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輿石 東（民主） 佐藤 信秋（自民） （20.3.25 現在）

（１）審議概観

第169回国会において本委員会に付託され

た案件は、内閣提出法律案８件（うち本院先

議１件）及び承認案件１件であり、いずれも可

決又は承認した。

また、本委員会付託の請願８種類82件は、

いずれも保留とした。

〔法律案等の審査〕

観光庁・運輸安全委員会・海難審判所 国

土交通省設置法等の一部を改正する法律案

は、観光立国の実現に関する施策を一体的

に推進するため、観光庁を設置するとともに、

航空・鉄道事故調査委員会及び海難審判庁

を運輸安全委員会及び海難審判所に改組す

るほか、船員労働委員会を廃止し、その所掌

事務を交通政策審議会等に移管する等の措

置を講じようとするものである。なお、衆議院

において運輸安全委員会の権限を追加する

等の修正が行われた。

委員会においては、観光庁の設置効果及

び関係省庁等との連携強化策、運輸安全委

員会の中立性確保と機能拡充の必要性、改

組される海難審判所の司法機能の維持、船

員労働委員会の廃止に伴う適正な事務移管

等について質疑が行われ、全会一致をもって

可決された。なお、附帯決議が付された。

海上運送・船員・港湾・外国船舶・特定船舶

海上運送法及び船員法の一部を改正する

法律案については、日本籍船・船員が減少し

た理由とトン数標準税制導入等支援策によ

る改善効果、国民に対する海事広報・教育の

促進及び船員育成策の強化、航海命令制度

の適正な運用等について質疑が行われ、全

会一致をもって可決された。なお、附帯決議

が付された。

港湾法の一部を改正する法律案について

は、基幹的広域防災拠点の新規整備の必要

性と総合的な緊急輸送体制の確立、国際競

争力を具備した港湾物流システムの早期構

築、港湾広域防災施設の運用管理及び埠頭

出入管理システムの経費負担の在り方等につ

いて質疑が行われ、全会一致をもって可決さ

れた。

領海等における外国船舶の航行に関する

法律案については、外国船舶の領海内航行

の秩序維持と本法律案の役割、海洋の安全



に欠かせない海上保安体制の強化、頻発す

る海難防止のための海上交通安全対策の強

化等について質疑が行われ、全会一致をもっ

て可決された。

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置

法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶

の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

については、多数をもって承認された。

観光圏・歴史的風致 観光圏の整備による

観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法

律案及び地域における歴史的風致の維持及

び向上に関する法律案の両案については、

一括して議題とし、観光圏の整備と計画認定

基準の在り方、観光旅客の来訪促進策の強

化、歴史まちづくりに係る新法制定の目的とそ

の効果、歴史的風致維持向上のための省庁

間連携の必要性等について質疑が行われ、

両案はいずれも全会一致をもって可決され

た。なお、両案に対して、それぞれ附帯決議

が付された。

地域公共交通 地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律の一部を改正する法律

案については、地域公共交通活性化・再生法

の施行状況と本改正案提出の理由、鉄道事

業再構築事業に対する国の予算・税制支援と

地方財政措置の在り方、実効性ある公有民営

上下分離方式の導入と安全輸送の確保等に

ついて質疑が行われ、全会一致をもって可決

された。なお、附帯決議が付された。

空港・航空 空港整備法及び航空法の一部

を改正する法律案については、今後の空港

整備・運営の在り方、空港別収支状況開示の

必要性、東京国際空港の更なる国際化の推

進とアクセス機能の強化等について質疑が行

われ、全会一致をもって可決された。なお、附

帯決議が付された。

〔国政調査等〕

３月25日、国土交通行政の基本施策につ

いて、冬柴国土交通大臣から所信を聴取し

た。

３月27日、国土交通行政の基本施策につ

いて質疑を行い、道路特定財源の暫定税率

が期限切れになった場合の減収への地方自

治体の対応策、道路中期計画に基づく道路

整備の必要性に対する国土交通省の所見、

改正建築基準法施行による影響と大臣認定

プログラムの開発状況、タクシー運賃値上げ

後の運転者の労働条件改善状況、三位一体

改革による地方交付税削減と今回の暫定税

率廃止がもたらす地方財政への影響の比較、

道路未整備地域等におけるドクターヘリシス

テム整備の必要性、築地卸市場の移転中止

