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会　議　録
令和３年３月８日（月曜日）

参議院予算委員会集中審議において、東日本大震災から10年を迎えるにあたり復旧・復興の状況、
コロナ禍の避難所対策の取組状況について、赤羽国土交通大臣、小此木防災担当大臣に伺いました。
続いて昨年の球磨川水害において仮に川辺川ダムがあった場合の効果と今後の方向性、我が国の
インフラの整備水準の低さと投資の必要性について、菅内閣総理大臣、麻生財務大臣、赤羽国土
交通大臣に伺いました。
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―集中審議（東日本大震災からの復興及び新型コロナウイルス感染症対応等）―
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足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。
　私は、建設産業分野の代表として国会議員を務めさせていただいており、インフラ整備、防災、災害対応に長
らく取り組んできております。
　本日はそうした経験を踏まえ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.東日本大震災からの復旧・復興状況について
足立委員：東日本大震災からあと 3 日で10年
を迎えます。犠牲になられました皆様の御冥
福を心からお祈り申し上げますとともに、被
害に遭われた全ての皆様にお見舞いを申し
上げます。また、復旧・復興に携わられた全
ての皆様に感謝と御礼を申し上げたいと思
います。
　私は、当時、国土交通省の四国地方整備局
長として勤務をしておりました。高松市でも
長周期のゆったりした震度 1 の揺れがござい
ました。直ちに災害対策センターに駆け込み
ましたが、大画面のモニターで東北地方整備
局のヘリ「みちのく号」から送られてくる映
像を見ているうちに、七北田川という県管理
の河川に津波が遡上するのを確認し、その後、
海岸部に向かったヘリからの映像に愕然とい
たしました。巨大な津波が仙台平野を襲って
いたのです。被害は極めて甚大なものでした。
　その後、現地の応急復旧に当たり、まず行わなければならなかったことは、津波に襲われた沿岸部への進入路
の確保でした。当時、国土交通省の東北地方整備局では徳山局長が「くしの歯作戦」を考案しまして、警察、消
防、自衛隊に先んじて、地元の建設業の皆さんと協力して、資料 1のような形で、いわゆる道路啓開、瓦礫で埋
まってしまった道路を切り開いていく作業を行いました。
　是非皆さん、10年前のことですので、思い出していただければと思います。全力でこうした活動を続けた東北
地方整備局の皆さん、困難な現場で道路啓開作業を進めていただいた建設業者の皆さんに心から感謝を申し上げ
たいと思います。
　ところで、一昨日、3 月 6 日でございますけれども、気仙沼湾の横断部、三陸沿岸道路が開通をいたしました。
宮城県内の沿岸部のいわゆる復興道路、高速道路が全線開通となりました。大震災発生時に沿岸部の被災地への
進入路の確保に苦労した、先ほど申しました当時の徳山局長の思い、「常磐道や三陸道を始めとする高速道路を
復興道路あるいは復興支援道路として何とか10年以内に開通し
たい」、そういう思いが現実のものとなりました。大変感慨深
いものがありました。
　東日本大震災から10年たちますが、津波防潮堤、高速道路、
まちづくりなど、公共インフラの復旧・復興の状況について赤
羽国土交通大臣に伺いますとともに、先ほど御紹介した東北地
方整備局の職員を始め復旧・復興に御尽力いただいた方々に一
言コメントをお願いしたいと思います。

