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染症によりお亡くなりになられました皆様に改め

その前に、まずは、今般の新型コロナウイルス感

幅広い分野において、産学官がしっかりと連携を

暮らし、経済の基盤を支える国土交通省が関わる

割は非常に大きいものがあると言えます。国民の

ュートラルを実現する上で国土交通省が果たす役

○委員長（江崎孝君） ただいまから国土交通委

てお悔やみを申し上げますとともに、今まさに闘

取って、オールジャパンで一層の省エネルギーの

それでは、早速質問に入らせていただきますが、

員会を開会いたします。

病中の皆様の御回復を心よりお祈りいたしており

推進、再生可能エネルギーの活用等を進めること
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委員の異動について御報告をいたします。

ます。また、様々な形で被害を受けている皆様に

が重要なことは間違いありません。

午前十時開会

昨日、西田実仁君が委員を辞任され、その補欠

心よりお見舞いを申し上げます。そして、何より、

○委員長（江崎孝君） 政府参考人の出席要求に

─────────────

その責任を果たしていただいている全てのエッセ

らしを守り、我が国経済を支えるために献身的に

この新型コロナウイルス禍の中、国民の生命と暮

での国交省としての役割を改めてしっかりと見詰

までの取組の延長線ではなく、全体を俯瞰した上

しき前例や縦割りの排除が大切であります。今日

そのためには、菅総理が言及されたように、あ

として里見隆治君が選任されました。

関する件についてお諮りいたします。

ンシャルワーカーの皆様に心から敬意と感謝を申

め直し、オールジャパンで取り組むため、国交省

国土の整備、交通政策の推進等に関する調査の
し上げます。

また、近年は何十年に一度という豪雨が毎年の

として、組織の在り方を含め、一二〇％の力を発

ため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総
務省大臣官房審議官川窪俊広君外十六名を政府参

揮できる体制づくりをしなくては掛け声倒れにな

五〇年カーボンニュートラルに対する赤羽大臣の

実現に向けた確かな歩みを進めるために、二〇

ってしまいます。

ように降り、今年も大きな被害が出ました。亡く

います。よろしくお願いを申し上げます。

いを申し上げ、質問に入らせていただきたいと思

なられた皆様の御冥福と被災された皆様にお見舞

考人として出席を求め、その説明を聴取すること
に御異議ございませんか。
〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長（江崎孝君） 御異議ないと認め、さよ

いと思います。

受け止めと、その実現に向けた意気込みを伺いた
でに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

○国務大臣（赤羽一嘉君） 御質問ありがとうご

菅総理の所信表明演説において、二〇五〇年ま

─────────────

二〇五〇年カーボンニュートラル実現を目指すこ

う決定いたします。
○委員長（江崎孝君） 国土の整備、交通政策の

ざいます。

また、本当に、気候変動による影響でと私も答弁

しかし、近年のこれだけ激甚災害が頻発化する、

えられた傾向があったと思います。

境問題と経済問題というのは相対立する関係で捉

私の私見になるかもしれませんが、これまで環

とが宣言されました。実現に向けては、国全体の
ていくことが重要であります。

明確な方針を示し、オールジャパンでの取組にし

推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
○大野正君 おはようございます。自由民主党

家庭などの民生部門が我が国のＣＯ総排出量の

こうした中で、交通、物流といった運輸部門や

本日は、皆様の御理解の下、質問の機会をいた

約五割を占めている状況に鑑みると、カーボンニ

の大野正でございます。
だいたこと、誠に感謝を申し上げたいと思います。
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とは政治家としては大変大きなリスクも伴うとい

当チャレンジングで、これを公約にするというこ

界から反対をされるですとか、そのもの自体も相

これは、これまでの状況でありますと相当経済

ュートラルと。

で菅総理大臣の所信の中で二〇五〇年カーボンニ

いけないのではないかと。恐らく、そうしたこと

れるような状況であるという認識に立たなければ

ていると、全ての生き物の生存基盤自体が脅かさ

が、気候変動というよりも気候危機の状況に陥っ

で繰り返しておりますが、最近は、こうしたこと

なっていると思います。

いよいよ本気になったということで大きな動きに

いうだけじゃなくて経済界全体がこの洋上風力、

た港湾を基地として改良を進めることで、業界と

タートをしてこれませんでしたが、しっかりとし

なかなかこれ洋上風力発電、これまでなかなかス

います。具体的には、今、経産省と連携しながら、

ネルギーの利活用も進めていくこともできると思

ラも活用して、再エネですとか水素等の次世代エ

また、港湾ですとか下水道といった社会インフ

うような話ももう既にさせていただいております。

山大臣とともに連携をしながらやっていこうとい

ます。

が、その取組方針について伺っていきたいと思い

全な国土をつくっていくことが求められています

在り方を見直し、災害に強くしなやかで安心、安

応していくため、ハード、ソフト両面から国土の

集中など、我が国が現在直面しているリスクに対

頻発する大規模災害や感染症の拡大、東京一極

次に入ります。

お願いをいたします。

みんなで頑張っていきたいと思います。よろしく

大変意気込みが伝わってまいりました。どうか

また、水素等の次世代エネルギーにつきまして

財産を守るため、三か年で防災・減災、国土強靱

今日、頻発、激甚化する災害から国民の生命、

うようなことで、ここまではっきり言い切られた
政権というのはなかったのではないかと思います

ますが、今年も、私の地元岐阜県では、豪雨によ

化のための緊急対策に取り組んでいただいており

の海上輸送の体制の確立に取り組むとともに、海

り大きな被害に見舞われました。また、九州では、

も、水素サプライチェーンにまず必要な液化水素

員としてそれはしっかりと呼吸を合わせてやって

事局でもゼロエミッション船の開発、実用化の加

更に厳しい状況で尊い命が奪われました。しかし

が、総理がそうしたことを決意をされ、政権の一
いかなければいけないと、こう思っております。

速等々を具体的に進めております。

るですとか、また、住宅自体も、省エネ住宅、Ｚ

利用促進をしていただいてマイカーの削減に努め

の次世代自動車の普及ですとか、また公共交通を

体的には、電気自動車ですとか燃料電池自動車等

るという自覚で取り組まなければいけないと。具

組めるのかというのは大変政権公約に関わってく

抱えておりますので、我々がどれだけ真剣に取り

輸、また民生部門と、大変排気量の大きな部門を

○大野正君 大臣、ありがとうございます。

ように頑張っていきたいと思っております。

積極的にトップランナーとして引っ張っていける

としても、置いていかれないようにというよりも、

りますので、繰り返しになりますが、国土交通省

識の下で取り組むことが何より大事だと思ってお

ロというのは各省の全ての共通の公約だという意

省とも連携をしながら、これは、二〇五〇年のゼ

本当に、縦割りではなくて、各局、加えて他の

がら、まだまだ対策を講じなくては国民の生命を

今年度はその最終年度に当たります。しかしな

せられています。

実に表れていることに、地元からは感謝の声が寄

を逃れることができました。緊急対策の効果が確

月豪雨においては水位を下げることができ、被害

か年緊急対策を実施していただいた結果、本年七

た私どもの岐阜県の津保川においては、その後三

ながら、平成三十年七月豪雨で大きな被害を受け

加えて、国土交通省は、今御指摘のように、運

ＥＨ等々ありますが、これは、経済産業省と、梶
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守れないことは間違いありません。真の強靱化の

事業者に対し安心と計画性を示すことに大変大切

今後の五か年、十か年という中長期的に是非継続

たと同時に、三か年で終わるわけではないので、

何より、この三か年対策、非常に有効だったん

なことだと思いますが、国土交通大臣のお考えを
○国務大臣（赤羽一嘉君） 私は昨年の九月十一

ですが、例えばインフラの老朽化というのは入っ

ためには、今後も中長期的な視点を持って対策を

日に国土交通大臣を拝命いたしましたが、まさに

ておりませんので、老朽化対策も含めて、また、

をお願いしたいと。

十五か月予算の考え方の下、第三次補正予算にお

その日は台風十五号が横浜、千葉に上陸をした直

治水については、足立先生が専門ですけれども、

お聞きいたします。

いて防災・減災、国土強靱化を機動的、弾力的に

後でございました。以来、十七号、十九号等々で

これまでの対策ではなくて、河川の上流から下流、

計画的に進める必要があります。

しっかりと進めるとの考えが示されました。三か

計三十回以上、この激甚災害の被災地に足を運ん

先週総理から指示のあった経済対策においては、

年緊急対策後の対策については、経済対策として

ろうという抜本的な転換もしておりますので、そ

本川、支川と、流域全体を俯瞰する流域治水をや

そのときに、常に現地で頑張っていただいてい

れは、掛け声だけではなくて内実が伴うように、

でおります。
るのは、今御指摘のありましたように、地元の建

しっかりとした予算セットもしなければいけない

補正予算で措置するという考え方もあれば、計画

設業、土木業の皆さん方です。まさに地域の社会

と思っております。

的に取組を進める観点から、当初予算において別
私は、国土強靱化は一朝一夕にできない中で、

インフラの担い手として、また、防災、災害時の

枠で措置するという考え方もあります。
中長期的に計画的に取り組む必要性とともに、地

守り手として本当に全力で二十四時間体制で頑張

どうもこれまでいろいろ話しておりますと、災

域を守る皆様が将来的な見通しを持って計画的に

そうした中で、その地域の守り手の皆さんたち

防災・減災対策も講じることができないと思って

期的な人が採れないわけですし、また中長期的な

害関連の予算というのは補正で帳尻を合わせれば

災害時の映像で自衛隊が派遣され、各地域に安

にとってコンスタントな仕事の量が、事業量があ

おりますので、大変財務当局は壁が厚いのであり

っていると、そこに我々テックフォース部隊も飛

心と希望を届けていますが、自衛隊の皆様が被災

るのかどうかということと、それに対して担い手

ますが、今、自由民主党、公明党の与党の皆さん

事業を維持、継続できるようにしなくては、いざ

地に入ってくる、その道を啓開しているのは地元

たる若手の建設技能労働者が育成できるかどうか

からも骨太の方針の過程においても相当応援もい

いいだろうという傾向があったかと思いますが、

の皆様だということを忘れてはなりません。その

というのは大変大きな課題だというふうに思って

ただいておりますので、これは与野党超えて、是

び込んで必死にやってきているというのが実態だ

人たちは、テレビに映ることはありません。

おります。仕事の量につきましては、防災・減災、

非野党の皆さん方にも、来年度の予算編成、大き

というときの地域を守る担い手がいなくなってし

着実に国土強靱化事業を進めるだけでなく、地

国土強靱化のこの緊急三か年対策、大変感謝をさ

な御支援をいただきながら、国交省としても、国

補正でやるということは、地元の企業の側では定

域の担い手を守り育てる観点から、雇用なども計

れました。訪問した首長の皆さん全て、お会いし

民の皆様の声を体して、しっかりと先の見通せる

というふうに思っております。

画的に、そして事業を継続していただくために、

た人が全員異口同音に有り難いと言っていただい

まいます。

当初予算において別枠で私は措置することこそが
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獲得できるように頑張っていきたいと思っており

防災・減災、国土強靭化対策が講じられる予算を
じまないのではないかと考えます。

価するには、現状のＢバイＣによる評価は既にな

会変化を反映させ、公共事業の必要性を適正に評

イＣが中心の評価では正確な評価ができないこと

た強靱な国土をつくり上げるためには、今のＢバ

アフターコロナを見据えた新たな日常に対応し

は明らかです。公共事業の評価は現在ＢバイＣに

ます。

例えば、強靱な国土づくりには日本海と太平洋

偏り過ぎており、本当に必要な事業を見極め進め

○大野正君 大臣、ありがとうございます。

をつなぐ大動脈をつくることが大切なことは、東

○国務大臣（赤羽一嘉君） 私は、初当選からも

本当に、今のメッセージは、非常に地元にとっ

具体的な事例としては、中部地域において一宮

う二十七年間を経過するんですが、この間に無駄

ていくためには時代に即した思い切った改善が必

多くの方にこれを伝えさせていただき、また、し

西港道路という東海北陸自動車道の南進部を名古

な公共事業の議論というのは大変国会で占めてき

日本大震災のときに命をつないだ物資輸送でも明

っかりとした予算取りのため、みんなで頑張って

屋港まで直結させることによって太平洋と日本海

ました。無駄な公共事業とは何ぞやというときに

て、担い手の皆さんにとって大変温かいメッセー

いきたいと思います。

をつなぐ強靱な大動脈を完成させることができま

出てきたのがやっぱりＢバイＣの概念だったと思

要と考えますが、大臣の御所見を伺います。

それでは、次に入らせていただきます。

す。このワンピースがはまれば、東海北陸自動車

います。

らかです。

一方、国土強靭化のためには、必要な場所に必

道を始めとする名神高速、新名神、中部縦貫自動

ジであり、力強いメッセージであったと思います。

要なインフラを整備することは、当たり前ですが

車道、東海環状自動車道、東名高速、中央自動車

事業評価に当たっては、災害時においての人命

価を行うこととされています。

の実施に当たっては、事業採択段階で公共事業評

全体の高規格道路と港湾の結節が可能になり、経

太平洋をつなぐ大動脈というだけではなく、本州

結ばれることになります。このことは、日本海と

道、北陸自動車道などが災害に強い高規格道路で

考え方だと、いざといったときのセーフティーネ

が少ないところは無駄な公共事業だというような

が多いところが無駄な公共事業ではない、交通量

震災の被災をした経験がありましたので、交通量

ただ、そのときに、もう既に私は阪神・淡路大

極めて重要なことであります。このインフラ整備

や物資の輸送を確保する機能や、過去の災害発生

て正しい、何というか、評価基準なのかというこ

ットというか、そうしたことは評価されないとい
しかしながら、このことは、日本地図を大きく

とは個人的に思ってまいりました。しかしながら、

済効果はもとより、災害時の本州全体の安心、安

評価が大きな影響を占めているのが現状でありま

広げて見なくては分かりません。このワンピース

大変公共事業に対する見方の厳しい時代がありま

状況など、様々な要素を勘案して評価を行うこと

す。このため、地方の特に中山間や辺境の地では、

の大切さは、本当に、ともすれば愛知県の環状道

したので、ＢバイＣというのは大変な影響力を持

うことについては、私は個人的に、これは果たし

インフラについてのＢバイＣ評価は低くなり、切

路のワンピースにしか見えなくなってしまうのも

ってきた。

全に寄与します。

捨てになりがちです。こうしたＢバイＣの計算に

事実であります。本当に重要で効果的なワンピー

とされていますが、実態としてはＢバイＣによる

は人口が大きく影響しますが、大規模災害や感染

スであることを見落としてしまうかもしれません。

それに対して、もう御承知のように是正もされ

症への対応、分散型社会の構築といった今日の社
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らないともう駄目という、これはもう最初からな

り込まれていて、もうＢバイＣがこれプラスにな

連のところにはＢバイＣの概念というのが多分刷

が、しかし、多分、国土交通省とか公共事業の関

の輸送ですとか違うファクターも入っております

ておりまして、例えば、災害時における人や物資

○大野正君 大臣、ありがとうございます。

らもお願いする予定でございます。

改善をしていくように、委員会の先生方にも私か

というのは難しいかもしれませんが、できるだけ

そうした効用も入れた、なかなか完璧な評価基準

がら、ミッシングリンクも随分進んでいるので、

こともありますから、そうしたことも広く考えな

流部の遊水地の建設等が着実に進められています

トップしていた木曽川の新丸山ダムや、長良川上

治水効果が発現いたしました。

利用する新たな取組が進められたことで、大きな

うに、前例を取り払い、全てのダムを水害対策に

沿川住民の安心、安全につながりました。このよ

これは、結構、北陸の方から来る道と名古屋のど

知らなかったので昨日地図を見ていたんですが、

ちょっと質問を飛ばさせていただきますが、私

だけますよう、よろしくお願いしたいと思います。

て、一日も早く本当に安心、安全につなげていた

っかりと見詰め直していただけますように、そし

大臣のリーダーシップで本当に大切なものがし

き、全ての皆様が安心して枕を高くして休めるよ

トの先駆的な事例であり、更に進化させていただ

取組は、国交省が打ち出した流域治水プロジェク

って何より有り難いことであります。このような

していただけることは、流域に暮らす私どもにと

が、過去の厳しい経験を礎として総合的な取組を

また、現在、一時見直しの対象となり事業がス

っていると。こうしたことで、やはりそこは改善

真ん中をつなぐ、こんなにこれ効果が、ＢバイＣ

の地元岐阜県では、古くから水害に見舞われてき

うにしていただきたいと思います。

の余地は随分あるんじゃないかと。

相当高いんじゃないかというふうな話をしたら、

た地域であります。昭和三十四年の伊勢湾台風や

というのはならないのではないかと、私もそう思

入れないと、本当の意味でのネットワークの評価

ングリンクを解消するみたいな副次的な効果まで

がありまして。そうしたこととか、あと、ミッシ

い数字が出るんですと、何か非常にそれは違和感

れど費用も掛かるのでＢバイＣ的には非常に厳し

して、沿川の皆様から感謝の声をいただいており

最近の豪雨ではこれらの施設が大きな効果を発揮

長良川河口堰や徳山ダムの建設が進められた結果、

等の困難もありましたが、先人の皆様の御努力で

このような大きな被害を受けて、様々な反対運動

管理区間が決壊するなど大きな被害を受けました。

昭和五十一年九月の台風十七号では、長良川の国

管理者が主体となって河川区域で行う対策をこれ

めには、委員御指摘の木曽川水系のように、河川

近年の頻発化、激甚化する水災害に対応するた

○政府参考人（井上智夫君） お答えいたします。

考えを伺います。

れからの流域治水の在り方、進め方について、お

命体であり運命共同体であることを基礎とするこ

上流、下流の相互理解を深め、流域は一つの生

今日御質問のその一宮西港道路というのは、私、

いや、ここ土地代も高くて、実は通行量も多いけ

います。

ます。

の意味での、時代の状況も変わってきましたので、

すので、このＢバイＣの在り方、公共事業の本当

今後、公共事業の評価手法研究委員会がございま

れたことで、下流は二割流量を減らすことができ、

ある木曽川上流部の利水ダムで事前放流が実施さ

上の事前放流の対象となっていなかった長野県に

さらに、今年の出水期には、今日まで災害対策

が重要と認識しております。

より治水対策に取り組む流域治水を推進すること

濫域を加えた流域全体であらゆる関係者の協働に

まで以上に充実強化することに加え、集水域や氾

ですから、そうした御質問もいただいたので、

これだけ災害が多い、また感染症といったような
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このため、堤防や遊水地、ダム等の整備を加速
それでは、次に入ります。

をお願いいたします。

ュー気象庁の力のこもった、希望あふれる御答弁

います。特に、先日、気象庁は庁舎を移転し、気

氾濫をできるだけ防ぐ取組を強化してまいります。

近年の気候変動により激甚化、頻発化する自然

○政府参考人（関田康雄君） お答えいたします。

ロジェクト、どんどん進化していただくことを切

例えば、利水者の協力を得て行う利水ダムの事前

災害に対応することは我が国の喫緊であることは

線状降水帯の発生を事前に予測することは現在

持ちも新たにスタートを切られたと思います。ニ

放流に加え、農政部局等と連携した水田やため池

間違いありません。特に、線状降水帯による豪雨

の技術では残念ながら困難でございますが、防災

に願うものであります。

での貯留、民間企業による貯留施設の整備促進な

災害への対応は早急に解決しなくてはならない課

上非常に重要な課題であるというふうに認識して

するとともに、集水域においては、水を貯留し、

どの対策の充実を図ってまいります。

題であり、予断を許さない状況であります。

不動産業界との連携によるリスク情報の周知徹底、

の連携によるリスクのより低い地域への居住誘導、

合の被害を減少させるために、まちづくり部局と

国的に多発している状況であり、私の地元である

七月の豪雨など、線状降水帯による豪雨は近年全

平成二十九年七月、平成三十年七月豪雨、本年の

これまで、平成二十六年八月豪雨を始めとし、

帯の発生に結び付く大気の状態を正確に観測し、

用した予測技術の高度化に加えまして、線状降水

提供するためには、スーパーコンピューターを活

線状降水帯を精度よく予測し、防災気象情報を

さらに、氾濫域においても、河川が氾濫した場

壊滅的な被害を受けても事業が継続できるように

岐阜県においても、今年も大きな被害が発生いた

いるところでございます。

民間企業によるＢＣＰの策定、住民の確実な避難

特に水蒸気の流入量を把握することが必要となり
日本の地理的状況から線状降水帯の発生を抑止

このため、気象庁では、雨雲の監視や水蒸気の

しました。

設備の改善や高台などの避難場所の確保などの対

することはできない中で、確かな予報こそが国民

把握のため、従来より観測精度の高い気象レーダ

のために、高齢者福祉施設におけるスロープ等の
策も併せて推進し、被害の回避、軽減を図ってま

の生命と暮らしを守る早期避難を可能にする唯一

ーの設置、アメダスにおける湿度観測の開始のほ

いります。

係機関と連携し、流域治水の強化充実を図ってま

く、流域における対策の取りまとめ役となって関

出すよう、河川整備等の実施主体としてだけでな

て、各流域における様々な対策が相乗効果を生み

府県、市町村等から成る協議会を設置するなどし

心、安全に結び付けていただきたいと思います。

オールジャパンの力を結集し、早期に私たちの安

聞いておりますが、縦割りや前例にとらわれず、

測を強化して線状降水帯の予報につなげていくと

象庁は、海上保安庁と連携して、洋上の水蒸気観

現在の最優先課題と考えます。来年度からは、気

線状降水帯の発生を事前に予測する取組こそ、

くということが大変重要であるというふうに認識

きました、関係者の総力を結集して取り組んでい

加えまして、ただいま議員からも御指摘いただ

いるところでございます。

た新たな取組を令和三年度概算要求に盛り込んで

測等、線状降水帯の観測、監視体制の強化に向け

庁及び海上保安庁の連携による洋上での水蒸気観

か、ただいま委員から御指摘いただきました気象

ます。

いります。

の手だてであります。

○大野正君 どうもありがとうございました。

国民の命を守る最前線の取組に対する見解を伺

国土交通省としては、一級水系ごとに国、都道

本当に、私ども流域に住む人間にとってこのプ
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しております。先ほど申し上げました洋上観測に

しくお願いいたします。

つの柱のうちの一つに、防災・減災、国土強靱化

を機動的、弾力的にしっかり進めるとともに、災

お手元に資料一をお配りをしてございますけれ

まず、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いま

民間分野の協力を得た観測データの一層の利用な

ども、四月から六月のＧＤＰの伸びはマイナス二

しかしながら、こうした動きに対しまして、一

おける海上保安庁との連携のほか、文部科学省及

ど、産学官連携を進めているところでございます。

八・一％、十一月十六日に発表されました七月か

部には、公共工事を追加して経済対策を行ったと

害からの復旧復興を加速するなど、安全、安心を

現在、交通政策審議会気象分科会におきまして、

ら九月のＧＤＰは二一・四％、あっ、済みません、

しても、建設分野の人手不足の影響で繰越しが増

して、社会的な面だけではなくて経済面でも大き

更なる産学官連携のための方策について審議を進

先ほど、マイナス二八・一で、今回は二一・四。

えるだけだとか、不調、不落ばかりで執行ができ

び研究機関との協力によりますスーパーコンピュ

めているところでございますので、これまで以上

回復はいたしましたけれども、一月―三月期に比

ないのではないかなどという指摘がございます。

確保するという項目がございます。大変重要な判

に民間事業者や大学、研究機関との連携が進む環

べますとまだマイナス一二・七％と、厳しい状況

実際のところ、資料二の方にお示ししましたけ

な影響が出ています。

境づくりを進めてまいりたいというふうに考えて

にあるというふうに考えられます。そんな中で、

れども、建設投資がピークであった平成四年当時

ーター「富岳」を利用した新たな予測技術の開発、

おります。

小さい字で書いてありますが、公共投資は四月か

と比べまして、金額ベースでは現在三三％減って

断だと敬意を表したいと思います。しっかり進め

○大野正君 ありがとうございました。しっか

ら六月では四・六％の増、七月から九月につきま

このような状況の下、これまで一次、二次にわ

はないかというふうに考えております。私が建設

マクロ的に見れば施工能力は十分確保できるので

おりますけれども、建設分野の就業者数という観

たりまして経済対策が発表されてまいりました。

分野の皆さんから聞いている話でも、人手不足は

しても一・五％の増と、景気を下支えする大事な

ていただきたいと思います。

り頑張っていただきたいと思います。
それでは、私の質問は終わらせていただきます。

本日は、江崎委員長を始め理事の皆様に、質問

しかし、これまで補正は感染症対策とコロナの直

災害の非常に激しかった一部の地域のことで、現

点で見ますと約二〇％ぐらいしか減少しておらず、

の機会を与えていただきまして、心から感謝を申

接的影響への対応に限られており、経済回復が道

在は仕事不足というような状況だというようなこ

役割を果たしてきています。

し上げたいと思います。

半ばであることを考えれば、公共投資を含めた更

とも聞いております。

○足立敏之君 皆さん、おはようございます。自

私は、建設省、国土交通省で長年勤務をしまし

なる経済対策が必要だというふうに考えておりま

まえまして、少し大野先生とダブるところがあり

てを発表されまして、新たな経済対策を策定する

総理は、十月十日、当面の経済財政運営につい

○政府参考人（青木由行君） お答え申し上げま

認識を青木不動産・建設産業局長にお伺いします。

なことはないと思いますけれども、国土交通省の

由民主党の足立敏之でございます。

て、インフラ整備あるいは防災、災害対応に取り

す。

ますけれども、お許しをいただきまして、質問を

ことを表明されておられます。この経済対策の三

公共工事が人手不足で執行できないというよう

組んでまいりました。本日は、そうした経験を踏

させていただきたいというふうに思います。よろ
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す。
す。

