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会　議　録
平成31年3月12日（火曜日）

第198回 通常国会

参議院国土交通委員会
―国土の整備、交通政策の推進等に関する調査―

参議院国土交通委員会において、国土の整備、交通政策の推進等に関する審議にあ
たり質問に立ち、北海道胆振東部地震への対応、防災・減災、国土強靱化のための
３か年緊急対策、建設現場の現状認識、円滑な事業実施に向けた国土交通省直轄事
業の取り組み、建設産業の持続的発展に向けた対応について質問を行い、石井国土
交通大臣等から今後の取り組み方針等についてご答弁をいただきました。
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北海道胆振東部地震への対応について
足立敏之委員：自由民主党の足立敏之でございます。
　昨日、３月１１日、東日本大震災から８年を迎えました。犠牲になられた皆様の御冥福を心からお祈り申し上げ
ますとともに、被害に遭われた皆様、そして現在も避難を続けておられる皆様方にお見舞いを申し上げます。
　また、発災時には、昼夜を分かたず
頑張っていただきました国土交通省、と
りわけ東北地方整備局の皆さん、テック
フォースとして派遣された各整備局の皆
さん、さらには、警察、消防、自衛隊の
みならず、現場の第一線で頑張っていた
だいた建設産業界の皆様方など、全力で
復旧復興に当たられた全ての皆様に心か
ら敬意を表したいと思います。
　さて、本日は、石井大臣の所信演説
に対しまして質問の機会を与えていた
だきました。感謝を申し上げます。私
は、何度も申し上げておりますが、国土
交通省、建設省で長らく勤務をいたしま
して、インフラ整備だとか、防災、災害
対応、あるいは建設産業の諸課題、こう
いったものへの対応について取り組ん
でまいりました。そうした経験を踏まえ
まして本日は質問をさせていただきた
いと思います。
　昨年は、大阪府の北部地震、西日本の
豪雨災害、台風２１号の災害、北海道胆振
東部地震など、自然災害が大変多い年で
ありました。また、近年、お手元の資料
１でございますけれども、これにお示し
しましたように、毎年、歴史に残るよう
な大災害が発生をしています。まさに、
我が国の国土の脆弱性を思い知らされる
ような状況であります。
　私は、国会議員になって以降、大き
な災害が発生するたびに現地に赴きまし
て、それを基に国会質問をさせてきてい
ただいております。本日は、北海道胆振
東部地震について質問をさせていただき
たいと思います。
　北海道胆振東部地震、胆振東部地域で
は、昨年の９月６日、厚真町で震度７、
安平町、むかわ町で震度６強の地震が発
生し、厚真町を中心に大規模な土砂災害
が発生して４２人の方々が犠牲になられ

