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令和二年五月二十八日（木曜日）
（未定稿）
午前十時開会

たが、国土交通省としての具体的な支援策、そし

て様々な要望が寄せられていると思いますけれど、

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長（田名部匡代君） 御異議ないと認め、

大臣の決意を含めてお願いしたいと思います。

これからの具体的な支援策の考え方についても、

─────────────

○国務大臣（赤羽一嘉君） 今の御質問、国交省

さよう決定いたします。
○委員長（田名部匡代君） 国土の整備、交通政

全般というより運輸業界中心ということでよろし

○委員長（田名部匡代君） ただいまから国土交
委員の異動について御報告いたします。

策の推進等に関する調査を議題とし、質疑を行い

いでしょうか。（発言する者あり）全般でいいと

通委員会を開会いたします。
昨日、山田太郎さんが委員を辞任され、その補
ます。

欠として末松信介さんが選任されました。

言われるともうめちゃくちゃ多岐になるのでなか

なか、建設業界とかも含めるという意味じゃなく

質疑のある方は順次御発言願います。
○小沢雅仁君 立憲・国民．新緑風会・社民の小

─────────────
○委員長（田名部匡代君） 政府参考人の出席要

てよろしいですか。はい。

針におきましても、様々な感染リスク等それぞれ

運輸業界につきましては、今回の基本的対処方

沢雅仁でございます。皆さん、おはようございま
本日は一般質疑の機会を与えていただきまして、

す。

求に関する件についてお諮りいたします。
国土の整備、交通政策の推進等に関する調査の
ため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警

の大きな不安がある中で、国民の皆様方の最低の

と任務を本当に果たしていただいている、大変貴

ありがとうございます。限られた時間ですので、
まず、新型コロナウイルス感染症の影響により

重な社会的なインフラだという認識がございます。

察庁長官官房審議官田陽介さん外十六名を政府

まして、宿泊、旅行、航空、鉄道、貸切りバス、

しかし、他方で、移動を自粛するという中で、

暮らしと生活の基本の物流という大変重要な使命

タクシー、旅客、乗合バスなどに大変大きな影響

当然営業的には、業務的には大変状況は厳しい。

早速質問に入りたいと思います。

○委員長（田名部匡代君） 御異議ないと認め、

を与えております。国土交通省が四月三十日時点

ヒアリングをしても、運輸業界全般、それぞれの

参考人として出席を求め、その説明を聴取するこ

さよう決定いたします。

でまとめた関係業界の影響の資料を見させていた

業界、押しなべて前年同期比でいくと九割減前後

とに御異議ございませんか。

─────────────

だきましたが、本当に深刻な状況であると言わざ

というか、ほとんど今回は厳しい状況が続いてい

国土の整備、交通政策の推進等に関する調査の

しておりますが、関係業界の現時点での影響等に

その取りまとめから更に約一か月を迎えようと

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長（田名部匡代君） 参考人の出席要求に

るを得ません。

ため、本日の委員会にライフステーションワンス

ついて大臣にお伺いをしたいと思います。認識も

ておりますが、三つの支援方針ということで、一

まして、これは何回か繰り返しをさせていただい

全ての業界から様々な御要望をいただいており

ます。

るということの中だというふうに承知をしており

関する件についてお諮りいたします。

テップかたつむり共同代表・全国公的介護保障要

含めてお願いしたいと思います。
また、第二次補正予算が昨日閣議決定されまし

求者組合委員長三井絹子さんを参考人として出席
を求めることに御異議ございませんか。
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公共交通応援事業という事業メニューが入ってお

時交付金の中で、一次補正から入っておりますが、

時に、公共交通機関につきましては地方創生の臨

補正につきましては、需要の喚起ということと同

需要の喚起ということでありますが、今回の二次

関係省庁連携してやっていくと。そして三つ目は

に資金繰りの支援と雇用の確保、こうしたことを

だと。二つ目には、この間の事業を継続するため

しながら、現場の皆さんが安心して業務に専念で

計上したところでございまして、こうしたことを

いただけるような予算を全体で約百三十八億円を

ットとか、様々なそうしたことについても使って

行かせていただきましたが、運転席を防護するネ

いうか、対策費、昨日、実は関東バスの現場にも

するという意味で、感染防止対策の様々な、何と

つきましては、利用者と従業員双方が感染防止を

昨日閣議決定をいたしました第二次補正予算に

が今全力でマスクの配達を全国で行っているとこ

みて、私、郵便局出身ですけれど、私たちの仲間

それほど利益が出ませんが、こういった事情を鑑

くるということでございますけれど、正直言って

大体二十六億円、郵便局にこの郵便料金が入って

十二円です。四十二円で引受けをしております。

一通の引受けの郵便料金、御存じでしょうか。四

局が担っていただいておりますが、皆さん、これ

プラスという商品で今全国の御家庭に配達を郵便

われているものでございます。これ、実はタウン

今ここに持ってきましたが、アベノマスクと言

りますので、これ地方公共団体にとっては、最初

きるように、そして利用者も安心して利用できる

ろでございます。

ております。

にはどうしても医療の確保とか、あと事業、商売

ように、これ難しいんですが、三密を回避しなが

しかし、残念ながら、検品をした関係で郵便局

つ目には早期の終息を目指す、これは最大の支援

をやめていただいているための応援金とかという

ら業務を継続できるような、大変難しい二つの柱

りますとおり、五月中の配達が非常に厳しいと。

ことが第一義的にあると思うんですが、こうした

策、公共交通政策を再度つくっていかなければい

こういうときにどこに苦情が来るかというと、郵

への持込みが遅れて、配達も遅れて、報道にもあ

運輸局から各地方自治体を通してこうした公共交

けないんではないかと、こう思っているところで

便局に苦情が来ちゃうんですね、いつ届くんだと

を何とか切り盛りできるような、そういう交通政

通を応援することができますよということは徹底

ございます。

いう苦情が。感染防止対策を行いながら懸命に郵

メニューもあるということで、今地方の、全国の

させていただいております。

○小沢雅仁君 ありがとうございます。

三密を回避しながら市バスの有効利用ということ

付金を使って市バスを貸切りのように走らせて、

りますが、三密を回避するということで、この交

すが、熊本市の交通局では路面電車を走らせてお

たら有り難いという要望を申し上げておきたいと

テルなどにそういった制度を是非設けていただけ

省も、今本当に極めて厳しい、とりわけ宿泊、ホ

というのも設けておりまして、是非とも国土交通

農水省の方では農家に対する持続化給付金制度

生にも御理解を賜りたいというふうに思います。

の方で対応しているということも是非与野党の先

になっておりますので、大変苦労しながら郵便局

ね、十万円の、その郵便物も重なっての配達業務

便局の方では、これ今ちょうど、特定給付金です

具体的には、例えば、いい例だったと思うんで

をこの交付金を使ってフルにやっていただいてい

そのことを一点申し上げておきたいと思います。

自動車運送事業法の関係で少し質問させていただ

時間の関係上ちょっと順番を変えまして、貨物

いうふうに思っております。
なと。これは質問じゃございません。

そして、少し郵便局のことをちょっと触れたい

るということはもう大変いい事例じゃないかと思
いますので、こうしたこともそれぞれの地方自治
体で横展開していただければというふうにも思っ
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きたいというふうに思います。

事業用自動車の運転者の業務割の作成や休憩、睡

事業者に義務付けております。この運行管理者は、

ど、貨物自動車運送事業法は、選任する運行管理

と通知をされているということでございますけれ

警察庁では各都道府県の公安委員会からきちん

の知識を定期的にやっぱり習得していただく必要

いまして、なぜならば業務に必要な最新の法令等

ないということになりますと、これは問題でござ

確かに、監査に入りましてこの講習を受けてい

んと事業者の方で把握をしていただいて、講習を

眠などを含めまして、安全確保のため重要な役割

者については運行管理者講習を基本的には二年に

がある。運行管理者というのは非常に大事な業務

という規定になっているところでございます。

を果たしていると認識をしております。

一回受講させなければならないと。同じような講

の扇の要でございますので、したがってこれは処

受けていただくということにしております。

また、警察庁が所管する道路交通法は、自動車

習でありますけれど、平成二十四年四月の法改正

分ということになります。

○小沢雅仁君 ありがとうございます。

の使用者に対して、一定以上の台数の自動車を保

で運輸支局長から講習の開催を通知することが廃

貨物自動車運送事業法は、運行管理者の選任を

有する事業所において安全運転管理者の選任を義
止をされました。

特段、処分を今までやっておりますけれども、

務付けております。この安全運転管理者は、運行

これについて問題があるということは聞いており
ません。

そこで国土交通省にお伺いしたいんですが、こ
の運行管理者講習を受けさせなかった場合、事業

○小沢雅仁君 ありがとうございます。

計画や運転日誌の作成など、安全運転の指導を行

者に対して行政処分等が課せられることになって

ますが、この講習についてはどのような形で事業

の安全運転管理者講習会の参加を義務付けており

きたいと思います。

特段の支障がなかったのかどうか、お答えいただ

習を受けさせることになった考え方や、これまで

ついて質問をしたいと思います。皆さんのお手元

をお願いさせていただきたいと思います。

けさせるように、引き続き指導していただくこと

う重要な役割を果たしております。
そこで、警察庁にお伺いしたいと思いますが、

おりますが、事業者の責任において定められた講

者に対し連絡又は通知しているのか、教えてくだ

○政府参考人（一見勝之君） お答え申し上げま

に資料が配付されているというふうに思います。

是非、遅滞なく事業者の責任において講習を受

道路交通法では、安全運転管理者に対して年一回

さい。

す。

ことが定められております。この講習につきまし

会は安全運転管理者等に対する講習を行うという

道路交通法におきましては、都道府県公安委員

貨物自動車運送事業法に基づくものにつきまして

するということでございますけれども、私どもの

運転管理者講習につきましては通知があって受講

えまして、先ほど警察庁からお答えをされた安全

委員御指摘のように、平成二十四年に制度を変

す。

○政府参考人（島田勘資君） お答え申し上げま

方をお伺いします。

の具体的な考え方及び選定の方法について、考え

に思いますが、この国が委託をする民間事業者等

まず、経済産業省にお伺いをしたいというふう

そして次に、ゴー・ツー・キャンペーン事業に

○政府参考人（田陽介君） お答え申し上げま

ては、道路交通法上、自動車の使用者が都道府県

は、これは通知をしなくても、それまでは通知を

す。

公安委員会から講習を行う旨の通知を受けたとき

しなきゃいけなかった、通知をしなくても、きち

委員御指摘の需要喚起キャンペーンにつきまし

に安全運転管理者等に受けさせなければならない
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十六日でございますが、事務局の公募を開始する

症の終息状況にも十分留意をしながら、五月の二

間が必要であることも踏まえまして、コロナ感染

ども、本事業の実施に当たっては、一定の準備期

めに補正予算に盛り込んだものでございますけれ

ことで、地域の需要喚起や地域経済の活性化のた

するための希望になるので実施してほしいという

ンターテインメント業の方々から是非雇用を維持

大な影響を受けた観光業、飲食業、イベント・エ

適切にこの執行をしていきたいと考えております。

象商品を取り扱う旅行会社等の協力を得ながら、

すが、国内在住者を想定をしております。この対

まず、対象ということですけど、購入する者で

○政府参考人（田端浩君） お答えいたします。

答えをお願いしたいと思います。

ーポンと地域クーポンとの割合について、最後お

商品を購入した消費者の定義、それと宿泊割引ク

ょうか、最後にお聞きしたいのですが、この旅行

そして、今度は国土交通省、観光庁になるでし

いよいよ感染防止の中で新たな社会活動が始まっ

いと思います。緊急事態宣言が解除をされまして、

早速ですけれども、質問に入らせていただきた

問の機会をいただきましてありがとうございます。

○森屋隆君 共同会派の森屋隆でございます。質

たいと思います。

の実施を強くお願いしまして、私の質問を終わり

というふうに思いますので、一日も早いこの事業

に置かれている皆さんにとっても大変有効である

環境を整えてあげることが、今苦労、大変な状況

く旅行に行ける、そして飲食などに使えるという

こととしたところでございます。

また、割引の、旅行代金などの割引部分と地域

たなと、こういうふうに思います。この間、本当

ていただきたいというふうに思っています。

この事務局の選定につきましては、事業の円滑

共通部分の割合というところでありますが、七割

に、赤羽国交大臣始め国交省の皆さんに本当に現

ては、新型コロナウイルスの感染症により特に甚

な執行の観点から、本事業の実施方法やスケジュ

程度を旅行宿泊料金の割引というものに充て、三

る知見を有しているかといったような審査基準に

というような方向で調整を行っております。

割程度を地域共通クーポンとしてこれは付与する

まずは本当に感謝を申し上げます。昨日も関東バ

場対応、現場の目線で対応していただいたことに

ありがとうございました。

ールは妥当か、あるいは本事業の関連分野に関す
基づきまして、第三者の有識者で構成される委員

業省などの関係省庁のホームページにアップされ

○小沢雅仁君 既に公募が始まりまして、経済産

こととしてございます。
（発言する者あり）

して付与すると、こんなようなイメージになるよ

千円は共通クーポンとして、地域共通クーポンと

で七千円ぐらいは代金の割引ということ、残り三

援をいたしますが、そのうち七割部分ということ

品でありましたら、その半分の一万円を国費で支

付けないと危ないということで、そういった注意

大分、少し息苦しかったり、外ではちょっと気を

が、今はこの夏に向けてしているということで、

うか、一つはこのマスクだと思うんです。マスク

それで、新たな習慣というか、社会的習慣とい

スの方へ視察行かれたということで、本当にあり

ているのを、資料を印刷してみました。

うに今調整をしております。

喚起も厚労省の方からも出ているのかなと思いま

例えば、一泊二日で二万円というような旅行商

円、三千九十五億円という巨額な事務委託費にな

○小沢雅仁君 このゴー・ツー・キャンペーン事

すけれども。私はバスの運転手の経験をしていた

会で審査を行い、客観性を確保した上で決定する

っております。今も変な業者に任せるなよという

業、業者が選定をされてから実施までにそれ相応

ということで、実はこのバスの運転席というのは

がとうございます。

声が飛んでいましたけど、全くそのとおりだとい

の期間が掛かると思います。是非とも、一日も早

びっくりしたのが、事務委託費が三千九十五億

うふうに思いまして、しっかりと業者選定を行っ
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ールのカーテンなどもやりましたから、実は、少

