国土交通
令和２年６月２日

─────────────

を始め、各党の理事、委員の皆さんに感謝を申し

から各企業の皆様方、そして国土交通省始め関係

請に応えて対応してこられた国民の皆様方、それ

省庁の皆様方のお一人お一人の御努力のたまもの

上げたいと思います。
私は、御承知のとおり、建設省、国土交通省で

と心から感謝を申し上げたいというふうに思いま

○委員長（田名部匡代君） ただいまから国土交
長らく勤務をいたしまして、インフラ整備、防災、

通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。

す。

さて、宣言は解除されましたけれども、新型コ

災害対応などに取り組んでまいりました。本日は
そうした経験を踏まえまして質問をさせていただ

昨日、末松信介さんが委員を辞任され、その補
欠として宮崎雅夫さんが選任されました。

とともに、感染された皆様方の一日も早い回復を

て亡くなられた皆様に謹んで哀悼の意を表します

まずは、これまでに新型コロナウイルスによっ

て今後の民間投資の減退も見込まれ、景気の長期

業が深刻な影響を被っておりまして、それに伴っ

いうふうに考えております。特に、様々な民間企

ます。我が国経済に与える影響はとても大きいと

ロナウイルスの影響は様々な分野に波及しており

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

お祈りを申し上げます。また、医療関係を始め、

低迷が懸念されます。私たちの生活において、密

きますので、よろしくお願いいたします。

の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のと

国民の生活を支えるために様々な分野で新型コロ

集、密閉、密接の三密の心配のある既存の生活様

─────────────

おり、国土交通省都市局長北村知さん外七名を

ナウイルスと闘ってこられている全ての皆様に心

式を見直して、ソーシャルディスタンスを考慮し

○委員長（田名部匡代君） 政府参考人の出席要

政府参考人として出席を求め、その説明を聴取す

から感謝を申し上げます。ありがとうございます。

○委員長（田名部匡代君） 都市再生特別措置法

─────────────

さよう決定いたします。

○委員長（田名部匡代君） 御異議ないと認め、

確保、重要インフラの維持管理、公共工事など継

的対処方針で定められました交通ネットワークの

って対応をしてこられました。特に、政府の基本

止対策に、赤羽大臣が陣頭指揮で国交省一丸とな

感染拡大防止のために海や空などの水際の感染防

さて、国土交通省では、新型コロナウイルスの

方を示しました国土のグランドデザイン二〇五〇、

二〇五〇年を見据えて、国土づくりの理念や考え

交通省を退官した平成二十六年なんですけれども、

こうした状況を考えますと、ちょうど私が国土

基本とした新たな仕事の仕方が求められています。

要とされておりまして、仕事面でもテレワークを

た新たな生活様式への転換を図っていくことが必

求に関する件についてお諮りいたします。

ることに御異議ございませんか。

等の一部を改正する法律案を議題といたします。

続が求められている業務の実施に全力で努めてこ

これを当時取りまとめておりましたけれども、今

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、

られました。特に整備局、運輸局の皆様、さらに

回の新型コロナウイルスの教訓を踏まえまして、

質疑のある方は順次御発言願います。

これより質疑に入ります。

はそれを支える建設業、運輸業の皆様方にも心か

いわゆるポストコロナ時代のグランドデザインと
さて、五月の二十五日、緊急事態宣言が全ての

考えています。

して見直す必要があるのではないかというふうに

ら感謝を申し上げたいというふうに思います。

自由民主党の足立敏之でございます。本日は質

都道府県で解除されました。これも政府の自粛要

○足立敏之君 おはようございます。
問の機会を与えていただきまして、田名部委員長
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トコロナということを考えると、少しマッチして

ットワークなどを基本戦略としております。ポス

ーメガリージョンとか、コンパクト・プラス・ネ

目、二枚目に示しましたリニアを軸としたスーパ

お手元の資料に配りましたけれども、資料の一枚

国土のグランドデザイン二〇五〇というのは、

点に来ているのではないかというふうにも思いま

に大きく依存した観光産業についても考え直す時

うふうに考えております。さらに、インバウンド

度は国内に回帰させることも必要ではないかとい

したけれども、経済安全保障の観点からも一定程

サプライチェーン、かなり今回も指摘がございま

また一方で、海外に過度に基盤を求めた脆弱な

ればいけないということで気を引き締めてやって

た早期の終息を目指して全力を尽くしていかなけ

やっぱり緊張感を持ってこの拡大、再発防止、ま

通学の例えば電車のラッシュも戻りつつあったり、

は解除はされたものの、この六月一日からの通勤

新型コロナウイルスにつきましては、非常事態

いただきましたことに、まず心から感謝を申し上

いないところが出てき始めているんじゃないかな
す。

いと思いますけれども、まず集中から分散への回

るべき点、私見でございますけれども申し上げた

グランドデザインの見直しに当たりまして考え

ことに加えて、強靱な経済構造を構築するための

いう二つの大きな課題に集中的に取り組む、その

会議において、防災・減災対策及び老朽化対策と

赤羽大臣は、先週五月二十九日、経済財政諮問

れば、少子高齢化、人口減少化、過疎化が進む中

うことでいえば、まず、感染症のこの事態がなけ

この今の御質問のこれからの国土の在り方とい

げたいと思います。

というふうに感じるところでもあります。

帰ということではないかというふうに思います。

生産性の向上や民間投資の誘発に直結する社会資

でどうしていくのかという中で、当然、様々なこ

いきたいと思いますので、まだ引き続き御指導よ

東京一極集中の是正も含めまして、都市と地方の

本の整備を戦略的に進める、そのことによりまし

ろしくお願い申し上げたいと思います。

役割の見直し、それを踏まえた地方の活性化、こ

域づくりと、これはもう足立先生からの御指導あ

とを考え、コンパクト・アンド・ネットワークシ

そうした考え方を基に、新型コロナウイルスの

ったとおりだと思っておりますが、今回これに加

て、我が国の安心と成長の未来を実現すると主張

教訓を踏まえまして、ポストコロナ時代にマッチ

えて新たな感染症、未曽有の感染症、これが世界

ういったことを進める必要があるというふうに考

もう少しゆとりだとかそういったことを考えた人

した持続可能な社会という観点で国土のグランド

中に蔓延しているという状況の中で、今後の国土

ティーを形成したりとか、あと、当然、この近年

中心のまちづくり、あるいは、緑や水辺など自然

デザインを見直すべきと考えますが、赤羽大臣の

の在り方というのをどう考えるかということは大

されておられました。大変心強い限りでございま

と調和したまちづくり、地域づくりへと転換する

見解をお伺いいたします。

変大きなテーマだというふうに思っております。

えます。これまでの集中、集約あるいは高度化、

必要があるのではないかというふうに考えます。

○国務大臣（赤羽一嘉君） まず冒頭、今般の新

現時点において、コロナ後の国土の姿を正確に

の激甚化、甚大化、また頻発化する災害に強い地

な仕事の仕方への転換、これも必要とされており

型コロナウイルスの対策に対しまして、我々国土

描くというのはまあ難しいとは思いますが、私、

す。

まして、それを支えるデジタル時代のまちづくり、

交通省の職員、また、所管の公共交通機関を始め、

個人的に思っておりますのは、二十五年前の阪

効率化を目指したまちづくり、地域づくりから、

住まいづくり、こういったことも大事だというふ

所管の業界団体の皆様方に温かな激励のお言葉を

また、テレワーク、リモートワーク中心の新た

うに考えております。
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し、それを支える意味では、地域公共交通機関で

ＩとかＩｏＴを活用した人手不足を補う物流の機

ますが、二拠点居住、こうしたものが、やっぱり
また、経済的に言うと、サプライチェーンの見

械化、昨日も実はちょっと物流業界の現場に行っ

神・淡路大震災を経験したときに、神戸の町がど
のは高齢者だらけ、平均七十五歳ぐらいの住宅が

直しということで、ある程度地産地消型の経済圏

てまいりましたが、そうしたことが非常に大事に

は課題でございましたが、自動走行ですとか、Ａ

たくさんできて、中の自治会もつくれないような

というのも、やっぱり各企業ともそうしたことを

なってくるんではないかと思っております。

そうした選択がされるだろうと。

状況が幾つも起こりました。これはある意味では、

やらないとリスクのヘッジメントにならないとい

うだったかというと、例えば災害公営住宅という

二十年後の我が国の状況が随分前倒しで現出され

うふうに私はそう考えております。

て厳しいものでありますけれども、私は捉え方と

ですから、この感染症の拡大自体は大変つらく

とで様々な大きなきっかけになるんではないかと。

けがなかったわけでありますが、これは今回のこ

皆総論では言うんですけど、なかなかそのきっか

極集中主義を改善しなきゃいけないというのは、

加えて、そうしたことから、かねてより東京一

指導よろしくお願いしたいと思います。

めていきたいと思っておりますので、今後とも御

土形成づくり、しっかり国交省としても取組を進

うことで、前向きに、しっかりと先を見通して国

な我が国が抱えている問題を今顕在化されたとい

訳ないんですが、私の言いたいことは、大変大き

様々な課題で、ちょっと五月雨式な答弁で申し

たと、そうした将来の課題が直面に突き付けられ

しては、これは将来の課題が今ある意味では顕在

この東京一極集中を改善するということは災害や

○足立敏之君 ありがとうございました。

るというのがこういう大きな災害とか感染症だと

化、このことによってされたと、ですから、この

感染症のリスクの軽減にもつながりますし、社会

し、ある意味では、その結果、高い都心の中にオ

かデジタル化、こうしたものはやっぱり必須です

会の軽減のためのテレワークという働き方ですと

おりであるんですけど、やっぱり一つは、接触機

あると思います。今、足立委員からお話あったと

この感染症の現時点でも示唆的な状況というのは

いで考えていかなければいけないとなると、様々

私は、よく毒をもって薬となすというような思

けないと。

っぱり前向きにこのことを捉えていかなければい

豊かで健康的な暮らし方、生き方、働き方という

様式でも求められておりますので、ある意味では

空間ということがこれからニューノーマルの生活

ないと思いますし、また、やっぱりゆとりのある

一度よみがえらせるようにしていかなければいけ

統的な文化、技術とか産業、こうしたものをもう

本来の我が国が持っている各地方の魅力とか伝

の創生にもつながるというふうに思っております。

是正をする、それは裏腹に、それぞれの地方地方

ふうに思っておりますので、是非東京一極集中の

経済としての強靱性ということが保たれるという

まして今日は質問させていただきたいと思います。

いただきましたけれども、その後の状況も踏まえ

五月十九日の国土交通委員会でも質問をさせて

で、よろしくお願いいたします。

しを是非お願いをしたいというふうに思いますの

ーシップで、この国土のグランドデザインの見直

臣の今お聞かせいただいた熱い思いと強いリーダ

ども、今回、コロナの影響を受けまして、赤羽大

臣の強い思いで作成されたものでございますけれ

現行の国土のグランドデザインは当時の太田大

いうふうに思っております。

ことを非常に明確にしてどう取り組むのかと、や

フィスを構えるよりも地方に住んで十分仕事がで

ものが価値を持っていくんではないかと思います

げます。

次に、建設分野への影響について御質問申し上

きるとか、あとは、私もかねがね申し上げており
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業績が既にマイナスの影響があると見込んでいる

資料の右下のグラフなんですけれども、今年度の

データバンクが四月に実施した調査によりますと、

サルタントの状況について、国交省としてどのよ

でダメージを受けている国内の建設業や建設コン

るなというふうに思っておりますけれども、海外

今後、更に大幅な事業の縮小があると非常に困

ゼネコンや建設コンサルタントからの情報を関係

に深刻化していくおそれがあると認識しており、

等を担う建設業への影響は非常に大きく、今後更

国土交通省といたしましては、海外の建設工事

が難航するのではないかとの懸念の声も寄せられ

建設会社が四三・二％、今後マイナスの影響があ

うに受け止め、今後どのような支援を考えている

府省、機関とも情報共有するとともに、政府一丸

大きな影響が出ているというふうに聞きます。

ると見込んでいる社が四四・六％、合わせてマイ

のか、岡西国際統括官にお聞きしたいと思います。

となって可能な限り支援を行っていく必要がある

お手元の資料三にデータを示しましたが、帝国

ナスと見込んでいる建設会社が既にもう九割と、

○政府参考人（岡西康博君） お答え申し上げま

と考えております。

新型コロナ感染拡大に伴う海外の建設工事等を

では、外務省、ＪＩＣＡ等の関係府省、機関と情

このため、新型コロナ感染拡大後、国土交通省

ています。

大変な数値に上っております。
す。

今年度末の業績見通し、これも左側の方の中に示

受注している日本の建設業への影響については、

報共有や意見交換を行ってきておりますが、感染

また、個々の建設会社あるいは住宅建設会社の
させていただきましたけれども、現時点で、工事

国土交通省において随時ゼネコン、建設コンサル

連携した支援に積極的に取り組み、ゼネコンや建

中断等の影響はもうほとんどないんですけれども、

それによりますと、各国政府の移動制限措置や

設コンサルタントの不安を少しでも解消できるよ

終息後、日本のインフラシステム海外展開が途絶

これが大変厳しくて、さらには、後ほど申し上げ

工事の中断命令の発出状況などは国によって異な

うに努めてまいります。

タントなどの各企業や業界団体から聞き取りを行

ます海外での建設投資の先行きの不透明感もあっ

りますが、我が国のゼネコン、建設コンサルタン

○足立敏之君 ありがとうございました。

今後見込まれるディベロッパーさん、それから不

て、二割から三割の減益見通しのみならず、五割

トの多くは工事などの一時中断や体制の大幅な縮

先週の国土交通委員会で、武田委員から建設分

えることのないよう、引き続き関係府省、機関と

を超えるような減益の見通しを示している社もあ

小を余儀なくされており、各企業の経営やプロジ

野の方々に対するＰＣＲ検査というお願いがあり

い、把握に努めているところであります。

ります。大変深刻な状況と言わざるを得ないとい

ェクトの進捗に大きな影響が出るおそれがある状

ましたけれども、私からも一点お願いがあります

動産、ホテル、物流など民間建設投資の落ち込み、

うふうに思います。

況と聞いております。

せたり、建設コンサルタントについても海外業務

海外の現場を閉所して派遣していた社員を帰国さ

すけれども、この新型コロナウイルスの影響で、

社あるいは住宅建設会社さん、たくさんおられま

になりますが、企業からは相手国政府等との協議

負担などについて本格的に協議を行っていくこと

国政府などとの間で工期の延長や追加的な経費の

段階においては、我が国企業と発注者である相手

また、今後、感染が終息し、工事等を再開する

というのは仕事上も大変大きゅうございますので、

いただきたいと思います。やっぱり二週間のロス

実施できるような、そういう手だてを是非考えて

者だとか渡航者のＰＣＲ検査をできるだけ迅速に

が、今お話のありました海外の業務の関係の帰国

中でも、海外受注で業績を伸ばしてきた建設会

を打ち切らざるを得なくなったり、海外事業にも
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ます。しかし、一次補正、二次補正は基本的に民

五月二十七日に二次補正が閣議決定されており

す。

その辺についても御配慮をお願いしたいと思いま

是非とも企業の海外進出の要とも考えますので、

進んでいます。

を大きく上回るスピードで韓国のインフラ整備は

一方、日本はその間半減をしておりまして、日本

れども、二十年間で二・五倍に伸びております。

ども、韓国のインフラ整備の予算でございますけ

お手元の資料四を御覧いただきたいんですけれ

します。

○副大臣（青木一彦君） 足立委員にお答えいた

ますが、青木副大臣の見解をお伺いいたします。

確保してインフラ整備を進める必要があると考え

況を踏まえますと、日本でも公共投資をしっかり

めの次の経済対策が改めて求められるというふう

定程度終息した段階で、そこから景気を支えるた

ないと思います。新型コロナウイルスの感染が一

の面で大きな差が付いてしまっているのが実情で

高速道路やダム、港湾、空港など、インフラ整備

インフラの整備状況の比較でございますけれども、

次のページめくっていただきまして、いろんな

えております。

地方を含め我が国の経済成長を支えるものだと考

もに、生産性の向上や民間投資の誘発を通じて、

すし、自然災害から国民の命と暮らしを守るとと

社会資本の整備、これは未来への投資でありま

間投資の冷え込みへの対策までは考慮されておら

に考えております。

先ほどニューディール計画の話されました。そ

のことも踏まえまして、委員が御指摘の韓国との

はないかというふうに思います。
巨大な仁川空港に到着して、ソウル市内に向か

前回、五月十九日もお話ししましたけれども、
一九三〇年代の世界大恐慌の後にアメリカで行わ

まえると一概には比較することは難しい面もござ

比較でございますが、我が国の整備水準について

思います。私も十年以上前なんですけれども、そ

いますが、先ほど委員がおっしゃいましたように、

うときに四、五車線もある高速道路をばあんと走

ィール政策を進めていただくよう大臣にもお願い

れを見たときに愕然として、これは日本の方がも

四車線以上の高速道路の割合が韓国に比べて少な

れたフランクリン・ルーズベルト大統領提唱によ

したところでございますけれども、本日、新たな

うインフラ整備遅れているんじゃないかというふ

い、釜山港に比べ、我が国の国際コンテナ戦略港

は、これは自然や国土の条件等、様々な違いを踏

国土のグランドデザインの作成もお願いをいたし

うに危惧したこともありますけれども、先生方も

湾では大型のコンテナ船が入港できる水深十六メ

っていくというのを皆さんも御経験されていると

ましたので、その基本的な考え方に沿って、ポス

同じ危機感を是非持っていただければ有り難いと

るニューディール政策を参考に、日本版ニューデ

トコロナ時代にマッチした日本版ニューディール

ートル以上の大水深岸壁が少ない、仁川空港に比

べ、成田空港の滑走路の本数が少ないといった指

いうふうに思います。
その韓国が韓国版ニューディール政策で更にイ

政策というものを取りまとめていただいて、推進
していただくように改めて赤羽大臣にはお願いし

例えば、高速道路を四車線化すれば、災害時に

摘があるのも承知をいたしております。
何とか日本版ニューディール政策についても負け

通行止めが早期に解消できる、安定性や安全性の

ンフラ整備を進めるということなんですけれども、

ところで、韓国では、文在寅大統領が今回の新

ないようにしっかり進めていただきたいと思いま

たいと思います。
型コロナウイルスの影響への経済対策として、大

向上が期待されます。そして、世界的な大型化が

進展するコンテナ船の入港が大水深の岸壁を整備

す。
日韓の公共事業の動向やインフラ整備の進捗状

規模な公共事業を韓国版ニューディールとして実
施すると表明されておられます。
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○足立敏之君 ありがとうございます。

