田空港は滑
走路 2 本で6,500m、仁川空港が 3 本で 1

［資料３］�世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキング
[[１１９９８８４４年年]] [[２２００１１９９年年（（速速報報））]] （（単単位位：：万万ＴＴＥＥＵＵ））

港 名 取扱量 港 名 取扱量
11 ロロッッテテルルダダムム 225555 11  ((11)) 上上海海（（中中国国）） 44,,333300  

22 ﾆｭｰﾖｰｸ//ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ 222266 22  ((22)) シシンンガガポポーールル 33,,772200  

33 香港 221111 33  ((44)) 寧波--舟山（中国） 22,,775533  

44 神戸 118833 44  ((33)) 深深圳圳（中国） 22,,557777

55 高雄 117788 55  ((77)) 広広州州（（中中国国）） 22,,332244

66 シンガポール 115555 66  ((66)) 釜山（韓国） 22,,119999  

77 アントワープ 112255 77  ((88)) 青青島島（（中中国国）） 22,,110011

88 基隆 112233 88  ((77)) 香港（中国） 11,,883366  

99 ロングビーチ 111144 99  ((99)) 天津（（中中国国）） 11,,772266  

1100 横浜 111100 1100  ((1111)) ロロッッテテルルダダムム（（オオラランンダダ）） 11,,448811  

1122 釜山 110055

3344((2299)) 東東京京 550011  

1155 東京 9922

6611((5599)) 横横浜浜 229999

3311 大阪 4422

6677((6655)) 神神戸戸 228877

6688((6677)) 名名古古屋屋 228844  

8800((7766)) 大大阪阪 224466

[[注注]] 数数値値はは
いいずずれれもも
外外内内貿貿をを含含むむ。。
ラランンキキンンググにに
おおけけるる（（ ））内内
はは22001188年年のの
順順位位。。

…
…

…
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…
…

…

…
…

.

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：Containerisation International Yearbook 1987 、Lloyd’s List 資料、

「港湾統計（年報）」を基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集

［資料４］�京浜港と釜山港のコンテナターミナルの比較（水深16m以上）
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出典：Ports & Terminals Guide 2019、京浜港HPを基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集
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万1,500mであります。
　 3 月の予算委員会で麻生財務大臣の方か
ら、成田は空港の整備が進んでいて、もう
じき仁川空港に肩を並べることができると
お話ありました。確かに、2028年度末に
は成田はＢ滑走路を1,000m延伸、そして
3,500mのＣ滑走路を新設するということ
になっていますが、いずれ、 3 本の滑走路
で 1 万1,000m、仁川空港の 1 万1,500mに
肩を並べるところまで行きそうなんですけ
れども、実際は、仁川空港は2024年までに
もう 1 本、4,000mの滑走路を増設する拡
張工事を実施中であります。この 3 本並ん
でいる滑走路の 1 本左側になりますけれど
も、こちらに今整備中であります。さらに、
2030年度までには 5 本目の滑走路も整備す
るという構想があるとも聞きました。
　赤羽国土交通大臣からは、空港の能力は
滑走路の本数や延長だけではないと先日御
指摘いただきましたが、でも、これはちょっ
と差が付き過ぎているんではないかと思い
ます。
　さらに、参考資料 2高速道路についても、
本来は片側 2 車線以上であるべきものです
が、日本は、予算が厳しくなったときに、
交通量の少ない段階で取りあえず対面交通
としていわゆる暫定 2 車線で供用させる、
そういう高速道路を増やしてきました。暫
定 2 車線の区間は全体の約 4 割になってい
ます。世界に目を移すと、日本のような対
面交通の高速道路はほとんどありません。
韓国も、20年前には 4 割が対面交通だった
と聞きますが、この20年間に整備をしてそ
れを解消をしています。
　こういうような状況を考えますと、日本
のインフラが韓国に比べて大きく遅れてき
たのは、次の資料7に示しますけれども、
日本と韓国のインフラ投資の違いにあると
考えます。この図を見ていただければ歴然
なんですけれども、日本はこの20年間でイ
ンフラ投資を半減しているのに対しまして、
韓国は2.7倍に増やしてきています。この違
いが日本と韓国のインフラの整備水準の違
いにつながってきていると思います。

