国土交通
令和３年５月１８日

─────────────
○委員長（江崎孝君） ただいまから国土交通委

す。
まず、カーボンニュートラルに向けた取組につ

と今後の目標についてお伺いをいたします。

○政府参考人（真一君） お答えを申し上げま

昨日までに、高橋光男君及び芳賀道也君が委員

上げることを発表しました。また、気候変動サミ

ルギーに関する日米気候パートナーシップを立ち

デン大統領は、野心、脱炭素化及びクリーンエネ

四月に行われた日米首脳会談で、菅総理とバイ

平成二十六年に都市再生特別措置法を改正し、立

ト・プラス・ネットワークの取組を進めるため、

高齢者等にとっても安心して暮らせるコンパク

や福祉、医療等の生活機能、公共交通が確保され、

人口減少や高齢化が進む中、地域の活力の維持

す。

を辞任され、その補欠として榛葉賀津也君及び安

ットにおいては、菅総理が、地球規模の課題に我

地適正化計画制度を創設いたしました。現在まで

いてお伺いをいたします。

江伸夫君が選任されました。

が国としても大きく踏み出すということで、二〇

に約三百八十の都市でこの計画は作成され、計画

員会を開会いたします。

本委員会一名欠員となっております。

五〇年のカーボンニュートラルと、また、我が国

に基づく取組が着実に進められているところであ

委員の異動について御報告いたします。

─────────────

の二〇三〇年度においての温室効果ガス、二〇一

なお、去る十四日、岩井茂樹君の辞職に伴い、

○委員長（江崎孝君） 政府参考人の出席要求に

ります。

今後の目標といたしましては、令和六年度末ま

三年度から四六％削減することを目指すというこ
とを発言されたところであります。

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

○委員長（江崎孝君） 御異議ないと認め、さよ

に御異議ございませんか。

考人として出席を求め、その説明を聴取すること

察庁長官官房審議官新田慎二君外十三名を政府参

移動距離の短縮、公共交通の再構築、利用、また

の機能を町中へ誘導、都市を集約化し、自動車の

取組として、住まいや生活サービス機能など都市

はできないと思っております。そのための一つの

心的目標はとてもではありませんが達成すること

っても今後様々な取組を進めていかねば、この野

私の住む前橋市、そして高知市がほぼ面積が同じ、

料でも、読んでみて分かったんですが、例えば、

ると思いますが、やはり国交省からいただいた資

っているところだと千を超える自治体が全国にあ

いうことであります。恐らく、都市計画等々をや

○清水真人君 現在、六百までを目指していると

す。

でに六百の都市での計画の作成を目指しておりま

う決定いたします。

モビリティーを使わないなどによってＣＯ排出

人口もほぼ三十数万で一緒ということですが、人

全体から見た削減総量はかなり少ない分野であ

─────────────

削減の一助とするコンパクト・プラス・ネットワ

口密度が高知市の方が一・五倍あると、運輸部門

ため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警

○委員長（江崎孝君） 国土の整備、交通政策の

ークがあります。
適正化計画制度が創設をされているところであり

現在、改正の都市再生特別措置法において立地

クトにしているかによって大きくこの排出量も変

倍も高いということで、都市がどれぐらいコンパ

の一人当たりのＣＯ排出量が前橋の方が一・四

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

推進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
○清水真人君 自由民主党の清水真人です。質問

ますが、現在までのこの計画策定の市町村の状況

質疑のある方は順次御発言願います。
の機会をいただきましたことに感謝を申し上げま
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わってくるということなんだろうと思います。
こうした計画を自治体がしっかりと進めていっ
政府は、ＺＥＨの目標として、二〇三〇年度ま

築住宅価格の年収倍率というものが極めて高くな

また、いろいろ調べてみますと、ここ数年、新

が、まず、中小工務店等の施工に関して技術的な

じゃなくて、やはり少子高齢化で人口が減ってい

でに建て売り、集合住宅を含む新築住宅の平均で

っているということであります。一般的にＺＥＨ

住宅の供給を特殊な環境下でない限り行っていく

く中で都市をコンパクトにしていくことで、医療

ＺＥＨを目指すという目標を掲げているところで

だとかこうしたものは割高になりやすいというこ

サポート、これを進めていかなければいけないん

分野だとか様々な分野でも役立っていくことだと

ありますが、まず、現状についてお伺いをいたし

とで、営業を掛けても、予算的な面でＺＥＨ等を

ということが、進めていくということが大切であ

思いますので、しっかりと進めていっていただき
ます。

敬遠する方もいらっしゃるんだろうというふうに

だろうというふうに思っております。

たいと思います。

○政府参考人（和田信貴君） 委員御指摘のとお

思います。

るというふうに思っております。

そして、そうした都市にやはりしっかりと省エ

り、ＺＥＨの目標につきましては、エネルギー基

そうしたことから、やはり一般の消費者、住宅

ていただいて、この計画自体は、ＣＯ排出だけ

ネの住宅を造っていくということも大変重要なん

本計画において、二〇三〇年までに新築住宅の平

ふうに思っておりますけれども、見解をお伺いい

だろうというふうに思っております。

戸数は約二割となってございます。その内訳です

たします。

を買っていただく方に、環境負荷低減についての

が、大手のハウスメーカーは約五割ということに

○政府参考人（和田信貴君） ＺＥＨにつきまし

均でＺＥＨの実現を目指すとされてございます。

むとき、利用しているとき、そして廃棄時にもＣ

なっておりますが、一方で、中小の工務店につき

ては、国土交通省は中小工務店が連携して建築す

国内のＣＯの排出量を産業別で見ますと、建

Ｏが排出されることから、建築物を含む民生部

ましては約一割となってございまして、中小の工

るＺＥＨ、こういったものの支援、そして、経済

消費者への意識啓発等の対策というものもしっか

門は排出全体の約三分の一を占めているというこ

務店におけますＺＥＨの推進ということを課題だ

産業省は超高層の集合住宅、より高性能なＺＥＨ、

現在の進捗状況につきましては、二〇一九年度

とであります。

と考えてございます。

こういったものについての支援、そして、一般的

設業自体は約〇・六％ということでありますが、

化は必須でありまして、例えばＺＥＨであります。

○清水真人君 大手で五割ということで、中小で

なＺＥＨについては環境省が支援というふうに、

りと行っていかなければいけないんだろうという

ＺＥＨというのは、エネルギー収支をゼロにする、

一割ということで、先ほど話があったとおり、課

それぞれの役割に応じて、連携して支援を行って

において、新築注文戸建て全体に占めるＺＥＨの

ネット・エネルギー・ゼロ・ハウスでありますけ

題というのは中小が今後どのようにしてこのＺＥ

おります。

部門別で見ると、住宅や建築物は、建てる際、住

れども、こうしたものや、建設、運用、廃棄時に

Ｈを進めていくかということであろうかと思いま

このことからも、建物、建築物、住宅の省エネ

できるだけ省ＣＯを行って、ライフサイクルを

しましたが、中小工務店等の施工技術力の向上、

ＺＥＨの供給を進める上で、先ほども課題と申

す。
そこで、その現状に対して伺いたいと思います

通じて収支をマイナスにするライフサイクルカー
ボンマイナス住宅等の省エネルギー性能を持った
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また、環境負荷の低減につきましては、先ほど

きたいと思っております。

取組によって技術力の向上を今後更に支援してい

う取組に対して補助をしておりますが、こうした

小工務店等がグループを構成してＺＥＨ供給を行

ましては、工務店等の技術力の向上に向けて、中

くものでないと思いますので。国土交通省におき

っています、座学だけではなかなか身に付いてい

も実地により経験をするということが大事だと思

技術力の向上につきましては、やはりどうして

いったものが必要であると考えてございます。

環境負荷低減について消費者への意識啓発、こう

こういったもの、あるいは委員御指摘のように、

それでも回収するのに十五年ぐらい掛かるという

大きな例えばマンションみたいな集合住宅だと、

うことと、あと、例えば最初に入れたとしても、

るとなると、やっぱりこれコストが全然違うとい

エネのものを入れておくのと後から改修して入れ

住宅とか建築物に関してですが、最初にやはり省

このＺＥＨだけではないですけれども、一般的な

れを進めていただきたいと思いますし、それから、

について実地でやっていただくということで、そ

○清水真人君 しっかりと、まずは技術力の向上

す。

者の意識啓発に努めていきたいと考えてございま

引き続き、関係省庁とも連携して、更なる消費

○政府参考人（和田信貴君） 我が国の新築の戸

をいたします。

いけないと思いますが、その対策についてお伺い

を高めていく対策というのを取っていかなければ

めには、中小工務店、建築士の習熟度、施工技術

そこで、新築住宅の省エネ対応を進めていくた

あるということであります。

計算が可能と答えた割合も約半数といった状況で

り、そして、住宅や非住宅建築物の省エネ適合の

か五割、半分ぐらいだというアンケート結果であ

や外皮性能に関する省エネ計算ができる割合は僅

ちょっと話がありましたが、一次エネルギー消費

ただ、中小工務店や建築士においては、先ほども

て供給されてございます。このため、住宅におけ

建ての注文住宅、その四割は中小の事業者によっ

宅でも三十年ぐらい掛かるということで、最初か

る省エネ対策を進めていくためには、委員御指摘

ふうなことだったと思いますし、例えば普通の住

全体をある意味代表しまして、住宅の省エネ、脱

らやはり入れておくことが大切なんだろうという

のような役割分担の下で、環境省の方がまず政府
炭素化推進ということで、消費者への意識啓発の

のとおり、中小事業者を始めとする関係事業者の

技術力の向上を図っていく、このことが非常に大

ふうに思います。
そうしたことができるようなそれぞれの企業の

ために高断熱、省エネ住宅への買換えやＺＥＨ化
を呼びかける施策として、みんなでおうち快適化

おりますが、こういったところでＺＥＨの更なる

通省、環境省も一緒にオブザーバーとして入って

プフォロー委員会、ここには経済産業省、国土交

また、これに加えまして、ＺＥＨのロードマッ

最初の話でも出ました。そのことからも、ＺＥＨ

新築住宅のほとんどがＺＥＨ以外の建物、これは

今、ＺＥＨの話をしてきましたが、実際には、

いっていただければというふうに思っております。

と思いますし、そうしたサポートもしっかりして

ネ関連の技術力の向上ということが課題だと考え

事業者は約六割となってございます。更なる省エ

あるいは仕様基準を用いて確認が可能と回答した

ートを実施しましたところ、省エネの計算が可能

年二月に国交省では中小事業者や建築士にアンケ

先ほど委員の御指摘もございましたように、本

事でございます。

普及に向けた広報策として、ロゴマークを用いた

以外の新築省エネ住宅について推進をしていかな

ております。

営業力というものも高めていかなければいけない

動画とかＣＭを作成するなど、官民連携による広

ければいけないんだろうというふうに思います。

チャレンジなどを行ってございます。

報活動に取り組むことを決めてございます。
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○清水真人君 四月一日から建築物省エネ法、こ

ます。

者の技術力の向上にしっかりと取り組んでまいり

事になると思います。実地訓練も含め、関係事業

くためには、やはり実地訓練というのが非常に大

ＺＥＨにかかわらず更なる省エネ対応を進めてい

ところでございますが、先ほど申し上げたような

習会等の実施を通じて技術力の向上に努めていた

満たす住宅の設計、施工が十分にできるよう、講

や建築士を始めとする関係事業者が省エネ基準を

国交省としましては、これまでも、中小事業者

しても大きな、ボリュームという意味では大きな

量が下がっていくということが全体としてはどう

ございますし、ここがしっかりとエネルギー消費

既存ストックというのは数の上では圧倒的に多う

○政府参考人（和田信貴君） おっしゃるように、

すけれども。

んですが、何かお考えがあればお伺いしたいんで

と思いますので、ちょっとここ通告をしていない

いてしっかりと対応をしていかなければいけない

とを考えると、やはり既存ストックへの対応につ

うに思いますが、ＣＯ削減をしていくというこ

に推し進めていっていただければ大変有り難いと、

またそこに補助が付くような、そういった形を更

入れていただくような意識を持っていただいて、

て、改修する際に積極的にそういったものを取り

ただ、やはり環境意識というのを高めていただい

うのは、これは難しいし大変なことだと思います。

るようなストックに対して規制を掛けていくとい

○清水真人君 確かに、既存の五千万戸と言われ

でいく必要があるかなと考えてございます。

とを考え方に持って、これから具体的に取り組ん

ろんな柔軟な方法を支援していくというようなこ

一方で、例えば窓だけでもしっかりやるとか、い

このように思っております。

意味合いを占めてまいります。
一方で、ずっと住んでいるお宅を省エネ改修を

れが動いているんだと思いますが、三百平米未満
は説明義務ということであります。

る住宅が一〇〇％になっていくことを期待をして

も理解を深めていただいて、省エネ基準に適合す

さんも技術を上げていただいて、また施主さんに

合の住宅だったというふうに思いますが、工務店

れからしっかり取り組んでいくためには、やはり

ものかと思っております。こういったところをこ

しても、それから金銭的な負担としてもそういう

か腰が上げづらいものであるというのも、感覚と

は住んでいらっしゃる方にとって、非常になかな

ルディングというふうに言いますけれども、政府

とのできるものをＺＥＢ、ゼロ・エネルギー・ビ

を維持しつつ運営というか建物を維持していくこ

支をゼロから五〇％、そして、快適な建物内環境

建物で消費をする一年間の一次エネルギーの収

続いて、建築物の省エネについてお伺いをいた

いるところであります。

まず、本当に断熱性能が低いようなもののところ、

は、ＺＥＨと同じように、二〇三〇年までに新建

する、リフォームをするというのは、国民あるい

また、実際に、これが一番大事だと思うんです

本当に低いところというのは、これは選択肢とし

築物の平均でＺＥＢを実現することを目標として

令和一年度で、一年で約八七％が省エネ基準適

が、約五千万戸と言われる既存住宅、ストックで

て改修だけでなく建て替えということも十分考え

します。

すね、これに対する対応、これをどういうふうに

これはすばらしいことであろうというふうに思

いるところであります。
また、それほどでないところについても、個々

っていますが、実際には、ほぼ毎年、新築される

なきゃいけないと思います。
の状況に応じてフルスペックでしっかりと改修し

ビルというのは全体の僅か一％でありまして、残

していくのかというのが今後の大きな課題なんだ
今、改修等でも省エネ適合するのが大体六十万

ていただくということも大事なんだと思いますが、

ろうというふうに思っております。
戸ぐらい年間あるというような話だったというふ
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九％への対応というのが大変重要であろうかと思

ていくためには、先ほどの住宅と同じで、この九

ボンニュートラル、また削減目標を本気で目指し

りの九九％が既存の今あるビルであります。カー

ものの推進につきましては、まずは、国のみなら

いはその他のしっかりとした省エネ、こういった

なことではないと思いますけれども、ＺＥＢある

おっしゃるように、ＺＥＢの推進、これは簡単

○国務大臣（赤羽一嘉君） まず、住宅・建築物

大臣の見解をお伺いいたします。

ありようについてどのようにあるべきとお考えか、

そこで、今後の我が国の住宅、そして建築物の

また、今後のＺＥＢの普及拡大あるいは既存ス

二〇五〇年カーボンニュートラルというのは大

に関するカーボンニュートラルに関して丁寧な御

ＺＥＢというのか、こうしたものとなるとほとん

トックの省エネ改修の取組、こういったことを含

変野心的な高い目標でありますし、これをしっか

ず公共団体を含めて、公的な建築物において取組

ど現在もないんだろうというふうに思います。た

めまして、住宅・建築物の省エネ対策の強化の在

り実現しようと、そういう宣言をした以上は、相

っております。ＺＥＢの割合がまだまだ少ない上

だ、建築分野での排出量を削減していくためには、

り方につきまして、経済産業省、環境省と三省合

当認識を変えていかなければ、事業者だけではな

質問をいただきましたこと、大変感謝を申し上げ

これらの課題にしっかりと対応していかなければ

同で検討しているところでございます。その検討

くて国民の皆様にも変えていただく努力をしなけ

を進めることが重要だと考えております。

いけないというふうに思っております。

も踏まえて、効果的な支援となるよう必要な見直

ればいけないと。

に、改修ＺＥＢというんですかね、リニューアル

そこで、政府として、まずＺＥＢの推進、また

しを行いつつ、関係省庁連携して取り組んでいき

たいと思います。

建築物のＺＥＢ化、いわゆる改修するＺＥＢ化、

たいと考えてございます。

ですから、局長からもちょっと答弁させていた

そしてまたその他の省エネ改修、これがほとんど

住宅・建築物のカーボンニュートラルを目指し

とを言っていたら、私は、個人的にはこの数字は

有財産だから余り強くも言えないとか、そんなこ

だきましたが、やはりどうしても現状に引っ張ら

○政府参考人（和田信貴君） ＺＥＢの整備や既

ていくためには、この分野の脱炭素、環境負荷低

実現できないと。私有財産であろうが何であろう

○清水真人君 三省が絡むということで、大変難

存建築物のＺＥＢ化につきましては、まず、役割

減について消費者である国民の皆様にも理解をし

が、やはりカーボンニュートラルという時代、何

になると思いますけれども、これらについてどの

分担をそれぞれの省庁でしておりますが、経済産

ていただきながら、新築だけでなく住宅・建築物

というかな、認識ができた以上は、個人の住宅で

れるというか、ハウスメーカーも大手はできるけ

業省が先進的な技術の組合せによる大規模なＺＥ

の既存ストックにおいても省エネ化を図っていく

も地球環境に負荷を与えてはいけないんだという、

しい課題の一つでもあろうと思いますが、しっか

Ｂ、環境省がその他の一般的なＺＥＢについて支

ことが重要であると考えております。それは今ま

そういう新しい概念を、しっかりと認識を社会的

ように支援し進めていくおつもりなのか、お伺い

援を行っております。また、国土交通省は、省Ｃ

での議論のとおりであります。そのためには、我

にも定着させなければいけないんじゃないかなと

れども中小工務店はなかなか難しいですとか、私

Ｏ推進に向けたモデル性、先導性の高いプロジ

が国の全ての建物に関する中長期的な視点が必要

思います。

りと進めていただきたいと思います。

ェクトということで、ＺＥＢに限らず支援を行っ

であると考えております。

をいたします。

ているところでございます。
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たり前のことになるし、既存住宅についても、な