しっかりと進めてまいりたいと考えております。

今後ともこうした観点から必要な社会資本整備を

性化といった重要な役割を担っているものであり、

国民の安全、安心の確保、経済成長、地域の活

力の強化等が図られることが期待されます。

百万回が実現されるなど、港湾、空港の国際競争

整備等を行えば首都圏全体で年間発着回数およそ

すれば可能となるほか、成田空港の第三滑走路の

地方自治体の負担にしっかりと配慮することが大

共工事事業を円滑に進めていくためには、やはり

たことは承知いたしております。地域における公

いった地方公共団体に対する支援措置が講じられ

ときには地域経済活性化・雇用創出臨時交付金と

域活性化・公共投資臨時交付金、そして東日本の

実施されるよう、リーマン・ショックの際には地

担の軽減を図り、地域における公共投資が円滑に

ショックや東日本への対応のため、政府が地方負

その中で、委員が御指摘のように、リーマン・

配りしておりますけれども、わざわざ田市長さ

うのに伺いました。お手元、資料八というのをお

めいただいて、宮崎県日南市の油津の商店街とい

実は、昨年、前の都市局長の青木局長からお勧

非常に重要だというふうに思っています。

策を総合的に進めるという意味で、今回の法改正、

んでいるというふうに思いますが、こういった施

そういうような意味で、いろんな取組が各地で進

ろがあるんだという再発見をしたんですけれども、

にウオーキングで町中を歩いて、こんないいとこ

宣言発出時に、私もステイホームをしていたとき

ところで、今後、経済対策として公共事業を進

変重要と考えております。

ます。しかし、新型コロナウイルスによる影響で

援措置について検討がなされる場合、国土交通省

今後、政府におきましても、御指摘のような支

ニークな優れた取組がされておりまして、スーパ

んに御案内いただきましたけれども、なかなかユ

めるためには自治体の負担が必要になってまいり
自治体自体も税収が悪化して、財政事情も非常に

な施設だとか、それから新たな発想のゲストハウ

ーマーケットをリノベーションしたサロンのよう

対応をしてまいりたいと考えております。

スとか、多彩な店舗が入ってカラフルな、この左

といたしましては、関係省庁としっかり連携し、
○足立敏之君 ありがとうございます。この点、

下にありますけれども、コンテナ村みたいなもの

厳しい状況になってございます。
ン・ショックの際とか東日本大震災の際に実施し

非常に重要ですので、よろしくお願いしたいと思

今後、経済対策を進める際には、あのリーマ
た直轄事業の負担金の裏負担とか、補助事業、交

が町中にあって、ウオーカブルな範囲内でいろん

なそういった取組が進められておりまして、歩い

います。
さて、本日の本来のテーマであります都市再生

て過ごすのにちょうどいい、そんな感じのまちづ

付金事業の自治体負担分について交付金などで国
が支えるという地域の元気交付金というのがあり

法改正案の質疑の方に移らせていただきたいと思

また、一方で、リフォームされたＩＴ系の企業

ましたけれども、こういう措置が今回も必要では

法案の一つの柱であります居心地が良く歩きた

が入っているビルでは、若い人たちが楽しそうに

くりが行われておりました。
くなる町中の創出というのがうたわれております

にぎやかに仕事をされているのを見て、大変羨ま

います。

けれども、これは先ほどもお話ししましたポスト

しく思ったこともありますけれども、こういう都

ないかというふうに考えますけれども、国土交通

私も地方出身で、基礎自治体、そして県、財政

コロナ時代にマッチしたとても大事な考え方では

市再生の新たな形みたいなものを見せていただい

省青木副大臣の御見解をお願いします。

的にかなり厳しいところたくさんあるということ

ないかなというふうに考えております。緊急事態

○副大臣（青木一彦君） お答えいたします。

も存じております。
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しながら民間主体でオープンスペースなどの交

豪雨災害を始めとする災害で、浸水被害によって

したり、御承知のとおり、新幹線の車両基地が水

たという感じがしておりまして、こうした取組は

日南市の事例のように、行政による取組だけで

没したり、医療機関、病院や高齢者施設などがた

多様な被害が生じました。例えば、佐賀県で工場

この日南市のようなまちづくりについて国交省

はなく、民間自身がオープンスペースの提供を行

くさん水没するなどの影響が出ました。これらの

流・滞在空間の整備が進められた点だと考えてご

としてどのように評価しているのか、そしてこう

って官民が一体となって空間整備を行うと、これ

被害は、恐らくハザードマップの情報というのは

しっかりと応援をしていただきたいというふうに

した取組はどう普及させていくのか、さらには今

は非常に質の高い交流・滞在空間の創出につなが

事前にちゃんと伝わっていれば未然に防ぐことが

から油が流出したり、郡山市ではバスが大量水没

回の法改正で居心地が良く歩きたくなる町の創出

るものであり、まちづくりの重要な手法であると

できたんではないかというふうに考えます。こう

ざいます。

が目指している点について、北村局長にお伺いし

いうふうに私どもも高く評価しているところでご

思います。

たいと思います。

いった温暖化の進展で浸水被害が拡大が懸念され

る中で、やっぱり浸水域管理というようなことも

ざいます。
ただ、一方で、こういったような取組はまだま

○政府参考人（北村知君） お答え申し上げま
す。

必要ではないかというふうに考えています。

だ全国的には限られてございまして、まちづくり

内田審議官に、そういう浸水域をしっかり管理し

委員御指摘の宮崎県日南市の事例は、これは、

の法改正におきましては、こういった交流・滞在

て土地利用規制をしたり建築規制をしたり、そう

実は、昨年十一月の参議院の国土交通委員会あ

空間の創出に向けた官民の計画をそのまちづくり

いった取組をしてほしいというお話をしまして、

の手法として定着しているとは言い難い状況でご

この事例のポイントとして私どもが理解してお

の計画に位置付ける、官民で計画を作っていただ

局長や審議官からはしっかり受け止めて対応して

シャッター街化した油津商店街において民間が主

りますのは、一つは、日南市の方において、この

いて、私ども、この法律の制度、また予算、税制

いくんだという決意をお聞かせいただいたんです

るいは災害対策特別委員会で、北村局長あるいは

まちづくり全体をコーディネートする民間のマネ

とのパッケージによる支援を行うことで居心地が

が、その結果が本日の法改正につながっておると

ざいます。こういったことを踏まえまして、今回

ジャー、こういう方を全国から公募、選定して、

良く歩きたくなる空間づくりを促進すると、こう

いうふうに私も認識しておりまして、局長を始め

体となって既存小店舗の改修等を行った、商店街

このマネジャーがまちづくりの担い手の立ち上げ

いったものにつながっているということでござい

都市局の皆さんには感謝を申し上げたいと思いま

の再生につながったという事例でございます。

とか店舗の誘致に取り組んだと。一方で、この民

ます。

今回の法改正によりまして、浸水域においてど

間のマネジャーや市民が出資する民間会社でござ

次に、災害対応のお話を質問させていただきた

ういった効果を考えているのか、北村局長にお伺

す。

解体し、敷地のオープンスペース化とか建物の一

いと思いますけれども、お手元、資料九でござい

いいたします。

○足立敏之君 ありがとうございました。

階部分のガラス張り化ということをやって人々が

ますけれども、昨年の台風十九号による東日本の

います油津応援団というところが商店街の一部を

憩える空間をつくったということで、行政と連携
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化する自然災害に対応するためには、堤防の整備
より、防災の観点を入れて安全にまちづくりをす

国交省としては、これらの措置を講ずることに

全局長に伺います。

を進めようとしているのか、五道水管理・国土保

今後の治水対策についてどのような方向で検討

ないかというふうに思っております。

や既存ダムの洪水調整機能の強化等を推進すると

る、こういったものが全国的に普及するような、

○政府参考人（五道仁実君） お答え申し上げま

改正を行ってございます。

ともに、開発規制、立地誘導、移転の促進などの

そういう方向で全力を傾けてまいりたいと考えて

○政府参考人（北村知君） 近年、頻発、激甚

土地利用方策についても効果的に組み合わせて総

す。

の小委員会の議論を踏まえまして、河川管理者な

において検討をしているところでございます。こ

今委員から御指摘のように、昨年より小委員会

ございます。

次に、気候変動に伴う豪雨災害の増加について

で、よろしくお願いしたいと思います。

○足立敏之君 浸水域の管理は非常に重要ですの

合的な対策を講ずる必要がございます。
本法律案におきましては、まず、土砂災害特別
警戒区域などのいわゆる災害レッドゾーンにおい
て、病院、社会福祉施設、店舗等の開発を原則と

を求めるという、今までの水防災意識社会の再構

どが治水を行うとともに、住民に的確な避難など

資料番号の十を御覧ください。

築の取組を更に一歩進めて、河川管理者が行う治

伺います。

おいて市街化調整区域における開発許可を厳格化

温暖化によりまして、今後降雨がどういうふう

水対策の強化を図った上で、国、地方自治体、企

して禁止すること、また浸水ハザードエリア等に
するなど、災害ハザードエリアにおける新規開発

に変わるかというのが水管理・国土保全局で検討

業、住民などが、あらゆる関係者が協働して流域

の抑制を図ってございます。

されておりまして、この左側の下に表があります

等をして、そういう計画作り、コーディネートを

や施設の所有者の意見調整をした上で手続の代行

度の拡充を図るとともに、市町村が主体的に市民

や病院、福祉施設等の移転の促進について支援制

が発表されています。これは大変深刻な状況でご

その他の地域でも二〇％増えるというふうな結果

北海道や九州北西部では降雨量が約四〇％増える、

西部で一五％雨が増加する、気温が四度上がると

けれども、気温が二度上昇すると北海道や九州北

ているところでございまして、具体的には、河川

を始めとする流域治水プロジェクトにも取り入れ

この考え方は、昨年の被害を受けました信濃川

す。

くことは重要であるというふうに考えてございま

全体で治水対策に取り組む流域治水へ転換してい

また、既に災害ハザードエリアに立地する住宅

する制度を創設しております。

ざいます。

災指針を位置付けるということで、防災というも

整備とか宅地のかさ上げ等の防災対策を定める防

すると。居住誘導区域における避難地、避難路の

水想定等の災害リスクを考慮した上で居住誘導を

います立地適正化計画において、洪水における浸

だきましたけれども、非常にいい方向の検討では

記事で流域治水というような文言を見させていた

ふうに聞いております。ホームページや専門紙の

うのを立ち上げて、今現在検討に入られたという

気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会とい

こういう状況を受けまして、国土交通省では、

住まいの工夫、住まい方の工夫など、流域のあら

画いただくとともに、水田の活用、土地利用規制、

に関与してこなかった流域のあらゆる関係者に参

貯留施設の整備など、これまで主体的に治水対策

加えて、利水ダムの事前放流の強化や民間による

管理者が行う河道掘削や遊水地などの整備の強化、

加えて、そのコンパクトシティーの取組でござ

のをまちづくりの基本に位置付けるというような
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今お話のありました気候変動に備えた防災・減

○足立敏之君 どうもありがとうございました。

会づくりに努めてまいります。

まして、防災・減災が主流となる安全、安心な社

今後とも、このような流域治水への転換を進め

おります。

ゆる場所で治水対策に取り組んでいくこととして

ます。

りのところ、よろしくお願いしたいと思っており

ますので、どうか国交省としてもしっかりその辺

するということになる可能性もあるわけでござい

付けていかなくてはいけない、国民の不信が増幅

いうことになっておりまして、非常にこれ、気を

ペーンが三千九十五億円の事務局費ですか、そう

説明を受けましたけれども、ゴー・ツー・キャン

川のバイパスの問題でありますが、ここも三百億

ただいておりますが、国道三号線のこの八女―広

そういう中にあって、私、何度も質問させてい

ます。

かということ、大きな課題であろうと思っており

もしっかり見据えて、このコロナ後どうしていく

だと私は思っておりまして、この財政という部分

円になってしまったと。本当にこれは大変なこと

お願いをして、私の方からの質問を終えさせてい

うに赤羽大臣を始め国土交通省の幹部の皆様方に

ィール政策、これをしっかり推進していただくよ

国土のグランドデザインに沿った日本版ニューデ

ますけれども、プライマリーバランスとか、そう

一次、第二次ということで使っていくわけであり

ですね、国の本当にこれ予算、六十兆からこの第

もどうしても首長経験者として、この予算の問題

今、話いろいろあっておりましたけれども、私

たのかなと思うところがございましたので、まず

そこで、ちょっとこれ、虚偽の答弁じゃなかっ

の内容を精査をしたところでございます。

から答弁いただきましたので、ちょっとその答弁

そこで、私、この間ちょっと質問して、池田局長

から五百億の予算が要るということでございます。

災対策の強化を含めまして、ポストコロナ時代の

ただきます。

いうことを考えると、本当に大丈夫だろうか。

いよいよ六月に入りまして、この通常国会の方

調整基金、こういうときのために財政調整基金が

わなくちゃいけないと私も思っております。財政

ただきましたけれども、本当にこれ、当然今は使

それと、私、地方自治、今もちょっと触れてい

とですね、した上で、福岡県に対し都市計画に必

わゆる第三、山側にそのバイパスを造るというこ

国交省としてこの方針を最終確認をした上で、い

言葉といたしまして、今後でございますけれども、

そこを触れさせていただきますが、池田局長のお

以上です。ありがとうございました。

も会期末を迎えて、本当にいろいろなことが行わ

あるんだと。だから、思い切って使うところは使

要な図書を送付しまして、福岡県において都市計

○野田国義君 野田でございます。どうぞよろし

れておるということでありますが、コロナウイル

っていかなくてはいけないと思っております。

が七百数十兆ですか、ああ、数十億円ですね。す

また、持続化交付金の事務局の問題ですね、あれ

うのも、あっ、十兆円か、これも気になりますし、

っと気になる点が、もちろん予備費の十億円とい

始まるということでございますが、その中でちょ

二万人の政令都市でありながら、基金が何と四億

すると。そしてまた、相模原市においては、七十

型プロジェクトがあるけれども、それはもう凍結

れ清水でしたっけ、三つぐらいの市役所を始め大

もう底をつくというような状況ですし、また、あ

また、東京においても一兆円ですか、ほとんど

市計画決定していくということでございますが、

そうなんですね、ルート作りには、で、そこを都

とで、福岡県が今、何か一キロぐらいの幅がある

あたかもその都市計画をやるんだというようなこ

予定をいたしておりますということで、福岡県が

画決定を進めていただけないかという、そういう

くお願いいたします。

ス対策の二次補正も出てくると、来週から審議が

ると、御承知のとおり、この間からの委員会でも

-9-

国土交通
令和２年６月２日

でしょうか。

このことを、本当にこれは福岡県が作っていくん
都道府県は、都市計画が必要とこう判断した際に、

請を行うことになります。その後、要請を受けた

はなかろうかなと。要るものは要りますよ。しか

けれども、そういうスタンスも逆に必要なことで

止めると。今、先ほど自治体のことも話しました

うことを強く池田局長にも申し上げさせていただ

自ら主体的に、主体となってですね、自ら主体と

御指摘のこのバイパスでございますけれども、

きまして、要望いたしまして、次の質問に入りた

私、これ見てみますと、都市計画決定の手続と

ートを作っていくというようなことになっておら

有識者委員会で了承された山側ルートバイパスに

いと思います。よろしくお願いしたいと思います。

しながら、不要不急なものはもう凍結してしまう

ないか。このルートが、私非常に、何といいます

ついて、国交省として方針を最終確認した上で、

それじゃ、法案の方に入らさせていただきたい

なって都市計画決定の必要な手続を進めると、こ

か、疑義があると申しますか、地元でいろいろう

福岡県に対しまして都市計画決定の要請をしてま

いう、このあれを持っておるんですが、原案の作

わさされているのは、不動産屋さんが、うちの前

いりたいと考えております。

まず、私も経験上、まあ今回はいい法律、もっ

と、そういう勇気も私は必要なことであろうとい

を通るためにこのバイパスを造ってくれと、そう

○野田国義君 そうですよね。いわゆる国、国交

と早くこういう法律出てきておかなくちゃいけな

ういうことになっております。

いうことでやったと、スタートを切ったと。そし

省の方でルートを決めるということ、これが非常

かったんじゃないかなと。これだけ災害が多発し

成はまず国がやると、国がいわゆるそういったル

て、ある自治体は、小学校にぶつけて、その小学

に本当に地元の方々にとっては重要で、そしてま

てくるといろいろなことが起こってまいります。

それで、ちょっと二点についてお聞きしたいと

と思いますが。

校をその国交省予算というか、そういうのでやら

た利害が絡むということでございまして、この辺
りのところ、私が今言ったようなことが本当の現

せろというようなことを思っているとか、地元で
はそういった話が蔓延しているんですね。

思います。

市役所始め文化施設とか保健所とかが大体固まっ

実の問題として起こったら、ほら、やっぱりとい

ですから、私、これ、確かに首長は造ってほし

て都市にはあるわけでありますけれども、そして

だから、非常にこのルートというのは、当然利

いということを、地元要望を上げているようでご

同時に、そこはいわゆる避難所にもなっているわ

まず、中心市街地の問題ですね。

○政府参考人（池田豊人君） お答えいたします。

ざいますけれども、期成会もなくて、本当に多く

けですよね、パターンといたしまして。そして、

うような話になって、非常にこれおかしな問題に

御指摘の国道三号の広川から八女のバイパス計

の住民が求めているかというと、そういううわさ

そういうところでいわゆる浸水をする。そして、

害が絡むわけでありますので、大切なことであり

画に限らず、直轄国道のバイパスなどに係る都市

がですね、非常に悪いうわさばかりが蔓延してい

御承知のとおり、今、一番問題になっております

この浸水想定区域など、災害ハザードエリアに

計画の手続については、事業者である国土交通省

るというような状況でございますので、私は、こ

ように、内水氾濫の非常に危険が伴って、当然、

なるんじゃないのかなと。

においてルート案を作成いたしまして、国交省か

のコロナ後と申しますか、アフターコロナ、私は

大雨が降るとそういった内水氾濫が起こるという

ますけれども、どう今されているのか。国交省が

ら関係する都道府県に対しまして、そのルート案

非常に、見直すところは、不要不急な事業はもう

恐らくこれやっているんじゃないですか。

を送付しまして、都市計画決定をしていただく要
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国交省考えておられるのか。