［資料５］�我が国航空の国際的なシェア
（%）

（注）中東湾岸はUAE、カタール、サウジアラビア、オマーン、クウェート、バーレーンの合計。
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出典：ICAO Annual Report of the Councilを基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集
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［資料６］�成田国際空港と仁川国際空港

（同縮尺/2009年5月撮影）

成成田田国国際際空空港港

滑滑走走路路本本数数／／合合計計延延長長((ｍｍ))22//66,,550000
仁仁川川国国際際空空港港

滑滑走走路路本本数数／／合合計計延延長長((ｍｍ))33//1111,,550000

滑滑走走路路

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：JAXA資料を基に足立敏之事務所作成

［参考資料２］�高速道路車線数の国際比較
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日日本本

アアメメリリカカ

韓韓国国

フフラランンスス

ドドイイツツ

33車車線線以以下下 44車車線線 66～～７７車車線線 88車車線線以以上上

出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所作成

5



会議録 第204回 通常国会　参議院決算委員会

―日本が経済で一流を目指すのであれば、インフラの整備水準も一流に―
　次に、資料 8を見ていただきたいんです
が、横軸が世界各国の20年間の公共投資の
伸び、そして縦軸がGDPの伸びなんです
けれども、日本はこの20年間公共投資を半
減し、GDPも先進国の中で唯一伸ばしてい
ない、そんなような状況であります。一方、
公共投資を伸ばした国はGDPも大幅に伸
ばして経済成長をしています。韓国がその
典型だと言えるかと思います。
　日本が経済で一流を目指すのであれば、
インフラの整備水準も諸外国並みに引き上
げていくことが必要だと考えます。日本経
済を立て直すためにも、しっかりインフラ
整備を進めるべきと考えますが、赤羽大臣
の見解を伺います。

赤羽一嘉国土交通大臣：韓国との比較の御
質問がございました。
　まず、国土の自然条件等も違いますので
一概に比較することはなかなか難しい面も
ございますが、韓国が国家戦略として社会
資本整備を進めてきたというのは事実でご
ざいまして、その結果として経済成長につ
ながっているというのも厳然たる事実だと
思います。
　改めて申し上げるまでもなく、社会資本
整備は、老朽化対策も含めて、一つには、
生産性の向上ですとか民間投資の促進と
いったストック効果から経済成長への貢献
があるということ、またもう一つは、頻発、激甚化する自然災害から防災・減災に資するという点で大変意味のあ

［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））
（年度）

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

［資料８］�公共投資とＧＤＰ伸率（対1996年度）
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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））

対対1996値値比比率率

GDP伸伸率率 (%)

1.0 2.0 3.0 4.0

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：内閣府及びOECD資料を基に国土交通省にて作成、足立敏之事務所にて編集
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ることだと認識をしております。昨年末に、総事業費おおむね15兆円のめどとする防
災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策を閣議決定していただきましたので、
国民の皆様の命と暮らしを守るに資する中長期的な防災対策、減災対策をしてまいり
たいと、こう考えております。
　さらに、本年 5 月28日に、令和 7 年までの第 5 次社会資本整備重点計画も閣議決定
をしていただきました。この中で、先ほど麻生副総理からの御答弁にも少し重なりま
すが、インフラ分野のデジタル化ですとか脱炭素化など、ポストコロナの時代を見据
えた社会資本整備をしっかりと戦略的、また重点的に推進してまいりたいと、こう考
えております。

足立委員：ありがとうございました。
　しっかりと我が国の成長戦略にこういうインフラを位置付けていただければ有り難いと思います。

3.欧米諸国は経済政策としてインフラ投資を拡大
足立委員：ところで、アメリカではバイデン大統領が 3 月に、 8 か年 2 兆ドル、約220兆円の経済対策を発表を
いたしました。その後の報道によると、1.7兆ドル、約180兆円規模に縮小して調整を進めているというようなこ
とですが、いずれにしても、かなり大規模な経済対策を実施し、インフラの再整備を行うことを表明されています。
また、イギリスやオーストラリアなどの欧米諸国や中国、韓国などでもインフラ投資を進める動きが見られます。
　アメリカを始め諸外国がこぞってインフラ投資を拡大する動きをしていることについて、麻生財務大臣の見解
を伺いたいと思います。