まあ暑くてですね。それで今回、感染防止でビニ

非常に暑いんですね、この首から上がというか、
だきたいと思います。いかがでしょうか。

んだろうなと思います。ここも是非検討していた

ル板でしっかりとしたものを私は作った方がいい

環として通知をさせていただければというふうに

しょうかというのを、これも新しい生活様式の一

クールビズの取組をやっていただいてはいかがで

ておりますので、私どもから、脱帽を始めとする

また、運転席への感染防止スクリーンあるいは

○政府参考人（一見勝之君） お答え申し上げま
私ども国土交通省では、今年の一月以降、バス

アクリル板、アクリル板の方がよいのではないか

し極端に言いますとビニールハウスにいるような

事業者の皆さんに対しまして、新型コロナウイル

というのは、昨日、大臣にバスを視察いただいた

考えておるところでございます。

らいあったときに、まあちょっと先輩から、この

スの感染防止のために、外気導入による車内換気

ときもそういう話も出ておりました。これにつき

す。

夏本当に帽子をかぶって乗り越えられるか心配だ

の実施や、あるいは運転席への感染防止スクリー

ましては、先般の一次補正にその支援について盛

形で、ゴールデンウイーク中、すごい、三十度ぐ

という話が幾つかあったんです。

ン、この感染予防対策を要請してきたところでご

り込んでおりますし、昨日閣議決定をされました

御指摘のように、これから夏を迎えるに当たり

そして今、クールビズ、スーパークールビズで、
帽子を取ってこの期間だけは運行しているという
ざいます。

ぐらいかなと思っているんですけれども、今回こ

まして、昨日も大臣に視察をいただきましたが、

こういったことを通じまして、私ども支援をし

ます。

二次補正予算でも盛り込んでいるところでござい

のが公営も民営も含めて全国的には六割から七割
のコロナの関係で、新たな社会的な常識というか

非常に暑くなってくるだろうと思います。運転手

っかりやっていきたいというふうに思っておりま

認識という中でいろんなものが変わってくると思

の健康管理、重要でございます。熱中症の対策が

道路運送法では、実は平成十八年まで法律の規

います。是非、健康管理と安全輸送の観点から、

と安全を重視していただいて、国交省の方からも

定で制服の着用を義務付けておりましたが、これ

次に、今インバウンド需要がない中で、国内の

す。

是非、注意喚起とそれを促すような状況をつくっ

は廃止をされております。私ども調べてみますと、

需要喚起、本当に大事だと思います。先ほどもあ

重要になってくるということで、これは新しい生

ていただきたいと、こういうふうに思います。

クールビズ期間中、シャツは半袖でもいい、ネク

りました、一泊二日で旅行をしていただいて、需

いろんな昔のバスの運転手さんのイメージという

そして、もう一つありました。このビニールカ

タイはなしでいいというのはほとんどのバス会社

要を喚起していただく期待をしています。その中

○森屋隆君 ありがとうございます。

ーテン、この各事業者で感染防止のために緊急的

でありますが、実は制帽、大手の十社調べてみま

で、私が思うには、なかなかこの休みも取れない

活様式の一つであろうと思ってございます。

に作りましたから、これ少しお金掛かりましたけ

したら、七社では着用しなきゃいけないと、こう

方もやっぱりいると思いますから、是非この地域

のはあるんだと思うんですけれども、まずは健康

れども、是非、予算取れたということで、この作

いうふうになっております。必ずしもそういうこ

の鉄道やバスを利用していただいて、そして地域

本当にこの夏も猛暑になるということですから、

ったときの予算の支援もしていただきたいんです

とでなくてもいいのではないかというふうに思っ

本当に有り難い御答弁だと思います。

けど、この夏の感染力が弱いときに、このアクリ
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

のものを補填して、普通の生活の中で買物とかそ

に、二万円自分がタクシー券を買って、そこにそ

あるかもしれませんけれども。例えば、タクシー

けないような状況が田舎にはあります、都会にも

も、私は、例えば年配者の方がふだん買物にも行

ていただけるかちょっと分からないんですけれど

これは当然だと思いますけれども、これは検討し

て、やはりその準備には少しこれ時間掛かると、

それで、今日の午前中に国交の部会もありまし

す。

ジも是非多くつくっていただきたいと思っていま

メニューというんでしょうか、そういうパッケー

の中での食事だったりとか、そういった日帰りの

うものも対象にしておりますし、修学旅行も対象

いうもの、貸切りバスなどを使って行く、こうい

御指摘いろいろございましたが、日帰りの旅行と

ようと、こういうようなことであります。また、

ということでいろいろな地域での消費を喚起をし

引と、先ほども申し上げました地域共通クーポン

って旅行に行くという旅行商品なんかの場合の割

それで、ゴー・ツー・トラベル事業、休みを取

いくということの目的、政策意図でございます。

していただいて地域経済活性化、需要喚起をして

ラベル事業ということで、いろいろ地域で消費を

○政府参考人（田端浩君） このゴー・ツー・ト

いと思います。どうでしょうか。

いろんなメニューをそろえていただければ有り難

しくお願いします。

いうふうに思います。期待をしております。よろ

できるようなものにしていただきたいなと、こう

ら、やっぱりそういったところにもやっぱり活用

すから、ほとんどゼロに近いような状況でしたか

この期間、本当に通学通勤というのはないもので

すね。大井川鐵道さんなんかもそうですけれども、

けをメーンにしているような鉄道も割と多いんで

鉄道、特に鉄道が多いんですけれども、観光だ

○森屋隆君 ありがとうございます。

げていきたいと、こう思っています。

対象にどんどんなっていただいて支援の対象を広

た三割ぐらい、ここの分行くというところの使用

上げました地域の共通クーポン、先ほど申し上げ

そして、もう先日の本会議でも大臣の方から本

ういう移動に使うことができないのか、あるいは、

にということで、幅広くいろいろ対象としては考

の公共交通が本当に大変な状況になりました。自

ＰＡＳＭＯやＳｕｉｃａや地元の交通系のカード

それで、地域共通クーポンを使う場合でござい

粛の中でも、やはりある一定程度の輸送量を確保

当に力強い御答弁いただきました。この間、地方

ァの国からのものを足し込んでいただいて、地元

ますけれど、この場合は、この使用が可能になる

して安定的な輸送をしていかなければならないと

えていきたいと思っています。

の公共交通を利用して、地元のところで食事だっ

メニューの中に、公共交通機関もメニューの中に

の中に、二万円チャージすればそのプラスアルフ

たり、地元のホテルでもいいですよね、そういっ

背負ってまた働いている人も、自分たちも医療従

いう、そうでなければ更に地域がやっぱり疲弊し
また、バスや鉄道などの各地域の、各地域での

事者と同じように感染の危険もありながらエッセ

入りますので、是非登録をして、ここは幅広く募

とがないように是非してもらいたいと思います。

この公共交通機関につきましては、周遊切符とか

ンシャルワーカーだというその誇りを持ってやっ

たところに使えないか。満遍なく、お金があって

前々回だと思いましたけれども、浜口先生の方

フリー切符などがここは宿泊とセットされている

てきたということが、本当に私もその現場で働い

てしまうということもあって、その社会的使命を

から修学旅行にも使えるかというようなお話があ

商品なんかが多いと思いますが、こういう場合は

ていた一人として、本当にみんなのこの間の努力

集をしたいと思います。

ったものですから、それは大丈夫だろうという御

当然そこを使われるということとともに、今申し

休みが取れる人だけが何回も何回も使うようなこ

答弁だったと思います。是非、大きな感覚の中で
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

そして、もう一つですけれども、今回、私は、

いしたいと思います。

非ここに力を入れていただくことをよろしくお願

が倒れてしまっては元も子もありませんから、是

としても、このコロナの状況で地域の鉄道やバス

いただくということで期待をしておりますし、何

定された中で、いよいよそこにこの予算を充てて

そんな中で、今回、第二次の補正予算が閣議決

国交省の皆さんに本当に支えていただきました。

なテーマになったと思いますが、それが相当この

関の在り方、維持の仕方というのがやっぱり大き

人口減少化が続くと、将来的にはその公共交通機

とが顕在化したと、このまま行っても少子高齢化、

は、この感染症の対策、問題があってそうしたこ

きの答弁もさせていただきましたが、ある意味で

○国務大臣（赤羽一嘉君） 先ほどの御質問のと

しくお願いします。

があればお聞きをしたいと思います。どうぞよろ

こういったところを是非、赤羽国交大臣の見解

も含めて、やっぱり成り立たないとその大きな使

じゃなくて、その運賃の在り方とかそうしたこと

になっておりますので、今、基金云々ということ

いうのはやはり検討をしていただこうというふう

会について、今後の公共交通機関の維持の仕方と

五年間の次期計画を策定するべく、交通政策審議

作っておりますので、これ来年度からのおおむね

交通政策基本計画というのを五年ごとにおおむね

が、いずれにしても、交通政策基本法に基づいて

今言われた基金のことがすぐお答えはできません

ての維持するというのは非常に難しいわけでして、

三密を回避するということと、このビジネスとし

飛行機や都市鉄道、ＪＲさんも私鉄大手もありま

コロナウイルスのことで前倒し、目の前に突き付

命と責任を果たしていただけないことになります

いうふうにも思っています。

すけれども、こういうところも大分影響を受けま

けられているんだと思います。

が本当に誇りに思っています。本当に、大臣始め

した。大きなインパクトがあったわけであります、

中長期的には考えていった方がいいんじゃないか

つこの安定輸送を図るために基金みたいなものを

は、社会基盤を支えるこの交通というものを、一

発生するか分からないということを考えれば、私

そしてまた、いつこのウイルスでこういう状況が

うな輸送力というのは多分ないんだと思うんです。

うというような動きもありますから、今までのよ

社会というのはテレワークなどを中心にしていこ

連合、経済同友会、それぞれの御代表の皆さんに、

当大臣とともに、経団連、日本商工会議所、また

実は、近々、経済産業大臣と厚労大臣と西村担

いうわけにはいかないので、どのぐらい減るのか。

中小企業は、また製造業はなかなかテレワークと

かなかいかない部分もあると思いますし、多くの

思いますが、学校はテレワークというわけにはな

ではありません。テレワークは多分増えるんだと

ニューノーマルでどうなるかというのはまだ定か

いただくための働きかけや調整に省を挙げて取り

業者に政府の各種支援策、これを最大限活用して

をしっかり発揮していくことができるよう、各事

ービスが引き続き社会の重要インフラとして機能

国土交通省におきましては、地域の公共交通サ

げます。

公共交通に対する対応につきまして御答弁申し上

○政府参考人（瓦林康人君） 私の方から、地域

と思います。

けれども、しっかりと検討をさせていただきたい

ので、そうしたことを、大変重い課題であります

なと思っているんです。これは、検討していただ

時差出勤とテレワークというのは三密を回避する

組んでいるところでございます。

先ほど申し上げましたように、今後のいわゆる

けるかどうか分からないんですけれども、そうい

ために継続をお願いするということを近々また依

当然ではありますけれども。そして、今後新たな

ったものが必要だと思います。これは、国民のコ

頼に行こうと思っておりますが、いずれにしても、

特に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

ンセンサスも私は取れるんじゃないかなと、こう
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

用事例集の中で公共交通応援事業ということで具

時交付金につきましては、地方公共団体向けの活
○森屋隆君 ありがとうございます。

の時間ですので。

てＰＣＲ検査、これをもっとしっかりやっていこ

人工呼吸器ですとか、あるいは病床の確保、そし

りも更に高い。第二次補正で見ると、一人親の御

うと、この予算が一千四百九十億円です。それよ

○浜口誠君 立憲・国民．新緑風会・社民の浜口

家庭の低所得の親御さんを支援する、これの予算

終わります。ありがとうございました。

活用した地方公共団体による交通事業者に対する

誠でございます。今日はよろしくお願いしたいと

体的な活用方法をお示ししておりまして、これを
支援が円滑かつ幅広く行われるように、現在、地

が第二次補正では一千三百六十五億円計上されて

いますけど、もう今言ったやつ全部足してほぼ三

思います。
まず、冒頭、事前に通告していないんですけど、

方運輸局等を通じまして、都道府県、市町村等へ
積極的な情報共有あるいは働きかけをしていると

第二次補正予算案におきまして、地域鉄道、地域

ましたが、これに加えまして、今般の令和二年度

また、先ほど自動車局長からの答弁にもござい

少し私自身感じたことありますので、大臣の御所

いてヒアリングをさせていただきました。二点、

まして、その中でゴー・ツー・キャンペーンにつ

りましたけれども、会派の国土交通部会がござい

者さんに手数料という形で実際に委託をして、観

その事務局に渡すんだったら、それぞれの旅行業

ないんじゃないかなというのを正直感じました。

るというのは、やっぱりいろいろ考えなきゃいけ

こんなに多くの予算をその事務局だけに投入す

千九十五億円。ちょっと超えますけれども。

バス、生活航路、地域航空の各事業者を対象にい

見があれば、後ほど御所見をお伺いしたいなとい

光業に関わる皆さんにそういった予算が行き渡る