自由民主党・国民の声　足立敏之　　足立敏之事務所編集・作成

［資料１］最近の自然災害

平成30年7月豪雨

提供：全国建設業協会

年度 月 災害名

6月 大阪府北部を震源とする地震

7月 平成30年7月豪雨

9月 台風21号

9月 北海道胆振東部地震

7月 九州北部豪雨 

4月 熊本地震

8,9月 岩手・北海道水害

9月 関東・東北豪雨 

8月 広島土砂災害 

10月 伊豆大島土砂災害

7月 九州北部豪雨 

3月 東日本大震災

7月 新潟・福島豪雨 

9月 紀伊半島大水害 

岡山県倉敷市真備町

提供：国土交通省 水管理・国土保全局

北海道胆振東部地震

北海道厚真町

自由民主党・国民の声　足立敏之　　株式会社パスコ提供　足立敏之事務所編集

［資料２］北海道胆振東部地震（厚真町・安平町付近衛星画像）

震災前 震災後

自由民主党・国民の声　足立敏之　　足立敏之事務所編集

［資料３］北海道胆振東部地震（厚真町）

提供：足立敏之事務所
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ました。心から御冥福をお祈り申し上げ
ます。
　この地域では、資料２でございますけ
れども、豪雨の際の土砂災害が谷の部
分を中心とするのとは大きく異なりまし
て、地震によりまして山地部の至る所で
大規模な土砂崩れが発生しています。茶
色くなっているところが土砂災害の場所
でございます。
　次の資料３のとおり、集落をのみ込み、
新設したばかりの浄水場にも大きな被害
が発生しました。また、次の資料４でご
ざいますけれども、札幌市の清田区では、
液状化によりまして道路や公園が２メー
トル以上陥没するような被害も発生して
います。また、ブラックアウトなどの新たな深刻な問題も生じました。
　北海道胆振東部地震で発生した土砂の崩壊、液状化の規模は非常に大きく、復旧復興は大変難しい問題だと現
地を調査して感じております。被災した集落や地域を具体的にどのように再生していくのか、この地域にとりま
して大きな課題であると考えていますが、北海道胆振東部地震の現在の復旧復興状況について、水管理・国土保
全局にお伺いをいたします。

　　　　　　　　　　　塚原水管理・国土保全局長：お答え申し上げます。
　国土交通省といたしましては、この北海道胆振東部地震におけます被災自治体が早期
に災害復旧事業に着手できますよう復旧工法の指導、助言や災害査定の効率化等の支援
を行い、全ての災害査定が完了しております。また、厚真町などで発生いたしました土
砂災害につきましては、林野庁と連携して対策を講じており、特に人家や水道施設が被
災した富里地区等の被災箇所は、既に国や北海道による災害関連緊急砂防事業等により
工事に着手をしているところでございます。
　地震で大きな被害を受けました厚真町などの自治体におきましては、復旧復興に向け

た国、北海道、自治体による現地の調整会議を開催するなどいたしまして、早期の復旧や今後の復興、町の再生
などに向けた取組を進めているところでございます。また、札幌市里塚地区の液状化による宅地被害などにつき
ましては、来年度の工事着工に向けまして、地方公共団体において交付金等により調査や対策工法の検討が行わ
れているところでございます。
　国土交通省といたしましては、今
後とも、北海道や自治体などと連携
した被災地域の早期の復旧復興及び
国土強靱化を推進し、被災地域の再
生に向けた可能な支援を行ってまい
ります。以上でございます。

国土交通省　塚原浩一水管理・国土保全局長

自由民主党・国民の声　足立敏之　　足立敏之事務所提供

［資料４］北海道胆振東部地震（札幌市清田区液状化被害）
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会議録 第196回 通常国会　参議院東日本大震災復興特別委員会

防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策について
足立敏之委員：被災した地域や町がしっ
かり再生できるように、復旧復興に取り
組んでいただきたいと思います。
　さて、毎年発生している大規模な災害
を考えますと、これは公共投資をおろそ
かにしてきたツケが如実に現れ始めてい
るのではないかと思います。
　資料５でございますけれども、日本の
公共投資は財政再建の名の下に平成１０年
をピークに減少を続け、新規事業の着手
がおろそかになったり維持管理やメンテ
ナンスが不十分になったり、大きな影響
を生じてきました。公共投資が削減され
てきた期間は、日本経済が停滞した『失
われた２０年』と符合をいたします。
　一方、諸外国は、資料６でございます
が、着実に公共投資を続けています。
　また、資料７でございますが、諸外国
が経済成長を続けたのに対して、日本は
公共事業を半減させて、GDPも先進国
で唯一この２０年間で減少をさせていま
す。そのツケで、日本は非常に脆弱な国
になったり、インフラについても二流、
三流の後進国になってしまったのではな
いかと思っています。
　その結果、港湾、空港、高速道路な
ど、大変大事な交通インフラが国際競争
力を失ってしまい、生産力の低い国土と
なっていると思います。資料８、資料９
にお示ししてございますけれども、交通
インフラも大変脆弱なインフラとなって
しまっています。
　また、資料１０のとおりでございます
が、地球温暖化に伴う気候変動によりま
して災害リスクが高まる中、まさに災害
の頻発する脆弱な国土になっていると思
います。
　ここで大きくかじを切って、事前の
防災対策にしっかり投資をして、日本を
強靱な国に、そしてインフラも一流のレ
ベルに取り戻していく必要があると考え
ています。そうした観点では、昨年相次
いだ自然災害を教訓としまして、安倍総