いることの結果というふうに認識をしてございま

道路ののり面対策などによりまして道路ネットワ

河床掘削あるいは堤防強化で水害を防止したり、

ークの強化に活用されるなど、地方自治体の皆さ

お話がございましたように、公共事業費を増や
また、御指摘もございましたように、新型コロ

このため、全国の知事さんや市町村長さんから

しても建設業の人手不足の状況で事業が執行でき

例えば、大手建設業の集まりでございます日建連

は、この予算については三か年にとどまらず五か

んから大変大きな効果があったと大きな評価をい

しかしながら、資料でもお示しいただきました

の受注実績の調査によりますと、令和二年度上半

年に延長して中長期的に拡充すること、さらには、

ナウイルスの影響などによりまして、現在、民間

ように、建設業界の施工能力について申し上げま

期、国内工事全体で前年度比七・七％の減少、特

老朽化対策や交通ネットワークの整備など事業メ

ないではないかという一部の指摘があることは承

すと、まずマクロで見ますと、建設投資額、これ

に、民間発注の工事では一五・五％減少となって

ニューの充実を図ること、こういう要望もいただ

ただいています。

はピーク時の平成四年から三・四割減少、そして、

いるところでございまして、建設業界からは今後

いてございます。

投資が落ち込んでいるということでありまして、

公共投資に限って言えば四割減少しているのに対

更なる落ち込みを懸念する声が私どもに多く寄せ

知をしてございます。

しまして、建設業の就業者数は二割減少にとどま

ましては五か年に延長して、当初予算の別枠で上

また、政府・与党において、国土強靱化につき

られていると、こういう状況でございます。
以上でございます。

っておりまして、マクロで見れば施工人員の確保
は十分可能というふうに考えてございます。

大変落ち着いてきているということ、それから、

ますと、建設技能労働者の過不足率という数値、

お配りしておりますが、平成三十年度から三か年

災、国土強靱化でございますけれども、資料三に

今回の経済対策の一つの柱であります防災・減

組んでいかれるのか、赤羽国土交通大臣の見解を

防災・減災、国土強靱化、今後どのように取り

乗せして必要十分な予算を確保すべきというよう

手持ち工事高もこの数年安定的に推移していると

緊急対策という形で、毎年一兆円近い公共事業予

伺います。

○足立敏之君 ありがとうございました。

いうこと、また、近年のＩＣＴ施工の増加などに

算が六兆円の当初予算に加え別枠で上積みをされ

○国務大臣（赤羽一嘉君） 先ほど御答弁をさせ

また、足下、現在の建設業界の状況を申し上げ

よりまして施工効率も向上していることなどから、

てまいりました。しかしながら、令和三年度の概

ていただいておりますが、防災・減災、国土強靱

な方向で一致しているというふうにも聞いており

施工能力に問題はないというふうに国土交通省と

算要求ではこの分が現時点では事項要求という形

化緊急三か年対策に続いての中長期的な対策の必

繰越額が増えているのではないかとの指摘もござ

生からも、赤羽大臣の御答弁の中でもお話ありま

この三か年緊急対策については、先ほど大野先

ございます。

らも具体的にそれは明確に発せられているわけで

様、そして自由民主党、公明党の与党の皆さんか

ます。

して考えてございます。

で、具体的な金額が明示されていないのが実情で

要性というのは、もう全国のほぼ全員の首長の皆

さらに、これも御指摘ございましたけれども、

ございます。

いますが、これは、建設業の働き方改革を推進い

したけれども、身近な公共事業に投入されまして、

建設業の人手不足で公共事業予算の年度をまたぐ

たしますために繰越制度の積極的な活用を図って
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それに対して、なかなか、抵抗するというか財
源を守らなければいけないという部分もあって、

臣のリーダーシップでしっかりと予算が確保され
るようにお願いしたいと思います。

は自らの責任も痛感しているところであります。

今回の豪雨災害後、国土交通省、県、流域市町

元に資料四、資料五を準備させていただきました。

村が参加して検証の場が設けられました。川辺川

今年七月にも、国土交通委員会で赤羽大臣に質

資料四は、人吉市地点で水位は一・九メーター

続きまして、本年七月に激甚な被害が発生しま

議論をしているところがございます。こうしたこ

問をさせていただきました。熊本県南部を流れる

低下したんじゃないかという資料でございます。

先ほどから、最初に質問を青木局長にいただいた

とについて国会で衆参の両予算委員会でも質問を

直轄河川の球磨川では、これまでに経験したこと

もう一点、資料五につきましては、浸水面積につ

ダムがあった場合の効果について検証がなされて

受けまして、明確に否定をし、答弁もさせていた

のないような洪水に見舞われまして、人吉市や下

いても約六割低減したのではないかという資料で

した球磨川の治水対策についてお伺いをいたしま

だいているところでございますが、ややもすると

流の球磨川沿川の市町村、大きな被害を受けまし

ございますけれども、川辺川ダムがあった場合に

人手不足ですとか年度末の繰越額の多さなんとい

大きな日本の新聞社でもそうした記事をいまだに

た。赤羽大臣も再三現地に足を運ばれましたけれ

はこの熊本の豪雨災害に対してどのような効果が

います。その場に国土交通省が示した資料、お手

書いているところもあって根強いわけであります

ども、私も、これまで五度にわたり被災地に伺い

あったと見込まれるのか、改めて井上水管理・国

す。

けど、これは、そうした懸念を払拭しながら、ま

まして現地を見させていただきまして、元々計画

土保全局長に伺います。

うのを、非常に私は、ミスリードする、情けない

た、河川についてはもう言わずもがなでございま

されていた川辺川ダムがあればもう少し被害を軽

の河川でこの流域協議会というのをしっかり立ち

曽有の出来事がございましたので、国直轄の全て

七河川で大変大きな被害を受けるという本当に未

ては、ダムによらない治水を検討する場、そこで

声で中止されまして、その後、球磨川につきまし

民主党への政権交代直後に前原国土交通大臣の一

川辺川ダムにつきましては、御承知のとおり、

いても推計しており、具体的には、人吉市地点の

留型の川辺川ダムを整備していた場合の効果につ

この検証の中で、今回の豪雨に対する現行の貯

○政府参考人（井上智夫君） 本年七月の球磨川

上げて抜本的にやると。そのために必要な、中長

議論を積み重ねてこられました。しかしながら、

ピーク流量は毎秒七千四百立方メートルから毎秒

減できたのではないか、とても残念に思っている

すけど流域治水ということで、国、県、市町村、
これはもう抜本的に見直さなければいけないと。

期的な予算が必要だということはしっかりと話せ

結論を得ることができないまま今回の大災害が発

四千八百立方メートルにまで低減されるとしてい

の豪雨災害につきましては、九州地方整備局及び

ば分かっていただけるというふうに思いますので、

生してしまいました。私は、川辺川ダムを前提と

ます。この流量は、人吉市地点において河道で安

ところであります。

国民の皆様の命と国土を守るためにしっかりと最

した河川整備基本方針、これ平成十九年に策定し

全に流下させることができる流量の毎秒約四千立

昨年の台風十九号では、一級河川、国の直轄が

大の手を打って全力を尽くしていきたいと、こう

た当時の国交省の担当課長でございましたので、

方メートルを上回っており、このダムだけによっ

熊本県が球磨川豪雨検証委員会を設置し、河川の

考えております。

川辺川ダムが建設されていない現状につきまして

水位や流量などを検証しました。

○足立敏之君 ありがとうございました。赤羽大
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などの効果があることを推計しております。

超えることとなる浸水面積は約九割程度減少する

水深が家屋の二階の高さに相当する三メートルを

ての浸水面積が約六割程度減少する、さらに、浸

れからまた、人吉市街部から球磨村渡地区にかけ

一・九メートル程度低下し堤防高以下になる、そ

吉市内の人吉大橋付近では球磨川本川の水位が約

えば、委員からお示ししていただいたように、人

て浸水被害を完全に防ぐことはできませんが、例

く分かります。

いうお話もされておりました。私もその心情はよ

変えるということは大変厳しい選択でもあったと

率直に、やはり自分が掲げた公約をある意味では

一月二十日に東京に来られてお会いしましたが、

はあったというふうに思っております。知事も十

りの、これまでの歴史の中で様々な葛藤というの

ぐる熊本の蒲島さん、また地元の皆さん、それな

○国務大臣（赤羽一嘉君） この川辺川ダムをめ

が、赤羽国土交通大臣の御見解を伺います。

○足立敏之君 ありがとうございます。

ります。

私もよかったのではないかというふうに思ってお

川辺川ダムにかじを大きく切れたということは、

連携しながら取り組んでいこうと。そのために、

に暮らせるような地域の再生をしっかりと地元と

災害を防止できて、地元の地域の人が安心で安全

ますので、そうしたことも含めて総合的な、再度

とか住まいの再生、これも国交省の責任でござい

頻度、全く前提が違っているわけでありますし、

また同時に、当時の前提である災害の大きさと

心からお願いを申し上げたいというふうに思いま

めに、これまでと同じ過ちは繰り返さないように、

というふうに思います。球磨川の流域の未来のた

赤羽大臣のリーダーシップに大きく期待したい

○足立敏之君 ありがとうございます。川辺川ダ

そうした中で、環境と災害に強いということで、

す。

ムがあれば大変大きな効果を発揮したものと確信
こうした検証の場での検討と、その後の流域の

緑の流域治水ということで新たな流水型のダムを

型のダムに変更して、緊急治水対策プロジェクト

つきましては、これまでの貯留型のダムから流水

県知事が十一月十九日に県議会で、川辺川ダムに

国との評価委員会等々もやりながら最善の手を打

ら参加をし、そして、県でも有識者会議を開いて、

た、その過程において三十か所での住民集会を自

整備するという御決断をされたということは、ま

て土石流が発生し、建設会社の社屋と住宅が直撃

お示ししてございますけれども、大雨によりまし

痛ましい災害が発生してしまいました。資料六に

今年の台風十号の際に、宮崎県の椎葉村で大変

次に、建設業の被災についての質問に参ります。

できます。
関係者へのヒアリングを踏まえまして、蒲島熊本

の一環として実施すると表明をされました。大変

たれたということで、その結論は尊重したいとい

けれども、奥様と御子息の専務、ベトナム人の技

重要な一歩だというふうに思います。これまでの

このことにつきまして、まだ若干検討しなけれ

能労働者二名が巻き込まれました。まだ三名の方

を受けました。社長さんは何とか助かったんです
ばいけないというか、環境評価ですとか、随分設

が行方不明でございます。御子息の奥様とお子様

うふうに思っております。

計も変わるわけですからそのことについてですと

は、ずっと下流の安全な日向市に避難されたと聞

ダムによらない治水から大きく転換されたことに

球磨川につきまして、今後更に地球温暖化に伴

か、そういうことを時間を掛けずにスピード感を

いております。

つきましては、心から敬意を表したいというふう

って水害が激甚化することを考えますと、今回の

持って行いながら、同時に、治水対策だけではな

に思います。

熊本県知事の御発言を踏まえて、川辺川ダムを始

くて、今、道路や鉄道、観光などのなりわいです

実は、被災された方々は、台風通過後の復旧作

め様々な対策を急ぐべきだというふうに考えます
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現在検討していただいておりますけれども、地域

国土交通省には、こうした方々への支援方策を

っております。

示した、大変悲しい出来事だったというふうに思

に、住んで守っている地域の建設業の役割自体を

流に巻き込まれたというふうに聞きました。まさ

業のためにそこにとどまって待機をしていて土石

を最優先に行動することにつきまして、事業者団

等に注意をしていただいて、作業員等の安全確保

迫った際には、市町村等から発表される避難情報

どに周知をすること、そして、災害の危険が差し

ザードマップで災害の危険性を確認して作業員な

まして、あらかじめ市町村が作成しておりますハ

員の安全確保を図りますために、待機拠点につき

しましては、九月十八日に、災害待機時等の作業

す。

ておられますが、よろしくお願いしたいと思いま

県でも勤務されましたので地域のことは精通され

えになれば有り難いと思います。青木局長は宮崎

地域の守り手、建設業にとって少しでも心の支

と取り組んでまいりたいと考えております。

の守り手として災害のときにも頑張っている建設

体宛てに通知をいたしたところでございます。

それでは、デジタル化について残りの時間で御

○足立敏之君 ありがとうございました。

以上でございます。

業の方々への適正な評価、そして処遇の改善が必

か行方不明者三名の労災認定が円滑に受けられま

しまして、ＩＣＴやＡＩを駆使して、さらに、デ

国交省では、ｉ―Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎと

質問させていただきたいと思います。

こうした災害による被害に対しまして、国交省

すように、私どもとして、厚生労働省に情報提供

ジタルデータも活用しまして建設分野のデジタル

また、亡くなられたベトナム人技能実習生のほ

としてどういう支援を考えておられるのか、青木

を行いつつ助言を受け、そして、それを踏まえて、

化を進めてこられました。赤羽大臣の所信の中で

要だというふうに思います。

局長に答弁をお願いします。

宮崎県と連携して被災した建設企業への助言、支

ベトナム人の技能実習生一人がお亡くなりになる

災をされまして、そして、土砂崩れによりまして

備えて待機中でございました地元の建設企業が被

県の椎葉村におきまして、台風十号の災害対応に

まして、労災適用を確実にするための留意事項を

が受けられますように、今回の事案の検証を行い

災害対応で被害に遭われた場合にはしっかり補償

のが最優先ではあるんですけれども、その上でも

さらに、今後、この危険回避、安全確保という

先日、秋田県の東成瀬村の東北地方整備局が建設

お手元の資料、資料七でございますけれども、

いうふうに思います。

れたことにつきましては心から敬意を表したいと

ついて、政府をリードして国交省取り組んでこら

偉内閣の一丁目一番地の政策であるデジタル化に

も、インフラ、物流分野等のデジタルトランスフ

とともに、現在も三名の方が行方不明になってい

整理をして周知を行うこと、そして、補償をより

を進めている成瀬ダムというダムの現場に伺いま

援を実施するなど、建設企業の立場に立ちまして

○政府参考人（青木由行君） お答えを申し上げ
ます。

るという大変痛ましい事案が発生いたしました。

充実確保するための方策について、災害協定の見

した。

ォーメーションという文言がございました。菅義

お亡くなりになられた方に心からお悔やみ申し上

直しも含めて検討を行うなど、地域の守り手とし

台形ＣＳＧという最新のダム施工技術で工事が

対応を行ってきたところでございます。

げますとともに、行方不明の方々が一日も早く発

て最前線で災害対応に当たる地元の企業の皆様が

進められているんですけれども、ここでは自動化

お話ございましたように、本年九月六日、宮崎

見されることを願ってございます。

より安心して業務に従事できますよう、しっかり

この被災事案を受けまして、国土交通省といた
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うために５Ｇを用いた取組、こういったものをこ

現場実装の取組、また、災害現場で活用されてき

インフラ分野におきまして、将来の人手不足や

れから積極的に採用していきたいというふうに考

○政府参考人（東川直正君） お答え申し上げま

か振動ローラーだとか、表面を締め固める章動ロ

災害対策、またインフラ老朽化などの課題に対応

えております。

施工が全面的に展開されています。具体的に言い

ーラーだとか、いろんな機械が、重機があるんで

するために、国土交通省では、ＩＣＴ技術の活用

こうした新しい技術を用いました取組を積極的

たところでございますけれども、これを円滑に行

すけれども、その熟練者の操作を分析してプログ

などによりまして建設現場の生産性向上を目指す

に活用いたしまして、公共投資の円滑な執行や感

す。

ラミングして、同時に複数の重機が全自動で動い

ｉ―Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎに二〇一六年度か

染リスクの低減などに貢献するとともに、建設業

ますと、このダム本体の施工をブルドーザーだと

て作業をしてございます。

ら取り組んできたところでございます。

ともなかったので、現地で大変驚きました。これ

たものが全自動化なんかできるなんて想定したこ

経験がございますが、ブルーワークとかそういっ

きましては、建設現場だけでなく、公共サービス

ることが予想されておりまして、国土交通省にお

社会のデジタル化が進展し、働き方が大きく変わ

また、今般、新型コロナウイルスを契機として

ければ有り難いと思います。よろしくお願いしま

りますように国土交通省でしっかり進めていただ

建設産業の未来に向けて、すばらしい環境とな

私は、二つのダムの現場で担当しておりました

からまたダンプトラックも自動運転にして、来年

や業務など、インフラ分野全体の変革を行うデジ

す。

の新しい働き方への転換などを図ってまいります。

ぐらいになると、二十数台の機械が無人化で施工

タルトランスフォーメーションを推進していると

○足立敏之君 ありがとうございました。

すると、そういうような場面も見られるというふ

大橋のところで大規模な崩壊がありました。この

また、平成二十八年の熊本地震の際には、阿蘇

的に検討を進め、本年十月十九日に施策概要を公

きましては、その実現する未来像に向けて省横断

インフラ分野のデジタルフォーメーションにつ

以上です。

危険な現場の施工でも全自動の、遠隔操作ですか

表したところでございます。その施策に基づきま

早速質問に入りますが、最近、道路に関して

ころでございます。

ね、そういった最新技術を活用したというふうに

して、例えば、具体的な建設現場の取組といたし

様々問題が発生しております。まず、跨道橋の耐

うに伺いまして、大変驚いたところであります。

聞いておりますし、雲仙の砂防ダムや水資源機構

まして、従来現場で行っていた施工状況や材料の

震手抜き工事からお尋ねをしてまいります。

○青木愛君 新立憲民主党に合流をさせていただ

の川上ダムなんかでも自動化施工というのが進ん

確認、これを映像と音声データを活用いたしまし

いかれるのか、東川大臣官房技術審議官にお伺い

交通省として今後どのように技術的に取り組んで

こうした建設現場のデジタル化について、国土

操作なしで施工するなど、建設機械の自動運転の

ましたけれども、数台の建設機械が連携し、人の

は、二十数台の、先ほど委員からも御指摘ござい

て遠隔で行う非接触型の検査、確認方法、あるい

判明しました。その後の調査で、同じ緑橋の上り

下り線側に必要な鉄筋八本が不足していることが

強工事で、東京都日野市にある緑橋を支える橋台、

現在、中央自動車道で進められています耐震補

ました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

改めて国土交通委員会に所属をさせていただき

きました立憲民主党・社民の青木愛です。

できているというふうに伺いました。

をいたします。
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まず最初に質問をさせていただきますのは、こ

ＥＸＣＯ中日本にも大きな責任があると思います。

ます。もちろん、発注者である工事を確認するＮ

設設計、三社の意見が食い違っているようであり

業、また一次下請のダイコウ、二次下請の吉岡建

査が行われると思いますけれども、元請の大島産

施工不良の原因に関してはこれから徹底的な調

いことであります。

する鉄筋が欠落をしているということはあり得な

のための工事であるにもかかわらず、強度を確保

り線の橋台で施工不良が判明しました。耐震補強

ーチェンジ間にある北原橋と絵堂橋、いずれも下

線、また、高井戸インターチェンジと調布インタ

が、第三者委員会でそれが妥当性があるのかどう

その自分たちで原因究明をしなさいと、そのこと

こうしたことが起こったのかということを、まず

発注元の中日本高速道路会社の責任で、どうして

なお話がありましたが、それは違うんだと。まず、

三者による有識者会議に原因を求めるというよう

役員にも会いましたが、当初は、有識者会議、第

ども、私、直接社長にもお会いして、技術担当の

は、これは有識者委員会で今やっておりますけれ

なんですよ。その原因がどこにあるかということ

のが発覚したということは、これは決定的に駄目

受取を完了した後にこうした手抜き工事というも

これをもう受取を完了しているわけですね。その

したことを今プロセスとして進めているというこ

とんと落ちなかったことについてただして、そう

りに調べて、専門家ではありませんけれども、す

と思いましたが、その後にいろいろ調べて、私な

そのときは余り、正直言って、まあ、そうなのか

そのとき私もこのプレスリリースは読みましたが、

こうした構造があるということを説明を受けた、

今の現状は大丈夫なのかということを思った中で、

私も、最初、第一報を聞いたときには、これ、

っております。

いうのはいろんな方の表現があるというふうに思

そういう説明があって、それをどう受け取るかと

合はどうなのかということの思いで書いたという、

ている方もいらっしゃるので、普通に通行する場

分けをはっきりさせないで、その自分たちの失敗

いずれにしても、この事案というのは大変大き

かというのを検証してもらうんだと。そこを立て

十一月の十三日にコメントを発表しております。

みたいなことを全部第三者委員会に委ねるなんと

な、安全、安心を揺るがせないことになるという

の工事の施工不良を受けて、ＮＥＸＣＯ中日本が
その中に、通常時の安全性には支障がありません

いうことは余りにも無責任だというふうに叱責を

とでございます。

とありました。今日明日にも大地震が発生するか

ふうに思っておりますので、国土交通省としても
そうした大前提の中で行っていることであって、

きたいと思っております。

いたしました。

通常時は安全だという発言は、そもそもの工事の

この事案について、総じて、中日本高速道路会社、

○青木愛君 赤羽大臣の今の御発言を伺いまして、

もしれない、そのための耐震工事でありますから、
趣旨を分かっていないのではないかというふうに

危機感が足りなさ過ぎるということを申し上げた

中日本の責任を深刻に捉えていらっしゃるという
みましたが、私、これは、そうした段階になると、

ただし、この文書、プレスリリースの文書を読

に思いますが、やはり、何というんでしょうね、

てしっかりと対応はしていただきたいというふう

ことはよく分かりましたので、今後の調査も含め

厳格に中日本高速道路会社に対しては対峙してい

考え、大変不適切な発言ではないかと捉えました。

いと。

○国務大臣（赤羽一嘉君） ちょっとその直接的

まさに間が抜けたような表現だというお気持ちも

通常時は安全だという、まあ安心感を与えようと

この点について、まず赤羽大臣の御見解をお伺

なお答えの前に、もっとちょっと大局的に言いま

よく分かりますけれども、これは普通に通行され

いさせていただきます。

すと、今回のこの事案は、中日本高速道路会社は、
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【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

やはりこれ、いつ何どき大地震が来るか分からな

思ったのかなというふうに推察しますけれども、
確認したということでございます。

三日までに更に三つの橋台においても施工不良を

ほど委員からお話もありましたとおり、十一月十

す。

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答え申し上げま

んな安易な気休めよりも、もう早く工事を完了し

いうふうに思いまして、通常時は安全だというそ

刻さというか、それが分かっていない発言だなと

というか、この工事の、工事のありようのこの深

りまして、やっぱりそこのそもそものやはり趣旨

ら、通常時が安全であればやる必要ないわけであ

の他の施工不良が確認された三つの橋台について

二月上旬を予定していると聞いてございます。そ

能な時間が限られておりますけれども、完了は十

周辺の環境に与える影響もあることから、施工可

十一月十日に再施工に着手したところであります。

については、状況確認後速やかに対策を検討し、

最初に施工不良が確認されました緑橋Ａ１橋台

は異なるため、一概に増額の幅が一般的であるか

影響など、個々の現場条件により増額の理由、幅

工時間の変更や沿道環境への影響、道路交通への

一般的に、道路工事において、施工の手順、施

倍以上となっていたというふうに聞いております。

九十件のうち三件で最終契約額が当初契約額の二

した全ての工事について確認したところ、全二百

中日本高速会社が発注した二〇一九年度に竣工

い、そのための耐震工事をやっているわけですか

てほしいというのが走行者の気持ちではないかな

どうかお答えするのは難しいと認識しております。

ただ、増額の理由につきましては、夜間施工に

も既に再施工に着手しているというふうに聞いて
ございます。

というふうに思っております。
そこで、お伺いしますけれども、大島産業では

ら、もう一月たとうとしておりますし、今どうい

中日本が確認したのが十月の三十日でありますか

をしているところでありますけれども、この工事

○青木愛君 そして、これは様々な先生方、指摘

道路会社を指導してまいります。

もありまして、交通の影響が大き過ぎるとの意見

先行工事への交通の影響が甚大だったということ

して発注したものの、関係機関との調整の中で、

でございますけれども、当初は昼夜施工を前提と

変更したというようなことを言っておりまして、

う現状なのか、いつこれ完了するのか、そこをは

は指名競争入札で予定価格八億一千六百三十一万

があって、夜間のみの工事に変更したと聞いてご

いずれにしましても、耐震補強工事の重要性を

っきり示してほしいと思います。

円に対しまして大島産業が六億二百四十二万円で

ざいます。そういうことが事前にできなかったの

ない業者を決めて、今、工事やり直しが行われて

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答え申し上げま

落札をしております。そして、最終契約額が十三

かということもあるのかなというふうに思ってお

お話をお聞きしますと、中日本に確認したところ

す。

億二千九百十万円と二倍に跳ね上がっています。

ります。

鑑み、速やかに再施工を完了するよう中日本高速

今回の施工不良については、九月二十四日に緑

様々理由は挙げられていますけれども、二倍に高

いると思いますけれども、ひび割れをＮＥＸＣＯ

橋のＡ１橋台においてクラックを発見したため、

騰するのは異常だと思います。

聞いております。その後、同一工事で施工が行わ

ろ、十月二十八日に鉄筋がないことを確認したと

のかをお伺いします。

交省としてこの価格二倍の理由、納得されている

こういうことはしばしばあるのか、そして、国

及びその妥当性について徹底した事実関係の解明

契約前の基本的な条件の設定も含め、増額の理由

工不良が発生しているということも踏まえまして、

いずれにしましても、増額の幅に加えまして施

施工状況の確認や非破壊による検査を行ったとこ

れた他の橋梁についても確認を行ったところ、先
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【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