今日、今朝、先ほど来同僚の先生方からもお話あ

たしまして、十分な感染拡大防止対策の下での運

うふうに思っております。

ころでございます。

行を確保していくことができるよう、駅、車両等
度を上げないように配慮をした運行等の実証事業、

じゃないかと。全体のゴー・ツー・キャンペーン

全体事務局の経費がやっぱり余りにも掛かり過ぎ

ども、これからゴー・ツー・キャンペーン、大事

もう一点、二点目は、先ほどもありましたけれ

ようなスキームを考えていくべきじゃないかなと

これに要する経費に対する支援として約百三十八

の予算は一兆六千七百九十四億円あるんですけれ

な要素はあると思います。早くやってほしいとい

一点目は、小沢委員の方からありました、要は、

億円を計上したところでございます。

ども、今日の説明ですと、全体事務局の計上され

う意見も多いと思います。ただ、今日の御説明で

の設備の衛生対策でありますとか、車内などで密

今後におきましては、これらの支援策を各事業

ている予算は三千九十五億円。これ、上限とは言

いうのが一点です。

者の実情に合わせて積極的に御活用いただけるよ

すと、やっぱり準備に二か月ぐらい掛かると、だ

ありました。政府の今後の移動の緩和基準は、六

っていましたけれども……（発言する者あり）え
実際、補正予算の中でどれぐらいの、ほかの三

月の十九日から県をまたぐ移動はオーケーという

う働きかけるとともに、需要の回復動向でありま
把握しながら、各種の公共交通サービスの確保、

千億円近い予算ってどれぐらいあるのかなと見た

ことになりますので、やっぱりそのぐらいのタイ

から早くて八月ぐらいじゃないかという御説明が

維持が図られるようしっかりと取り組んでまいり

ら、アビガンとかワクチンとかの開発費、アビガ

ミングで、本来であれば一気呵成に観光需要を盛

え、一八・四％です。もう二割近いんですね。

ます。

ンの確保、これで六百五十五億円ですね。さらに、

すとか、それによる経営への影響等をきめ細かく

○委員長（田名部匡代君） 森屋隆さん、申合せ
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

の目的が実行できるように対応していく必要があ

間というのは極力前倒しをして、本来のこの政策

が掛かる可能性もありますので、是非この準備期

おこうという逆に消費を押さえ込む逆のバイアス

こうと、県をまたぐ移動はできるけど今は控えて

ンがあるんだったらそこまで旅行行くのやめてお

摘ありましたけれども、ゴー・ツー・キャンペー

し、消費者の心理からすると、今日の部会でも指

ついてはスタートできないということになります

というと、その時点ではまだこのキャンペーンに

でも、今のタイミングでいうと、二か月掛かる

と思います。

り上げるといったこともやっぱり考えた方がいい

いますが。

ことがないようにということを思ったわけでござ

いうことですので、我々の中ではそこはそうした

ケージの部分も従来ある、それはそれで使えると

手も中小も一緒ですけど、旅行代理店経由のパッ

使えると。もちろん、大手の、大手というか、大

しているというスタイルも残してこのクーポンは

うに、この仕組みの中で、従来旅館に直接契約を

が随分多いので、それはそのことを侵食しないよ

の中で、旅館が直接予約をされているケースの方

ら随分いただきました。ですから、今回の仕組み

しいんじゃないかという話は、これは実は現場か

理店が全部関わってコミッションで取るのはおか

その間を埋めるような形で、一万円のクーポンだ

時交付金の中で、もう実はいろんな地方自治体で

というような動きが出ないように、地方創生の臨

このゴー・ツー・キャンペーンがあるから待とう

っしゃるように、夏以降の方が、半額というか、

同時に、その間何も、じゃ、できないのか。お

動させるということでございます。

境だということをゴーサインが出れば、それは発

の皆さんがその時点で都道府県をまたぐような環

はなくて、粛々と準備に入って、もちろん専門家

できるのか六月中にできるのかというのは定かで

と思っているので、これは八月にするのか七月に

りますが、私は準備ができ次第速やかに始めたい

って出すという、こうしたことも認められて、実

ったら三割、地方自治体を、この臨時交付金を使

僕もしていませんけれども、人を雇って新しい専

際手掛けられているところもありますので、そう

多分この三千九十億というのは、ちょっと精査、

この二点を今日の部会の中で感じましたので、

門の事務局を立ち上げるということの経費だと思

ると。
大臣、御所見がありましたら是非お聞かせくださ

もう一つは、このゴー・ツー・トラベルについ

したことで、旅行、旅行という雰囲気が出てくれ

私、その三千九十五億円ということ、詳細は伺っ

ては、予算委員会でははっきり言って各野党の皆

いますので、ちょっと詳細は経産省に聞いていた

ておりません。これは、ゴー・ツー・キャンペー

さんからは、時期尚早だと、こんな計上するなと

いうことだと思います。

い。

ンというのは全体で経産省が取りまとめておって、

いうふうに言われていたのに、今早くやれと言わ

○浜口誠君 是非、旅行業界あるいは観光業界の

ば、そうしたことを地方自治体の独創性でこの交

その立ち上げの事務局の人とか相当雇うことにつ

れても若干戸惑いがあるんですが、当初から相当

方からの期待値は高いという御説明はこれまでも

だければと思います。

いての経費だと思いますので、ちょっと経産省が

期間掛かるというのは、これは大きな仕組みです

大臣からお伺いしておりますので、しっかりとこ

○国務大臣（赤羽一嘉君） ちょっと済みません、

いれば、私の所管じゃありませんので。

ので、ですからその空間というような懸念は当然

の予算を執行するのであればより早いタイミング

付金を活用していただいてやっていただけるとい

国交省について、ゴー・ツー・トラベルのこと

あります。八月とか七月とかいろいろ言われてお

今聞かれたこと、私のお答えできることはそう

うのが対策なのではないかと。

において、旅行代理店、国交省的に言うと旅行代
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

思います。

で対応していただくことをお願いしておきたいと

○政府参考人（達谷窟庸野君） お答え申し上げ

厚労省の見解をお願いします。

だきたいなというふうに思っておりますけれども、

りと向き合っていただいて、常に改善をしていた

したので、最も活用される休業という形で最も御

で非常に大部であるというような御意見がありま

しては、休業や教育訓練など網羅的なマニュアル

きました。私ども、雇調金のマニュアルにつきま

あと、マニュアルにつきましてもお話をいただ

きます。

じゃ、通告してある質問の方に入らせていただ
ます。

依然として、雇用調整助成金、雇調金について

あることは承知してございまして、これまでも申

皆様から申請書類の書き方が難しい等の御意見が

雇用調整助成金の申請におきまして、事業主の

ころでございます。

つきましては簡易なマニュアルを作成していると

活用、雇調金、いただいているんですが、これに

まず最初に、雇調金の関係について、今日は厚

は、申請の手続あるいは申請書類等の簡素化に対

請手続の簡素化等を進めるなど事業主の皆様の負

労省の方にお見えいただいていますので。

する要望は強いです。実務レベルでも、休業の実

担の軽減に努めてきたところでございます。

ども、コールセンターを今設けてございまして、

あと、ワンストップの相談につきましては、私

績だとか教育研修の実績を提出しないといけない、

事業主の皆様からの相談に対応しているところで

のの貼付けができないというような御指摘がござ

いずれにいたしましても、引き続き、事業主の

今委員御指摘がございました休業や職業訓練に

であったり、あるいは、マニュアル自体が休業用

います。この貼り付けられるその元データがちょ

皆様からの御意見、御要望をお聞きしながら、申

そういうフォーマットがエクセルシートであるん

と教育研修用で一緒になっていて非常に分かりづ

っと事業所によって違うものですから、そのよう

請手続に係る負担の軽減に努めてまいりたいとい

ございますが、ワンストップとしてしっかり対応

らいと、もっと分けて分かりやすいマニュアルを

に貼り付けられないというケースもあるというふ

うふうに考えてございます。

係る所定の様式がございまして、その中で、実績

提供してほしいですとか、さらには、いろいろ相

うに承知してございますが、そもそも、その所定

○浜口誠君 是非、現場の声をしっかり受け止め

ですけれども、そのエクセルシートに企業が持っ

談をハローワーク等に電話で掛けたりするんです

の様式で私ども定めておりますが、所定の様式に

ていただいて対応いただきたいと思います。

できるように、そのコールセンターの機能の向上

けれども、やっぱり分かる方がいらっしゃらなく

記載されている事項が載っている書類であれば、

野党の共同会派でも今度、新型コロナウイルス

一覧表にエクセルシートで提出いただくというも

て、結構たらい回しになってしまって、なかなか

その所定の様式にこだわらずに、その各事業所で

の支援に関する手続等の迅速化を図る法律案を今

ているデータがそのままコピーできなくて入力作

聞きたいことがタイムリーに聞けないと、ワンス

お持ちの書類をお出しいただければ、それで私ど

国会で提出しようということで準備もしておりま

に努めてまいりたいというふうに考えてございま

トップで相談を受け付けるような窓口をつくって

も受理させていただくということでございますの

すので、しっかりと取り組んでいただくことを重

のがございまして、そのまま事業所で作られたも

ほしいとか、いろんな要望が現場からも上がって

で、この点についてはしっかり周知してまいりた

ねてお願い申し上げたいと思います。

業に大変時間掛かるとか、そういう実務的な要望

きていますので、是非、厚生労働省においては、

いというふうに考えてございます。

す。

そういった現場の皆さんの困り事に対してしっか
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

にリーマン・ショックのときは二千八百億円ぐら

う御説明ありましたけれども、航空業界も、まさ

割以上の減収、非常に大きな影響が出ているとい

冒頭、赤羽大臣の方からも、運輸業界、もう九

便数も旅客数も当然こうした政策の中であります

○国務大臣（赤羽一嘉君） 現在、各航空会社の

赤羽大臣、いかがでしょうか。

だきたいというふうに思っておりますけれども、

していく、更に踏み込んだ対応を是非御検討いた

料税、こういったものをもう減免していく、免除

し上げた空港使用料ですとか、あるいは航空機燃

っかり前向きに検討していくということはお約束

う適時適切にという表現になりますけれども、し

込まなければいけないのかというのは、これはも

移していくのか、悪化していく場合にはどう踏み

というふうには承知もしておりません。

必ずしも航空会社、本邦の航空会社が望んでいる

国が踏み込んで投融資みたいなことというのは、

では、続きまして、航空業界に関してお伺いし

いの減収だったようですけれども、今回は二兆円

ので大幅に減少しておりまして、我々が認知、ヒ

したいと思います。

たいと思います。

を超える減収になるという、もう過去にない危機

アリングしているのは、二月から五月の中で業界

○浜口誠君 ありがとうございます。

料税については、もう日本の航空会社のみが払っ

応いただきたいと思いますが、とりわけ航空機燃

是非、事業者の皆さんの意見も聞きながら御対

そうしたことの中で、これからの状況がどう推

的な状況に陥っているというふうにも伺っており

全体で約五千億円の減収を見込んで、経営状況、

もうよく御存じのように、これまでも、着陸料、

す。

大変悪化しているというふうに承知をしておりま

ます。
そんな中で、今政府としても、空港の利用料で
すとか、あるいは航空機燃料税等の支払の猶予と
いうのはしていただいていますけれども、やはり

ている税になりますので、やはり今後、国際的な

競争が厳しくなる中において、日本の航空会社に

航空機燃料税の支払猶予、また日本政策投資銀行
の危機対応融資の活用をしていただいて、当面の

足下を見ても非常に危機的な状況ですし、これか
ら中長期にわたって今回の影響が長引く可能性も

がありますので、とりわけこの航空機燃料税につ

とってはやっぱり重い負担に、足かせになる、日
これ、我々も日本の航空会社とは綿密に連携を

いても、減免等の御対応については、事業者の皆

資金繰りは回っているものというふうに承知をし

海外においては、アリタリア航空、イタリアの

取りながら、大事な機関でありますし、経済再生

さんからの意見も踏まえつつしっかり対応いただ

ありますので、今の対応ではやっぱり不十分とい

航空会社を国有化するとか、あるいはエールフラ

のときになくてはならない重要なインフラであり

きたいというふうに思っております。

本の航空会社しか課されていない税というところ

ンスだとかルフトハンザは、もう政府が八千億円

ますので、しっかりと当事者の話を聞きながら最

ております。

だとか一兆円近い公的資金を投入してサポートし

大限の対応をしていくと、これに尽きるわけであ

う声も多くいただいております。

ようと、こういうそれぞれの国のまさにナショナ

ります。
いと思いますし、外国との比較をよくされる方多

国策、国有化してほしいなんて多分思っていな

産とか、あと事業用の家屋、これについては令和

定資産、そのうちの償却資産、設備とかの償却資

今、もう既に中小の事業主の方に対しては、固

お伺いしたいと思います。

続きまして、固定資産の関係についてちょっと

ルフラッグを、自分たちの国の航空会社を守ろう
是非、日本においても、いろんな今やられてお

いんですけど、それぞれ国の事情も違いますし、

という取組が加速しております。
る一時的な猶予ということではなくて、先ほど申
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