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省平成31年度予算概要資料より足立敏之事務所編集・作成

［資料５］公共事業予算の推移

（年度）平成

（兆円）

（
補
正
）

（
当
初
）

案

減額補正

（執行停止分）
社会資本整備事業特別会計の
廃止に伴う経理上の変更分
（ 億円）を含む

臨時・特別の措置
（ 億円）

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省資料より足立敏之事務所編集・作成

［資料６］世界各国の公共事業の推移
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一般政府総固定資産形成の推移
平成８年（日本の一般政府固定資産形成のピーク）を１００とした指数

※一般政府総固定資産形成とは

一般政府の行う社会資本投資。国民経済計算における国民総支出の構成要素。一般政府とは中央政府、地方政府、社会保障基
金の３つから構成され、政府サービス生産者に対する制度部門である。公共投資が用地費を含むのに対し、一般政府総固定資産
形成はこれを含まない

自由民主党・国民の声　足立敏之　　OECD.Statより足立敏之事務所作成

［資料７］公共事業が経済成長を牽引する
一般政府公的固定資産形成費とGDPの伸率（1996年比）

アメリカ、韓国、スイスは 年、カナダは 年
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理が全国的に重要インフラの緊急点検を
指示され、その結果、１２月７日に防災・
減災、国土強靱化のための３か年緊急対
策を閣議決定し、大臣所信でも触れてお
られましたけれども、３か年でおおむね
７兆円規模の緊急対策を行うようになっ
たことや財政投融資を活用した高速道路
の四車線化を決定したことなどについて
は一定の評価をしたいと思います。
　この３年間で取り組まれる緊急対策は
具体的にどのようなものか、国土強靱化
推進室にお伺いをいたします。

山田国土強靱化推進室次長： お答えを
いたします。
　　　　　　　　　　　　昨年、平成３０

年７月豪雨ある
いは北海道胆振
東部地震など大
規模な災害が相
次いで発生をい
たしました。こ
のため、昨年末、

人命を守る、又は国民経済、国民生活を
守るため、重要なインフラがあらゆる災
害に際してその機能を維持できるよう、
関係府省庁において、市町村を含む施設
管理者等と連携を取りながら全国で重要
インフラの緊急点検を行ったところでご
ざいます。
　その結果などを踏まえ、財政投融資の
活用を含めて事業規模がおおむね７兆円
程度の防災・減災、国土強靱化のための
３か年緊急対策を取りまとめました。こ
の３か年緊急対策に必要な経費につい
て、初年度の対策として、速やかに着手
すべきものを今年度補正予算に計上する
とともに、来年度予算案においても通常
の国土強靱化関係予算とは別枠、上乗せで計上したところでございます。
　３か年緊急対策は、自然災害が発生した際に、国民の生命、財産を守るとともに、国民の生活、経済に欠かせ
ない重要なインフラの機能を維持するため、全国各地の災害のリスクを低減する河道掘削、樹木伐採、道路のり
面の対策などの特に緊急に実施すべき１６０項目の対策を実施するものでございます。これにより、災害時に全国
各地の重要インフラ等がその機能を維持できるよう３年間集中で着実かつ迅速に対策を実施し、災害に強い国づ
くり、国土強靱化を進めてまいりたいと考えてございます。

内閣官房　山田邦博国土強靱化推進室次長

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省道路局提供

［資料８］高速道路の車線数
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高速道路の対象）日本：高規格幹線道路
韓国：
アメリカ：インターステート（ ）
ドイツ：アウトバーン（ ）
フランス：オートルート（ ）