然のことながら省エネ基準をクリアする住宅が当

ということがあれば、しっかりとした、新築は当

ですから、そうしたことが世の中の常識にする

す。

協力をお願いしたいと、こう思うわけでございま

当難しい事業なので各党会派の皆様の御理解と御

ばいけないと、こうした認識でございますが、相

これはしっかり国交省の責任として対応しなけれ

床下浸水が発生するなど、近年、五年で三回と、

泊川では、令和元年の台風で八十戸以上の床上・

田町等を流れる、昨年も取り上げたんですが、休

いるところであります。とりわけ、大泉町、千代

関係者が一体となって流域治水対策に取り組んで

昨年、新たな検討会を設置するというような答

かなか建て替えることは、全部が全部ということ

極めて野心的な思いを聞かせていただいたとい

弁をいただいて、早速、県も中心になりながら、

浸水被害が頻発をしているところであります。

と、そのためには、サポートする支援策も国交省

うふうに思います。私どももそれぞれの立場でし

国と県、関係市町村が連携する協議会を設置して

○清水真人君 ありがとうございます。

の責任としては講じていかなければいけないと、

っかりと後押しできるように頑張ってまいりたい

いただいて、流域治水の考え方を取り入れた被害

は無理にしても、部分的に省エネを変えていこう

そうしたことになるのではないかと思います。

と、このように思っております。

もあると思いますが、そうしたこれまでの流れを

化事業だとか長期優良住宅化のリフォーム事業だ

本日取り上げたほかにも、地域住宅のグリーン

この休泊川の抜本的な安全度向上を図るために

やらない理由とかできない理由というのは幾つ
やっぱり断ち切って新しい時代に向かうんだとい

とか、先ほどもちょっと触れたかもしれないです

は、まず、県が行う河川改修、そして、市町村が

軽減対策の検討を進めていただいているというこ

うのが菅総理の宣言だったと思いますし、それは

けど、サステナブル建築物等の先導事業だとか、

ど、やっぱりヨーロッパ各国のＣＯの排出削減

地球環境という意識は、私の個人的な認識ですけ

ております。カーボンニュートラルに向けた取組

ともに国交省していただいていることも承知をし

いろんな補助を、多様な事業が環境省、経産省と

手をしていただきたいと考えておりますが、現在

要不可欠でありまして、早急にポンプ増設にも着

ある国管理の排水機場のポンプの増設がやはり必

行う流域抑制対策のみならず、利根川の合流点に

とで、感謝をしたいと思います。

今の政権の新しい目標でやっていくわけですし、

に対する意識と我が国というのは、我が国はやっ

を今後とも是非進めていっていただきたいという

休泊川では、令和元年の東日本台風により、全

す。

○政府参考人（井上智夫君） お答え申し上げま

ぱり弱いんではないかというふうに思っておりま

続いて、流域治水関連ですが、近年、気候変動

の検討状況についてお伺いをいたします。

の所管、中でも住宅・建築物のところについては、

の影響等により激甚化、頻発化する水害リスクの

ふうに思います。

これまでとは相当、ちょっと無理な決定になるか

増大に備えるため、流域治水の転換を進めるべく、

すので、ここの部分相当なシェアを占める国交省

もしれませんけど、相当高いレベルを目指して新

これは、流域に降った雨水が一気に流れ込み、休

体で八十戸を超える家屋浸水被害が発生しました。
私の地元である群馬県においても、利根川と渡

泊川の流下能力を上回ったこと、利根川との合流

先般、法改正が行われたところであります。
良瀬川に挟まれた県東南部、東毛地区というとこ

点で流下した洪水が休泊川排水機場の能力を上回

しいルールを作っていかなければいけないと、こ
ただ、いきなりドラスチックにやるという以上

ろでは、浸水被害が頻発をしているところから、

う私は思っております。
は、そこに対するサポートの支援、補助事業等々、
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できるだけ早期に必要な対策を取りまとめ、休

て検討を進めているところです。

むべき総合的な内水対策の事業内容や時期につい

流出抑制対策など、関係者が一丸となって取り組

強に加え、地元太田市、大泉町、千代田町による

河川改修、それに合わせた国による排水機場の増

たしました。この協議会において、群馬県による

ある群馬県が休泊川総合内水対策協議会を設置い

被害を軽減するため、昨年十月に、河川管理者で

こうした被害を踏まえ、休泊川流域全体の浸水

ても進めていくということで、敬意を表する、評

評価、成績評定などで加点するなどの取組につい

また、処遇改善に向けた取組をする企業への総合

事においてＣＣＵＳのモデル工事を実施すると、

す。また、本年度から、一般土木のＷＴＯ対象工

ことに関しましては敬意を表するところでありま

は達成されたところであろうと思いまして、その

づくところとなりまして、二〇年の目標というの

事業者が十万を、そして技術者が約五十二万に近

させてきていただいております。現在、三月末で

築キャリアアップシステムについては取り上げを

私も、当選させていただいてから数回、この建

建設キャリアアップシステムは、建設技能者の

○政府参考人（青木由行君） お答えいたします。

の方向性についてお伺いをいたします。

いうふうに思っておりますが、現状と今後の取組

かなりの努力をしていただかなければならないと

当たり前のシステムにしていくためには本年度も

建設キャリアアップシステムを建設業における

ております。

る産業に建設業がなるんだろうというふうに考え

なって初めて、若者に理解され選ばれる、夢のあ

あるというふうに思っております。そして、そう

ムが浸透してこそ、より大きな意味を持つ制度で

ったことなど、複数の要因によるものです。

泊川全体の治水安全度の向上を目指してまいりま

価をするところであります。

技能と経験に応じた給与の引上げを進めるという

す。

この雨の被害に関しても時期が近づいてくると大

ますが、やはり本当に、地域に住まう住民の方は、

ぞれの議員さんに皆さん上がってきていると思い

どうなっているんだとか、いろいろな要望がそれ

がたくさん降ったなんという報道があると、あれ

今年はどうなるんだろうと。先般も熊本の方で雨

技能者の処遇改善につながる、個々の努力が報わ

体にも、この建設キャリアアップシステムが建設

とに応じた賃金の積算、そして、ほかの様々な団

までそれが広がっていくこと、そして、レベルご

ステム対応、そして、もっと言えば中小の自治体

こうしたところの発注工事でのキャリアアップシ

はり県で、今恐らく半分ぐらいだと思いますが、

御指摘のとおり、本年三月末、二年間で、全技

必要不可欠な取組というふうに考えてございます。

我が国の建設業界が若い人材を得ていくためには

を改善することを目的として進めてございまして、

にダンピング受注、安値受注をしない業界へ体質

の一時的な変化に請負金額が左右されない、安易

賃金水準の相場観を形成いたしまして、受注環境

遇の見通しを示すこと、そして、レベルに応じた

こと、そして、若い人に今後のキャリアパスと処

変怖く思っているところでありまして、今後もそ

れるためのツールでありシステムであるというこ

能者の約一六・三％に当たる五十二万人の技能者

今後の更なる普及に対しての課題としては、や

れぞれの地域でしっかりと対応をしていっていた

とを理解していただくこと等であるというふうに

○清水真人君 また夏を前にして、地元からは、

だきたいと思いますので、是非よろしくお願いし

登録、そして、事業者につきましては、全許可業

着実に推移はしておりますが、まだ道半ばという

者の二一・四％に当たる約十万社ということで、

感じております。
日本全国の現場にまでこのキャリアアップシステ

民間の工事であれ公共工事であれ、全ての現場、

たいと思います。
最後に、ＣＣＵＳ、建設キャリアアップシステ
ムについてお伺いをいたします。
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まして、更なる普及促進に取り組むことを確認し

本年三月にも建設業四団体と意見交換をいたし
だければと思います。

建設業の未来のためにも、本年度も御努力をいた

意で進めていただいている事業であると思います。

と思いますが、この事業は、大臣も並々ならぬ決

求めたのでしょうか。よろしくお願いします。

が入ったかと思います。どのような理由で中止を

中止をするような、中止をする、こういった指導

れましたけれども、その後、国土交通省からこの

状況と思っています。

まして、国土交通省といたしましては、国直轄で

で行われましたウーバー社のライドシェアですけ

○政府参考人（秡川直也君） 二〇一五年、福岡

○森屋隆君 立憲・社民共同会派の森屋隆でござ

れども、タクシー事業の許可を有しない一般のド

以上で質問を終わります。

のＷＴＯ工事でモデル工事を実施いたします。そ

います。質問の機会をいただいたことに感謝を申

のモデル工事の実施、これは、三年度は原則全て
して、御指摘ございました、市町村も含めまして、

ライバーと利用者をスマホのアプリで仲介しまし

てドライバーが利用者を運送すると、ドライバー

し上げます。
それでは、質問に入らせていただきたいと思い

地方公共団体発注工事におけるキャリアアップ活
用の促進、そして建退共との一体的な運用、社会

に対してはウーバー社が一定の対価を支払うとい

長引くコロナ禍の中で、交通運輸部門も新たな

旅客の運送につきましては、安全確保や法令遵

ます。

こういった業界団体と取りまとめました官民施策

ビジネスモデルを求めていくということは今後も

守が大前提ということで、運送に対する対価が支

保険加入確認におけるキャリアアップ活用原則化、
パッケージに基づく取組、これを更に進めてまい

大変重要なことだと考えています。しかしながら、

払われているような場合には、許可を得ることな

い命を失ったこの教訓というのは私たちは決して

道路運送法に抵触するということになります。

く運送行為を行うことは認められておりません。

うビジネスを始めたと。

ります。

二〇一二年に起きた高速ツアーバスのように、尊

利便性向上に向けまして、レベルに応じた賃金支

忘れてはならないことだと、こういうふうに思っ

加えまして、さらに、メリットの向上、更なる
払の実現に向けた仕組みの検討、それから、カー

ています。

を業界共通の制度インフラとして育てていくため

い動きも生まれてきてございます。このシステム

の協力会組織で技能者登録を支援するなど、新し

現在、地域の事業者さんにおかれましても自ら

をしています。このことを踏まえまして幾つか質

て成り立っているものだと、こういうふうに認識

関係する方々がコンプライアンス、法令を遵守し

輸送というのは、厳粛なルールがあって、そこで

日本の人流、物流の安全、安心、そして安定した

もう御承知のとおりでありますけれども、この

うございます。人をそういった輸送するときには

行為に当たるということだと思います。ありがと

そこにお金が発生をするということで、白タク

○森屋隆君 局長、ありがとうございます。

するように指導したということでございます。

たため、道路運送法に抵触すると考えられ、中止

実態として有償で旅客を運送するという形であっ

ウーバー社の福岡におけるこの事例というのは、

ドリーダーの設置を不要とする顔認証機能の実装、

に、定着させていくために、引き続き、業界団体、

問をさせていただきたいと、このように思います。

こういった検討についても進めてまいります。

地域の事業者の皆さんとも連携しながら取組を進

要だということだと思います。

やはりしっかりとしたそういった許可、免許が必
ライバーによる輸送事業の実証実験、これが行わ

まずは、二〇一五年の二月に、福岡市で一般ド

めてまいりたいと考えてございます。
○清水真人君 時間になりましたのでまとめたい
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業法の規制の対象とはなってございません。

色等で判断するということになります。

次に、人ではなくて、今度は物を車両等で輸送

六百六十㏄以上のものだったら要は営業ナンバ

○森屋隆君 ありがとうございました。よく分か

自転車は、見て、自転車でそういった何かを例

ーと言われる青ナンバーを付けていただく、ある

○森屋隆君 ありがとうございます。確認をさせ

○政府参考人（秡川直也君） 今度は物を運ぶ方

えばデリバリー、配達をしているというのは見て

いは軽の貨物というんですかね、軽バンであれば、

してお金をいただきたい、こういったときに何ら

ですけれども、貨物自動車運送事業法、トラック

一目瞭然分かるんですけれども、百二十五㏄以下

個タクの方が付けているような黒いナンバーとい

りました。

事業法というのがございまして、他人の需要に応

だよと、あるいはこれは届出をしている車両だよ

うんでしょうか、そういったものがしっかりと届

ていただきました。

じて有償で自動車等を利用して貨物を運送すると

というのは、なかなかこれ、一般の方はちょっと

かの許可などは要るんでしょうか。

いう場合には許可や届出が必要になります。排気

出がされている、そういった営業をしていいとい
た。

うナンバーかと思います。ありがとうございまし

分かりづらいと思います。
ものが届出をされている、あるいはこういったナ

こういったものの区分けみたいな、こういった

量が百二十五㏄を超えるようなオートバイとか軽
自動車、トラック等で運送する場合が規制の対象
になります。

○森屋隆君 局長、ありがとうございます。

必要というふうになっております。

車に付けられているナンバープレートの色、態様

業に利用される自動車と自家用自動車というのは、

○政府参考人（秡川直也君） 貨物自動車運送事

こういうふうに思って、改めてお聞きをした次第

ければなかなか分かりづらいところなのかなと、

うんですけれども、一般的には余り気にも留めな

なかなか、知っている人は当然知っていると思

ピンクのナンバーというのはその百二十五㏄以

今、答弁の中で、百二十五㏄以上のものについ

で確認することができるというふうに思います。

ンバーであれば排気量が幾つぐらいなんだという

ては必要だと、届出が必要だということであった

営業用の六百六十㏄超のトラックとかバイクに

これは、要は知らなければうっかりと違反をし

具体的には、トラックを利用して他人の荷物を

かと思いますけれども、逆を言えば、自転車や百

は緑地に白文字、いわゆる青ナンバーというのが

てしまう場合もあるかと思いますけれども、この

下ということですかね。はい、分かりました。あ

二十五㏄以下のオートバイでは許可なり届出なり、

使われています。自家用の場合には、白地に緑ナ

違反した場合の罰則というのはあるんでしょうか。

ことが分かるようなことというのはあるんでしょ

そういったものが必要ではないということでしょ

ンバーということで白ナンバーですね。それから、

○政府参考人（秡川直也君） トラック事業法に

有償で運送する場合にはその許可が必要、あと、

うか。

軽自動車の場合は、事業用には黒地に黄色の、黒

定めがございまして、許可を取得しないでトラッ

りがとうございます。

○政府参考人（秡川直也君） 自転車とか百二十

い下地に黄色の文字ということで黒ナンバーと言

クを使用して他人の荷物を有償で運送したような

うか。

五㏄未満の原動機付自転車と言われるような小さ

われています。自家用の場合は黄色い下地に黒の

場合、この場合は三年以下の懲役又は三百万円以

軽自動車やオートバイを利用する場合には届出が

な車格のものにつきましては、活動範囲とか輸送

文字ということで黄色ナンバーという、そういう

でございます。

能力が限定されているということで、トラック事
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○森屋隆君 ありがとうございます。

は百万円以下の罰金ということになっております。

して同じように有償で荷物を運んだ場合というの

じ法律ですけれども、バイクとか軽自動車を利用

下の罰金ということになっております。また、同

○森屋隆君 ありがとうございます。

ております。

数は、令和二年中におきましては四十七件となっ

貨物の運送を行う、いわゆる白トラ行為の検挙件

でございますけれども、こちらに違反して有償で

は道路運送法第七十八条、これは有償運送の規定

日仕事をしたと。

状況でペアで、その友達のお車を借りて一緒に一

っと飯でもごちそうするからと、こういうような

付き合ってくれよと、その代わり終わったらちょ

注文されたところに配達する、友達には今日一日

この雨だし、ちょっと今日は友達に頼んで、私が

とこういったことが科せられるということだと思

ということで驚きました。こういった違反をする

ますか、その罰金も、金額も三百万あるいは百万

百万以下の罰金ということで、かなり重いといい

三百万以下の罰金、あるいはオートバイの場合は

こういった営業というか違反があるということを

というのはこれ別の問題ですけれども、実際には

十七件ということですね。これが多いか少ないか

の種類あると思うんですけれども、令和二年は四

五条、三十六条、あとは七十八条、それぞれ違反

白トラ営業というんでしょうかね、三条、三十

も、仮に共同で車両を使ってフードデリバリー事

ス・バイ・ケースかなと、こう思うんですけれど

かどうかというのは具体的な事例によると、ケー

○政府参考人（秡川直也君） 違法性が問われる

辺のところをお聞かせいただきたいと思います。

んでしょうか違反にならないんでしょうか。その

こういったことというのは、これは違反になる

これ、違反した場合は三年以下の懲役、そして

います。

確認させていただきました。ありがとうございま

業を営んでいるというふうに客観的に見えるよう

しかしながら、先ほど申し上げましたように、
す。

業の許可、又は第三十六条一項、これは貨物軽自

るいは第三十五条第一項、これは特定貨物運送事

自動車運送事業の許可でございますけれども、あ

貨物自動車運送事業法第三条、これは一般貨物

○政府参考人（新田慎二君） お答えいたします。

がでしょうか。

ういったものをお聞きしたいと思いますが、いか

が実際にあるのか。検挙数というんですかね、そ

ていませんけれども、そのような事例というもの

いるかやっていないかは、ちょっとそこは調査し

降りの雨だと、いつもは自転車で仕事をしている

当然増えるわけでありまして、そんなときに土砂

る方も届けていただきたいということから需要が

十度も超えるような炎天下の日は、やはり注文す

この雨のときだとかあるいは夜遅く、あるいは四

ものだったら届出も要らないわけですけれども、

局長が答弁してくれました、自転車やそういった

も、梅雨になって、いつもは、先ほど秡川自動車

れから梅雨に、梅雨、今年早いらしいですけれど

増えているわけでありますけれども、例えば、こ

そして、今の現代社会でデリバリーというのは

○森屋隆君 ありがとうございます。

います。

という可能性が高いんじゃないかというふうに思

による運送行為ということで法律違反を問われる

ようなケースがあるとすれば、それは白ナンバー

代行なんかをやっているというような確認される

らの求めに応じて有償でそういう食べ物とか運転

っているというような場合、反復継続して他人か

払って運転業務を委託していると、実質一緒にや

な場合とか、あるいはその友人に運転の対価を支

違反か違反じゃないか、あるいは取締りをやって

動車運送事業の届出でございますけれども、これ

んですけれども、いやあ、これ仕事は、ちょっと

ああ、白タクじゃないですね、白ナンバーとして

継続性があるとしたら、これは白タクというか、

らに違反して貨物自動車運送事業を行い、若しく
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ことも重々あると、こういうことでよろしいでし