ことでございまして、この対策などをどのように
の地域の安全の確保が、先生おっしゃるとおり、

そういった中で都市機能や居住を誘導する町中で

トなまちづくりということを進めておりますが、

ので、ここはやっぱり市町村の方になるべく汗を

害が、理解が得られないということでございます

委員御指摘のとおり、なかなかその住民の方の利

に、まず、本法律案におきましては、この移転、

それともう一つ、これも私、経験あるんですけ
大変重要だと考えてございます。

方々は、何言っているんだというような話にこれ

何度もしたことありますが、当然、地域住民の

えられるんじゃないか、そういう発言も私自身も

集団して移転してもらった方が予算的にも低く抑

りとかそういうところの集落、本当にこれはもう

の避難地とか避難路の整備、宅地のかさ上げ、警

正化計画に防災指針というものを位置付けて、こ

ございますので、今回の法律改正案の中で立地適

クトなまちづくりと防災対策を両立させる必要が

導区域を定める場合、こういった場合は、コンパ

このため、浸水想定区域等にやむを得ず居住誘

いたしますと、その計画に定めた所有権、賃借権

的には、市町村がその計画を作って、これを公告

った制度を創設したいと考えてございます。具体

て、いろいろな手続も代行してあげると、こうい

方の意見を調整して、移転に関する計画を作成し

は、市町村が主体的にその住民や施設の所有者の

かいていただけないかということで、この法律で

れども、この災害ハザードエリア、例えば地すべ

までなってきたわけです。

戒避難体制の充実などを図るようにという定めを

等が一括して移転できると、登記の手続も市町村

しかしながら、やっぱりこういうところはしっ

しているところでございます。

かりと転換も図っていかなくちゃいけない。例え

がやってもらえるというふうなことを考えてござ

ですね、当然そこには支援策が国として要ると思

ころでございますけれども、それで、この支援策

いというようなところなんかも経験をしてきたと

るんですよね。で、そこには何十戸しか集落がな

避難場所の機能強化とか、防災備蓄倉庫の設置と

つきましては、例えば、避難所の高床式化による

指定緊急避難所として市町村が指定した避難所に

いう事業を私ども所管してございますけれども、

うことにつきましては、都市防災総合推進事業と

転者向けの住宅団地の整備、またその移転者から

能でございます。こちらは、市町村が行います移

しては防災集団移転促進事業という事業が活用可

ございますけれども、まず、住宅の移転につきま

わけでございますので、この費用負担についてで

あと、そうはいいましても実際上お金が掛かる

具体的に、では、その計画に基づきまして、じ

います、自治体だけじゃできませんから。

か非常用発電施設の整備、また避難誘導のための

土地や建物を買い上げる費用、またその引っ越し

ば、地すべりなんかはもう何十億、何百億と掛か

そういうこの二点ですね、中心、そしてちょっ

看板、案内の設置と、こういったものについて国

費用、こういったものを市町村の方で助成をして

います。

と離れたところの移転の促進の対策、支援策につ

の方で補助を差し上げて、避難における安全確保

いただきますと、それに対して国庫が、国から補

ゃ、避難所をどのように安全なものにするかとい

いてお聞きしたいと思います。

を促進するということをさせていただいてござい

るぐらい、もう地すべりなんかは本当にお金掛か

○政府参考人（北村知君） お答え申し上げま

助をするという制度がございます。

につきましては、これ、都市構造再編集中支援事

また、医療施設、福祉施設とか教育文化施設等

ます。
災害ハザードエリアからの移転を促進するため

もう一点の、移転の促進でございます。

す。二点お尋ねいただきました。
まず、避難地、避難所の関係でございますけれ
ども、人口減少、少子高齢化が進む中でコンパク
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の中で、こういったその医療施設、福祉施設等を

ーをつくるための計画でございますけれども、こ

事業は、その立地適正化、このコンパクトシティ

業という事業が活用可能でございます。こちらの

このことをお願い申し上げまして、質問を終わり

策をしっかり大臣を中心に立てていただきたい、

意識の改革もしながら、新しいこのコロナ後の対

ういった国土政策全般にわたって、何というか、

性化再生法に基づいた地域公共交通計画がどのよ

別法に基づいた立地適正化計画と地域公共交通活

そこで、お尋ねをいたします。この都市再生特

なか育っていないような状況です。

以前からこの経営は厳しく、新しい担い手がなか

ことで聞かせていただいておりますけれども、富

る事例、よく富山がうまくいっているんだという

また、このような仕組みがうまく機能をしてい

えていただきたいと思います。

されていくべきかとお考えか、そこのところを教

うに関連をして、そして地域活性化のために生か

たいと思います。

する法律案についてお尋ねをいたします。

それでは、都市再生特別措置法等の一部を改正

とうございます。

本日は、質問の機会をいただきまして、ありが

○森屋隆君 共同会派の森屋隆です。

ありがとうございました。

造ったり移転したり、併せてその道路等の公共施
設整備を行う一括した計画でございますけれども、
こういった計画を遂行する費用に対して国が補助
することとしてございます。
令和二年度の予算におきましては、こちらのそ
の医療、福祉、文化施設等を災害ハザードから移
転するということが、これ、四市において計画が

えていただきたいと思います。

山以外にうまくいっているところがあれば是非教

めたコンパクトシティー・プラス・ネットワーク

○政府参考人（北村知君） お答えを申し上げ

まず、立地適正化計画は、地域公共交通をも含

円を配分をしているところでございます。

のまちづくりのために作成されると承知をしてい

ございまして、こちらの計画全体に国費約三十億
○野田国義君 あと大臣に聞こうと思っておった

というものは変わってくると思うんです。

大の中で、大きく大都市の状況あるいは国土政策

新型コロナウイルスの感染症のこの拡大、感染拡

た。立地適正化計画を既に作成、公表しているの

通網のマスタープラン作成が努力義務化されまし

決しました。その改正案においては、自治体の交

先般、地域公共交通活性化再生法の改正案が可

交通の充実、これは併せて行うことが効果的だと

ざいますので、この居住や都市機能の誘導と公共

に、プラス・ネットワークというふうに言ってご

れもうコンパクト・プラス、委員も御指摘のよう

委員御指摘のとおり、コンパクトシティー、こ

ます。

今回、人を中心にした道づくりということもあ

は、今年の四月一日現在で三百二十六の市町村で

いうふうに考えてございます。

ます。

るわけでありますけれども、本当に町中歩いてお

あります。一方、地域公共交通網形成計画の作成

が、もう時間がありませんけれども、本当にこの

りますと、この東京を、そうすると、カフェとい

は五百程度となっています。

違った生活、新しい生活スタイルではないかと、

うな状況でございますので、またこれもいわゆる

ういうところに人は非常に集まっているというよ

は路線廃止などが進み、新型コロナ感染拡大する

する様々な計画に盛り込まれていますが、現状で

な役割を担っていると言われ、地方自治体が作成

このように、地域の公共交通は地域生活の重要

この中でも地域公共交通に関する計画と十分に調

等をお示ししているわけでございますけれども、

運用指針というもので公共団体の方にその作り方

立地適正化計画の策定に当たりまして、都市計画

このため、私ども、このコンパクトシティーの

うか、いわゆる道側にオープンカフェですか、そ

そのようなことを思うわけでございますので、そ
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の結果、現在、二百九の都市におきまして立地適

町村の取組を促しているところでございます。そ

を進めるべきということを明記いたしまして、市

整を行うべきと、必要に応じて一体的な計画策定

緑地等の整備を進めて居住環境の向上を促進する、

まして、このエリアにおきまして歩行空間や公園

高いバス路線の沿線に居住誘導区域を設定いたし

熊本市におきましては、鉄軌道やその運行頻度が

この立地適正化計画の取組をしているということ

月三十一日の時点で五百二十二の都市が何らかの

市がこの計画を公表しているんですけれども、三

ちなみになんですけれども、今三百二十六の都

○政府参考人（北村知君） 全国で千七百くら

なんですけれども、全体的にはこの数値目標とい

同じく岐阜市も積極的に取り組んでいただいて

いの市町村がございますけれども、その中で、い

利便性の高い公共交通沿線への居住誘導を進めて

おりまして、こちらは公共交通運行の効率化のた

まだに人口がある程度増えているところとか、あ

正化計画と地域公共交通に関する計画、これ両方

具体的にその進め方につきましては、特に私ど

めに乗客の利用データを分析して公共交通網の再

とは、また逆に本当の過疎で、いわゆる都市計画

うのはあるんですかね。

もの方ではいろいろな補助制度を所管してござい

編を行うと。これに併せてこの交通網の沿線に居

区域がないようなところもございますので、そう

ございます。

ますけれども、こういった地方公共団体と公共交

住誘導区域を設定し、さらに、そこに転居する場

いったところで一〇〇％にはならないと。ただ、

を策定して、それぞれ関連した施策を進めている

通事業者などが一体となりまして、都市・地域総

合には助成も行うというふうなことで公共交通沿

できるだけ進めていただくということで取り組ん

というふうに承知してございます。

合交通戦略というふうな、これ補助制度上の名前

線への居住誘導を図ってございます。

でいるところでございます。

でございますけれども、ものを策定しまして、交

国土交通省としましては、こういった事例につ
きまして説明会ですとか講習会で全国に周知をす

じゃ、まだ、もう少し増えていければいいのか

通結節点の整備ですとか公共交通に必要な交通施
設の整備を行う場合には、私どもの社会資本整備

る、場合によっては職員が直接コンサルティング

○森屋隆君 ありがとうございます。

総合交付金により支援をするというふうな形で応

なというふうに思います。ありがとうございます。

先ほど足立先生の方からも少しありましたけれ

次の質問に移ります。

をするというふうなことで全国への横展開に取り
以上でございます。

組んでまいります。

援をさせていただいているところでございます。
また、事例のお話、委員御指摘のように、富山
市、これ大変先進的ですばらしい取組をしていた

ども、昨年の台風十九号は公共交通に様々な被害
それぞれのこの計画がうまく、ベストミックス

○森屋隆君 ありがとうございます。

パクトシティーの取組を加速化するために、そう

というんですかね、それで町がいい方向に再生し

路線バスの運行にかなり支障が出てしまい、市民

だいているところでございますが、私ども、コン
いう先進的な事例を、都市をこれモデル都市とし

ていければいいなと、こういうふうに思いますし、

の皆さんがお困りになったと、こういうふうにお

をもたらしました。

て選定して、ほかの市町村の方に取組の横展開を

今熊本や岐阜もそういった形で、いい形の中で進

聞きしました。私も被災後すぐに視察をさせても

福島交通の郡山支社ではバス九十二台が浸水し、

図るようなことをしてございます。

んでいるというふうに答弁いただきまして、あり

らいましたが、従業員は総出でバスの退避を行っ

このうち公共交通施策を重点テーマとしている

がとうございます。

モデル都市としては、例えば熊本市ございまして、
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以上に激しく、とても間に合うような状況ではな

たと、こういうふうに聞いていますが、雨が予想
変重要な機能だと考えてございます。

答弁しましたように、まちづくりの観点からも大

近も含めて甚大な浸水被害が発生したところでご

郡山市内、また委員御指摘の福島交通郡山支社付

ということで、例えば路面電車とかバスとかの停

轄区間においては、今回の同様な降雨でも河川か

このため、国土交通省では、阿武隈川水系の直

ざいます。

留所とか車両基地、こういったものがつかると大

ら越水させないことを目標として、令和十年度ま

こういった台風で例えば浸水するおそれがある

東京に本社がある会社の郡山支店と災害時におけ

変問題になりますので、これは先ほども申し上げ

でに河道掘削、遊水地整備などをメニューとする

かったそうです。

るバス車両の退避に関する協定を結び、十分な退

ましたけれども、地方公共団体と事業者の方でし

実は、これより数日前に、郡山市と福島交通は、

避場所があったということです。そして、二〇一

総額約一千四百四十億円の緊急治水対策プロジェ

正予算として約百七十億円を計上いたしまして、

っかりと連携をして計画を例えば作っていただく
今回、法律の中で防災指針というようなものも

決壊した堤防の復旧や河川の水位を下げるための

一年の台風での被害を受け、郡山市が退避場所を
こういった準備はあったんですけれども、結果的

取り入れましたけれども、それに限りませんで、

河道掘削を実施しているところでございます。

クトを策定して、初年度となる令和元年度には補

にはその浸水を防ぎ切れなかったということです。

そういう計画を作って、例えば停留所とか車両基

と。

まず、今回のような事態に関して、安全なまち

地はこちらに移そうというようなことを、公共団

探し、協定を結んだところでした。災害に対する

づくりを目標とするとともに災害ハザードエリア

体の方と事業者の方が一緒になって事業をしてい

原因で、どのような対策が取られたのか、今現在

いようにすべきだと当然思いますが、これは何が

けれども、再び同じことが繰り返されることのな

の被害から一年近くが経過しようとしております

ただきたいと思います。そして、この台風十九号

て、国交省はどのような見解をお持ちか教えてい

○政府参考人（五道仁実君） お答え申し上げま

存じております。

ければ、国として支援できるところもあろうかと

観点からよく御検討いただいて取り組んでいただ

で、是非とも公共団体と事業者と、まちづくりの

合交付金により支援をするという形ができますの

ただく場合には、私どもの方から社会資本整備総

す。

などを実施することとしているところでございま

補正予算には約六億五千万を計上して、河道掘削

どを実施する予定としております。令和元年度の

り総額約五十億円で堤防の整備や橋の架け替えな

和元年度から令和七年度までに、補助事業等によ

逢瀬川におきましては、福島県におきまして、令

また、福島交通郡山支社の付近を流れます支川、

から移転を促進する今回の法改正の目的から鑑み

取られているのか、これについても教えていただ

す。
治水の対策ということでございますけれども、

ります。

て、本川、支川、河川整備を計画的に進めまして、

今後とも、激甚化、頻発化する災害に対しまし

きたいと思います。
○政府参考人（北村知君） 二点御質問いただ

昨年の令和元年東日本台風では、施設を上回るよ

治水安全度の向上に努めてまいりたいと考えてお

きましたので、まず第一点目の方に私からお答え

○森屋隆君 ありがとうございます。

まずは、営業所の移転などは、地方自治体と事

うな降雨ということでございました。その中で、
阿武隈川本川や支川の逢瀬川の越水などにより、

いたします。
このバス等の公共交通機関、これは先ほども御
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ことでよろしいでしょうか。ありがとうございま

にはそこに国からの補助があるという、そういう

業者が連携をして代替地を探して、移動したとき

す。

この辺についてお聞かせをいただきたいと思いま

けれども、国交省はどういった見通しをお持ちか、

う目的などからなかなか難しいのではと思います

○浜口誠君 立憲・国民．新緑風会・社民の浜口

た。

います。

回のコロナの対策もしっかりやっていければと思

終わりたいと思います。ありがとうございまし

す。

○政府参考人（北村知君） 今回、歩きたくな

誠です。

今回のこの福島交通の郡山支社の今の浸水の話

る町中づくりということでございます。

も、もう本当に一メーター八十ぐらいまで水が来

ども、そういったもう本当に危機を感じたと、危

誰かが亡くなるということはなかったんですけれ

で地方公共団体主導でいろいろな公共事業をやっ

イントだというふうに考えてございます。これま

この官民で取り組むということが今回の取組のポ

ってはこうした対策をしっかりやっていくという

で災害が起こるか分からないと、こういう国にと

こういった自然災害に対して、日本のようにどこ

早速質問に入らせていただきたいと思います。

険を感じたと、夜中だったものですから特にやっ

て、例えば駅前非常にきれいになったなというふ

のは極めて重要だというふうに思っています。

先ほど足立委員の質問に御答弁いたしましたが、

ぱりそういった怖さも感じたということで、今お

うなことがございますけれども、やっぱりそこで

政府も、減災・防災、さらには国土強靱化の三

たということで、まあ不幸中の幸いで、人命は、

聞きしましたら、そういった対策を取ってくれて

その民間の方の取組がないと、そこでそのにぎわ

か年の緊急対策、今まさに行っておりまして、令

つくるとどういったお客さんが集まってくるかと

うことにもなっております。

和二年度がその最終年度、三か年の最終年度とい

日本も本当に災害が頻発化、激甚化しています。

いるということで大変有り難いと思います。

いというようなものを、やっぱりどういった店を
いうようなこともなかなか官の側では難しいとこ

そこで、赤羽大臣にお伺いしたいんですけれど

最後になりますけれども、魅力的なまちづくり
コロナ感染拡大による新しい生活習慣によって

ろがございますので、今回はそういう民間のアイ

についてお聞きをいたします。
具体的に私たちの生活が今後どう変わっていくの

も、今回の法改正あるいは国土強靱化の取組、こ

に向けてどういったところを我が国として目指し

デアを是非ともその計画作りの中から生かしてい
そういった中で、先生、委員御指摘のように、

ていくのか、目指す姿について大臣の思いがあり

か、これはまだはっきりしないかと思われます。
いうふうに利活用されていくのか、少し疑問に思

確かに難しい課題などはございますけれども、民

ましたら、是非冒頭にお聞かせいただきたいなと

ういったことを通じて、安全、安心なまちづくり

うところもございます。それは、コロナ感染拡大

間の知恵も入れながら新しい形のまちづくりを進

いうふうに思います。

って官民で取り組むと。

の状況を経た今、国交省としては今回の法改正で

めてまいりたいというふうに考えてございます。

そうした中で、今回の法律案の内容が実際にどう

目指した魅力的なまちづくり、特に心地が良くな

で的確にちょっと答えられるかどうかはあれなん

○国務大臣（赤羽一嘉君） 大変大きな質問なの
取組自体は本当にいい取組だと思います。少し

ですけれども、今回のまず法改正、お願いしてい

○森屋隆君 ありがとうございました。

一体の取組でありますから、民間の設備投資とい

民間の投資が弱いようにならないように、是非今

る町中づくりについてでございます。これは官民
った点や、あるいは人が集まる場所をつくるとい
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る第一点は、やはり近年、本当に気候変動の影響
り今日の委員会でも議論していく必要があるとい

でいるというふうに思っておりますので、しっか

年三月末時点で全国で約四千施設あるというふう

ございますが、これにつきましては、平成三十一

今回の法改正によって、災害レッドゾーンにお

それ以外の例えば浸水想定エリアと、そういった

を受けて激甚化、頻発化している自然災害から国
やはりハザードマップで危険だというエリア、ま

いては、住宅等に加えまして、自己の業務用施設、

ようないわゆる危ないエリアから安全なところに

に承知してございます。

た浸水想定地域、これを今までのような開発の在

これいろいろあると思います、病院とか店舗とか

移転するための一つは計画を公共団体の方でなる

うふうに思っております。

り方でいいのだろうかという、これまでは土地の

学校とか社会福祉施設とかいろいろありますけれ

べく作ってくださいということと、あとは予算の

民の皆様の命と暮らしを守るという観点からは、

私権に関わる問題で大変難しい、またナイーブな

ども、そういった業務用の施設についても原則開

今回は、こういった災害レッドゾーンも含めて、

ところだったと思いますが、ここはあえてそこに

制度で、住宅の移転又は施設の移転というような

ものについての移転を促進するような対策という

発は禁止するということになっております。
そこで、今全国に、その中でも災害弱者と言わ

踏み込んで、開発を禁止するとか抑制するといっ
たことを取り込んだというふうに思っております。

ことを予算の拡充等をして進めてまいりたいとい

例えば土砂災害等につきましては、これはしっか

れる皆さんが利用する病院ですとか社会福祉施設、

の災害レッドゾーンの中にあるそういった施設を

りと対策を講ずればレッドがレッドじゃなくなる

これ、やっぱり安全、安心であるということを担

やはり安全な地域に、安全なエリアに移転させて

というようなこともございまして、例えば福島県

うふうに考えてございます。

同時に、御承知だと思いますが、国交省の中に

いく、あるいはその災害レッドゾーンにいろんな

の河沼郡会津坂下町というところでは、砂防堰堤

このレッドゾーンの中に、災害レッドゾーンの中

も、省内横断的に「いのちとくらしをまもる防災

対策を施して安全なエリアに変えていく、こうい

の整備により一定の安全性が確保されたためにい

保するということが、やはり健全な国土づくりと

減災」というスローガンを掲げてのプロジェクト

った取組が非常に重要だというふうに考えており

わゆるレッドゾーンが解除したという事例もござ

また、災害レッドゾーンにつきましては、原則

を立ち上げておりまして、そうした中での抜本的

ますけれども、政府としての取組状況ありました

いますので、こういう対策によって安全性が確保

にどれぐらいの施設があるのかというのをまず一

な防災・減災対策、この夏というか六月中をめど

らお聞かせいただきたいと思います。

できるという場合もございますので、そこら辺は

いうか、国民の安全、安心な暮らしにつながると

にしっかり講じていかなければいけないと。治水

○政府参考人（北村知君） まず、お尋ねの災

きめ細かく地域の実情に応じた整備で、駄目な場

立地規制するわけでございますけれども、ただ、

対策については、先ほど水局長からも御答弁した

害レッドゾーンのうちの、ちょっと私どもの方で

合には移転していただくと、そういうようなこと

点目、伺いたいと思います。その上で、今後、こ

ような形で、再度災害は必ず防止するという心意

資料を持ち合わせておりますのは、土砂災害特別

で、複合的に進めてまいりたいと考えてございま

いうふうに思っておりますので、そうしたことの

気でやっていきたいと、こう考えております。

警戒区域、こちらに立地している病院、社会福祉

す。

法改正だということでございます。

○浜口誠君 ありがとうございます。

施設等のいわゆる要配慮者利用施設というもので

まさに今回の法改正は非常に重要な中身を含ん
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す皆さんが安全な場所で生活できるように、しっ

