
第208回 通常国会

参議院決算委員会

― 国 政 報 告 ―

参議院議員 足立敏之

会　議　録
令和４年 ３月28日（月曜日）

参議院決算委員会において、ウクライナ問題を議論するG7首脳会議の成果について
岸田文雄総理に伺いました。続いて、福島県沖地震への対応について二之湯智防災
担当大臣に質問するとともに、建設産業の賃金アップの必要性、我が国の公共投資
増額の必要性、燃料や資材の高騰による建設産業への影響等について、岸田総理、
斎藤鉄夫国土交通大臣、大家敏志財務副大臣、渡辺猛之国交副大臣に質問しました。
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足立敏之委員：参議院自民党・国民の声の足立敏之でございます。
　質問の機会を与えていただきました参議院自民党の関口議員会長、世耕幹事長始め幹部の皆様、そして松村委
員長、理事、委員の皆様に感謝を申し上げたいと思います。
　私は、これまで建設産業分野の代表としてインフラ整備や防災、建設産業の振興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、質問させていただきたいと思います。

1.G7首脳会議について

―穀物需給やエネルギー価格高騰への対応について―
足立委員：まずはＧ ７ 首脳会議について伺います。
　宮本委員からも質問がありましたが、岸田総理は、ウクライナ情勢をめぐって開催されましたＧ ７ 緊急首脳会
議にゼロ泊三日という大変強行な日程でご出席をされました。誠にお疲れさまでございました。
　ロシアによるウクライナへの侵攻、侵略は国際法の違反であり、国連憲章の重大な違反でもあります。私もゼ
レンスキー大統領の国会演説を伺いましたけれども、心を打たれました。速やかな平和の実現のため、国際社会
と連携した厳格な対応が必要だと考えます。
　まず、ロシアによるウクライナ侵略に伴いまして、エネルギーや小麦等の価格が高騰をしています。経済制裁
の実効性を高めるためには、これらについてロシアへの依存度を引き下げていくことが必要と考えます。今回の
Ｇ ７ 首脳会議では、ウクライナ情勢を受けた穀物需給の逼迫や、エネルギー価格の高騰対策、ロシアへのエネル
ギー依存度の引下げ等についてどのような議論がなされ、どのような成果が得られたのか、岸田総理に伺います。

　　　　　　　　　　　　岸田文雄内閣総理大臣：今回のG ７ 首脳会合においては、私から、ロシアの侵略はエ
ネルギーや食料の価格高騰に拍車を掛けており、Ｇ ７ が協調し、他国への支援や自由
貿易の推進を含め、エネルギー安全保障や食料安全保障の確保に向け行動する重要性
を主張いたしました。
　また、私の方からは、エネルギー市場の安定化に向けて石油輸出国機構、OPECな
どの生産国に対する働きかけも重要であり、私自身、サウジアラビアやUAEの首脳
に対し増産を含む協力を呼びかけた、こうした点について報告をいたしました。
　首脳間のこの議論の結果、食料不安を抱える国々への支援のために国際機関と協力
することや、ロシアのエネルギーへの依存を低減させるために更なる措置を講じ、共

に取り組んでいくと同時に、安定した代替となる持続可能な供給源を確保していくこと、こうしたことについて
各国で一致をしたというこの会議での状況でありました。

―ロシアのG20への参加についてー
足立委員：ありがとうございました。
　次に、秋に予定されているＧ20へのロシアの参加をめぐりまして、ロシアの駐インドネシア大使の、プーチン
大統領は参加の意向があるとか、中国報道官の、ロシアは重要なメンバーでどの国も他国の資格を取り上げる権
利はないんだというような発言がございました。しかし、ウクライナへの侵略が続いている中、Ｇ20への参加を
認めることは誤ったメッセージを与えることになりかねないと思います。
　ロシアのＧ20参加につきまして、Ｇ ７ の首脳会議ではどのような議論がなされ、我が国としてどう考えていく
のか、岸田総理にお聞きしたいと思います。