けれども、ケース・バイ・ケースで違反に当たる

のか謝礼なのかということもあろうかと思います

が発生する、これ難しいんですけれども、賃金な

違反行為に当たる、あるいはそこで何らかの賃金

だと。

営業になってしまう、そういった危険性があるん

日もありますから、使用してしまう、白ナンバー

ついつい、暑いから寒いからということで、雨の

そういった天候などによっては自転車から自動車、

ないオートバイで配達をしていたんですけれども、

ある意味被害者なのかもしれません。

知らないままに事故を起こしてしまう、これは、

先ほどから申し上げているように、深く考えず、

けど、金額はやっぱり限られています。加害者も、

のコロナ禍で変わってきました。

形態、大分変わってきたんだろうと思います。こ

移動、輸送、そして物を運ぶ、こういった輸送の

いろいろとお聞きをさせてもらいました。人の

ようが、ちゃんと届けてもらえればいいわけであ

届けてもらう方も、別に車で来ようが自転車で来

と思いますけど、ほぼ見付からないんですよね。

だと思います、いろんなものを足して四十七件だ

とお聞きしましたけれども、トータルで四十七件

そして、この違反というのは、先ほど四十七件

下鉄網を活用して、高齢者の方がデリバリー、小

うです。そして、その無料パスを使って韓国の地

歳以上の方に地下鉄の無料パスが配布をされるそ

そしてさらに、お隣の韓国ソウルでは、六十五

故につながると思います。

まって、これも、一歩間違えれば本当に大変な事

知ってか知らずか自転車で高速道路を走行してし

ている、皆さんも見ていると思いますけれども、

また、最近では、これ大臣もよくニュースで見

ょうか。ありがとうございます。確認をさせてい

データ分析のヴァリューズ東京というところが

りますし、あと、お店の方も、一々百二十五㏄以

荷物を運ぶような、そういったビジネスもあるよ

ただきました。

ありますけれども、ここの調査では、コロナ禍に

下のバイクなのか届出がされているナンバーなの

うでございます。しかしながら、それは、ビジネ

よるこの巣ごもりでデリバリーサービスの需要が、

かなんということも確認は当然しませんから、要

しかしながら、違反をして、たまたま乗った車

昨年の一月には二百九十四万人の人が利用をして

中でもよく見かけをします。代表的な事業者では

ですから、毎回やっていればそんな事故もないん

いずれにしましても、人流、物流、このビジネ

スはビジネスとして、韓国のことですから私ども

現在十万人のギグワーカーが登録をしているとい

でしょうけれども、いつもは自転車で、たまたま

スにおいて、国民やそこで働く労働者の保護、安

は見付からないという、見付かりづらいものなん

うことでありますけれども、今年度中にプラス十

雨の日に乗った、夜道に乗ったときに事故を起こ

全、安心を守り、被害者も加害者も出さないよう

いたそうでございますけれども、今年一月の時点

万人が必要で、そして今後は全国展開をしていく、

してしまったと、こういった場合に被害者に本当

に、そういった状況をつくり出すのが政治に私は

がどうこう言うことはないんですけれども、事故

こういうふうに発表がされています。

に任意保険が適用されるのか、違反しているわけ

求められているんだろうと、こういうふうに思い

だと。

先ほど申し上げましたように、雨の日や、そし

ですから適用されるかどうかということもクエス

ます。

では九百二万人と三倍に膨れ上がってきたと。町

て夜遅く、あるいは夏の暑い日、そして冬の寒い

チョン。そして、自賠責については、被害者を保

やけがなどが、やっぱりそういった問題も発生を

日、働いている人も悪気は多分ないんでしょうけ

護する観点からこれ支払われるのかもしれません

大臣としての見解をお聞かせいただきたいと思

しているようでございます。

れども、ふだん自転車あるいは百二十五㏄を超え

- 11 -

国土交通
令和３年５月１８日

に、貨物自動車運送事業法ですとか道路運送法で

あると思います。先ほど局長からも答弁したよう

部分もありますしルールが守られていない部分も

その中で、新しい形態ですから、ルールがない

ているし、私もたまに利用すると。

坂の議員宿舎でも随分そうした人たちが出入りし

というのが現実だと思います。私が住んでいる赤

なってきて、新しいビジネススタイルが出てきた

化する中で、デリバリー事業、需要が大変大きく

○国務大臣（赤羽一嘉君） コロナが拡大、延長

います。よろしくお願いします。

ます。

○森屋隆君 大臣、丁寧な答弁ありがとうござい

考えております。

うにしっかりと行政指導をしていきたいと、こう

態を秩序ある、責任がある形態でやっていけるよ

行為がないようにということと、また、新しい形

ら、こうした団体を通じて白ナンバーによる運送

厚生労働省、警察庁、農林水産省とも連携しなが

すので、こうしたところにつきまして、関係ある

が業界を結成したというふうに承知をしておりま

ことに、本年三月にフードデリバリーを営む企業

いけないと思いますので、今回、たまたま幸いな

うように感じておりました。

るような形になって、町中が元気じゃないなとい

ルに家族で車で買物に行くというのがそれに代わ

ちらかというと、郊外の大きなショッピングモー

するというか楽しみの一つだったのが、今は、ど

のは、子供の頃を考えてみますと、何かわくわく

は、中心部のデパートだったり買物に行くという

町の中が何となく元気がないなというふうに、昔

うようなことが書かれておりまして、私も、今、

として二一年度予算を使って進めていきたいとい

まだまだ実態がなかなか見えづらい問題かと思

一度戻ってくる、町中を歩いてショッピングをし

施策を融合的に行って、とにかく町中に人がもう

町中にやはり元気を取り戻すためには、様々な

はもう明確になっていまして、百二十五㏄以上の
白ナンバーが事業として有償で運送するという行

たり、憩いの場で少し家族で、週末なんかはちょ

っとした空間、公園だったりするところでピクニ

いますけれども、現代社会の問題として今後も注
視していきたいと思います。

為そのものがもう違法なんだと、ここをどうきっ
ちり守らせるかということであり、じゃ、そこが

町をもう一度つくっていかなきゃいけないなとい

ック気分で何かを食べたり飲んだりというような
○熊谷裕人君 立憲・社民の熊谷裕人でございま

うふうに私もずっと思っておりまして、国交省さ

ありがとうございました。終わります。

ではなくて、それに伴って安全と責任ということ

す。今日も、質問の機会をいただきましてありが

守られていれば何やってもいいかというと、そう
が問われると。

あ、いいなと思って、今日はそれについて質問を

んの予算にそういうことが書いてあったので、あ
今日は、まちづくりについてちょっと議論をし

とうございます。

貨物自動車運送事業法では、そうした観点から、
百二十五㏄以上の車両を用いる場合に許可等の義

ているわけですね。きっちりした責任取る形態で

経営能力、財務体力、保険の準備なども求められ

づくりに関しての予算の部分がありまして、コン

っているのか、めくってみました。その中にまち

改めて、二〇二一年度の国交省の予算がどうな

たいと思います。その空間をつくるために、その

ず大臣がどのように描いているのか、お聞きをし

ブルな空間、こんな町というようなイメージをま

コンパクトでゆとりとにぎわいのあるウオーカ

させていただきたいと思いますが。

そうしたことを事業としてやるべきだと。

パクトでゆとりとにぎわいのあるウオーカブル空

周りにある住宅地をどうしようかとか、そこにア

ていきたいと思っております。

加えて、食べ物を運ぶわけなので、食品衛生と

間の創出だと、そういうまちづくりを国交省、国

務を課して、車両管理ですとか労務管理に必要な

かそうしたもののこともやっぱり気にしなければ
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こともありますけれども、まずは、そこの町のに

クセスをするための交通網をどうしようかという
で、ですから、コンパクト・アンド・ネットワー

空間、居住地域とのネットワーク、公共交通機関

うしたものを集約させていこうと、そして、居住

うか、歩いて楽しめるのかとか人々が集えるよう

せんけれども、それでは、町中が本当に、何とい

それに加えて、コロナ禍というわけではありま

っております。

ぎわいを取り戻して人が寄ってきて、そして、そ

クシティー、コンパクト・プラス・ネットワーク

せてもらったんですけど、池袋というのは、昔、

こでショッピングだったりいろんなことが行われ

また、そうした中で、言うはやすくですけど、

私もあの近くに生まれ育ったので、何となくわい

な空間があるのかというと、ここも一つの大きな

○国務大臣（赤羽一嘉君） 我が国の少子高齢化

なかなか、そんなことを言ったってどこか成功し

雑な、何となく余りゆっくり歩きたくないなとい

シティーというようなものに変遷してきたという

と人口減少化という構造上の問題を見据えて、国

た事例があるのかというのが、私が知る限り、富

う、正直言うと。

るという町をどのように描いているか、まずお聞

交省のこれまでのまちづくり政策というのは、一

山市は、やはりこれまでの市長さんが大変情熱を

そういう危機感だったと思いますが、本当にこ

課題の中で、先日、実は池袋をちょっと視察をさ

言で言うと拡散から集約という方向でいろいろ取

持って十五年ぐらい掛けて、路面電車を中心に、

こが池袋なのかというぐらい、相当豊島区が一生

ふうに、そう記憶をしております。

り組んできたというふうに私は承知をしておりま

多分、相当ある意味では強引な手法も途中であっ

懸命やられておりまして、文化拠点が整備された

かせをいただければと思っております。

す。

たというふうに思っております、居住空間を誘導

ハレザ池袋ですとか、あと、使われ切れていない

その中で最初に言っていたのは、コンパクトシ

的にするということもあれでしたし。

ったと思いますが、そうはいっても、拡散してし

集約をしたいということでコンパクトシティーだ

かなかもうサステナブルじゃないということで、

があったりとかという、そういうまちづくりはな

郊外には病院があったりとかショッピングモール

今お話ありました、マイカーで郊外型になって、

約するというのは非常に難しいと。どうしても、

かなか、そうはいっても、現在住んでいる家を集

十五年ぐらい前から言っていたと思いますが、な

ことを、私なんかが部会長のときですから、もう

仕組みが富山市では本当現実に実現してもらった

かなと思って聞いていましたが、そうしたことの

っていないんだとかいう説明があって、そうなの

ている人ほど健康管理ができていて医療費が掛か

るというような、非常に、市長さんはこれを使っ

定期券というのかな、年間千円払うと百円で乗れ

を非常に大事にしていて、何でしたか、お出かけ

ますので、そこはネットワークで、結構バス路線

あって、もう山の麓のところも富山市になってい

ていて、あそこも、富山市というのは相当合併が

でも、なかなか結果としては非常にうまくいっ

そういうことを想定しながら、現実的にいろいろ

というか居心地がいいというウオーカブルな空間、

に、やっぱり住み心地がいいというか集いやすい

ますけど、拡散されていたものを集約して、そこ

そうした、ですから、ちょっと繰り返しになり

値が高まったんではないかなと。

から、そこの近くというのは相当ある意味では価

池袋ってある意味では物すごく便利なところです

うなとか、大変まちづくりに工夫をされていて、

えるようなとか障害者の皆さんも利用しやすいよ

としまキッズパークですとか、お子さんたちが集

公園を電気バスか何かで回して、そこも非常に、

ティーといって歩いて暮らせるまちづくりという

まった住宅は簡単に戻せない。

というのは非常に一つのケースだというふうに思

ですから、公共的な施設ですとか病院とか、そ
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言われて、各地方自治体の市議会なんかが視察、

は、ＬＲＴを使って本当にまちづくり成功したと

○熊谷裕人君 ありがとうございます。

いかなというふうに思っております。

をしていくということが一つの方向性なのではな

いけるような、そうした観点で豊かなまちづくり

ら、住んでいる人が日々の生活を豊かに暮らして

すので、そうしたことを地域の特性を生かしなが

地域によって様々な特性とか事情があると思いま

す。

○政府参考人（真一君） お答えを申し上げま

お聞かせをいただければと思います。

ことになっているのか、ちょっとその辺について

づくりやっていきたいから選定をしてくれという

方針に合わせてうちは手を挙げて、こういうまち

していくのか、それとも各自治体の方から、国の

方からこういうところがいいというふうに指名を

のか、それから、このモデル都市には、国交省の

ったり、幾つぐらいの都市が今選定をされている

うに書かれておりますけれど、この選定の要件だ

○熊谷裕人君 ありがとうございます。

づくりを進めてまいりたいと考えております。

トでゆとりとにぎわいのあるウオーカブルなまち

都市の成果をほかの自治体にも展開し、コンパク

国土交通省といたしましては、こうしたモデル

組もうとしているところであります。

ある都市空間の創出や地域の稼ぐ力の向上に取り

学の整備など、官民連携してゆとりとにぎわいの

ーション等の新たな拠点となる地域初の四年制大

は、パークＰＦＩや社会福祉施設の整備、イノベ

取り組むこととしておられます。また、むつ市で

の駅周辺の空間利用なんかも、今、全国の地方自

ワークの取組とウオーカブルなまちづくりの取組

国土交通省では、コンパクト・プラス・ネット

治体の方から名のり出ているというか手挙げをし

今、十三都市、公募でということですから、自

今大臣から御答弁いただきました富山市なんか

私も市議時代に行かせていただきましたし、池袋
治体で話題になっているまちづくりが行われてい

て選定をしていただいたと思います。

今、局長の方から熊本市というお話がちょっと

を一体として実施することで、コロナ禍の新たな
日常にも対応しつつ都市構造の再構築と地域の稼

ると私も思っております。やっぱりまちづくり、
一旦拡散をしてしまったもの、それで中心市街地

事業がありまして、若手の建築家にコンペに参加

出ましたので、実は、熊本県で面白い取組をして

令和三年度は、公募を行いまして、全国十三の

をしていただいて、公共施設を、何というか、魅

ぐ力の向上に官民連携して取り組む都市をモデル

やっぱり取り戻していかないとにぎわいが戻って

都市をモデル都市として選定をいたしました。例

力のある施設にしていこうなんというので、警察

が少し寂しくなっているところに人をやっぱり戻

こないんではないのかなというふうに思っており

えば、熊本市では、道路空間の再配分により、近

署を、何というんですかね、面白い形というか特

いるので市議の時代に視察に行ったんですけど、

ますので、是非私もそういった観点でまちづくり

隣の公園と合わせて約一・五ヘクタールものオー

徴のある警察署を造ったり、ちょっと昨日調べた

都市として選定し、ハード、ソフトの両面から支

を進めていきたいということで、以下、質問をま

プンスペースを確保し、様々なイベント等によっ

ら、百十五施設が今既にアートポリスに選定をさ

すのは、そこで時間が過ごせる、半日なり一日な

た続けさせていただきたいと思っております。

てにぎわいの創出を図るとともに、交通事業者と

れたプロジェクトになっていて、さきの熊本震災

くまもとアートポリスという熊本県がやっている

このコンパクトでゆとりあるにぎわいのウオー

連携し、まちなかループバスを運行するなど、ハ

の復興のミュージアムもこのプロジェクトに選定

援を実施しております。

カブル空間の中で、新しいまちづくりのモデル都

ード、ソフト両面でウオーカブルなまちづくりに

り歩いたりしながら時間が過ごせるという空間を

市を国交省さんの方で幾つか選定をしてというふ
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ことで進められていて、まだ続いているんだなと

うような形がプラスのバリューになるんだという

う建物を見て文化に触れるとか芸術に触れるとい

無機質なものを造るよりか、市民、県民がそうい

たら、公共施設をそういう形でやりたいんだと、

ですけど、ずっと過去まで資産として残っていっ

建物が町中で芸術としてずっと、熊本城じゃない

これ、細川知事のときに、そういう価値のある

います。

をされたということで、面白い取組だなと思って

魅力あふれるまちづくりを進めていくためには、

○政府参考人（真一君） お答え申し上げます。

す。

えているのか、お聞かせをいただければと思いま

のようなまちづくりに生かすための官民連携を考

れど、その官民連携については、国交省としてど

みるとかということだと私は思っているんですけ

とか広場にもそういうところをちょっとつくって

ものを出すとか水辺の空間にそういうものを出す

は、多分、町中のオープンスペースにカフェ的な

携になるんだというふうに思っていますが、一つ

ペース化や建物低層部のガラス張り化などを行っ

業者が街路の広場化等と併せて敷地のオープンス

まして財政上の支援を行いますとともに、民間事

はマルシェ、オープンカフェ等の社会実験に対し

の広場化など既存ストックの改修、改変、あるい

国土交通省におきましては、昨年度より、街路

となっていると考えております。

るまちづくりを進めていく上で極めて重要なもの

の取組が地域ににぎわいを生み出し、魅力あふれ

空間づくりが進められております。こうした民間

って、人々がそこで快適にくつろぐことができる

そういう観点も是非まちづくりの中に私は入れ

備を行うだけでは不十分でありまして、整備され

行政が車道の一部を広場化するといったハード整

ころであります。

た場合に固定資産税等の軽減措置を講じていると

思いまして、ちょっと御披露して。
ていただいて、さっき言った、そういう建物を見

た空間を活用した、今お話のあったオープンカフ

っているので、是非そういった観点でも、今後、

出していく中の一つではないかなというふうに思

要であると考えております。

ににぎわいを生み出すための民間の取組が大変重

ェの運営でありますとかイベントの開催など、町

す。

空間づくりを支援してまいりたいと考えておりま

じて、官民連携による居心地が良く歩きたくなる

こうした予算、税制などのパッケージ支援を通

に町中に人が集まるということもにぎわいを生み

私もまた国交省の皆さんと議論しながら御提案を

うなお話もあるかと思います。

っていくのに官民で連携をしていくんだというよ

そして、今度は、その歩きたくなる空間をつく

る飲食店の設置、運営が行われております。また、

川沿いの遊休不動産を活用し、水辺空間を楽しめ

などの取組が行われており、また、和歌山市では、

トを実施したりオープンテラスを設置したりする

て、町中の道路や公園を一体的に活用し、イベン

に思っております。

のある町を取り戻していただきたいなというふう

ような施策を進めていただいて、本当ににぎわい

話がございました。そういうところに貢献できる

た、人がやっぱり集まる、それから稼ぐ力という

是非、経産省さんとも連携しながら、そういっ

○熊谷裕人君 ありがとうございます。

官民でどうやって連携をしていくのかなと、オ

宮崎県日南市では、商店街の既存スーパーの一部

そして、私は、町中にやっぱり公園が欲しいな

例えば、福井市では、民間の方々が中心となっ

ープンスペースを民間の方に、人を集めるとか歩

を解体し、敷地をオープンスペースとして活用し

と。オープンスペースがあれば公園として利用し

させていただきたいなというふうに思っています

いたりとかというにぎわいをつくっていくために

たり建物の一階部分をガラス張り化することによ

ので、よろしくお願いいたします。

どのように利用してもらうかということが官民連
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造るときは、そこに雨水の貯留施設を造るとか例