連携取っていただいて、少しでもその地域で暮ら

地域の住民の方の意見、あるいは地方自治体とも

がベストなのかというのはあると思いますので、

是非、それぞれの地域によってどういった対応

止されているんだけれども、自治体の条例で定め

うもので、要すれば、本来は調整区域で開発が禁

けれども、こちらの十一号というのと十二号とい

中で、ただ、同条で十一号というのがあるんです

る場合が幾つか各号で決められております。この

市計画法の第三十四条というところの、開発でき

は本来市街化を抑制すべき区域ということで、都

ましいと。例えば浸水に対しては、そもそも土地

助言ということで、こういった基準でやるのが望

を定めることになりますが、私どもの方で技術的

いますので、それぞれの審査会、公共団体で基準

開発審査会はそれぞれの自治体にある機関でござ

ているところでございます。

許可はやれないというような改正を行うこととし

○浜口誠君 ありがとうございます。

かりとした対応をお願いしたいというふうに思っ

ると調整区域であっても開発ができるようになる

をかさ上げすると、そうすると安全でありますの

の厳格化を行っていくということになっておりま

化調整区域においては、今回、開発の許可の基準

て、実態を見ると、実は調整区域なのに条例を定

てはかなりラフにやっているところがございまし

実際は、この条例の作り方は、公共団体によっ

団体に対してお示しをすると。

ございますけれども、こういった基準を地方公共

使えないとか、そういったようなことを今考えて

て、二階以上じゃないと人が居室みたいなものに

個別のその審査の基準でございますが、これは、

ております。

という、そういう一種の特例的な規定がございま

で。ですとか、例えば施設によっては床を高くし

続きまして、浸水ハザードエリア等についてな
す。

す。具体的にその厳格化する内容というのはどの

めて市街化区域と同じように開発ができる、しか

んですけれども、この浸水ハザードエリアの市街

ような内容になっているのかということと、しっ

これにつきましては、委員御指摘のとおり、こ

際にその規制を受ける事業者のサイド、こちらの

も、そのときに災害の安全性というものを全然見

今回は、こういう、これらの規定で許可が可能

方々に対して説明会の開催等を通じてその内容を

かりと、こういった厳格化を行っていきます、開

となっているエリアから、もう災害ハザードエリ

周知徹底して、安全なまちづくりが担保できるよ

れ世の中にちゃんと理解していただかなければ意

うのは非常に重要だというふうに思っております

ア等はこの規定使っちゃ駄目だよということにし

うにということに努めてまいりたいというふうに

ないで許可を出しているという事例があるという

けれども、そういった広報に対してどのような取

まして、そういう場合には、市街化調整区域の場

考えてございます。

発基準はここまでのレベルを求めていきますとい

組をこれから行っていくのか、伺いたいと思いま

合にはこの三十四条の後ろの方に開発審査会とい

○浜口誠君 周りの皆さん、その関係する皆さん

味がございませんので、公共団体ですとか又は実

す。

う、それぞれの自治体の第三者機関で個別に審査

がその基準なりをしっかり理解した上で対応され

ことが判明してまいったところでございます。

○政府参考人（北村知君） お答え申し上げま

をして、ちゃんと安全性とかも見た上でオーケー

るというのは本当に大事だと思いますので、今局

ったことを分かりやすく広報、告知していくとい

す。

しないともう許可を下ろしませんよということで

長言われたように、告知の面ではいろんな工夫を

化調整区域における開発でございます。

まず、今回規制を強化しようといたします市街

規制をきっちりとやる、今までのノーチェックの

これにつきましては、市街化調整区域というの
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ども、ただ、この立地適正化計画は平成二十六年

除外するということになっていると思いますけれ

導区域においては、災害レッドゾーン、これ原則

ありますけれども、この立地適正化計画の居住誘

では、続きまして、立地適正化計画というのが

たいなというふうに思います。

していただけるような取組も是非行っていただき

していただいて、しっかり関係する皆さんに理解

説明する必要が場合によっては出てまいりますの

対して周知するとか、あとは自治体の方が住民に

にということを、よくその法律の趣旨を自治体に

も、それをちゃんと現場で実際に運用できるよう

令ですので規則として決まってしまいますけれど

ということになりますので、私どもとしては、政

ているところはございます。これを強制的に外せ

か所ではございますけれども、ただ、実際上定め

いというふうに考えてございます。

オッチをして、必要な指導、助言をしてまいりた

れがうまく移行できることについてきめ細かくウ

こというのは分かってございますので、今回、そ

今回もレッドゾーンが入っている市町村どことど

の方からも個別にちょっとウオッチをしていって、

対してどのように説明していくのか、ちょっと国

に応じて、どういったやり方でやるのか、住民に

うようなこともございますので、それぞれの実情

○浜口誠君 では、続きまして、小規模市町村に

で、そういったことをどうするのか。
私どもの方で、このコンパクトシティーを推進

から作られていて、もう既にその居住誘導区域の
中に災害レッドゾーンが含まれているといった地

はなく関係の省庁とも連携をしてございまして、

とか、先ほど来少し出ていますけれども居住誘導

小規模の市町村においては、都市機能誘導区域

ついてお伺いしたいと思います。

こういった場合に、市町村に対して、県ですと

こういうコンパクトシティーにするのはまちづく

区域、こういったものの設定がなかなか難しいと

するために支援チームというものを国交省だけで

か都道府県がどういった支援を行っていくのか。

りにとっていいよと、場合によってはこういう助

域もこれはあろうかと思います。

この除外するというのがやっぱり必要になってく

り、今回の法改正と併せて、ちょっと、法律成立

○政府参考人（北村知君） 委員御指摘のとお

係の、省内の関係部局、場合によっては内閣防災

ということで、国交省の都市局だけではなく、関

今回、その中で、特にこの防災の観点が重要だ

トしていくのかというのは一つの課題になってく

どのような災害対策、安全なまちづくりをサポー

いうのもあって、立地適正化計画に基づくまちづ

後には政令を改正をしたいと考えてございますが、

とか、いろいろ今調整中でございますけれども、

るというふうに思っておりますけれども、これは

成制度が使えるよというようなことをアドバイス

今回は、政令の中でこういうレッドゾーンについ

そういった知見を持って自治体の方に、いろいろ

国交省としてどう対応していくのか、基本的なお

ると思いますけれども、その支援の在り方につい

ては居住誘導区域からもう定められないようにす

なその制度の趣旨を徹底するとか、場合によって

考えをお伺いしたいと思います。

くりがなじまないんじゃないかと、こういった指

るというようなことを政令改正でしたいというふ

は、先ほどありましたように、災害レッドゾーン

○政府参考人（北村知君） 小規模な市町村、

するチームございます。

うに考えてございます。

も原則禁止ということになっていますので、先ほ

特に例えば大都市周辺の市町村におきましては、

てお伺いしたいと思います。

委員御指摘のように、既にレッドゾーンが張ら

ど申し上げましたように、例えば砂防事業をやる

その都市機能、例えば病院に行くとか、いろいろ

摘がなされております。

れて、これ全国的には非常に珍しいケースでござ

と、安全になればそもそも抜かなくてもいいとい

そんな中で、こうした小規模の市町村において、

いますので、ゼロではございませんけれども、数
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と。

も、こういう市町村が連携、共同して計画を作る

ると難しいところもあるわけでございますけれど

ってください、これなかなか首長さんにとってみ

は、是非とも、だったらその隣町と一緒に計画作

このような場合には、私ども言っておりますの

指摘があるのは御指摘のとおりでございます。

単独で立地適正化計画を作れないというような御

いものですから、なかなかそういったところでは

どこに都市機能を誘導するんだということが難し

ういうところでは、自分のところだけで、じゃ、

完結しないと、ですので隣の町に行くという、そ

施設に行くというものも、もう自分の町の中では

難しくて、音頭取る人がいないとそういったのが

いただければいいですけれども、なかなか関係が

係する自治体の首長さんが集まって計画を作って

役割はどんな役割になるんですかね。要は、各関

○浜口誠君 その場合は、都道府県の知事とかの

非とも応援したいというふうに考えてございます。

取組を共同で地域で進められるような枠組みを是

の防災指針を定めて安全性を高めると、こういう

れない市町村も計画を作って、その計画の中でそ

こういった形で、単独では立地適正化計画を作

るという制度を創設させていただいております。

る場合にもしっかりと予算で計画策定費を応援す

るのと、あと、その予算においても複数で作成す

計画を作成できるんだよと、これ法律で明記をす

に見ていろいろ御指導いただく場合もあろうかと

可するようなものもございますので、県が広域的

都市計画の世界でその県が市町村の都市計画を認

委員御指摘のように、県の都市計画部局ですね、

に運用の話になってまいりますけれども、当然、

そういった場合には、ちょっとこれ、もう本当

ろうかと思います。

かその首長さんにとってみれば作りづらい面もあ

路に行けよという話になるものですから、なかな

はそういう高度医療はうちの町じゃなくてもう姫

その太子町の件も、太子町の住民から見ると、要

実際上は委員御指摘のとおりで、今回の例えば

そのようにはなってございません。

だけ上に知事が入るという、法律上の立て付けは

病院はもう姫路駅の周辺に持っていくとか、周辺

適正化計画を作ってございまして、例えば大きな

たつの市という市がありまして、これ共同で立地

ざいますが、こちらは隣に姫路市さんとか、あと、

と、あと福崎町、これ二万人くらいのところでご

か。

役割というのはどういったことになるんでしょう

都道府県の知事さんとかあるいは国交省が果たす

すけれども、そういったときの場合の対応として、

あり得るんじゃないかなというふうに思っていま

前に進まないというようなこともケースとしては

な作成ができるように、これ、ちょっと今回法律

出向いてそういう相談に応じて、そういう効果的

ということを、できるだけ我々の方からなるべく

方で、こういうようなことを考えているんだけど

て、例えば兵庫県であれば、その整備局の窓口の

この相談窓口みたいなものをつくってございまし

思いますし、あとは、私ども、地方整備局ごとに

例えば、兵庫県で、太子町、これ人口三万人強

の都市の駅にはもうちょっと小さい地域の病院と

○政府参考人（北村知君） お答え申し上げま

の御指摘を踏まえて、是非そういった取組、国と

か商業施設、こういう四市町でその役割分担をし

法律上は、これはあくまでも、この立地適正化

してもしっかりと後押しするように努めてまいり

で初めて制度化したものですから、先生の、委員
計画は市町村が作るということになってございま

たいと考えてございます。

す。

今回の改正案によって、こういった取組、今ま

して、今回の改正でその市町村が共同して作れる

○浜口誠君 では、続きまして、居心地が良くて

て立地適正化計画を作るというようなことをして

では運用でやっておったんでございますけれども、

ということでございますので、共同して作るとき

ございます。

今回法律に明記しまして、複数の市町村が共同で
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ついては、市町村都市再生協議会、この協議会の

この居心地が良くて歩きたくなる町中づくりに

思います。

歩きたくなる町中づくりについてお伺いしたいと

やった施策がフィードバックができるというよう

の方も入っていただくような形で、また、そして、

る協議会に障害を持たれている方ですとか高齢者

きに、それぞれの地域でマスタープランを作成す

費用の負担の水準等含めて、どのような支援を行

すけれども、具体的に、民間都市機構が行うこの

支援することという趣旨の条文が書かれておりま

の認定事業の施行に要する費用の一部については

○政府参考人（北村知君） 都市再生特別措置

っていくのか、その中身についてお伺いしたいと

今後のこの地域の在り方というのは、やっぱり

法第二十九条と七十一条に定められております民

な仕組みをつくっている、これは当然だと思いま

だいて、そうした幅広い皆さんの意見を町中づく

私は思うんですけど、うまくいっているところは

間都市開発推進機構の支援業務、これは今回拡充

中で、官民の幅広い当事者の方に参画していただ

りに反映させていくというのは極めて重要だとい

そこの地元の皆さんが主体者となってやっている

してございますけれども、元々支援業務ございま

思います。

うふうに思っております。

が、駄目なところは何かある企業に任せるとか官

す。

す。

その中で、本当に幅広い皆さんに是非参画して

の力に委ねると、そういったところはなかなか永

いて、議論していただいて、アイデア出していた

いただく必要があると思います。障害のある方、

続性がないような感じがします。

これ、ちょっと恐縮ですが、いわゆるメザニン

あるいは若者、高齢者、子育て世代、本当にいろ

ばいいんだというふうに、この協議会の位置付け

つくっていく、町中をつくっていくにはどうすれ

会議所ですとか子育て世代の代表とか、様々な御

でも、様々な障害者の方、高齢者の方、また青年

いうか、柔軟性というか強靱性を持つという意味

で公共施設の整備を伴う民間都市開発事業を対象

これは主に都市部において行われる比較的大規模

支援業務というものと、まち再生出資業務という

が非常に重要になってくるというふうに思ってお

代表を選ぶのもなかなか難しいかもしれませんが、

に、こちらの機構が資金の貸付けとか社債取得を

そういう意味で、そうした意味で、この協議会

りますので、是非、大臣のお考えとしても、やっ

そうした皆さんの声が反映できる会議体であるよ

して長期安定的に資金を供給する制度でございま

んな方がやっぱりにぎわいのある町には集まって

ぱり幅広いこの協議会しっかり生かしてくれとい

うに、国交省からも各地方自治体にそうした旨は

す。

名前でちょっと予算上呼ばさせていただいてござ

うのは、これから居心地いい、歩きたくなる町を

しっかり伝えていきたいと、こう考えております。

支援に当たりましては、広場とか道路とかそう

の、市町村都市再生協議会という協議体の、何と

つくっていこうという場合は大事だよというのを

○浜口誠君 是非、大事な位置付けの協議会にな

いった公共施設などのその整備費と又はその総事

きますから、いろんな視点でにぎわいのある町を

是非大臣からもメッセージを出していただきたい

るというふうに思いますので、御対応をよろしく

業費の五〇％のいずれか少ない方を上限というこ

います。

なというふうに思いますけれども、大臣の御所見

お願いしたいと思います。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 似たような事例でい

定事業者の認定事業に対して、民間都市機構がそ

今回の法の中の第二十九条と第七十一条に、認

をしてございます。これまではこのメザニン支援

とで、事業費にその貸付け等を充てるということ

まず、メザニン支援業務でございますけれども、

がありましたらお願いします。
いますと、バリアフリーのまちづくりを進めると
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援してございます。

を整備すると、こういった大規模な複合開発を支

フィスと商業施設に加えて広々とした緑地広場等

ンターシティというようなところで、高品質なオ

業務によりまして、例えば東京都の港区の赤坂イ

きたいなというふうに思っております。

身については国土交通省としても精査していただ

うふうに思っておりますので、引き続き支援の中

うのもこれしっかり確認していく必要があるとい

性、透明性のある支援になっているかどうかとい

ートがあると思いますので、その支援がより公平

けれども、そういった中で、店舗や病院が近くに

までは住宅地というと住宅ばかりでございました

すが、これ、趣旨は、高齢化等が進む中で、これ

上用途誘導地区というものを創設したいと考えま

○政府参考人（北村知君） 今回、居住環境向

ての見解がありましたらお伺いしたいと思います。

方部において行われる比較的小規模で公共施設の

これは、主に民間の活力が必ずしも十分でない地

のが行われることになります。今まで居住エリア

今回、居住エリアにおいて用途制限の緩和という

続きまして、魅力あるまちづくりの観点から、

というものが立地できるようにするというもので

る範囲内に暮らしに必要な小規模な店舗とか病院

とかでいらっしゃるということで、歩いて暮らせ

ないと、そう言ってお困りの方が特に高齢者の方

もう一つのまち再生出資業務でございますが、

整備を伴う民間都市開発事業を対象に、機構がそ

において造れなかった店舗ですとか病院等の立地

いますので、これは都市計画決定権者である市町

の事業の立ち上げの下支えとなる出資ですね、貸

なものかどうかというところの精査ですとか、あ

村が地域の住民の意見を聞くということが義務付

ございます。

の五〇％と、これのうちの最も少ない額が上限と

るいは、その地域にその新しい店舗、病院ができ

けられてございます。今回、委員御指摘のとおり、

が促進されるという面が今回の法改正でできるこ

いうことで出資をしてございます。出資で、これ

ることによってどのような影響があるのか、非常

住民の方から見れば、私どもの制度の趣旨は、そ

付けではなくて出資を行う金融支援業務でござい

までの成果でございますけれども、例えば岩手県

に幅広い観点から必要性というのは検証していた

ういうことでお困りの方が困らないようにその店

今回の地区につきましては、これは用途制限の

紫波町にオガールプロジェクトというのがありま

だく必要があるというふうに思っておりますし、

舗を造るということですけれども、場合によって

とになりますけれども、その地域にとって、用途

す。地域で結構有名なんでございますけれども、

実際住民の方にも意見を十分聞いていただいて、

は、その周りの方から見ると、自分は住宅街だと

ます。

こちらは官民連携の下で子育て支援施設、図書館、

ニーズに合致したものかというのもこれ確認して

思って家買ったのに、何か急に隣に病院ができて

緩和については都市計画で定めることになります

カフェなど地域に必要な施設を整備するというこ

いく必要があるというふうに思っておりますけれ

どうだというようなこともございますので、そこ

制限緩和されることによっていろんなものができ

とで、民間の方がこういう公共的なもので、なお

ども、今回、そういった形の居住エリアでの用途

は地域の方の広い意見、必要であると考える方、

こちらの業務におきましては、公共施設費の整

かつ採算がぎりぎりくらいですね、そういったも

制限緩和に動くということですけれども、今申し

またそうでない方もいらっしゃるかもしれないと

ので、通常の都市計画決定の手続にのっとって行

のを行うときに出資をして応援するというふうな

上げたような丁寧な進め方が極めて重要だという

いう前提で、市町村の方でしっかりと、これが本

るんですけれども、本当にその地域にとって必要

成果が出ているところでございます。

ふうに思っておりますけれども、国土交通省とし

備費か総事業費の五〇％又は資金の、資本のうち

○浜口誠君 いろんな民間都市機構としてのサポ
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しても公共団体を指導、助言をしてまいりたいと