ております。

変更は予測可能な範囲だというふうに我々も捉え

○青木愛君 今局長がおっしゃったように、夜間

が必要であるというふうに考えてございます。

うなことも指摘されたところでございます。

適正について速やかに調査を行っていくというよ

調査委員会においても、当初契約も含め、契約の

曜日に第一回が開催されました中日本が設置した

す。ただし、この契約につきましては、先週の金

をお願い申し上げます。

事だというふうに思いますので、その点、御検討

ヒアリングを行っていただくということが私は大

ているわけですから、それぞれから直接やっぱり

ですが、一次、二次、下請、様々意見が食い違っ

んな不正がなかったのかどうなのか、そんな疑念

ろいろ理由を付けて最終価格をつり上げると、そ

あります。この大島産業が安く落札して、後でい

れたのかどうかというところを疑問に持つわけで

国土交通省といたしましても、早期の原因究明と

ていただくこととしているところでありまして、

委員会による調査委員会において徹底的に検証し

め事実関係について解明した上で、外部の有識者

今後、中日本高速会社が自ら契約の適正性を含

たんですけれども、いろいろと、従業員へのパワ

までの不祥事ということでマスコミにも報じられ

建設部門と物流部門があって、物流部門でのそれ

七月に工事成績優秀企業に認定をされております。

そして、この大島産業なんですけれども、今年

この最初のこの落札、これが本当に正規に行わ

を抱かざるを得ない状況であります。

別部門とはいえ、同じ社長の下に組織されている

ハラ訴訟で一千五百万円の支払命令を受けていた

そして、さっき赤羽大臣がおっしゃった中に、

会社でありますので、このようないわゆる労働基

再発防止に向けて、引き続き、中日本高速道路会

その調査委員会の方針として、まず中日本にやら

準法違反、こうした会社に対してもこの成績優良

落札、本当に正常に実施されたのか、その点に

本件工事については、契約制限価格が約八億一

せるということであるんですけれども、そういう

企業という、そういう対象になぜそうしたのか、

り、あるいは残業代の未払ということで一億二千

千六百万であったところ、落札金額は約六億二千

考え方もあるかもしれませんが、この調査委員会

また今後の対応についてもお伺いをしておきたい

社に対して適切に指導してまいりたいというふう

二百万でありです、落札率は約七四％だったと承

を中日本が主催しているというのはどうなのかな

と思います。よろしくお願いします。

ついては調査はこれからでしょうか。その点いか

知しております。

とちょっと思います。中日本も、どちらかといえ

○政府参考人（東川直正君） お答え申し上げま

万円の支払いの判決を受けたりとか、様々なこと

中日本高速会社に確認したところ、落札金額が

ば、どちらかというか当事者なので、ヒアリング

す。

に考えてございます。

重点調査価格を下回っていたことから、契約前に

をされる側だというふうに思うんですが、中日本

公共工事の品質確保につきまして、企業の能力

がでしょうか。

低入札重点調査を実施し、当該価格で入札した理

が主催をしてこの調査委員会が設置されていると

を適切に評価し評価結果を活用するために工事成

が一般の人々にも知れ渡ったところであります。

由を確認するというとともに、資材、労務、市場

いうことは、客観性が果たして担保されるのかな

績優秀企業を国土交通省直轄工事におきまして各

○青木愛君 よろしくお願いします。

単価などの直接経費、安全対策等の共通仮設費、

というふうに思います。この委員会のメンバーの

地方整備局ごとに認定しておりまして、その選定

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答え申し上げま

現場管理費等の計上が適切かどうかを確認した上

先生方が直接、やはり元請の大島産業はもちろん

す。

で契約を結んでいるというふうには聞いておりま
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【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

れるときには必要な監督処分ができる旨規定され

に違反し、建設業者として不適当であると認めら

において、建設業者が、その業務に関し他の法令

しておりませんけれども、建設業法の第二十八条

ございましたけれども、その詳細については承知

パワハラ、残業代未払について委員より御指摘

取り消すこととなっているところでございます。

があった場合は認定しない、また認定していても

に当たりましては、建設業において不適切な行為

け入れ難いというふうに思いますけれども、この

すから、今の御答弁はそのまま受け入れるのは受

ありますけれども、やはり同じ大島産業でありま

○青木愛君 物流部門での不祥事だということで

と考えております。

会の結果を受けまして対応を検討することになる

許可部局である福岡県の判断やＮＥＸＣＯの委員

いうふうに認識しておりまして、今後、建設業の

ただきましたけれども、あってはならないことと

る施工不良については、これは大臣からも答弁い

いるのか。特に地方が管理をする、老朽化対策が

必要と認められた箇所、今どの程度修繕が進んで

ているわけでありますけれども、一巡目で修繕が

平成二十六年から一巡目を終え、今二巡目に入っ

ければならない状況を迎えています。この点検が

老朽化が進み、メンテナンスを順次行っていかな

長時代に多く建設され、その後五十年がたち、今、

ども、道路、橋梁、トンネル、インフラが高度成

このインフラのメンテナンス状況なんですけれ

そして、時間がないので先に進みます。

しているわけであります。よろしくお願いします。

ていることから、建設業法に基づく違反や監督処

建設業というのは、私もやはり国民生活と、それ

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答え申し上げま

分等が必要であるかどうかを参考にしてこの認定

えるところというふうに聞いていますけれども、

す。

遅れているというふうに伺っておりますので、政

局である福岡県が大島産業に対して建設業法によ

こういう機動力のある建設業というのは本当に国

道路の橋梁やトンネルについて、二〇一四年度

からあらゆる産業活動のやっぱり基盤を担ってい

る監督処分等を行っておりませんでした。このた

にとっても有り難い企業であって、本来は評価さ

から国が定める統一基準により、五年に一度の頻

制度の運用をしているところでございます。

め、大島産業は、請負工事成績評定結果策定基準

れるべきであると思っています。現場で働く作業

度での点検を義務化しております。二〇一八年度

府の支援の状況をお聞かせいただきたいと思いま

案というものがございまして、その基準に基づき

員の方々も、もっと社会的立場というかを上げて、

までに点検が一巡し、五年以内に修繕が必要な橋

ただいている建設業でありますから、この成績優

直轄工事において工事成績優秀企業に認定したと

労働環境ももっともっと整備しなくちゃいけない

梁は全国で約七万橋、確認されております。この

優秀企業認定当時、令和二年の七月でございま

ころでございます。また、今般、福岡県に確認を

と思っています。日頃から有り難いというふうに

うち、御質問の地方の公共団体の管理する橋梁は

す。

いたしましたけれども、確認できる範囲で過去に

思っているだけに、今回の、これ不正は不正です

約六万三千橋でございますけれども、修繕等の着

秀企業というのは二年の間に三件以上の受注を行

大島産業を労働基準法を含めた他法令の違反によ

から、やはり本当に残念であり、遺憾であります。

すけれども、その時点において、建設業の許可部

り建設業法で処分したことはないということでご

手は約二万一千橋であり、いまだ四万橋が修繕未

地方公共団体のこれまでの実績では、約年間七

着手の状況にあります。

ですので、このような不正工事が行われないよ
そこから始めていただきたいということをお願い

うに、国交省としてもまずは徹底した原因究明を

ざいまして、現時点におきまして優秀企業認定を
取り消す状況にはなっておりません。
なお、今般、ＮＥＸＣＯ中日本発注工事におけ
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【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

国土交通省としても、速やかな対応が必要であ

う状況でございます。

全へ移行するためには四十年程度必要になるとい

において、不具合が生ずる前に対策をする予防保

そのため、現在の予算ペースでは、地方公共団体

しか減らない状況であるということでございます。

要な状態へ進行する見込みであり、年間約一千橋

ますと、今後、年間約六千橋が新たに修繕等が必

二〇一九年の点検において老朽化の傾向を踏まえ

るいは住民に対する説明が行われていたのかどう

事の前に行われたのかどうなのか、また地権者あ

発見されたところであります。調査がしっかり工

空きました。その後、また新たに二か所の空洞が

ル、幅三メートル、深さ五メートル、大きな穴が

ます東京都調布市の市道が陥没し、長さ五メート

京外環道路のトンネル工事のルートの上方にあり

十月十八日、ＮＥＸＣＯ東日本が行っている東

没についてもお聞きしておかなければなりません。

次に、東京外郭環状道路の工事に伴う道路の陥

とか、また、あるいは年月を経てから工事による

今後、この被害を受けた住民に対する補償です

○青木愛君 ありがとうございます。

いるところでございます。

戸の水位、水質の測定などを行っております。

の変動観測、湧水の場所や湧出量の測定、既存井

地下水位の高さや流向を把握するための地下水位

質の分布状況を確認するためのボーリング調査、

価や保全対策の検討を目的としまして、地形、地

体化に当たりまして、環境に与える影響の予測評

また、事前調査につきましては、地下計画の具

ると認識しておりまして、地方公共団体に対しま

か、まずその点を簡潔に御答弁いただければ有り

地下水脈の変化等で地上に被害をもたらすといっ

○青木愛君 よろしくお願いします。

して、財政面の支援としては今年度創設しました

難いと思います。

た場合も考えられますけれども、その点いかがで

千橋で修繕が行われているところです。しかし、

道路メンテナンス事業補助制度を活用しまして、

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答え申し上げま

す。

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答え申し上げま

しょうか。

また、着手後においても同様の調査を実施して

必要な予算の確保に努め、老朽化が進むように支

す。
東京外環道、関越から東名の工事においては、

援しているところです。
また、技術面の支援といたしましては、各県ご

地域の御理解、御協力を得ながら進めることが重

トンネル工事の着手に当たりましては、説明会

公共工事に係る工事の施行に起因する地盤変動に

とに設置した道路メンテナンス会議等を活用し、

工事に対する、起因する被害、損害の話だった

代行の実施、都道府県による市町村の点検、診断

としましては、東名側の本線シールドトンネルの

より生じた建物等の損害等に係る事務処理要領に

要であると考えており、地域の方々に丁寧に説明

業務の一括発注、地方公共団体向けの研修の実施、

掘進に先立ちまして、計四会場で二回ずつ、合計

従いまして、必要な調査を実施した上で、工事に

メンテナンスに関する情報共有を図るとともに、

道路メンテナンスセンターによる技術支援などの

八回。また、大泉側の本線シールドの掘進に先立

起因する建物の損害などが確認された場合は、原

というふうに認識しまして、お答え申し上げます。

支援を実施しているところでございます。

ちましても、四回、各二回、計八回ずつ開催し、

状回復に要する費用を負担するなど、事業者が適

して工事を進めることにしております。

今後も、引き続き、地方公共団体に対しまして

地域の方々に説明を行ってきたところでございま

切に対応することとしています。この際、発生し

高度な技術を要する場合は国の直轄の診断、修繕

財政面及び技術面の両面から支援を行い、確実な

す。

工事に起因する建物の損害補償につきましては、

老朽化対策を進めてまいります。
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【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

うものと考えています。

などにより、因果関係を判断し、適切に補償を行

た損害の状況、工事箇所との位置関係、工事内容

きました。

険がありますので、反対の立場を取らせていただ

壊することですとかクエンチ現象等、やっぱり危

自由党に所属をしておりましたときに、自然を破

捉えておりまして、このスーパーメガリージョン

新幹線、それは逆行するものだというふうに私は

このスーパーメガリージョン構想あるいはリニア

出の流れが出てきたわけですけれども、それを、

すし、また昨今頻発している豪雨水害がもしかし

ですが、シールド工法の影響とも言われておりま

れども、今回のこれ原因をこれから調査するわけ

○青木愛君 この大深度法というのがありますけ

応すべきと考えております。

判断された場合は、道路管理者において適切に対

らかの損害が生じ、それが道路に起因するものと

後に、期間が経過してから、地上部の建物等に何

わざわざ我々人間が大深度を移動する必要がある

遠隔手術が検討されているくらいでありますので、

６Ｇとか、飛躍的に進歩しまして、医療分野でも

ておりますけれども、ＩＴもいろいろ進み、５Ｇ、

る頃には、今いろいろとデジタルの方も進められ

うに考えているわけであります。リニアが完成す

討の必要があるのではないかと、個人的にそのよ

る中で、このリニア新幹線についても是非私は検

今、社会情勢がコロナを経験して大きく変容す

すとか地方でのワーケーション、現実にもう大き

働き方が随分変わりました。テレワークの推進で

活ができないところから、今回、このコロナ禍で

東京に住まないとなかなか仕事ができない、生

いかと思っています。

のは東京一極集中を改善する方向に行くのではな

ょっと逆で、スーパーメガリージョン構想という

○国務大臣（赤羽一嘉君） 私の捉え方は全くち

ただきたいというふうに思います。

仮にですけれども、工事が完了し、道路の開通

たらその土壌に影響を与えているかもしれない、

のかどうなのか。その頃になってみると、これは

構想について、大臣の御所見をお伺いをさせてい

そんな指摘も聞くわけでありまして、果たしてこ

大臣は所信の中で、リニアは進めていくという

選ばれるかというと、今多分、新幹線の沿線沿い

いる、地方の移住が進んでる。その地方、どこが

な動きが出てきて、東京都に対する転入人口より

ふうに発言されておられますので、その点につい

というのは非常に有利性があって、実は、軽井沢

もう古い発想になっているんではないかというふ

てはお聞きしませんけれども、そのリニア新幹線

なんかの土地も既にもう暴騰が始まっている。

の四十メートルというのが適切なのかどうか、あ

この後、また最後の質問に移らせていただくん

と連動して国交省がこれまで提唱されてきた東京

こうした中で、リニア、私、個人的に好きかど

転出人口が増加が上回っているのが三か月続いて

ですけれども、このリニア新幹線なんですが、こ

と大阪を結ぶスーパーメガリージョンという構想

うかということは別にして、国土交通大臣ですか

うに思うわけであります。

れも大深度工事が予定されているわけでありまし

があります。これは、やはり一極集中を助長する

らああいう所信表明しましたが、リニアがつなが

るいはそもそもこの大深度地下の工事は適切では

て、特に品川―相模原間、また名古屋周辺、大阪

ものであると思っています。特に、やはり東京へ

ると、例えば飯田ですとか、この前、木曽の中津

ないのではないかというふうに考えたりもいたし

周辺、その地上部には多くの住宅やビルが建って

の一極集中を促進するものだというふうに考えま

ております。

おります。安全が確保できるか、大変、私は疑問

川、駅ができますけど、ああいうところにも多分

まちづくりができ、人口過疎化が多分激しい地域

す。
今回のコロナのこの感染を経験して地方への転

に思っております。このリニアについて様々のお
考えがあろうかと思いますけれども、私は当時、
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【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

に思っております。

スーパーメガリージョンであるべきだというふう

における社会の大きな影響に資するリニアであり、

がなくなる、地方の創生の一環で、私はコロナ禍

なるんではないかと。ですから、東京に住む必要

だと思いますが、そうした地方創生のチャンスに

いただきます。

いかということを申し上げて、質問を終わらせて

社会の情勢を見て判断の変更もあり得るのではな

のを最大限活用するという方向へと、いろいろと

ＬＣＣなども安価で移動できますので、今あるも

飛んでいないという状況の中で、東京―大阪間、

して、今、航空機もなかなか、国内線も半分しか

終便の繰上げがされるというふうに報道されてい

圏の鉄道は、これ私鉄も含めてですけれども、最

もう御承知のとおりでありますけれども、首都

いただきたいと思います。

きました。特徴的なところを少し御紹介をさせて

そして現場の実態ということで報告をしていただ

時から私鉄の皆さんが、それぞれ地域の今の状況、

いずれにしても、どういう展開になるかという

ます。これは、実は地方都市でも同様の動きが既

に見えておりますし、また、特に来年度以降、こ

ありがとうございます。
○森屋隆君 立憲民主・社民の森屋隆でございま

のは様々な評論もあるし見方もあると思いますが、
いずれにしても、このコロナ禍という災禍を国民

の地方鉄道、バスの減便、路線の廃止、このダイ

ス、高速バスや空港連絡バスに至ってはもう希望

こういうふうに言われています。そして、観光バ

ヤ改正が過去最大規模でこの減便や廃止になると、

す。

早速ではありますけれども、大臣所信に対しま

し上げたいと思います。

まずは質問の機会をいただいたことに感謝を申

のため、これからの日本の将来のためにプラスに
していくことが私は大事だというふうに考えてお
ります。
○青木愛君 大臣はそのスーパーメガリージョン

退職を募らざるを得ない、そういった状況にまで
赤羽国土交通大臣はこの所信の中で、国民の命

感染を恐れて公共交通が敬遠されているという

して質問をいたします。

が、やはりこれは人口減少を踏まえた中で国交省

と暮らしを守るため、国の責務として重点的に取

こともまあ当然あるんだと思いますし、そして、

構想は一極集中にはならないとおっしゃいました
が考えられてきたやはり一極集中の方向性だとい

り組む三本の柱について、そのお考えを述べられ

公共交通でのアナウンスにもあるこの政府からの

されている地域の方々もいらっしゃるので簡単に

いうふうには考えるんですけれども、やはり期待

けないというのが大変難しいところではあるなと

うに思います。まさに、この陸海空、交通分野全

す。全く私もおっしゃるとおりだと、こういうふ

な危機に瀕していると、このように述べておりま

大臣は、公共交通事業が過去に例を見ない深刻

この三密のためにはこれ必要なことですけれども、

ったアナウンスがあるわけでありますけれども、

テレワークを更に活用していただきたい、こうい

を、その時間帯を避けていただきたいとか、また

もう大事なことでありますけれども、通勤、通学

陥っております。

うふうに私は捉えております。

ています。一つ目の柱に挙げられていますこのコ

お願いということで、これ三密を避けるためには

人口減少と、それから今回のコロナという一見

ロナ関係で大臣に質問をいたします。

は言いませんけれども、やはり日本全体を見渡し

般にわたり、この移動の自粛によってこれまでに

逆方向のそういうところを考えていかなくちゃい

た中で、それぞれの地方のもっと特色を生かした、

経営的には大変厳しい状況にまあ裏を返せばある

ことになっております。

ない赤字に転落をしています。
実は、昨日はＪＲの皆さん、そして今日の朝八

そうした国土の在り方ということをもっと考えて
いただければなというふうに私は思うのでありま
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【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

るを得ません。

れは薄かったんだろうと、こういうふうに言わざ

空港線を含む高速バスへのこの恩恵、効果は、こ

んだろうと。そして、地域公共交通や観光バス、

やはりマイカーやレンタカーの活用が大きかった

りますけれども、肌感覚ではありますけれども、

ム、これについては、現場の声、まあ肌感ではあ

については、特に近距離移動、マイクロツーリズ

また、期待をされていましたＧｏＴｏトラベル

ことで大変厳しい、より厳しい状況になってきて

りますけど。それに加えて、このコロナ禍という

だでさえ大変維持が難しい、もう釈迦に説法であ

の進展、人口減少化、地方では過疎化の進展でた

のは、言わずもがなでございますが、少子高齢化

○国務大臣（赤羽一嘉君） 公共交通機関という

よろしくお願いします。

するお考えをお聞かせいただきたいと思います。

いますし、コロナ禍で傷んだ今後の公共交通に対

はどのようなものなのか教えていただきたいと思

第二次でしたっけ、二次補正の地方創生臨時交付

の支援というのはなかなかできない。現実には、

できますが、なかなか路線バスそのものの、路線

ておりまして、感染対策に対する設備投資等々は

いますと、非公共の部分というのは非常に限られ

国土交通省の予算というのは、ざっくばらんに言

そうしたことをどうしていくのかという中で、

と思います。

るということに改めて心から感謝を申し上げたい

だいて、その使命と責任を果たしていただいてい

てもいかないので、しっかりと便数を守っていた

さらに、この直近の問題ですけれども、サラリ
しまっていると。

ーマンの出張時に地域共通クーポンを実はタクシ

や飲食店の営業時間短縮など、特にこれはタクシ

今回の第三波感染拡大によってＧｏＴｏ除外地域

いて、感染のリスクですとか大変大きな不安を抱

かないと。まさに社会的な使命を果たしていただ

し、嫌だからといって乗車拒否をするわけにはい

ういうものはないというのが現実だったと思いま

十五万円出したと。ところが、愛媛県では全くそ

先日も高知県に行ったら、タクシー一台につき二

ただ、地域差が随分あったわけでありまして、

金とかは莫大な予算があり、その中で、各地方自

ーの運転手さんですけれども、運賃制度が歩合制

えながら、運転手の皆さん、まあ車掌さんも含め

す。

私も関東バスの現場の皆さんの話を聞かせてい

を用いているところが非常に多くございますので、

てですね、大変な御苦労をされていると。そのと

ーに使っていただいた方が多かったようでござい

その結果として、深夜の割増し運賃、あるいはこ

きに、ちょっと今思い出したんですけど、マスク

こうしたことは本来、総務省がやっていただけれ

治体の中で公共交通に対する支援というのはまあ

の年末にかけての書き入れ時ということもありま

をしていないお客さんも乗ってくるとお客さん同

ば結構ですけれども、本来は国土交通省がしっか

ただきましたが、路線の中にクラスターが発生し

すから、大きく賃金に影響する、この辺が予想さ

士で結構トラブルになる。ワンマンバスですと、

り地域公共交通機関の具体的な支援をしなければ

ます。これについても十一月の六日からビジネス

れるわけでございます。これについては補償の必

それを一人で運転手さんがさばかなければいけな

いけないと、必要な路線は国交省の予算でやっぱ

ある意味で自由度があってやっていただいたと。

要性を強く感じるところでございます。

いといった御苦労の話も聞かせてもらいました。

り確保しなければいけないという思いがありまし

た病院が二つあるコースもあると。そこは、しか

いずれにしましても、この人流を中心とする交

そうした中で、公共交通機関として、お客さん

て、令和三年度の今概算要求の中で、地域公共交

出張については割引対象外と当然なりましたし、

通労働者の賃金は大幅に減少しています。赤羽国

が少なくなっていながら、ゼロにするわけにはと

私の思いは、所信で述べさせていただいたのは、

交大臣のおっしゃるこれまで以上に強力な支援と
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【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