が若干まだ利用できると思うので、是非、公園を

上を公園として使っていたら、やっぱり地下空間

せいただきたいなというふうに思っておりますが、

思っているので、その点についてお考えをお聞か

ういった憩いの場として提供していただきたいと

そういうオープンスペースを公園化して、是非そ

たくさんいるというような報道もございますが、

トして、そうやってこの近辺でも食べている人が

うと、お店が店内で食べられないのでテークアウ

とかお昼を食べるとか、今、コロナ禍で、逆に言

ていただいて、その公園で例えばコーヒーを飲む

れ、カフェの一部ではイベントが開催されるなど、

おりますカフェと一体的にデッキや園路が整備さ

のイケ・サンパークでは、民間事業者が運営して

例えば、先ほど大臣からもありましたが、豊島区

制度の活用に向けた検討が進められております。

の制度が活用されており、さらに、百七の公園で

ところであります。現在、全国六十五の公園でこ

する、こうした制度を平成二十九年に創設をした

便性を向上させ、公園の利活用の促進を図ろうと

整備と一体的に実施することによって利用者の利

供の遊び場等の収益施設の設置を周辺の広場等の

民間事業者が公園の中でカフェ、レストラン、子

の公募設置管理制度というものを始めましたが、

うことで、そういう要望もありますから、是非そ

くるので、人が入れないので盗難防止になるとい

自動で止めて、出てくるときも機械が全部出して

いう、人が入れませんから、自動で機械が入れて

サイクルツリーだとそういった盗難が遭わないと

ど、そういったバイクの盗難が結構多いんですよ。

というのは、私もスポーツバイク乗るんですけ

それも考えていただきたいなと思います。

りますしコストも下がってきたと思うので、是非

ーを利用した駐輪施設も今かなり整備をされてお

める駐輪場もいいんですけれども、サイクルツリ

是非、何というんですかね、人が入っていって止

公園の地下を利用したその駐輪場なんですけど、

えば自転車駐輪場を造るとかということも是非考

また、公園の地下空間の多面的利用についてお

ういった駐輪施設を公園の地下に造るというよう

をお願いしたいなと思っておりますが、その点に

尋ねをいただきました。例えば、福岡市の山王公

次に、駅も使って、その駅周辺の空間を使って

地域のにぎわい、交流の拠点となっております。

ついてはどのようにお考えか、お聞かせをいただ

園の地下には、占用許可によって災害対策のため

のまちづくりの件をちょっとお尋ねをしたいと思

えて、そのオープンスペースの公園化ということ

ければと思います。

に約一万五千立方メートルの雨水貯留施設が設置

います。

なことも考えていただければなというふうに思い

○政府参考人（真一君） お答えを申し上げま

されておりますし、豊島区の南池袋公園の地下に
は、同じく占用許可によりまして収容台数千八十

主眼なのかなというふうに思うんですけど、駅自

既存の駅の周辺の駅広の整備とかということが

ます。よろしくお願いいたします。

す。
ウオーカブルな空間づくりという意味では、御

四台の駐輪場が設けられているところでございま

構築をして人が集えるようなものにしていくとい

指摘のオープンスペースを公園的に利用するとい

引き続き、官民の連携の推進あるいは地下空間

うようなことでいいのかどうか、駅周辺だけなの

体を改修をして、駅と駅広を一体的に空間的に再

た、既存の都市公園をもっと民間の方々に使いや

の有効利用によって都市公園などの利用の促進に

か、駅の本体の改修みたいなこともこの国交省の

す。

すくする、こうした取組もまた重要ではないかと

努めてまいりたいと思います。

考え方に入っているのか。ＪＲさんも民営化され

ったことも大変重要であると考えております。ま

考えております。

○熊谷裕人君 ありがとうございます。

最近、国土交通省ではパークＰＦＩ、都市公園
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れていることが多うございまして、駅や駅前広場、

○政府参考人（真一君） 駅は町の中心に置か

だければと思います。

もしれませんが、その点についてお聞かせをいた

ました。民間企業との連携ということになるのか

なというふうに思っておりますので、よろしくお

援といったところも御配慮いただければ有り難い

ありますので、そういったところへの財政的な支

なっているというようなことも若干聞いたことが

うような話も聞いておりまして、そこがネックに

うな負担をしないとその自由通路ができないとい

援を行っており、令和三年度からは、民間事業者

等におけるテレワーク拠点の整備等に対し財政支

年度の第三次補正予算から地方都市の中心市街地

て、民間事業者に対する間接補助として、令和二

テレワーク拠点に対しましては、市町村を通じ

ているのではないかと考えております。

周辺街区を一体的な空間として捉えて、私たち、

に対する直接の財政支援措置も行うようにしてい

補正予算からは、町中の空きビルや空き家など既

るところでございます。また、令和二年度第三次

願いいたします。
せていただきたいと思います。

このウオーカブル空間の関係は最後の質問にさ

駅まち空間と呼んだりもしておりますけれども、
地方公共団体や鉄道事業者、民間開発事業者等の
関係者が連携して、利便性、快適性、安全性の高

コロナ禍で変わってきました。駅周辺、自宅での

ます。

に対する金融支援措置も創設したところでござい

存のストックを活用したテレワーク拠点等の整備

ると考えております。その際には、空間と空間を

テレワークというのもいいんですけれど、やはり

国土交通省といたしましては、これら財政上、

今、住まい方、働き方というのが随分変わって、

結び付ける自由通路なども重要な要素でありまし

自宅でのテレワーク環境がなかなか整えられない

いゆとりある空間としていくことが大変重要であ

て、市街地の分断を解消し、利便性が高い歩行者

備を支援してまいりたいと考えております。

金融上の支援制度を活用し、テレワーク拠点の整

ょっと出るけれどテレワークができるというとこ

○熊谷裕人君 ありがとうございます。

とか、どこかでそういう拠点があれば、家からち

では、その整備に当たりまして、地方公共団体に

ろがあればテレワークをしたいという方もたくさ

ネットワークを構築するものであり、国土交通省
対し、社会資本整備総合交付金等で応援している

んいらっしゃると思います。

しようかというような、まちづくりに住民が参加

中心として駅広をどうしようかとかその周辺どう

小さい駅だったりすると、地域の住民がその駅を

ければと思います。

ーカブル空間の中でお考えか、お聞かせをいただ

んですが、その辺についてはどのようにこのウオ

要ではないかなというふうにちょっと思っている

ースだったりそういったような拠点整備が私は必

駅周辺にテレワークの拠点、コワーキングスペ

できればと思います。よろしくお願いいたします。

に対応できる施設の整備について御支援をお願い

と思います。しっかり連携をして、新しい働き方

ありますので、たしか業界も最近できたばかりだ

で、なかなかノウハウというのが難しいところも

コワーキングスペースって割と新しい事業形態

ところでございます。

するというようなこともあろうかと思いますので、

○政府参考人（真一君） お答え申し上げます。

○熊谷裕人君 ありがとうございます。

そういうところへの配慮だったり、今、自由通路

コロナ禍の中で、テレワークでありますとかコ

大きい駅、小さい駅、たくさんあると思います。

の話がありました。自由通路、結構自治体の負担、

ワーキングスペースに対するニーズは高まってき

やはり先ほどの町中の公園の話もしました。今、

ただければと思っておりますが。

トシティーというか、その関係でお話をさせてい

次に、防災・減災の関係で、ちょっとコンパク

財政的な負担、結構あるんです。何十億というよ
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既存の公園、大変老朽化が進んでいて、特に、遊

朽化対策の加速化を図ることとしております。

環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅

ら聞いておりますが、この公園の老朽化対策につ

な措置がかなり行われているような話も自治体か

とで、今使えない、更新するまで使えないみたい

機能を付加をしていただくとか、バリアフリーは

思います。そのときに、更新するときに是非防災

○熊谷裕人君 しっかりと進めていただきたいと

を着実に進めてまいりたいと存じます。

貯留浸透機能を発揮したり、あるいは平時にはレ

プ場として使われている樹林地が災害時には雨水

ますが、例えば、御指摘のような、平時にキャン

グリーンインフラとしての都市の緑地でござい

力あるまちづくり、地域づくりを進めようとする

いてどのように今お進めなのか、お聞かせをいた

着々と進めていただいていると思いますが、そう

クリエーション施設として使われる芝生広場が災

今後も、引き続き都市公園における老朽化対策

だければと思います。

いったところもしっかりと公園の老朽化対策と併

害時には避難地となるなど、防災・減災とレクリ

具の関係とか何かが老朽化をして危険だというこ

○政府参考人（真一君） お答え申し上げます。

せて進めていただければと思いますので、こちら

エーションの両面で活用することが可能なものと

取組でございます。

都市公園は平成三十年度末時点で全国十一万か

はお願いをさせていただきたいと思います。
時間なくなってまいりました。

国土交通省といたしましては、グリーンインフ

所が整備されておりますが、その半数が開園から
三十年以上経過し、公園施設の老朽化対策が急務

あと、グリーンインフラの活用についてなんで

なってございます。

となっております。また、遊具につきましては、

ラが有する多面的な機能に着目し、都市部の緑地

公共団体への周知や社会資本整備総合交付金によ

すけれど、雑木林であったりちょっとした山地を
ですが、防災・減災に非常に有効なものであると

る支援などに引き続きしっかりと取り組んでまい

平成二十八年度末時点のデータになりますが、全
その約三割が設置から三十年以上経過し、改修の

いうのは私も認識をしています。そこに付加価値

りたいと存じます。

が平常時や災害時に有効に活用されるよう、地方

対策を講じる必要がございます。

として、今、ソロキャンプなんかがすごくはやっ

○熊谷裕人君 時間が参りました。ＰＰＰ、ＰＦ

グリーンインフラとして使おうというところなん

このため、国土交通省では、防災・安全交付金

ているんですけど、キャンプ場だったりフィール

Ｉについてはまた違うときに議論をさせていただ

国の都市公園に約三十五万基の遊具が設置され、

等によって、地方公共団体における公園施設長寿

ドアスレチックだったりというようなことを付加
た使い方ができないかと思っておりまして、その

○竹内真二君 公明党の竹内真二です。質問の機

命化計画の策定や老朽化した公園施設の改築を支
加えて、昨年の十二月閣議決定されました防

点についてどのようにお考えか、是非お聞かせい

会をいただき、ありがとうございます。感謝を申

きたいと思います。

災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策

ただければと思います。

し上げます。

できないかと、防災機能を損なわないでそういっ

では老朽化対策が盛り込まれまして、中長期の目

○政府参考人（真一君） お答え申し上げます。

援しているところでございます。

標として、令和九年度までに、長寿命化計画を策

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利

ありがとうございました。

定済みの全ての都市公園において緊急度の高い老

用等のハード、ソフトの両面におきまして、自然

初めに、コロナ禍でのタクシー等への対応につ

早速質問に入らせていただきます。

朽化した公園施設の改修等を実施するとされ、老
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いて質問させていただきます。

シードライバーの皆さんは高い感染リスクにさら

の方々は新型コロナワクチンの優先的な接種が認

地方運輸局を通じて確認したことでは、現在、

されています。ワクチンを優先的に接種する必要

かタクシーを活用するということが進められてい

事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域が相

約三百の自治体で、バスやタクシーの乗車券の配

があると考えますが、大臣、いかがでしょうか。

められていませんが、このような業務を担うタク

次いで拡大をされております。現在、緊急事態宣

付だとか、あとは被接種者のバスや乗り合いタク

○国務大臣（赤羽一嘉君） まず、バス、そして

るというふうに承知してございます。

言は計九都道府県、まん延防止は私の地元千葉県

シーでの輸送とか、あるいはその接種会場として

新型コロナウイルスの感染拡大によって、緊急

も含めて十県に及んでおります。感染拡大防止へ

タクシーの運転手の皆様におかれましては、現場

として使命と責任果たしていただいていること、

バスを活用するということの検討が進められてい
ワクチン接種の円滑化を図るために、地方自治

また改めて心から感謝を申し上げたいというふう

の対策とともに、六十五歳以上の高齢者の皆様に

体のニーズに応じてバスやタクシーの活用を図る

に思っております。

でコロナの感染リスクを抱えながら公共交通機関

ことは非常に重要だというふうに考えておりまし

先ほど局長に質問していただいた例につきまし

る状況でございます。

このワクチン接種を迅速かつ円滑に実施する上

て、引き続き、各県の運輸支局ごとに設置しまし

ても、やはり円滑なワクチン接種のオペレーショ

対して今各自治体で取り組んでいただいておりま

でも、移動が困難な高齢者の皆さんのワクチン接

た相談窓口において自治体からの御相談に丁寧に

ンというのは本当に一番大事なことだというふう

すワクチンの接種に全力を挙げることが何よりも

種会場への移動についてはバスやタクシーを活用

応じるとか、全国の自治体に対してバスやタクシ

を送られるときに同封していると、こういう仕組

券が四十枚という形ですけれども、これを接種券

ことができる四千円分の共通利用券、これは百円

上の方を対象に、タクシーと路線バスなどで使う

千葉県内でも、例えば君津市では、七十五歳以

だいたような形で、国土交通省としてもう一段の

差があるようですので、是非とも、今御答弁いた

○竹内真二君 まだ都道府県によって実施数にも

てございます。

極的に後押しをしてまいりたいというふうに考え

ーのその三百の活用事例の横展開を行うなど、積

きたいと、こう考えております。

で、しっかりと全国の運輸局通しながらやってい

と、十分まだ周知されていない部分もありますの

動についてバス、タクシーが利用できるというこ

なか国費で障害者の皆さん、高齢者の皆さんの移

に思っております。首長の皆さんの中でも、なか

重要だと私も考えております。

することが有効だと私も考えております。

みを取っております。

きを国としても更に後押しすべきではないでしょ

あると承知しておりますが、こうした自治体の動

自治体などの要請を受けて、これはタクシーを活

新型コロナの軽症患者の方や疑いのある方を、

次に、赤羽国土交通大臣にお伺いいたします。

軽症コロナ患者の皆様の病院への輸送を行ってい

ー事業者が自治体又は病院から委託を受けまして

したが、現在、全国十一の自治体で十七のタクシ

れも地方運輸局を通じて調査をさせていただきま

御質問の御指摘の点でございますけれども、こ

うか。国土交通省の見解をお伺いいたします。

用して最寄りの病院まで搬送しているケースがあ

るというのが実態でございますが、こうした業務

働きかけをよろしくお願いしたいと思います。

○政府参考人（秡川直也君） 地方自治体におき

ると伺っております。一般にタクシードライバー

そのような取組というのが各自治体で増えつつ

まして、円滑なワクチン接種を図るためにバスと
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っていると承知をしております。

従事者等という位置付けをした上で優先接種を行

に従事する運転手に限りましては、いわゆる医療
ドライバーの皆さんに対してワクチンを優先的に

疑いのある患者の方々を搬送されるこのタクシー

が、自治体などの要請を受けて軽症患者や感染の

す。

手引等においても明記しているところでございま

事者等の中に含まれるということを自治体向けの

したがいまして、このタクシー運転手の方々、

自治体の要請を受けてこうした業務担っている

接種できるよう積極的に推進すべきと考えますけ
れども、いかがでしょうか。

このオペレーションというのは、私は、ある意
味で救急車のような機能を果たしているわけでご

つきましては丁寧に現場の方に説明をして周知を

方々というのは優先接種の対象になるということ

今委員御紹介ありました、自治体などの要請を

してまいりたいというふうに考えております。

○政府参考人（宮崎敦文君） 御答弁申し上げま

っていくという必要があるというふうに考えてお

受けて感染症の、新型コロナウイルス感染症の軽

○竹内真二君 今厚生労働省の方の答弁にもあり

ざいまして、こうしたことをやっていただく場合

りますので、こうしたオペレーションをする場合

症患者の方々などを搬送する役割担っていただい

ましたように、医療従事者等の等の中にしっかり

でございますので、引き続き、こうした考え方に

にはワクチン接種を優先的に接種するということ

ている事業者の方々につきましては、この取組自

と入っていると、ですから、ある意味ではきちん

す。

を実施していただいて、これは厚生労働省とも連

体、非常に、保健所の逼迫、業務の逼迫が課題に

には運転手をコロナの感染リスクからしっかり守

携する必要がありますけれども、こうした事例を

の方というのは本当にこれでしっかりと打っても

とワクチンを打っていただけるということですの

てのワクチンの優先順位でございますけれども、

らうことができるんだなということが確認された

なる中で、大変重要な取組だと考えております。

献、しっかりと国交省としても後押しをしていき

これは、先ほど赤羽大臣の方から御答弁ございま

わけですから、これからは、自治体等の中で委託

各自治体に周知しながら、運転手の皆様の感染リ

たいと、こう決意をしております。

したけれども、ワクチンの接種順位第一番目に挙

等を受けて自宅とか宿泊療養施設や医療機関の間

で、ここに関わっておられるタクシードライバー

○竹内真二君 今、大臣の答弁の中でも、こうい

げております医療従事者等、この医療従事者等の

の患者移送を行う場合には打っていただけると、

こうした取組を担っていらっしゃる方々につい

うリスクを抱えているドライバーの方には優先接

範囲に含めているところでございます。

スクを守って、そしてコロナウイルス対応への貢

種が必要であると、そして自治体への周知もして

このただいまの大臣の答弁の中で、まさに十一

者を対象範囲にしておりますが、さらに、具体的

おいて新型コロナ感染症患者に接する業務を行う

自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務に

新型コロナの感染拡大が長引いておりまして、

す。

支援について、私からも質問をさせていただきま

次に、コロナ禍における宿泊事業者の方々への

これ、よろしくお願い申し上げます。

自治体等で既にワクチンを接種いただいている事

に、自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移

現在、多くの観光事業者というのが窮地に立たさ

具体的には、この医療従事者等の範囲として、

例を紹介していただきましたけれども、そこで、

送を行う者、こうした方々がこの新型コロナ感染

れております。特に、振り返れば、頼みの綱のＧ

いただけるというような答弁をいただきましたの

これ大変大事な問題でもありますので厚生労働省

症患者に接する業務を行う者ということで医療従

で、是非ともよろしくお願いいたします。

の方にも是非答弁をしていただければと思います
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の支援も一時中断を今余儀なくされております。