きつつ、適切に運用できるように、国土交通省と

ということを、しっかりと地域の住民の意見も聞

あとは日常生活の利便性向上につながるかどうか

当に住環境の点から望ましいものかどうかとか、

す。

○浜口誠君 ありがとうございました。終わりま

そういうことになろうかと思います。

て、そういう特例を踏まえた計画作りをすると、

が必要かということを個別に市町村の方で判断し

あるか、それに加えて、どの程度のその規制緩和

い情報提供等が積極的になされるような工夫が必

主体、方法を通じて、災害リスク等に関する正し

行政だけではなく、民間事業者等も含めた多様な

画基本問題小委員会中間とりまとめにおきまして、

この点について、昨年七月に公表された都市計

ります。

いうふうに考えてございます。

要であるというふうに指摘しております。

会におきまして、赤羽大臣は、我が党の國重徹衆

また、今年の一月二十七日の衆議院の予算委員

○宮崎勝君 公明党の宮崎勝でございます。
りがとうございます。

本日は質問の機会をいただきまして、大変にあ

○浜口誠君 是非、本当にいろんなニーズ、声が
あると思いますので、しっかりその声を拾った上
で御判断していただきたいと思いますし、今回、

自然災害が頻発化、激甚化する中でやはり防災・

明も義務付ける方向で進めていくという旨の答弁

る重要事項説明として新たに水害リスクに係る説

議院議員の質問に対しまして、不動産取引におけ

住エリアがあるじゃないですか、第一種低層とか

減災というものを政治の主流に据えていかなけれ

をされておりますけれども、こうした、なかなか、

早速質問に入らせていただきますが、公明党は、

第二種低層とか、いろいろ地域があると思うんで

ばならないということで、様々な主張をさせてい

用途制限の緩和がされますけれども、いろいろ居

すけれども、それぞれ緩和される要件は違うんで

企業側の取組ということも重要になってきている

そこで、最初に大臣にお伺いしたいと思います

と思っております。

ただいております。こうした中で、今回、災害リ
スクに対応した安全なまちづくりを推進する法律

しょうか。ちょっと少し、その緩和の中身につい
てお伺いしたいと思います。

案ということで、大変な重要な意義があるという

は、災害リスクについて市町村や企業が住民との

○政府参考人（北村知君） 緩和の内容でござ

そこでまず、住民との間のリスクコミュニケー

積極的なリスクコミュニケーションを行うことが

けれども、安全なまちづくりの推進におきまして

層住居専用地域ですね、これは本当に住宅しか建

ションについて最初にお伺いしたいと思っており

必要であり、国としてもこの取組を支援すべきだ

ふうに感じているところでございます。

てられないものですから、そもそも病院や店舗自

ます。

いますけど、例えば、一番典型的なのは第一種低

体を建てられるということにするということと、

域にどんな災害リスクがあるのかということを知

づくりを進めるには、住民が自分の住んでいる地

大臣に就任して以来、様々な自然災害の被災地に

○国務大臣（赤羽一嘉君） 私自身、昨年九月に

思います。

と考えますけれども、大臣の御所見を伺いたいと

二種低層とか、ものによると、元々建てられる

ることが大変重要だと思います。そのためにも、

足を運ばせていただいて、改めてやっぱり認識を

様々な自然災害のリスクに対応する安全なまち

許容範囲が広いところは、建てられるんだけれど

市町村等が住民とのリスクコミュニケーションを

したところが、やはりハザードマップ上の危ない

その建てられる面積がどのぐらいかという、それ

も少し大きいという、大きさだけの特例になった

しっかり丁寧に行っていく必要があると思ってお

の特例になります。

りとか、そこは地域の元々のベースの規制がどう
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大事であると思います。ハザードマップは随分全

予算委員会で質問立って、そのときにやっぱり、

しっかりしていれば、やっぱり地域でお互いが支

やはり、ちょっと言い方が正しいかどうか分か

国の地方自治体も頑張って作っていただいており

不動産取引のときに購入者に対する重要事項説明

そうした意味で、本当そういう環境が良くなっ

りませんが、これまでの我が国の考え方というの

ますが、なかなか分かりにくいとか、災害別のリ

として水害リスクを、係る説明を義務付けるべき

と言われている地域に結構住宅地が張り付いてい

は、多くの人の考え方というのは、危険さという

スクがばらばらになっているということで、今国

だという御提案をいただいて、その方向で検討す

え合っていくということが非常に大事なのではな

よりも、いつ来るか分からない自然災害のリスク

交省として、洪水ですとか土砂災害などの災害別

るということでございましたが、今もう既に義務

てきたというか、理解をしていただく環境になっ

よりも、やっぱり利便性とかということの方が優

のリスク情報を同一の地図上に重ねて表示する取

付けるということで五月二十九日からパブリック

て、そのまま、浸水想定地域のままに洪水になっ

先されるというふうな話があったり、また、そう

組ですとか、また、スマートフォンなんかを使っ

コメントを実施しておりまして、具体的に改正作

いかというふうに思っております。

いうリスクということを持ち出すと非常に資産価

て視覚的に分かりやすく表示できるような取組で、

業を進めているところでございまして、こうした

たからこそ、リスクコミュニケーションが非常に

値が下がるみたいな、そうしたようなことがあっ

国民の皆様にとって身近な、ハザードマップとい

ことも併せて、まさに官民一体となって安全性と

て大変な被害になってしまっていると。

たように記憶をしております。私、阪神・淡路大

うのは分かりやすいんだ、大事なものなんだとい

また、今御指摘いただきました國重委員からも、

震災以降、マンションの例えば耐震判断について

いうものを正しく理解をした上で、適切な居住空

ていきたいと思っております。

間というか、をしっかりと取っていけるようにし

うことが徹底できるような形にしていきたいと思
加えて、やはりそうしたハザードマップを活用

います。

は相当助成金を出して推進しようとしましたが、
耐震判断をした結果が悪いと資産に物すごい影響
が出るというような話で、なかなか余り使われな

ート調査をして、もう少しこの開発規制というこ

法改正に当たっても、全国の地方自治体にアンケ

ではないかというふうに思っております。今回の

そうしたことが相当、随分認識が変わってきたん

祉コミュニティーというようなものをつくって、

ら、神戸の例でいきますと、小学校単位で防災福

す、高齢者の皆さんも多いわけですから。ですか

がなかなか腰が上がらないケースが多いと思いま

はやはり個人だけだと実際避難をするということ

及ということをどう考えていくのかと。これ、私

ため、立地適正化計画への記載に当たっては、災

じた対策が有効なものとそうでないものとがある

で、「災害の種類によって、立地適正化計画を通

た都市計画基本問題小委員会中間とりまとめの中

たいと思うんですけれども、まず、先ほど紹介し

策ということで、今回の法律案に関して御質問し

続きまして、立地適正化計画を通じた安全確保

○宮崎勝君 ありがとうございます。

とについては大変反対の意見が出てくるかと思い

非常に日常的にコミュニティーを活性化しながら、

害の種類に応じた対策の手法を検討することが必

した上で、地域におけるマイ・タイムラインの普

ましたが、相当そうしたことは大変な御理解はい

また訓練も行っていく。ですから、やはり地域地

要である。
」
、そういう記載がございます。

かったというような記憶もございます。

ただいているというような結果も出ているところ

域で、自助、共助、公助でいうと共助のところが

しかし、この近年のこういう激甚災害の頻発で、

でございます。
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災害を指しているのかということをまずお伺いし

の、有効でないものというのはどのような種類の

そこで、立地適正化計画による対策が有効なも

ことを頂戴してございます。

地適正化計画ではその対策が難しいというような

ゃないかということで、委員会の中では、この立

単に外すということでは物事が解決できないんじ

○宮崎勝君 ありがとうございます。

たということでございます。

に書き込みなさいということを今回の改正で行っ

いておりまして、ただ、それ以降、その昨年のい

それは、昨年の夏にこういった御提言をいただ

区域内におけるそうした対策を定めるということ

安全確保策を定めるということで、この居住誘導

でございますけれども、この中に防災対策だとか

今局長の方から御答弁がございました防災指針

たいのと、あと、災害の種類に応じた対策の手法
のか、伺いたいと思います。

ろんな台風被害等も踏まえて、私どもとして、や

でございます。

の検討ということでどのような整理がされている
○政府参考人（北村知君） お答え申し上げま

っぱりしっかりとしたその対策を、まちづくりの

これ、基本的には立地適正化計画を作成してい

す。

観点からも対策を考えなければならないというこ

る全ての市町村にこの防災指針の作成を求めてい

委員お尋ねの都市計画小委員会でございますが、

とで、ですので、今回の改正の中でその土砂、レ

○政府参考人（北村知君） お答え申し上げま

これは、一昨年の秋から昨年の夏にかけてコンパ

等といろいろ取り組んでまいりたいと思いますが、

す。

るというふうに認識をしておりますけれども、こ

ば、要は、立地適正化計画で居住誘導をするとこ

そうはいっても外し切れないものについては、じ

先ほどの答弁と若干重なりますけど、防災指針

ッド等はこれはもう外しましょうということで、

ろから危ないところを外してしまえばもう危ない

ゃ、そこはその居住誘導、住んでいただくことを

でいろいろ避難地、避難路の整備ですとか、例え

クトシティーの取組状況についていろいろ御議論

ところに住まないということになるということで

前提に、ただ、その防災対策も併せてやらなきゃ

ば誘導のための看板とか案内板とか、あとはソフ

の作成に当たって国として市町村にどのような支

ございまして、例えば、その対応が可能というの

ならないということで、今回の改正で、そういう

トとかいろいろ決めることになります。

これは政令でちょっとやらせていただこうと考え

は、要は、例えば土砂災害とかはある程度スポッ

ところで立地適正化計画で居住誘導をする場合に

防災指針、今、そういったレベルのことを法律

をいただいております。

ト的でございますので、そういったものはもう外

は防災指針というものを定めなさいということを

では考えているわけでございますが、じゃ、実際

援を行っていくのか、そこをちょっと確認をさせ

してしまえばいいということですので、対応が可

法律上に書き込ませていただきまして、誘導する

にどういうふうに作ったらいいのかというのはこ

てございますけれども、じゃ、浸水についてはで

能だと。

以上は、じゃ、いざとなったらどこに逃げるのか

れ現場相当悩むんだというふうに思っております。

その中で、その立地適正化計画による対応が有

一方で浸水ですね、浸水だと、その洪水想定区

というその避難路とか避難地とか、そういうもの

これについては、我々も、まちづくりの観点とあ

てもらいたいと思います。

域ですと、例えば浸水想定って、ある町のもうほ

を決めろとか、ソフト対策でも結構なんですけれ

とは防災の観点ということも当然必要なものです

きれば外してほしいということで、その公共団体

とんどその市街地の全てが浸水想定になってしま

ども、そういうことをもうまちづくりの計画の中

効かどうかというのは、これは、ありていに言え

うというようなところもございますので、これは
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れの考え方を取りまとめてございます。

局と一緒になってこの委員会を運営しておりまし

これ、事務局側が私ども都市局とあと水局と住宅

これ、学識経験者に入っていただいておりますが、

地震によりまして甚大な被害を受けた熊本市でご

思うんですが、平成二十八年四月に発生した熊本

震発生リスクということについてお伺いしたいと

それからもう一つは、この立地適正化計画と地

に対して、地震や延焼火災に強い建物造りの推進、

った課題があるかを整理すると。また、その課題

困難性などの災害リスク評価を行った上でどうい

う建物の倒壊、地盤の液状化、延焼火災、避難の

一つ、例えば、活断層の存在を確認し、地震に伴

てございます。

て、こういった中で、どういう水害リスクに対し

ざいますけれども、この熊本市におきましても、

避難地、避難路の整備、災害対応に必要な施設の

から、ちょっと省内の話で恐縮でございますけれ

てどういうまちづくりをつくったらいいのかと、

地震発生の二週間前の、同じ年の四月一日に立地

配置など防災都市づくりの方針を定めて基本的な

この中で、委員御指摘の地震につきましては、

どういう防災指針を作ったらいいのかと、これ、

適正化計画が公表をされているということでござ

施策を定めるというような一連の考え方をまとめ

○宮崎勝君 ありがとうございます。

検討会を今開いて議論をしていただいておりまし

います。この熊本地震におきましては、この都市

ども、水災害とまちづくりの在り方検討会という、

て、こちらの方で防災指針の作り方のガイドライ

を作るに当たって、もう一回この考え方をどうい

てございます。

後大幅な減少は見込めないという状況でございま

うふうに反映していったらいいかということを、

機能誘導区域などに指定されていた箇所も相当程

とはこれから新たに作るときにはもう初めから防

す。このような地域におきまして、これまでの地

ガイドラインの作成の過程等もよく検討して、こ

ンというものを作りたいというふうに考えてござ

災指針込みで作ってくださいということになるわ

震による被害を教訓とするならば、この立地適正

れが適正な形で防災指針が作れるように今後検討

これ、防災都市ということで一般的な考え方を

けでございますけれども、それについていろいろ

化計画を策定あるいは修正するときにおきまして、

し、支援も行ってまいりたいと考えてございます。

度の被害が発生したというふうに聞いております。

な調査とかで経費も掛かりますので、そういう計

例えば活断層の存在などの地震発生リスクに対し

○宮崎勝君 ありがとうございます。

います。

画策定費についてちょっと補助を差し上げるとい

てどのような配慮が求められているというふうに

当時まとめたものでございますので、今回、この

う財政的な支援を考えてございます。あと、ノウ

考えるのか、お伺いをしたいと思います。

うことでお伺いしようと思いましたけれども、先

政令指定都市でございますので、こうした大都

ハウの点について、国、私どもと国交省の都市局

○政府参考人（北村知君） 国土交通省におき

ほど浜口委員からも同様の御質問がありましたの

それを踏まえて、それを市町村にお示しするの

なり水局なり、そういう専門家が場合によっては

ましては、いろいろな災害が頻発しておりますの

で一問飛ばさせてもらいますけれども、衆議院の

立地適正化計画に基づく法律上の防災指針、これ

もう個別に市町村の方に出かけていって、その作

で、平成二十五年に防災都市づくり計画というも

審議におきましても、昨年の台風十九号、いわゆ

市では既に市街化が進んでおりまして、人口も今

り方の相談に乗ったり御指導する、そういったよ

の、これは今回みたいに法律に基づく計画でござ

る東日本台風におきましても、この市街化調整区

と併せて、今回、立地適正化計画の改正とか、あ

うな支援、こういった形で市町村での指針作りが

いませんで運用レベルでございますけれども、こ

続いて、市街化調整区域における開発抑制とい

進むように応援してまいりたいというふうに考え
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回の対策、大変重要だというふうに指摘しておき

明らかになっておりまして、そうした意味でも今
正化計画に位置付けられた居住誘導区域における

進事業というのが拡充をされまして、この立地適

また、今回の法改正に伴ってこの宅地耐震化推

一か所だけこれは危ないというものが分かりまし

然安全かどうか分かりまして、その調査の過程で

安全性の調査が完了しているということは、当

そのうちのさらに三十五市町村の三千七百五十か

たいというふうに思います。

盛土造成地等の対策が強化されることになってお

て、それについては既に工事が終了してございま

と思います。

それから、続きまして盛土造成地の対策の強化

ります。これまでの事業と比べてどこが強化され

す。

域における被害が八割を占めているということも

ということについてお伺いしたいと思っておりま

てどんな効果があるのか、お伺いしたいと思いま

所でこの安全性の調査が完了してございます。

す。

にその盛土の変状が見られて、これ危ないぞとい

もう一か所、この安全性の調査とは別に、実際

○政府参考人（北村知君） お答え申し上げま

うことで調査を待たずにもう工事をしたというも

す。

の安全性の把握を進めるということで、地方公共
す。

国土交通省におきましては、大規模盛土造成地
団体がこの大規模盛土造成地のマップを公表する

のがもう一か所ということで、事前対策の工事と

しては合計で二か所の実績が今のところございま

委員御指摘のとおり、この大規模盛土について、
マップの策定、安全性の調査、工事という三段階

す。

という取組を進めてきているところというふうに

で進めてございまして、盛土については、一千三

承知をしております。
今年の三月三十日までに全ての地方公共団体で

市町村の五万一千三百六か所で盛土造成地がある

また、令和二年度予算におきましては、この宅

このマップが公表をされまして、この大規模盛土

ては、二〇〇六年に創設された宅地耐震化推進事

この盛土造成地のマップ作成ということについ

ったらいいのかという、市によっては何か所もあ

その安全性の調査をするのも、これもどこからや

が、安全性の調査につきましては、私ども、まず

第二ステップのその安全性の調査でございます

拡充を行いました。

合には国の補助率を引き上げるというような制度

ということでございますけれども、こういった場

る場合と、これは当然差し迫った危険があるから

づきまして公共団体が計画的に対策工事を実施す

地防災の、事前にとにかく対策工事をなるべくや

業というものに基づいて行われているもので、第

るところがございますので、なるべく危ないとこ

この大規模盛土については、あくまでも民地な

ということがちょうど分かったところでございま

一ステップとしてはマップを作成して、第二ステ

ろから調査を掛けるということで、調査のための

ものですから、民地についてその公共団体が事業

造成地が四十七都道府県で千三市区町村におきま

ップで宅地の危険度を調査する、第三ステップで

計画作りをまずしなさいということに指導させて

をするということについてなかなか住民の御理解

ってくださいということで、今回、防災指針に基

はこの危険な宅地の対策工事を進めるというふう

いただいておりますけれども、これについて、そ

も得られづらいし、また自治体も出しにくいとい

す。

になっているというふうに承知しております。

この計画づくりを行っているのが千三のうちの三

う中で、国費率を上げるということが大きな効果

して五万千三百六か所あるということが公表をさ

そこで、まず、現時点でこの危険度調査、対策

百三市町村で調査の計画を作ってございまして、

れたところでございます。

工事を終えているのは何か所あるのか、伺いたい
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があるんじゃないかなというふうに考えていると