［資料１］�東日本大震災で被災した道路の啓開 �
国土交通省東北地方整備局と建設業者が協力して実施

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：平成23年3月14日、気仙沼市内、国土交通省東北地方整備局撮影の
　　　資料を基に足立敏之事務所にて作成
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　　　　　　　　　　　　赤羽一嘉国土交通大臣：足立委員におかれましては、常に専門家として、また現場を
よく知る委員として常に温かい激励をいただいております。まず心から感謝を申し上
げたいと思います。
　東日本大震災の被害状況、私、26年前、あの阪神・淡路大震災で住む家を失った被
災体験を持った私ですら、あの被害のすさまじさは言葉を失う状況でございました。
あの道路啓開につきましても、今言われたように、くしの歯作戦といって、恐らく一
週間で太平洋沿岸まで啓開を完了するという、ある意味では大変奇跡的な、見事な対
応をされたと思っておりますし、復興道路、復興支援道路も一昨日の三陸沿岸道路、
気仙沼湾の横断橋の開通で宮城県は全て完了いたしましたし、宮古以北の岩手県、ま

た相馬道路、ごく一部残っておりますが、全て、本年中に復興道路全て開通予定でございます。
　また、鉄道につきましても、昨年、常磐線の全線が復旧いたしましたので、これも完了いたしまして、また港
湾につきましては、平成29年度で港湾施設も全て復興復旧完了しております。
　住まいの再建につきましても、災害公営住宅及び民間住宅等用地の整備が完了し、また海岸も、随分津波で大
変厳しい状況でございましたが、621地区の海岸のうち485地区、78％で完成、国交省の所管分では、そのうち
276の地区で238地区の海岸、86％で完成したということでございます。
　まさにこの復興の道程では、地域の守り手として、地元の建設業の業界の皆さんが24時間本当に不眠不休で、
もう本当に命懸けで対応していただいたと。そこに地方整備局も、身内でありますけれども、全国からテック
フォース部隊が集結をして、まさに命懸けで全力投入してきた、そういった成果だと思っております。
　また、東日本大震災からこの間、令和元年の東日本台風でも福島県、宮城県、大変大きな被害がございました。
国直轄で 2 か所、県の河川では85か所、87か所で堤防が決壊するという、大変な状況でございまして、福島県で
は16か所、宮城県では18か所の、国が応急復旧工事のために直轄権限代行を行わさせていただきまして、これも
全てテックフォース部隊と地元の建設業の対応でございます。
　大変頑張っていただいているということは大臣としても本当に心から頭の下がる思いでございますが、他方で、
ハードが整ってもなかなか、私も神戸の体験からいいますと、このソフト、被災された皆さんにとりましては、
この10年間で高齢化も進みますし、家族の御事情も変わりますし、様々な問題が出てきていることもまた事実で
ございます。
　そうした意味では、ハードは整ったものの、これでよしと当然することなく、本当に被災者に寄り添いながら、
被災者の思いのかなう真の復興に向けてしっかりと対応していきたいと、こう決意をしております。

足立委員：ありがとうございます。私も直ちにテックフォースを派遣したことを今思い出しました。

赤羽一嘉国土交通大臣
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2.東日本大震災の記憶の伝承について
足立委員：ところで、東日本大震災から10年が経過しますけれども、震災の記憶が薄らいできているのではない
かとの懸念の声を聞きます。
　私は、津波で被災した気仙沼市や陸前高田市のいわゆる震災遺構津波伝承館に伺ったことがございますけれど
も、これらの施設では、津波で犠牲になられた方々への追悼と、様々な展示を通じて震災の記憶、教訓、こういっ
たものを後世に伝えようと取り組んでおられます。陸前高田の津波伝承館には、震災当時、先ほどお話ありまし
た、災害対応で頑張った東北地方整備局の災害対策室も再現されていました。
　しかし、各地で復旧・復興が進む一方、震災の記憶が少しずつ薄らいできているのも事実ではないでしょうか。
そうしたことを危惧して、東北地方では、東北経済連合会や東北地域づくり協会などのリーダーシップで産学官
民が協力して、「 3 ・11伝承ロード」という取組が始まっています。このプロジェクトは、東日本大震災の教訓
を学ぶために、震災伝承施設のネットワークを活用し、震災伝承のための事業を行うものであります。将来に向
けた備えを考えるためにも大変大事な取組だと思っております。しかし、残念ですけれども、こうした取組につ
きましては、首都圏では知っている方が非常に少ないというのが現実でございます。
　東日本大震災の記憶の伝承が図られるように、「 3 ・11伝承ロード」など地域に根差した取組を国としてもしっ
かり支えていくことが大事だと考えますが、小此木防災担当大臣の見解を伺います。