三か月間の収益が対前年でもう五〇％を超えるよ

月から十月までの収益状況によりますけれども、

三年度の固定資産税とか都市計画税が、今年の二
付け等の資金繰り対策の活用によりまして、全て

整助成金の拡大措置、日本政策金融公庫の特別貸

ましては、関係省庁と共同いたしまして、雇用調

んですけれども、自動車税ですとか軽自動車税、

これなぜ、自動車は償却資産と同等になると思う

は中小企業において減免になっていますけれども、

です。一般の企業においても、自家用の車を営業

あるいは自動車重量税、自動車に掛かる税金につ

先ほど御説明申し上げました新型コロナウイル

車両としてたくさん保有して使っておられるとこ

の公共交通そして物流事業者を対象として、雇用

これは、やっぱり中小だけではなくて、これだ

ス感染症対策地方創生臨時交付金の地方公共団体

ろもあると思います。そういったところからする

うなときはもう全額免除、三割から五割のときに

け経済の影響が広がってきている中では、企業規

向けの活用事例集の中での公共交通応援事業であ

と、自動車に掛かる税金何とかしてくれと、こう

いてはこれ対象になっていないと伺っております

模を問わず、この固定資産税、都市計画税の償却

りますとか、あるいは今般の補正予算の、先ほど

いう声も多くいただいておりますけれども、是非

の維持と事業の継続に取り組んでいるところでご

資産に対する対応、減免というのはやっていく必

御紹介申し上げました、この十分な感染拡大防止

この自動車についても償却資産と位置付けて減免

は半額免除というような、そういう施策が打ち出

要があるんではないかなというふうに思いますけ

対策の下での運行を確保していくことができるよ

をするべきではないかなと思いますけれども、い

けれども、タクシー業界もバス業界も大変厳しい

れども、政府の見解をお聞かせください。

うにするための様々な取組に対する支援としての

かがでしょうか。

ざいます。

○政府参考人（瓦林康人君） お答え申し上げま

百三十八億円、こういったものを活用しておりま

されております。

す。

また、物流でございますが、物流につきまして

経営環境に置かれているということでございます。

置付けられている中で、いずれも、事業も厳しい

と社会の安定の維持に不可欠なサービスとして位

方針に基づきまして、国民の安定的な生活の確保

しては、先ほども申しましたが、この基本的対処

し上げさせていただきますが、公共交通につきま

るよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えて

用され、公共交通、物流の機能の維持が確保され

ら、政府そして国土交通省の支援措置が幅広く活

を中心に関係業界の状況をきめ細かく把握しなが

引き続き、この困難な状況に直面している事業者

いう形での御要望は承っておりませんけれども、

企業ではなくてというお話でございません。そう

税金につきましては、私ども、特に今回、中小

税種別割においては、営業用の車両について既に

う面で見れば、自動車税種別割それから軽自動車

他方、タクシーやバス事業者に対する支援とい

るものでございます。

して、令和三年度の固定資産税等の負担を軽減す

ため、厳しい経営環境にある中小事業者などに対

いますが、中小事業者などの事業継続を支援する

今回講じました固定資産税等の軽減措置でござ

○政府参考人（稲岡伸哉君） お答え申し上げま

は、業種による濃淡はあるものの、企業間の物流

ございます。

相当程度の負担軽減がなされ、税率が低くなって

す。

を担う事業者を中心に、物流業界の収支状況は全

○浜口誠君 税の管轄は財務省なり総務省になる

いるということ等を踏まえまして、固定資産税等

公共交通と物流の分野での対応ということで申

般的に悪化傾向にあるということでございます。

と思いますけれども、今回、固定資産、償却資産

す。

こうした状況を受けまして、国土交通省におき
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

者の今の実態を踏まえて、財務省あるいは総務省

そういった自動車、バス等を使っておられる事業

赤羽大臣、国交省からも、所管大臣として、是非、

状況だというふうに思っておりますので、これ、

いうのが実際のそれぞれの企業が今置かれている

これ、やはり猶予だけではもう立ち行かないと

やっぱり税負担というのは重い。

これ事実なんですよね。厳しい状況にある中で、

免されていますけれども、負担は生じているのは

○浜口誠君 営業車両だから今多少税の面では減

はしていない点、御理解を賜りたいと存じます。

で講じたような形で軽減措置を講じるということ

減免されている固定資産税は、先ほど申し上げた

あと旅館とかホテルの皆さんからすると、今回の

○浜口誠君 あわせて、鉄道の皆さんですとか、

思っております。

っかりヒアリングをして、適切な対応をしたいと

による影響の推移を見ながら、業界団体からもし

たような答弁になってしまいますが、この感染症

でも交渉はしておりますし、今後も、先ほどと似

○国務大臣（赤羽一嘉君） 税務当局とはこれま

いかがでしょうか。

係省庁に働きかけをお願いしたいと思いますが、

りしっかりと産業を守るという観点からも、各関

りますので、重ねてその点は指摘をしておきたい

政府には認識していただく必要があると思ってお

やはり実態は非常に深刻だというのはもう改めて

ないというのは現時点では受け止めますけれども、

○浜口誠君 総務省的にはそういう答弁しかでき

とを御理解を賜りたいと存じます。

おりまして、こういった形で措置を講じているこ

対象資産は必要な範囲に限定すべきものと考えて

税であり、その安定的確保が重要であることから、

固定資産税が地方の行政サービスを支える基幹

ることとしたものでございます。

に参入される償却資産及び事業用家屋を対象とす

減価償却費が法人税や所得税において損金や経費

ぱり、土地の固定資産税も何とか、もう限定でい

ように、償却資産だとか事業用家屋に限られてい

いから、ワンショットでいいから本当に厳しいと

今後、経済を、段階的にコロナをコントロール

に対して、こういったところの減免も対象に──
資産じゃないんですか。

きだけは免除してくれないかと、こういう声も上

しながら経済回復をしていくということに当たっ

と思います。

○政府参考人（稲岡伸哉君） お答えを申し上げ

がっていますけれども、そういったことに対して

ては、必要なことは、人の流れ、人流と、物流、

るんですね。土地は入っていないんですね。やっ

ます。

総務省、どのような御見解があるのか、お伺いし

物の流れをより一層加速させていく、盛り上げて

じゃ、もう一回聞きますけれども、自動車は償却

自動車については自動車税が課されるということ

たいと思います。

いくというのが重要だと思います。公共交通機関

続きまして、一問飛ばさせていただいて、高速

になっておりまして、固定資産税の償却資産課税

○政府参考人（稲岡伸哉君） お答え申し上げま

も、これはしっかり支えていかないといけないで

○浜口誠君 もう本当矛盾だらけですよね、より

措置といたしまして、一定の場合、令和三年度の

今回の固定資産税等の特例措置は極めて異例の

すので、高速道路をもっと活用しやすくしていく

有効な手段の一つだというふうに認識しておりま

すし、一方で、道路を使った移動も、これ非常に

道路の関係についてお伺いしたいと思います。

は行われない、こういう立て付けになっておりま

す。

重い負担を自動車持っている人だけ課されている

固定資産税等を軽減するものでございますが、対

方策を考えていかないといけないというふうに思

償却資産ではございますが、税に関して言えば、

す。

ということですから。

象につきましては、今回は、事業用資産として、

これは、やっぱり大臣、国交省として、やっぱ
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

その大きな高速道路を活用していただくために
て裨益をしていきたいと思っておりますので、そ

もメニューに入っていれば、それをしっかり使っ

中にもこの地場の交通機関に対する割引というの

めには、各事業者の方がガイドラインに沿って感

これから、公共交通機関を利用していただくた

では、最後、一問だけ。

っております。
は、高速道路料金をぐんと引き下げる、下げてい

染防止策取っていただくというのが非常に重要だ

も、専門的知見あるいは科学的見地に基づいて、

うしたことを具体的にやっていけるんじゃないか
ただ、高速料金の値下げということを言うと、

公共交通機関の安全を担保するようなメッセージ、

くということが極めて有効だというふうに思って

それに見合う、そのことによって起こる収入で道

見解を是非積極的に発信していただいて、利用者

というふうに思っていますが、その一方で、政府

○国務大臣（赤羽一嘉君） 浜口委員の御所見、

路整備とか維持管理、また全国から今たくさん来

の方が、ああ、公共交通機関は安全だなと、そう

なと。

御持論というか、はよく承知をしておりますが、

られていますが、暫定二車線、暫定二車線を四車

受け止めていただいて利用促進を促すようなやっ

おりますけれども、赤羽大臣の御所見を是非お伺

通告であったあれですかね、いろんなフェーズが

線化するといった喫緊の課題をこなしていかなけ

いしたいと思います。

あると思うんですが、通勤において、ちょっと事

ぱり取組、積極的に政府もやっていくべきだと思

イルスの感染症を受けて、各団体、国土交通省関

ればいけないので、そうしたことを考えると、な

減させるというのはなかなか難しいんではないか

係でいいますと、四十五の関係団体が三十五のガ

前に聞いているのは、高速道路料金を下げると、

が、率直に言って、着いた後、駐車料をどうする

と思っております。道路局長、来ているはずです

イドラインをそれぞれ作成をしていただきました。

いますけれども、その点に対しての見解を最後に

のかとか、駐車場をどうするのかとか、駐車代金

から、何か補足があれば付け加えてください。

これは勝手に作ったわけではなくて、国土交通省

かなかにわかに、今回のゴー・ツー・トラベル事

も掛かりますし、毎日通勤で高速を使われる方と

○浜口誠君 この件は、こういう事態ですので、

それぞれの所管の局からアドバイスも行わせてい

三密を回避して車の利用が増えるんではないかと

いうのは、ただになるわけじゃないので、料金は

私もこの委員会では余り取り上げていませんけれ

ただき、また専門家の皆さんからの御助言もいた

お伺いして終わりたいと思います。

掛かるわけですから、そういうことはどれだけの

ども、少し落ち着いたら、しっかりと高速道路料

だいてのものでございます。ですから、このガイ

業とかそうしたことの中でのセットメニューとし

効果があるのかなというのはちょっとよく分かり

金の今後の在り方というのは大臣とは議論したい

ドラインをまずそれぞれが徹底をしていただくと、

いうような、そこについてでもよろしいですか。

ません、確定的には申し上げられませんが、これ、

なというふうに思っております。本当は予算委員

そして、そうしたことを励行しているんだという

○国務大臣（赤羽一嘉君） 今回の新型コロナウ

よく御承知だと思いますが、首都圏や京阪神の大

会でしっかりやりたかったんですけれども、ちょ

ことを自らホームページ等々で使って発信をして

てはやらせていただきますが、全面的に料金を激

都市部を除く地方部においては平日の朝夕割引、

っと時間がなかったのでやれませんでしたので、

ただ、そういう方もいらっしゃるかと思います

五割引き実施をしておりますので、ここは引き続

いただくと。

我々も、国交省としても、所管のところはこう

この件は次回以降に譲りたいなというふうに思っ
ております。

き継続をしていきたいと思っております。
また、先ほどのゴー・ツー・トラベルの事業の
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