ピンチをチャンスに変えるような形で、しっかり

に、私はよく変毒為薬という言葉を使いますが、

このコロナ禍という未曽有の大変な状況の中を逆

で大幅な増額というのは難しいんですけれども、

予算折衝というのは、どうしても流れの中なの

ているところでございます。

対する補助の増額、大幅増額要求に向けて今やっ

通確保維持改善事業として、バスの運行経費等に

ついても引き続き検討をしていただきたいと思い

けれども、この公租公課の特例猶予、減免等々に

ています。いろいろ難しい問題あるかと思います

ますけれども、やっぱり固定費が大分負担になっ

思っていますし、そして、あと特に大手でござい

かなと思っております。これは本当に有り難いと

例処置、これについても延長が少し見えてきたの

いるという声もありますし、雇用調整助成金の特

り議論してまいりたいと思っております。

うことなので、財源の確保の方策についてしっか

そういういい案というのはできるだけ早くとい

す。

補正予算などでも要求をしているところでありま

ましたような公共交通機関のコロナ対策、また今

○政府参考人（秡川直也君） 今御質問いただき

よろしくお願いしたいと思います。

辺について、もし、自動車局長の方でしょうかね、

○森屋隆君 ありがとうございます。是非御尽力

ます。
そして、やはり利用者の方が安全そして安心し

とした公共交通政策としてあるべきだというふう
に思っております。

ると、こういうふうにお聞きをしております。そ

増加をしています。一方で、鉄道や地方公共交通

道路関係予算は、この九年間で一・六倍にまで

いただきたいと思います。

機も随分お客さんも増えてきていると思いますし、

の科学的見地について、当然国交省のホームペー

に関する予算については、ほぼ横ばいに推移して

て利用していただくことが一番でありますから、

数字でも、十一月の中旬の週末では、新幹線は対

ジだけではなくて、様々なメディアを通じて徹底

いると思っています。これらの予算を令和二年度

加えてですが、ＧｏＴｏトラベル、確かに始め

前年比約五〇％まで戻ってきておりますし、航空

した周知をお願いしたいと、このように思ってい

当初予算の国費ベースで比較しますと、道路整備

次に、国土強靱化の観点から、公共交通機関へ

二社につきましても同じ時期で五五％と。これは、

ますし、そして、公共交通機関、特にタクシー、

等は二兆円を超えていますが、鉄道や地方公共交

今、感染防止安全対策の中で、スーパーコンピュ

飛行機は随分減便もしていますからあれですけど、

バスですけれども、今コロナで相当弱っていると

通に関するこの予算については、合計しても千三

たところはやっぱりマイカーが多かったと思いま

少しずつ、しっかりと長い目で見てというか、き

いうことで、この導入についても、その導入の資

百億円と、十分の一にも満たないものとなってい

の公的助成の充実についてということで御質問を

っちりと応援をしていきたいと思っております。

金がなかなか工面できないだろうと、こんなふう

ます。

ーターの「富岳」を使って、公共交通機関の車内

○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。

に思うわけでございまして、是非、この予備費の

大規模災害などにおける緊急時の避難輸送や救

すが、私も地方に移動していて、やっぱり当初よ

令和三年度の予算ということで拡充をしていた

まだ七兆円がありますので、この安全対策、この

援物資の輸送など、鉄道や地域公共交通は、道路

させていただきたいと思います。

だきたいと思いますし、今大臣、答弁いただきま

思い切った全額補助というような形で、思い切っ

と同様に大きなその公的な役割を担うこととなっ

換気を、空気清浄のシミュレーションを行ってい

したこの地方創生臨時交付金、地域によって少し

た導入促進を望みたいと思いますけれども、この

りもこの十月、十一月ぐらいからは新幹線も飛行

ばらつきがありましたけれども、本当に助かって
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【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

ると、私はこういうふうに思っています。

的な助成が少ないことが必要以上に許容されてい

利用者からの料金で賄うことになっています。公

企業に任されているわけでございますから、当然

ていますが、平時の整備、そして維持管理は民間

ふうに考えております。

化に本当につながっていくんだろうと、こういう

公的援助を充実することがトータルでは国土強靱

タクシーなどの地方公共交通に対する予算などの

予算、先ほどと同じになりますけれども、バスや

の問題だと思っています。そのために、鉄道関連

あと鉄道は今制度としては上下分離で、下物は公

フラの老朽化対策などを入れるですとか、また、

進めていかなければいけませんが、その中にイン

す。それはそれで粛々と防災・減災対策としては

説得力というのは非常によく分かるわけでありま

で、四車線ですと片側通行でということで、その

変重くのしかかっています。そして、今回のコロ

してランニングコスト、これが企業負担として大

そしてバリアフリー等々のイニシャルコスト、そ

少、あるいはホームドアを始めとする安全対策、

をいただきたいと、こういうふうに思います。よ

国交大臣の現場主義の目線で、大臣からの御意見

働く者の果たす役割を目の当たりにしてきた赤羽

に耳を傾け、また公共交通事業者、そして現場で

被災地に何度も足を運ばれて、そして現場の声

あれば、そのままではよくないと思うので、非公

いうことを、そのままでいいのかという御質問で

以上、現実には民間事業者にお願いをしていると

多分、御質問の趣旨は、公共交通という、担う

また、先ほども大臣の方からありました人口減

ナの需要減、平時からの赤字等々、災害への既に

ろしくお願いします。

共の予算はしっかりと、ちょっと桁が違うぐらい

共ということのあれも含んでおりますし、そうし

対応能力も失いつつある、こういうふうに私は思

○国務大臣（赤羽一嘉君） 例えば地方鉄道はよ

に設けなければいけないというふうに私は思って

ないと、こういったことが多くございます。

のその責務を果たすために出社をしなくてはなら

ころが災害に遭っていたとしてでも、人流、物流

の従事者については、災害時において、自分のと

す。そのような状況にありながら、この公共交通

加速をしていると、こういうふうな状況でありま

とによって、慢性的な人手不足そして高齢化にも

そのことによって、人への投資ができていないこ

れども、労働者の待遇改善も一向に進んでいない、

れないと思うんですが、道路も全国の首長の皆さ

路と非公共が比較してというのは余り納得が得ら

大事なことではないかと思いますし、ちょっと道

めていくということも非常にある意味での一つの

事前にインフラ対策として、老朽化対策として進

体百年以上たっていますので、そうした老朽化を

から、一つは、老朽化している鉄橋というのは大

た観光、大変大きな支障が生じております。です

なことがあったりすると、その地域住民の人、ま

行止めになって、結構長くなっているというよう

造るような時代が来るかもしれませんし、そうし

やるようになったりとか、ひょっとしたら道路を

も、鉄道をやっていたところがバス、タクシーも

ことであって、将来的にいうと、その民間事業者

ますが、地域住民からすると、それは別に一緒の

道路は道路局と、それぞれが別の局でやっており

今は、鉄道は鉄道局、バス、タクシーは自動車局、

は大変大きいと思いますし、そのことによって、

言いましたコロナ禍で起きる社会の影響というの

加えて、余計なことかもしれませんが、先ほど

たことは進めていかなければいけない。

っています。

く災害で、豪雨災害で鉄橋が途絶して、それも通

したがって、公共交通事業者が非常時に対応で

んからは、二車線ではなくて四車線にしてくれと。

たことが、恐らく想定して、菅総理は、縦割りの

さらに、賃金などの問題についてでありますけ

きる、余力の温存ができるよう経営基盤の強化、

二車線ですと土砂災害があると途絶してしまうの

おります。

そしてその従事者の労働環境の改善、これは喫緊
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そうしたこともクロスセクター効果と言えるんだ

昨日ちょっと見ていた資料が兵庫県の福崎町の

った捉え方をしていただいて地域公共交通を支援

現在、コロナ禍で地域公共交通が大変厳しい状

資料で、多分こういうこともあるんだなと。通院

是正とかあしき前例主義の打倒というのは、そう

変化を見ながら、やはり公共交通はなくてはなら

況です。冒頭申し上げたとおりでございます。今

のためのタクシー券の配布や病院の送迎貸切りバ

ったらそういうことなんだろうなと思ったんです

ないというのは間違いはございませんので、公共

こそ、このクロスセクター効果の定量的な評価を

スの運行とかということを結局なしにして、コミ

すること、このことに是非前向きに捉えていただ

交通に働く皆さんが安心して、不安を感じること

推進していただいて、地域公共交通への補助の在

ュニティーバスにした方がよいという、そういう

いう思いで言われているというふうに私はそう受

のないようなしっかりとしたサポートはしなけれ

り方を見直すときであると、こういうふうに強く

説なのかなと思うんですが、それは多分逆のこと

が。

ばいけないと決意をしております。

考えているわけでございます。これについても大

もあるんじゃないかなと。

きたい、こういうふうに考えております。

○森屋隆君 大臣、本当にありがとうございます。

臣のお考えをお聞かせいただきたい、このように

け止めておりますので、しっかりこの社会の影響、

前向きな答弁をいただいたのかなと、このように
思います。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 私、済みません、議

が高齢化になって運行、運営できなくなって、で

けど、なかなかもう運転手さん、ドライバー自体

コミュニティーバス、全国でやっているんです

捉えています。本当にありがとうございます。

員のように専門家じゃないので、クロスセクター

次に、地域公共交通によるクロスセクター効果、
この重要性について質問をさせていただきたいと

すからタクシーチケットを配っているという、そ

うした逆のところもあるので。私、ちょっとにわ

効果って昨日初めて知りまして、勉強しましたが、
勉強足らずなのであれなんですが。

思います。
地域公共交通を維持、充実させることというの

ろ向きになった考え方が一般的ではございますけ

の支援については、当然赤字の補填という少し後

そんな中で、そうであるならば、地域公共交通

このように知られております。

このクロスセクター効果がもたらされるんだと、

境等の様々な分野でもこの行政経費を削減できる、

がりますし、まちづくり、健康、福祉、教育、環

ったことを非常に統計的に出されていて、社会的

いる高齢者は病気になる率が少ないとか、そうい

づくりに熱心な方で、この定期チケットを持って

り放題があって、森市長さんという、非常にまち

何とかという、一月千円か何かで使えるバスの乗

その輪の中に入らない地域の高齢者に対しては、

実は合併をしているので結構広いものですから、

そうした中心まちづくりで、富山市というのは、

公共交通機関というよりもう少しこう身近な生活

都市の中で、どう公共交通機関、もっと言うと、

れにしても人口減少、少子高齢化の我が国の地方

いずれにしても、今の御提案というのは、いず

方の創意工夫というのはあると思いますが。

ちらがどうなのかというのはその地域事情でやり

ぞれの地方自治でしっかり学んでいただいて、ど

ではないかと思いますので、こうしたことをそれ

んですが、その地域の特性についても随分違うの

か勉強なので全体がどうなのかはよく分からない

れども、そうではなくて、地域公共交通を維持さ

コストとしては非常に、コストとしては非常に安

の足をどう確保するのかという御提案だと思いま

一つは、富山市で、あそこはＬＲＴがすごくて、

せるということは、このクロスセクター効果を通

く済んでいるんだと、効率的に済んでいるだと。

は、観光、復興等の地域経済の活性化に当然つな

じて地域そのものを維持していくんだと、こうい

参議院記録部

- 23 -

【未定稿】
令和２年１１月２６日 国土交通

自動車運転者の年間労働時間でありますけれど

は客観的に判断されるものであり、会社がここか

だと私は思っています。しかし、この労働時間と

びてしまう、こういうようなことになっています。

本当に、このコロナもそうなんですけれども、

も、全産業平均より年間三百五十時間あるいは四

らここが労働時間だよと決めたところが労働時間

した。そして、改善基準告示の改正に向けた検討

人口減少でこのままでいけば地方の公共交通がな

百時間ほど多いと、長いと、このように言われて

になるわけではないと、このように思います。

すので、こうした手法というのはしっかりと検証

くなっていく、これは目に見えておりますし、地

います。そしてさらに、拘束時間ですよね、出勤

現在、テレワークなど多様な働き方、労働の多

ここがグレーゾーンなわけでございますけれども、

方の公共交通がなくなり、あるいは不便になれば、

してから退社するまでのこの拘束時間、これはも

様化が幅広く客観的に認められている中、先ほど

が現在進んでいると、このように承知をしていま

また結果的には地域の方がその地域から出ていっ

う年間通じて本当に長い、常態化をしているとい

申し上げたバスの運転手の折り待ち時間だったり、

していきたいと、こう思っております。

てしまうという、こういった負のスパイラルにな

うことでございます。この拘束時間の長い理由と

トラック運転手の荷待ち時間などが客観的にこの

これは、労働時間の定義に関する条文がないから

るわけでございますから、是非とも、大臣の今お

して少し御説明をさせていただきたいと思います。

労働であると認められないところが多いのは余り

す。

っしゃっていただいた、地域地域によってそれぞ

例えばバスの場合でいえば、駅からバス停まで、

○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。

れやっぱり特性があるかと思いますけれども、一

にも私は理不尽だと、こんなふうに思います。

赤羽国交大臣、先ほども菅首相の話がありまして、

そして、少し、最後になりますけれども、これ

況が全国にいろいろあるわけでございまして、ま

ればそうでない企業もあると、こういうような状

も、それぞれ労働時間にカウントされる企業もあ

分、まあ五分のところもあるかと思いますけれど

と健康を守ることは、大臣がこの所信でおっしゃ

と、このように思います。交通運輸労働者の安全

義、在り方あるいは方向性を示していただきたい

国土交通省は、運転業務に従事する労働時間の定

厚生労働省としっかりと連携をしていただいて、

終点のバス停まで行って、またそのバス停から駅

省庁の垣根を越えてということで質問をさせてい

たトラックでいえば、東京から大阪へ荷物を輸送

っていました国民の命と暮らしを守ることに私は

つのものとしてこのクロスセクター効果、是非国

ただきたいと思います。それはどういったことか

してそして倉庫に収めるのに時間が通常より早く

つながるんだろうと、こういうふうに思っていま

菅総理がおっしゃる行政の縦割りを打破して、

と申し上げますと、自動車運転者の働き方改革に

着いたと、そして荷待ちの時間があるわけでござ

すので、この辺について、ちょっと省庁を超えま

に戻る、その折り返しの時間が十分あるいは十五

ついて少し大臣と考え方についてやり取りをした

いますけれども、これについても労働時間として

すけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきた

交省を中心に広めていっていただきたいと、この

いと、こんなふうに思っているわけでございます。

カウントされる、あるいはカウントされない、

いと思います。

ように思っています。

働き方改革関連法が平成三十年六月に成立をし

様々でございます。

当然厚生労働省ですけれども、厚生労働省におい

して働くに当たってどうしてもこの拘束時間が延

こういったことから、一日八時間を労働時間と

いて、私もずっと関わってきたのでちょっと答弁

○国務大臣（赤羽一嘉君） まず、トラックにつ

ました。衆参の附帯決議を踏まえて、これはもう
て自動車運転者労働時間専門委員会が設置されま
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場として選んでいただいていないと。これはひと

本当に若者がこの交通運輸、運転手として、働く

これは、少しずつでしょうけど、こうした人手

えにやっぱりそういった状況があるからなんだろ

に進んでいったということでございます。

に長時間労働の究極みたいなところもあり、その
が不足しているトレンドの中で逆に振れる可能性

うと私は思っていますし、先ほどトラックのお話

させていただきますが、トラックというのはまさ
労働自体が評価されないと。運賃自体も規制緩和、

もあって、荷主にとってみれば、ちゃんとしたル

大分改善はされてきているというふうな話も聞

平成二年だったんだと思いますが、規制緩和で運

そうしたことの同じ流れの中で、バスの運転士

いています。ホワイト経営の中で改善をしてきて

もしていただきました。本当にありがとうござい

さんですとか鉄道の運転士さんの事業、労働の在

いるんだろうと、こういうふうに思っていますけ

ールを決めておくというのは、私は当たり前のこ

そのことで、平成二十九年に標準運送約款を改

り方、これ、私もちょっと専門外ではありますけ

れども、まだまだ送料無料という、そんなような

賃自体が自由になったということで、適正なコス

正させていただいて、今お話のあったように、ま

れども、自動車運転手労働時間等専門委員会の設

言葉が、以前よりは少し減ってきたのかなと思っ

ます。

ず、運賃は料金とは違うと。運賃の中で全部、荷

置というのが、これ国交省も厚生労働省と一緒だ

ていますけれども、輸送、物流、まあ人流もそう

とだと思っております。

降ろしとかなんとかの作業をするというのは、別

と思いますが、かねて、令和二年のこの十月から

ですけれども、当然そこには対価として、労働の

トが、コストに利益が乗せられないというような、

に料金と運賃はしなければいけないですとか、待

十二月、今まさに実態調査の実施をしております

本当に異常な状態が続いていました。

機する時間も、待機時間料金というのはちゃんと

対価として賃金が発生するわけでございますから、

送料無料なんということはあり得ないわけでござ

し、明年の四月から専門委員会を開催しながら、
令和四年の十二月に改善基準告示改正、公布をす

設定しなければいけないということを、標準約款
を変えましたが、肝腎なことは荷主がそれを同意

いまして、そういった点も含めて、是非とも、交
いずれにしても、この働き方改革、自動車運送

質問を終えたいと思います。

ると、こうした段取りになっていると承知をして

が、秋の臨時国会で貨物自動車運送事業法、議員

事業については令和六年四月からこの年九百六十

ありがとうございました。

しないと駄目だということで、なかなか効果が発

立法で法改正いたしまして、その中では、荷主の

時間の時間外労働の上限規制が適用されることに

○委員長（江崎孝君） 午前中の質疑はここまで

通運輸、大変厳しい状況でありますから、お力添

所管たる経済産業省、農林水産省、そして厚生労

なりましたので、そこまでにしっかりとしたルー

といたします。

おりますので。

働省もその法律のプレーヤーに入ってもらって、

ル作りをしていくのが我々の責務だと思っていま

現できなかったことで、一昨年だったと思います

しっかりと所管省庁も関わって、こうしたことは、

すので、厚生労働省とも連携を取りながらしっか

えをいただきますようお願いを申し上げまして、

何というか、国交省だけが一生懸命やるのではな

りやっていきたいと思っております。

午後一時開会

─────・─────

午前十一時五十三分休憩

午後一時に再開することとし、休憩いたします。

くて、荷主の所管省庁も責任を持ってやっていく

○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。
是非お力添えいただきたいと思いますし、今、

といったことが発動し、その中で、規制緩和では
ありますが、標準的な運賃みたいなことの話も前
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─────────────

として西田実仁君が選任されました。

本日、里見隆治君が委員を辞任され、その補欠

委員の異動について御報告いたします。

員会を再開いたします。

○委員長（江崎孝君） ただいまから国土交通委

来てくれるのかが不安だとのお話があり、私も全

しまっている、ホテルを再開しても果たして人が

ものは自力で再建できても観光資源が被災をして

会がございましたが、その方いわく、ホテルその

た際にホテルを経営しておられる方と懇談する機

ところでございます。その中で、人吉市を視察し

例えば人吉市では、青井阿蘇神社や球磨焼酎等の

あると認識しており、先ほどお話のありました、

なく、観光資源と一体となった復旧復興が重要で

また、御指摘のように、宿泊施設の復旧だけで

被災地に寄り添った対応を行ってまいりました。

のなりわい再建補助金の活用を後押しするなど、

業者の皆様に対する相談窓口を設け、宿泊施設等

と観光施設が連携した光をテーマにした観光まち

くそのとおりだと痛感をいたしたところでありま
そこで、まず国土交通省に質問いたしますが、

づくりの取組など、観光資源と宿泊施設等が一体

○委員長（江崎孝君） 休憩前に引き続き、国土

被災地の復旧復興は、日常生活の復旧に加えてな

となった地域の魅力向上の取組が開始されており、

地域の観光資源を体感できるツアー造成、町全体

質疑のある方は順次御発言願います。

りわいも同時に再建をしていかなければなりませ

観光庁としても必要な支援を実施しております。

す。

○杉武君 公明党の杉武でございます。

ん。そうした観点からも、被災地の復旧復興は、

観光庁といたしましては、引き続き被災地に寄

の整備、交通政策の推進等に関する調査を議題と

私はこの国土交通委員会で質疑に立つのは初め

例えば球磨川地域であれば温泉や球磨焼酎、球磨

し、質疑を行います。

てですので、大臣始め委員の皆様、何とぞよろし

り添いつつ、復旧復興を後押ししてまいりたいと

考えております。

川下りといった観光資源がございますが、これら
観光資源も一体となった面的な立て直し、これが

くお願いを申し上げます。午前中の質疑と重複す
る部分もあろうかと思いますが、どうぞよろしく

○杉武君 被災地の復旧復興に向けまして、観

以上でございます。
のように対応されているのか、伺いたいと思いま

光庁においてはいま一重の強力な後押しを是非と

不可欠であると考えますが、国土交通省としてど
す。

もよろしくお願いしたいと強く要望しておきます。

次に、七月豪雨で十四名の方が犠牲になりまし

○政府参考人（蒲生篤実君） お答え申し上げま

お願いいたします。
まず、令和二年七月豪雨に関連して何点か質問
をしたいと思います。
本委員会は本年八月三十一日に福岡、大分、熊

す。
令和二年七月豪雨におきましては、九州を始め

本の各被災地へ委員派遣を行いましたが、私は、
九月九日に、当時は災害対策特別委員長を仰せ付

として宿泊施設等に対し多くの被害が発生してお

この千寿園でも避難計画は作成されていたもの

た球磨村の特別養護老人ホーム千寿園に関して伺

かっておりましたので、災害特として熊本県人吉

り、現時点でも四十軒を超える宿泊施設におきま

の、想定になかった浸水被害によって多くの犠牲

ついて国交省に確認をしたいのですが、平成二十

います。

市と球磨村へ委員派遣を行いました。

していまだ営業再開に至っていないものと承知し

発災から二か月後の訪問でございましたけれど

者を出すに至りました。そこで、この避難計画に
観光庁といたしましては、関係運輸局に被災事

ております。

も、コロナ禍の中で復旧復興はいや増して厳しい
ものがあると現場を訪問いたしまして実感をした
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して周知する義務はございません。

れた計画そのものは施設の利用者やその家族に対

難訓練の実施を義務付けをされましたが、作成さ

施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成や避

定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用

九年に水防法と土砂災害防止法を改正し、浸水想

て、施設管理者に対し避難確保計画の作成と訓練

施設について、水防法及び土砂災害防止法によっ

市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用

要性が高いものと認識しております。このため、

難のための計画を策定し、訓練を実施しておく必

合により多くの時間を要するため、あらかじめ避

どの要配慮者利用施設の利用者は、避難をする場

た深刻な影響を及ぼしております。そのため、発

の度を増し、我が国の社会経済全体に広範かつま

我が国を襲う自然災害は年を追うごとに激甚化

続いて、気象庁にお伺いをいたします。

アップを是非よろしくお願いをしたいと思います。

おりますので、国土交通省には制度のブラッシュ

用されること、もうこれが非常に大事だと思って

より実効性のある避難計画が策定をされ適切に運

私は、少なくとも施設の利用者やその御家族に
の実施を義務付けております。

な避難計画を立て、どういう避難体制を取ってい

いるのか、また、そのリスクを踏まえてどのよう

設の建っている場所がどのようなリスクを有して

部を伝える必要はないとは思いますが、例えば施

図るべきだと考えます。もちろん、避難計画の全

の災害リスク等を理解し、避難訓練を一体となっ

難のサポート役が期待される家族を含めて、施設

の管理者や職員だけでなく、利用者、さらには避

要であり、それには、委員御指摘のとおり、施設

用者の避難をより実効性あるものとすることが重

災害が発生した際に、この計画に基づく施設利

こうした自然災害への対応力を高めるために、気

の強化は不可欠であると考えます。気象庁は先月、

災害予測を担う気象庁の役割、特に気象観測体制

めて大切であると考えます。そこで、このような

害そのものを予測し、予知し、予防することも極

災後の迅速な対応は言うまでもありませんが、災

は避難確保計画について周知するよう義務付けを

るのかなど、利用者や家族にとって必要な情報は

の避難確保計画についてどのような認識を持って

そこで、国土交通省に質問いたしますが、現状

関する検討会の中で、避難確保計画で示される災

携して開催している高齢者福祉施設の避難確保に

このため、現在、国土交通省が厚生労働省と連

るためにも、気象予測精度の向上や監視体制の強

いて伺うとともに、発災前の住民避難を確実にす

今般の組織再編の意義と気象防災監の役割につ

象防災監の新設を始めとする大規模な組織再編を

いるのか、また、今回の千寿園での被災を受けま

害リスクや、避難先、避難方法などの周知と、効

化として洋上観測や気象レーダーの強化や更新が

て実施しておくことが大変有効であると認識して

して、国土交通省と厚生労働省が共同で検討会を

果的な避難訓練の在り方について議論したいと考

不可欠であると、このように考えますが、現在の

きちんと提供すべきではないかと、このように考

立ち上げ、避難計画等の在り方について取りまと

えております。その結果は避難確保計画の作成の

気象庁の取組について、併せてお伺いをしたいと

行ったと伺っております。

めを行うと、このように聞いておりますが、避難

手引に反映させ、これを用いて関係省庁とともに

思います。

おります。

確保計画について、施設利用者等への周知の在り

避難確保計画の作成及び訓練の実施を支援するこ

○政府参考人（関田康雄君） お答えいたします。

えます。

方も、ついて是非検討すべきと思いますが、国交

とにより、避難の実効性を高めてまいります。

そこで、気象庁にお伺いをいたします。

省の見解を伺いたいと思います。

○杉武君 是非しっかり検討していただいて、

二点御質問をいただきました。

○政府参考人（井上智夫君） 高齢者福祉施設な
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基づいて、平時及び緊急時に関係省庁等と防災に