期待をされていた自治体による住民向けの割引へ

まして、代わって措置をされ、事業者の方からも

ーや空気清浄機等の必需品の購入費用、感染症対

具体的には、感染症対策に要するサーモグラフィ

う感染防止対策の強化等の費用を支援する事業、

この事業では、都道府県による宿泊事業者が行

○竹内真二君 今観光庁長官から答弁をしていた

と考えているところでございます。

やかに本措置が届くように取り組んでまいりたい

影響で深刻な打撃を受けている宿泊事業者様に速

期の事業開始を働きかけ、新型コロナウイルスの

書き入れ時のこのゴールデンウイークもなかなか

策の専門家による検証のための費用などのほか、

だきましたように、対象は、改めて確認いたしま

います。

お客さんも集まらず、宿泊業者の皆さんからは、

ワーケーションスペースの設置や非接触チェック

すけれども、全都道府県の宿泊事業者の皆様、緊

ｏＴｏトラベルというのはまだ停止が続いており

もういつ息絶えてもおかしくない状況というよう

インシステムの導入といった前向きな投資を支援

急事態宣言やまん延防止等重点措置の地域に限ら

光庁は、宿泊事業者が行う感染防止対策の費用に

都道府県が設定できるものとしておりますが、補

本事業における各事業者への補助額等の詳細は

使うことができるということですし、これまでに

いただいたようにかなり幅広い、いろんなものに

者の方々にしてみると、感染防止対策、今御答弁

以上です。

な声を上げている方もいらっしゃいます。

する事業につきまして、国が財政的に支援するこ

ず対象になるということです。しかも、宿泊事業

このように宿泊事業者に寄り添った新たな支援
ととしております。

対して一施設当たり最大五百万円を上限に支援を

助率は各施設における事業費の二分の一を上限と

が求められている中で、先月、四月の三十日に観

行うと発表されました。政府の地域観光事業支援

費用、どちらでもできるというふうに理解してお

取り組んできた費用、それからこれから取り組む

御指摘のように、最大五百万円までの支援を可能

りますので、私は、ある意味では大変に宿泊事業

するとともに、大規模施設にありましては、先生

て財政的に支援をするということですが、支援策

としているところでございます。

の支援措置を追加する形で都道府県の事業に対し
の詳細な内容とスケジュール、それから見通しな

す。

○政府参考人（蒲生篤実君） お答え申し上げま

います。

けまして、交付申請の手続などを促しているとこ

を周知するとともに、速やかな本事業の開始に向

ございます。地方運輸局等を通じましてその内容

を通知しているところでございます。通知済みで

県に手を挙げていただいて全都道府県で実施して

政支援を行う形になっておりますので、全都道府

の支援というのは国が都道府県の事業に対して財

ただし、この宿泊事業者の感染防止対策費用へ

者の皆様には力強い支援策を講じていただいたと、

宿泊事業者による感染防止対策等への支援につ

ろでございます。現時点で一部の府県におきまし

いただくことが宿泊事業者の皆様にとっては極め

現在、都道府県に対しまして補助金の交付要綱

きましては、宿泊事業者による感染拡大防止策の

て事業実施の意向が公表されるなど、早期の事業

て重要になっております。

どについて観光庁長官の見解をお伺いしたいと思

強化等に係る費用につきまして各都道府県が支援

開始に向けて準備を進めていただいているものと

このように思っております。

する場合に、地域観光事業支援の一環として国が

土交通大臣の意気込みを是非ともお聞かせくださ

そこで、この支援の立ち上げに向けて、赤羽国

承知しているところでございます。
今後も、引き続き地方運輸局等を通じまして早

都道府県に対して財政的に支援するものであり、
四月三十日に公表させていただいたところでござ
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いうことですので、県がこれをやっていただかな

業としてやっていただくことについて補助すると

ただ、今、竹内委員の御指摘のとおり、県の事

でございます。

ているということで講じさせていただいたところ

しが付かない中で、大変資金繰りが本当に逼迫し

から、ＧｏＴｏトラベルが停止してなかなか見通

んと意見交換をする中で、特に、この年が明けて

は、これまで全国でちょうど五十の観光地の皆さ

○国務大臣（赤羽一嘉君） この件につきまして

い。

いうと遡及をする形で過去支払っていただいたも

やっていただいていることに対して、どちらかと

ていると、これはもう一〇〇％自分たちの費用で

インを出したときに感染拡大防止対策をもう講じ

は誤解でして、もう既に、昨年の五月にガイドラ

しく投資しろというのかみたいな話で、全くそれ

またふざけたことを言うなとか、これからまた新

のツイッターのところに、二分の一の補助なんて、

るので、二分の一の補助率だというと、何か、私

しいような書き方を、ちょっと難しい書き方をす

いのでと言うとこれも問題かもしれませんが、難

るという理解でいいのでしょうか。その場合に、

りで発行する割引事業については支援の決定をす

にステージ２相当以下になることを見越して前売

現在ステージ３の都道府県であっても、将来的

が明確化をされました。

旅行券を活用した県民割も支援の対象となること

すけれども、地域観光事業支援では前売り宿泊・

あと、これは蒲生長官に確認しておきたいんで

いたします。

ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い

とになってくると思いますので、しっかりと頑張

す。

前売りで購入した宿泊・旅行券の実際の利用とい

用していただけるという、そういう趣旨も丁寧に

○政府参考人（蒲生篤実君） お答え申し上げま

のに対する補助なので、二分の一だとか何か難し

て、大変いいアドバイスをいただいたと思いまし

説明しながら、本当にこの状況を乗り越えていく

す。

いといけないと。前回の委員会で、岩本委員だっ

て、各全国の運輸局長から直接全知事に、方面の

ための私は大変使い勝手のいい支援策として思っ

地域観光事業支援におきましては、現在ステー

うのは、補助対象期間の年内に行う必要があるの

知事にそれを確認するということを実行させてい

ておりますし、現場でもそういう認識でやってい

ジ３相当以上の都道府県であっても、将来ステー

いことを書くと、これ使えるのか使えないのかと

ただいて、知事の皆さんもほぼおおむね大変有り

ただかなければいけないと思いますので、これは

ジ２相当以下となることを前提にあらかじめ宿泊

たと思いますが、議会の開会中じゃないとなかな

難い支援策だということで、臨時議会を開いてい

もう全運輸局挙げて、と同時に、業界の方にも、

旅行の割引販売を行う場合には国の支援の対象と

かどうかについても説明をお願いしたいと思いま

ただいているところもたくさんありますし、また、

こうしたことがあるので、逆に言うと、地方議会

なります。ただ、実際の宿泊旅行はステージ２相

いう話じゃなくて、感染拡大防止対策は総じて利

こうしたことですから、知事の専決事項として処

に対して、地方議員さん通して働きかけをしてい

当以下の期間に行われることが条件になります。

かできないんじゃないかという御懸念もいただい

理もしていただいているところもございます。

ただきたいということも、二つの方向で今進めて

いきたいと思いますが、ただ、何というか、どう

○竹内真二君 私ども公明党としても、党のネッ

いるところでございます。

道府県からの要望等を受けまして、十二月末まで

初本年五月末までとしていた補助対象期間を、都

こうしたことも横展開しながらしっかりやって
しても、いつも役所の批判ばかり大臣がしている

トワークを生かして、議会の役割も大変重要なこ

一方で、地域観光事業支援につきましては、当

のもおかしいんだけど、やっぱり財務省がうるさ
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予定でございます。

つきましては支援の対象とさせていただいている

た宿泊旅行であれば、本年内に実施されたものに

委員御指摘のように、八月までに予約販売され

駐車場の場合には、部品等の経年劣化によって自

な声も出ておりました。しかし、現在、この立体

マンションの住民からも安全性が高いというよう

鳴るとか、そういう仕組みにもなっておりまして、

と安全装置が働いて動かなくなるとかサイレンが

ル遊びとかしてボールが入った場合でも、ちゃん

ものは起きたことがなくて、子供たちが割とボー

のうち一件につきましては、使用者が乗車中に起

するパレットとともに落下した事故であり、三件

いずれも自動車を出庫中に自動車が自動車を搭載

故等原因調査等の申出がありました三件の事故は、

委員御指摘の消費者安全調査委員会に対して事

す。

○政府参考人（真一君） お答えを申し上げま

だければと思います。

延長しているところでございます。

○竹内真二君 済みません、幾つか問合せがあっ

動車ごとパレットが落下していると。

よろしくお願いします。
たものですから確認をさせていただきました。あ

状況について、国交省の方にお聞きしたいと思い

部品等の経年劣化によって生じた類似事故の発生

品等を交換することなく長期間にわたって使用し

ープや電動装置モーターなど、定期交換すべき部

これらの事故の原因につきましては、ワイヤロ

こったものでございます。

それでは次に、マンションの機械式立体駐車場
ます。

続けたことによる経年劣化によってワイヤロープ

そこで、まず、この機械式立体駐車場における

の事故の問題についてお聞きしたいと思います。

○政府参考人（真一君） お答えを申し上げま

が破断し、あるいは電動装置モーターやブレーキ

りがとうございます。

駐車場で、車を載せる駐車台、パレットというそ
す。

ども、二十五年以上前になりますけれども、一九

実は私も、今は一戸建てに住んでおりますけれ

経年劣化が原因ということです。

うに見られております。つまり、そういう機器の

起きたりしてこういう事故が起きているというふ

りあるいはパレットを動かすモーターの不具合が

このパレットを昇降させるワイヤロープが切れた

ております。主な原因というのは、車の出庫中に

三件について、今年二月に、消費者庁の消費者安

○竹内真二君 そうすると、こうした事故のうち

故が二件、物損事故が十一件となっております。

に十三件発生しております。その内訳は、人身事

は、二〇一八年四月から二〇二一年三月までの間

といいますけれども、これが落下した類似の事故

化によって自動車を載せた台、搬器とかパレット

から把握した情報によりますと、部品等の経年劣

国土交通省が公益財団法人立体駐車場工業会等

の落下事故が発生した際には、国土交通省が収集

るため、今後、機械式立体駐車場において自動車

あわせて、機械式立体駐車場の安全性の向上を図

換の促進を図るべきこと等が指摘されております。

品に係るリスクの周知、保守点検の強化、定期交

が生命身体事故につながる危険性が高い機器や部

準の見直しのほか、経年劣化による不具合の発生

ては、ワイヤロープの強度及び安定性に関する基

消費者安全調査委員会からの意見書におきまし

現在、マンション内に設置された機械式の立体
うですが、これが落下する事故が相次ぎ発生をし

九五年築の新築マンションを購入して住んでいた

全調査委員会から国土交通省に対応を求める意見

に異常を来したと推定されております。

時期があります。そのときにもう既に敷地内には

した情報を消費者安全調査委員会に提供するよう

求められております。

書が出されております。
事故の概要と意見書の内容について説明をいた

機械式駐車場というものがありまして、十年近く
暮らしておりましたが、一度も故障や事故という
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○竹内真二君 今答弁にもございましたように、

に必要な対応を行ってまいります。

鉄道・運輸機構を通じ二兆円の融資を受けること

標準保守点検項目等の見直しの検討といったこと

全及び保守点検に関する課題への対処であるとか

ております。この結果を踏まえまして、今年度の

しい点検の具体的な方法について聞き取りを行っ

立体駐車場工業会が製造者や保守点検業者に望ま

たします。

対応などを検討されているのか、まずお聞きをい

遅延とならないために国交省としてはどのような

リニア中央新幹線の工事費増嵩の影響から工事

になったと、このように理解をしております。

が表明をされておりまして、まさにこうした指摘

上半期をめどといたしまして、機械式駐車設備の

さらに、保守点検の強化でございますが、現在、

に対して迅速かつ万全の対応をすべきと考えます

維持管理に関する指針及びその解説書等について

この意見書の中では、事故の再発防止のために保

けれども、見解を伺いたいと思います。

必要な見直しを行うこととしております。

理の必要性について周知を図ったところでありま

等に対し、改めて機械式駐車設備の適切な維持管

におきましては、地方公共団体や保守点検事業者

査委員会からの意見書を受けまして、国土交通省

す。ありがとうございました。

○竹内真二君 時間が参りましたので、終わりま

機械式立体駐車場の安全確保を図ってまいります。

要性の周知徹底を図り、適切な維持管理を通じた

こうした取組を通じ所有者等への定期交換の必

○国務大臣（赤羽一嘉君） 室井委員から今御紹

きたいと思います。

岡との合意形成の見通しについてお聞きをしてお

この有識者会議の今後の議論の進め方やＪＲと静

会議が国土交通省において開催されておりますが、

二年四月以降、リニア中央新幹線静岡工区有識者

また、続いて、静岡工区の対応について、令和

○政府参考人（真一君） 今回の消費者安全調

す。

のリニア中央新幹線に関しまして、品川―名古屋

介いただきました、四月二十七日にＪＲ東海がこ

願い申し上げます。

○室井邦彦君 維新の会の室井です。よろしくお

また、消費者安全調査委員会からの御指摘をい
ただきました件、まず、ワイヤロープの強度等に

駅間の総工事費が約一・五兆円増加し、約七兆円

ただ、この増額に関しましてＪＲ東海は、引き

最初に、私は、リニア中央新幹線の整備の今後

四月二十七日、リニア中央新幹線の工事費がこ

続き建設は着実に進めていくと、開業目標も新た

関する基準の見直しにつきましては、機械式立体

験者等の意見も伺いながら検討を行い、年内をめ

れまでの計画より約一・五兆円増え、七兆円にな

に設定したものではないというふうに述べており

になる旨の発表があったというのはそのとおりだ

どに検討結果の取りまとめを行うこととしており

る見通しであるとＪＲ東海より発表がありました。

ますので、国交省といたしましては、このＪＲ東

の動向についてお聞きをしたい、このように思っ

ます。

予定していた二〇二七年の開業時期を延期すると

海がリニア中央新幹線の事業実施状況どうなって

駐車場の安全基準に関する技術委員会におきまし

次に、経年劣化による不具合の発生が生命身体

いう正式な表明はございませんが、増える工事費

いくのかというのはちゃんと引き続き注視をして

というふうに承知をしております。

事故につながる危険性が高い機器等に係るリスク

のうち五千億円は自己資金で賄うというふうに聞

まいりたいというのが一つでございます。

ております。

の周知につきましては、今年度、リスクコミュニ

いております。このＪＲ東海は、東京―大阪間の

て公益社団法人立体駐車場工業会とともに学識経

ケーションの観点からの必要な対応についての調

開業時期を最大八年間前倒しをし、そして他方で、

もう一つ、静岡工区につきましては、このリニ

査を行い、その結果を踏まえ、できるだけ速やか
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建設工事に伴って水資源等自然環境への影響の回

ア中央新幹線の早期実現という一つの柱と、また、
全力投球をしていただきたいということをお願い

以上、やはり少しでも早く経済活性化のためにも

いうような大きな問題を抱えるわけでありますが、

うしてもそのリスクを負い切ることができないと

大規模プロジェクトのリスクによって、企業がど

日本企業の逆にその慎重さが目立っており、そう

をしておきます。
続いて、東南アジアにおける海外インフラ投資

避、軽減、この二つのテーマを同時に進めるため
に、昨年四月、有識者会議を立ち上げさせていた

地下水などの各分野の専門家の皆様に出席をして

ましては、メンバーとして、河川工学、水循環、

ねているところでございます。この有識者につき

で鉄道建設が相次ぐ理由は、鉄道建設が相次いで

というふうに認識をしておりますが、東南アジア

鉄道など社会インフラの整備が急速に進んでいる

東南アジアの大都市それぞれありますが、都市

は民間企業もどんどん進出というかパワーアップ

スクを分散させる方策はないのか、それによって

うに考えておるわけでありますけれども、このリ

国の海外インフラ投資の拡大につながる、このよ

しでも知恵を絞りながら、分散させる方法、我が

したリスクを企業に全て負わせるのではなく、少

いただいて、多方面から様々な指摘がなされ、科

いろいろと計画をされている、これは、それぞれ

できて、中国やシンガポール、韓国との競争に打

についてお尋ねをいたします。

学的かつ工学的な見地からの活発な議論がされて

都市の人口増で交通停滞が東南アジアでは深刻化

ち勝つこともできるんじゃないのかな、このよう

だきまして、これまで十一回開催をし、議論を重

いるというふうに承知をしております。

しておるという状況であります。

国交省といたしまして、この有識者会議におけ

者の皆様に分かりやすく丁寧に説明をしていって

拡大、日本の企業の受注につながる可能性を高め

ういう状況の中で、海外におけるインフラ投資の

す。

○政府参考人（山上範芳君） お答え申し上げま

あればお聞きをしたいと思います。

に思っておるわけでありますが、今後の国土交通

御理解をいただけるように、しっかり汗をかくよ

ておりますし、コロナ禍で落ち込んだ景気の浮揚

御指摘いただきましたとおり、海外のインフラ

経済への悪影響が懸念される背景、この渋滞が

うにということは指示をしておるところでござい

策になると期待をするところでありますが、現実

システムの案件でございますが、長期的に見れば

る議論をしっかりと進めていくとともに、ＪＲ東

ます。

は、ただ受注競争が激しさを増す中、ライバルの

安定的なリターンが期待できる一方で、初期投資

省のこのリスク分散の施策、方法は何かないのか、

○室井邦彦君 ざくっとした質問で、いろいろと

中国は、コスト面での安さを武器に、国を挙げて

から投資回収までに長い期間を要することに加え

非常に大きな経済への悪影響を与えておると。そ

お聞きしたいこともあるんですけれども。

受注獲得に力を入れております。また、スマート

まして、相手国の突然の政策、制度変更といった

海に対しましては、今後、利水者など地元の関係

やはりこのリニアの件につきましては、やはり

シティーの都市開発では、先端技術に強いシンガ

ます。我が国企業の積極的な海外展開を促進する

人流とか経済の交流、また、いろんなことで大き

そういう中での日本の在り方でありますが、こ

ためには、こうしたリスクの低減、分散が重要で

政治リスクなど、海外事業特有のリスクがござい

であると、私はそう認識をしております。大臣の

れまでも海外事業は採算性が低かったり政策が突

ございます。

ポール勢が、勢いが存在感を高めております。

その勢い、また皆さん方の指導、また協力、我々

然に変わったりするなどリスクが非常に大きく、

く日本の流れが変わると、そういう大きな大事業

はもちろんのことでありますけれども、決まった
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セールスや政府間対話等を通じまして、川上の段