　　　　　　　　　　　　小此木八郎防災担当大臣：改めまして、震災10年を迎えることにより、犠牲者の皆様
方に改めて御冥福をお祈りいたします。
　 3 月11日には東日本大震災の慰霊祭が毎年行われまして、私も伺っておりますけれ
ども、遺族の方の話を毎回聞くことになりますけれども、決して思い出したくない話
もあれば、だからこそ、これは記憶から薄らいだものにしてはいけないという思いも
あろうと思います。
　そこで、東北の被災地では、民間団体の語り部活動、知識を深めてもらうための各
地域にある震災伝承施設を複数訪問してもらうための官民が連携した活動、工業高校
の高校生が津波に関する模型を作成し、模型を用いた小学生等への出前講演など、地

域に根差した伝承活動が行われていると思います。
　国や自治体でもこうした活動への様々な協力や支援、検証などを行っているところであります。震災の記憶の
伝承については、内閣府としても、被災者からの聞き取りをもとに、東日本大震災の教訓集を作成し、各市の防
災活動で御活用をいただく取組に加え、今年は防災推進国民大会を岩手県釜石市で開催することとしています。
　今後、地元県、市と連携しながら、震災伝承施設等も活用し、震災の記憶を振り返りつつ、今後の防災を全国
民で考える機会としていただきたいと思います。国として、今後とも、地域に根差した震災の記憶の伝承の取組
を支え、国と地元が連携して我が国の防災意識の向上を図ってまい
りたいと思います。

足立委員：ありがとうございました。
　去る 2 月13日でございますけれども、東北地方で震度 6 強の地震
が発生をいたしました。東日本大震災の余震ということでございま
す。この地震によりまして 1 名の方が亡くなり、家屋被害も数多く
確認されています。
　被災された皆様に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。ま
た、コロナ禍の中で対応に当たられた関係者の皆様に心から感謝を
申し上げたいと思います。

小此木八郎防災担当大臣
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3.コロナ禍における避難所の確保対策について
足立委員：相馬市の立谷市長からお話を伺い
ましたが、コロナ禍で避難所の開設、これも
大変工夫をされたと伺いました。元々準備し
ていたマニュアルに基づいて、手指の消毒や
検温、それにとどまらず、資料 ２にお示しを
しておりますけれども、屋内でもテントなど
を活用した三密対策、こうしたことも行って
いらっしゃいます。また、場合によっては救
急車も活用して発熱者の検査体制を確保する
など、本当に様々な工夫をされておられると
聞きました。
　内閣府として、コロナ禍での避難所の確保
について事前にどのような措置をとるよう指
導していたのか、小此木防災担当大臣に伺い
たいと思います。

小此木八郎防災担当大臣：コロナ禍の中で
様々な被災に対する工夫をしていただいているのは、大変に有り難いことだと思います。コロナ禍において自然
災害が発生した場合には、多くの避難所、避難スペースの確保や健康状態の確認や発熱者への対応等、感染防止
対策の徹底を図る必要があります。
　そのため、昨年 4 月以降、各種通知等を発出し、新型コロナウイルスの感染症対応地方創生臨時交付金等も活
用しながら、コロナ禍での災害に備えた取組を進めるよう要請をしてきたところであります。安全な親戚、知人
等への分散避難の検討等を記載し、チラシを作成をして住民に回覧、配布して周知するキャンペーンの展開です
とか、避難所としての利用、活用、国の研修施設やホテル、旅館のリストなど、自治体への提供などを進めてま
いりました。
　一方、昨年 9 月、台風第10号においては、収容人数を超過した避難所が生じた市町村があったことから、必要
な避難所をできる限り当初から開設すること、収容人数に達した避難所の情報を速やかに住民に発信する手段に
ついて平時から検討することなどについても、自治体に対して促しているところであります。
　こうした取組により、コロナ禍での災害における避難所の感染症対策についてはおおむね適正な対応が行われ
ているものと認識しておりますけれども、引き続き感染状況等も踏まえつつ、大規模な自然災害に備え、関係省