気象、地震、火山等に関する幅広い専門的知見に

ます。

月、気象庁本庁の組織を再編したところでござい

があると考えております。このため、令和二年十

活用促進の三つについて取組を強化していく必要

精度向上に係る技術開発、気象情報、データの利

して、政府や地域の防災対応の推進、観測、予測

展といった社会を取り巻く状況の変化を踏まえま

象庁では、災害の頻発、激甚化や、情報技術の進

最初の、組織の再編についてでありますが、気

るためにも必要だというふうに思っておりますの

上げていかなければいけない、早期に避難をさせ

激甚災害が頻発をすると、やっぱり予報の精度を

ので、付け加えさせていただきますが、これだけ

弁させていただき、そのちょっと継続があります

代表からもこの気象に関する御質問があり、御答

ちょっと、先日の参議院の本会議で公明党の山口

○国務大臣（赤羽一嘉君） ちょっと、私からも

えております。

による災害の防止、軽減に努めてまいりたいと考

ところから順次防災気象情報の改善を進め、大雨

とともに、これらの成果を踏まえまして、できる

度化するための技術開発をより一層推進していく

ます。我が党としてもしっかりと支援をさせてい

十分な予算確保も是非ともお願いをしたいと思い

用していただいて、気象観測体制の強化に向けた

りＯＢ、ＯＧ、知見と経験のある方をしっかり活

しておりますし、今おっしゃっていただいたやは

庁がより機動的に展開できるものと大いに期待を

国民の生活、生命と暮らしを守るために、気象

○杉武君 大臣、ありがとうございます。

いきたいと、こう考えております。

て、頑張っていただいて、防災・減災、前進して

たくさんいらっしゃいますので、フルに発揮をし

にしまして、リタイアされた方も造詣がある人は

かけて委嘱をするという委嘱式も併せてやること

れがあるんですが、ここにＯＢ、ＯＧから全国に

て難しいものですから、海上保安庁と連携をする

御質問にありました気象防災監につきましては、

関するハイレベルな調整を行うポストとして設置

で、今申し上げたように、線状降水帯云々につい

の防災対応の強化に貢献してまいりたいと考えて

ということが、それは御答弁したとおりでありま

次に、国土強靱化三か年緊急対策についてお伺

ただきたいと思います。

したものでございます。これにより、政府や地域
おります。

た気象レーダーへの更新強化や、気象庁及び海上

豪雨の監視強化を図るため、最新の技術を用い

要な課題と認識しているところでございます。

発災前の住民避難を確実にするためにも非常に重

めとする豪雨の予測精度向上や監視体制の強化は、

和二年七月豪雨で見られたような線状降水帯を始

開庁式のときに、気象防災何だっけ、余りよく分

んおりますので、今回、新庁舎の式典のときに、

ＯＧの皆さん、元気で力余させている人がたくさ

もいただいて、そうしたことを踏まえて、ＯＢ、

ＯＢ、ＯＧの皆さんの活用が大事だという御提言

ですとかこれまでの災害の歴史等々は、気象庁の

もう一つは、その地域地域に対する気候の特性

は別枠で七兆円規模の事業が実施をされておりま

強靱化三か年緊急対策として、一般の公共事業と

防災・減災、国土強靱化については、現在、国土

補正予算案の編成を指示をされました。この中で、

推進を柱とする追加経済対策を盛り込んだ第三次

好循環の実現に加え、防災・減災、国土強靱化の

大防止とポストコロナに向けた経済構造の転換や

菅総理は、十日の閣議で、新型コロナの感染拡

いをしたいと思います。

保安庁の連携によります洋上での水蒸気観測等に

からないで答弁するとこうなるんですよね、気象

すが、少し前に気になる記事がありましたので、

す。

ついて、令和三年度の概算要求に盛り込んでいる

防災アドバイザーという、これはちゃんとしたあ

続きまして、豪雨への対応でございますが、令

ところでございます。また、豪雨の予測技術を高
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その内容について確認をしておきたいと思います。
建設業の施工能力につきましては、まず、マク

状況を丹念に調査をいたしました労働者の過不足

ました「国土強靱化 後回しに」という題名の記

ロで見ますと、建設投資額がピーク時の平成四年

また、御指摘ございました公共事業予算の年度

たような記事が出たことについては承知をしてご

事でございまして、その内容は、建設業の人手不

から三・四割減少しておる、公共投資に限れば四

をまたぐ繰越額が増えているというような指摘も

率で捉えることが適切と考えてございまして、こ

足が続き、かつ建設業者の手持ち工事量が多いた

割減少しているということ、これに対しまして就

ございますけれども、これは、建設業の働き方改

ざいます。

めに、小規模事業が多い緊急対策事業が後回しに

業者の数は二割減少にとどまっていますので、施

革を推進するために繰越制度の積極的な活用を図

それは、十月二十日付けの日経新聞に掲載され

なっている、その証拠に、予算の支出率が低く、

工人員の確保は十分可能というふうに考えてござ

っていることの結果であるというふうに思ってご

の過不足率は、先ほど申し上げたとおり落ち着い

契約率との乖離が顕著であるからだと、このよう
います。

され、三か年緊急対策がどういう効果を生んだの

審の歳出改革部会でも、契約率との乖離が問題視

おりますが、これが落ち着いてきているというこ

技能労働者の過不足率という調査を私ども行って

さらに、足下の建設業の状況を見ますと、建設

事業者団体の方も十分に施工余力があるという認

の施工を担っております建設事業者あるいはその

更に申し上げますと、現場において実際に工事

てきているところでございます。

に書かれているわけでございます。そして、財政

か予算編成で精査をしてほしいとの発言があった

と、それから、手持ち工事高につきましてもここ

識をしておられるというふうに私ども伺っており

ざいます。

とあります。また、財務省も、工事がだぶつくの

数年安定的に推移しているということ、さらには、

まして、いずれにしましても、国土交通省といた

であれば二一年度以降は慎重に考えるべきだと、

ＩＣＴ施工の増加などによりまして施工効率も向

なお、有効求人倍率を高いことをもって建設業

このようにあるわけでございますが、この指摘が

そこで、国交省に確認をいたします。建設業の

の人手が不足しているという指摘もございますけ

今の御答弁では、有効求人倍率だけで人手の過

しましては、施工余力に問題はないと考えてござ

人手不足や建設業者の施工余力がないために三か

れども、建設現場での人手確保は、縁故を始めと

不足を評価するというのはおかしいということと、

上していることなどから、施工能力に問題はない

年緊急対策が後回しになっているという指摘がご

いたしまして、職業安定所、ハローワーク以外の

業者の手持ち工事高は安定しているというふうに

事実であるとすれば大問題であると言わざるを得

ざいますが、国交省にこの事実について確認をし

経路が大きな割合を占めてございますために、ハ

理解をいたしました。その三か年緊急対策が決し

います。

たいと思います。

ローワークでの有効求人倍率だけを見て建設業の

て後回しになっているわけではないということで

というふうに認識してございます。

○政府参考人（青木由行君） お答えいたします。

人手の過不足を推測あるいは判断するということ

ございます。

ません。

御指摘ございました十月二十日付けの日経新聞

には無理があろうというふうに思っていまして、

以上でございます。

におきまして、建設業の人手不足が原因で三か年

この建設業の人手の実態につきましては、現場の

それで、更に国交省に伺いますが、契約率は八

○杉武君 ありがとうございます。

緊急対策が後回しになっている模様であるといっ
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について指摘があることは承知をしております。

新聞記事におきまして、契約率と支出率の乖離

す。

○政府参考人（水嶋智君） お答えを申し上げま

したいと思います。

急対策予算の執行状況、こちらについても確認を

るを得ないとまで書かれておりますが、三か年緊

省はこの点を踏まえて来年度予算を慎重に行わざ

ているという、こういう指摘もございます。財務

割を超えているのに支出率は五割程度と乖離をし

おるということかなと考えております。

て、一年目、二年目と同様に順調に執行ができて

は昨年同時期の四三％を上回る水準でございまし

契約率が四七％ということでございますが、これ

ましては、九月末時点で臨時特別の措置における

います。また、三年目に当たります本年度につき

まして、ほぼ全てが契約に至っておる状況でござ

算の臨時特別の措置が九六％ということでござい

度補正予算が九八％、二年目の令和元年度当初予

約率でございますけれども、一年目の平成三十年

その上で、三か年緊急対策の国土交通省分の契

が、私から更に申し上げたいことは、次の事業に

設けて計画が策定できるよう強く訴えております

後の事業についても、五年程度の中長期的な幅を

るというふうに考えております。また、緊急対策

う、三次補正から盛り込んでいくことが重要であ

算を待つことなく切れ目なく事業が進められるよ

いるこの三か年緊急対策の後について、来年度予

その上で、私ども公明党は、最終年度を迎えて

の責務であるというふうに考えております。

底してこれを更に強力に推進をする、これは政治

にも、防災・減災、国土強靱化は来年度以降も徹

そもそも公共事業予算の執行におきましては、

対策では手が打てなかったインフラの老朽化対策

おいては、防災・減災対策だけでなく三か年緊急

一年目、二年目を合わせた分の支出状況を念のた

等も加えて、腰を据えて行うべきであるというふ

なお、三か年緊急対策の国土交通省分のうちに、

逐次工事の出来高が積み上がっていくという一方

めに見てみましても、令和元年度末時点で七三％

公共工事は、契約に基づき現場が動き始めまして、
で、工事代金の支払は、契約直後の前払金などを

うに考えております。

このように、いずれにいたしましても、三か年

○国務大臣（赤羽一嘉君） 午前中の御質問にも

する大臣の御見解をいただければと思います。

を支出済みでございまして、同じ期間の国土交通

緊急対策は着実に実施されているというふうに考

御答弁させていただきましたとおりですが、気候

除きまして、工事の完了後に行われるという仕組

そこで、大臣にお伺いをいたしますが、三か年

えております。

変動の影響でこれほど激甚災害が頻発化している、

省の公共事業予算全体の支出率、これ七〇％を上

○杉武君 今の御答弁いただいて、契約率は非

全国各地でそのリスクは高まっているわけであり

みになっております。そういったことから、契約

工事の契約が行われれば、当該契約を踏まえまし

常にもう高いということで、予算の執行は適切か

ますので、国民の皆様の命と暮らしを守るのが政

緊急対策に続く次の防災・減災、国土強靱化に対

て、受注企業が人員の雇用や資材調達などを行っ

つ着実に順調に進んでいるということでございま

治と行政の役割だというふうに思いますので、こ

回る水準となっております。

て工事を進め、実体経済に寄与するものとなりま

す。我が国もコロナ禍の渦中ではありますけれど

れは当然しっかりとしたものをつくらなければい

から支払までには一定の期間が生じますため、契

すことから、公共事業の執行状況につきましては、

も、台風や豪雨災害を、そしていつ来るかもしれ

けない、そこにインフラの老朽化対策、先日の参

約率と支出率の間には当然差が生じてしまうとい

支出率ではなく契約率で見ることが適切であると

ぬ巨大地震対策、私たちの命と暮らしを守るため

このため、国土交通省といたしましては、公共

うことでございます。

いうふうに考えております。
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たものにしたいと。

のはもう実証されておりますので、しっかりとし

長期的にも物すごくコストもセーブされるという

老朽化対策を進めるということで、そうすると中

だきましたが、やはり壊れたものを造るよりも、

議院の予算委員会で西田議員からも御質問はいた

ので、よろしくお願いしたいと思います。

としても応援をしてまいりたいと思っております

ていると思いますが、しっかりと我々としても党

務官をやっておりましたので状況はよく承知をし

○杉武君 ありがとうございます。私も財務政

けないというふうに思っております。

られないというのは、私は余りに日本国として情

られるという点でございます。具体的には、関東

別で見ますとバリアフリーの進捗にばらつきが見

の数字は全国平均の数字でございますので、地域

ただ、ここで一つ指摘をしておきたいのが、今

展を遂げるに至りました。

成できなかったとの識者の声もあるほど大変な進

まして、交通バリアフリー法の制定がなければ達

こういう主張をしているのは財務省と日経新聞だ

っと一言言っておかなきゃいけないんですけど、

リアフリーの関連の質問に移りさせていただきた

っと質問の順番を変えさせていただきまして、バ

大分時間がなくなってまいりましたので、ちょ

が全国平均よりも低くなっております。

面、北陸信越や中国、九州ではバリアフリー化率

や近畿圏などではバリアフリーの進捗が著しい反

なお、先ほど御質問あったこの日経新聞にちょ

けでして、この財政制度審、私、財務副大臣かつ
いと思います。

そこで、国交省にお伺いしますが、バリアフリ

てやってましたけど、財政制度審議会というのは、

ということでありますが、これは、真実は一つで

から、余りにも一方的なことでいかがなものかな

国土交通省は説明をする場がないわけです。です

た駅構内にあるエレベーターやエスカレーターも

示されたことになります。今では当たり前となっ

節目になり、赤羽大臣によって先日新しい指針が

ー法が施行されましてからちょうど二十年という

化をより一層推進していくことが非常に重要であ

今後は都市部に加えまして地方部のバリアフリー

ましてはハード整備が着実に進展している中で、

今御指摘いただきましたように、都市部におき

○政府参考人（石田優君） お答え申し上げます。

ーの地域間格差、この解消に向けて今後どのよう

すから、何か、何か政府の中に二論あるようなこ

二十年前は皆無であったことを考えますと、我が

ると考えております。

先週十一月の二十日に次期バリアフリー整備目

とというのは間違いであって、真実は一つなので、

国社会に劇的な変化が起こったのだと改めて強い

こうした観点から、先ほど先生からも御指摘い

余りフェアじゃなくて、一方的な、一方的な資料

私はそういう中途半端なことは嫌いなので、徹底

感慨を覚えますが、これまでの成果として、先週

ただきました次期のバリアフリー目標、これにお

な対策を講じていかれるのか、見解を伺いたいと

的に財務省とはここは詰めたいと思います。

十一月二十日に公表された二〇一九年度末の数字

きましては、目標の対象となっております駅など

標の策定について発表がされましたが、振り返れ

その上で、財政、財源配分をどうするのかとい

で申し上げますと、例えば一日平均三千人以上の

の旅客の施設、これを、今、現行では一日当たり

を出して、そのことについて審議委員が説明を求

うのは財務省の仕切りでありますから、そこはお

旅客施設におけるバリアフリー化は、駅の段差解

の平均利用者数三千人以上となっておりますが、

思います。

のずと限界があるかもしれませんが、私の気分と

消が九一・九％、点字ブロックが九五・一％、障

これを二千人以上に引き下げますとともに、対象

ば、二〇二〇年の十一月十五日に交通バリアフリ

しては、これ余り真実とは違うことで、全国の地

害者対応型トイレの整備が八八・六％まで向上し

めたいと言って、財務省しか説明をさせないと、

方、また全国民が希求している予算が正常に付け
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ております。

的に整備をしていくということにさせていただい

だき、これに付けられた駅などにつきまして優先

アフリー化を推進するための基本構想を策定いた

ただいた上で、市町村が駅周辺との一体的なバリ

を、引き下げて、対象を地方まで拡大をさせてい

おります。その中から具体的な事例を今日は一つ

始めいろんな方から御意見や御要望をいただいて

リアフリールートにつきましては、様々、地元を

であると、私も強く賛同をいたします。私も、バ

要としている多くの方にとって待望の次なる一手

示されたわけでございますが、バリアフリーを必

リアフリールートの複数化を進めるということが

略いたしますが、こうしたバリアフリールートの

ども、こちらの乗り継ぎは更に大変で、説明は省

更に言えば、鶴橋駅には地下鉄もありますけれ

現状でございます。

人では移動の利便性に大きな格差がある、これが

態でございまして、階段を使える人とそうでない

ターを上がって二階のホームへ行く、こういう状

通り抜けて近鉄の西口改札を通り、再びエレベー

また、東京等で配置が進んでおりますＵＤタク

御紹介をさせていただきたいと思います。

ただきたいと思っております。

五％の導入を図ることを目標として掲げさせてい

及を図るために全ての都道府県で総車両数の二

が近鉄のホームとなっております。そして、この

ておりまして、三階部分がＪＲ大阪環状線、二階

う駅がございますが、この駅は路線が高架になっ

私の地元、大阪には、焼き肉で有名な鶴橋とい

いますが、今後は、やはり面的な整備を推進する

のバリアフリー整備は言わば点の整備だったと思

そこで、国交省に質問いたしますが、今日まで

シー、これにつきましても、全国の地方部での普

さらに、心のバリアフリーにつきましては、認

駅、大阪では珍しいんですが、ＪＲのホームと近

ためにも、例えば今申し上げた乗り継ぎルートが

問題はこの鶴橋駅に限らず、様々な地域であるの

知度の向上でありますとか、当事者の立場を理解

鉄の乗換改札が設置をされておりまして、この改

化を着実に推進していきたいと考えております。

の確保も図りながら地方部におけるバリアフリー

こうした目標の達成に向けまして、必要な財源

思っております。

国一律の目標として決定をさせていただきたいと

ておりますが、これは都市、地方部を問わず、全

ＪＲと近鉄を乗り継ぐためのバリアフリールート

のホームをつなぐためのエレベーターがあるだけ。

はありますが、ＪＲ、近鉄とも一階の改札と自社

は階段のみであります。鶴橋駅にもエレベーター

ます。ところが、この三階と二階を結んでいるの

乗り継ぎができるという便利な構造となっており

札を通って二階に下りればすぐにＪＲから近鉄に

思います。

うに考えますが、国交省の見解をお伺いしたいと

国交省が積極的に関わっていただきたい、このよ

業者負担等の問題もありますので、仲介役として

の鉄道会社が関与するような箇所については、事

を明確にすべきと考えます。また、その際、複数

して、バリアフリールートの複線化のターゲット

バリアフリーになっていない箇所を洗い出すなど

ではないかと、このように考えております。

し行動する人の増加などの目標を掲げたいと思っ

○杉武君 是非この地域格差の解消に向けまし

は現在ございません。

階までまずエレベーターで下り、ＪＲの中央改札

ＪＲから近鉄へ乗り換えるためには、三階から一

たとおり、高齢者、障害者等に迂回による過度な

きましては、次期目標の最終とりまとめに示され

委員御指摘のバリアフリールートの複数化につ

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

口を一旦出てからＵターンをして、鶴橋商店街を

そうしますと、どうなっているかといいますと、

て、今御答弁いただいた様々な対策を全力で進め
ていただければというふうに思っております。
次に、バリアフリールートの複数化についてお
伺いをいたします。
次期整備目標の中に、大きな鉄道駅におけるバ
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ては、当該駅及び周辺施設の状況や当該駅の利用

負担が生じないように、大規模な鉄軌道駅につい
握と、国交省が積極的な推進を是非お願いをした

地であろうかと思いますので、しっかりと実態把

う身に付いているんですね。で、その下の私の娘

との触れ合いというのは非常に自然にできる、も

年の子供たちというのは非常に、障害を持った子

の代はそういう経験がないので、ちょっとやっぱ

いというふうに思います。
次に、ハードの面でのバリアフリー整備と同時

状況等を踏まえ、可能な限りバリアフリールート
の複数化を進める必要があるとされております。

り違和感を感じているというような、明らかにや

心のバリアフリーにつきましては、法改正もさ

にやっぱり進めていかなければならないのが、私

私も、電動車椅子の生活をしている方から、路

せていただいたり、今回も市町村等による心のバ

このため、国土交通省といたしましては、平成

の地域分科会におきまして、地方運輸局が主体と

線バスに乗ろうとすると乗車拒否をされた、こう

リアフリーの推進ということで、市町村が作成す

っぱり教育の差というのはすごく大きいなという

なって、個別駅におけるバリアフリールートの複

いった話を伺いました。法律や制度を作っても、

る基本構想に記載する事業メニューの一つとして

はやっぱり心のバリアフリーであるというふうに

数化に関するニーズの把握を進めてまいります。

やはりそこに魂を入れるのは私たち一人一人の振

心のバリアフリーに関する教育啓発特定事業とい

三十年のバリアフリー法の改正に伴って全国十の

また、関係自治体や鉄道事業者と共有し、計画的

る舞いにほかならないということを痛感させられ

うものも追加するなどはしておりますが、それは、

ことを個人的に実感しております。

な取組を促すとともに、実際の整備に当たっては

たわけであります。そして、障害の有無にかかわ

私、ちょっと答弁にならないかもしれませんが、

思っております。

必要な支援を講じてまいりたいというふうに考え

らず、誰もが支え合い、人間らしく暮らしていけ

ブロックに設置されました移動等円滑化評価会議

ております。

そこで、赤羽大臣にお伺いいたしますが、ハー

のパラリンピストもいらっしゃると思いますし、

京オリンピック・パラリンピックでは世界中から

まさにバリアフリーというのは、国、国とか国民

設置を検討中でございまして、現在、ＪＲ西日本

ド面の整備が着実に進む一方で、ハートの面、心

そうしたことの皆さんが非常に日本ってすばらし

る共生社会について私たち一人一人の認識を深め

と協議を行っているところでございますので、近

のバリアフリーについてどのように取組を進めて

い国だなと言っていただけるように、一つの目標

なお、御指摘の鶴橋駅における近鉄とＪＲ西日

畿運輸局といたしましてこの件に対して対応して

いかれるのか、お考えをいただければと思います。

としてしっかり頑張っていきたいと、こう思って

の品格の表れだというふうに思っておりますので、

まいりたいというふうに考えております。

○国務大臣（赤羽一嘉君） その心のバリアフリ

おります。

ていく、そのための施策を推進しなければならな

○杉武君 ありがとうございます。

ーについては何回かこの委員会でも質問を受けて

○杉武君 是非、今おっしゃっていただいたよ

本との乗り継ぎルートのバリアフリー化について

本当に切実な利用者からのお声を私も直接いた

答弁もしているんですが、私、ちょっと私的なこ

うに、やっぱり品格という、私もおっしゃるとお

そうしたことが恥ずかしくないように、また、東

だいた件でもありますので、今、鶴橋駅は設置が

となんですが、子供が二人いまして、上の子の同

りだと思います。我々一人一人もしっかり心掛け

いと強く感じております。

これ進めているということで、非常に有り難い話

級生には障害を持たれている子供がいて、その学

でございますが、近鉄におきましてエレベーター

だと思っておりますが、こういった状況、全国各
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て、心のバリアフリーの推進に全力で努めていき

光庁についてその事実関係を確認をしたいと思い

ます。

に、一層の取組をよろしくお願いをしたいと思い

次に資金繰りに苦しむ中小の旅行業者について伺

多分これ最後の質問になろうかと思いますが、

ます。
す。

○政府参考人（蒲生篤実君） お答え申し上げま

たいというふうに思っております。
では、残りの時間でちょっと先ほど飛ばしまし
たところを、ちょっと途中で終わるかもしれませ

ろでございますが、事業の開始当初など、申請書

手続を終えたものから順次支払を進めているとこ

ては基準資産額という要件があります。これは単

を行うという必要がございますが、登録に当たっ

そもそも、旅行業を営むためには観光庁に登録

いたいと思います。

類の不備や審査体制が十分に整っていなかったこ

なる資本金ではなく、資産総額から繰延資産や負

事業者の皆様への給付金の支払につきましては、

コロナ禍による外出自粛の影響で、観光業は今

と等によりまして、審査に時間を要し、支払まで

債総額、繰延資産、要は換金価値のない資産の部

んが、質問させていただきたいと思います。

年の春以降、大きなダメージを受けました。しか

に時間が掛かっていたケースがあったものと承知

分を引いて負債総額を差し引いた金額、純資産に

ＧｏＴｏトラベル関連について伺いたいと思い

し、赤羽大臣の強いリーダーシップによりまして、
しております。

このような状況を改善し、支払の迅速化を進め

近い額だとは思いますけれども、これが一定額、

ます。

ＧｏＴｏトラベル等の力強い施策を推進していた
だいております。感染拡大は依然として予断を許

そして、この基準資産額は旅行業の登録種別ご

準備をしておかなければならないという、こうい

とに加えまして、この十一月からは、記入事項の

とに異なりまして、例えば、国内外全ての旅行契

るため、運営事務局とも協議を行い、審査のフロ

チェックや申請の整理、集計が可能となるオンラ

約業が可能な第一種旅行業では三千万以上、主に

しませんが、感染対策と経済活性化を両立した新

しかしながら、コロナという初めての、また突

イン申請システムの導入を行ったところでござい

国内旅行を営む第二種旅行業では七百万以上、第

うルールがございます。

然の緊急事態に対処した施策であることから、手

ます。これらの措置によりまして、現状といたし

三種では三百万以上、地域限定では百万以上とい

ーの改善、効率化や、審査体制の拡充を図ったこ

続やシステム的な不備など、様々な指摘もいただ

ましては、著しい書類の不備がある申請を除きま

う、こういう基準資産額が必要となりますが、旅

しい観光スタイルに対しては、観光業界を始め多

いております。例えば、ＧｏＴｏトラベルは旅行

すと、申請受理からおおむね最長三週間以内に支

くの方々から感謝の声が寄せられております。

代金の五〇％相当を国が補助いたしますが、この

ておりますけれども、基準資産額をクリアするた

行業登録の有効期限、これ五年ごとに更新と聞い
引き続き、一日でも早く事業者の皆様に給付金

めには増資をしたりして対応しなければならない、

払われるという実態になっております。

しますので、三五％は一旦旅行業者が立て替えて、

をお支払いできるよう、運営事務局とともに取り

うち三五％は旅行業者が商品から割り引いて販売
ＧｏＴｏトラベル事務局に申請後、お金を受け取

こういう必要がございます。

いる中小の旅行業者にとっては、更新時に基準資

しかし、この現下のコロナ禍で体力が奪われて

組んでまいりたいと考えております。
○杉武君 是非、事業者の負担を和らげるよう

以上でございます。

ると。旅行業者からは、国がスムーズに、国から
お金がスムーズに入らず資金繰りに苦慮している、
こういった報道もございますが、これについて観
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いうような精神で国民もやはり頑張っていかない