のつもりでやらせていただいているところでござ

皆さんに知っていただくというのもそうした一環

が私が足を運ぶことでニュースになって、多くの

場で頑張っていただいているバス事業者の皆さん

日の関東バス訪問は、そうした思いも込めて、現

その一環というわけでもございませんけど、昨

も発信をしていきたいと。

機関として頑張っているんだということは報道に

させるわけじゃありませんけど、安全な公共交通

したガイドラインを守っているので、決して油断

ありますけれども。

空、海、鉄軌道、陸、かなり広範囲にあるわけで

考えられるわけでありまして、国交省としても、

むものが大きく拡大してしまうということも十分

常に大きく、この対応の仕方が誤れば、小さく済

の出だし、水際作戦といいますか、この対応が非

で、まずは、やはり一番間違ってはいけない最初

をですね、生命が恐ろしいこういう感染症のこと

が現れ、非常に国民、命を、安否を、そういう命

るに、こういうものが国内にパンデミックの兆候

ございまして、それは今回の感染症の拡大、要す

ありましたけれども。

我々にとっても本当にうれしいというか、思いで

肩上がりにぐんぐんぐんぐん伸びていくという、

国際観光都市にするという計画が上昇気流に、右

そういう一点と、二〇二〇年頃はその日本の国を

中国は特に香港の問題も抱えておりましたので。

いくのかという非常に心配をしておりましたし、

い判断でありましたし、我々もどのようになって

う日本の国内事情がありました。この判断も難し

国の習近平国家主席の来日を春に迎えているとい

ここにあるんだというような報道が幾つかされて

マスコミでは、この対応が遅れたという原因は

います。

そういう中で、ちょっと三月の話になるんです

二次補正予算も、先ほど申し上げましたように、

雑な心境であったと思いますけれども、どういう、

おりましたけれども、実際、大臣が担当されてい

と、このように決定されたわけであります。もち

このマスコミの反応に対してどうだったのか、こ

けれども、三月六日に閣議決定をされたという、

だいて、ニューノーマル、新しい生活様式におい

ろん、この船舶、旅客運送、こういうものを停止

れをちょっとお聞きしておきたい、知っておきた

感染防止対策関係の百三十八億円という結構大き

ての公共交通機関としての、先ほど制服の問題も

する、止めるということで、それぞれの業者に協

いことと、あわせて、もう一点、この成田と関空

て、どういうように、当時、まあそれは非常に複

ありましたけど、そうしたことも踏まえて、国交

力を求めて、国土交通省も頑張っておられるとい

に集約をしたことでよかったのかどうか。ここ、

要するに到着空港をまず関空と成田に集約しよう

省と民間事業団体それぞれが世の中に発信をし、

うことは、当時私も皆さん方に敬意を表しており

海外から帰国者が二時間以上も待たされ、そして

な額ですので、これもしっかりして、使っていた

安全、安心な公共交通機関、守られているんだと

ますし、今もそういうことは続いておりますけれ

公共交通機関を利用しないようにという、そうい

いうことはしっかり努めていきたいと、こう決意

ただ、ここで確認しておきたいことは、まあマ

う指示まで出されたわけでありますけれども、当

空港で待機を余儀なくされ、また自宅までは特に
スコミも根拠があって報道されているのかされて

然かも分かりませんが、こういう、今回これでよ

ども。

た。

いないのか、もちろん根拠があるからこそ報道す

かったのかどうか、また今回の経験を生かして今

をしております。

○室井邦彦君 維新の会の室井でございます。よ

るんでしょうけれども。この新型コロナウイルス

後どのような対策を考えようとしておられるのか、

○浜口誠君 終わります。ありがとうございまし

ろしくお願いいたします。

の感染の拡大に伴う水際対策について、当時、中

私は、大臣に確認をしておきたいことというか、
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

対応してきたということでございます。

いう立場から決められたことを国土交通省として

て決めたということではない、政府として検疫と

問題でありますので、国土交通大臣が国交省とし

て、水際対策と申しましても、基本的には検疫の

わなければならないと思っております。加えまし

策を始めとした政府の対策について必ず総括を行

○国務大臣（赤羽一嘉君） まず、今回の水際対

状にはなかった。そうしたことで、成田空港と関

っかり水際対策を取れるかというと、そういう現

便ございまして、それぞれの空港で検疫をしてし

を含めると全国で十七空港で、これは週六百二十

ね。韓国からの到着便につきましても、地方空港

便飛んできているんですね、当時、平常時はです

便というのは全国で計十六空港、毎週約四百四十

は中国、これ香港、マカオも含む中国からの到着

したのは韓国と中国からの便でございまして、実

集約をなぜしたかというと、当時、これ集約を

○室井邦彦君 ありがとうございます。

思っております。

いうふうに、謙虚に総括をしなければいけないと

事実に基づいた総括というのがなされるべきだと

はできる話であって、いずれにしても、やっぱり

に入られていたという状況も、これは想定、推測

にもう既に実は感染をされていた外国の方が日本

も確認しなければいけないと思います。その当時

にもたらされていたかどうかということも、これ

けじゃありませんし、また、正しい情報が我が国

した世界的な広がりになるという予測があったわ

邦人を帰国していただいたという段階では、こう

様々なことがありますけど、まず最初の、はっ

西空港に集約をして、そこで水際対策を集中した

やはりスタートというか水際というのは非常に

ふうに思っております。

きりと申し上げておきたいのは、その習近平国家

というのは、私は、評価は委ねたいと思いますが、

大事なことでありまして、この総括をされて、今

その点をちょっと大臣、御所見をお聞きしたいと

主席の御訪日についても、また二〇二〇年東京オ

現場にいてそれは合理性がある判断だったと思い

思います。

リンピック・パラリンピックの開催についても、
いございませんが、東京オリンピック・パラリン

ことで、なかなかどうやって家に帰るんだとかと

そこの中で、公共交通機関を使わせないという

生かしていただけるように、更にお願いをしてお

通省の大臣として、トップとしてこの教訓を更に

るかも分かりません。その点はしっかりと国土交

後、第二波、第三波、また新たな感染の発生がす

ピックの開催については政府が決めることではあ

いう御不便を感じた方もいらっしゃると思います

きたいと思います。

ます。

りませんで、ＩＯＣの委員会で決められることで

が、これは感染拡大を防止するという観点ではや

それは国家的な大変大きな行事であることは間違

もありますし、外交の日程も先方のあることでも

時間がございませんので、続けます。

た。その後の公共交通機関の利用に当たる感染防

はりやむを得なかった措置ではなかったのかなと
いずれにしましても、様々な御指摘とか御意見

止の対策をどのように国土交通省は考え、捉えら

ありますが、私は、常識的に、国民の命をさらし
ない。また、全くうがった無責任な報道、まあ報

があると思いますし、水際対策というのは、ちょ

れておられるのか、この点をお聞きをしておきた

今度はこの緊急事態宣言が全面解除になりまし

道があったのかどうか承知しておりませんが、そ

っとこれは個人の感想みたいですけど、今となっ

いと思います。

いうふうに思っております。

うした報道があったとするならば、全く無責任な

てはいろんなことがありますけど、最初にファー

てそうしたことを考慮をするということはあり得

報道だというふうには思っております。そんな思

ストアクションを起こした一月の末、武漢の在留

緊急事態宣言が全面解除される一方では、公共

いでやっていた政府の人間は一人もいないという
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

交通機関の利用に当たって、やはり利用者の、事

ります。

まして、引き続き感染拡大防止に向けて取り組ん

オフピーク通勤の判断に資するよう利用者への混

確かに、鉄軌道、バス、タクシーの乗車がかな

でまいりたいと考えているところでございます。

たテレワーク等の推進を徹底的に持続させる、さ

雑状況の情報提供などの新たな取組を推進してい

りそういう意味におきましては抑制がされていた

このため、まず鉄道事業者の皆さんに対しては、

せていく、これが賢明な策というふうには思って

ただきますとともに、テレワーク、時差出勤を利

と、そういうところで非常に皆さん方の努力を敬

業者に対して引き続き時差出勤という、そしてま

おるわけでありますけれども、国交省としてどう

用者に呼びかけるということを要請しているとこ

意を表したいとも思っております。新幹線にしま

をしたいわけでありますけれども、これから最後

続、持続し、消滅というか、できるようにお願い

での一応は成果を上げられましたので、これが継

常に大切だというふうに思っております。ここま

の方々に直接要請を行ったところでございますけ

土交通大臣からも日本経済団体連合会等のトップ

テレワークや時差出勤の取組につきまして赤羽国

ても、これまでから二月と四月の二度にわたり、

さらに、雇用主でございます企業の皆様に対し

感心というか、敬意を表しております。

て頑張っておるんだなという、そういうところで

りましたので、これは皆さん方がかなり努力され

線とか、またそういう鉄軌道はそういう状況であ

新幹線で私一人しか乗っていないとか、東海道本

しても、特別な移動をしなくちゃいけないときに

○室井邦彦君 ありがとうございます。

いうお考えをされておられるのか。
ろでございます。

の、満員電車の解消にどう取り組んでいくか。先

れども、緊急事態解除宣言後における継続的な取

まず、国交省だけでなく、各省庁との連携も非

ほど申し上げたことにつながるかも分かりません

組が重要でございますので、引き続き関係省庁と

これを安心せずに、油断せずにできるだけ続け

が、その点を御質問をしたいと。政府参考人の方、

済みません、皆さん方にこのゴー・ツー・キャ

ていただけるようにお願いを、もちろん経済も大

また、これらに加え、鉄道における感染防止対

ンペーンの質問と感染症の情報伝達の取組につい

も連携して、ハイレベルで経済界などへの協力を

緊急事態宣言が解除されまして今後公共交通機

策という観点からは、空調装置などの使用や窓開

て二問用意していたんですけれども、私の質問は

お願いします。

関の利用者の増加が見込まれます中で、主要な通

けによる適切な換気をするとともに、利用者に対

十七分ということで時間が過ぎておりますので、

事でありますけれども、お願いを申し上げたいと

勤通学手段である鉄道における感染リスクを低減

して換気の実施状況等を周知すること、また、密

また後ほど、皆さん方にまた機会があればお聞き

呼びかけてまいりたいと考えておるところでござ

していくということは極めて重要であるというふ

接した会話などを避けるため、利用者に対してマ

したいと思います。

○政府参考人（水嶋智君） お答えを申し上げま

うに認識をしております。その際、車内の混雑緩

スク着用、車内での会話を控えめにしていただく

思います。

和は有効な対策の一つであると認識をしておりま

ことを呼びかけることなどにつきまして、鉄道事

います。

して、鉄道事業者の皆さんにおける努力とともに

業者の皆様にお願いをして実施をしていただいて

す。

企業の皆様にも御協力をいただきまして、需要の

いるところでございまして、これらの取組により

今日は新型コロナの建設業への影響に関わって

○武田良介君 日本共産党の武田良介です。

これで質問を終わります。

抑制、分散を図ることが不可欠であると考えてお
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

ども、この建設業の問題を考えるときにもこれが

償は一体にということを訴えてまいりましたけれ

やっぱりそういうことを考えますと、自粛と補

下請構造の下で働かれている方がたくさんいらっ

一人親方と言われるような方たちもいらっしゃる、

幾らというような状況で働いておられるいわゆる

職場であるというふうに思いますし、かつ、一日

思いますけれども、感染のリスクと隣り合わせの

建設の現場は、皆さん十分御承知のとおりだと

ますけれども、よろしくお願いします。

ります。若干通告と順番変わったりするかと思い

質問をさせていただきたいというふうに思ってお

ので紹介をさせていただいております。

というか、私のところにも情報提供がありました

現場の実態としてこういうことが報告も、報告も

ないということだけを言いたいわけではなくて、

どこの工区が対策できていないからこれではなら

ただ、私この資料をもってどこの現場だとか、

密集もしているのかなというふうにも見えます。

ないように見えますけれども、Ｂ工区の方が人が

が少ないようにも見えますけれども、余り密では

Ａ工区の方は机の間隔が空いていて、そもそも人

ということで、私も紹介をいただきました。この

ということでありまして、五月の二十六日の写真

れ、大手ゼネコンがＪＶを組んでいる都心の現場

Ｂ工区というふうに付けておりますけれども、こ

する、こんな取組も進めていただいているところ

自のガイドラインを作成する、そしてそれを指示

ろですけれども、一部の事業者団体では、自ら独

て対策をいろいろ工夫をしていただいているとこ

るところでありまして、業界団体でもそれに応じ

という取組を、こういった形で繰り返しやってい

て、ガイドラインとして業界団体にも周知をする

い、申し上げました内装工事の対策を拡充しまし

今月十四日には、特にこの三つの密が発生しやす

業界団体に周知をしてきたところですけれども、

密の回避のために取組事例を作成をいたしまして

それで、これまで国土交通省では、この三つの

両方認識してございます。

面があるということで、場所の問題、場面の問題、

皆さんが休憩したり食事をしたりするいわゆる詰

資料も付けましたけれども、現場では作業員の