と観光エリア的活用の必要性、中心市街地活

性化基本計画の認定状況と今後の取組、地

域の基幹産業としての建設業再生策、観光立

国政策としての外国人観光客増加対策と成

田・羽田の拡張工事促進の必要性、公共交

通利用における内部障害者への配慮と女性

専用車両に係る障害者利用の周知徹底、駐

車場等における国土交通省の緑化の取組、

不適正な支出が指摘される道路特定財源制

度に対する国民の信頼回復策、あずみ野観

光バス事故を踏まえたバス事業者の安全評

価制度確立の必要性などの諸問題が取り上

げられた。

同日、予算委員会から委嘱された平成20

年度国土交通省予算の審査を行い、冬柴国

土交通大臣から説明を聴取した後、質疑を行

い、東京への諸機能の一極集中に対する防

災・国土計画上の対応策、道路特別会計から

国土交通省職員に人件費や児童手当等を支



出したとの報道に対する所見、自動車・鉄道

等各輸送モードを包含した総合的な交通施

策の確立の必要性、平成17年の交通センサ

スに基づき道路中期計画を見直すことの確認

と適切な交通需要予測の在り方、利根川水系

の堤防強化事業の今後の見通し、大型車両

により損傷の著しい埼玉県松伏町の町道の

修繕方針及び東埼玉道路の早期整備の必要

性、規制緩和がもたらした運転者の労働条件

悪化等タクシー事業をめぐる課題への対応、

航空機の滑走路誤進入等の一因とされる発

着回数の増加と管制官の人員不足への対策

などの諸問題が取り上げられた。

４月15日、東京国際（羽田）空港、東扇島

地区基幹的広域防災拠点等に関する実情調

査のための視察を行った。

（２）委員会経過

○平成20年３月25日（火）（第１回）

国土の整備、交通政策の推進等に関する調査

を行うことを決定した。

国土交通行政の基本施策に関する件について

冬柴国土交通大臣から所信を聴いた。

○平成20年３月27日（木）（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

国土交通行政の基本施策に関する件について

冬柴国土交通大臣、松島国土交通副大臣、政

府参考人及び参考人中日本高速道路株式会社

代表取締役社長高橋文雄君に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

大江康弘君（民主）、長浜博行君（民主）、

田中康夫君（民主）、佐藤信秋君（自民）、

鰐淵洋子君（公明）、渕上貞雄君（社民）

平成二十年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（国土交通省所管）について冬柴国土交通大

臣から説明を聴いた後、同大臣及び政府参考

人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

室井邦彦君（民主）、藤本祐司君（民主）、

西田実仁君（公明）、渕上貞雄君（社民）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○平成20年４月８日（火）（第３回）

領海等における外国船舶の航行に関する法律

案（閣法第47号）について冬柴国土交通大臣

から趣旨説明を聴いた。

○平成20年４月10日（木）（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

領海等における外国船舶の航行に関する法律

案（閣法第47号）について冬柴国土交通大臣

及び政府参考人に対し質疑を行った後、可決

した。

〔質疑者〕

広田一君（民主）、長谷川大紋君（自民）、

鰐淵洋子君（公明）、渕上貞雄君（社民）

（閣法第47号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民

反対会派 なし

○平成20年４月22日（火）（第５回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

国土交通省設置法等の一部を改正する法律案

（閣法第10号）（衆議院送付）について冬柴

国土交通大臣から趣旨説明を、衆議院におけ

る修正部分について衆議院国土交通委員長竹

本一君から説明を聴いた。

道路整備費の財源等の特例に関する法律の一

部を改正する法律案（閣法第４号）（衆議院

送付）について財政金融委員会に連合審査会

の開会を申し入れることを決定した。

また、同法律案について財政金融委員会から

連合審査会開会の申入れがあった場合はこれ

を受諾することを決定した。



○平成20年４月23日（水）

財政金融委員会、国土交通委員会連合審査会

（第１回）

（財政金融委員会を参照）

○平成20年４月24日（木）

財政金融委員会、国土交通委員会連合審査会

（第２回）

（財政金融委員会を参照）

○平成20年４月24日（木）（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国土交通省設置法等の一部を改正する法律案