ど難しい問題でもないんじゃないのかなと、こん

まして、前事業年度の決算書類を基に財産的基礎

このような取扱いに関しましては、令和三年三

な理想論を私は思っております。一億二千万国民

産額を満たすことができず、廃業する事態が発生

そこで、最後、観光庁に質問しますが、更新登

月まで実施することとしておりますが、今後の感

が物を捨てない、物が落ちていたらそれを拾うと

といけないんじゃないのかなと。言われたことは

録時に必要な基準資産額に係る要件緩和について、

染状況や中小旅行業者からの御要望等も踏まえ、

なれば、日本の国は世界一費用の掛からない美し

を確認する等、旅行業法の適用につきまして弾力

今般のコロナ禍を踏まえて弾力的な措置が講じら

本措置の延長等、中小旅行業者の事業の継続のた

い国になるわけでありますけれども、なかなかそ

するのではないかと大変危惧をしているところで

れていると伺っておりますが、来年度以降の延長

めに適切な措置を講じてまいりたいと考えており

ういう理想どおりはいかないのが現実であります

忠実に守ると、それを守ることによって、それほ

も含めて、現状どうなっているか、お伺いをした
ます。

が。

的な取扱いをしているところでございます。

いと思います。

○杉武君 まだまだ大変な状況というふうに伺

ございます。

○政府参考人（蒲生篤実君） お答えを申し上げ

をしておりますが、この第三波の様相を見せる中、

ゆる経済効果も裾野が広いということは私も承知

いうのは九百万人の近い雇用を生んでいる、あら

私がお聞きしたいことは、もちろんこの観光と

っておりますので、是非延長を含めて検討をいた
以上で質問を終わります。ありがとうございま

だければと思います。

ます。
旅行業法におきましては、旅行業務に関する取
引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の
した。

このトラベルキャンペーンの事業を実施していく

利便の増進を図る観点から、旅行業の登録を受け

○室井邦彦君 維新の室井でございます。よろし

ような形を考えておられるのか、どうしようとし

ようとする者に対しまして必要と認められる一定

杉先生と多少重なりますが、私は、このＧｏＴ

ておられるのか、お聞きをしておきたいと思いま

上で、安全で安心な新しい旅のスタイルとはどの
ｏトラベルの件で質問をさせていただきますが、

す。

くお願い申し上げます。

この財産的基礎につきましては、企業活動に伴

違った角度から質問をさせていただきたいと思い

○政府参考人（蒲生篤実君） お答え申し上げま

の財産的基礎を有することを求めているところで

い日々変化していくものであり、登録時に審査す

ます。

ございます。

るだけでなく定期的に確認することが必要である

二兎を追う者一兎をも得ずというようなことわざ

て感染、どちらも守り通していかないけないし、

安全で安心な新しい旅のスタイルを普及、定着さ

におきまして、国民の命と暮らしを守り抜くため、

ＧｏＴｏトラベル事業は、ウイズコロナの時代

す。

その際、新型コロナウイルスの影響によりまし

もありますが、そのようなことにならないように

せることを目的といたしました重要なチャレンジ

まずは、非常に大臣も御苦労されて、経済そし

て中小旅行業者の経営状況が著しく悪化しており、

我々も協力をしていかなくてはいけないですし、

であると考えております。関係事業者及び旅行者

ことから、五年ごとに登録の更新をさせていただ

旅行業の登録の更新に必要な財産的基礎が満たさ

こういうときこそ、国民が国に何ができるんだと

いております。

れない場合があることから、こうした場合につき
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をホームページ等で対外的に公表することなどを

を条件とするとともに、これらを実施している旨

携体制の構築などの感染拡大防止策の確実な実施

温などお客様の健康状態の確認や、保健所との連

業への参加に当たりまして、チェックイン時の検

具体的には、宿泊事業者に対しましては、本事

止策を徹底しながら進めてきているところでござ

の双方に御理解と御協力を求めつつ、感染拡大防

ります。

日の旅行を促進することが必要であると考えてお

レジャー、そういったものを普及を通じまして平

張先での滞在を延長するなどして余暇を楽しむブ

うワーケーションや、出張等の機会を活用し、出

ゾート地や温泉地等で余暇を楽しみつつ仕事を行

散型旅行の推進を始め、テレワークを活用し、リ

さらに、旅行需要の平準化を図る観点から、分

定着させることは重要であると考えております。

まして安全で安心な新しい旅のスタイルを普及、

して、テレビや報道機関見ても、いろんなことが

もいろんな各方面からの質問やら、また対応、そ

大臣にお聞きするわけでありますけれども、大臣

ンペーンの成果と今後の対応ということについて

それでは、続いて、このＧｏＴｏトラベルキャ

す。

よろしく御指導のほど、お願いをしたいと思いま

ないといけない、このように思っておりますので、

ういう人たちに対しても我々自身も協力していか

また、我々も、気の付く限り近辺の団体とかそ

十分でない施設に対しては必要な指導、助言を実

を対象とした実地調査なども通じまして、取組が

していくとともに、令和三年度予算におきまして、

るようにＷｉＦｉなどの環境整備を引き続き支援

このため、観光庁では、ホテル等で仕事ができ

評価をしていきたいと思っております。

一生懸命頑張っていただいていることを私も高く

ますが、別に犯人捜しじゃないわけでありまして、

言われたり批判されたり、もう大変な状況であり

います。

義務付けております。登録された全ての宿泊施設

施しているところでございます。

ワーケーション等の送り手である企業と受け手で

ると考えているところでございます。今後のイン

の中で比較しても大いなるセールスポイントにな

我が国の公衆衛生のレベルの高さは、国際社会

ざいます。

イン時等に再度周知徹底を図っているところでご

商品の申込時に同意をいただいた上で、チェック

ったものを実施することなどにつきまして、旅行

意点等をまとめました新しい旅のエチケットとい

リの積極的な導入、旅行者視点での感染防止の留

合には保健所の指示に従うことや、接触確認アプ

毎朝検温を実施し、発熱や風邪症状が見られる場

たお願いと要望をしておきたいと思います。

張っていただかないといけないということを、ま

遂げないといけないということで、しっかりと頑

るようでありますけれども、ともかくこれをやり

ですけれども、なかなかいろんな問題点も出てく

施する側についても非常に、難しいことはないん

○室井邦彦君 なかなか実施するというのは、実

でまいりたいと考えております。

携しながら新しい旅のスタイルの定着に取り組ん

しているところであり、引き続き関係省庁とも連

デル事業の実施や普及啓発等に必要な経費を要求

ある地域の双方を対象としたマッチングを行うモ

した考え方は良くないと思いますので、更なる運

と考えられるわけでありますけれども、余り楽観

かなくとも多少は数値が収まってくる。いろいろ

しい状況も考えられる。また、収束、収束までい

れておられますけれども、今後、更にこれ以上厳

確かに、見直しは、つい最近も大分てこ入れさ

んだと。

運用の見直しが今後いろいろと必要になってくる

ますが、大臣は、更に厳しい状況になれば更なる

でいかなくちゃいけないというようなことであり

常に難しいと、難しいけれども頑張って前に進ん

そこで、冒頭、感染防止と社会経済の両立は非

また、旅行者の皆様に対しましても、旅行時は

バウンドの回復に当たりましても、本事業を通じ
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ゃないので、その対策を取るというのは大変簡単

コロナウイルス自体が解明をし切れているわけじ

○国務大臣（赤羽一嘉君） そもそも、この新型

いなと思います。

なのか。

られますが、何かそのような方法があるのかどう

さなくちゃいけない、このようにおっしゃってお

用の見直しが、厳しい状況になれば考える、見直

厳しい制約を付けて、参加する事業者、参加され

れは、今までの経済対策だけではなくて、極めて

大変大きな需要喚起事業をさせていただいた。こ

七月二十二日からはＧｏＴｏトラベル事業という

延長ですとか資金繰りの支援をしていく、そして、

雇用の確保ということで、雇用調整助成金の拡充、

ばいけないということで、これまでは経営の維持、

が大事だし、雇用、九百万人の雇用も支えなけれ

はこの観光関連産業をしっかりと支えるというの

まして、地方創生というか、地方を支えるために

ルということで自重していただくと。

ど、そうしたことも新しい生活様式の旅のスタイ

きしてはしゃぐ、そういう気持ちは分かりますけ

をしっかりと講じると。旅先に行くとつい浮き浮

加する以上は業者もお客さんも感染拡大防止対策

く分かりませんが、今こうした状況の中で当然参

ろいろあって、それは私は専門家ではないのでよ

しかしながら、またこの感染の波というのはい

うしたことも行っているということでございます。

かというアドバイス、指導、助言もしながら、そ

るお客さんに対しても新しい旅のエチケットです

こうしたことを求めつつ、今回は北海道の知事

大臣の思い、所見をお聞きをさせていただきた

ではないわけであります。
緊急事態宣言が出されたときのある期間は、ス

と大阪の府知事さんがそれぞれの中で大阪市と札

じゃありませんけど、医療関係ですとか、普通の

とか、ホテル側、旅館側にも、従来とは全く違う、

るところとかというのは常に三密対策を取りなが

飲食の時間規制、時短ですとか、様々なことを展

テイホームということで一切外に出ない、そうし

たと思いますが、これがずっと続くと経済的に大

ら、食事の仕方も、そこで感染が広がらないよう

開すると。そして、それも国の支援もしっかりと

幌市、両市はいわゆる国のステージ三という状況

変な状況になってしまう、命と暮らしを守るとい

な細かい配慮も、相当厳しいことを求めておりま

してほしいということがあったことで、予防的な

全員のお客さんに検温をし、全員の身分証明をし

うのは、暮らしを守れなくなってしまう。

す。こうしたことがちゃんとやっているというこ

措置として、今回ＧｏＴｏトラベルは両市を目的

た中で町もゴーストタウンみたいな状況でありま

他方、まだワクチンが解明されているわけじゃ

とを誓約を取り、そしてそれを自らの旅館やホテ

地とするものは一時停止をするという措置をとっ

になったので、まあこれはＧｏＴｏトラベルだけ

ありませんので、ウイズコロナというのは、リス

ルのホームページに掲載をする、また、フロント

たわけでございます。

っかり確認し、そしてお風呂場ですとか食事をす

クはゼロにはならない状況の中でどう経済活動を

のところにもこうしたことをしていますというこ

した。あれは緊急的な状況としてやむを得なかっ

行い、国民生活、我が国の経済を支えていくのか

とも、これも義務付けとして求めております。

その中で、観光関連業というのは裾野が大変広

査をしておりまして、それがちゃんとなされてい

をしておりますが、ここについても全件現場の調

加えて、全国二万四千弱のホテル、旅館が参加

これは大枠は私の所管じゃないので、西村担当大

んの医療的な見地からの御指導をいただきながら、

の場面で専門家の皆様の、感染症の専門家の皆さ

どうなるのかというのは、それぞれのその場面そ

これは、こうしたことは、こうした措置を今後

というのは大変難しい課題だというふうに思って

くて、またかつ地方の経済の、地方産業の主たる

るかどうか、また、こうした方がいいんではない

おります。

産業であるというところがすごく多いわけであり
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臣がそこの連携役となって、そして今回もですが、
とうございます。

たいと、このように期待をしておきます。ありが
それでは、ウポポイの件について、これは短く

総理大臣、官房長官、西村担当大臣、厚生労働大
臣、そして国土交通大臣たる私の五者の協議の中

講じながら運営を行っております。

来場者数につきましては、開業日から昨日十一

月二十五日までの間で約十七万八千人の方々に御

になってほしくないとは思っておりますが、専門

きませんが、いかなる、余りこういう厳しい状況

今後はどういう状況になるかというのは想定で

い勢いでおっしゃっておられましたし、私もこの

そして年間の来場者数は百万人を目指すと、すご

う費用を掛けて公園整備、また博物館の建築など、

業が進められておりました。建設費も二百億とい

当初、非常に大きな期待を持ってウポポイの事

高さを示すものだと思います。

とは、ウポポイやアイヌ文化などに対する関心の

このように多くの方々に御来場いただいているこ

約四万七千人の方々に御来場いただいております。

での来場者のうち、教育旅行関係で児童生徒など

数は約千五百人となっております。また、これま

来場いただいています。一日当たりの平均来場者

家のアドバイスをいただきながら、その場その場

件については賛成なんですけれども、費用の面で

今後とも、新型コロナウイルス感染防止対策を

御回答いただきたいんですけれども。

におきまして適時適切に対応ができるようにしっ

二百億も掛けるというのはいかがなものかなとい

講じながら、ＰＲ活動の強化やコンテンツの充実

で政府の決定としてこういう措置をとらせていた

かりとしていきたいと、こう思っております。

うことで反対ということになったわけであります

などを行い、多くの方々にウポポイを訪れ、アイ

だいたということでございます。

○室井邦彦君 ありがとうございます。

けれども、趣旨的には、思想的にはもちろん大賛

ヌ文化のすばらしさを体験し、民族共生の理念に

もう一つ質問したかったんですけれども、時間

成であるんですけれども。

がっているということも、数値も聞いております

とをお聞きしたかったんですが、十分に成果も上

ベル、このキャンペーンの成果はいかにというこ

○委員長（江崎孝君） 呼んでいないよ、まだ。

ちょっとお答えできませんか。

して対応をしていかれるのか、その点だけ簡単に

ンドも期待ができない。今後どういうふうに努力

この目標はこれ非常に難しい問題で、インバウ

れはもうやむを得ないことだと思いますが、これ

数字聞いたときにがくっとしましたけれども、こ

とはそれこそ想定外のことでありますから、その

○室井邦彦君 もちろんこういう事態が発生する

と考えております。

の関係で質問いたしませんが、このＧｏＴｏトラ

ので、それはもう質問いたしません。

手を挙げてください、挙手してください。

だけの巨費を投じて、頑張って、アイヌの問題も

は不安感ともやもや感というものが、まだ国民に

ものがあるわけですけれども、また最後に残るの

イは、本年七月十二日、北海道白老町に開業し、

アイヌ文化の復興、創造等の拠点であるウポポ

お答え申し上げます。

それでは、この公共交通についてお尋ねをした

張っていただきたい、このように思っております。

ございますので、しっかりと推し進めていき、頑

共感していただけるよう、取り組んでまいりたい

は非常に期待感、大臣がそのように力強いことを

○政府参考人（後藤貞二君） 失礼しました。

もはっきりしないものがあるわけですね。その点

新型コロナウイルス感染防止対策として入場人数

次の、それでは最後に、この今の状況の、国民
前向きで答えられる、もうこれには安心感という

も十分に含みながら、今後の力強い指導力とまた

制限、事前予約や検温、消毒の徹底などの対策を

もちろん先ほどの先生方との質問も重複するわ

いと思います。

御指導、新しい御施策をまた更に考えていただき
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委員御指摘のとおり、法律に定められた鉄道・

いた提言を踏まえまして、まずは気候変動の影響

た赤字路線というとＪＲ北海道、四国、もう絶対

運輸機構の支援の期限が今年度末で切れますけれ

また、流域のあらゆる関係者が協働して治水に

えた対策としましても、助成金の支払の前倒しや

に出てくる社名、地域であります。しかし、これ

ども、ＪＲ北海道及びＪＲ四国に対する今後の支

取り組む流域治水の考え方に基づき、民間企業に

けでございますから、その点はもうくどくお聞き

も大切な公共交通でございます。

援の在り方につきましては、先ほど申し上げまし

よる建物内貯留を促進するとともに、住民に実効

を考慮した計画への見直しを進めるとともに、こ

今後、これについて財政支援を継続するために

た地域の公共交通ネットワークの担い手としての

ある避難に資する内水リスク情報の空白域解消な

無利子貸付金の今年度分の償還猶予といった資金

しっかりと後押しをしたいと、大臣も強力に支援

重要な役割も十分考慮に入れながら、地域の関係

ども併せて推進してまいります。

しませんけれども、ただ一つちょっと気になるの

を行っていくという御挨拶がありましたけれども、

者の御意見も伺い、また各社の経営の状況も注視

さらに、激化する河川氾濫等の際にも、ポンプ

れと並行して、市街地に降った雨を河川等に円滑

具体的にこのＪＲ北海道、ＪＲ四国、もう社長も

しつつ、検討してまいりたいと考えております。

施設等の電源喪失を回避し、雨水排水機能や下水

繰りに対する支援なども行ってきております。

来ていただいたり、またいろんな場面も私たちも

○室井邦彦君 同じような回答をずっと続けられ

処理機能が確保できるよう、電気設備を上階に移

が、私も国土交通委員会がずっと長いもので、ま

経験していますけれども、どういうふうに強力に

ているような感がするんですが、もう時間がござ

設するなど、下水道施設の耐水化を進めてまいり

に排水するための雨水ポンプ場や雨水貯留施設の

どう支援をされるのか、ただ財政の支援を上積み

いませんので、これ以上突っ込んだ質問はいたし

下水道整備を加速化してまいります。

するだけのことなのか、その辺のことを、もう時

ます。

Ｒ北海道、ＪＲ四国は地域の公共交通ネットワー

委員御指摘のとおり、地域の足を支える上でＪ

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

は都市部の内水氾濫の発生ですよね。これについ

川の氾濫がありましたけれども、一番大きい問題

れも、今回の水災害について、堤防の氾濫とか河

それでは、この都市部の浸水対策について、こ

繰り返しているということでありますけれども、

けれども、毎日のように中国の公船が領海侵入を

尖閣の問題で、もうそれぞれお分かりでしょう

ません。また後日、そのことについてはまたお伺

クの担い手として大変重要な役割を果たしている

て、都市部の浸水対策の強化のため今後どのよう

もう随分とこの件、大型化されて、武装化もして

間もございませんので手短に、申し訳ないですけ

と認識しております。一方で、旅客需要の減少等

な対策を考えておられるのか。これはもう大きな

おると。この問題についてどのように捉えておら

以上です。

によりましてＪＲ北海道及びＪＲ四国は厳しい経

問題だと思いますけれども、お答えいただけませ

れるのか。

いをしたいと思います。

営状況に置かれておりまして、その経営自立を図

んか。

また、公船は、千トン級の公船はもう日本の二

れども、お答えいただけませんか。

るため、鉄道・運輸機構による助成金の交付や無

○政府参考人（井上智夫君） 国土交通省といた

倍を、勢力というか、隻数にして、そういうこと

○室井邦彦君 申し訳ない、一分の超過しますけ

利子貸付金の支援等を行っております。さらに、

しましては、本年六月の有識者検討会からいただ

れども、最後の御質問、海上保安庁に。

今般の新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏ま
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ういうことでありますけれども、そんな手間取っ

衛隊、警察等が連携して対処に当たるという、こ

場合、日本の国の場合は海上保安庁、防衛省・自

これ、もし上陸を試みようと領海に侵入してきた

でありますけれども、この辺について一点だけ。

○室井邦彦君 終わります。

考えてございます。

領海警備に万全を期してまいりたい、このように

せないよう冷静かつ毅然と対応を続けるとともに、

の下、関係機関と連携し、事態をエスカレートさ

最低でもその水準まで繰戻しを増額していただけ

年度はやはり積立金の取崩しがなくなる水準まで、

国土交通省と財務省の間で御協議いただいて、来

しておりますけれども、しっかりとした繰戻しを

財政状況は大変コロナ禍で厳しい状況だとは認識

○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。

というふうにも伺っておりますので、是非、一般

れば積立金の取崩しをやらなくて済むようになる

ないかなと。確認したら、約百三十億繰戻しがあ

んですが。時間もございませんので、ちょっと簡

早速質問に入らせていただきたいと思います。

会計からの繰戻し、来年度について、赤羽大臣の

無人機の方もよろしく頼みます。

単にお答えいただけませんか。まあ、簡単にとい

まず最初に、自賠責保険料の一般会計からの繰

ていて大丈夫なのかというちょっと不安感がある

っても難しいかも分からないけれども。

なのかということをお伺いしたいと思います。

御決意と、あと財務省としてどのような今お考え

赤羽大臣、国土交通省の皆さんにも御尽力いた

○国務大臣（赤羽一嘉君） 昨年、国土交通大臣

戻しについてお伺いしたいと思います。
だきまして、ここ三年連続して繰戻しは実施をし

に就任して、十一月に関東交通犯罪遺族の会、い

○委員長（江崎孝君） 海上保安庁奥島長官、時
す。

ていただいております。ただ、水準が、二〇一八

わゆるあいの会、池袋でこの前高齢者の運転で御

間が来ておりますので、簡潔にお願い申し上げま
○政府参考人（奥島高弘君） はい。

年は約二十三億円、二〇一九年が約三十七億円、

必要な体制を構築してございます。特に海上自衛

処能力の向上、情報共有、連携強化など取り組み、

海上保安庁では、平素から関係機関と連携し、対

このようにまず認識をしてございます。そのため、

自衛隊等の関係機関と連携することが重要である、

滑に実施していくためには、委員御指摘のとおり、

海上保安庁が尖閣諸島周辺海域の領海警備を円

ります。被害者の方、その御家族の方からも、し

円もの金額が繰り戻されていないという実態にあ

積立金も減ってきているんですね。まだ六千百億

るために積立金の取崩しが毎年発生していると。

結果として、毎年の、被害者の方の救済事業をや

すけれども、やっぱり絶対額が非常に小さくて、

繰戻しは連続して増額もしていただいているんで

二〇二〇年が約四十億円ということで、非常に、

た。

事者の御苦労をしっかりと聞かせていただきまし

ね、の皆さんとお会いさせていただいて、様々当

重度後遺障害を持たれている方の御家族の会です

を考える会、これはまさに自賠責の、交通事故の

会と、その後、いわゆる自動車損害賠償保障制度

家族を亡くされた方も含まれたそういう被害者の

お答えいたします。

隊との間では、捜索救助や海賊対処の共同運用に

っかりとやっぱり返済をしてほしいと。
は、この繰戻しというのは極めて重要な位置付け

事業を安定的に継続してこれやっていくために

万全な救済対策を取ると、この二点は国交大臣と

一つは万が一の事故に遭った場合でも被害者への

交通事故を撲滅することというのが一つと、もう

えるので、ドライバーも増えるので、我が国から

私は、そのときから、高齢者の運転手さんも増

加え、各種の共同訓練などを実施し、連携を深め
海上保安庁といたしましては、今後とも、我が

になっておりますので、是非来年度についても、

ているところでございます。
国の領土、領海を断固として守り抜くという方針
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いただいて、当事者の皆さんにも参加をしていた

のあり方に関する検討会ということを設置させて

今年の八月に今後の自動車事故被害者救済対策

を申し上げたところでございます。

しても大事な仕事の柱として捉えようということ

のために提案をしなければ駄目だ、することによ

を我々が責任を持って交通事故の被害者の御家族

こうしたことをやらなければいけないということ

かなか返すような状況ではない。しかし、他方で、

なに余裕があるわけじゃないので、何もなくてな

を一日も早くつくってほしいという切なる思いを

御家族の方も将来にわたって本当安心できる体制

れ事実ですので、しっかり、被害者の方、本当、

まだ約六千百億円返済が残っているというのもこ

て御答弁いただいていますので、財務省の方も、

○浜口誠君 是非、赤羽大臣、本当に気持ち込め

まず、ここの委員会ですから、せっかくの御質

って予算をしっかり獲得していこうということで

の、自動車特別会計の話ですが、要するに、取っ

問なんで、当初予算でなかなか国土交通省の非公

大臣、是非予算で、これ三番目に質問しようと

だいて、有識者の皆さんと検討会やらせていただ

た取られたというか、綱引きしているわけじゃな

共というのは非常に限られているので、今考えて

思っていたんですが、予算も毎年必要なものは、

皆さん持たれておりますので、是非その点しっか

いので、これは債務として立っているのは間違い

いるのは、この補正予算、今回指示も出ています

これ、しっかり財源、予算の中で確保していただ

す。

ないんですが、財務省隣にいますけど、後輩だか

ので、こうした補正予算も含めてこの案件につい

きたいなというふうに思っています。あと、今、

いておりますが、その思いは、この会計の、予算

ら好きなこと言いますが、偉そうにしている割に

てはしっかりと予算要求をしていこうと、具体的

コロナ禍でまさにすぐやらなきゃいけないことも

り踏まえていただいて今後の協議を進めていただ

は大して財布に金がないんですよ。だから、債務

なものが提言できれば財務省も納得をして予算計

ては認めている、これは麻生大臣とも何回も繰り

ば返してくれるんでしょうが、ないから債務とし

千億返してくれというわけにも、まあお金があれ

うことでございましたので、簡単に御説明申し上

○政府参考人（角田隆君） 財務省の考えもとい

私の方は。

上に応じてくれるということは信じております。

確保していただく、このことを改めて強くお願い

三次補正でしっかり織り込んでいただいて財源を

ので、まさに今すぐやらなきゃいけないことは第

望もお聞きされているというふうに思っています

いろいろあると思いますので、御家族の方から要

きたいなと。

はあるというのは認めているんだけど、じゃ、六

返しております。

げたいと思います。

めに何をするべきなのかと、そのメニューをちゃ

局に私が指示しているのは、要するに御家族のた

を大変深刻に考えられている。ですから、自動車

化で亡くなられた後の、その後の介護というもの

随分高齢化になっていまして、御家族の方が高齢

まいりたいと思っております。よろしくお願いい

も少し頭に置きながら引き続き真摯に対応させて

ように留意しながら、一方で一般会計の財政事情

保護のための事業が安定的、継続的に実施される

けれども、そういうことでございまして、被害者

非常に私どもも、気持ちはあるんでございます

降の繰戻しどうするんだということについての取

ですけれども、来年の末には、多分、令和五年以

繰戻しに対する合意ということで結ばれておるん

す。これは令和元年から令和四年までの四年間の

務大臣で大臣間合意というのを今結んでおられま

今、この繰戻しについては、国土交通大臣と財

他方で、我々の役目は、この御家族の皆さんも

んと出して、そのためにこのくらい費用が掛かる

たします。

をしておきたいなというふうに思います。

からというものがなければ、財務省も財源がそん
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りまとめをまたやる必要があるんじゃないかなと