岸田文雄内閣総理大臣
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岸田総理：まず、国際社会は、ロシアによるウクライナ侵略によって、ロ
シアとの関係をこれまでどおりにするということは、これはもはやできな
いと考えます。そして、Ｇ ７ の首脳会合においても、国際機関や多国間
フォーラムは、もはやこれまでどおりにロシアとの間で活動を行うべきで
はない、こうした点についても一致をいたしました。
　そして、ご指摘のＧ20へのこのロシアの参加ですが、これは議長国、イ
ンドネシアでありますので、議長国のインドネシアを始め、Ｇ20メンバー
と議論しなければならないわけですが、その議論を通じて、今後の情勢を
よく踏まえた上で、日本としても適切に対応していくことを考えていかな
ければならないと思っております。

―人道支援、特にポーランドのウクライナ避難民対応についてー
足立委員：ありがとうございます。
　次に、ロシアの侵略に伴いまして、ウクライナ国内外の避難民、 1 千万人を超えておると聞きます。約 4 人に
1 人が避難を強いられていることになります。ウクライナ国外に逃れた人の数は、19日現在、約339万人と言わ
れておりますが、ポーランドには200万人を超える避難民が出ております。
　避難民の支援についてＧ ７ の首脳会議でどのような議論が行われ、我が国としてどのように貢献していくのか、
岸田総理に伺います。

岸田総理：まず、今回のＧ ７ 首脳会合は、ロシアの暴挙を決して許さず、Ｇ ７ が主導して国際社会の秩序を守り
抜くという強い決意を確認する大変有意義な会合であったと思っております。また、ウクライナ避難民の人道状
況についての深刻な懸念がＧ ７ 首脳間で共有されました。私からは、この我が国の人道支援のありようについて
説明をし、高い評価を得たわけですが、あわせて、この避難民の受入れについても説明をいたしました。
　日本へのこの避難民受入れを進めるため、官房長官の下でウクライナ避難民対策連絡調整会議を設置し、その
会議の下で関係省庁によるタスクフォースを設置し、政府内の体制を強化いたしました。また、ポーランドにウ
クライナ避難民支援チームを設け、古川法務大臣を総理特使として近くポーランドに派遣をし、避難民の受入れ
のための作業を促進いたします。こうした点を私からも先日の首脳会談においてポーランドのモラビエツキ首相

に対して伝え、両国で連携して取り組ん
でいくことで一致をした、こうした次第
であります。
　私がウクライナ避難民の受入れを表
明した 3 月 2 日以降 3 月25日までに204
人のウクライナ避難民を受け入れてき
ました。
　今後とも、国難に直面するウクライナ
の方々を支えるため、できる限り支援を
行っていきたいと考えております。
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―北朝鮮のICBM発射への対応についてー
足立委員：ありがとうございました。
　ウクライナ侵略を議論するＧ ７ 首脳会議の直前に、先ほど宮本委員から
もご指摘がありましたけれども、北朝鮮が我が国の排他的経済水域に落下
する、要はICBMを発射いたしました。射程に換算しますと、アメリカの
本土全域に届くであろうと言われております。まさに、国際社会に対する
明白かつ深刻な挑戦以外の何物でもないと思います。力による一方的な現
状変更を絶対に許さないためには、ロシアによるウクライナ侵略とともに、
北朝鮮による暴挙にもＧ ７ が結束して対処する必要があると考えます。
　今回のＧ ７ では、北朝鮮のこの暴挙についてどのような議論がなされた
のか、岸田総理に伺います。

岸田総理：今回のＧ ７ 首脳会合では、私から、北朝鮮が新型ICBMと考え
られる弾道ミサイルを日本海に向け発射し、我が国のEEZ内に着弾したことを報告いたしました。国際社会の平
和と安定に対する深刻な脅威であるとして、北朝鮮を強く非難をしたところです。
　会合においては、今回の北朝鮮によるミサイル発射は、国際社会の安全保障上の深刻な脅威であり、北朝鮮の
核開発とともに、Ｇ ７ で連携して対処していくことを確認した次第です。その結果、日本時間26日、今回の北朝
鮮のミサイル発射を強く非難するＧ ７ 外相声明、これが発出されたということであります。