このため、国土交通省におきましては、トップ
企業からの個別の相談に応じるとともに、関係省

口である海外建設・安全対策ホットラインにより

四百隻を超える船舶が運河周辺で一時足止めされ

河での大型コンテナの座礁事故がございました。

きく、輸送リスク回避の観点からも、輸送ルート

たと。世界の海上輸送量は三十年で三倍に増加し

こうした取組を推進いたしまして、民間企業の

の多様化の動きが世界的に広がっているという、

庁等とも連携いたしまして相手国政府に働きかけ

に、海外インフラ展開法に基づきまして、独立行

リスクの低減、分散を図り、我が国企業のインフ

こういう現状であります。

階におきまして、民間企業としての懸念、想定さ

政法人等の公的な信用力、交渉力、そして培って

ラシステムの海外展開を促進してまいります。

国土交通省としても、ウラジオストクからシベ

たというふうに認識をしております。船舶事故に

きた技術、ノウハウを活用いたしまして、調査事

○室井邦彦君 そうですね。このＪＯＩＮにしっ

リア鉄道に荷物を積み替え、アジアから欧州を結

ること等によりまして、問題解決に向け支援を行

業ですとか計画策定、プロジェクトマネジメント

かりと働いていただくというか、ＪＯＩＮ法を制

ぶ第三の輸送路の開発を目指しておると、海陸複

れるリスクなど、あらかじめこれを取り除いて我

等を行いまして、我が国企業の海外インフラ事業

定したときに非常に私も大きく期待を掛けており

合輸送の実証事業を展開していると聞いておりま

よって物流の寸断がもたらす経済損失は非常に大

の参入を支援をしております。

ましたし、このＪＯＩＮについても、これ何か、

す。

っているところでございます。

また、近年、東南アジア等新興国を中心に、民

ますますこの投資保証案件が年々増加して、百件

が国企業の強みを生かした案件形成を図るととも

間の資金を期待したいわゆる民間活用型ＰＰＰ案

を超えておるというような話も耳にしております

参入を支援しているところでございます。このＪ

して我が国企業の民間活用型ＰＰＰ案件への事業

の派遣を通じましたハンズオン支援などによりま

おきまして、海外インフラ案件への出資、役員等

通・都市開発事業支援機構、いわゆるＪＯＩＮに

でありますので十分に生かしていただくように是

いておりますので、ひとつ、せっかく作った法案

況が、相談にＪＯＩＮに来ておるということも聞

アジアで非常に要求されておるという、百件の状

そして海運、下水道という、こういうものが東南

し、特に、都市開発、鉄道、港湾、空港、物流、

めておられるのか、お聞きしたいと思います。

このように考えられております。

業航路としての経済効果は大きなものがあると、

の航行距離で、海賊のリスクも非常に少ない、商

北極海航路は、南回りの航路の約六割、六割程度

ついてお聞きをしたいということと、もう一つ、

この海上輸送に代わる第三の輸送路の可能性に

件が増えてございます。官民ファンドの海外交

ＯＩＮを積極的に活用していくことで海外インフ

非お願いを申し上げたい、このようにお願いを申

○政府参考人（保田雅晴君） シベリア鉄道の

送ルートによる安定的な国際物流の確保に向けま

国土交通省としましては、多様な輸送手段、輸

す。

ことにつきまして、私の方からお答え申し上げま

この北極海航路について今後の展開をどう見定

ラ投資に伴う完工リスク、相手国の政治リスク等、

し上げておきます。

世界の物流、海上物流の大動脈であるスエズ運

します。

も、問い三の海上輸送について最後の質問をいた

最後の、一つ質問が残ってしまうんですけれど

民間企業だけでは負うことが困難なリスクを分担
し、我が国企業の海外事業への参画を促進してま
いります。
さらに、国土交通省では、案件受注後も継続的
にフォローアップを行いまして、トラブル相談窓
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ロシア、欧州間におけるシベリア鉄道の利用促進

して、ロシア政府、ロシア鉄道と協力して、日本、
をしているところでございます。

プロジェクトのＬＮＧ輸送に我が国の企業が参画

ります。現在でも、ロシア北極圏のヤマルＬＮＧ

員会を再開いたします。

○委員長（江崎孝君） ただいまから国土交通委

年度は、欧州までを直接結ぶ一編成借り上げ列車、

物輸送パイロット事業を実施しておりまして、昨

具体的には、二〇一八年度から官民連携して貨

テナ輸送はやはり難しい面がまだございまして、

船舶の制約があることから定期運航を要するコン

用が主になることや、航路の特性上、通航可能な

他方で、北極海航路につきましては、夏期の利

午後からもよろしくお願いしたいと思います。

○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。

休憩前に引き続き、国土の整備、交通政策の推

に向けた取組を実施してございます。

いわゆるブロックトレインの実証運行を行いまし

当面は北極圏における資源輸送が中心になるもの

進等に関する調査を議題とし、質疑を行います。

て、シベリア鉄道の利用促進に向けた優位性と課
と認識しております。

送に比べるとコストが若干割高だという課題はあ

企業や物流事業者からは、シベリア鉄道は海上輸

うとともに、産学官の連絡協議会を活用いたしま

用の動向や航行制度などに関します情報収集を行

国土交通省におきましては、北極海航路の利活

生についてお伺いしたいと思います。

すけれども、大雪による大規模な自動車の立ち往

まず最初の質問は、今年一月にも発生したんで

した。早速ですけれども、質問に入らせていただ

赤羽大臣、衆議院の本会議、大変お疲れさまで

質疑のある方は順次御発言願います。

題の検証を実施しました。その取組の結果、荷主

るものの、リードタイムは海上輸送に比べて約半

してその利活用に向けました環境整備に取り組ん

きたいと思います。

分でございます。海上輸送、航空輸送に続く第三

でいきたいと考えております。

ーズを引き続き把握し、シベリア鉄道の利用促進

事業を踏まえまして、荷主企業や物流事業者のニ

国土交通省といたしましては、このパイロット

駄なことでありますので、是非よろしく、積極的

円の損害賠償が請求されておるという、非常に無

正栄汽船に対して九億一千六百万ドル、約一千億

最後に、御承知のように、この座礁した船主に、

○室井邦彦君 これで質問を終わりますけれども、

ております。そのためにも、日頃から、大雪等が

いうのは発生させてはいけないというふうに思っ

た大規模な大雪等によります自動車の立ち往生と

動けなくなったという事案です。今後、こういっ

北陸道は、大体千六百台ぐらいの車が立ち往生で

雪による自動車の立ち往生が発生しました。この

今年一月には、北陸道、東海北陸道を始め、大

の選択肢として利用検討の余地があるとの声が上

に向けた取組を着実に実施してまいりたいという

に取り組んでください。

がっておるところでございます。

ふうに考えてございます。

発生する場合についてはどういった対応をするの

か、留意点等について関係部署間でしっかり整理

終わります。
○委員長（江崎孝君） 午後一時に再開すること

をして共有化しておく、このことが大変重要では

○政府参考人（石田優君） 北極海航路について

とし、休憩いたします。

お答えをさせていただきます。
北極海航路につきましては、欧州―アジア間を

な自動車の立ち往生が発生した要因、どのように

今回の一月以降の事例を踏まえた上で、大規模

ないかなというふうに思っております。

午後零時四分休憩
午後一時三十四分開会

─────・─────

結ぶ航路としての新たな選択肢となる可能性があ
るとして、第三期の海洋基本計画において、その
利活用に向けた環境整備を進めることとされてお

- 27 -

国土交通
令和３年５月１８日

要因分析されているのかという点と、今後の再発

定すべく御審議いただきまして、本年三月三十一

ります。

係機関と連携して、今後必要な改善を図ってまい

是非、提言が取りまとめられておりますので、

日に御提言をいただいたというところでございま
この改定した中間とりまとめでは、高速道路と

また次の降雪シーズンに向けて、提言の中身、し

防止に向けた取組を、国土交通省としてどのよう

並行する国道等を交互に通行止めしながら集中除

っかりと共有化をして徹底を図っていただきたい

○浜口誠君 ありがとうございます。

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答え申し上げま

雪を行うことでどちらか一方の幹線道路により交

というふうに思います。

す。

す。

通機能を確保するというこれまでの考え方から、

今回の立ち往生したときに、じゃ、どういう車

な対策を講じていかれるのか、その二点について

昨年度の冬でございますけど、今お話ありまし

人命を最優先に、幹線道路上で大規模な車両滞留

が何台ぐらい、今、二千百台とか千六百台という

まずはお伺いしたいと思います。

たとおり、十二月に関越自動車道で約二千百台、

を徹底的に回避することに基本的な考え方を変更

たけれども、どういった車が立ち往生に巻き込ま

一月には北陸道で、今お話ありました約千六百台

具体的な対策といたしましては、短期の集中的

れたのか、例えばですけれども、乗用車系は何台

立ち往生した車が発生したという御答弁ありまし

上も車内で待機いただくなど、利用者の皆様には

な大雪時には、出控えなどの行動変容を促す取組

なのか、トラック系は何台なのか、あるいはＥＶ

いたしたというところでございます。

大変御迷惑をお掛けしたというふうに思っておる

といたしまして、通行止めの予測等の繰り返しの

ですね、電気自動車ですとかあるいはＦＣＶと言

の大規模な立ち往生が発生いたしまして、二日以

ところでございます。

呼びかけ、それから、呼びかける対象の拡大、内

たことから、高速道路において交通機能を確保し

する国道においても渋滞や通行止めなどが発生し

で断続的に立ち往生が発生していたものの、並行

中除雪によります物流等の長時間の途絶を回避す

国道等の同時通行止めを行うことと、その後の集

囲での通行止め、それから、高速道路と並行する

容の具体化をするとともに、ちゅうちょない広範

また次につながるのではないかなというふうに考

こういったことをきめ細かく把握しておくことが

往生した車に何台ぐらい給油の措置をとったのか、

らには、自衛隊が救助に向かわれた場合に、立ち

われるような車がどれだけ巻き込まれたのか、さ

この冬の事象でございますけれども、高速道路

ようと考えて高速道路の通行止めをちゅうちょし

るということを行うということといたしましたし、

ただ、今回はそういった情報は余り把握されて

たことが大規模な立ち往生の発生やその長期化の

を正確に把握できる体制の確保、関係機関の連携

いなかったというふうに承知をしておりますけれ

えます。

このため、国土交通省では、関係省庁とも連携

強化、それから地方整備局と地方運輸局等を中心

ども、今後に向けて、発生しないことが一番なん

仮に立ち往生車両が発生した場合には、滞留状況

いたしまして、有識者から成る冬期道路交通確保

とした乗員の確保などに取り組むことが盛り込ま

要因の一つだというふうに考えてございます。

対策検討委員会を開催いたしまして、三年前、三

ような状況が発生した場合にはきめ細かくそうい

ですけれども、仮に大規模な立ち往生が、今回の
国土交通省といたしましては、この改定されま

った巻き込まれた車の中身というのをしっかりと

れているところでございます。

ました大規模な立ち往生を契機に取りまとめまし

した提言の内容を踏まえ、次の降雪期に向け、関

十年二月に福井、それから石川県境で発生いたし
た大雪時の道路交通確保対策中間とりまとめを改
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てございます。

の配布等を行うために必要不可欠であると認識し

者の健康状況の確認あるいはその救出、救援物資

りましたとおり、滞留状況を把握することは滞留

車両の滞留が発生した場合において、御指摘あ

す。

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答え申し上げま

のお考えをお伺いしたいと思います。

ますけれども、国土交通省の今後の対応について

把握をしていただきたいというふうに思っており

ふうに考えてございます。

を確実に把握できるよう努めてまいりたいという

るための体制を確保するなど、支援に必要な情報

生が仮に発生した場合、滞留状況を正確に把握す

りまとめの提言を踏まえまして、今後は、立ち往

改定されました大雪時の道路交通確保対策中間と

ございまして、このため、先ほど御説明しました、

正確に把握することができなかったということで

台数が大幅に訂正されるなど、車両の滞留状況を

車道において発生した立ち往生では、滞留車両の

の一枚目とか二枚目見ていただきたいんですけれ

というと、道路側ですね。道路の方に、この資料

トライをやっています。そのためには何が必要か

ワイヤレスで電気自動車に給電できる、そういう

かは、もう別にプラグにつながなくても非接触で、

かは、電動車シフトに向けて、いわゆるＥＶなん

お手元に、今、いろいろヨーロッパ、ＥＵなん

ありました。

なってくるんじゃないかというような心配の声が

くさんいただきました。まさに命に関わる案件に

造って、高速道路とか町中の道で非接触のワイヤ

ども、道路側に送電コイルを埋め込んで、その上

今回の雪による立ち往生で結構心配の声として

レスの充電ができるような体制をつくっていこう

○浜口誠君 是非、滞留車両の詳しい情報は、発

に対しましてホテルや宿泊所への移動、一時避難

いただいたのが、これから自動車については、二

と、こういう先進的な動きも行われております。

また、北陸道などで発生した立ち往生において

のオペレーションを初めて実施したというところ

〇三五年、電動車にシフトしていくという中にあ

是非我が国においても、これから道路インフラ

を走れば、自動的にそこでいわゆる電磁波みたい

でございます。

って、今はガソリン車が多くて、あるいはトラッ

のいろんな改修、メンテナンスをしていかないと

生しないのが一番ですけれども、仮に発生した場

このように、大規模な立ち往生が発生した際に

クでディーゼル車が多いので、仮に長時間立ち往

いけない、そういう局面を迎えますので、道路側

は、滞留車両の解消までに長時間を要する見込み

は様々な支援が必要になるということでございま

生で巻き込まれたとしても、燃料は携行缶にガソ

の高度化を図って、今後の電動車に対しての対策

なのができて自動車側に電気を送ることができる

して、滞留車両の台数に加えまして、今後は、車

リンとか軽油を入れて燃料補給ができるんですけ

も含めて、しっかりとした対応が必要になってく

合はしっかり押さえて、次に生かしていただくこ

両人員数、何人乗っているかということとその健

れども、今後ＥＶとかＦＣＶが多くの台数を占め

るんではないかなというふうに思っています。

となったことから、食料などの物資の提供に加え

康状況、御指摘のありました車両の動力源、それ

てきたときに、本当に七十二時間あるいは九十六

この非接触の充電だけでなくて、これからまさ

と。実際に、二ページ目は、もうこういう道路を

から避難希望の意向確認など、滞留者への支援の

時間滞留になったときにそういった充電はどうす

に道路側においては、電柱の地下埋設ですとかあ

とをお願いしておきたいと思います。

ための必要な情報を把握することが重要であると

るんだ、水素の充填はどうするんだといった、こ

るいはＩＴＳ、高度道路情報交通システムという、

まして、県や観光・運輸部局と連携して、希望者

いうふうに考えてございます。

ういう課題が出てくるんじゃないかという声をた

しかしながら、残念ながら、昨年度の関越自動
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りますけれども、御見解をお聞かせいただきたい