いというふうに思います。

現場での感染防止策について聞かせていただきた

具体的に質問に入りたいと思いますが、まず、

りますが。

き重要な姿勢ではないかなというふうに思ってお

とも懸念されるということを踏まえれば、引き続

が長期化する、もっと言えば二波、三波というこ

式ということが呼びかけられ、あるいはその影響

すと、内装の工事とか屋内でやる工事、こういっ

ころがありますし、また、特に民間の建築工事で

から御指摘がございました休憩室、そういったと

あるとか、それから現場事務所での打合せ、それ

の中には、例えば、場面で申し上げますと朝礼で

今御指摘ございましたように、建設工事の現場

○政府参考人（青木由行君） お答えいたします。

いて御説明いただければと思います。

うに把握されているのか、把握している現状につ

ども、建設現場のこの詰所の実態を国交省どのよ

まず、国交省に確認をしたいと思うんですけれ

というふうに私も思っております。

善は重要だということで取り組んでいただきたい

ているというお話でありましたので、引き続き改

改善しましょうということでもう約束をいただい

てほしいということを事業者の方にお願いをして、

ラインだとか一連の通知なども示しながら改善し

に聞いたら、先ほど答弁いただいたようなガイド

○武田良介君 このＢ工区の方も、労働組合の方

を進めてまいりたいと思っております。

場の状況を把握したりということで、不断に取組

私ども、こういった通知も出したりあるいは現

しゃる、そういう業種であります。

非常に重要だと。宣言解除されても新しい生活様

所ですね、ここが三密状態になっているんじゃな

たのが、やはりいわゆる三つの密が生じやすい場

であります。

いかという指摘がございます。資料にはＡ工区、
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

イドライン、これは、やはり私もいろんなところ

通省で出していただきました建設業の分野でのガ

今答弁の中にありました、五月十四日の国土交
りまして、統括安全衛生責任者など、この工事の

ございます。そこで、労働安全衛生法の規定によ

下請一体となって作業を行うということになって

もう一点、このガイドラインの関係で提案させ

○武田良介君 是非お願いしたいと思います。

進めてまいりたいと思います。

ガイドラインの実が上がるようにしっかり取組を

わっての記載が特にないんですよね。しかし、工

規模によっていろいろなんですが、工事現場にお

この新型コロナウイルス感染症対策につきまし

事現場で感染者の方が出てしまったという事実も

からお話聞きましたけれども、具体的な対策とし

のだというふうに私も思っております。問題は、

ても、この者を中心といたしまして、さらには、

ありまして、現場の方からは、命より大切な仕事

ていただきたいと思ったのは、これ読んで私が思

これが実効性あるものになるのかどうかというこ

これも労安衛法の中で設置する必要がある協議組

はないだとか、家族としては心配しかないとか、

ける労働災害防止を推進する者を配置するという

とだと思うんです。

織というのがございまして、いろんな元請とか下

業界全体が休む流れにならないと設備屋も出るし

て、現場の従事者の方、建設労働者の皆さんの声

そこで、提案させていただければというふうに

請の方々、全ての事業者が参加する協議組織、こ

かないんだというような、いろんな声を私も見て

ったのは、工事の一時中止をするということに関

思うんですけれども、例えばこの現場の環境を整

ういったものも活用して工事現場全体で感染拡大

おります。

ことが法律上義務化されてございます。

えていく上で、やっぱり元請の業者の責任という

防止に向けての取組を行うこととなってございま

が、要望が反映されたものということで重要なも

のはあろうかというふうに思うんです。このガイ
す。

かがでしょうか。

だらどうかというふうに思うんですけれども、い

だくと、そういうこともガイドラインに盛り込ん

ナの担当者ということを元請の企業に置いていた

健康の担当者といいますか、衛生の担当者、コロ

たりするでしょうし、日々その状況を確認して、

るんじゃないだろうかと。日々その状況も変わっ

を置くというようなことも、これ必要になってく

る上での、その現場でのコロナ担当者のような方

対策の体制整備の留意点も記載をして注意喚起を

などとの連絡体制を確立すると、こういった防止

した、その総括安全衛生管理者とそれから保健所

うなことでございますとか、あるいは申し上げま

こういった方々のスタッフの活用を図るというよ

中にあるその衛生委員会、それから産業医ですね、

すとか、あるいは今申し上げたような労安衛法の

策定、変更を検討する体制を整えることでありま

きましても、例えば経営トップが率先して対策の

一方、御指摘がございましたガイドラインにお

○政府参考人（青木由行君） お答え申し上げま

かがでしょうか。

いうことも提案したいと思うんですけれども、い

ったことも含めてこのガイドラインに記載すると

追加費用の考え方だとか下請保護の原則、そうい

それを行った場合に行われる計画の変更だとか、

時中止をする場合の判断基準ですとか、あるいは

そういったものをガイドラインに書いていく。一

て、国交省としても関わる通知出していますから、

ドラインということですので、一時中止に関わっ

やっぱり、このガイドラインも感染予防のガイ

ドラインを私も見ましたけれども、これを実行す

○政府参考人（青木由行君） お答えいたします。

この公共工事につきましては、緊急事態宣言時

す。
こういった体制の構築にも十分留意をしながら、

行っているところでございます。

今御指摘もございましたけれども、建設業の現
場というのは複数の事業者が混在をして、元請、
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

る、こういったことから着実に工事は執行するべ

など国民の、住民の安全、安心な暮らしを確保す

その整備効果で地域経済を支えて、あるいは防災

けられているということもございますし、また、

においても継続を求められる事業者として位置付

別途通知をさせていただいたところでございます。

趣旨の通知、ガイドラインではございませんが、

さんのなりわいにも配慮するように、こういった

ういったことが起こらないように、また下請の皆

こういったことを私ども認識をいたしまして、そ

ＰＣＲ検査を確実に受けることができるようその

労働省において、ドクターが必要と判断した方が

ますけれども、ＰＣＲ検査につきましては、厚生

○国務大臣（赤羽一嘉君） よく御承知だと思い

思うんですけれども、いかがでしょうか。

現場、公共交通機関ですとか公共工事の現場、

取組を進めている、そういうルールでやっている

その一時中止にも関わって一つ考えております

大変な使命を受けてやっていらっしゃる方の感染

○武田良介君 是非、徹底を重ねてお願いしたい

る措置、これを具体的にお示ししながら、特に内

のは、ＰＣＲ検査あるいは抗体検査なんですけれ

防止という意味で、それぞれの業界団体が、我々

きという基本的な性格がございます。そこで、先

装工事などにも配慮をしてというガイドライン、

ども、これを全ての現場従業員、建設労働者に受

国土交通省の助言の下で作成をしていただきまし

わけでございます。

こういったものを徹底に努めているところでござ

けてもらうということが必要になってくるんじゃ

たガイドライン、策定したこのガイドラインをし

と思うんです。

います。

ないだろうかということを、私思っております。

ほど御説明申し上げましたけれども、密を回避す

ただ、一方で、現場におきまして、その当該建

っかり守っていただくということが、感染防止、

に思っておりますので、そうしたことを励行する

先ほどの答弁の中でもありましたけれども、国の
必要な事業を継続すべき業ということで継続して

というのが基本的な考え方だと思っております。

設工事の状況、これを勘案をいたしまして、受発
とにされた場合には、その御判断を私ども尊重す

きたわけなんですね。一方で、感染リスクという

○武田良介君 その基本的な考え方は理解をした

現場での身を守るということに通じるというふう

ることといたしております。一方で、一時中止と

ことが言われているわけですから、やはりこれは

上で、是非検討、調整いただきたいと思うんです

基本的対処方針で、社会の安定の維持の観点から

された建設工事が再開される場合、これにつきま

国の責任でＰＣＲ検査だとか抗体検査だとか受け

注者の間で協議をされて一時中止をするというこ

しては、先ほども申し上げましたガイドラインに

しれませんけれども、の方では、建設現場の労働

けど、私も調べた限りでは、イギリス、イギリス
これ、大臣にお伺いしたいと思うんですけれど

者に対してＰＣＲ検査やるというふうにしてきて

てもらうということを、これやったらどうかなと

も、検査そのものは国交省の所管ではないという

いるようなんですね。最初は医療だとか介護の従

沿いました三つの密の対策をしっかりと講じた上

また、もう一つ御指摘ございました、一時中止

ことかもしれませんけれども、建設の現場でそう

事者の検査ということを急ぎ、その後、社会的な

というかイングランドと言った方が正確なのかも

に伴って工期を変更するあるいは請負代金を変更

やって働かれている労働者の健康だとか暮らし、

機能を果たすために必要な業種、あるいは高齢で、

いうふうに思っております。

する、こういった場合には、特にこういったケー

しっかり守っていくために検査をやってほしいと

六十五歳以上と聞いていますけれども、症状が出

で順次再開していただいているものというふうに

スでややもすると下請の方々が弱い立場に置かれ

いうことで、是非調整を願えないかというふうに

承知をしてございます。

てしわ寄せを受けるということが起きやすいと、
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

るようですので、こういうものに大いに学んでい

もらうということで拡充してきたということもあ

ればならないような労働者の方には検査を受けて

ている方だとか、併せて出勤をどうしてもしなけ

いかがでしょうか。

じゃないかというふうに思うんですけど、国交省

り聞いていく仕組み、これも必要になってくるん

判断するときには是非下請の皆さんの声をしっか

査、これ行っていただくことと一体に、そういう

がとうございます。

参考人の方をお招きすることができました。あり

日は、委員長並びに理事の皆様に御配慮いただき、

○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。本

わらせていただきたいと思います。

くべきではないだろうかというふうに思っており

○政府参考人（青木由行君） お答えいたします。

けれども、それ決断するのは、これ、要は、その

感染リスクを考えれば非常に切実な願いなんです

きたいと思ったのは、その一時中止ということは

その検査と併せてセットで私提案させていただ

その現場の状況を、これをしっかりと協議をして

うんですが、先ほど御紹介申し上げましたように、

方できちんと決めていくということになるとは思

摘ありましたように、最終的には発注者と元請の

基本的に工事を止めるか否かというのは、御指

最近受けた差別の事例についてお聞かせくださ

三井絹子さんに質問いたします。

バリアフリーの観点からお聞きしたいと思います。

の重度障害者としての経験に基づいた現状を心の

今日は、ここにお越しいただいた三井絹子さん

ありがとうございました。

ます。

発注者と元請の間で協議がされてということだと

い。

私は、ふだんは文字盤を指してそれを介護者が

いくその仕組みとして衛生委員会というのがあり

ので、そういったことを通じながら現場の状況を

読んで話をしますが、今日ここでそれをやると何

いうふうに理解しておりますが、その協議をする

把握して、最終的には元請さんの方で発注者の方

時間も掛かってしまうので、文書を用意してきま

○参考人（三井絹子君）（陳述補佐） こんにち

んの声も反映させて、一時中止するのかどうか、

と責任持って協議していくということで進めてい

した。議員さんの中に発言に時間の掛かる人がい

まして、これ、下請も含めて全ての方々が協議に

こういう協議できる仕組みというのを是非検討い

くことになるのかなと思います。

たら、その時間の保障はあるのでしょうが、私は

際に、下請を含め、まあできれば一人親方も含め

ただけないかということを思っております。

○武田良介君 労働安全衛生法の紹介も二度ほど

参考人なので書いてきました。介護者に読んでも

は。三井絹子です。

されているということになれば、その現場でどれ

今日の質疑の中でも紹介いただきましたので、そ

らおうと思います。

参画できる、こういった仕組みも整えております

だけの労働者がどういう抗体を持っているだとか

ういったものも含めてよく徹底をしていただいて、

てということなんですけれども、そういった皆さ

どの程度持っているだとかということが一定分か

下請保護やっていただきたいというふうに思いま

る労働者はどうするのか。個別具体のこの対応を

し触れたかったんですけれども、済みません、最

時間が来てしまいまして、補償の問題ももう少

けるように様々な闘いをやってきました。ライフ

出ました。地域でどんな障害を持つ人も生きてい

れず、都庁前に一年九か月の座込みを経て地域に

十歳で施設に入れられ、非人間的な扱いに耐えら

取ることも可能になってくるんじゃないだろうか

後まで質問行けませんでしたけれども、これで終

仮にＰＣＲ検査がされている、抗体検査が一定

ってくる。工事止めるにしても、全面的に止める

す。

私は、現在七十五歳になる重度障害者です。二

のか一部止めるのか、あるいはそのときに出てく

というふうに思いますので、ＰＣＲ検査、抗体検
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【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

