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（１）審議概観

第189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７件（うち

本院先議１件）、衆議院提出法律案（国土

交通委員長）１件及び承認案件１件の合

計９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11種類197件

は、いずれも保留とした。

〔法律案等の審査〕

半島振興 半島振興法の一部を改正

する法律案は、全会一致をもって可決さ

れた。なお、附帯決議が付された。

独立行政法人改革 独立行政法人に

係る改革を推進するための国土交通省関

係法律の整備に関する法律案は、独立行

政法人の統合による効果と影響、日本人

船員の増加に向けた海技教育機構等の取

組、ＵＲ賃貸住宅居住者の居住の安定の

確保等について質疑が行われ、討論の後、

多数をもって可決された。なお、附帯決

議が付された。

水管理・国土保全 水防法等の一部

を改正する法律案は、高知県への委員派

遣を行うとともに、下水道事業の運営体

制や地方自治体への財政支援の在り方及

び下水道施設の老朽化対策、内水ハザー

ドマップ等の作成支援と周知に向けた取

組の必要性、地下街等における浸水対策、

民間雨水貯留施設の設置に係る支援等に

ついて質疑が行われ、全会一致をもって

可決された。

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及び独立行政法

人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の

一部を改正する法律案は、地域公共交通

に係る出資業務を機構に新設する意義、

機構の出資基準の在り方と対象事業の見

通し、地域公共交通ネットワークの維持

に向けた取組の推進等について質疑が行

われ、討論の後、多数をもって可決され

た。なお、附帯決議が付された。

鉄道・自動車・航空 旅客鉄道株式

会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する

法律の一部を改正する法律案は、ＪＲ九

州の完全民営化の在り方、赤字路線の維

持及び輸送の安全の確保に向けた取組、

税制特例の取扱い、ＪＲ北海道・四国・

貨物三社の将来展望等について質疑が行

われ、討論の後、多数をもって可決され



た。なお、附帯決議が付された。

道路運送車両法及び自動車検査独立行

政法人法の一部を改正する法律案は、自

動車の基準などに関する国際協定の改定

に対応した車両単位の相互承認制度を創

設するとともに、図柄入りナンバープレー

トの導入、リコール制度に係る装置メー

カーへの対策の強化、自動車検査独立行

政法人と独立行政法人交通安全環境研究

所の統合等の措置を講じようとするもの

である。

委員会においては、タカタ製エアバッ

グのリコール問題に対する国の対応、図

柄入りナンバープレートの導入の在り方、

車両単位の相互承認制度を創設する意義、

統合後の独立行政法人自動車技術総合機

構の業務体制等について質疑が行われ、

討論の後、多数をもって可決された。

航空法の一部を改正する法律案は、ド

ローンなど無人航空機の事故等の状況や

規制の在り方、飛行の承認等に際しての

多様なニーズを踏まえた柔軟な運用、無

人航空機の更なる利活用に向けた検討等

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。

建築 建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律案は、法案提出の意

義及び円滑な施行に向けた対策、建築物

の省エネ性能向上に資する規制と誘導、

住宅の断熱性の向上による居住者の健康

増進等の効果、既存建築物の省エネ改修、

中小工務店等への支援の充実等について

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。

特定船舶 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は、全会一致をもっ

て承認された。

〔国政調査等〕

２月26日～27日、高知県における国土

の整備、交通政策の推進等に関する実情

を調査し、もって今期国会への提出を予

定されている水防法等の一部を改正する

法律案の審査に資するための委員派遣を

行った。

３月24日、国土交通行政の基本施策に

ついて、太田国土交通大臣から所信を聴

取した。

同日、前記委員派遣について、派遣委

員から報告を聴取した。

３月26日、国土交通行政の基本施策に

ついて質疑を行い、東洋ゴム工業の免震

ゴム性能不正事案に対する国土交通省の

対応状況、人口減少社会における「コン

パクト・プラス・ネットワーク」の実現

方法、指定廃棄物等を中間貯蔵施設に安

全・円滑に搬送するための取組、改正タ

クシー特措法に基づく特定地域の指定基

準の在り方と供給過剰解消の実効性、ウー

バー社によるライドシェアサービスの実

証実験に対する国土交通省の対応状況、

自動車点検整備の促進及び無車検・無保

険車対策の強化、港湾におけるクルーズ

船の受入環境の整備、建設残土の適正処

理に向けた法制化の検討の必要性、サー

ビス付き高齢者向け住宅の整備及び高齢

者住宅の在り方、東日本大震災の被災地

における防潮堤の整備の在り方、改正タ

クシー特措法の施行後の状況などの諸問

題が取り上げられた。

４月７日、予算委員会から委嘱された

平成27年度国土交通省予算の審査を行い、

太田国土交通大臣から説明を聴取した後、

質疑を行い、公共事業の安定的・持続的

な確保に向けた国民のコンセンサスづく