共に極めて重要だというふうに考えております。

応できる箇所の拡充に取り組んできたところでご
ざいます。

今後とも、現地の実情を適切に把握するととも

このため、国土交通省といたしましては、地方
公共団体が土砂崩れの予防対策として行う急傾斜

に、地域の要望に耳を傾け、土砂災害に対する安

ころでございます。
地崩壊対策事業及び再度災害防止対策として行い

全、安心の確保ができるよう適切に対応してまい

○宮崎勝君 ありがとうございます。
同じように、土砂崩れ危険箇所の対策というこ

ます災害関連緊急事業に対して財政的な支援を行
これらの事業の実施に当たっては、人家の立地

時間の関係で最後の一問にさせてもらいたいと

ともお伺いしたいと思いますけれども、昨年の台
各地で甚大な被害となりました。そうしたことを

等の観点から優先度の高い箇所において集中的に

思いますけれども、大臣にお伺いしたいと思いま

りたいというふうに考えております。

受けまして、我が党の地方議員であるとか、ある

対策を行うため、例えば予防対策については、保

すが、今回、国土交通省として立地適正化計画の

っているところでございます。

いは、党で二月に視察した館山市もそうなんです

全人家戸数十戸以上かつ崖の高さ十メートル以上

作成や見直しに当たって市町村への支援を引き続

風、大雨におきまして多くの土砂崩れが発生して、

けれども、土砂崩れ危険箇所の対策拡充を求める

である箇所について採択することを原則としてい

き行っていくという、これは大変重要だと思いま

○宮崎勝君 ありがとうございます。

声というのが寄せられております。

るところでございます。

この対策におきましては、実際に崩壊した箇所

が創設をされたりしておりまして、実際に制度を

すけれども、一方で、この昨今の都市政策や土地

病院などの要配慮者利用施設が保全対象に含まれ

運用する市町村が大変、十分に活用できていない

その上で、地域の実情を踏まえましてきめ細か

考えております。一方、人家戸数とか、そういう

る箇所については、平成七年度から人家の十戸の

んではないかと。そのためにも市町村が使いやす

の緊急対応はもちろんのこと、事前に対策すると

対策事業を実施する要件を満たさずに十分に対応

要件を五戸に緩和するとともに、今年度からは、

いような配慮が必要ではないかというふうに考え

対策に係る法改正など、それに伴って様々な制度

ができていない箇所もあるようでございます。

要配慮者利用施設と避難路が含まれる場合には高

ているところでございます。

く対応できるよう、予防対策については、例えば

この土砂崩れの危険箇所については、地域の実

さ十メーターの条件も五メーターに緩和している

いうことで被害の発生を未然に防ぐことも重要と

情や要請に合わせて行政がきめ細かく援助するこ

ところでございます。

土砂崩れは人的被害を伴う事例が多く、地域の

す。

○政府参考人（五道仁実君） お答え申し上げま

ーターの小規模な崖崩れ対策に対しても支援でき

災害に指定された場合には、人家二戸、高さ五メ

定されているところでございますけれども、激甚

人家五戸以上かつ高さ十メーター以上の箇所に限

また、再度災害防止対策につきましては、原則

○国務大臣（赤羽一嘉君） 具体的な御提言、大

御見解を伺いたいと思います。

ことも必要だと思いますけれども、最後に大臣の

度を十分に活用できるような環境を整えるという

運用実績について把握や検証をして、市町村が制

始められる中で、まちづくり関係の諸制度とその

今回、安全なまちづくりに向けて新たな取組が

とで命と財産を守る制度の拡充が必要だと考えま

安全、安心を確保するためには、事前に実施する

る制度を平成元年に創設するなど、これまでも対

すけれども、御見解を伺いたいと思います。

予防対策及び災害後に実施する再度災害防止対策、
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な市町村の皆さんに御理解をいただけないという

意味で、今、様々な法改正をしたことが一番肝腎

番身近な市町村が中心になってやっていくという

のマスタープランもそうですけど、全てやはり一

地域づくりもそうですし、地域の公共交通機関

○委員長（田名部匡代君） 午後一時三十分に再

す。

○宮崎勝君 ありがとうございました。終わりま

っていきたいと、こう決意をしております。

まさに防災・減災が社会の主流となる状況をつく

うことを前提に、しっかりと積極的に取り組んで、

地方公共団体、なかなかこれ大変な作業だとい

だいているというようなこともお聞きしましたの

無電柱化の件、これもこの法案の中に入れていた

先生方もよくおっしゃっておられますけれども、

個人で考えておりましたし、そして、私は昔から、

る必要はないんじゃないかと。私自身、そういう

山を削って住宅を建てる、そんな無駄なことをす

も少子高齢化が進んでいっておるんだから、もう

変ありがとうございます。

ことは、まさに画竜点睛を欠くというふうに思っ

で、微に入り細に入りいろいろと対応してくれて

聞きしたいんですけれども、ここに、平成二十六

まず大臣に、全体的なことで大臣のお考えをお

にお願いをしていきたいと思います。

待をしておりますので、是非スムーズに進むよう

いるんだなという、そういう思いでこの法案も期

開することとし、休憩いたします。
─────・─────

午後零時三分休憩

ております。
特に、安全なまちづくりという観点からは、先
ほど宮崎委員のお話にもございましたが、昨年の

午後一時三十三分開会
○委員長（田名部匡代君） ただいまから国土交

令和元年東日本台風の決壊で、要するに市街化調
整区域で約八割だったということ、これはやはり、

通委員会を再開いたします。

年でしたか、立地適正化計画制度が創設され、そ

の後コンパクトシティーという、コンパクトシテ

ィーの典型的なモデル市というのは、赤羽大臣も

ということではなくて、今回も法改正による制度

踏まえながら、国は法律を作ればそれでおしまい

む時間がなかったんですが、一番気にしていたの

いてでありますけれども、隅々まで私も詳しく読

この度のこの都市再生法、土地再生推進法につ

す。そのうち二百五十一都市、立地適正化計画が

体的な取組を始めたと、このように聞いておりま

六年を迎え本格化して、現在四百六十八都市が具

ことで言えるんじゃないかなと思っていますが、

何回もおいでかも分からぬけれども、尼崎という

の円滑な実施に向けて、先ほど局長から答弁もさ

は、この三問目、四問目の私の中の質問でもそう

作成、公表されると。

○室井邦彦君 大臣、御苦労さんです。お疲れの

質疑のある方は順次御発言願います。

部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。

休憩前に引き続き、都市再生特別措置法等の一

市町村の中で条例を定めて、そこが居住地になっ
て被害が起こってしまっているということは、非
常にこれは看過することはできないというふうに
思っております。
今回、そうしたことも法案で法改正の項目に入

せていただきましたが、一番近い地方整備局にお

なんですけれども、災害に対する対応、そして土

のはそれに非常に近いコンパクトシティーという

いて一元的な相談窓口を設置する、また、本省に

砂災害、そういうことに対して、いろいろと過去

この都市再生推進法、平成十九年、制度が創出さ

ところ早速質問に入らせていただきます。

おいてもエリアごとに担当者を決めて、もうまさ

千件以上の、達するそういう被害が起きていると

れ、まちづくりを担う都市が、いまだにというか、

れさせていただいておりますが、そうしたことも

にプッシュ型で、きめ細かなコンサルティングを

いう、こんなことを聞いたときに、もう日本の国

こういうところまで来ているわけでありますが、

実施していくと。
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問題がやはりあってこういう数字になっているの

これが順調にいっている数字なのか、何か難しい

この表現はまだ六十七団体に終わっているという、
推進する上で極めて重要なものとなって機能して

にぎわいを生み出し、魅力あふれるまちづくりを

こうしたまちづくり団体の存在が、結局は地域に

こうした意味では、官民一体となって、全国で

支援等に今取り組んでいるところでございまして、

すとか、先進的な事例を紹介するセミナーの開催

午前中の質問でも申し上げましたが、やはり地

たいと、こう考えております。

様々な地域の特色があるまちづくりが進むように、

法改正で、この都市再生推進法、国土交通省とし

方創生といいましても、その地域に住まれている

○室井邦彦君 ありがとうございます。

いただいております。

てどのような団体に役割を果たそうとされている

人たちが主体者となってその地方創生を支えてい

か。この辺もちょっと含めて大臣の、今回のこの

のか、またどのように育成をしていこうとされて

けるかどうかということが非常に重要だというふ

しっかりとこの団体の育成にも取り組んでまいり

いるのか、この点をお聞きをしておきたいと思い
うに思っております。

今回の法改正ももちろんそうなんですけど、や

とでよろしいんでしょうか。

十七の団体というのは都市再生推進法の法人のこ

○国務大臣（赤羽一嘉君） 今おっしゃられた六

請手続のサポートを都市再生推進法人の業務とし

におきまして、イベント開催時の道路占用等の申

進法人制度というのを設けておりまして、本改正

なまちづくり団体を市町村が指定する都市再生推

都市再生特別措置法におきましては、このよう

るというふうに思っております。是非、その点は

政策の効果を上げることに、ための重要、つなが

やっぱり連携強化をするということはこの事業の

住民とか民間事業者、地方公共団体、国との間で

ありますけれども、今大臣がおっしゃったように、

りに向けた関係者間の連携強化、こういうことで

次の質問になるんですけれども、このまちづく

ます。

っぱりまちづくりを進めるという意味では、官の

は非常に心温まる、心豊かに子供たちも成長する

御指導をよろしくお願いを申し上げたいと思いま
また、国交省といたしましては、都市再生推進

というか、そういうまちづくりはすばらしいなと。

て位置付けるなど、その役割が拡大されていると

ちづくり会社ですとかそれぞれのＮＰＯ、また地

法人の意欲的な取組がより広く展開していただけ

香港やアメリカを見ていても、警察が罪もない

部分だけでは十分うまく機能しないというふうに

域のまちづくり団体において精力に取組をしてい

るように、まちづくり活動の一環としてベンチの

住民を殺してしまうとか、ああいう場面がよく出

すが、居心地が良く歩きたくなるというこの言葉

ただいております。

設置ですとか植栽等を実施する場合には必要な費

ていますけれども、日本ではあんなことは考えら

いうところでございます。

具体的には、福井市のまちづくり会社において

用を低利で貸し付ける制度を創設するなど、都市

れないこと。中国は香港をああいう強力的にもう

思っております。現実には、様々なところで、ま

は、町中の道路ですとか公園を一体的に活用し、

再生推進法人の育成を支援してまいりたいと思っ

港から台湾に、よそに移住する人も多いと聞いて

イベントを実施したり、オープンテラスを設置し

都市再生推進法人を始めとするまちづくり団体

おりますけれども、そういうことを聞いたり見た

押し切ってしまうだろうと思います。どんどん香

和歌山市のまちづくり会社においては、川沿いの

の育成ができるだけ多くの地域で進むように、ま

りしておると、日本の国はいいなと、このように

ております。

遊休不動産を活用して、水辺空間を楽しめる飲食

ちづくりに関する制度を紹介する手引書の作成で

たりする取組をしていただいていますとか、あと、

店を設置、運営する取組など行われておりまして、
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ことするなと、私は七十三歳の感覚でもう五十年

ーヒー飲んだり食事されている。外でようあんな

ようテレビ見ても、歩道の上にテラスを置いてコ

で、こんなの常識じゃ考えられない。外国の人は、

いてコーヒーを飲んだりすると、まあほこりや煙

いうテラスカフェとか、歩道にそういうものを置

ういったまちづくりの計画段階で民間の方がしっ

というようなことを制度化しておりますので、こ

まして、いろいろな主体の方が参加できるように

今回、法律の中で協議会制度の拡充をしてござい

く民も一緒に取り組むことが大事でございます。

り、このまちづくりに当たりましては官だけでな

○政府参考人（北村知君） 委員御指摘のとお

しゃってくれますか、時間がないもので。

でいこうとされておるのか、簡単にちょっとおっ

地における宅地開発事業ということでございます。

○政府参考人（北村知君） 委員お尋ねの市街

か、お聞かせいただけますか。

ども、どのようなことが重要と考えておられるの

ているというようにおっしゃっておるんですけれ

おいて防災の観点を踏まえることが重要だと考え

そこで、このところに市街地の住宅開発事業に

自然災害が襲ってきております。

風水害、そして洪水、本当に想像を絶するような

やはり日本の国の洪水、内水氾濫、高潮、そして

思っております。

前の話をしているんですけれども、考えられなか

かりと参画できるように。

ただ、我々の青春時代というのは、歩道にこう

った。

中の審議でも御答弁申し上げました開発許可につ

一つは、民間の宅地開発につきましては、午前

こういった協議会も含めた、官民の方がいろいろ

いての厳格化ということで、危険なエリアにおい

また、私どもの令和二年度の予算におきまして、

くなる、歩きたくなる町、是非ともこれは積極的

議論をするような場の立ち上げ、又はそこでビジ

しかし、今こういう法案ができ、また心地が良
に子供や孫のために進めていきたいな、そして諸

ついても、これも補助で応援するという制度をつ

もう一方の、いわゆる公的な開発で土地区画整

ては開発を禁止又は厳格化するというようなこと

うな気持ちになるようなまちづくりをすることに

くってございますので、今後とも官民の様々な関

理事業というのがございまして、これは東日本大

ョンを作ると、そういったような事務的な経費に

よって、金、金、経済、経済、単価が安いからア

係者の連携したまちづくり、一層推進してまいり

震災の被災地で津波防災の観点から、この区画整

外国の方々が日本の国に移住したいなと、そのよ

フリカや中国で物をつくりに出ていくとか、余り

たいと思います。

で進めてまいりたいと思います。

そちらに走っちゃうと、今のアメリカのように、

中で立地適正化計画に基づいて防災指針を今度作

理でまちづくりをするというようなことが行われ
この三番は、冒頭申し上げたように、もう少子

ることがございますけれども、こういった中で区

○室井邦彦君 三番と四番の質問を合わせて御質

高齢化が進んでいるのに、山を削って住宅地、宅

画整理を利用したまちづくりをすると。特に、そ

先進国でありながらああいう教育すらできていな

ここで北村さん、よろしく。この官民の様々な

地造成は必要ないだろうというようなことを申し

の区画整理で低地にある住宅を高台に移転するよ

ています。これにつきましても、今回の法律案の

関係者が連携しなくちゃいけないまちづくりを、

上げたけれども、そのことも含めていただいてい

うな事業をすることが、法律上この集約換地をす

問をしたいと思います。

目指すべき姿、共有しながら取り組んでいくこと

るというこの法案、これ以上突っ込んだ質問、時

る制度を創設しております。

いという情けない姿を見ているわけでありますけ

が必要だと。大臣の答弁と重なるかも分からない

間の無駄でありますので、いたしません。ただ、

れども。

ですけれども、あなたとしてどのように取り組ん
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も、この住宅開発についての勧告に従わない場合

ちょっと私聞きそびれたのかも分からないけれど

○室井邦彦君 この質問で終わりますけれども、

ところでございます。

安全な宅地造成ができるように配慮を用いている

付金の対象にするというような形で、事業の中で

上げ費用についても補助の、社会資本整備総合交

れについても、令和二年度の予算から、そのかさ

いうようなことが必要になってまいりますが、こ

する場合、こういった場合には土地のかさ上げと

譲している、そういう業者なんだなということが

エリアなんだなとか、行政の指導に従わないで分

げになる、宅地を買う方も、あっ、ここは危ない

ては大きな抑止力に働くのかなと。また、お買上

それを公表されるということ自体が事業者にとっ

の市町村が勧告をしているのに従っていないと、

危険なエリアで宅地開発をして、それに対してそ

ンとかで宅地開発をしましたと、それに対して、

事業者にしますれば、要はそういうイエローゾー

わないわけでございますけれども、その宅地開発

これは、委員御指摘のとおり、確かに罰則は伴

きるというふうになるわけですけれども、その理

治体の単独ではなくて共同して作成することがで

けれども、今回の法案でその立地適正化計画を自

最初に国交省に説明いただきたいと思うんです

というふうに思います。

で、そういった立場から質問させていただきたい

あるのではないだろうかというふうに思いますの

これについてはよく考えなければならない問題も

その上で、立地適正化計画によるまちづくり、

うふうに思っております。

今回の法案にも関わって非常に重要なことだとい

の力を生かして魅力あるまちづくりを進めていく、

かその地域を盛り上げていこうと、地域の方たち

は事業者の名前を公表すると。公表して規制強化

分かりますので、事実上その購入の歯止めになる

由と目的について御説明いただけますでしょうか。

制度を新たに設けてございます。

がなされるということであるけれども、罰則等を

んじゃないかということで、一定の効果があるも

また、浸水想定区域内でやむを得ず区画整理を

伴わない公表によってその開発の抑制の実効性は

早速、法案の質問に入りたいと思いますけれど

は難しい場合がございます。こういった場合にお

ましては、単独で立地適正化計画を作成すること

○政府参考人（北村知君） 買物とか通勤など

開発につきましては、基本的には開発行為を禁止、

も、現在指摘されているところですけれども、気

きましては、市町村が広域的に連携、共同して立

のというふうに考えているところでございます。

抑制するという許可制度で対処してございますけ

候変動による影響が大きいというふうに思います

地適正化計画を策定して、安全でコンパクトなま

担保されるのかと、そういう不安があるんですが、

れども、都市計画法に基づく開発許可、大規模な

けれども、災害が激甚化する、頻発化するという

ちづくりを進めることが効果的であると存じます。

のその住民の生活圏が隣接する市町村と一体とな

ものは対象になりますが、小さなものが、相対的

ことがあります。台風だとか豪雨災害だとか、そ

このような取組を促進するため、本改正におき

○室井邦彦君 終わります。

に小さなもの又はいわゆる線引きしていない都市

ういった災害に備えた対策が都市計画、まちづく

ましては、複数の市町村が共同して立地適正化計

その点はどうなんでしょう。

計画については、かなりその許可が要らないもの

りに求められているということはそのとおりだと

画を作成することができるということを法律上明

っている小規模市町村、こういったところにつき

がございます。これを補う観点から、今回、宅地

いうふうに思いますし、また、それぞれの地域で、

記するとともに、本年度の予算におきましても、

○武田良介君 日本共産党の武田良介です。

開発をする場合には届出をしていただいて、市町

商店街だとか団地だとか、それぞれの地域で何と

○政府参考人（北村知君） 今回の民間の宅地

村が勧告しても従わない場合には公表するという
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したら、都市計画区域を有する一千三百七十四都

一点確認ですけど、国交省の資料、私、見ていま

ことも必要なんだということだと思うんですが、

ばならないというような地域にあってはそういう

するだとかということで隣の町まで出かけなけれ

○武田良介君 今説明もありましたけど、買物を

ます。

というものを応援してまいりたいと考えてござい

の横展開等を通じましてこういった広域的な取組

によるコンサルティングとか、あとはモデル都市

国交省としては、コンサルティング、国の職員

措置を講ずるという措置を講じてございます。

複数の市町村で計画を作成する場合には予算上の

ているんですから、広げていきたいと。今言った、

コンパクトシティーということも言いながらやっ

○武田良介君 まだ作れていないところを政府が

うふうに考えてございます。

計画を作っていただくことが望ましいものだとい

れども、それ以外の市町村においては立地適正化

農村地帯というところでは必要ないと思いますけ

は、また逆に都市計画区域がほとんどないような

口がどんどん増えているようなところとか、あと

作っていただく計画でございますので、例えば人

どういうところに機能を誘導するかということを

ていく中でどういうところに住んでいただくか、

人口減少社会の中で町が、非常に町の人口が減っ

の三宮の駅前の開発ということがあります。この

先ほど来、話が出て恐縮ですけれども、神戸市

す。

どうかということが非常に重要だと思っておりま

ましたけど、住民が主人公になって取り組めるか

のまちづくりに、先ほど来、大臣からも答弁あり

ますのは、立地適正化計画の策定、それから実際

いずれにしても問題だというふうに思っており

だなというふうに思っておるわけであります。

できなくなるということですので、大変な誘導策

地適正化計画を作らなければ補助を受けることが

るということもお聞きをいたしました。これ、立

と、それ以外のところが対象外だということがあ

画を作成している市町村でなければならないんだ

計画について、私も資料を読む限りで取り上げる

本当に農村部とか不可能なところというのもある
のかもしれませんけれども、基本的にやっていく

市のうち四百四十都市、約三割が立地適正化計画
を策定、これ、数字が平成三十年の十二月末時点

のも恐縮なんですけれども、見ていきますと、国

が立地適正化計画を二〇一四年に導入をして、そ

ということだというふうに思います。
その小規模自治体の立地適正化計画の策定とい

の神戸市版である都市空間向上計画素案というの

の資料でしたのでちょっと今変わっているかもし
れませんが、その人口規模が二十万から五十万の

う話で一点だけ発言しておきたいと思うんですけ

素案の中に当然、都市機能誘導区域と居住誘導

自治体では四分の三が取り組んでいるんだけれど

社会資本整備総合交付金による事業ですね。都市

区域と示されるわけですけれども、居住誘導区域

を神戸市が昨年の六月に策定をしたというふうに

だから、今御説明あったとおりかもしれないん

再生整備事業のこの計画事業の制度、これ再編し

の外になってしまった方々、これが、先ほどの室

れども、本年度から予算措置においても始まって

ですが、ちょっと重ねて確認ですけど、そういう

て、今度は都市構造再編集中支援事業、これを個

井委員の話にもありましたけれども、神戸市によ

も、十万人未満の小規模の自治体が取組、遅れて

自治体も立地適正化計画を作成する、持つことが

別支援制度としてその補助率を二分の一にすると

る開発団地にお住まいの方たち、こういう方たち

聞いております。

できる、全国に広げていこうということが狙いに

いうことで、二分の一の補助率拡充していくと。

が相当数いらっしゃったというふうにお聞きしま

いるその支援制度ということがありました。要は、

あるということでよろしいんでしょうか。

この個別支援の制度を活用するには立地適正化計

いるんだというふうな資料もありました。

○政府参考人（北村知君） 立地適正化計画は、
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し、これはどうなっているんだということで、穏