庁や自治体とも連携しながら、災害対応の不断の見直しや対応力の
強化に取り組んでまいりたいと思います。

足立委員：ありがとうございました。これからも引き続き、小此木
大臣のリーダーシップで、感染症抑制のためにしっかり徹底できる
ようにお願いしたいと思います。

［資料２］�新型コロナウイルス感染症を考慮した避難所 �
福島県相馬市の例（令和 ３年 ２月）

1自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：令和3年2月14日、スポーツアリーナ相馬第2体育館、
　　　相馬市役所撮影の資料を基に足立敏之事務所にて作成
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4.東日本大震災以降の耐震対策の効果について
足立委員：一方、今回の地震におきましてインフラ関係の被害を見ますと、東北新幹線は、東日本大震災のとき
には120か所ありました高架橋部の甚大な被害が今回は発生しておりません。
　また、東日本大震災で800か所を超えました電柱の被災なんですけれども、今回は対策が未実施であった20か
所にとどまったというふうに聞いております。対策を講じていた2,000か所は無事だったということでございま
した。運休期間も49日から10日に減少しています。
　また、高速道路についても、復興道路として整備をしてきた常磐道がのり面崩壊により通行止めになったこと
は残念なんですけれども、東日本大震災の際には346か所発生した土砂災害が今回は 1 か所だったということで
ございまして、対策がしっかり講じられてきた効果だと考えております。
　東日本大震災から10年、地震の規模の違いはあるにしても、地道にしっかりと進めてきた耐震対策によって今
回被害をかなり限定的に抑えることができたのではないかと私は考えておりますが、赤羽国土交通大臣の見解を
お伺いしたいと思います。

赤羽一嘉国土交通大臣：今お話ございましたこの公共事業の効果というのは、率直に申し上げると、事故が起こ
らないとなかなかよく分からないという部分がございまして、これ耐震化の結果守られたのか、災害がそれほど
大きくなかったのかという非常に難しい判断だと思いますが、今お話ございましたように、やはり東北地方、東
日本大震災の大変な被害の中で様々な教訓がございました。
　新幹線につきましても、国土交通省として東日本大震災の教訓を踏まえて耐震基準を強化させていただき、新
幹線の高架橋ですとか橋脚の、いわゆる土木構造物の耐震補強をしっかりと実施していただきました。今回はい
わゆる土木構造物の被害が発生しなかったというのは、これは事実でございます。
　他方、電柱、これも2,300か所の補強が完了しておりましたが、あと100か所近くこれからというところで、そ
の中で20か所電柱が折れてしまって、10日間御不便を掛けてしまったということでございます。この電柱の部分
については、どうしても夜中、列車が運転していない 3 時間ぐらいの短時間でしか工事ができないという事情が
ございまして、なかなかこれまで計画どおり、はかどってこなかったものですから、そうしたことを工夫してい
かなければいけないというのも事実だと思っております。
　また、道路にしましても、耐震補強を進めてきた橋梁、これは被害ございませんでしたが、のり面も 1 か所土
砂災害が起こってしまいました。箇所は明らかに少なくなりましたが、あのときに 1 台、 2 台、車が巻き込まれ
ていたらまた大変大きなことになっておりましたので、 4 車線化は進めるとしました。
　常磐道の相馬インター～新地インターチェンジ間も、着手し始めていたので、スペースがあり対応が早くでき
ましたから、基本的にはもう 4 車線化は進めるという指示もしました。安全、安心を確保できる防災・減災対策、
国土強靱化対策をしっかりと進めていかなければいけないと、国民の命と暮らしを守るのが我々の使命と責任だ
という自覚で頑張っていきたいと思っております。