（閣法第10号）（衆議院送付）について冬柴

国土交通大臣、松島国土交通副大臣、山本国

土交通大臣政務官及び政府参考人に対し質疑

を行った後、可決した。

〔質疑者〕

水岡俊一君（民主）、田中康夫君（民主）、

藤本祐司君（民主）、伊達忠一君（自民）、

西田実仁君（公明）、渕上貞雄君（社民）

（閣法第10号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成20年５月９日（金）

財政金融委員会、国土交通委員会連合審査会

（第３回）

（財政金融委員会を参照）

○平成20年５月13日（火）（第７回）

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在

の促進に関する法律案（閣法第11号）（衆議

院送付）

地域における歴史的風致の維持及び向上に関

する法律案（閣法第12号）（衆議院送付）

以上両案について冬柴国土交通大臣から趣旨

説明を聴いた。

○平成20年５月15日（木）（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在

の促進に関する法律案（閣法第11号）（衆議

院送付）

地域における歴史的風致の維持及び向上に関

する法律案（閣法第12号）（衆議院送付）

以上両案について冬柴国土交通大臣、山本国

土交通大臣政務官及び政府参考人に対し質疑

を行った後、いずれも可決した。

〔質疑者〕

輿石東君（民主）、室井邦彦君（民主）、広

田一君（民主）、藤本祐司君（民主）、谷川

秀善君（自民）、鰐淵洋子君（公明）、渕上

貞雄君（社民）

（閣法第11号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民

反対会派 なし

（閣法第12号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民

反対会派 なし

なお、両案についてそれぞれ附帯決議を行っ

た。

○平成20年５月20日（火）（第９回）

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

の一部を改正する法律案（閣法第13号）（衆

議院送付）について冬柴国土交通大臣から趣

旨説明を聴いた。

○平成20年５月22日（木）（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

の一部を改正する法律案（閣法第13号）（衆

議院送付）について冬柴国土交通大臣及び政

府参考人に対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

川上義博君（民主）、山下八洲夫君（民主）、

羽田雄一郎君（民主）、佐藤信秋君（自民）、

西田実仁君（公明）、渕上貞雄君（社民）

（閣法第13号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成20年５月27日（火）（第11回）

海上運送法及び船員法の一部を改正する法律

案（閣法第34号）（衆議院送付）について冬

柴国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成20年５月29日（木）（第12回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。



海上運送法及び船員法の一部を改正する法律

案（閣法第34号）（衆議院送付）について冬

柴国土交通大臣及び政府参考人に対し質疑を

行った後、可決した。

〔質疑者〕

長浜博行君（民主）、平山幸司君（民主）、

鶴保庸介君（自民）、鰐淵洋子君（公明）、

渕上貞雄君（社民）

（閣法第34号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成20年６月３日（火）（第13回）

港湾法の一部を改正する法律案（閣法第35号）

（衆議院送付）について冬柴国土交通大臣か

ら趣旨説明を聴いた。

○平成20年６月５日（木）（第14回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

港湾法の一部を改正する法律案（閣法第35号）

（衆議院送付）について冬柴国土交通大臣、

松島国土交通副大臣及び政府参考人に対し質

疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

室井邦彦君（民主）、田中康夫君（民主）、

長谷川大紋君（自民）、西田実仁君（公明）、

渕上貞雄君（社民）

（閣法第35号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民

反対会派 なし

空港整備法及び航空法の一部を改正する法律

案（閣法第71号）（衆議院送付）について冬

柴国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成20年６月10日（火）（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

空港整備法及び航空法の一部を改正する法律

案（閣法第71号）（衆議院送付）について冬

柴国土交通大臣、松島国土交通副大臣及び政

府参考人に対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

池口修次君（民主）、川上義博君（民主）、

伊達忠一君（自民）、鰐淵洋子君（公明）、

渕上貞雄君（社民）

（閣法第71号）

賛成会派 民主、自民、公明、社民

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第

五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港

禁止の実施につき承認を求めるの件（閣承認

第２号）（衆議院送付）について冬柴国土交

通大臣から趣旨説明を聴いた後、承認すべき

ものと議決した。

（閣承認第２号）

賛成会派 民主、自民、公明

反対会派 社民

○平成20年６月20日（金）（第16回）

請願第127号外81件を審査した。

国土の整備、交通政策の推進等に関する調査

の継続調査要求書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。