いなんという話ではないわけですけれども、しか

ったということで、もちろん直ちに出ていきなさ

すが、約三割もの方がこの区域外に置かれてしま

地適正化計画に基づいて進められる誘導によって、

れは神戸の例ということでありますけれども、立

今、ちょっとずっと紹介しましたけれども、こ

されたということを私もお聞きをしております。

○武田良介君 今答弁いただいたように、公聴会

いるところでございます。

スを経ることが重要だと、このように記述をして

こういう方について十分な住民の合意形成プロセ

実際にその神戸の場合も、先ほど約三割が区域外

だとかパブコメ取ったりだとか、ワークショップ

その上で、国交省にこれも説明いただきたいと

に置かれてしまったということだったんですけれ

こういった問題が全国でも起こり得るのではない

思うんですが、こういう住民の皆さんの声をどう

ども、素案の段階でそういった声がいろいろ出さ

やかではいられないという受け止めをされた方が

これ、誘導された地域のところでは人口が集中

やって反映していくのか、その仕組みについて説

れる中で、計画が計画案に変わったときには五％

を開いて声を聞いていくということになっている。

するということがあるんだということで、二〇一

明いただければというふうに思います。

ぐらいになったんだということもお聞きをいたし

だろうかというふうに思いました。

六年に新設されたＪＲの摩耶駅、この付近には分

○政府参考人（北村知君） お答え申し上げま

ました。それは非常に重要なことだったというふ

たくさんいらっしゃったというふうにお聞きをし

譲マンションが集中したということがあったんだ
す。

ております。

そうであります。そのときには、児童が一気に急

うに思っております。

方々の意見を適切に反映することは、これも重要

たいと思うんですが、神戸の例の場合は、高層ビ

例でもう少し、私、資料読んだところでお聞きし

このコンパクトシティーをつくるための立地適

必要があったんだということもお聞きをいたしま

だと考えてございます。このため、都市再生特別

ルだとかバスタが入るような大型ビルだとか、あ

増したということがあって、周辺の西灘小学校と

した。学校内にある学童保育コーナーだけでは収

措置法におきましては、この立地適正化計画を作

るいは役所などが入る建物など大分大きなものが

先ほどの懸念の点になりますけれども、神戸の

まらなかったので、近隣の自治会館にその分館も

成しようとする場合には、あらかじめ、公聴会の

計画されているようでありますけれども、これ、

正化計画の作成に当たりましては、地域住民の

設けたと。しかし、そのところも七十人で児童が

開催など住民の意見を反映させるための必要な措

いうところは運動場に仮設校舎を建てて対応する

ひしめき合ってしまったということで、これ何と

設の整備ということがやられるわけですけれども、

神戸のことだけを何か言いたいわけではないんで
さらに、この法律の運用を、私どもで主導させ

必ずしも高層ビルだとか何かバスタだとか、そう

置を講じなければならないと、このように規定し

居住誘導区域外の方ですけれども、こちらはそ

ていただいております都市計画運用指針では、特

いった大きなものを造らなければならないと、そ

か対応しなければいけないということで課題にな

の人口も減りますし、民間の施設なども撤退する

に、居住誘導区域や都市機能誘導区域の外に置か

んなものになっていないと思うんですけれども、

すが、一般的に、この都市機能誘導施設、公共施

ということになりかねないと。公共施設も集約化

れている方々、そういった方々については、その

この制度自身はですね。その点だけ確認したいと

ているところでございます。

するという流れの中で、どんどん住み続けること

誘導区域内で講じられる特例が適用されていない、

ったそうであります。

が困難になってしまうという声が地域の方から出
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にはなってございません。

そんなような目的にはなってございません、制度

とおり、大規模な施設を図らなきゃいけないとか、

するということでございますので、委員御指摘の

しては、それぞれの地域ごとに必要な施設を誘導

○政府参考人（北村知君） 誘導施設につきま

う計画でなければならないということを思ってお

しっかり反映された計画にならなければ、そうい

しれませんけれども、住民の皆さんの声がそこに

ども、一部そういうものを造る方たちは喜ぶかも

長も市議会で述べておられるそうでありますけれ

も合わせれば一千億円単位になるというふうに市

替えが行われるだとか、その総事業費は民間開発

神戸の例でも、商業施設の入る市庁舎への建て

少していく中でどういった町の機能を維持してい

先ほども申し上げましたが、これ、人口が全体減

○政府参考人（北村知君） 立地適正化計画は、

について伺いたいというふうに思います。

ふうに取り組んでいこうとしているのか、この点

あるわけで、こういう地域に対して国はどういう

ども、人口が減ってしまう地域というのはやはり

戸の規模と合うかどうかというのはありますけれ

いうふうに思います。

○武田良介君 先ほどの答弁で紹介いただいた公

ある程度そのコアの部分にいろいろな施設を維持

くかということでございますので、計画を作って、

ちょっと時間の関係で先に進みたいと思います

していくと。委員集めるというふうにおっしゃい

ります。

神戸の例を紹介しながら一般論で聞いて申し訳な

けれども、先ほど少し答弁にもありましたが、居

聴会だとか開いていくというときに、私もずっと
いんですけど、神戸でもワークショップを開いた

ますけど、どちらかというと、右肩上がりの時代

かというと、全国で直面している問題は、人口が

住誘導区域外で住んでおられる方たちなんですね。

の方が行った説明というのは私もちょっと驚きま

減っていく中でどうやって地域のコミュニティー

ときに、タワーマンションを造るという話なんか

った人が高齢化したときにどうなるんだろうかと

して、居住誘導区域外となる地域については、そ

なり生活を維持していくかということでございま

であれば非常にどんどんどんどん大規模開発で集

いう不安の声が出されたということだとか、ある

の地域では住宅ストックを抑制して、スーパーだ

すので、過大な投資をするというよりは、今ある

この点について国の対応を聞かせていただきたい

いは、近隣にある団地をリノベーションしてきれ

とか病院が撤退しても新たな施設を誘致するので

病院とか福祉施設とかがちゃんと今後でも維持で

があるということを聞いた住民の方が、タワーマ

いなものに変えていくと、そういうことはないの

はなくて、代替手段として移動販売車や遠隔医療、

きるように、そのためにはある程度必要な機能が

めてくるということはあるんですが、今はどちら

だろうかというような声も出されたということは

ドローンを使った荷物配送、これを進めるんだと

真ん中に集まっていないと結局全て共倒れになっ

と思うんですが、神戸市で素案を提示した際に市

非常に重要なことだっただろうというふうに思い

いうことを説明されたんだそうです。この説明に

てしまうと。そういうものが撤退されてしまうと、

ンション建てて、じゃ、数十年後とか、みんな入

ます。

市民の方が非常に驚いたというか、反応されたと

やはり、私が懸念しているのは、誘導する、集

もう市からなくなってしまうとどうにもならない

強調しながら、大規模な開発がどんどん進んでい

だけれども、一方で誘導するわけですから、一方

神戸のこの説明がいい悪いという話ではないん

ですので、そういうことで、町全体の機能を維

いうことでございます。

ということでコンパクトシティーをやっていると

いうことをお聞きしました。

くことに傾いていくということが私は非常に懸念

で中山間地あるいは、まあ中山間地というのが神

約する、今度は魅力あるまちづくりということを

をしているわけであります。
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ういった方がしっかりと町の中に行けるようなと

が、地方地方で自治体が中心になって、議会の中

これ、私も、今、この神戸だけじゃありません

これは、あくまで私の言いたいことは、その富山

ことは、これは私はすばらしいなと思いましたが、

掛けてやって大変な成功事例となっているという

いうことで、あそこはＬＲＴの駅のところに相当

いうことで、トータルで見て住民の方が今後も暮

で様々な意見を酌み取って、そして決めていくわ

市、市長さんが市議会と市民の皆さんとの議論の

うふうに宣言もしておりますし、ちょっとそうし

らしやすく住めるような、そういったまちづくり

けですから、それを国会の場で様々なことを、批

中で決めたことだというふうに思っているんで、

持した上で、ただ、居住誘導区域外の方について

ができるように国としても支援をしてまいりたい

判しているわけじゃないと言われましたが、この

それは国として結果として大変評価をしていると

意図的に集約をして、その途中では相当御批判も

というふうに考えているところでございます。

お配りの資料も、三宮の町の良さがどんどん失わ

いうことでございますので、だから、私、申し上

た事実関係は正しくやっていただいた方がいいと

○武田良介君 今の答弁、私も理解いたします。

れていますという、こんなビラどこなのかと見た

げておきたいのは、そうしたことについてどうす

は、私ども、コンパクト・プラス・ネットワーク

ただ、私が懸念しているのは、その過大な投資に

ら、これ、ちょっと、お認めになられているんで

るかというのは、どこまで行っても市町村の中で、

あったと聞いておりますけれども、それは十五年

なったりだとかそういうことを懸念しているわけ

すからいいんですけど、こういうことも別に私、

前回も、前回というか衆議院のときも共産党の高

思います。

であります。

神戸市民ですけどそういうふうに思っておりませ

というような言い方してございますけれども、そ

最後に、大臣に一問だけ。私は、そういう周り

橋議員からの質問にも同じように答えていますけ

ど、地元の皆さんの声を拾いながら、どう選択す

んし、ちょっといかがなものなのかなというふう
に思います、正直言いまして。

の、この地域に住み続けたいというふうに思って
いる方たちが、たとえ中山間地とかいろんな地域、

それで、先ほどのお話ですけど、この区域外の

るかは首長の、またその議会の判断で決めること

なかなか不便があったりするかもしれないけれど

ではないかと思います。

本日は、都市再生特別措置法の、居心地が良く

方について、これはどうするかというのは、それ

富山市も、コンパクトシティーの成功例という

歩きたくなるまちづくりについて質問いたします。

も、そういう方たちの思いを応援していくという

一問、聞かせていただいて終わりたいと思います。

ことで私も視察を行きましたが、あそこ合併をし

現在、障害者にとって、一歩町に出たとき、正

○武田良介君 終わります。

○国務大臣（赤羽一嘉君） ちょっと済みません、

て大変広くなっておって、中心市街地だけじゃな

直言って居心地が良く歩きたくなる町とは言えま

は首長の皆さんも、その議会、様々な議論の中で

その前に、答弁させていただく前に、ちょっと地

いところについては、バスのおでかけ定期券みた

せん。何度もお話しさせていただきましたが、ど

ことがやはり大事ではないだろうかというふうに

元の神戸のことで、私、この計画はよく分かりま

いなことをやって、ネットワークということで拾

こへ行っても構造上のバリアがあり、入店を断ら

○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。

せんけれども、タワーマンションを推進するよう

っていると。確かに、拡散をしていくと病院もそ

れたり、交通機関も利用する際健常者には付けら

工夫をするというふうに思っております。

な、今の市長が、そういう御発言がありましたけ

ういう公共施設が維持できなくなっていくからと

思っておるんですけれども、大臣の認識、最後に

ど、久元市長はタワーマンションは造らないとい
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れない条件や制限を付けられ、安心して利用でき

されており、全てのお店がバリアフリー化されて

す。

○政府参考人（北村知君） お答え申し上げま

今回、居心地が良くなる、歩きたくなる町中と

います。障害者が健常者と同じように差別されず、
誰でも使えるような町が当たり前になっているそ

ない現状だからです。
私事の経験になりますが、町並みに並ぶおしゃ

るということだそうです。とても悔しい思いをし

お店の中にいるとほかのお客さんが入りづらくな

のでお断りと言われたことがあります。障害者が

店員さんに手助けをお願いしたとき、景観に悪い

別的取扱いをしないということ、合理的配慮を提

では入店できないお店が多数存在しています。差

り、床に固定された椅子が多くて、構造上車椅子

リアフリー化の義務がないため、階段や段差があ

一方、日本では、二千平米以上の店舗にしかバ

ますが、公共団体と協定を結んでそういう店舗を

合に、公園管理者、これ普通は公共団体でござい

は、公園に民間事業者の方が施設を造るという場

すくしていただくこと。また、特に今回の法律で

が集まってきて交流していただくこと、過ごしや

ますが、その中で、公園についての、いろんな人

いうことで市町村で計画作って整備していただき

ました。

供するということが障害者差別解消法では求めら

建てていただく制度をつくってございます。

うです。

また、公園内のイベントや地域のお祭りなどを

れていますが、これを確実に行うためには、環境

れなカフェに入りたくても、階段や段差があり、

楽しみたくても、町に繰り出しても催物は車椅子

整備、バリアフリー化が必要になります。
そこで、質問いたします。

考えますと、そういう障害者の方、またお年寄り

今回、委員御指摘のとおり、公園という機能を

では背が低くて見ることができず、おいしいもの
を食べたくても入れないお店が多いのが現状です。

っしゃると思いますけれども、そういったいろん

とか、あとベビーカーを持って歩いている方いら

なるまちづくりを推進していますが、公園が憩い

な方が集まっても過ごしやすくできるようにと。

特に今回の改正案では、居心地が良く歩きたく

が多くて、外へ出ることが苦痛になってしまう障

の場所として合理的配慮が行き渡っていれば、障

これ、公園管理者が協定を結んで建てさせるとい

そのため、楽しむどころか悲しい思いをすること
害者はたくさんいると思います。

害を持っている人たちにとっても居心地の良い歩

う場合には、その協定の中にバリアフリー化する

近年は、障害者権利条約や障害者差別解消法が

その上で、例えば公園内に建てられている建物

ことというふうなことを書き込ませて、協定がで

うことでございますので、公共団体がその協定を

に対してスロープやエレベーター、点字ブロック、

きたら、その後、ちゃんとそういうバリアフリー

きたくなる町になり、心のバリアフリーにもつな

アメリカでは、ＡＤＡ法という障害者の差別を

車椅子用トイレなどの設置を保障していただきた

ができているかとか運営がどうかということもチ

制定され、条文では権利が保障されていますが、

禁止する法律があり、バリアフリーの整備が徹底

いですし、バリアフリー法で定められている基準

ェックすると、こういうような運用ができるよう

結んで、民間事業者がここにカフェ造りたいとい

されているそうです。また、都市部だけではなく

の二千平米未満の店舗等を設置する場合において

に、私どもの方から、制度ができましたら地方公

がると思います。

人口数百人ぐらいの小さな町のレストランも、必

も、その小規模店舗のバリアフリー化を保障して

共団体を指導してまいりたいというふうに考えて

障害があっても安心して地域の催物やショッピン

ず車椅子で入れるルートがあって車椅子で入れる

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

グをするような環境にはなっていないのです。

テーブルが設けられているなど合理的配慮が徹底
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れましたけれども、差別解消法が制定された現在

いは指導をしていくということをおっしゃってく

公園管理者に対して、これからもチェックある

○木村英子君 ありがとうございます。

ございます。

園のイベントなどの企画において手話通訳者の配

ての点字のメニューなどを用意したり、また、公

リーの観点から、コミュニケーションツールとし

歩きたくなるまちづくりの中でも、心のバリアフ

すし、このような自治体の取組のように、今回の

の飲食店といったところがやっぱり入口が狭くて

障害者の皆さんとお話をすると、やはり小規模

います。

ういう状況にようやく来たというのが現実だと思

設のバリアフリーも二十年ぐらいも掛かって今こ

うしたことが非常にバリアになっているという話

入れないとかトイレが車椅子の対応じゃない、こ

しかし、これらの取組を自治体任せにするので

も聞きますし、やっぱり一番の問題だというふう

備なども必要です。

いうことが現状にあります。

はなく、本来であれば国が財政的な補助をすべき

には思っておりますが、現状で言うと、なかなか

においてもなかなか合理的配慮が行き届かないと
資料一を御覧ください。
だと思います。

物理的にそもそもそういうバリアフリーのセット

障害者権利条約九条では、建物やサービスを誰

そこで、赤羽大臣に質問いたします。

義務化を掛けるようなことはできなかったという

でも自由に利用できる権利がうたわれ、その精神

少なくとも全ての店舗においてスロープや手すり

のがもうこれは率直に言って現状でございます。

ができないような小規模の飲食店も少なくないで

そのような現状の中で、障害者に対する差別解

など設置がなされるよう、その費用の補助を国が

これをどう変えていくのかということで今取り

障害者の差別を解消するためには、どんな建物

消に向けて独自に取り組んでいる自治体が増えて

行うなど、合理的配慮のための取組をしていただ

組んでおりますのは、様々なことはやっている中

はバリアフリー法の基本理念にも掲げられていま

きています。

きたいのですが、どのようにお考えでしょうか。

で、具体的には本年一月に、学識経験者、また障

すとか、新築で建てる場合もあれば、居抜きでそ

資料二を御覧ください。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 今言われていること

害者、また高齢者の団体の皆様、また事業者団体

であっても障害者が利用できるよう、バリアフリ

例えば、明石市では条例をつくり、建物のスロ

は、まさに本来我々が目指すべき共生社会の在り

で構成される建築物のバリアフリー化のガイドラ

すが、実際には、バリアフリー法についても対象

ープや手すりの設置に補助を出すだけではなく、

方だというふうに思います。私もこのバリアフリ

インである建築設計標準の見直しのための検討会

のまま借りて起業的に、業を起こしているという

点字メニューなどのコミュニケーションツールの

ーに関してこの当委員会でも何度も御答弁させて

を立ち上げさせていただきました。造るところか

ー化をすることが必要です。本来は小規模店舗に

作成や折り畳み式スロープなどの物品の購入にも

いただいておりますが、バリアフリーの社会づく

らバリアフリー仕様であることが当たり前の状況

にならない建物が多く、限られているのが現状で

補助を出し、合理的配慮を推進しており、ほかの

りというのは、ある意味では現実との闘いで、現

をつくらなければいけないというふうな思いで、

ようなこともあって、これまでそうしたところに

自治体にもこのような取組が広まっています。

状をどうステップ・バイ・ステップで変えていく

この検討会のワーキンググループには小規模店舗

おいてもバリアフリー化を義務化すべきですが、

また、日光市では、これに加えて、イベントの

のかということで、例えば駅のバリアフリー、施

す。

際に手話通訳を派遣することに補助を出していま
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に加えて、十の障害者・高齢者団体の皆様方、ま