足立委員：お話のありました 4 車線化、本当にありがとうございます。しっかり進めていただければと思います。
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5.球磨川水害の復旧状況と川辺川ダム等今後の治水対策について
足立委員：次に、昨年の球磨川の水
害からの復旧・復興について質問を
させていただきたいと思います。
　熊本県南部の球磨川では、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、人吉市や下流の
球磨川沿川の市町村で60名を超える
犠牲者を出すなど大きな被害を受け
ております。私はこれまで 6 度にわ
たり被災地に伺いまして球磨川沿川
の激烈な被災状況を見させていただ
きましたが、元々計画されていた川
辺川ダムがあれば被害をもう少し軽
減できたのではないかと思っており
ます。（資料 3）
　川辺川ダムにつきましては、御承
知のとおり、民主党政権の誕生直後に前原国土交通大臣の一声で中止されました。その後、ダムによらない治水
を検討する場で議論を積み重ねてきましたが、結論を得るには至らず、今回の大災害が発生してしまいました。
私は川辺川ダムを前提とした河川整備基本方針を策定した当時の国土交通省の担当課長でございましたので、大
変忸怩たる思いがあります。
　仮に川辺川ダムがあった場合には、 7 月の球磨川の豪雨に対してどのような効果があったと見込まれるのか、
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：お答えいたします。
　昨年 7 月の球磨川の豪雨災害において、過去に検討していた貯留型の川辺川ダムを整
備していた場合には、人吉地点のピーク流量が毎秒約7,400㎥から毎秒約4,800㎥にまで
低減されたと推計しています。
　この流量は、人吉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である毎秒
4,000㎥を上回っており、このダムだ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、人吉市内の人吉大橋上流付近では球磨川本川の水位が約1.9m程度低下
し堤防高以下となる、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

程度減少し、さらに、浸水深が家屋の 2 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います。
　また、球磨川本川の水位が下がることにより、山田川などの支川の水位も低下し、支川からの氾濫の発生を遅
らせることで避難時間を稼ぐことにもつながると考えられます。

足立委員：川辺川ダムがあれば大変大きな効果を発揮したと改めて確信をいたしました。
　ところで、球磨川の復旧に当たりましては、国土交通省では球磨川水系緊急治水対策プロジェクトを作成して
復旧・復興を図ることとしています。これは、流域のあらゆる関係者が協働して、まちづくりと連携して「治水
対策」を進めようという流域治水の考え方に基づくものと聞いています。
　この球磨川の緊急治水対策プロジェクトについて、どのような考えで策定されたのか、さらに、川辺川ダムは
どのような扱いになっているのか、赤羽国土交通大臣に伺います。