足立委員：ありがとうございました。
　これからも、ウクライナ問題を始め、岸田総理のぶれないリーダーシップで国際社会と協力して厳格な対応を
お願いしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

4



会議録第208回 通常国会　参議院決算委員会

2.福島県沖の地震災害について
足立委員：次に、 3 月16日に発生しました福島県を震源とする地震について伺いたいと思います。
　この地震によりお亡くなりになられました皆様のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆様
にお見舞いを申し上げたいと思います。
　また、緊急対応でご活動いただいた内閣府を始め関係省庁の皆さん、さらには自衛隊や警察、消防のみならず、
道路や河川のパトロールや応急復旧、建物被害の緊急復旧などの活動を行った地域の建設業の皆さんにも心から
感謝を申し上げたいと思います。
　さて、今回の地震の被害は、住家被害もかなりの数に上っていますし、水道の断水など生活の影響も出ており
ます。一方、インフラ関係の被害を見ますと、高速道路につきましては東日本大震災のときのような大規模な被
害はほとんど発生せず、橋梁部や高架橋部などの損傷も比較的軽微だったと聞いております。東北道は翌日に、
常磐道も 2 日後には路面の段差などの補修を完了し、通行止めを解消しました。一方、東北新幹線ですけれども、
白石蔵王駅と福島駅間で大規模な脱線が発生し、高架橋部の被害や電柱の折損も発生しておりまして、現在は郡
山駅と一ノ関駅間が運転を見合わせております。
　東日本大震災から11年、今回の福島県沖の地震による被害について二之湯防災担当大臣はどのように受け止め
ておられるのか、伺いたいと思います。

　　　　　　　　　　　　二之湯智防災担当大臣：お答えいたします。
　福島県沖の地震においては、死者が 1 名、災害との関連死が 1 名、さらに災害との
関連を調査中の方が 1 名、その他軽傷者215名といった人的被害や、多数の住家被害
が報告をされております。
　亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災に遭われた方々に
対しまして心よりお見舞いを申し上げたいと思います。
　私自身、19日の土曜日、新幹線とマイクロバスを乗り継いで現地に入ってまいりま
した。そして、現場を視察し、内堀福島県知事や立谷相馬市長とも面談をいたしまし
た。まあ百聞は一見にしかずという言葉がございますけれども、実際に被災地をお伺

いして傾いた建物や傷んだ屋根などをこの目で見て、相当大きな地震であったと改めて実感し、被災された皆さ
んのご苦労が身にしみたところでございます。
　今回の被災地では、11年前の東日本大震災に加えて、令和元年の東日本台風、さらに昨年の地震、さらに現下
の新型コロナウイルスの影響を受けて、復旧復興への気力を失いかねない、そんな状況にあると改めて思ったわ
けでございます。
　今朝、私から総理に、せんだって視察したその状況を、あるいは被災自治体からの要望をお伺いし、報告し、
総理からその場で支援策を取りまとめるよう強く指示があったわけでございます。
　被災地の方々の復興に向けた希望が失われるようなことがあってはならず、政府一体となって速やかに支援策
を取りまとめ、被災地に寄り添ったそういう支援策がしっかりと行われるよう努力してまいりたいと思っており
ます。

足立委員：ありがとうございました。
　皆さんの願いは新幹線の早期復旧だと思います。せっかくまん延防止措置が解除されまして、 5 月の連休に向
けて期待が高まっている、そういう段階です。できるだけ早期の復旧が求められます。そのため、既に建設分野
の皆さんの総力を結集して復旧工事に対応していただいていると聞いておりますが、引き続きよろしくお願いし
たいと思います。