出典）日本：Ｈ 年度全国道路・街路交通情勢調査 ※各国、最新年度の調査データを使用
韓国：国土海洋部統計年報
アメリカ： （ ）
ドイツ： Straßenverkehrszählungen （ ）
フランス： chaussée réseau

※韓国（３車線以下）： ％ 平成 年

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省道路局提供

［資料９］日本の都市間連絡速度は諸外国に比べて依然として低い

都市間連絡速度：都市間の最短道路距離を最短所要時間で除したもの
対象都市 ：拠点都市（都道府県所在地等）及び一定の距離離れた

人口 万人以上の都市、主要港湾
所要時間 ：所要時間経路探索システム（ ）による

日本 ドイツ フランス イギリス

平均
連絡速度

自由民主党・国民の声　足立敏之　　国土交通省水管理・国土保全局提供 足立敏之事務所編集

［資料１０］

既に発生していること 今後、予測されること

気温

降雨

世界の平均地上気
温は1850～1900
年と2003～2012年
を比較して0.78℃
上昇

気候システムの温暖化に
ついては疑う余地がない

 世紀末までに、世界平

均気温が更に ～4.8℃

上昇

強雨の発生件数が
約30年前の約1.4倍
に増加

 2012年以降、全国
の約3割の地点で、
1時間当たりの降雨
量が観測史上最大

を更新

 時間降雨量 以上

の発生回数が 倍以上に
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出典：気候変動に関する政府間パネル（IPCC）：第5次評価
報告書、2013

出典：気象庁：地球温暖化予測情報第9巻、2017

地球温暖化に伴う気候変動により高まるリスク
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建設現場の現状認識について
足立敏之委員：予算を上乗せで確保していただいたことにつきましては、本当にありがとうございます。しっ
かりと取り組んでいただきたいと思います。なお、防災・減災、国土強靱化は３年で終わるようなものではあ
りません。継続的で計画的な投資が必要ですので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。
　なお、資料１１を御覧いただきたいんですけれども、建設国債によりまして公共事業予算を確保しようとする
と、後世へのツケ回しと批判する人がいらっしゃいます。そうしたことはないと思っております。防災への投資
を怠ること自体が災害復旧のための後年
度負担を生み続けるということになりま
すので、まさに投資をしないことが後世
へのツケ回しすることになると考えてい
ます。そうしたことに備えるのがまさに
国の責務であります。よろしくお願いし
たいと思います。
　さて、災害復旧事業や緊急対策により
事業量が確保されることは大変有り難い
んですけれども、我が国では少子高齢化
が進み、担い手不足、人手不足が問題に
なっています。建設業界でも人手不足を
懸念する声があります。確かに、オリン
ピック・パラリンピックを迎える東京で
は建築の需要が非常に大きくなっており
ますし、大規模な災害の発生した地域で
は人手不足の傾向が指摘されています。
　しかし、私が地方に赴きまして建設産
業の方々のお話を聞くと、資料１２にお示
しをしましたが、地域によるんですけれ
ども、人手不足よりもまだまだ仕事不足
なんだとおっしゃられる地域の声もたく
さん聞いています。この点につきまして
国土交通省としてどのように認識してい
るのか、お伺いをいたしたいと思います。

自由民主党・国民の声　足立敏之　　足立敏之事務所作成

［資料１１］事前防災のための公共投資確保の必要性
公共事業予算 ・・・ 「後世へのつけ回し」との主張があり削減すべきとの声がある

防災への投資を怠ることは、災害対応のため後年度の負担を拡大することになる

地球温暖化に伴う気候変動により、今後、災害リスクが高まっていく中で、事前防災
に対して必要な投資をしていくことを疎かにしてはならない

事前防災に投資をしないこと自体が「後世へのつけ回し」

私たちが安全で快適な住まいを「借入金」すなわち「住宅ローン」で手に入れるのと同様
に、「建設国債という長期のローン」すなわち「借入金」で安全で快適な社会をつくりあげ
るのが、国の大事な使命であり早急に行うべきこと