車損害賠償保障制度を考える会という会の皆様方

ただいて、二〇二〇年の繰戻し額は約四十億円な

是非、返済のロードマップ、しっかり作ってい

もうないというふうに思っていますから、より短

とお会いをいたしまして、まさに今、浜口先生お

まずは、現在この大臣間の合意の対象となって

期間でしっかりとした返済の計画を、ロードマッ

いうふうに思います。そのときに、やっぱり六千

おります令和三年度と四年度の繰戻しを着実に進

プ作っていただくことを重ねてお願いしておきた

んですね。これ、六千百億円を割り戻すと百五十

める、これがまず最優先と考えております。その

いと思います。本当に家族の皆さんから強い要望

っしゃっていただいた令和五年度以降の繰戻しに

上で令和五年度以降の対応を検討させていただく

がそのとき、十一日にもあったと思いますので、

百億円をいつまでに幾ら返済するのか、繰り戻す

毎年毎年協議するんじゃなくて、やっぱりそうい

ことになりますけれども、その際は、先ほど来大

是非しっかり受け止めて御対応いただきたいとい

年掛かってしまいますので、もうそんな状況では

う明確な計画を次の大臣間合意に当たっては作っ

臣と主計局次長とのやり取りでもありましたとお

うふうに思います。

ついて御要望を頂戴したところでございます。

ていただきたいなと、これ必要だと思います。こ

り、一般会計の現実的な事情もございますので、

では、続きまして、先ほど大臣にもお答えいた

のかということを、この返済のロードマップをち

れがないから、御家族の方も将来にわたって安心

それをしっかり踏まえた上で、何よりも大事なこ

だいたので、三番目の質問はもう先ほどの御答弁

ゃんと作ってやっていただく必要があるんだとい

できないと。毎年どうなるか分からないわけです

とは、そのときも私申し上げましたけれども、こ

の中に含まれたということで対応したいと思いま

毎年、去年も私この委員会で同じような質問を、

うふうに思っています。

から。

の被害者の皆様とその御家族の皆様が不安なく将

お伺いしたいと思います。

で現在の検討状況、そして国交省さんの考え方、

に思っておりますけれども、財務省と副大臣の方

ししていただくことを強く求めたいなというふう

プ、いつまでにという、幾ら、これを明確にお示

されていますので、是非、その返済のロードマッ

ども、副大臣に作成を指示しているという発言も

に、今日、伊藤副大臣お見えになっていますけれ

ロードマップは作成するんですかと聞かれたとき

から、この自賠責保険料の繰戻しに対して返済の

と思っております。

観点から、財務省としっかり議論してまいりたい

の将来的な持続可能性をどう確保するのかという

うことだと思っておりますので、被害者救済事業

者、あとその御家族の皆様の不安を解消するとい

しましても、一番大事なことは、自動車事故被害

○政府参考人（秡川直也君） 国土交通省といた

ばと存じます。

かように考えておりますので、御理解いただけれ

真摯に国土交通省と検討させていただきたいと、

来の生活を過ごせるようにするという観点から、

した。結果として、この資料にありますとおり、

下回るという大変厳しい販売状況が続いておりま

年同月比割れということで、もう毎月、対前年を

国内販売も昨年の十月以降、十二か月連続で対前

体が厳しい状況に今ありますけれども、自動車の

コロナが発生したということで、大変日本経済全

昨年の十月に消費税が上がって、今年に入って

料一、お配りしていると思いますけれども。

方も資料一、大臣のところにもありますかね、資

しお話ししたいと思います。お手元、委員の先生

では、続きまして、自動車関係の税について少

麻生大臣も、十一月十三日の記者会見で、記者

○副大臣（伊藤渉君） 私も、今記者会見の模様

○浜口誠君 ありがとうございます。

す。

をお話しいただいたとおり、十一月十一日に自動
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日本自動車工業会の試算によると、その下、資

ように、自動車関係諸税については、環境の面の

についてはあれですが、今の御指摘にありました

何も、動力源も付いていないんですからね。その

かわらず、トレーラー、単に動いていないときは

今回、それが環境性能割に置き換わったにもか

いうのが課税されているんですね、今ね。これは

料の下の方に書いてありますけれども、国内販売

ことですとか、このコロナ禍での市場の厳しさ

トレーラーにも環境性能割が課税されているとい

○国務大臣（赤羽一嘉君） 来年度の税制改正に

が三十万台減ると経済損失は二兆円、更に九万人

等々考えながら、例えば自動車重量税のエコカー

うことに対してはやっぱり何でかなというのが正

年間で、昨年十月以降の一年間で九十五万台です

の雇用にも影響が出ると。これは自工会の試算で

減税の延長ですとか、また自動車税及び軽自動車

直な疑問を持ちますので、その考え方、なぜトレ

何でなのかなと。自動車取得税だったら分かりま

すけれども、今回九十五万台減っていますので、

税のグリーン化特例の延長、こうしたものはしっ

ーラー、被牽引車に対して環境性能割が課税され

つきましては、年末に向けての与党税調の場で最

この資料の右の真ん中辺りの、大変大きなやっぱ

かりと実現できるように取り組んでいきたいと、

ているのか、その根拠を御説明いただきたいと思

ね、国内販売が、約二割近い減少幅ということに

り影響が経済にも雇用にも及んでいると。雇調金

こう考えております。

います。

す、取得したことに対しての課税ですから。

等でぎりぎり各企業も徳俵一枚頑張っている、踏

○浜口誠君 大臣、ありがとうございます。是非、

○政府参考人（川窪俊広君） 環境性能割につき

終的に決まるということでありますので、今細目

ん張っているという状況だと思いますけれども、

来年度の税制改正に向けて、国土交通省のお立場

なっております。

大変な影響が出ております。

されるものであり、自動車がもたらすＣＯの排

書におきまして、保有課税である自動車税に創設

ましては、その創設の際、地方財政審議会の意見
次に、トレーラー、被牽引車の環境性能割の税

おります。

でもお力添えいただきたいなというふうに思って

こうした中で、やはり国内販売を底支えしてい
くために、自動車の税制に関してやはり引き続き
減税対応等をお願いをしたいなと。今、自動車関

にかけての来年度の税制改正の議論の中で、是非

に終わるという今計画になっていますので、年末

こういった減税措置が来年の三月若しくは四月末

能割の一％の軽減措置、さらにはグリーン化特例、

環境に、負荷の大きなものに、自動車に掛ける

たに昨年の十月から課税されるようになりました。

荷の高い自動車に対して環境性能割という税が新

って、その代わりに、環境性能に応じて、環境負

環境性能割は、従来、自動車取得税が廃止にな

を課しているところとなっております。

レーラーも含めて広く自動車に対して環境性能割

こうした環境性能割の性格を踏まえまして、ト

ます。

担金的性格を有しているとされたところでござい

な社会的費用に係る行政需要に着目した原因者負

出、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々

自動車に関する減税措置、今の枠組みを来年以降

という考え方からすると、被牽引車、これ、トレ

○浜口誠君 いや、トレーラー部分は自動車なん

についてお伺いしたいと思います。

も延長していただくことを強くお願いをしたいと

ーラーは別に動力源が付いているわけでもなくて、

でしょうかね。そもそもエンジンも付いていませ

係諸税の中のエコカー減税ですとか、あと環境性

いうふうに思っております。

ＣＯも全く排出をしない、引っ張られるだけの

んし、単にヘッドにつながって引っ張られている

この自動車に関する減税措置の延長に関して、

部分ですので、このトレーラーにも環境性能割と

赤羽大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
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○政府参考人（川窪俊広君） 総務省といたしま

けれども、その点はいかがですか。

うのは、今の御説明だと正直納得できないんです

と自体が本当に考え方として合っているのかとい

はりトレーラーに環境性能割という税を掛けるこ

のが今の課税の実態だと思うんですけれども、や

ては非課税になったり、税率を下げているという

るいはＣＯを排出しない、そういった車に対し

ハイブリッドだとか、そういう環境に優しい、あ

電気自動車ですとかＥＶとかあるいはプラグイン

ラグインハイブリッド、これも非課税ですよね、

○浜口誠君 いや、そもそも、電気自動車とかプ

なというふうに思っています。

とについてはやっぱり総合的な判断が必要なのか

ますので、課税対象から除外するというようなこ

ことが課税理由になっているということでござい

るとか、いろいろな社会的費用が発生するという

けなんですけれども、走行によって道路が損傷す

に先生御指摘のとおりエンジンは付いていないわ

○政府参考人（秡川直也君） トレーラー、確か

ども、いかがでしょうか。

課題認識持っていただきたいなと思うんですけれ

に対する環境性能割の課税、国土交通省としても

外していただく、こういったことを是非御検討い

記していただくだとか、あるいは課税の対象から

ーラーは特例措置をする車両なんだという形で明

のがあるんですけれども、その中にしっかりトレ

ーに対しては、特例措置の車両区分リストという

指摘もいただいておりますので、今後、トレーラ

というのはやはり根拠としてどうなのかという御

っぱりこのトレーラーに対する環境性能割の課税

れませんけれども、やはり業界団体の方からもや

すぐに考え方を見直すというのは難しいかもし

今までの議論、お聞きいただいて。

○浜口誠君 赤羽大臣、どうですかね。ちょっと

要じゃないかというふうに思います。

措置を図ることについてはよく検討することが必

だけなので。

しては、環境性能割が先ほど申し上げましたよう

非課税。これはなぜ非課税。それも損傷しますよ、

でございます。

きましては合理性があるものと考えているところ

動車に広く課税をさせていただいていることにつ

れたことを踏まえまして、トレーラーを含めた自

すけど、グリーン化へのインセンティブ機能に着

○政府参考人（秡川直也君） 環境性能割なんで

すか。

ですよね。そこはどうする、どう説明されるんで

重量ありますから。でも、非課税になっているん

の方と全然お付き合いもしたことありませんし、

○国務大臣（赤羽一嘉君） 私、トレーラー業界

たいと思いますけれども、大臣、いかがですか。

しっかり業界団体の方からも意見聞いていただき

ただきたいなというふうに思うんですけれども、

そもそも、環境性能割が課税されていないのは

な原因者負担金的性格を有しているとして創設さ

また、地方団体からも、道路、橋梁等の更新、

税制というのは、一般論でありますが、様々な

こうしたことがあるというのも余り存じ上げては
トレーラーについては、そもそもやっぱりそれ

税制調整をするときに、理屈が必ずしも立たない

目してその軽減措置を図っているものというふう

います中におきまして、環境性能割はこうした地

自体ＣＯ排出が想定されないので、軽減措置を

ときもあれば、総合的な判断で、これ例えば地方

老朽化対策等の財政需要が今後も増加していく中

方の行政サービスを支える貴重な財源であるとい

とってもグリーン化へのインセンティブ機能は働

税の税源だったりする場合は、理屈としてはあれ

おりませんでした。

うこともあると考えているところでございます。

かないのではないかというふうに思っております。

だけど、やっぱり地方の主たる財源を変更するこ

に理解をしております。

○浜口誠君 国土交通省の立場ではどのような見

このため、環境性能割の性能に照らせば、軽減

で地方財源を確保していくべきという要望もござ

解を持たれているんでしょうか。このトレーラー
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【未定稿】
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国交省としてまずは与党税調の場にお伝えをする

そうした業界団体から必要なお声がいただければ、

あったかはちょっと定かではありませんけれども、

ちょっと、私、この件についてどういう議論が

ル当たり一万八千円のものを一年間限定で四千円

料税ですね、この辺についても、今一キロリット

を更に高めていこうですとか、あるいは航空機燃

五％低減していただいていますけれども、その率

おります。例えば、空港の利用料について、今四

検討していただいているというふうに認識をして

こうした中で、今政府の方でもいろんな支援策

考えております。

て、国としてしっかり支援していく必要があると

とか需要回復後の成長投資の確保などに向けまし

要回復に速やかに対応できる供給体制であります

必要不可欠なインフラであります。そのため、需

の実現など、ポストコロナの成長戦略の実現にも

支えるとともに、インバウンドに関する政府目標

航空は、公共交通として国民の社会経済活動を

とはできないみたいな決着を付ける場合もあった

ということは必要があれば対応したいと思います。

に下げていこう、更なる軽減をやっていこうと、

今後の税制改正要望の中に、省としての要望の中

いろんな方からの御意見も聞いていただいた上で、

れども、いろいろ、国土交通省のお立場としても

是非、今回、問題提起させていただきましたけ

ようと考えておられるのか、その点について赤羽

めた経済的な支援策としてどのような対応をされ

空産業に対して公租公課あるいは資金繰り等も含

しておりますけれども、今後、国交省として、航

こういうような議論があると報道ベースでは承知

たいんですけれども、先ほど申し上げましたよう

点でお答えいただけるんであればお答えいただき

○浜口誠君 具体的な議論の中身、この今日の時

しても最大限努力をしてまいります。

要な支援措置が講じられますよう、国土交通省と

かつてない大変厳しい状況でありますので、必

と思います。

○浜口誠君 ありがとうございます。

に織り込んでいただくことを是非御検討をいただ

大臣、あっ、じゃ、担当局長からお願いします。

ロナの影響で一番ダメージを負っている産業の一

問もありましたけれども、本当に航空産業も今コ

今日も公共交通の関連のいろんな御指摘、御質

用調整助成金などの支援策に加えまして、着陸料

資等の活用による資金繰り支援でありますとか雇

かれております。政府では、これまで危機対応融

れども、コロナ禍の中で大変厳しい経営環境に置

航空業界は、ただいま御指摘いただきましたけ

航空業界の方から、令和三年度には、公租公課

す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

います。

か、具体的な水準を是非教えていただきたいと思

いてもどの程度引下げを視野に入れておられるの

な空港利用料の削減幅、これはどの程度まで拡大

つではないかなというふうに思っております。た

等の引下げを実施してきたところでございます。

全体で約二千億円の支払が見込まれるというふう

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

きたいなというふうに思っておりますので、その
点重ねてお願いをしておきたいと思います。

だ、今後、コロナ禍が収まって、また経済が回復

今般、航空業界から国に対して、更に踏み込ん

に聞いております。そのうち、一千億円超の規模

しようとされているのか、あと航空機燃料税につ

してきたときには、非常に航空産業、観光の面で

で、着陸料に限らず航行援助施設利用料や航空機

の軽減をお願いしますというふうに御要望をいた

す。

も、海外からのお客さんも来ていただくという観

燃料税等も含んだ公租公課の更なる減免の御要望

だいているところでございます。

では、続きまして、航空産業への支援というこ

点からも、しっかり支えていかなきゃいけない産

をいただいているところでございます。

とでお伺いしたいと思います。

業だというふうに考えております。
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ないかなというふうに思っていますけれども、今

金精算を基本的にはなくしていくという方向では

これ、ＥＴＣを全てのゲートに付けて、もう現

います。

ですね、ＥＴＣ専用化についてお伺いしたいと思

では、続きまして、ＥＴＣ専用化、高速道路の

ておきたいと思います。

いただいて、実現できるように、重ねてお願いし

これしっかり政府・与党の皆さんの間でも御議論

○浜口誠君 分かりました。

て最大限努力してまいりたいと考えております。

その趣旨も十分踏まえながら、国土交通省とし

伺いながら、今後、我々、高速道路会社と連携し

ばいけないこともありますので、様々な御意見を

それ持っていない方どうするのかとか詰めなけれ

いずれにしても、このＥＴＣ、専用化すると、

に向けた検討を進めているところでございます。

現在、高速道路会社においてロードマップの策定

ップを策定するといったことも踏まえながら、今、

ついてはしっかりと目標時期を明示したロードマ

専用化を目指すということですとか、その手順に

えばＥＴＣ利用率の高い都市部は五年後のＥＴＣ

まして、この中間とりまとめにおきましては、例

軽減といったものも書かれているところでござい

の機能の維持ですとか、非接触型、感染リスクの

ルス感染症禍という中で、サステナブルな料金所

二年九月現在で一日当たり四万台程度ということ

中型車以上の車両でございますけど、それも令和

分はしておりませんが、営業車が多いと思われる

自家用車、営業車の比率については、そういう区

と承知しております。また、そのうち、お尋ねの

二年九月現在、一日当たり五十七万程度あるもの

ＥＴＣを利用していない車両ですけれども、令和

高速道路会社六社が管理する高速道路において

す。

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答え申し上げま

たいと思います。

その営業車、自家用車の比率についてもお伺いし

自家用車の区分が、把握されているようでしたら、

の台数走っているのか、あと、その中で営業車と

景ですとか、これまでどのような検討状況に今な

と、こう思っております。

て、その実現に向けて丁寧に取り組んでいきたい

うち約七％ぐらいになっているという状況でござ

でございますので、ＥＴＣを利用していない車の

是非、報道ベースで言われている軽減策ですね、

回高速道路のＥＴＣ専用化を実施しようとした背
っているのか、この辺り、まず総括的に赤羽大臣

大臣に触れていただきましたけれども、このＥ

います。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 高速道路の料金所に

ＴＣを搭載していない車両、これもまだ結構世の

これ準備していただきましたけれども、ＥＴＣで

○浜口誠君 ありがとうございます。

おいてのＥＴＣの専用化等につきましては、キャ

中には走っておられますし、付けたくても付けれ

すね、今言われたように、かなりの台数、日当た

の方から御説明をお願いしたいと思います。

ッシュレス、タッチレス化を進めると、そのこと

ないような車両もこれありますので、こういった

りでも現金精算で対応しているということですの

○浜口誠君 ありがとうございます。

によって料金所での渋滞の解消ですとか利用者の

ものに対してどう対応していくのかというのが今

○武田良介君 日本共産党の武田良介です。

今日はありがとうございました。

たいと思います。

残り、次の一般質問でやりたいと思いますので、

利便性の向上といったものを考えているところで

そこで、吉岡局長に聞きたいんですけれども、

で、しっかりその辺の課題も議論させていただき

このことで、社会資本整備審議会の国土幹線道

ＥＴＣのゲートを利用できない、いわゆる現金精

後の検討課題にはなっていくと思います。

路部会の中間とりまとめがこの九月に提出をさせ

算で対応している車両が今、日当たりどれぐらい

ございます。

ていただきました。その中でも、新型コロナウイ
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政府は先日、札幌市と大阪市を目的地とする旅

事業の適用を停止するということを決定したもの

する旅行について、一定期間、ＧｏＴｏトラベル

通大臣たる私の五者で協議をし、両市を目的地と

西村担当大臣、田村厚生労働大臣、そして国土交

の知事さんは相当綿密にやり合って、最終的に、

うした状況になるというと、西村担当大臣と該当

ら西村担当大臣に連絡があると言いましたが、そ

西村担当大臣、先ほど私申し上げました、知事か

とは大変危険だという、そうした御提言があり、

ＧｏＴｏトラベルについて、赤羽大臣に質問さ

行の一部除外を発表されました。今回の除外につ
でございます。

せていただきたいと思います。

いて、感染は東京、首都圏ですとか中部ですとか
すね、はい。

意味で、何も連携がないという意味ではございま

セスを踏んで正式に最後そう告知してきたという

北海道は札幌市長とか、それなりの道内でのプロ

札幌と大阪市に限られているのか、大臣に御説明

○武田良介君 知事からの要請があってというこ

せん。そうしたやり合いは当時の都知事と西村担

それについて、細目はよろしいですか。いいで

を求めたいと思います。
とだと思います。

各地に広がっておりますけれども、その中でなぜ

○国務大臣（赤羽一嘉君） この仕組みは、まず、

私もちょっとそれを聞いて疑問に思ったんです

当大臣の中でもあったものだというふうに承知を

直接の担当は西村担当大臣でありますが、一応基

しております。

のがあったという理解でよろしいんでしょうか。

けれども、ＧｏＴｏトラベル事業がスタートした

しょうか。

○国務大臣（赤羽一嘉君） これは今回は、分科

本的なルールが決まっておりまして、それぞれの

事さんから担当の西村大臣のところに連絡をし、

○国務大臣（赤羽一嘉君） このことについて、

会の中で尾身先生の、ちょっと私、それ正確じゃ

○武田良介君 そうすると、今回の札幌、大阪、

そして国の、これはＧｏＴｏトラベルだけではな

ちょっと私、担当直接ではありませんが、いろん

ありませんけど、私の聞いている範囲では、尾身

とき、東京除外という状況がありました。あのと

くて、外食産業の時短ですとか医療面でのサポー

なケースがございまして、分科会、今でいう対策

先生の個人的な見解として、もう札幌市なんかは

各都道府県の知事さんが、その地域が、いわゆる

トですとか、そうしたことの依頼があると。そう

本部の分科会、当時は専門家会議だったと承知を

レベル三相当になっているのではないかという御

その除外についても、今御説明のあったような今

したことを受けて、政府としては、先ほど申し上

しておりますが、そうしたところから逆に政府に

発言があったと承知をしておりますが、今回の場

きは、東京都知事の方から東京を除外してほしい

げましたが、総理を先頭に関係閣僚で打合せをし

対する建議というか、あのときは、記憶としては、

合は、正式には、大阪の知事と北海道の知事から

国でいうレベル、あっ、ごめんなさい、ステージ

て、どう対応するかということを決定するという

東京が非常に感染者数が増えている上に、クラス

政府の西村担当大臣のところに正式には、最終的

でいう分科会などからのその建議のような形のも

ことがございます。

ターの原因となるエピセンター、ちょっと専門家

に通知が受けたと。それを受けて、二十四日の夜、

という、そういう要請があったということなんで

今回は、二十四日の夕刻に、北海道、大阪府の

じゃないんですけど、エピセンターとなる可能性

三に該当すると、こう認定したときには、その知

両知事からそれぞれ、札幌市と大阪市が国のステ

官邸で関係閣僚会議を行ったというのがプロセス

でございます。

がすごく高いと。
ですから、東京からの、各地にそれを広げるこ

ージ三に、相当に当たるとの認識が伝えられたこ
とを受けまして、菅総理大臣、加藤内閣官房長官、
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今答弁にもありましたように、分科会の方がステ

○武田良介君 昨日、昨日の夜の分科会ですかね、
ことでよろしいでしょうか。

得るということを認識として持たれているという

に言われておりますが、札幌市においても大阪市

エビデンスは現在のところ存在しないというふう

トラベル事業が感染拡大の主要な原因であるとの

においても、病床の状況、ベッドの状況とかが相

○国務大臣（赤羽一嘉君） それは違います。
まず、先ほどちょっと、ちょっと済みません、

ージ三にあるという判断をするわけではないけれ
ども、尾身先生の考えとしては、またほかの委員

もたしか入っていたかというふうに思います。そ

ども、首都圏だとか中部の方ですね、名古屋など

それから北海道ももちろん入っておりましたけれ

に相当するような地域があるということで、大阪、

ように記憶をしておりますけれども、ステージ三

というのかな、ベッド率が相当高いんですけど、

だけ見ていますと、我が兵庫県は、たしか入院率

どうなんだという状況を聞いたり、例えば、数字

ういう現実じゃございません。大変心配をして、

もなく、両知事が言ってくるのを待つという、そ

もう一度言いますけど、国と両知事が全く会話

をしっかり講じているということで参加をしてい

すが、参加する側についても原則は感染拡大防止

ラベル事業というのは、何回も申し上げておりま

とがあってはならないということで、ＧｏＴｏト

感染をして、またそこで入院するというようなこ

と感染拡大防止をしていない方が訪れて、そこで

目的地に人が、随分人が訪れ、かつ、正確に言う

当切迫感があるので、それを外からそこに、その

ういうふうにあるということをおっしゃっておら

それは県の、兵庫県の独特のやり方で、軽症の人

ただいておりますし、その結果、これまで四千万

何を答えなきゃいけなかったか。

れた、そのことを指しての今の御答弁だったかな

も全て病院に入ってもらっていると。ですから、

人泊の利用者がありますが、その中でも、少し多

もそうだと思いますがという趣旨の発言もあった

というふうに聞かせていただきました。

見かけはすごく数字が悪く出ておりますが、それ

をＧｏＴｏトラベル事業の対象外とする判断です

今回のその札幌市と大阪市を目的地とする旅行

ろうかということを思っております。

ということもこれ必要になってくるんじゃないだ

だろうかと。国がその責任を持って判断していく

のを待つ、委ねる、そういう格好になっていいの

判断というのを、知事の判断、正式な要請がある

事業ではあります。その一部除外するかどうかの

ことが、県知事からのまず申入れがということの

何だかんだするというのはおかしいだろうという

るのは知事さんですから、そこを飛び越して国が

う意味で、やっぱり地元の状況が一番分かってい

うしたことはやっぱり国では分からない。そうい

ときのベッドの、病床の状況は余裕があると。そ

そうした兵庫方式をやっているので、いざとなる

当大臣から兵庫県の井戸知事に確認したところ、

は、数字だけ見るとよく分からないので、西村担

分かっている知事さんとやり取りをするというの

目ですが、やり取りする、その現場の状況をよく

○武田良介君 二つ御答弁いただきまして、一点

ふうに言っております。

た方がよかろうという意味で、予防的措置という

幌市と大阪市に医療的な負荷を掛けることは避け

た中でも、もうぎりぎりのところの状況である札

極めて抑制的に行われていると。しかし、そうし

めに見ても感染された方は百九十名という状況で、

私、いずれにしても、ＧｏＴｏトラベルは国の

けれども、これ予防的措置だというふうにおっし

や、ステージ三に相当するぞと、これ止めた方が

は、それは当然だと思うんですね。その上で、い
それが一つ目で、それで、ＧｏＴｏトラベル事

いいんじゃないかという判断を、今だと知事の方

定めでございます。

どういうことなのかということを伺いたいんです

業については、この分科会においても、ＧｏＴｏ

ゃられておりますが、予防的措置というのはこれ
が、ＧｏＴｏトラベルで感染するきっかけになり
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というふうに私は思っておりますけれども。