二之湯智防災担当大臣

5



会議録 第208回 通常国会　参議院決算委員会

3.建設産業の賃金アップの取り組みについて

―諸外国との賃金との比較についてー
足立委員：申し訳ありません。萩生田大臣への質問は後日にさせていただきまして、次に、建設分野の賃金の引
上げについて質問をさせていただきたいと思います。
　岸田総理は総裁選の際に令和版所得倍増を公約として掲げ、賃金アップを強く訴えられました。そのためにも
成長と分配の好循環のための様々な施策を進めるよう訴えられておられます。皆さんも心強く感じられたと思い
ます。
　まず、パネルでございますが、日本の賃金レベルを諸外国と
比較しております。
　日本の平均賃金は、このパネル（資料 1）に示しましたが、
2020年時点で、OECD諸国の中でも35か国中22位と下位に位置
をしております。アメリカはさすがに 1 位であります。お隣の
韓国は19位ということで、日本は後塵を拝している状況です。
　次のパネル（資料 2）に移ります。ここ25年の人口一人当た
りのGDPの伸びと平均賃金の伸びの相関を見た資料でありま
す。GDPが伸びている国は賃金もアップしていることが明らか
であります。日本は残念ながらGDPも伸びておらず、平均賃
金も全く伸びていないのが実情でございます。
　次のパネル（資料 3）をお願いします。このパネルは日本と
韓国の賃金の推移を示したものでございます。日本は2015年頃
に韓国に平均賃金で抜かれております。
　私としては大変残念に思いますけれども、日本の賃金水準に
ついて、海外と比較して率直にどのように感じておられるか、
岸田総理にお伺いしたいと思います。

岸田総理：海外との比較というご質問ですが、我が国
はこのバブル崩壊以降、長引くデフレ等を背景に他
国と比べて低い経済成長が続きました。この間、企
業は賃金を抑制し、消費者も将来不安などから消費
を抑制した結果、需要が低迷し、デフレが継続する、
こうした悪循環となりました。こうした中で、企業
に賃上げを行う余力が生まれにくくなったことから、
賃金が伸び悩み、他国より低い賃金水準になったと
考えています。
　その後、アベノミクスにより 2 ％程度の賃上げを実
現したものの、コロナ禍において賃上げ率が再び低下
傾向になっている、これが我が国の現状であり、結果
として委員ご指摘のような他国との比較の状況になっ
ていると認識をしております。

［資料２］�諸外国の一人当たりGDPと平均賃金の伸率（対1996年）
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［資料１］�OECD加盟国の2020年の平均賃金

自由民主党・国民の声　足立　敏之
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―建設産業の賃金引き上げの必要性―

足立委員：ありがとうございました。
　次のパネル（資料 4）をお願いしたいと思い
ます。
　このパネルは、横軸がこの25年間の公共投資
の伸び、縦軸はGDPの伸びであります。日本
は公共投資が半減していますので、横軸0.5の
位置にあります。この図を見ましても、公共投
資を進めてきた国は経済成長をしておりますけ
れども、公共投資をおろそかにしてきた国につ
きましては経済成長できていないということが
明らかだと思います。
　日本は、公共投資を減らし、GDPも先進国の
中で珍しく伸ばすことができておらず、その結
果、賃金レベルも低い水準になっていると考え
ます。
　一方、建設産業の賃金について見たいと思い
ます。このパネル（資料 5）に示すとおりであり、
全産業平均の 8 割程度と、建設産業の賃金は低
い水準にあります。建設産業は地域の守り手で
あり、インフラ整備、管理の担い手でもあり、
地域づくりや町づくりの担い手でもあるという
大切な役割を担っていることを考えますと、と
ても残念であります。
　ただ、よく見ますと、平成25年の政権交代後
には、アベノミクスにより公共事業予算が拡大
し、先ほど総理からもご指摘がございましたけ
れども、それに伴いまして建設産業の賃金レベ
ルはアップしている、これがはっきり見えると
思います。徐々に改善されていると思います。
　引き続き、公共事業予算の拡大により賃上げ
を進めていくことが必要だと考えております。
　斉藤大臣は、 2 月28日に建設関係四団体と意
見交換を行い、 3 ％の賃金アップを目指すこと
で合意したと伺いました。大事なことだと思い
ます。
　日本の建設産業の賃金水準の引上げの必要性
について、斉藤大臣のご見解を伺いたいと思い
ます。