　　　　　　　　　　　　麻生太郎財務大臣：おっしゃるとおり、バイデン政権になりまして、トランプ政権の
ときも結構大幅にインフラ投資、特にアメリカの場合は80年代に手抜いたツケが全部
回ってきているかなという話をよくしておりましたんで、そのとおりの形になりまし
たのを一斉に今やっておられるんだと思っております。
　そのほか、私どもいろいろ財源確保を今やろうとしているんで、公共投資をやる財
源確保として、今回国際課税等々にもアメリカが大幅に譲って、結果として、一昨
日、ほぼG 7 で合意という、他国の関税自主権に手を突っ込むという話ですから、こ
れなかなか難しい話だったんだと思いますけれども、 8 年掛かりでこれがどうやらそ
の方向に出てきておりますけれども、他国の話で一々コメントするわけにも、差し控

えさせていただきますけれども。法人税とかそういったいろんな形で
のものを、民間設備資金というものを、大幅にこれを入れられるよう
に変えてみたり、いろんな形でやっておりますんで、民間の財源、資
金をいかに確保できるかというのは非常に大きな問題なんだと思いま
すが、私ども今いろんな形でそういった方向を形成しようって国土交
通省ともやらせていただいておりますんで、そういったようなことを
含めて、この設備投資というのの部分が公共工事に向かえるようにし
てやるというのは、民間の会社にとっても少なくとも投資に見合うリ
ターンが期待できればやれるという発想になり得ますので、そういっ
たところも含めて考えていってしかるべきではないかと、いろんなこ
とを考えねばいかぬとは思っております。

足立委員：ありがとうございました。

麻生太郎財務大臣

赤羽一嘉国土交通大臣
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4.公共投資の計画的推進、建設産業の振興、関係省庁の体制の拡充について
足立委員：ここまで、日本も経済対策として、諸外国同様、インフラ投
資に力を入れるべきだと訴えてまいりました。
　改めて申し上げますが、日本は自然災害に対して大変脆弱で、毎年歴
史に残るような甚大な水害、土砂災害が発生しています。また、大規模
地震も度々発生しています。しっかりと事前防災を進めるべきだと考え
ます。
　また、先ほど来お話をしたとおり、港湾、空港、高速道路などのイン
フラの整備水準も韓国を始め諸外国と比較してとても貧弱な状態であり
ます。改めて日本のインフラを充実させていくためには、長期計画に基
づいて計画的にしっかり投資を行っていく必要があると考えます。
　なお、インフラ投資を円滑に進めるためには、それを担う建設産業の
皆さんがより仕事をしやすい環境をしっかりつくり上げること、さらには、公共事業を進めている国土交通省な
ど、これまで定員削減で体制の縮小を余儀なくされてきた、様々なお役所、そういったところの組織、定員など
の体制の強化が不可欠です。
　日本経済の再生のため、引き続き公共投資を計画的に進めるとともに、その担い手である建設産業の振興、さ
らにそれを支える国交省等の体制の充実に向けまして菅総理のお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願
いします。

　　　　　　　　　　　　菅義偉内閣総理大臣：インフラ整備は地域の生活や経済を支えるために大きな役割を
果たしており、引き続き計画的に推進をしていきたいと思っています。
　特に近年の自然災害の激甚化に伴い、災害対応に重要な、災害対応については重
要な要素になっており、このため、各地で災害対応に当たるテックフォースを有す
る地方整備局へのニーズというのは非常に高まっております。地方整備局の定員を
2 年連続で大幅に増員をしており、引き続き必要な人員体制を充実させていきたい
と思います。
　また、現場を支える建設産業についても、週休 2 日実現に向けた無理のない工期設
定など、人材確保のための環境というものをしっかり進めていきたいと思います。

足立委員：総理のお言葉を重く受け止めたいと思います。
　ありがとうございました。

菅義偉内閣総理大臣