取り組んでいただきたいなというふうに思ってお

の高度化について国としてもこれからしっかりと

いますので、まさにいろいろな観点から、道路側

になってくるんじゃないかなというふうに思って

いわゆる道路の方の高度化というのがすごく重要

いるところでございます。

まっているんではないかなというふうに認識して

が進められているなど、世界的に見ても関心が高

ルギーでも道路上で車両への充電を行う実証実験

して、当方で確認いたしますと、イスラエルやベ

から御紹介ありましたフランスでの取組に加えま

術として非接触での充電でございますけど、委員

し上げておきたいと思います。

かりと取り組んでいただくことを重ねてお願い申

対する取組というのは、国土交通省としてもしっ

くと思いますので、今後、是非道路側の高度化の

なんかの環境も整うということにもつながってい

することによって、よりしっかりとした自動運転

電池車の普及に合わせまして、まず、道路におい

委員御指摘のとおり、今後の電気自動車や燃料

ーも含めまして、民間事業者などからの御提案、

るところでございまして、引き続き、車両メーカ

技術の研究開発二件に対しまして支援を行ってい

二年度より、走行中における非接触給電システム

我が国におきましても、国土交通省では、令和

の働き方改革、政府としても行動計画を策定して

これまで、こういった自動車運送事業に対して

これが導入されることになります。

の皆さんの罰則付きの時間外労働時間の上限規制、

クドライバーの皆さんを始めとする自動車運転者

次は、二〇二四年の四月から、いわゆるトラッ

では、続きまして、話題を変えます。

と思います。

て立ち往生などの非常時の対応策を事前に整えて

御協力、そして学識経験者、関係機関などとも連

いただいて取組を進めていただいているというふ

○政府参考人（吉岡幹夫君） お答えを申し上げ

おくことは重要であるというふうに認識してござ

携して取り組んでまいりたいと考えてございます。

ざいますけれども、レッカー車による牽引、それ

これに対しまして、今の技術、現在の技術でご

うべき旨の御指摘があったところでございます。

有識者委員会の提言においても速やかに検討を行

については、今年三月の、先ほど御説明しました

対応した道路の質的向上というんですかね、を図

も含めまして、電気自動車や燃料電池車の普及に

を行いまして、非常時のエネルギー供給とか補給

新たな技術を含め幅広く情報の収集や開発の支援

しましては、関係省庁などと連携いたしまして、

いずれにしましても、今後とも、国土交通省と

ただく方を増やしていくためには、いわゆる働き

ドライバーのなり手、ドライバーを目指してい

たことも要因の一つだというふうに思っています。

は、ドライバーのなり手がいない、少ないといっ

の方の長時間労働というのは、一つの要因として

クドライバーの皆さんを始めとする自動車運転者

うには承知をしております。一方で、このトラッ

ます。

います。特に、電気自動車が滞留した場合の対応

から、移動充電車からの充電あるいは道路上の電

ってまいりたいと考えてございます。

すし、処遇水準なんかをやっぱり底上げしていく、

源設備からの充電などの可能性はあるものと認識

是非、道路側のやはり高度化というのは、これ

こういうこともドライバー不足を解消していくた

やすい環境を整えるということももちろん大事で

今後国土交通省としても検討していかなければな

から、先ほどもＩＴＳの関係、高度道路交通シス

めには大事な取組になってくるというふうに思っ

○浜口誠君 ありがとうございます。

らないというふうに考えているところでございま

テムあるいはＡＩだとか自動運転なんかも、車両

ております。

してございますけど、具体的な対応策については

す。

側だけじゃなくて道路側からいろんな情報を発信

それからまた、御紹介がありました、今後の技
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運転者、トラックドライバーの方を始めとする運

そこで質問なんですけれども、これまで自動車
一％上昇していますが、トラックドライバーにつ

業平均では平成二十九年から令和二年にかけて約

うに思っておりますので、この点に関して赤羽国

り組んでいく必要があるんではないかなというふ

あと、人手不足の関係ですけれども、トラック

○国務大臣（赤羽一嘉君） このままの状況で確

交大臣のお考えがありましたら是非お聞かせいた

取組を行ってきているのか、取組の中身、そして、

ドライバーの有効求人倍率、平成二十九年度は

かに二〇二四年までに働き方改革を完成させると

いては四％の上昇となっております。

そういった取組を行うことによってトラックドラ

二・五倍だったんですけれども、令和三年三月現

いうのは非常に難しいことはよく承知しておりま

転者の方の長時間労働の是正についてどのような

イバーの方を始めとするドライバー不足の解消あ

在一・九七倍ということで、そういう数字の改善

だきたいと思います。

るいは長時間労働の是正、処遇水準の改善、こう

すが、それをやり切らないと結局ドライバー不足

送業の皆さんが困るだけではなくて結局荷主も困

も見られているところでございます。
徐々に取組の効果という形では出てきているん

ってしまうと、ひいては、物流が成り立たないと

いったものがどれほど前進しているのか、その辺
○政府参考人（秡川直也君） トラックドライバ

ではないかなと思いますが、まだまだトラックド

いうことは我が国経済全体に大変大きな影響があ

が解消できませんし、これをやり切らないと、運

ーの働き方改革ですけれども、二〇一八年、今お

ライバーの方を始めとする自動車運転者の方の長

る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。

っしゃっていただいた行動計画が策定されました。

時間労働というのは課題が残っているというふう

りについてお伺いしたいと思います。

それを受けましての取組なんですけれども、荷待

に思っています。

こうしたことで、その中でこれまでも、平成二

ち時間の削減を図るために、輸送品目別にその課

めの機器の導入を支援するとか、あるいは適正な

んで共有するとか、あと、荷役作業を軽減するた

三年もないんですね。結構経営者の方からも、ど

入されることが決まっておりますので、もうあと

罰則付きの時間外労働の上限規制、これはもう導

成三十年の秋の臨時国会だったと思いますが、議

さんのなかなか御理解が得られなくて、翌年の平

を改正しました。しかし、残念ながら、荷主の皆

すとか作業と運賃は分けるんだと、こうしたこと

十九年には、標準運送約款の改正で、待ち時間で

運賃収受を実現するための標準的な運賃というの

うしたものかなと、あと三年で罰則付きの上限規

員立法で貨物自動車運送事業法の改正もされて、

冒頭申し上げたとおり、二〇二四年の四月には、

を告示いたしまして、これを荷主さんへ周知徹底

制が適用されるということに対してやっぱり心配

今局長が答弁したような内容で、しっかり守って

題と対策をまとめたガイドラインを策定して皆さ

するといった取組を行ってまいりました。

の声も聞かれます。

百時間は減少していると。賃金で見てみますと、

年度の平均は二千五百時間ということで、数字は

二千六百時間ということだったんですが、令和二

時間なんですけれども、平成二十九年度の平均は

取り組んでいくのか、やっぱり結構絞り込んで取

めとする長時間労働の是正に向けて重点的に何を

て、今後、このトラックドライバーの皆さんを始

というふうに正直感じますので、国土交通省とし

是非、これから残された時間もそう長くないな

きましたので、今までと違って守らなければいけ

いただけない部分もありますが、これ、法律がで

荷主の皆さんがどうしてもそこをなかなか御理解

コロナで経済的に厳しいような状況があるので、

くれということでございますが、なかなか現状、

その結果なんですけれども、ドライバーの労働

年間総所得を総労働時間で割ったその賃金、全産
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りますので、そうしたことで、具体的にもう少し

も、荷主の所管官庁も加えての法改正になってお

ない話なので、ここはちょっと、この法律の中に
足の解消、ドライバー不足の解消の第一歩につな

働環境のことを改善するということがこの人手不

Ｋそのものだと思いますが、こうしたことを、労

質問を終わりたいと思います。

に今後も御努力いただくことをお願い申し上げて、

御答弁いただいた内容をしっかり実現できるよう

○武田良介君 日本共産党の武田良介です。

ありがとうございました。

がると思います。
ただ、私は、ここまでは、何というか、国交省

きっちりと、この法律にのっとったことはやって
いただこうということをしていかなければいけな
具体的には、荷主の所管官庁であります経済産

かどうかというのは、まだまだどうなのかなとい

それだけで、じゃ、トラックドライバーが増える

今日は、同じく大深度地下での工事計画が認可さ

がっております。ここは大深度地下でありました。

被害を受けた住民の皆さんの間に不安と怒りが広

東京外環道での陥没事故が発生をいたしました。

業省、厚生労働省、農林水産省と、あと荷主の皆

うことはあります。やるべきこととして、今はま

れておりますリニアの地下工事、安全性について

として正式に決まっていることですけど、本当に

さん、また運送事業者等によって、それぞれの取

だやらなきゃいけない。

いというふうに思っております。

引環境・労働時間改善協議会というのを中央と全

加えて、やっぱりトラックドライバーの人が例

質問させていただきたいと思います。

国四十七の都道府県にそれぞれに設置をしており

たシールド工法を採用している、地上への影響は

まず、この間の国交省の答弁を確認したいと思

小金を稼いで違う商売やるみたいな、いわゆるト

生じないものと考えている、大深度地下における

えば自動車整備の資格を取れるとか、やはりそう

ラック事業者が対等な立場で運賃を決められるよ

ラックやろうみたいな時代とちょっと違うので、

シールド工法による工事については適切に工事が

ます。こうした中でしっかりと、この標準的な運

うな、こうしたことを醸成したいというのが一つ

そうしたことも少し、これからの世代の皆さんた

行われれば地上に影響は生じないものと考えてい

いますけれども、資料をお配りさせていただきま

でございます。

ちの本当に希望というかニーズに応えるような枠

る、こういう答弁でありまして、大深度地下での

した、もう少し横の連携というのかな、トラック

また、やはり荷主の皆さんってどうしても強い

組みも必要なのではないかという、そういう問題

工事が地上に影響を与えないのは、大深度地下で

賃というものは何なのか、その目的は何なのかと

ので、過載積ですとか過労運転を助長するような、

意識も持っているところでございますが、取りあ

あるということと、それからシールド工法である

した。こういう答弁ですね。大深度地下を利用し

現場でそうしたことがないように、不適切な運送

えず目の前は、先ほど言いましたような働き方改

ということを、この二つの条件をセットでずっと

ドライバーが昔、何か、短期間にやって物すごく

依頼を行う荷主を強く指導するためにも、荷主の

革とそれを可能にする労働環境の改善、賃金の上

いうのを全ての関係者で共有しながら、荷主とト

所管するそれぞれの官庁とも連携をしながら、そ

答弁されてこられました。

安全性を担保する規定というのはあるんでしょう

と思いますけれども、大深度地下における工事の

まず初めに、改めて確認をさせていただきたい

昇を目指してしっかり取組を進めていかなければ

大臣の強い思いは伝わりましたので、是非、今

○浜口誠君 ありがとうございました。

いけないと思っています。

うしたことも重点的に取りまとめていきたいと。
こうしたことによって、まずは適正な運賃収入
を、運賃の収受を進めて労働単価を引き上げると。
ドライバーの、おっしゃったように、まさに新３
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ということとシールド工法を使っているという二

これまでの答弁は、こういう大深度地下である

大深度地下は通常利用されない場所で、地上には

もありますし、あるいは大深度地下法の問題では、

の外環道の事故をですね、報道しているメディア

きたというふうに認識されていると思うんです。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法に

つのことをセットにしながら地上への影響はない

影響を与えないとして地上の所有者には一切無断

そういうことだと思うんですね。少なくとも大深

おける使用認可制度につきましては、地権者等に

というふうに言ってきたわけですけれども、この

で掘削を認めてきた大前提がこの陥没と空洞の発

か。

よる通常の利用が行われない空間であるという大

答弁は不正確で、誤解を与えてきたのではないか

見で崩れたと、週刊誌の報道もありました。ある

地上への影響はないと言われてきた大深度地下工

深度地下の特性に応じた合理的な権利調整のルー

というふうに思いますけれども、この点、大臣の

いはジャーナリストの方も、東京外環道の陥没事

度地下法によってその安全性確認しているもので

ルを定めるものでございます。

認識を伺いたいと思います。

故が同事業とリニアの見直しを迫るものというふ

○政府参考人（里見晋君） 大深度法を所管して

の確保に配慮しなければならないことはもちろん

○国務大臣（赤羽一嘉君） 多分、御指摘の三月

うに指摘をした上で、二つの事業は大深度地下の

事の前提が崩れた、こうやって報道している、あ

でございますけれども、直接、工事の安全性を担

二十日の衆議院国土交通委員会、平成二十七年で

公共的使用に関する特別措置法によって認可され

はないということだと思います。

保する規定というものが直接あるわけではござい

すね、この大深度地下における工事の安全性に関

た、これは東京、名古屋、大阪など大都市の四十

いる立場からお答えを申し上げます。

ません。個々の事業における工事の安全性につき

して当時の国土交通大臣の御答弁は、大深度地下

○武田良介君 大深度法ではその安全性を担保す

す。

おいて定められているものだと理解をしておりま

れ個別事業の施行の認可等に係る法令や基準等に

ればということではなくて、適切に工事が行われ

ります。ですから、シールド工法による工事であ

いう趣旨を答弁されたというふうに承知をしてお

切に工事が行われれば地上への影響は生じないと

におけるシールド工法による工事については、適

指摘が次々とされております。

ないという前提に立っているからだと、こういう

大深度地下の工事は地上の住居などに影響を与え

規的に使用することを認めたもので、その理由は、

メートル以上深い地下部を、地下部の空間を超法

大深度法上、大深度地下の使用に当たって安全

ましては、大深度であるかにかかわらず、それぞ

る規定があるわけではないということの御答弁が

ることを前提にお答えをしているというふうに承

だという住民の方、これも、二〇一八年の住民説

何より、自宅の地下をリニアが大深度で通るん

ありました。

知をしているところでございます。

明会の際に大深度だから地上に影響はないと聞い

今年の参議院の法務委員会で我が党の山添拓議

○武田良介君 私、誤解を与えてきたんじゃない

っている、こういう方がいらっしゃるわけですね。

員もこの問題を質問をしておりまして、このとき

少し紹介しますけれども、これまで、多くのメ

やっぱり誤解を与えてきたのではないかという

てきたと、そういう認識だということをおっしゃ

認可制度では、単に大深度地下の工事であれば常

ディアですとかあるいは住民の皆さんも含めて、

ふうに私思うんですけれども、大臣、改めて、誤

かというふうに思うんですね。

に地上に影響を与えないということを前提とした

大深度だから大丈夫だというふうに説明を受けて

の国交省の答弁も、大深度地下法によります使用

ものではないということの答弁もされております。
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○国務大臣（赤羽一嘉君） 先ほど申し上げた大

がでしょうか。

解を与えてきたんではないだろうか、この点いか

だきたいというふうに思います。

保する規定はないということは確認をさせていた

も、大深度で工事をする、その工事の安全性を担

ど最初の答弁いただきましたけれども、少なくと

踏まえて工事を行うこととしております。

体であるＪＲ東海としても、この報告書を十分に

法など工事の安全確保に関して、有識者委員会の

具体的には、地盤の特性に応じた工事の施工方

臣答弁が国土交通省の見解でありまして、それと

検討結果を受けて、実施すべき対策について現在

検討中であること、また、先ほど説明会のお話が

では、実際に外環道の陥没事故を受けてもなお、
このリニアの工事は安全にできるというふうに言

出ましたけれども、トンネル掘削工事を開始する

はちょっと別の形で、様々なマスコミですとか週
刊誌の報道が、まあいろんな報道があるというの

えるのかどうかということについて伺いたいとい

たしまして、有識者委員会の検討結果を受けた対

はこの件に限らず私たちは体験していることで、

ＪＲ東海の金子社長は、東京外環道の陥没事故

策等につきまして説明会を開催する予定というこ

前には、工事を行うルート沿線の住民を対象とい

ど、あらゆる報道について私たちが誤解を与えて

の原因となった特殊な地盤は、リニア工事では首

とになっております。

うふうに思います。

きたかどうかというのは、それはそれぞれマスコ

都圏、愛知県にはないというふうに言及をされて

変な言い方、無責任に言うわけじゃありませんけ

ミ各社ですとか評論家の皆さんの見識でやられて
おります。

委員御指摘の調布市の陥没が起きたような、三

いることであって、先ほど質問していただいたよ

る工事については、適切に工事が行われれば地上

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

ておられるでしょうか。

しておりまして、その支持基盤の連続性の確認の

り、地形、地質に関する既存資料を収集、整理を

平成三十年の大深度地下の使用の認可申請に当た

つの条件というふうに言われておりますが、そう

への影響は生じないという趣旨を答弁したという

リニア中央新幹線におきましては、シールド工

ためにボーリング調査を実施いたしております。

国交省にお尋ねいたしますけれども、その事実

ふうに私としては承知をしておるところでござい

法による大深度地下でのトンネル掘削工事につき

こうしたことを踏まえた社長の発言だというふ

うに当時の国土交通大臣の答弁が国交省の認識で

ます。

まして、第一首都圏トンネルのうち東京都品川区

うに認識しておりますが、先ほど答弁させていた

した地盤については、ＪＲ東海におきましては、

○武田良介君 地域住民の方が受けた住民説明会

から町田市の間の三十三・三キロメートルの区間

だきましたとおり、この有識者委員会の示した対

は間違いないというふうに国交省として認識され

というのは、もちろんこれ、ＪＲ東海であったり

及び第一中京圏トンネルのうち愛知県春日井市か

策を今踏まえて具体的な対策をＪＲ東海として検

あって、ここの大深度におけるシールド工法によ

国交省の方も含めて説明があったと思うんです。

ら名古屋市の間の十七・〇キロメートルの区間に

つの条件がそろった地盤があるかないかにかかわ

そういう説明会に参加された方が大深度地下だか

本年三月、調布市の陥没を受けました東京外環

らず、ＪＲ東海がどういう対策を実施していくか

討しているということでございますので、この三

う説明を受けてきたというふうに実際認識をされ

トンネル施工等検討委員会有識者委員会の報告書

ということは現在検討中であるというふうに私ど

おいて計画をされております。

ているわけでありますので、私は誤解が広がって

が公表されましたが、リニア中央新幹線の事業主

ら地上にいる私たちには影響ないんだと、そうい

きた、与えてきたというふうに思いますし、先ほ
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いるものではないと思うんですね。