私が最近受けた差別事例は、緊急事態宣言の中

公的介護保障要求者組合の委員長をやっています。

者の自立支援を行っている団体の共同代表と全国

ステーションワンステップかたつむりという障害

と勘違いしていましたが、そんなことはありませ

なんです。それに、店主は介護者が服を着て入る

の上で水分補給をするため、電動車椅子が不可欠

脱衣所では電動車椅子の上で着替えをしたり、そ

○木村英子君 三井絹子さん、ありがとうござい

たいのです。

ままな要求ではないと皆さんに分かっていただき

常に希望しています。これは決して大それたわが

のみんなと同じように権利が守られていくことを

お話しいただいたように、バリアフリー法が施

ん。私も一人の客。一般の客と同じ対応をしない
その日は、今日は時間がないため入らせてほし

行されて十四年が経過しましたが、建物のトイレ

で起きた銭湯での出来事です。私は、団地住まい

いと話して入れることになりました。しかし、お

やスロープ、手すりなどのハードのバリアは解消

ます。

風呂から上がった後、やはり外で使った電動車椅

に向かっていますが、偏見や差別意識など心のバ

ということは差別に当たります。

子を店内に入れることはできない、電動を外に置

リアフリーについては理解が遅れていて、ハード

でお風呂場は狭くて段差もあり、私と介護者三人

その温泉が休業になってしまったのです。唯一開

いて入ってくださいと言われてしまいました。そ

のバリアだけを整えても意味はありません。

ではとても入れません。そして、お風呂に入れな

いている銭湯がありました。私は二週間お風呂に

れでは私はお風呂に入れません。

私は、ふだん市内の温泉に行っています。でも、

いと毛穴が詰まって熱が出てしまうんです。

入れていなかったので喜び勇んで入りに行きまし

ど様々な形で話合いを重ねていきました。そして、

○国務大臣（赤羽一嘉君） 国土交通大臣の赤羽

ですが、赤羽大臣のお考えをお聞かせください。

三井絹子さんのお話を聞いて、国土交通省にお

カーの重さに耐えられるか分からないため、電動

電動車椅子のタイヤにカバーを付けるということ

でございます。

翌日、国立市職員にこのことを報告しました。

カーのまま入らないでほしい、ここは営利目的の

で入れることになりました。晴れて入れた後もい

三井さん、今日は大変お出にくいところ御足労

た。しかし、入口で入店拒否をされました。その

施設であって障害者のためのバリアフリーの設備

ろいろ言われましたが、市職員の対応で、今はほ

いただきまして、また、なかなか健常者では分か

いて心のバリアフリーを徹底していただきたいの

はない、介護者は衣服を着たまま入るのではない

かの地域のみんなと一緒に入ることが実現してい

らない視点の貴重なお話を聞かせていただきまし

その後、市と銭湯側、私と市、市と銭湯側と私な

か、そういった形での入浴は許可できない、営業

ます。

銭湯の店主の主張はこうでした。店内の床が電動

時間外なら対応する、今店内にいるお客さんに車

地方の温泉に行っても必ず入店拒否を受けます。

バリアフリーの社会を目指すということは大変

し上げたいと思います。ありがとうございます。

たことに、まず国交省を代表して心から感謝を申

か、車椅子の人がいるとほかのお客様がリラック

差別解消法の話をしても、そんなものは通用しな

崇高なことだと思いますが、その時間も掛かるし、

でも、ここまでしないと入れないのも事実です。

スできない、このように様々な理由を並べられ、

いと幾度となく言われてきました。そんなに通用

椅子の人が入ってもいいかという確認をしていい

入店を拒否されました。

は変えてこれない、現実と理想のギャップをどう

大変な努力とかをしてこなければなかなか現実に
私は、いつも、どこでも、どんなときでも地域

しない法律って何なんでしょう。

私は、車椅子でなければ姿勢を維持することが
できません。浴室では浴室用の手動車椅子が必要、

参議院記録部

- 22 -

【未定稿】
令和２年５月２８日 国土交通

です。

だまだやらなければいけない課題があるのは事実

ちょっと御答弁しましたが、道半ばというか、ま

また面的な整備というのも、まあまだ、この前も

らバリアフリー化を始めて、それが公共の建物、

一つ一つ重ねながら、最初は駅、駅という点か

のが私の率直な思いでございます。

交通バリアフリー法を作ってからしてきたという

埋めていくのかということの闘いをこの二十年間、

○木村英子君 赤羽大臣、ありがとうございます。

ます。

かり取り組んでいきたいと、こう決意をしており

省としてもしっかり心のバリアフリー教育はしっ

しれませんが、バリアフリーを所管する国土交通

ていくというのが、これは教育の範疇の仕事かも

立場に立てる国民を一人でも多くやっぱり育成し

に思っておりますので、障害を持たれている方の

が実現できるかどうかに懸かっているというふう

るのかということがバリアフリーの真の共生社会

います。その後、家庭の事情で施設に入りました。

んでいたら、もっと理解は進んでいただろうと思

です。悔しかった。一緒に学校に行って一緒に遊

ないのか、変な子、変な子と口々に言ってきたの

え、しゃべれないのか、歩けないのか、何も言え

でいたら近所の子供たちが数人寄ってきて、おま

き立てられました。家のそばでござを敷いて遊ん

会の進行の曲が流れ、もうたまらなく気持ちをか

いという気持ちが募っていました。運動会の日、

子供たちの行ってきますの声を聞き、私も行きた

く大事だということは全く御指摘のとおりだと思

なくてソフト面のバリアフリーというのは物すご

というのは一体何なんだと思いますか。また、差

社会の中で障害者への差別がなくならない原因

三井絹子さんにまたお伺いします。

隔離された。義務教育といいながら、私の教育を

ますます障害を負った。私は社会から引き離され、

それに加えて、ハードのバリアフリーだけでは

っておりますが、これもなかなか言うはやすくで

別をなくすためにどのようなことが必要なのかを

したという意識がなくて結果的として差別を、差

そうしたことで、多分、様々な立場で、差別を

そこを進めていこうということでございます。

国の、何というか、課題として明確にしながら、

のバリアフリーの教育を進めていくということも、

今回の法改正で、文部科学省も一緒になって心

させていただきました。

会に提出をさせていただいて、議論の中、成立も

中でも心のバリアフリーというものを明示して国

ぐずぐず先延ばしにすること。七十五歳になった

が来たのです。猶予とは、分かりやすく言うと、

自分で通ってこれないと言われ、就学猶予の手紙

くのお子さんは自分の身の回りのことはできない、

は一九五一年頃でした。母親が学校側から、おた

一緒に勉強がしたかった。私が学齢児になったの

ん。私はみんなと学校に行きたかった。みんなと

の悲しい経験。私は学校へ行ったことがありませ

○参考人（三井絹子君）
（陳述補佐） 就学猶予

お聞かせください。

年期まで一緒の学校で育ち、成人期、熟年期、老

やはり生まれたときから、幼児期、少年期、青

帰っていってしまいます。

依頼されます。しかし、終わればさっさと学生は

認識してしまっているんです。私は大学の講演を

するに、私とあの人は違う、関わる必要がないと

の場で育たなかったことの弊害だと思います。要

行くと、するりと行ってしまいます。これは一緒

い、無視の状態です。声を掛けようとしてそばに

を通ろうがよけようとしないし、見ようともしな

今の学生たちは、私のような重度障害者がそば

受ける権利は奪われたままになっています。

簡単な話ではなくて、バリアフリー法の法改正の

別的な行為をしてしまったというケースも多々あ

年期、社会の中で共に生きて共に泣き笑いをして

考えをぶつけ合ってこそ、相手の存在を互いに受

今でも猶予です。
小さい頃の私の家は学校が近くにあって、毎日、

るかと思いますし、それがやっぱり、障害を持た
れている方の立場を理解している人がどれだけい
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ました。外されないように闘ってきました。その

別され、排除され、隙あらば社会から外されてき

なぜこの場に立とうとしたか。私は、ここまで差

私は今、参考人としてここに立っていますが、

くんです。

必要なんです。目に見えない心の交流が育ってい

なく、生まれたときから一緒に育っていくことが

す。分けていくのではなく、また少しの交流でも

人が生きている、そのことを知らせていくべきで

育っていく一つの社会です。社会にはいろいろな

け入れられるというものです。学校は子供たちが

心のバリアになってしまっているのです。

と違うと子供たちは認識してしまいます。これが

違う学校に行ったり違う学級にいると、自分たち

っていてもいなくてもクラスメートになります。

らです。当たり前にクラスにいる子は、障害を持

を持っていても共に学ぶことが実現していないか

現在のインクルーシブ教育では、まだどんな障害

ンクルーシブ教育という表現を使っているのは、

ことが大変重要だと考えています。あえてフルイ

び、育ち合うフルインクルーシブ教育をしていく

か。これは先ほども言いましたが、共に学び、遊

心のバリアフリーはどのようにつくられていく

そして、重度障害者にとってハード面の充実だけ

が誰でも利用できるバリアフリーになるからです。

す。なぜなら、重度の障害者が言うバリアフリー

聞くとき、重度の障害者に意見を聞くのは必須で

リアフリーにはならないんです。障害者の意見を

ハード面のバリアだけが整っても重度障害者はバ

させる取組は行われようとしています。しかし、

交通機関一つ取っても、現在、ハード面を充実

す。

の気持ちになって考えるきっかけになると思いま

若しくは知らなかった心のバリアに気付き、相手

点検を兼ねて研修することで、今まで持っていた、

電車に乗るのといった疑問を自分たちで体験し、

ではバリアフリーとは言えません。小さいときに

子供たちに障害者になる体験をしてもらいます。

様々な方法を当事者から学ぶことで、困っている

次のような研修を提案します。

ことを皆さんに知ってほしかったんです。
学齢期が来ても通知一つで大事な成長期を奪わ
されず、日夜泣き明かしてきました。地域に飛び

私を見ていただければ分かると思いますが、しゃ

人がいる、じゃ、何を困っているのか尋ねて一緒

車椅子でどうやって町を歩くの、バスに乗るの、

出しても重度障害者が生きられる介護保障はなく、

べれないから文字盤でしゃべっています。そして、

に解決しようと考えられるようになるのです。

例えば、車椅子で町に出ようという企画の中で、

全てが闘って勝ち取ってきました。こんなに苦し

どこもかしこも動けないという経験をしながら、

れ、その後施設に入れられ、差別され、人間扱い

まなくても、生まれたときから同じ地域社会で生

車椅子で町に出てもらいます。押している子はそ

くし、何を困っているのか、自然に本人に聞くこ

障害を持つ人が困っていたら助ける方法も想像付

人たちが必要なんです。一緒にいた経験があれば、

です。フルインクルーシブ教育で共に生きてきた

リアフリーになるには、心のバリアフリーが重要

そして、道を、店を、駅を、乗り物を、全てバ

をされる体験と介護をする体験と、バリアフリー

はなかったか考えてもらうことが必要です。介護

バスなどで、車椅子で乗ってみて何か困ったこと

電車やバスなどにも乗っていきます。道や電車、

った子です。車椅子に乗りながら、公共交通機関、

て進んでいくのです。指示を出すのは車椅子に乗

の文字盤を正確に読み、行く方向をしっかり聞い

ます。

らず、それが地域で生きるときの弊害になってい

た。政策によって分けられる現状はいまだに変わ

んの時代は就学猶予で、私は養護学校に通いまし

ます。お話ししていただいたように、三井絹子さ

○木村英子君 三井絹子さん、ありがとうござい

にしてください。

是非、心のバリアフリーの学習を実のあるもの

きていれば理解はみんなにされるんです。

とができるんです。
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そこで、文科省の亀岡副大臣と赤羽大臣にお聞
きいたします。