は、これ誰が考えてもそうなんじゃないだろうか

Ｔｏトラベルがきっかけになっているということ

けですから、感染拡大しないと。ですから、Ｇｏ

ね。そうじゃないと、そこに負荷が掛からないわ

感染するということが想定されているからですよ

に負荷を掛けてはならないということは、そこで

染拡大しているところに行って医療提供体制に更

それと、後のその予防的措置ですけれども、感

るということです。

いだろうかと、そういうことを私は申し上げてい

もそういう判断を示すことがあっていいんじゃな

から正式に要請来るのを待つわけですが、国の方

らっしゃるわけですよね。そうなると、どこでど

けれども、やっぱりその無症状の方もそもそもい

ている数字だというふうに私認識をしております

いればそこに連絡が入るということからつかまれ

その後の追跡調査で、そのホテルなどを利用して

所を通じて検査なども行って陽性だと分かれば、

るいは、帰宅された後に発症した場合などに保健

トなんかに連絡をして感染拡大が把握できる。あ

を崩された方がいらっしゃれば、その方がフロン

もそうですけれども、その宿泊したところで体調

私疑問に思っております。そもそもこの調査方法

の検査が十分されているんだろうかということを

どれだけ感染拡大しているのか。そもそも私、そ

○武田良介君 ＧｏＴｏトラベルの事業によって

こでＧｏＴｏトラベルを使ってと言ったら必ず宿

に行く、保健所で履歴を、行動履歴を調べる、そ

く、その病院で陽性と認定された方は必ず保健所

して、そこで症状が発症した方は医療、病院に行

後一週間とか十日ぐらいまでは捕捉をしておりま

わけです。無症状で帰られた方もチェックアウト

これは全部、全てにおいて数字として出てこない

ですね。これは、無症状の方が発症しなかったら、

を言われると風評被害を生むので、非常に困るん

○国務大臣（赤羽一嘉君） 推測でそういうこと

○武田良介君 じゃ、お願いします。

じゃ、まず。よろしいですか。

○委員長（江崎孝君） 質問を終わってください、

…（発言する者あり）

か。

うに思っておりますが、この点はいかがでしょう

私は余りにも小さ過ぎるんじゃないかなというふ

説明されてきておるわけですけれども、この数字、

というエビデンスはないというふうにこのことで

Ｔｏトラベルによってその拡大、感染が拡大した

した。百九十人ということでしたけれども、Ｇｏ

（発言する者あり）あっ、済みません、失礼しま

いうことでありましたけれども、そしてその……

ありました、四千万人のうち広く見て約九百人と

です。どうぞ。

○委員長（江崎孝君） まだ質問中です。質問中

ります。
（発言する者あり）

めないんじゃないだろうかというふうに思ってお

ってどれだけ感染拡大したのかということがつか

れはやっぱり、しっかりとＧｏＴｏトラベルによ

関連で確認されているだけだということでは、こ

千万人のうち百九十人の方がＧｏＴｏトラベルの

ども、検査がしっかりと行われていない下で、四

と、これＧｏＴｏトラベルだけじゃないですけれ

れだけ感染が拡大したのか分からない。そうする

と、そういう仕組みじゃないんです。

かげんな数字だみたいな。恣意的な余地が入るこ

も言いっ放しで言われたんですけど、それはいい

いることについて、昨日のちょっと予算委員会で

の全数は捕捉しております。その全数を捕捉して

ですから、百九十名ぐらい出ていますけど、そ

厳しくやっているんです。

そこでもうそこの参加資格は失うという、非常に

務局に報告をしなければそれは義務違反ですから、

泊施設に連絡がある、宿泊施設はそれを受けて事

思っておりますけれども、先ほど答弁の中にも

○国務大臣（赤羽一嘉君） なぜ小さ過ぎると感

○武田良介君 時間がちょっとありませんので…

ＧｏＴｏトラベルにかかわらず全てにおいてある

ただ、もちろん検査の限界性というのは、別に

じられているのか、私はよく理解できません。
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対して、それはちょっとひどい認識なんではない

真面目にやっている旅館やホテルの皆さんたちに

これは私にはどうでもいいんだけど、協力をして

みたいなことを言われるのは、ちょっとそれは、

わけで、そこをあたかもＧｏＴｏトラベルが全部

の、また感染が厳しいときは控えるなど、感染状

県をまたぐものもあれば、県内で旅行を楽しむも

状況は地域によって異なっております。観光は、

いうふうに思っておりますが、新型コロナの感染

とが感染拡大のきっかけになった可能性もあると

行き届くようにすること。四つ目に、持続化給付

こと。三つ目に、その際、小規模事業者に支援が

状況に応じ、地域ごとの事業にして国が応援する

Ｔｏトラベル事業はやめること。二つ目に、感染

しますが、次の五点であります。全国一律のＧｏ

ルの見直し、これを求めております。主に、紹介

この際、全国一律のＧｏＴｏトラベル事業を見

況に応じて様々な形態があるものだと思っており

取られていることは私も十分承知をしております。

直すべきではないかというふうに思っております

かと言わざるを得ない。

私が言いたいのは、社会的な検査も含めて私たち

けれども、いかがでしょうか。

続化給付金を改善した上で支給することもセット

金の第二弾など直接支援を組み合わせること。五

今提案しておりますけれども、そういう検査の体

○国務大臣（赤羽一嘉君） 今の御質問の中で、

にしてやっていくだとか、こういう観光業支援も

ます。

制をしっかり取ることが必要なんだということを

観光客が殺到しているところが感染状況がどうか

あるんだと、ＧｏＴｏトラベル事業だけじゃなく

○武田良介君 旅館、ホテルの皆さんが感染対策

私は訴えさせていただきたいというふうに思って

ということを丁寧に分析しないと、これは余りに

て、自粛と補償をセットにしたそういう支援もあ

つ目に、消費税の五％減税と中小企業の納税免除

おります。
（発言する者あり）

暴論ですよ。それを一把一からげで、まあもちろ

るんだと、こういうことも今行っていく必要があ

やっぱり、一時停止するということであれば持

などを行っていくこと。

○委員長（江崎孝君） 静かにしてください。

ん移動するから感染拡大のリスクが高まるという

ると、ここが大事だというふうに思っております。

○武田良介君 時間がないので先に行かせていた

ですから、そういう連関性を示していただける

地域ごとに支援策取っていくということも申し

るというふうに思います。感染が拡大してきたと

いる感染状況の評価というのもありました。先ほ

なら私は答えますけど、そうした連関性も示され

上げました。そこで、長野県の小さなお宿応援事

ことは、私はそこは否定しませんけれども、それ

どもありましたが、昨日の分科会でもありました

ない中で、何というか、印象論でそういうことを

業というのを一つ紹介させていただきたいという

だきますけれども、厚生労働省のあの専門家会議、

けれども、北海道だとか首都圏、関西、中部圏中

言われると、それは、観光庁の責任を持っている

ふうに思っておりまして、この事業を宿泊事業者

きには自粛と補償をセットにした休業も選択でき

心に顕著な増加が見られると、このままの状況が

私としてはそれは全く承服できません。

の方に知らせる長野県の観光部の資料もいただき

なりに一生懸命やって、数も出ていない。

続けば、医療提供体制と公衆衛生に重大な影響が

○武田良介君 いや、私、そういうことを言って

アドバイザリーボード、十一月二十四日に行って

生じるおそれがあるということも言われておりま

ました。

ｏＴｏトラベルキャンペーンは、主に旅行会社や

これ、見ましたら、趣旨には、国が実施するＧ

いるわけではありませんが、もう時間がないので
日本共産党は、今、全国一律のＧｏＴｏトラベ

先に進ませていただきます。

す。
この全国で深刻な感染状況になっているのは、
ＧｏＴｏトラベルが全国一律で進められてきたこ
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長野県の今の例示をもって全てＧｏＴｏトラベ

のものを言うつもりはありませんし、先ほど紹介

○武田良介君 もちろん、私も長野県だけで全て

れは困ると思いますよ、これをハンドルするとい

これらを利用していない宿泊施設のうち、特に小

ル全体が、制度がちょっと欠陥だみたいな、そう

した事業者以外にもあちこち聞かせていただいて

利用していただいている、それは非常にいいこと

規模な施設はキャンペーンによるメリットが及ば

いう言われ方も私はちょっと承服しかねるのであ

おります。ＧｏＴｏトラベル使っているところ、

インターネットの宿泊予約サイト（ＯＴＡ）を通

ないことが想定されますというふうにされている

って、確かに私たちの制度は機会は平等なんです

使っていないところ、いろいろ聞かせていただい

うのは。私は、それが私の発言でございます。

んですね。ですから、支援対象はＧｏＴｏトラベ

よ。感染拡大防止対策を取れるということが参加

ております。その中でたくさんの指摘もあります

だと思います。

ル事業の支援を受けていない事業者というふうに

する条件。その機会は平等、結果は努力している

じて宿泊、旅行代金の割引を受ける仕組みのため、

なっております。

○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。会

今日のところは終わります。

ので、また引き続き議論が必要だと思います。

それは否めない。

地域がやっぱり利用が進んでいるということは、

そこで、直接、登録事業者の方に聞いてみまし
た。収入ゼロの日が百日以上続いたということで

ただ、一つ申し上げておきますけど、当初は、

障害者にとって、地域で生活する上で社会的障

ありました。そして、この小さなお宿応援事業に

派を代表して質問いたします。

とか、旅館、ホテルに直接裨益できないというこ

壁が多く、交通のバリアは社会参加を妨げる重大

旅行代理店が全部やるとか、県民割引とか復興割

い手続もなく、請求も簡単なので使い勝手がいい、

とで、今回は直接契約するということもやってい

な問題の一つです。以前から問題となっているＵ

登録をされて、長野県が告知をしたり、あるいは

今回は、国民の交通アクセスに欠かせないＵＤ

うちの宿では小さなお宿事業の予算を使い切って

るわけです。ですから、そうしたことを配慮しつ

Ｄタクシーについて、障害者の視点から、様々な

引というのはある大手の旅行会社が全部仕切って

しまったので追加で用意してもらえば引き続き事

つ、中小、地元の皆さんの、零細な旅館を助けよ

障害を持っている障害者が利用しづらい現状につ

常連さんへの制度の紹介もされる中で約百人泊分

業を利用したいと、こういうお話でありました。

うとする長野県ですとかほかの県、それは非常に

いて、その問題点と改善すべき課題をお伝えし、

タクシーについて質問いたします。

こういう各自治体が行っているきめ細かな小規

いいことだと思いますが、それとＧｏＴｏトラベ

質問にしたいと思います。

やっていたんですよ。それだと、まさに中小です

模事業者にも裨益するような支援策を、これ今後、

ルを全部やめてそうしたものにというのはなかな

の利用があったということでありました。煩わし

国はこういう支援をどんどん応援していくと、こ

か規模的に難しいと思います。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 四十七都道府県全部

Ｔｏトラベルを全部やめて、各地方、四十七都道

ていただけるというなら賛成ですけれども、Ｇｏ

ですから、私は、両方うまく併せてうまく使っ

する障害者が健常者の人と同じようにタクシーに

配車されています。昔に比べれば、車椅子を利用

的には平成三十一年度末時点で一万二千台以上が

補助金が出され、この補助金制度によって、全国

ＵＤタクシーは、一台につき国から六十万円の

こが大事になってくるんじゃないかというふうに

でそれぞれやられております。それは併用も可能

府県に委ねるといったら、全国の地方自治体もそ

思いますが、大臣、いかがでしょうか。

で、いわゆるマイクロツーリズムになっている、
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を利用できるという状況にはまだ至っていません。

ての障害者がいつでもどこでも安心してタクシー

乗れるようになってとても助かっていますが、全

車椅子の近くに座席があり、とっさのときの介助

ルトもあり、介助者も真横ではありませんが私の

ーは、後ろから乗降し、前向きに乗って、固定ベ

のは、資料二の二のバネットでした。このタクシ

は横向きの乗車でもいいのでタクシーに乗りたい

ものもございまして、また、障害者の方々の中に

ってタクシーの中で前向きに転回できないという

他方、車椅子の中には、その大きさ、形状によ

のジャパンタクシー、日産のバネットとセレナ、

すが、ＵＤタクシーとして認定されているトヨタ

んなに優しい新しいタクシー車両と書いてありま

も利用することはできず、今回私が試乗するに当

なく、流しではないため、乗りたいときにいつで

して、バネットにおいては全国で約千二百台しか

しかし、ジャパンタクシーは約一万五百台に対

ます。

あるということを車両メーカーからも聞いており

さえることによりまして転倒を防止できる場合も

っても、助手席と後部座席で両側から車椅子を押

という声もございます。また、横向きのままであ

っております。

国土交通省のホームページには、ユニバーサル
を頼むことが可能でした。

それぞれに重度障害者の立場から実際に試乗をし、

たっては、さんざん電話してやっと乗せてもらっ

デザインタクシーとは、誰もが利用しやすい、み

利用状況を視察してきました。

このように、ＵＤタクシーは、まだまだ全ての

利用者の安全を確保できない場合もあると。そう

で、車椅子によってはそのような固定もできず、

この方法によって乗車できる車椅子もある一方

クシーに乗ってみたところ、私の利用している車

車椅子ユーザーが使いやすいといった状況にはな

いう場合には、運転者から利用者にそのことを丁

たという状況でした。

椅子は大型でリクライニング式の電動車椅子です。

っていません。その理由は、台数が少ないだけで

資料二の一を御覧ください。まず、ジャパンタ

運転席や隣の助手席を前にずらしてスペースを広

あり、車酔いを起こしてしまうこともあり、発車

れましたが、車椅子ごと乗ることで二重の揺れが

ず、固定ベルトも着けられていません。何とか乗

ないのですが、この場合の安全性は確保されてい

イニング式の車椅子は車内では横向きにしか乗れ

ジャパンタクシーには、大型の車椅子やリクラ

そこで、お聞きします。

○木村英子君 済みません。

ください。はっきりとお願いします。

○委員長（江崎孝君） 介助者の方は手を挙げて

る者あり）

があるというふうに考えてございます。（発言す

寧に御説明をして、御利用は控えていただく必要

してもらうことはできませんでした。また、運転

るのでしょうか、お教えください。

はなく、乗車する際の安全性が問題点があります。

手さんも、完全に固定できないので、横向きにし

○政府参考人（秡川直也君） お答え申し上げま

げても、車椅子が大き過ぎて前向きには回転でき

か乗れないお客様には安全上の観点からお断りさ

す。

両が全国に六十九台しかなく、さんざん探しまし

日産のセレナ車については、認定されている車

置を備え付けていることが記述してありまして、

うのがございまして、その中では前向きの固定装

ユニバーサルデザインタクシーの認定要領とい

ーというのは誰もが安心して乗れるということを

と難しい点もありますので、やっぱりＵＤタクシ

て、私が乗る場合には、特に隣に介助者がいない

なんですけれども、安全性というものも大事でし

をしないということを重視するということも大事

今お話ししていただきましたが、やはりお断り

せていただくこともあるとお話しされました。

たが、乗ることはできませんでした。

前向きに乗車していただくということが基本にな

唯一、私の大型の電動車椅子でも試乗ができた
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な大型の車椅子では利用していくことが困難であ

けて安全確保は保たれますが、しかし、私のよう

話しされたように、前向きに乗り固定ベルトを着

す。当然、車椅子の方が乗る場合にも、先ほどお

席に座りシートベルトを装着して安全が保たれま

ーだと思っております。健常者の方であれば、座

連れの方も安心して乗れることがこのＵＤタクシ

障害者も高齢者もベビーカーを利用している子

のことが全てできないので、ＵＤタクシーに乗る

う障害者の方もいます。私も介助者がいないと体

ないと意思が読み取れず危険な状態になってしま

見たり、文字盤や指文字など、介助者がそばにい

や言語障害がある場合、意思疎通が、目の動きを

です。頭や体を支えていないと体位を保てない方

は、介助者は命を守ってくれるとても大切な存在

私のように常時介護が必要な重度障害者にとって

レベル１では介助者についての記述がありません。

車椅子スペースの横に設置すると書いてあります。

同乗を念頭に置いて、車椅子使用者以外の乗客一

んですけれども、認定要領においては、介助者の

御指摘いただきました介助者の同乗についてな

ただいて作成したものでございます。

のを開きまして、そこで様々な観点から御議論い

ー、タクシー事業者などが参加した検討会という

けれども、これは障害者の皆様、あと車両メーカ

ユニバーサルデザインタクシーの認定要領です

す。

○政府参考人（秡川直也君） お答え申し上げま

目標に造られていると思います。

り、今後、構造上乗ることができないＵＤタクシ

っております。それに加えて、車椅子でより利用

名以上が乗車できることというのがまず基準にな

しかし、現在のＵＤタクシーのほとんどは車椅

しやすい車両として設定されているレベル２とい

際には必ず隣に介護者がいないと困ります。

国土交通省のユニバーサルデザインによる運送

子席の隣に介助者用の座席はなく、運転席の横の

ーの方が今現在は多い現状です。
の適切な実施の徹底という通知によると、車椅子

うのがございまして、この中では、車椅子利用者

の乗車時に介助者が利用できる座席を車椅子スペ

助手席に介護者は乗るしかありません。なので、
私とは実際には離れてしまいます。私が視察した

ースの横に設置するという基準も設けているとこ

が横向きで乗車しシートベルトや固定ベルトを着
けなくても道路交通法に違反しないので、運転手

ときも、パネット車だけに車椅子の近くに介助者

大型の車椅子利用者や高齢者などを含めて、誰

さんは車椅子のお客さんに対して乗車を断っては

様々な障害を持った人たちが利用しやすいＵＤ

もが利用できるタクシーとしてユニバーサルデザ

ろでございます。

かし、車椅子で横向きに乗る障害者の人は、いつ

タクシーに改善していただき、介助者がそばに乗

インタクシーに改善すべき点がないかにつきまし

の席がありました。

も不安を持ちながら乗っています。運転手さんに

れるＵＤタクシーを走らせてほしいので、再度質

て、今後も障害者、車両メーカー、タクシー事業

ならないということにすごく気を遣われます。し

その判断の責任を負わせるのは、やはり国交省と

問いたします。
国交省は、障害者から介助者を離した状態でし

ふうに思っております。

してちょっと無責任ではないかなと思います。
どんな形状の車椅子を使用している方でも、安

か乗れないような認定要領を作っていますが、こ

者と意見交換を継続して行ってまいりたいという

全と安心を保障してもらえる設置基準を検討して

レベル１の認定については、障害者の車のどこ

○木村英子君 ありがとうございます。
れない障害者の人のことはそもそも考えられて設

かに介助者が乗るということではあるんでしょう

れでは安全に乗れないので、介助者がいないと乗

次に、配付資料五を御覧ください。

計されたのでしょうか、お答えをお願いします。

いただけたらと思っています。
資料五の認定要領のレベル２には、介助者席を
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るということが一つ現状ではあります。

乗れるＵＤタクシーというのは本当に限られてい

造られていないと思います。ですので、まず私の

はほとんど配車されていません。というか、まず

が乗れるという規定については、今は、現在、車

けれども、そのレベル２の障害者の近くに介助者

乗るのに大変苦労しました。

んですけれども、なかなか見付からず、視察にも

ぞれの会社に二十件以上電話を掛けてお願いした

使えないとか、様々な理由で配車を断られ、それ

が固定されていて実際利用者さんが使いたい日に

とか、あと、ＵＤタクシーを配車する場合の曜日

タクシーを利用したくて、今後、電話を掛けても

り、車椅子を使用している障害者の人たちがＵＤ

約しやすい方法を今後新たに検討していただいた

るかないかしか走っていなくて、障害者の人が予

うに思っています。都内ですらバネットは百台あ

意味では今後改善をしていただきたいなというふ

もちろん存じているんですけれども、やはり実際

アリングも受けて作っていらっしゃるというのは

ユニバーサルデザインタクシー全体で一万二千台

○政府参考人（秡川直也君） 先ほど先生から、

か、お聞きしたいと思います。

今お話ししまして、大型の車椅子の人たちの、

次に、赤羽大臣にお聞きしたいと思います。

ます。

討なり改善策を考えていただきたいと思っており

通じないというようなことが生まれないように検

に私のような大型の車椅子が乗ったときに乗れな

ぐらいだということを御紹介いただきましたけれ

あるいはリクライニング式の車椅子などの状況を

国交省はこのような状況を把握しておられるの

いＵＤタクシーが存在しますので、やはり、この

ども、この中で後ろから乗車できる車種というの

もう一つ、障害者の団体の方を検討会等に、ヒ

検討会とか研修とかを行うときに、様々な障害を

お伝えしましたが、全ての車椅子ユーザーがＵＤ

っていない中で、これからも誰一人排除されない

は大体二千台ぐらいとなっております。残りの一
ですから、後ろから乗れるタイプというのは台数

交通のバリアフリーを実現していただきたく、今

持っている方、そして多様な形状を持っている車
車椅子を乗って重度の方だったり、あるいは医療

が非常に少ないということですので、今御指摘い

後も大型の車椅子の方が安心して乗れるＵＤタク

タクシーを利用しやすいというような現状には至

的ケアが必要で、医療機器を使ってそのＵＤタク

ただいたように、予約が非常に難しいという状況

シーの利用を改善していただきたいと思いますが、

万台強が横から乗車するタイプとなっております。

シーに乗られる方とか、そういう方の状況を踏ま

があるものだというふうに承知しております。

お考えをお聞かせください。

椅子の方の意見を聴取できるように、特に大型の

えた上で今後検討していただけたらと思います。

○木村英子君 ありがとうございます。
てもスムーズなんですけれども、予約もなかなか

そうですね、私も流しのタクシーに乗れればと

す。

合をお掛けしていることに大変申し訳なく思いま

○国務大臣（赤羽一嘉君） ＵＤタクシーで不都

次に、ＵＤタクシーの予約状況についてお話し
大型の車椅子、リクライニング式の車椅子が乗

受け付けられない状況の中で、ＵＤタクシーを利

シーと違い、予約しないと乗れないという状況で

ますので、予約状況をスムーズにするというのは、

そもそも、その台数が少ないという問題があり

いいのかという、そういう問題が一つあると。ち

われるみたいなことが堂々とうちの文書に載って

まずいんですけれども、まず、安全性が若干損な

したいと思います。
れるタクシーは認定されたバネットかセレナだけ

用するということが非常に難しい現状です。

した。運転手が例えばいないとか、あるいは、車

なかなかその台数も少なくて需要が少ないという

これ、ちょっと私もしっかり検討してみないと

でしたが、しかし、流しでも乗れるジャパンタク

はあるけれども講習を受けている運転手がいない
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ょっとそれ、確認いたします。
もう一つは、多分、ちょっとあれですが、バネ
ットが都内で二百台の状況だというふうに聞きま
したが、これですと、多分流しに出会うというの
は極めて難しいので、多分ちょっと予約の在り方
というのをやっぱり工夫するというのがまず現実
的な話なのではないかなと思いますので、まず、
ちょっと自動車局と全国ハイヤー・タクシー協会、
全タク連とちょっと連携をして、まず最初にでき
ることは、障害者の皆さん、特に大型の車椅子を
利用されている皆さんがスムーズにストレスなく
予約ができる、そういう仕組みを早急につくれる
ようにちょっと研究させていただきたいと思いま
す。ちゃんと報告させていただきます。
○木村英子君 ありがとうございます。今後とも
私たち障害者の人が乗りやすいＵＤタクシーの改
善をお願いしたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
○委員長（江崎孝君） 本日の調査はこの程度に
とどめ、これにて散会いたします。
午後三時十五分散会
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