なものが発生する可能性ということまで否定して

すから、別のメカニズムによって陥没事故のよう

愛知県にはないということだと思うんですね。で

因となった特殊な地盤、それと同じ地盤は首都圏、

ありましたように、あくまでその外環道の事故原

れども、金子社長が言及しているのは、今答弁に

○武田良介君 いろいろお話しいただきましたけ

もは認識しております。

だろうということで、これは違うと判断すると、

層も違うだろうと、ボーリングデータしたら違う

の標高であって、余り落ち込みもないし、推定断

ら、地層境界については支持基盤上面は同じ程度

ると。この中部圏については、地盤調査してみた

は文献調査によって推定活断層が急変部になり得

から海部・弥富累層に変わる地層の境界、あるい

し、中部も指摘をされておりまして、矢田川累層

東海がしているというふうに私理解しております

査に基づいて確認された地盤急変部であるとＪＲ

適切に工事が進めるよう指導していくことにいた

ように求めております。また、報告内容に従って

は、ＪＲ東海に対しまして検討の結果を報告する

件の大深度工事における安全対策等につきまして

Ｒ東海の責任で行われるものでございますが、本

含むリニア中央新幹線の工事は建設主体であるＪ

また、私どもといたしましても、大深度区間を

だというふうに認識をしております。

ＪＲ東海が実施すべき対策は別途考えていくもの

ないかということを発言したものでありまして、

ゃないんですよ。地盤急変部があるとＪＲ東海が

今答弁の中にもありました二〇一八年の大深度

そうしますと、その外環道と同じではないけれ

自ら示した文書の中にあるから、そういうところ

しておりますので、そうした点は、委員御指摘の

ことは、地面に埋まった谷ですとか段丘ですとか

ども、同じではないけれども、例えばこの地盤急

で東京外環道と別のメカニズムも含めて今後事故

そのボーリングのデータまで全部一緒に記載され

あるいは断層のことで、そこは地層が変わるため

変部があるといって首都圏では少なくとも認め、

が起こることはあり得るでしょうと、だから、外

地下法の申請をした際の書類、そこが大深度であ

に工事を行う際に注意を要する場所だということ

中部圏でも推定されるところはあると言い、こう

環道でいろいろ対応を取りました、それに対する

点もしっかり踏まえながら対策を検討していくよ

だと思うんですね。

いうところで今後崩落などが起こる可能性という

対応をやります、それだけでは安全とは言い切れ

ておりませんでしたので私よく分かりませんけれ

それがどういうふうにあるのかと、この中に記

のは否定できないというふうに考えますけれども、

ないでしょうと、そのことを伺っています。

ることを証する書類ですね、これを私も見ました。

されておりまして、首都圏でいいますと、結論だ

国交省の認識を伺います。

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

うに指導したいと思っております。

けですけれども、世田谷層が分布する多摩川左岸

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

現在、ＪＲ東海におきましては、まずは、この

ども、判断するとＪＲ東海は言っているわけです

付近で横断する可能性のある埋没谷、埋没谷って

先ほど答弁をさせていただいたとおりでござい

調布で起こりました陥没事故の有識者会議の対策

これ見ますと、その中に地盤急変部に関する考察

地中に埋まってしまった谷ということですよね、

ますが、ＪＲ東海社長の発言は、これまでのボー

が出ているわけでございますので、それを踏まえ

○武田良介君 対策をどうするかと聞いたわけじ

埋没谷、同じく下末吉の台地の埋没谷、あるいは

リング調査あるいは文献調査の結果を踏まえて、

て対策を検討中であるというふうに聞いておりま

ね。

国分寺崖線、崖線って崖ですね、崖線、それから

この三つの条件がきちんとそろった地盤があるか

というのがあるんですね。この地盤急変部という

多摩川低地の埋没谷、四か所が文献調査、地盤調
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方でも話を聞いていきたいというふうに思ってお

その対策の内容につきましては総合的に我々の
分になってくるということだと思うんですよ。

まず見てと言うけれども、それだけでは全く不十

起こり得るわけですよね。だから、調布のことを

やっていこうというときに、いろんなことが当然

にはまって踏切内から出られず、事故に遭ってし

ほどの溝が残ってしまうため、車椅子の車輪が溝

溝は少し浅くなりますが、それでも深さ三センチ

を御覧ください。このように、緩衝材を入れれば

す。

りますが、まずはこの有識者委員会の対策を踏ま

うことを指摘させていただきたいと思いますし、

用者の踏切事故は十二件あり、そのうち十一件は、

国交省の調査によると、過去五年間に車椅子利

まいます。

ておるところでございます。

そういう意味では、もう本当に見通しがどうなっ

踏切内のレールの溝に緩衝材が入っていたにもか

そういう認識を私は持たなければならないとい

○武田良介君 いや、ですから、対策を聞いてい

ていくのかということだと思いますから、リニア

えた検討を行うことが適切であると我々は認識し

るんじゃないんです。対策を聞いているんじゃな

かわらず事故が起きてしまっています。また、資

によれば、二〇一八年に踏切内で電車にはねられ

料一の独立行政法人製品評価技術基盤機構の調査

の中止を求めて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。

くて、今後、そういう地盤急変部とかがあるから
安全性が確認されているわけじゃないですねと、

○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。

て死亡した電動車椅子利用者は五人となっていま

これから起こり得るんですよねということを確認

改正された踏切道改良促進法に伴い、本日は、

しているんです。否定できないということだと思

重度障害者の私にとって、そして車椅子を利用

す。二〇〇九年から二〇一七年までに電動車椅子

通告をいただいておりませんので、その安全性

する障害を持った人たちにとっても、車椅子は、

この団体の調査では、これらの事故について、

車椅子を利用している当事者の立場から、踏切の

がそこでこの調布の事案とどう異なってくるかと

ただの福祉用具ではなく、とても大切な体の一部

原因が特定できないものを除いて製品に起因した

うんですよ。いいですか、そういうことで。

か、そうした科学的あるいは工学的な検討につき

です。これがなければ日常生活を円滑に送ること

事故ではないとしており、前輪が線路の溝にはま

使用者が踏切内の事故で亡くなった人数は計六人

ましては、私ども、今責任を持って答弁すること

はできません。車椅子による踏切の事故が多い中

って立ち往生したことなどが原因と見られていま

安全対策についてお話しします。

ができないということでございます。

で、車椅子利用者が安心して町中を歩けるように、

す。

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

○武田良介君 時間が来ましたのでまとめたいと

その解決策を検討していただくために質問いたし

ですので、二〇一八年に急増したことが分かりま

思いますけれども、否定できないということだと

ます。

スも含めてやっていこうというときに、まあ大深

際に調布でああいうことがあり、これからアルプ

それは、だって、これから大深度の地下で、実

各鉄道事業者に周知しているところです。資料二

防ぐために、レールの溝に緩衝材を入れる対策を

策の一つとして、車輪がレールの溝にはまるのを

国交省としては、車椅子利用者の踏切の安全対

ンドルをしっかり握って線路に対して直角に進む

とや、線路の溝に車輪がはまるのを防ぐため、ハ

避け、やむを得ず通る場合は介助者が同行するこ

項がまとめられており、踏切の通行はできるだけ

この調査資料では電動車椅子利用者への注意事

す。

思うんですよ。

度法の世界とちょっとアルプス違いますけれども、
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に対して真っすぐに走るように気を付けています。

すが、毎回、車輪が溝にはまらないように、進路

実際に、私も何度も踏切を渡ったことがありま

います。

椅子利用者の踏切内での事故はなくならないと思

ってしまうという事実は変えられませんので、車

椅子利用者が注意しても、線路の溝に車輪がはま

ことなどが書かれています。しかし、どんなに車

っかかり踏切内に取り残される可能性があるため、

ールと路面との隙間、溝に車椅子の車輪などが引

てまいりました。その中では、踏切内の段差やレ

者の踏切事故の原因を検討し、対策を取りまとめ

踏切事故防止対策検討会を設置し、高齢者や障害

道事業者、関係行政機関から成る高齢者等による

国土交通省では、平成二十七年に、有識者、鉄

○政府参考人（上原淳君） お答えいたします。

をなるべく元々軽減するためにこうした護輪ラバ

出っ張りがこの溝を通る、その溝を通る際の摩擦

うに、車輪の外縁に出っ張りがございます。この

輪のフランジという、レールに沿って曲がれるよ

の隙間に列車が走行、特に曲線を走る場合に、車

ございます。隙間への緩衝材でございまして、こ

のもの、これは護輪ラバーと言われているもので

衝材、このお配りいただいている資料のような形

ジと接触する護輪ラバー、緩衝材の耐久性や保守

ーというものが設けられております。このフラン

一つは、段差解消による踏切内の平滑化という

性の確保ということは、委員御指摘のとおり、非

二つのことを検討をしてまいりました。

ん中で急に警報機が鳴り出すと、音にびっくりし

ものでございまして、従来のレールとレールの間

しかし、いつも緊張しながら渡るので、線路の真
て車輪がレールにはまってしまうことがあります。

として、まず、この絵にございます護輪ラバー、

常に課題となるところでございます。

して、そこにくぼみを設けてレールを配置してい

この上に新たに天然ゴム等を接着をして段差を少

にはコンクリートブロックが分かれて設置をされ

車椅子利用者にとって、線路に車輪がはまった

くような、そういう形を取ることによってこのく

なくする、そしてまた、この護輪ラバーの耐久性

そんなときは介護者に引き上げてもらうのですが、

場合、自力で抜け出すことは容易ではありません。

ぼみの段差が少しでも小さくなる、そういう構造

を確保していくといった取組、あるいは、もう護

現在、鉄道局といたしましては、鉄道総合技術

ですから、車椅子利用者が安心して踏切を渡れる

をやっております。これは連接軌道化というやり

輪ラバーを一つ取ってしまって、護輪ラバーと一

ている状態になっておりますが、この分かれてい

ように、国と鉄道事業者が連携して、車椅子利用

方でございますが、これで極力段差をなくそうと

体としてこうした充填材を設けるというような開

もしも介護者がいなければ線路内から出られず、

者のための安全対策を講じていただきたいと思い

いう取組、それからもう一つが、委員御指摘の緩

発を進めてまいりました。現段階では、こうした

研究所などと連携をいたしまして、新たな緩衝材

ます。国交省が安全対策の一つとして掲げている、

衝材によるレールと隙間の解消ということでござ

新たな緩衝材につきましては、耐久性、安全性な

たコンクリートブロックを一つの構造にいたしま

挙げているレールに緩衝材を入れる対策ですが、

います。

電車にひかれることは避けられないと思います。

それだけでは車椅子利用者の事故を防ぐことはで

ど、実用化に向けた段階に今研究開発が進んでき
一環として、この段差解消につきましても踏切の

また、委員の御質問である万が一車椅子が取り

今回の踏切法の改良では、バリアフリー施策の

踏切内に車椅子利用者が取り残された場合、国

改良方法の一つとして位置付けたところでござい

残された場合、これは、当然ながら、非常用の押

きないと思います。
交省としてはどのような安全対策を講じているの

ますが、一方で、委員御指摘のとおり、現行の緩

ているというところでございます。

か、お聞かせください。
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経営状況が厳しい鉄道事業者がこうした障害物検

く進めるように鉄道事業者に指導を行うとともに、

これらにつきましては、その設置をなるべく早

ぎません。これでは車椅子利用者の事故は減りま

の装置が設置されている踏切は約千七百か所にす

障害物検知装置の導入が進められていますが、こ

そこで、最近ではより検知能力の高い３Ｄ式の

３Ｄ障害物検知装置等の設置をする鉄道事業者

次に、資料六を御覧ください。

いく必要があると思います。

常に情報把握し、より確実な安全対策を検討して

もあると聞いています。こうした取組を国として

手前で停止するよう自動でブレーキを掛ける自動

知装置の設置を促進できるように平成十三年から

せん。障害者や高齢者の社会参加が進む中で、車

は、踏切道改良促進法に基づいて、鉄道施設総合

装置では、車椅子利用者の命を確実に守っていく

支援を行ってまいりましたが、平成二十八年度か

椅子利用者の外出がより増えていくと思いますの

安全対策事業に係る補助金を申請することができ

しボタンあるいは踏切障害物検知装置の設置とい

らは、非常用押しボタンやあるいは車椅子が検知

で、踏切の安全向上のための３Ｄの障害物検知装

ます。しかし、補助対象事業者に要件があり、赤

列車停止装置、ＡＴＳを導入している鉄道事業者

可能な３Ｄ方式のこうした障害物検知装置への切

置の設置を早急に増やしていただきたいと思って

字又は営業利益の少ない鉄道事業者、かつ全事業

ということはできません。

替えを促進するための補助事業を実施していると
います。

ったことが重要になってまいります。

ころでございます。

感知能力の高い３Ｄ式の障害物検知装置が最も車

ければならないため、運転士が特殊信号発光機の

運転士が信号を目視して手動でブレーキを掛けな

策を事業者が最優先に取り組んでいくのかが懸念

状では、３Ｄ式障害物検知装置の設置等の安全対

業者の経営状況によって補助対象を絞っている現

において赤字又は営業利益率の少ない事業者のみ

椅子の方には有効だと思っています。

信号を見逃したり急ブレーキを掛けるタイミング

されます。

また、３Ｄ式障害物検知装置の設置を進めると

そこで、資料三を御覧ください。

が遅れたりして、事故を防げない場合があります。

踏切道改良促進法は踏切での交通事故を防ぐた

○木村英子君 分かりました。

障害物検知装置は、約三万か所ある一種踏切の

そこで、ＪＲ西日本では、資料五を御覧いただ

めの法律だと思いますので、安全と命を最優先に

を対象としており、例えば、ＪＲ本州三社はこれ

うち約一万か所に設置されていますが、その約八

くと分かるとおり、運転士が信号を見逃さないた

考えて、補助対象事業者の要件や補助率を見直し

ともに、運転手が非常時の信号を見逃さないため

割が光電式障害物検知装置となっています。その

めの対策として、列車の先頭にカメラを取り付け、

ていくべきだと考えます。車椅子を利用する障害

レールの段差解消については引き続き技術開発

装置では、主に自動車を検知対象としており、歩

特殊信号発光機の信号を感知すると運転士に音で

者や高齢者の命を守るためには、検知能力の高い

まで補助の対象になっていませんでした。鉄道事

行者や車椅子利用者はなかなか検知することがで

知らせるシステムを開発しました。こちらは一部

３Ｄ式の障害物検知装置の設置を進めることが最

の対策も必要です。障害物検知装置のシステムは、

きません。

の線に試験導入され、現在は実用化に向けて試験

を進めていただきたいと思いますが、現時点では、

資料四を御覧ください。

も必要だと思われます。

踏切事故では多くの障害者や高齢者が犠牲にな

結果を検証中とのことです。
さらに、障害物検知装置が作動した際に踏切の

車椅子利用者の死亡事故においてもこの装置が
機能しなかったケースがあり、光電式障害物検知
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っていますので、命を守ることを重点に、全踏切

がら、そうしたことの対象の幅を広げるというの

わります。

─────────────

○委員長（江崎孝君） 本日の調査はこの程度に

その対象について、ちょっと多分誤解があるん

○委員長（江崎孝君） 住宅の質の向上及び円滑

はこれからも不断なく努めていきたいというのが

だと思うんですが、赤字事業者又は営業利益率が

な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の

の安全性を向上させるため、鉄道事業者の経営状

少ない事業者に限定しているということは、ＪＲ

促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議

とどめます。

さらに、特殊信号発光機が反応した際に運転士

三社ですとか黒字の会社はやらなくていいという

題といたします。

第一点でございます。

に音で知らせるシステムや自動でブレーキが掛か

話ではなくて、限られた財源の中で全部に広げる

況にかかわらず全ての鉄道事業者を障害物検知装

る踏切用ＡＴＳの導入など、各鉄道事業者の取組

と、結局、赤字の事業者ですとか営業利益率が少

交通大臣。

置等の設置の補助対象事業者にするように検討し

を把握した上で、より安全性を高められる新技術

ない事業者に対しての補助が薄くなってしまうと

○国務大臣（赤羽一嘉君） ただいま議題となり

ました住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備

ていただきたいと思います。

については鉄道施設総合安全対策事業の補助対象

いうことであります。
ですから、黒字会社、ＪＲ三社等は、これは当

政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土

となるように併せて検討していただきたいと思い
ますが、赤羽大臣のお考えをお聞かせください。

のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律

進めるべきであるということでありますし、加え

現在、我が国の住宅市場は量的には充足してい

然、この安全対策というのを最優先で行うという

事業者も、また国土交通省も全く同じ考えでござ

て、経営状況が悪い会社でも、しっかりとこの踏

る一方で、耐震性、省エネルギー性能が十分でな

○国務大臣（赤羽一嘉君） 踏切における事故を

います。

切保安設備の整備等々について鉄道事業者が果た

い住宅ストックが多く存在いたします。こうした

等の一部を改正する法律案の提案理由につきまし

特に、平成二十八年度から、非常用の押しボタ

すべき役割は果たしてもらわなければいけないわ

住宅について、建て替えやリフォームにより質を

のは彼らの姿勢でもありますし、そうしたことは

ンですとか全方位型警報機、また、人や車椅子の

けですし、そうしたことが、経営体質が貧弱なと

向上させるとともに、適切に維持保全し、将来世

撲滅していかなければいけないというのは、鉄道

検知が可能となる３Ｄの障害物検知装置への切替

ころに対しましては国が集中的にサポートをする

て御説明申し上げます。

えもこの補助対象に追加をしておりますし、また、

用していくことは、住居取得に係る負担の軽減や

代が受け継ぐことのできるストックとして有効活
総合的にしっかりと、この踏切道のみならず鉄

地球環境への負荷を低減させる観点から重要です。

ということでございます。
道の事故が改善されるように、安全第一の鉄道行

今回の踏切道改良促進法の改正では、踏切の状態
を監視するためのカメラの設置も新たに補助対象
とさせていただいたところでございます。

宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入で

このため、長期優良住宅の認定促進等による住
す。よろしくお願いします。

きる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性

政、しっかりと取り組んでまいる決意でございま

けでございますが、今後も、新技術の開発に合わ

○木村英子君 ありがとうございます。質問を終

これまでもこうした支援制度を拡充してきたわ
せ、また、関係者、当事者の皆様の意見を聞きな
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化させることが必要です。
このような趣旨から、この度この法律案を提案
することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申
し上げます。
第一に、共同住宅に係る長期優良住宅の認定に
ついて、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組
みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに
変更することとしております。
第二に、長期優良住宅の認定に当たって、住宅
性能評価を行う登録機関による住宅の構造等の確
認結果を活用することにより、認定に係る審査の
合理化を図ることとしております。
第三に、長期優良住宅の認定基準として、災害
リスクに配慮する基準を追加することとしており
ます。
第四に、住宅紛争処理の対象として、リフォー
ム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した
住宅に係る紛争を追加することとしております。
また、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与す
ることとしております。
第五に、住宅紛争処理支援センターの業務とし
て、住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研
究を行うことを追加することとしております。
その他、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。

以上がこの法律案を提案する理由でございます。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、何
とぞ御審議よろしくお願い申し上げます。
以上です。
○委員長（江崎孝君） 以上で趣旨説明の聴取は
終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日
はこれにて散会いたします。
午後二時三十四分散会
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