［資料３］�日本と韓国の平均賃金の推移比較
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［資料４］�公共投資とＧＤＰ伸率（対1996年度）
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［資料５］�建設業と他産業の男性生産労働者賃金の推移
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斉藤鉄夫国土交通大臣：足立敏之委員ご指摘のとおり、日本の建設産業の賃金水準レ
ベルは低いと、このように思っております。
　したがいまして、 9 年前より国土交通大臣と建設業四団体のトップが定期的に直接
意見交換を行うなど、官民一体となって賃金引上げ、取組を行ってまいりました。そ
して、直近 6 年間で年平均2.７％の賃金上昇を実現しました。しかし、建設業の賃金
は他産業に比べまだまだ低い水準にあり、賃金引上げの取組はまだ道半ばであると、
このように感じております。
　このため、昨年12月の各界代表によるいわゆる転嫁円滑化会議、正式な名前はパー
トナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議でございますが、この会議にお

いて、私から、民間発注者団体などに対して適正な請負代金の設定や働き方改革について協力を要請いたしまし
た。また、今月から適用する新たな公共工事設計労務単価については、10年連続となる引上げを行ったところで
ございます。さらに、先月28日に開催した私と建設業団体との意見交換会においては、今年はおおむね 3 ％の賃
金上昇の実現を目指して全ての関係者が可能な取組を進めるということを申し合わせたところでございます。
　引き続き、ダンピング対策の徹底や建設キャリアアップシステムの普及促進など、賃金引上げに向けた取組を
官民協働で進めていきたいと決意しております。

足立委員：ありがとうございました。
　国土交通大臣のリーダーシップで建設産業の賃金アップ、これがしっかり実現できるようにお願いしたいと思
います。

―賃金引き上げへの対応について－
足立委員：さて、こうした状況下で、財務省主導で、直轄工事の入札に当たりましては、賃金引上げを総合評価
落札方式の加点要素とするという取組を進めると発表がございました。大企業は受給者一人当たり 3 ％、中小企
業は給与総額1.5％以上の賃上げを表明した企業に総合評価の 5 ％の加点を与えるということになっています。
　当初、このような取組に対しまして、建設産業は災害や大雪の影響などを受けやすくて賃金の年変動が大きい、
賃上げに対して総合評価で加点するのは問題があるなど、様々な声が上がりまして、建設分野の大先輩の佐藤信
秋先生、私にも直接そうした声が寄せられました。
　私からもそのような声を国土交通省や財務省に伝えましたけれども、それを受けて、賃上げの評価を柔軟に行
う運用を財務省と国土交通省でおまとめいただいたと聞いております。
　賃上げの加点の総合評価につきまして、実績確認に当たり柔軟な運用を行うこととしたと聞きますが、制度の
概要と今後の取組について副大臣にお伺いしたいと思います。

大家敏志財務副大臣：お答えいたします。
　賃上げ実績を確認するに当たりまして、加点基準と実質的に同等の賃上げを実施し
たと認められる場合には、賃上げの目標を達成したものとして取り扱うことといたし
ました。
　この実質的同等の賃上げであるかどうかを判定する基準につきましては、関係者の
ご意見等も踏まえた上で、考え方を整理した通知を各省庁に対して発出いたしました。
　この通知において、例えば各事業者の賃上げ率を算定する際に、中小企業について
も一人当たりの平均受給額を基準とすることが可能であることや、大企業、中小企業
を問わず、従業員の年齢構成の変化や働き方改革への取組状況などによる影響も考慮

した基準とすることなど、事業者の実情に応じて基準を選択することが可能であることを明確化いたしました。
　例えばですが、先生からも先ほどご指摘がありましたように、現場から様々な声をいただきました。例えば、
ベテラン、給料の高いベテラン従業員が退職し、新人と入れ替わった場合に総額のみで判断されればマイナスに