自由民主党・国民の声　足立敏之　　一般社団法人 全国建設業協会提供 足立敏之事務所編集

［資料１２］公共工事の地域的偏在の状況
前年同期比 前々年同期比 前年同期比 前々年同期比 前年同期比 前々年同期比

北海道 ▲ 4.1% 岐阜

青森 ▲ 6.8% ▲ 4.6% 静岡

岩手 ▲ 18.0% ▲ 9.5% 愛知

宮城 ▲ 7.3% ▲ 22.9% 三重

秋田 滋賀 ▲ 33.3% ▲ 5.5% ▲ 3.3%

山形 京都 ▲ 0.8%

福島 ▲ 2.2% ▲ 33.3% 大阪 ▲ 5.8% ▲ 22.5% ▲ 6.0%

茨城 ▲ 5.7% ▲ 17.1% 兵庫 ▲ 15.6% ▲ 24.3% ▲ 13.2%

栃木 奈良 ▲ 23.5% ▲ 32.7%

群馬 ▲ 10.0% ▲ 6.9% 和歌山 ▲ 0.4% ▲ 0.1% ▲ 2.2%

埼玉 ▲ 3.7% ▲ 3.2% 鳥取 ▲ 22.3% ▲ 19.8%

千葉 ▲ 10.2% ▲ 14.2% 島根

東京 岡山 前年同期比
神奈川 広島 ▲
新潟 ▲ 7.1% 山口 ▲ 6.0% ＋
山梨 ▲ 6.1% 徳島 ▲ 2.7%

長野 ▲ 14.5% ▲ 0.2% 香川 ▲ 7.1% ▲ 16.1%

富山 ▲ 12.8% 愛媛 ▲ 11.2%

石川 高知 ▲ 1.5% ▲ 15.9%

福井

沖縄

合計

１９道府県（うち2桁▲は８府県）

２８都府県

※ 国、都道府県、市町村以外に独立行政
　  法人、その他公共団体なども含む。

大分

宮崎

鹿児島

長崎

熊本

佐賀

福岡

 ▲20％以下  ▲19.9％～▲10.0％  ▲9.9％～0.0％
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野村土地・建設産業局長：お答えをいたします。
　まず、建設業の現場の状況でございますけれども、大規模な災害からの復旧復興工事
が続いている中国地方や北海道地方、あるいは建設投資の旺盛な都市部など人手不足感
が強い地域もございますが、全国的に見れば足下では工事の施工を担う人手はおおむね
確保できる状況にあると認識しております。
　また、事業量につきましては、委員の御指摘にもありました、例えばオリンピック関
連工事などにより建設需要の大きい東京都などでは増えているところも見られますが、
一方で、工事の分野や地域によっては、大型プロジェクトの終了や復旧復興事業のピー
クアウト等により御指摘のとおり仕事が不足しているとの声もあるものと承知をしております。

円滑な事業実施に向けた国土交通省直轄事業の取り組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　足立敏之委員：ありがとうございます。

　いつどこで発生するか分からない自然災害に対して、地域の守り手であ
る建設業がいつでもどこでも持続的に活躍できるようにしておくことが大
事だと思います。このため、全国各地で一定の仕事量を確保するというこ
とが大事であり、３か年緊急対策後も公共事業予算を現行の６兆円規模で
はなくて７．５兆あるいは８兆円規模で確保する必要があると考えておりま
すので、よろしくお願いしたいと思います。
　先ほどお話をしました緊急対策のメニューの中には、大臣が所信の中で
も述べられました地域企業の活用、こういったものに見合うといいますか、
こういったことが期待される河川の樹木伐採あるいは河床掘削といった地
方の中小建設業が担うべきメニューがたくさん含まれていると思います。
しかし、自治体の入札契約は、予定価格が低く見積もられていたり工期が
短く設定されていたり、必ずしも適正なものとなっていないのが実情でご
ざいます。
　このため、国の直轄事業が範を示して、円滑な事業実施に向けて入札契