おりまして、ここには関係省庁及び地方公共団体

に関する特別のワーキンググループも設置をして

ております。

して進めていっていただきたいというふうに思っ

すので、そういった意味では、これから第一歩と

当事者も含めた検討会もされていくということで

のではないかという疑念があります。

緊急性と言えるのかと。オープンに入札ができた

場を整えることができておりまして、これをしっ

団体が初めて一堂に会して直接意見の交流をする

いうような懸念もあります。都市開発によって特

や低所得者の方が不利益を受けるのではないかと

また、公園の開発については、ホームレスの方

六月三十日、七月十五日になっていますので、ま

十三日から五月十五日、履行期限日が六月十五日、

正分百六十六億八千万は、そもそも契約日が五月

たに六社を加えて九社と契約をされています。補

また、補正予算では、既存の三社に加えて、新

た十八の関連事業者団体、そして五つの建築関係

かりと進めながら、何とか小規模の飲食店等々の

さしくこれは全く緊急性がない。まさに随意契約

経産省みたいにサービスデザイン協議会に丸投

定の企業だけが優遇されるのではないかという懸
ただいていますので、国土交通省としても、誰も

げしていないからまだましな方だなんて心で思っ

バリアフリーをしっかり進めていきたいと、こう
今にわかに地方自治体でこうしたバリアフリー

が居心地が良く歩きたくなるような町を今後も推

ているかもしれないけれども、しかし、これは明

は不当ではないかと。

の制度を進めるということで助成制度ができてい

進していただきたいと思っております。

らかに緊急性のない、オープンに入札をすべきも

念や、その点については附帯決議を提案させてい

るということは非常に高く評価をしておりますが、

私の方からは以上です。終わります。

思っております。

ちょっと現状でなかなか国で、予算獲得をしよう

○上田清司君 無所属の上田でございます。

は非常に限られておりますが、それを少し大きく

いる以上、なかなかバリアフリーの予算というの

ックというのはレガシーとして共生社会と言って

わないもので、まずマスクについての質問をさせ

いい、歩きたくなるまちづくりにはマスクは似合

て幾つか質問したいところですが、この居心地の

居心地のいい、歩きたくなるまちづくりについ

せんが、予備的調査をお願いしております。

院に、執行が終わってからでないと調査はできま

補正部分については、これはもう既に会計検査

のではないかと思っております。

と、この二〇二〇東京オリンピック・パラリンピ

獲得するために、国交省としても予算の闘いとい

てください。

おります。

けて一歩一歩前に進めていきたいと、こう思って

いますので、その辺は丁寧に進めながら理想に向

ションというか逆効果も大きいのではないかと思

義務化を付けるというのは、なかなかそのハレー

っと今、にわかに全国のところにいきなり法的に

約だと、予備費による約二百億円、本当にこれは

再契約を結んでおります。緊急性をもって随意契

四月三十日から五月三十一日に履行期限を延ばす

いわゆる引渡しをすることになっておりましたが、

六社と随意契約をして、三月三十一日に履行期限、

るということで、三月十六日から十九日にかけて

いわゆるアベノマスクは、介護施設等に配布す

しゃみによる飛散を防ぎ、感染症の感染拡大を防

まず、布製のマスクにつきましては、せきやく

す。

○政府参考人（八神敦雄君） お答え申し上げま

か、この件について政府参考人にお聞きしたい。

があるというふうに、どこにそういう話があるの

日から五月十五日に掛かって、この段階で緊急性

る金額を随意契約で、しかも、もう既に五月十三

そもそも、こういう金額を、百六十六億からす

うのはしっかりしようと思っておりますが、ちょ

○木村英子君 赤羽大臣、ありがとうございます。
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ぐために効果があるというふうに考えており、積
きたいと思います。

るか、勝手に随契にして。もう少し考えていただ

ようなことを民間の方が自発的にやっていただい

ってくることによってにぎわいをもたらすという

ているところがあります。

極的なマスク着用を現在働きかけをしておるとこ
それでは、本論の方に行きます。

今回は、官民で計画をして公共空間もなるべく

ろでございます。

今回、居心地が良く歩きたくなるまちづくりの

全戸向けの布製のマスクの配布につきましては、

歩きやすくすると。例えば、車道の歩道化をする

分の軒先もこれも公共空間の一体として提供しま

創出ということで、いろんな条件づくりをされて
特に、私が気になっているところでは、公共空

しょうというような場合がございますので、そう

緊急事態宣言の解除後におきましても、専門家会
屋内にいるときや会話をするときには、感染拡大

間のリノベーション、交付金による支援と、それ

いった自由に使える空間を民地側で用意していた

んですが、それに合わせて民間の方も、じゃ、自

防止の観点から、引き続きマスクの着用……（発

から民間事業者が参入される場合、公共空間を提

だいた場合には、その分、その分というか、それ

おります。

言する者あり）

供するということを前提にして固定資産税の軽減

議で提言をされました新しい生活様式で、外出時、

お答え申し上げます。引き続きマスクの着用が

金という考え方についてはどうなんですか。

に代わって固定資産税を、五年間の措置でござい

すから、それに対する一種の補償的な意味での固

○政府参考人（北村知君） 失礼しました。

をすると。この交付金のリノベーションの条件、

定資産税の軽減なのか、この意味がよく不明なの

公共空間のリノベーションについては、これは

有効だということ、それから今後も感染拡大が再

感染防止の観点から、緊急に多量の布製マスク

で、この考え方についてお聞きしたいと思います。

むしろ公共側でございまして、例えば、今申し上

ますけれども、半減するというようなことで促進

を調達をして全戸向けに迅速に配布する必要があ

○政府参考人（北村知君） 今回の居心地が良

げました、これまで車道だったところを歩道化す

支援するという条件、それから、まさに公共空間

ったという状況を踏まえまして、緊急の随意契約

くなる町中ということで、民間事業者の方にいろ

ると。そのためには、例えば舗装の打ち替えとか、

燃する可能性もあるということ、こうした状況下

としたものでございます。

いろ協力していただく。委員御指摘のケースは、

そういった費用が掛かってまいりますので、そう

をするというような制度でございます。

○上田清司君 全然答えになっておりません。

民間事業者の方、今日の質疑の中でも宮崎の油津

いった事業につきまして交付金で国の方が支援を

を提供する民間事業者ですから、その公共空間で

七月十五日に引渡しが履行期限になっているよ

商店街の例もございましたけれども、民間企業の

するというものでございます。

で不織布マスクの需要抑制にも資するということ

うなのがどこに緊急性があるんだと。それだった

方が自分たちの土地を少し削ってオープンスペー

○上田清司君 条件づくりを何らかの形で国交省

○上田清司君 公共空間のリノベーションの交付

ら公開入札で十分じゃないかと。これはもう国会

スをつくって、そこにいろいろな旅行の方とか観

が行っていくという考え方で、もう一つは、民間

当然何らかの形で利益を得るものをなくすわけで

を軽視している。会計検査院にいずれしっかり調

光客の方を通すと。それ自体としては利益を生ま

でいわゆるエリアのコーディネートをする人たち

から、引き続き有意義であるというふうに考えて

査していただくので、覚悟してもらいたいと思い

ない空間でございますけれども、そこに人が集ま

ございます。

ます。とんでもない。人のお金を何だと考えてい
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されるものではないと思います。

ないと地域の再生なんかできないというふうに思

中で頑張られているところもありますので、それ

なりをきちっと手配をして非常に居心地のいい空

赤羽大臣、何回かほかの質疑でもありました。

を、国としてもできることをしっかり後押しをし

日南市ですとか栃木県の上三川町という人口三

その都度法律を一部改正しながら、計画をその都

たいと、そういう趣旨でありますので、何か国が

うんですが、何か必要以上に枠組みをつくって指

てもその空間を活用すべき形は当該市町村あるい

度ちょっとネーミングを変えながらやってきてい

押し付けがましくやるというような趣旨ではない

間をつくっていくという、こういう考え方が入っ

は地元の商工会、商工会議所、あるいは商店街な

るんですけれども、むしろ、きちっとした、環境

んではないかなというふうに、私はそう感じてお

万人のところでも、普通であれば相当過疎化が進

どが行っていくものだというふうに思っています。

整備に関して枠組みをきちっとやったら、こうい

ります。

定する云々等々をやり過ぎているんじゃないかと

中途半端にどこかのまちづくり仕掛け人みたいな

うことを余りやらなくてもできるんではないかと、

○上田清司君 大臣、中身もそれはよく分かった

ているわけですけれども、どちらかというと、私

方々に来てもらわなくても、あるいはそういった

こんなふうに思っておりますが、いかがでしょう

上で言っておられるわけであります。要するに、

んでいると思いますけれども、様々な創意工夫の

ものを指定しなくても十分だというふうに思って
か。

いろんなパターンがあるので、そういうパターン

いうふうに思っております。

おります。

○国務大臣（赤羽一嘉君） 率直に言って、私、

を尊重しながらやらなければならないということ

は公が空間をきちっと整備していけば、黙ってい

県の管理であります河川整備を県がしっかり、も

お答えする、何というか、材料が余りないんです

に様々な取組を商店街が企画したり、商工会議所

っと違いますけれども、大変多くて、非常に熱心

から土日などはウオーキングの方々が、今はちょ

行った夕涼みの会であるんですけれども、ふだん

これは、たまたまその絵は商工会議所が主催して

きたくなるような空間づくりをやったんですね。

遊歩道の整備、そして形、まさに居心地のいい歩

だけ御要望を生かす形でのこの河川の整備並びに

見を全部聞いて何回も話合いをした上で、できる

なくて、無理やりこれでやれということではない

すので、私、使わなくて済むんだったら別に使わ

くいっている例も全国でも数多く出てきておりま

業者も誘致するみたいなことで、実例としてうま

こに規制緩和なり公共の提供とか、そこに民間事

ころも多分あるんじゃないかなと。ですから、そ

ば、なかなかこうしたことの仕組みが整わないと

このようにうまくいっているというケースもあれ

こうした仕組みが必要なく、これ春日部ですか、

けれども、なかなか、多分地方自治体によっては

○委員長（田名部匡代君） 他に御発言もないよ

した。

をいつも感じておりますので、あえて申し上げま

のまちづくりはできないんじゃないかということ

そこをきちっと見ていただく形が整わないと本当

ところからのスタートになってしまいますので、

す。何か書類を整えて指定を受けなければという

の話に関しては非常に眉唾だと私は感じておりま

よくこの指定の話が出てきますので、この指定

今、資料で、埼玉県の春日部市というところで、
ちろん地元町内会等々の、市当局始め関係者の意

が企画したり、様々なことをやっているんですね。

んではないかと思いますので、選択肢というか材

うですから、質疑は終局したものと認めます。

を私は強調しているわけであります。

私は、何かいろいろ考え過ぎじゃないかと。形

料というものを提供すること自体はそんなに否定

ありがとうございました。終わります。

を整えてあげればやっていただける、また、やら
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○武田良介君 私は、日本共産党を代表し、都市

います。

間都市再生事業計画の認定は百三十二件に上りま

援を一層露骨にしています。二〇〇五年から、民

整備事業など、特定の開発事業者等への手厚い支

都市、都市再生プロジェクトや国際競争拠点都市

アベノミクスによる都市再生政策は、国際戦略

度を再編し、民間事業者等が行う都市構造再編集

予算措置においても、都市再生整備計画事業制

にもします。

務を行わせ、民都機構から融資を受けられるよう

人に道路や都市公園の占用、使用の許可に係る事

さらに、大手開発事業者を含む都市再生推進法

これより討論に入ります。

再生特別措置法等の一部を改正する法律案に対す

す。これらの開発事業者には容積率緩和が認めら

中支援事業を個別支援制度とし、その個別補助率

昨年、台風十九号では十四県四十二市町におい

御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願

る反対討論を行います。

れ、免税等による優遇は、一三年度から七年間で

を二分の一に拡充しています。

発生しました。立地適正化計画を作成している自

は、民間都市再生事業と同様に大規模事業者を優

また、本法案にある民都機構の支援対象の拡大

に賛成の方の挙手を願います。

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

これより採決に入ります。

うですから、討論は終局したものと認めます。

○委員長（田名部匡代君） 他に御意見もないよ

以上、反対の討論を終わります。

間事業者を優遇することになりかねません。

同事業は、こうした大手開発事業者を含めた民

四百億円を超える額に上っています。

治体のうち、浸水想定区域など災害時の危険区域

遇するものであり、反対です。

て、立地適正化計画の居住誘導区域で浸水被害が

を居住誘導区域に含めている自治体が九割を超え

第二の理由は、一体型滞在快適性等向上事業が、
大都市部を中心に、まちなかウオーカブル推進事

ていることが分かりました。本法案で、まちづく
り計画を防災優先にし、浸水想定区域や土砂災害

市開発事業とともに特定の大手開発事業者を優遇

業などと一体で行われる都市構造改変や、他の都

限など規制が盛り込まれたことは当然のことであ

する大規模開発事業を後押しする懸念があるから

危険区域など災害リスクを的確に反映して建築制
ります。

重点を置いたまちづくりへの転換であり、必要な

まちづくりは、車中心のまちづくりから歩く人に

歩きたくなる町中など歩行者の利便に配慮した

ものと決定いたしました。

って、本案は多数をもって原案どおり可決すべき

○委員長（田名部匡代君） 多数と認めます。よ

〔賛成者挙手〕

ことです。しかし、本法案で推進するまちなかウ

すので、これを許します。浜口誠さん。

です。

法案に反対する第一の理由は、民間都市再生事

オーカブル事業は、官民連携と称して、街路、公

○浜口誠君 私は、ただいま可決されました都市

しかし、民間都市再生事業計画の認定延長や一

業が、大都市部の大規模開発事業を進める民間大

園、広場など公共空間を利活用した民間事業を集

再生特別措置法等の一部を改正する法律案に対し、

体型滞在快適性等向上事業に関して問題があり、

企業、大手不動産、ディベロッパーなど特定の大

中的、一体的に支援するとし、民間事業者に行政

自由民主党・国民の声、立憲・国民．新緑風会・

民間都市再生事業計画の認定申請の延長には反

賛成できません。

規模事業者を、容積率緩和、税制措置などで優先

の普通財産を時価よりも低い対価で貸し付けるな

社民、公明党、日本維新の会及びれいわ新選組の

この際、浜口さんから発言を求められておりま

的に優遇するものであるからです。

ど優遇します。

対であります。
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政府は、本法の施行に当たり、次の諸点につ

ちづくりが一体となったものとなるよう、関係者

河川管理者等とが連携し、必要な治水対策等とま

く取組を進める際には、市町村と国や都道府県の

う必要な支援を行うこと。また、防災指針に基づ

は、防災指針に基づき適切な対策が講じられるよ

言等を行うとともに、除外が困難な区域について

されるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を

るため、バリアフリーの観点を踏まえた整備がな

子育て世代、高齢者などが利用しやすい空間を作

など、構成員の多様化を促すこと。また、障害者、

よう、障害者団体、子育て支援団体、高齢者団体

ら、幅広い住民の多様なニーズを反映させられる

くりに資する都市再生整備計画を策定する観点か

各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

いて適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべ

による総合的な取組を推進すること。

を図ること。また、本法の趣旨に鑑み、市街化区

方公共団体に対し早期に示した上でその周知徹底

については、関係政令等の内容を関係事業者や地

一 災害危険区域等における開発許可の見直し

き積極的に推進すること。また、都市農業の利便

に鑑み、その保全に資する諸制度の活用を引き続

誘導区域外の区域における環境保全に資すること

地の拡散や管理放棄地化の抑止につながり、居住

四 現存する緑地や農地の適切な保全は、市街

十分に配慮すること。

益を被ることのないよう、支援措置を講ずるなど

来から居住している低所得者などが生活上の不利

くりを推進するに当たっては、開発によって、従

七 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづ

法律案に対する附帯決議（案）

都市再生特別措置法等の一部を改正する

案文を朗読いたします。

きである。

域の浸水ハザードエリア等における開発許可につ

増進と良好な居住環境の確保に向けて、現行の生

行うこと。

いても、その周辺地域を含め溢水等の災害リスク

産緑地制度や田園住居地域制度等も含め、地域特

八 本法に基づいて都市開発を行うに当たって

が増大しないよう適切な措置がなされているか等

は、市町村において人材や専門的ノウハウが不足

たり、土地所有者、住民や利害関係人等の意見を

性に応じた制度の活用が図られるよう、地方公共
五 居住環境向上用途誘導地区を定め、病院、

十分に反映した事業の実施ができる者を適切に判

について十分に確認して基準への適合性が判断さ

店舗等の日常生活に必要な施設の立地の促進を図

断できるよう、必要な技術的支援を行うこと。

している状況等に鑑み、民間事業者等の選定に当

二 地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、国

る際には、既存の用途地域の趣旨を踏まえ、建築

右決議する。

団体に対し適切な助言等を行うこと。

において事務経費を含めた財政支援を行うことな

規制の緩和が住環境や景観に著しい影響を及ぼす

以上でございます。

れるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行

どにより、防災集団移転促進事業が事前防災対策

ことのないよう留意するとともに、地域住民等の

うこと。

として積極的に活用されるよう地方公共団体の取

何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いします。

行います。

ら提出されました附帯決議案を議題とし、採決を

○委員長（田名部匡代君） ただいま浜口さんか

意向に十分配慮した運用がなされるよう、地方公
六 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづ

組を後押しすること。また、多数の災害弱者が利
らの移転が図られるよう一層の取組を行うこと。

くりに向けて議論が行われる市町村都市再生協議

共団体に対し適切な助言等を行うこと。

三 立地適正化計画について、災害危険区域等

会については、豊かな生活を支え魅力あるまちづ

用する病院、社会福祉施設等の災害危険区域等か

が居住誘導区域から可能な限り除外されるよう助
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本日はこれにて散会いたします。

さよう決定いたします。

○委員長（田名部匡代君） 全会一致と認めます。
午後二時四十五分散会

〔賛成者挙手〕
よって、浜口さん提出の附帯決議案は全会一致を
もって本委員会の決議とすることに決定いたしま
した。
ただいまの決議に対し、赤羽国土交通大臣から
発言を求められておりますので、この際、これを
許します。赤羽国土交通大臣。
○国務大臣（赤羽一嘉君） 都市再生特別措置法
等の一部を改正する法律案につきましては、本委
員会におかれまして熱心な御討議をいただき、た
だいま可決されましたことに深く感謝申し上げま
す。
今後、本法の施行に当たりましては、審議にお
ける委員各位の御意見、ただいまの附帯決議にお
いて提起されました各事項の趣旨を十分に尊重し
てまいる所存でございます。
ここに、委員長を始め理事の皆様方、また委員
の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を
表します。
誠にありがとうございました。
○委員長（田名部匡代君） なお、審査報告書の
作成につきましては、これを委員長に御一任願い
たいと存じますが、御異議ございませんか。
〔
「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、
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