斉藤鉄夫国土交通大臣

大家敏志財務副大臣
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なるではないかとか、それから、災害対応に追われて手当が増えたのに災害が復旧して今年はその手当が減った、
それを総額で判断されたら困るというようなことが様々ありましたので、このようなことを通知、発出をさせて
いただきました。
　いずれにいたしましても、この制度ができるだけ多くの事業者にとって賃上げ表明を行う契機となることを期
待するとともに、今後、実際の運用状況も見ながら、関係者の方々のご意見も伺いつつ適切な制度運用に努めて
まいりたいと考えております。

足立委員：大家副大臣、細かくご説明をいただきまして、ありがとうございました。
　こういったお話をお聞きしますと、建設業の皆様方も安心してこうした制度を受け入れやすくなる、そう思い
ます。財務省の鈴木大臣のご決断にも感謝をしたいと思っております。今後とも、賃上げの宣言が行いやすい運
用に努めていただくようお願いしたいと思います。
　さて、国土交通省でも、こうした総合評価の取組を財務省と連携して進めるとともに、賃上げに向けた様々な
環境づくりに努めていただいております。建設分野では賃上げに向けて工事の入札契約などの面でどのように取
り組んでいるのか、渡辺副大臣にお聞きしたいと思います。

渡辺猛之国土交通副大臣：お答えいたします。
　国土交通省としても、賃上げの取組を促すために、政府全体で行っている加点措置
については柔軟な運用を行うとともに、建設業界の皆様の不安を解消できるよう、問
合せ窓口の設置、Ｑ＆Ａの公表などにより、引き続き丁寧に対応をしてまいります。
　また、建設現場に従事する方の賃金水準確保につながるよう、発注者が適正な予定
価格で発注することが重要と考えております。このため、国土交通省では、個々の工
事の労務費について、実態調査を踏まえた公共工事設計労務単価を適用しており、今
月より最新の単価を適用しているところでございます。また、積算基準や各種の歩掛
かりも改定しており、例えば工事の諸経費に含まれます従業員給料手当等を算定する

計算式を実態調査を踏まえて見直し、令和四年四月から適用することとしております。さらに、ダンピング対策
も重要であり、各工事の低入札価格調査基準を算定する計算式につきましても実態調査を踏まえて見直し、こち
らも令和四年四月から適用することとしております。あわせて、地方公共団体に対しても、国の基準の見直しを
踏まえて低入札価格調査基準等を適切に見直すよう総務省と連名で要請しているほか、様々な機会を通じて周知
徹底してまいります。
　賃上げの実現に向けては、これまで足立委員大変熱心に取り組んでいただいておりますが、国土交通省として
も、引き続き適正な予定価格での発注等に取り組んでまいります。

足立委員：ありがとうございました。今後ともしっかりフォローを行って、大きな問題が発生しないように、財
務省ともしっかり連携していただいて、きめの細かい対応をお願いしたいと思います。
　ところで、低入札調査基準価格のアッパーを0.92から
0.95にアップさせることにつきましても建設業界から強
い要望をいただいております。当面は予定価格をアップ
させて工事価格を引き上げていく取組を進めることを優
先していくことになると思いますけれども、引き続きご
検討をお願いしたいと思います。
　また、測量設計業務やコンサルタント業務につきまし
ても、諸経費率のアップや低入札調査基準価格の引上げ
が求められております。今回の改定では歩掛かりの大幅
改善を優先して行われたと思いますけれど、今後の課題
として引き続きご検討をお願いしたいと思います。

渡辺猛之国土交通副大臣
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―賃上げに伴う公共事業予算増大の必要性―
足立委員：なお、このような賃上げの
措置を講ずると、当然のことながら発注
金額が上昇します。公共事業予算の推
移（資料 6）をこちらに示しますけれど、
今言いました賃金のアップ分に相当する
金額、その分は公共事業予算の増額が
不可欠ではないかと考えます。
　建設産業の賃上げが実効性を持って
行われるためには公共事業予算の拡大
が不可欠と考えますが、斉藤大臣のご
見解を伺いたいと思います。