リアフリーについては無理解な中で、御自身が頑
張られて勝ち取ってこられたことに対して、改め

ではないかというふうに思っております。

私は、たまたま全国知事会の会長などをさせて

インクルーシブ教育、また心のバリアフリー化に

○副大臣（亀岡偉民君） 木村委員には、いつも

お考えかをお聞かせください。

心のバリアフリー教育の充実についてどのように

現状を踏まえ、フルインクルーシブ教育の推進や

私、御答弁させていただいたとおりでございます。

身に付いているというのは、以前の委員会でも、

持たれている方に対する接し方というのは自然に

やっぱりバリアフリーに対すること、また障害を

共に学ぶという経験をする、その経験がある子は、

今、亀岡副大臣からのお話のとおりなんですが、

しかし、それが形できっちり国土交通行政の中で

えっ、という感じで受け止めていただきましたが。

側、太平洋側回る距離ですと。総理始め皆さんが、

いて、北海道から九州まで、海岸線沿いに日本海

ロのバス路線がなくなっているんです、四国を除

申し上げたことがあります。この五年間で六千キ

表して総理を始め主たる閣僚の皆さんたちの前で

いただき、国と地方との協議の場で、六団体を代

対して御指導いただくこと、ありがとうございま

具体的な御提案もございましたので、その御提

十分受け止められているかどうかということに関

て敬意を表したいと思います。

す。また、三井参考人からは、いろんな貴重な体

案を実行できるように文部科学省と相談をしなが

障害者の人生が政策によって左右されてしまう

験をいただきまして、ありがとうございました。

しては若干疑念があります。

戦後一貫して、国土庁時代にも含めて、五次に

ら、しっかり前に進めていきたいと、こう思いま
す。

まさに、今、インクルーシブ教育、そして学校
の場で障害者と健常者、共に学ぶ環境をいかにつ

もうまさにこの国土の均衡ある発展、過密、過疎

わたって全国総合計画が立てられて、課題は常に、

りますので、おまとめください。

がどんどん進んでいく、何とか地方に活力をもた

○委員長（田名部匡代君） 申合せの時間来てお

いうことで、今、授業の中でも取り入れて体験を

○木村英子君 大臣、ありがとうございます。三

らしたい、こういう問題意識がずっと続いていま

くっていくかということは我々も大事なことだと
していただいております。

井絹子さんも、今日は貴重な体験のお話を聞かせ

できる限り、いつも委員が言われているように、

あったわけでありますが、平成十九年、二〇〇七

す。その枠組みの中で今回もまさしく法案改正が
質問を終わります。

ていただいてありがとうございました。

心のバリアフリー、しっかりと学校の中で、小さ
いときから教育が、共に学び、共に活動し、共に

六年、二〇一四年に地域公共交通網形成計画、二

年に地域公共交通活性化及び再生に関する法律が
現場の体験がないと一種の感性は育たないとい

次にわたって、まさに地方のバス路線を何とか維

○上田清司君 重い話の後ですので、なかなかつ

今後とも徹底して我々頑張りたいと思いますので、

うふうに私は思っております。同じように、国土

持していきたい、あるいは、やむを得ず事業者が

生活ができる、そういう学習、学び舎の環境づく

また御指導いただきますよう、よろしくお願いい

交通省の行政の中でもできるだけ現場を踏まえた

撤退する場合も代替機能を持たせたいということ

作られて、総合連携計画、またその後、平成二十

たします。

政策づくりに邁進していただければ、まさしく地

で、御尽力をいただいていることも評価するとこ

らい思いをしております。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 重ねてになりますが、

方、困難な地域の感性というものを理解できるの

りのためにしっかり取り組んでまいりますので、

三井参考人の、当時の我が国の時代状況、大変バ
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す。

○政府参考人（瓦林康人君） お答え申し上げま

願いいたします。

か確認したいと思いますので、事務方の方からお

にいる、これをきちっと整理ができているかどう

わば廃止後、その枠組みがなかなかできないまま

機能がどれだけできて、そして残念だけれども言

くなり、路線の数が減り、それをカバーする代替

それぞれの計画期間中にどれだけのキロ数がな

ていただきたいと思っております。

いるかどうかということについて私は確認をさせ

ろでありますが、実際、これを本当に深追いして

九年度が一千九十キロとなってございます。

百十二キロ、二十八年度が八百八十三キロ、二十

二十六年度が千五百九十キロ、二十七年度が千三

区間ということで申し上げさせていただきますと、

スが残されたものではなくて、完全に廃止された

ろいろな協議が行われて何らかの形で輸送サービ

も申しましたとおり、一旦廃止されて、地域でい

いわゆる地域の路線バス、これが、しかも、前回

二十六年度が、これは高速バス等を除きまして、

ますと、これは平成二十六年度以降になりますと、

すが、このバス路線の廃止キロ数との関係で申し

五百八十五の地域でできたということでございま

ましては前回のあの御審議の際にも御説明して、

が、掌握していないと。私は何らかの形で残って

じゃないかということを事務方に確認したんです

きていないと。これが何らかの形で残っているん

には完全廃止が三三・四％、三分の一はうまくで

てまた国土交通省の努力でですね。しかし、現実

ていただいた、市町村と関係者の御努力で、そし

そして、その代替機能を何らかの形でつくってき

千前後ですね、やっぱりバス路線が消えていく。

てて努力をされているんですが、結果としては一

それぞれ、二〇〇七年、二〇一四年、計画を立

んですが、うまく伝わっていなかったみたいです。

○上田清司君 本当は年度ごとに確認したかった

り支援してまいりたいと考えてございます。

御指摘のございました、まず地域公共交通活性

その上で、二〇一四年の改正で、町づくりと連

携計画が創設されました。

利便性向上に取り組むための地域公共交通総合連

協議会制度とともに、地域公共交通の維持や確保、

市町村が主体となった幅広い関係者の参加による

を策定し、交通事業者を始めとする地域の関係者

て、地域交通に関するマスタープランとなる計画

対応できる立場にある市町村等が中心になりまし

域における移動ニーズに対しましてきめ細やかに

させていただきました改正法におきましては、地

今回の法改正、先日御審議いただき、可決、成立

廃業を決意されて何らかの形で撤退される、この

確認をしたいんですけれども、バス事業者などが

いうことが重要だと思っておりますが、そもそも、

は復活しなくても何らかの形で代替機能を持つと

活する、何らかの形で復活する、バス路線として

しかし、やっぱりこの三三％の路線がやはり復

いるんじゃないかというふうに思っているんです

携し、面的な公共交通ネットワークを再構築する

と協議しながら、この路線バスなどの公共交通の

ときにどういう枠組みをまず国土交通省としては

今後におきましても、私どもといたしましては、

ための地域公共交通網形成計画とともにバス路線

維持改善、地域の輸送資源の総動員による移動手

考えられるのか、その手順を教えてください。

化再生法につきましては、二〇〇七年に制定され、

の再編等を実施する地域公共交通再編事業が創設

段の確保等に取り組んでいける、できる仕組みが

が、それは十分確認していないと。

されて、コンパクトなまちづくりと一体となった

○政府参考人（瓦林康人君） お答え申し上げま

御質問の件につきましては、まさに先日御審議

す。

できたところでございます。
による取組に対して財政面やノウハウ面でしっか

是非、この制度、新しい制度の下で、市町村等

公共交通の再編を後押しすることとしたところで
ございます。
それで、この間の網形成計画の策定件数につき
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合には、地方運輸局も参加する検討作業を経まし

す。そして、その判断をした上で必要とされた場

する必要性があるかどうか、これを判断いたしま

たとした場合にその地域では輸送サービスを継続

村等におきまして、まずそのバスが仮になくなっ

から市町村等にお示しいただいた場合、当該市町

難であるという、そういう見通しをバス事業者等

が提出する前の段階から、将来的にもう維持が困

ス継続事業に関するものでございます。

して新たに盛り込まれたこの地域旅客運送サービ

た、地域公共交通活性化再生法の改正法におきま

いただきまして、可決、成立させていただきまし

で引き受けてもらうとか、まずそこが一番だと思

んな企画を持っていますので、そういったところ

イーグルバスという非常に優れたバス会社がいろ

ば、西部方面であれば、西部、北部方面であれば

併とか含めてやっていただけないか。埼玉でいえ

て、何とか代替していただけないかとか、吸収合

のりホールディングスみたいなところに相談をし

絡をされると。茨城県とか福島県であれば、みち

○上田清司君 廃業を決意されて何らかの形で連

というふうに考えてございます。

生じる地域、これを可能な限り減らしていきたい

このバス路線が完全に廃止されて交通空白地域が

すけれども、こういった形で、六千キロのように

が、完全廃止されてしまったこの距離でございま

ないと、先日も申し上げました、ずっと国の政策

赤羽大臣、私は、何らかの形で復活させていか

それが非常に残念に思っております。

にしていくようなそういう仕掛けができていない、

とかを追っかけて、極力この三三・四％を一〇％

代替機能を持たせることが可能なのかどうなのか

と掌握させて、陸運局と相談しながら、その後、

例えば、都道府県に市町村ごとに路線をきちっ

つくらなくちゃいけないと思うんです。

こういうことを追っかけるだけのやはり仕組みを

の事実というのはやっぱり重いと思うんですね。

うことについて、私は三三・四％もあるというこ

ったところをどんなふうな形で追っかけるかとい

ですという形ですけれども、やっていただかなか

いますが、その場合には、コミュニティーバスで

れは人口減少等が進んでそういうこともあると思

あるいは路線バスとしての維持が困難である、こ

のバス事業者で路線を維持することはできないか、

という、何か地域の資源全部動員しなくちゃいけ

って新しい仕組み、とりわけ今回はまさに総動員

今、この一次、二次、こうして今回は三次にわた

優れた形態ができているわけではありませんので、

っているんですが、なかなか全国的にはそうした

実があります。したがって、雇用吸収力のある地

用吸収力のところに人口が移動していくという現

う間違いない事実なんです。しかし、やっぱり雇

努力はしているんですよね、一貫して。これはも

として国土の均衡ある発展のためにいろんな形で

この事業におきましては、路線バスの廃止届出

て、地域の関係者の合意に基づいて、一つには他

ありますとかデマンド交通等の選択肢の中から公

ない。そして、その地域において足がきちっとあ

域をできるだけつくっていかなくちゃいけないし、
そもそも、こういう代替機能を設けて維持しな

るところでまた改めて定住されるという側面を持

ないと、そこまで追い込まれていると、こういう

この事業によりましてどの程度のバス路線の廃

きゃいけない、このことに関して私はまだ追っか

っていますので、ただ、追っかけが弱いので、大

募により新たな旅客運送サービスを選択して導入

止を食い止めることができるか、全国で、これは

けが弱いんじゃないかと。枠組みを用意して投げ

臣に、最後に、時間になりますので、お聞きした

業として成り立つような仕組みをつくらざるを得

定量的にお示しすることは困難と考えますが、委

かけて、そして、やっていただいているところが

いんです。

ふうに考えているわけですけれども。

員御指摘もございました三三％に相当する、これ

こうです、やっていただいていないところがこう

することができるという制度でございます。

は五年間で申しますと六千キロになっております
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われるのは、そこに責任を持って関わっていけと

ア等々の支援を行い、そして、多分上田先生が言

政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土

等の一部を改正する法律案を議題といたします。

した提案について本気でやっていただくように御

の救世主になれるのだと思っておりますが、こう

交通大臣として、しっかりした日本のまさに地方

たら、これはやっぱり赤羽大臣は歴史に残る国土

これで全部カバーできるような仕組みをつくられ

と一緒になってやる必要があると思っております。

可能なのかとかを整理して、やっぱり県や市町村

復活させるためにはどのパターンだったらここは

こう決意をしております。

が入るようにしっかりと指示をしていきたいと、

立していただいたことをしっかり受け止めて、魂

に難しい局面になるがゆえに、今回の法改正、成

セクターのビジネス面のこの両立というのは非常

共性の役割と民間企業であるというプライベート

回か答弁しておりますが、公共交通機関という公

た状況でありますし、コロナウイルスで、今日何

そうしたことをしないと本当にもう相当切迫し

ヤッター街化等の課題に対応するため、多様な

の町中における歩行者空間の不足や、商店街のシ

減災対策を講じる必要があります。また、駅前等

用方策等を効果的に組み合わせ、総合的な防災・

に、開発規制、立地誘導、移転の促進等の土地利

めには、堤防や避難路等の整備を推進するととも

近年の頻発、激甚化する自然災害に対応するた

律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

ました都市再生特別措置法等の一部を改正する法

○国務大臣（赤羽一嘉君） ただいま議題となり

やはり、四十七都道府県ごとに路線数、廃止数、
あるいは代替機能を持っているところ、あるいは
いう御指示だと思っております。

指示をしていただければ幸いに思いますが、いか

○上田清司君 大臣、ありがとうございました。

人々が集い、交流する、居心地が良く歩きたくな

交通大臣。

復活のパターンとかをきちっと整理して、そして

がでしょうか。

浜口議員や小沢議員も言われましたが、ゴー・
ツー・キャンペーン、一兆六千七百九十四億。真

る空間を官民一体となって形成し、都市の魅力を

○国務大臣（赤羽一嘉君） 先日御審議をいただ
き成立した地域公共交通活性化再生法の改正案は、

向上させるとともに、住民にとって暮らしやすい

せていただきます。

次に、この法律案の概要につきまして御説明さ

することとした次第です。

このような趣旨から、この度この法律案を提案

水で、多くの方々にこれが入るように、ほとんど
掛けを今度は御提案しますので、メモで出します

まさに上田委員の御指摘を反映させていただいて
今までは、率直に言うと、じゃ地域公共交通を

から、ほとんど一億円以内で済むと思いますので、

環境を整備する必要があります。

誰が担うのかというのは曖昧だった部分を、これ

間違っても、また電通かパソナかというようなこ

手数料程度で、銀行の手数料程度で済むような仕

はもう全地方自治体にこのマスタープランを作ら

とにならないようによろしくお願いいたします。

いる内容となっておると思います。

せるのを、まあ努力義務とはいえ義務化を求めて

第一に、災害ハザードエリアを踏まえた防災ま

ちづくりを推進するため、災害危険区域等におけ

終わります。
○委員長（田名部匡代君） 本日の調査はこの程

いると。それで、これについてそれで終わらせる
のではなくて、その達成目標もしっかり明示する、

整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の

る自己業務用施設の開発を原則禁止し、市街化調
─────────────

開発を厳格化するとともに、立地適正化計画の記

度にとどめます。

現実の中で、地方運輸局が責任を持ちながら、都

○委員長（田名部匡代君） 都市再生特別措置法

そこについては、現場の今専門家がいないという
道府県と連携を取りながら、人的な、またアイデ
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以上がこの法律案を提案する理由でございます。
とぞ御審議をよろしくお願い申し上げます。

載事項として居住誘導区域内で行う防災対策、安
危険区域等からの移転について市町村が主体とな

○委員長（田名部匡代君） 以上で趣旨説明の聴

この法律案が速やかに成立いたしますよう、何

って移転者等のコーディネートを行い、移転に関
取は終わりました。

全確保策を定めた防災指針を追加するほか、災害

する具体的な計画を作成する新たな制度を創設す
はこれにて散会いたします。

本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日

第二に、居心地が良く歩きたくなる町中を創出
午後零時九分散会

る等の措置を講ずることとしております。
するため、市町村による街路の広場化と民間事業
者によるオープンスペースの提供を一体的に行う
など、官民が連携して交流・滞在空間を形成する
取組を都市再生整備計画に位置付けるとともに、
民間事業者が公園内でカフェ、売店等を設置する
ための協定制度の創設、にぎわい空間となるメー
ンストリートに駐車場の出入口を設けさせない規
制の導入等の措置を講ずることとしております。
また、エリア価値の向上に資する民間都市開発プ
ロジェクトについて、国土交通大臣の認定を申請
することができる期限の延長等を行うこととして
おります。
第三に、居住誘導区域において日常生活に必要
な施設について用途制限の緩和等を行うとともに、
居住誘導区域内の老朽化した都市計画施設の改修
を促進するための措置等を講ずることとしており
ます。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の
規定の整備を行うこととしております。
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