井上智夫水管理・国土保全局長

［資料３］�令和2年7月の球磨川水害時に川辺川ダムがあった場合の効果 

：実実績績浸浸水水範範囲囲
調調査査結結果果

浸浸水水範範囲囲がが約約６６割割程程度度減減少少、、浸浸水水深深３３..００ｍｍをを超超ええるる範範囲囲がが約約９９割割程程度度減減少少

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典： 令和2年10月6日、国土交通省九州地方整備局及び熊本県主催、
　　　「第2回令和2年7月球磨川豪雨検証委員会」の資料を基に足立敏之事務所にて作成
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赤羽一嘉国土交通大臣：昨年 7 月の豪雨災害直後に私も被災地に足を運びました。あそこは、人吉温泉、アユが
捕れて大変すばらしい観光地でありますが、洪水の頻繁発生地域でありまして、若い社長さんの皆さんと話をさ
せてもらったときに、もうこれでこの地域で同じように再開するのは難しいと。やはり抜本的な治水対策と、ま
たその上に高台移転ですとか、そうしたことも考えてもらわなければ困ると、もう本当に切実な訴えをいただき
ました。
　とにもかくにも、この同じ規模の出水があっても再度災害を防止できるようにということで、おおむね10年間
で集中的に実施する、合計1,540億円の河川対策を新たに「球磨川水系緊急治水対策プロジェクト」として本年
1 月に取りまとめ、また、この間、御地元からの要望で川辺川ダムについても様々な議論があったと承知をして
おります。蒲島知事自ら30回にわたる住民との会談を経て、新たな流水型のダムとして造りたいという御要望を
いただきましたので、このプロジェクトの中にも流水型ダムを加えて、速やかにこれを実行していきたいと、こ
う考えているところでございます。

足立委員：ありがとうございました。川辺川ダムにつきましても心配しておりましたけれども、流水型ダムに形
を変えて位置付けられているということで安心をいたしました。
　さて、菅総理は、西日本の豪雨災害を教訓として、洪水対策の強化に当たって利水ダムの活用、いわゆる「事
前放流」でございますけれども、提唱されておられます。この取組につきましては、省庁の縦割りを排する取組
として全国から称賛の声を伺っておりますけれども、球磨川には利水ダムがほとんどありませんので、私として
は川辺川ダムの建設が不可欠と考えております。
　球磨川につきまして、今後、さらに地球温暖化に伴いまして水害が激甚化することを考えれば、川辺川ダムの
建設を急ぐべきと考えますが、総理のお考えをお伺いしたいと思います。

「地元の皆さんの声をよく聞いた上でしっかりと対応したい」
　　　　　　　　　　　　菅義偉内閣総理大臣：近年の水害の激甚化を踏まえれば、災害復旧が完了したとして

も、球磨川流域が昨年同様の豪雨に襲われた場合は、再び地域の皆さんにとって経済
的に大きな被害が生じるおそれがある、そういうことであります。
　このため、赤羽大臣からも話がありましたけれども、長年の課題でありました川辺
川ダムについて、熊本県知事からも要望がありました。また、地元の皆さんの声、そ
こをよく聞いた上でしっかりと対応したいというふうに思います。

足立委員：ありがとうございます。しっかりと川辺川ダムを進めるのが政治の責任だ
と確信しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

　時間が押してまいりましたが、次に、日本のインフラの整備水準についてお聞きをしたいと思います。

菅義偉内閣総理大臣
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6.日本のインフラの整備水準と公共投資の必要性について
足立委員：まず、インフラ整備を進めるために防
災・減災、国土強靱化の加速化対策を年末に閣議決
定いただきまして、 5 か年、15兆円の予算の確保の
道筋を付けていただきました。菅総理、麻生財務大
臣を始め関係閣僚の皆さんに心から感謝を申し上げ
たいと思います。
　その上で質問をさせていただきますが、まず高速
道路についてですけれども、本来は片側 2 車線であ
るべきものなのですけれども、日本では、予算が厳
しくなったときに、交通量の少ない段階では取りあ
えず対面交通の暫定 2 車線で供用させる、そういう
高速道路を増やしてまいりました。資料 4に示した
とおりですけれども、日本では暫定 2 車線の区間は
全体の約 4 割に上っています。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。韓国は20年前に 4 割が対面交通だったんですけ
れども、この20年間に解消したと聞きます。
　時間の関係で次に参りますが、資料 5をお願い
します。今の話題にしました日本と韓国のインフ
ラの比較をさせていただきました。
　日本と韓国の高速道路の整備状況を見ますと、
10㎞×10㎞のメッシュに、高速道路が何㎞あるの
かという指標、これ計算してみましたけれども、
韓国が4.1㎞、日本は2.9㎞ですので、まあ負けて
いる状況ですが、更に言うと、日本で本来の高速
道路である 4 車線化ができている延長を考えると
1.85㎞となってしまいます。ちゃんとした 4 車線
以上の高速道路という観点で日本と韓国を比較す
ると、韓国が4.18㎞、日本は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。大変残念なことであります。港湾
や空港についても、細かくは御説明しませんが、
同じような状況でございます。
　このように韓国と日本のインフラを比較すると今
や心もとない状況にありますが、この背景にあるの
は日韓のインフラ投資の違いにあります。資料 6に
示しましたが、日本はこの20年間でインフラ投資を
残念ながら半減させていますが、韓国は2.7倍に増
やしています。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たと思います。
　今、申してきたような点につきまして率直にどの
ような印象を持たれたのか、麻生財務大臣にお聞き
したいと思います。