斉藤国土交通大臣：足立委員おっしゃ
るとおり、建設産業で働く方の処遇改
善を図るためには、今後の公共事業予
算の安定的、持続的な確保について十
分な見通しを持てることが大切です。見通しが立たなければ、処遇改善など夢のまた夢になってしまいます。
　政府においては、防災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策の 2 年目としての予算等を令和 3 年度補
正予算で確保するとともに、令和 4 年度当初予算についても前年度を上回る公共事業予算を確保したところでご
ざいます。
　今後とも、建設産業における賃上げなどの処遇改善に向けた取組を進めるとともに、必要かつ十分な公共事業
予算の安定的な、持続的な確保に全力で取り組んでまいります。

足立委員：ありがとうございました。大臣のリーダーシップに心から期待をしたいと思います。
　さて、日本と韓国の賃金の比較、先ほどさせていただきましたが、現在は韓国の方が勝っているというお話を
させていただきました。韓国の方が経済面でも伸びてきている、そういうことではないかと思います。

―日本のインフラ整備水準と公共投資－
足立委員：そうなると、今度は私の立場からすると、インフラの整備水準がどうか、韓国の方が上回ってしまっ
ているのではないか、そういったところが大
変気になります。ここに表をまとめさせてい
ただきましたが、インフラについて日韓比較
をすると、実際かなり日本が分の悪い状況に
なっております（資料 7）。
　例えば、高速道路の整備状況、10km×
10kmのメッシュに高速道路が何kmあるかと
いう道路密度の指標で見ますと、本来の高速
道路である四車線化ができている延長で比べ
ますと、韓国が4.18km、日本は暫定二車線
が38％ありますので、四車線化されていると
ころだけで比べると、日本は1.85kmとなり
ます。半分以下です。

［資料６］�日本の公共投資の推移
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［資料７］�日本と韓国のインフラ比較

日 本 韓 国

道路 国土面積当たりの
⾼速道路延⻑(㎞/100㎢) 2.98(1.85 ※暫定2⾞除) 4.18

港湾 主要港湾における
16m以深コンテナバース数 8 京浜港 26 釜山港

空港 主要国際空港の
滑⾛路本数／合計延⻑(m) 2/6,500 成田国際空港 3/11,500 仁川国際空港

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作成
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　港湾について見ても、コンテナの取
扱量で2019年に我が国最大の東京港
でも34位、横浜港は61位、それに対し
て釜山港は 6 位ということでありま
す。これは、大型化するコンテナ船に
日本の岸壁の大型化が追従できてい
ないことが原因と考えられます。大型
船に対応できる水深が16m以深の岸壁
が釜山港には26か所あるのに対して、
東京港と横浜港を合わせた京浜港で
8 港です。
　空港について見ましても、国際線の
旅客数の推移を見ますと、200７年に韓
国が日本を上回って、アジアのハブ空
港としての地位を韓国が確立していま
す。韓国の仁川空港と成田を比較しま
すと、成田は滑走路が 2 本で6,500m、仁川空港は 3 本で11,500ｍ。成田は今 3 本目の滑走路を整備していますが、
完成は2028年と聞きます。仁川空港は2024年度までにもう一本、4,000ｍの滑走路ができると聞いておりますの
で、明らかに差が付いてしまっていると思います。
　さて、このように日本のインフラが遅れてしまった背景にあるのは、次のデータ（資料 8）をお示ししますが、
日本と韓国のインフラ投資の違いにあるのではないかと思います。日本はこの20年間でインフラ投資を半減させ
ていますが、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先ほど申し上げましたインフラの整
備水準の違いにつながっていると思います。
　岸田総理は、自民党の政調会長でありました 4 年前ですけれど、建設専門紙のインタビューに答えて、日本の
インフラは残念ながら世界水準で一流とは言える状況にはないと思っていると、外務大臣として延べ90数か国を
訪れたけれども、日本の経済規模から考えた場合に、空港、高速道路、都市などに物足りなさを感じてきたと述
べておられました。また、災害が発生するたびに被災地を訪れられまして、つぶさにその状況を見てこられまし
たが、そうしたこともあり、防災・減災、国土強靱化の 5 か年加速化対策の取りまとめにも政調会長としてご尽
力をいただいたところであります。
　日本経済を立て直すためにも、防災・減災、国土強靱化を進めるためにも、しっかり公共投資を拡大してイン
フラ整備を進めるべきと考えますが、総理のお考えをお聞きしたいと思います。