約手続の適正化や施工時期の平準化など先導的な取組を実施し、都道府県、市町村を是非リードしていただきた
いと考えます。
　国土交通省の直轄事業として入札契約面でどのような取組を現在されているのか、お伺いをいたします。

五道技術審議官：お答え申し上げます。
　国土交通省といたしましては、これまでも公共事業の円滑な施工を確保するため、直
轄事業において、債務負担行為の活用や余裕期間の設定などによる施工時期の平準化、
各発注機関の発注見通しの統合、公表、地域の実情に応じた適切な規模での発注、市場
の実勢を反映した設計労務単価の改定、建設工事における適正な工期設定など、多岐に
わたる施策を講じてまいりました。
　また、地方公共団体に対しましても、総務省と連名で円滑な施工確保の取組を要請し
てきたところでございます。加えて、平成３０年度第二次補正予算の成立に合わせて、よ
り一層の対応として、調達環境の厳しい工種や建設資材における見積りを積極的に活用した予定価格の設定、柔
軟な工期設定に向けた余裕期間制度の活用の原則化などの対策を講ずることとしたところでございます。
　国土交通省といたしましては、業界団体と意見交換を行い、直轄事業を率先して円滑な施工確保対策に取り組
んでまいります。また、地方公共団体に対しては、地域発注者協議会を始めとした様々な場面を通じて働きかけ
るとともに、公共工事品質確保法運用指針に関する相談窓口等の場も活用して支援をしてまいります。

国土交通省　野村正史土地・建設産業局長

国土交通省　五道仁実技術審議官
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建設産業の持続的発展に向けた大臣のご決意
足立敏之委員：ありがとうございます。
　直轄事業が、今お話がありましたとおり、先導的
な役割を果たしてそれを地方自治体に波及させてい
く、この取組が非常に大事だと思っております。是
非とも国土交通省の御尽力をよろしくお願いしたい
と思います。
　それでは、最後になりましたけれども、我が国の
大切な地域の守り手でありインフラ整備のあるいは
維持管理の担い手でもある建設産業が今後とも持続
的に発展していける環境を整えることが重要と考え
ますけれども、国土交通大臣の御決意をお伺いした
いと思います。

　　　　　　　　　　　石井国土交通大臣：建設業が今後も社会資本整備の担い手であると同時に地域の守り手
としての役割を果たしていくためには、安定的、持続的な公共事業予算の確保が重要と
認識をしております。
　国土交通省では、平成３１年度当初予算におきまして、防災・減災、国土強靱化のため
の３か年緊急対策に対応するための臨時特別の措置も合わせて５兆９６６３億円の公共事業
関係費を確保しております。あわせて、公共工事品確法に基づきまして、施工業者が適
正な利潤を確保できるよう、予定価格の適正な設定、ダンピング対策、適切な設計変更
等に取り組んでいるところであります。さらに、建設業の担い手確保のために喫緊の課

題であります働き方改革の促進と生産性の向上のために、建設業法及び入札契約適正化法の改正案を今国会に提
出するよう準備を進めているところであります。
　引き続き、建設業が持続的に活躍できる環境を整えていけるよう取り組んでまいりたいと考えております。

足立敏之委員：今、大臣から建設業法改正のお話がございました。私ども自民党でも、それと併せまして、品確
法の一部改正、これを議員立法で行いたいということで検討を進めているところでございます。
　今後とも、国土交通省としっかり連携し、野党の先生方の御協力、御支援もいただき、建設産業の環境改善の
ため、様々な施策を進めてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。
　『建設産業の発展なくして日本の発展なし』国土交通大臣のリーダーシップで建設産業が持続的に発展してい
けるようお願いを申し上げ、私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

石井啓一国土交通大臣