［資料４］�高速道路車線数の国際比較
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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にて作成

［資料５］�日本と韓国のインフラ比較
日日 本本 韓韓 国国
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出典：国土交通省資料を基に足立敏之事務所にて作成

［資料６］�日本と韓国のインフラ投資の違い

［資料７］�公共投資伸率とＧＤＰ伸率の相関（対1996年）
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「残念ながら事実」
　　　　　　　　　　　　麻生太郎財務大臣：これは残念ながら事実ですね。コンクリートから人へとかいう御

意見を言っておられた方もいらっしゃいましたけれども、公共投資は、これは間違い
なく2009年あたりからざあっと減っていますから、そういった意味では間違いなく一
貫して減っています。かつて公共投資は、小渕内閣のときで補正と足して16兆円ぐら
いあったものが今約半分になっていますから、大体それから比べて半分。安倍内閣に
なってから少しずつ少しずつ間違いなく増やし始めて、補正の前の段階ではほぼ昔並
みになったとはいえ、まだまだというところだと思っておりますので、残念ながらこ
れは事実であろうと思っております。
　ただ、韓国の場合と日本の場合で考えにゃいかんのは、高速道路の場合は、国土の

形状というのが日本の場合、山間部が73％ぐらいありますので、なかなか韓国と一概には比較ができないんです。
代わりに日本は圧倒的に韓国に比べて飛行場の数は多いんですが、御存じのように、仁川の飛行場と比べまして
も、日本の場合に比べて向こうの約半分、もうちょっとですね、今度、成田の第 3 空港ができるとほぼ同じとい
うことになろうとは思いますけれども。
　そういった面で、いろいろ比較しなくちゃいかぬ、ちょっと対象点が違
うとは思いますけど。
　全体として公共工事というのは、いわゆる何か震災とか強靱化とかいう
面にプラスして、やっぱりインフラストラクチャーとして、きちんとして
おかないと生産性の向上につながりません。港から高速道路に物を運ぶま
での間の道路が極めて狭隘になっておるというのは事実、まあ挙げれば切
りがありませんけれども、そういったことも含めまして、この国土の強靱
化の中には生産性の向上も含めまして考えねばいかぬところがいっぱいあ
ると、私どもも率直にそう思って努力をしているところであります。

麻生太郎財務大臣
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足立委員：ありがとうございます。
　赤羽大臣はいかがお考えでしょうか。

赤羽一嘉国土交通大臣：麻生財務大臣の心強い発言
に意を強くしました。頑張ってまいります。

足立委員：ありがとうございます。
　日本は、経済で一流を目指すならインフラ整備も
先進国並みに引き上げていく必要があると考えてお
りますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
　最後に、日本のインフラ整備を今後充実させていくためには、長期計画に基づいて計画的な投資をしっかり行っ
ていく必要があると考えますが、財源には建設国債を充てることで問題はないと考えますけれども、菅総理の御
決意をお伺いできたらと思います。よろしくお願いします。

「計画的にインフラ整備推進」
菅義偉内閣総理大臣：インフラ整備というのは、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ます。引き続き、計画的にインフラ整
備、ここはしっかりと推進をし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。以上で終わります。
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