岸田総理：道路、空港、港湾、こうした交通、物流、都市インフラは、国民の安全、安心を確保し、社会経済活
動を支える基盤であり、我が国の持続的な発展のため、しっかりと整備していくことは重要であると考えます。
　こうした観点に立って、令和 3 年度補正予算、そして令和 4 年度予算においても、高速道路の整備、空港の機
能強化などのこの経済成長のためのこの基盤づくり、また水災害対策や地震対策など、安全、安心な国土づくり
のための必要な公共事業予算、令和 3 年度補正で2.0兆円、令和 4 年度で6.1兆円、こうした予算を確保したとこ
ろですが、引き続き、先ほど斉藤大臣の答弁の中にもありましたこの中長期的な見通し、こうした見通し、大変
重要だと思います。こうした見通しの下で、必要な予算を確保しつつ、戦略的、計画的に社会資本整備を進めて
まいりたいと考えます。

足立委員：ありがとうございました。
　強い決意と受け止めております。これからも、しっかり公共事業予算の確保に向けまして、斉藤大臣、総理に
もご尽力いただきたいと思います。

［資料８］�日本と韓国の公共投資の推移
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4.資源高騰への対応
足立委員：それでは、資材高騰のお話をさせていただきたいと思いますが、時間の関係もありますのでご質問ま
でたどり着けないかもしれません。お許しください。
　新型コロナ後のアメリカや中国の景気回復に伴いますウッドショック、それから円安に伴う輸入資材の高騰、
さらにはウクライナの問題などの影響もあり、燃料、木材、鋼材など建設資材の高騰が著しく、建設産業や住宅
産業、トラック産業、海運業などにも影響が出ておりまして、不安の声が寄せられております。
　燃料や資材の高騰による建設産業への影響に対して国交省ではどのような対応を考えているのか、国交大臣に
伺います。

斉藤国土交通大臣：建設業界における資材や燃料等の物価高騰に対しては、一つは、国直轄工事での適切な対応
はもちろん、設計変更等にきちんと応じていくということです。それから、地方公共団体発注工事においても、
最新の実勢価格を適切に反映した適正な予定価格の設定や、それから、建設工事標準請負契約第26条の規定、い
わゆるスライド条項と言われているものですが、この適切な適用等によりまして、設計変更の実施など必要な対
応を行うよう求めているところでございます。
　そしてまた、昨年12月、先ほど申し上げました転嫁円滑化会議におきまして、適正な請負代金の設定や契約後
の状況に応じた契約変更について、私から民間発注者団体に対して直接要請したほか、国土交通省から公共、民
間の発注者や建設業団体に対して文書で通知、徹底を図っているところでございます。
　加えて、来年度からは、現在、元請、下請間の契約を対象に実施しているモニタリング調査について、受発注
者間にも対象を広げ、発注者に対しても必要に応じ注意喚起を行っていくことを検討しております。
　引き続き、建設業界の皆様の声を丁寧にお伺いしながら、事業者団体とも連携し、価格転嫁などが適切に行わ
れるよう、必要な取組、全力を挙げてまいります。

足立委員：ありがとうございました。
　資材高騰の影響は住宅産業などで大変大きくて、住宅産業から今強い要望があります建築物省エネ法というの
がありますけれども、この成立に向けまして国土交通大臣にご尽力いただくようお願いして、私の質問を終わり
ます。
　どうもありがとうございました。