り、東日本大震災の集中復興期間終了後

の復興の在り方に関する国土交通大臣の

認識、中間貯蔵施設への指定廃棄物の搬

入を見据えた常磐自動車道におけるＩＣ

新設の見通し、東京オリンピック・パラ

リンピックに備えた国主導による航空保

安体制の強化、内航海運及びトラック業

界における労働条件・就業環境の改善に

向けた具体的取組、港湾の果たす役割に

対する国土交通大臣の見解、観光振興に

資する無電柱化の今後の整備方針及び広

域観光周遊ルートの形成、70年前の都市

計画に基づく特定整備路線の道路を民主

的手続により再検討する必要性、東京オ

リンピック・パラリンピックに向けた交

通機関のバリアフリー化の推進、国が整

備した防潮堤について宮城県の耐震基準

見直しに伴い国負担で追加工事を行う理

由、第一種貨物利用運送事業に関する実

態調査結果を踏まえた対策などの諸問題

が取り上げられた。

５月14日、質疑を行い、東洋ゴム工業

による免震材料の不正事案の社会的影響

及び責任についての社長の認識、国が目

指す国土像と地方公共団体の計画の整合

性、徳島空港など自衛隊との共用空港に

おける重大事案の再発防止に向けた取組、

免震材料の不正事案に対する国土交通省

の見解及び東洋ゴム工業の再発防止策、

建築材料の品質に係る大臣認定制度の在

り方、鉄道事業の安全を確保するための

人材育成及び技術・技能継承の重要性、

箱根山大涌谷周辺の火山活動による風評

被害対策、クルーズ振興に向けた国土交

通省の取組及び成果、住宅扶助基準見直

しにより最低居住面積水準未満の住居へ

の転居指導がなされる懸念、住宅確保要

配慮者の民間賃貸住宅への入居円滑化に

向けた取組、震災復興事業において防潮

堤整備事業の費用を自治体に一部負担さ

せることの必要性、ＪＲ東日本の山手線

電化柱倒壊事案に対する国土交通省の対

応などの諸問題が取り上げられた。

６月16日、質疑を行い、鉄道施設及び

車両のバリアフリー化推進に向けた国土

交通省の取組、東日本大震災被災地の道

路整備事業における被災自治体の財政負

担の在り方、中間貯蔵施設の建設及び搬

入準備のための地権者・トラック業界等

との協議の状況、重大インシデントが発

生した那覇空港の管制運用等に対する国

土交通省の認識、航空機の安全運航の確

保のための対策、国際コンテナ戦略港湾

政策の在り方及び港湾運営会社の経営統

合の状況、国際バルク戦略港湾の競争力

強化に向けた取組、大阪国際空港米軍ヘ

リ緊急着陸情報の地元自治体への提供に

関する政府の対応、福島観光の振興及び

広域観光周遊ルート（東北ルート）形成

に対する国の支援策、東日本大震災被災

地での防潮堤整備における住民合意の在

り方、重要影響事態等における民間運輸

事業者に対する協力要請についての政府

の見解、神戸空港の活用に向けた運航規

制の緩和の必要性などの諸問題が取り上

げられた。

７月２日、質疑を行い、東海道新幹線

の火災事故を踏まえたセキュリティ対策

の再検証の必要性、インターネットを介

して一般住宅等に宿泊者をあっせんする

民泊サービスの規制の必要性、自家用自

動車を利用した相乗りサービスの提供に

係る法令上の課題、自動車安全特別会計

の積立金の取崩しの状況及び一般会計繰

入金の繰戻しの必要性、広域観光周遊ルー

ト形成促進事業の認定ルートにおける継

続的な取組の必要性、地方創生と近畿圏

及び中部圏における都市の国際競争力強



化を両立させるための施策、統合型リゾー

トにおけるカジノ導入に伴う社会的影響

に対する政府の認識、「日本版ＣＣＲＣ構

想」の推進に向けた国土交通省の取組、

東日本大震災被災地の防潮堤整備におけ

る地元住民との合意の在り方などの諸問

題が取り上げられた。

７月28日、福島の復興・再生及び東京

電力福島第一原子力発電所の現況に関す

る実情調査のための視察を行った。

９月８日、質疑を行い、社会資本整備

総合交付金及び防災・安全交付金に関す

る所要の予算の確保、常磐・磐越自動車

道の４車線化及び福島の観光振興のため

の取組、８月に閣議決定された国土形成

計画の推進に向けた国土交通大臣の決意、

多発するＪＲ東日本の事故等を受けた鉄

道の安全対策、独立行政法人自動車事故

対策機構の安全指導業務への民間参入促

進、広島土砂災害・台風第11号被害及び

南海トラフ地震に係る防災対策の推進、

高速鉄道の海外展開の推進及びそのため

の鉄道の安全性・信頼性の維持・向上方

策、日本航空の再建に係る被解雇者の職

場復帰の必要性、ＪＲ只見線の全線復旧

及び観光への活用の必要性、東日本大震

災被災地における防潮堤整備の在り方な

どの諸問題が取り上げられた。

（２）委員会経過

○平成27年２月12日(木)（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。

委員派遣を行うことを決定した。

○平成27年３月24日(火)（第２回）

国土交通行政の基本施策に関する件について

太田国土交通大臣から所信を聴いた。

派遣委員から報告を聴いた。

○平成27年３月26日(木)（第３回）

政府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

太田国土交通大臣、西村国土交通副大臣、北

川国土交通副大臣、青木国土交通大臣政務官、

福山環境大臣政務官及び政府参考人に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

江島潔君（自民）、増子輝彦君（民主）、田

城郁君（民主）、金子洋一君（民主）、河野

義博君（公明）、室井邦彦君（維新）、辰巳

孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、和

田政宗君（次代）、吉田忠智君（社民）

○平成27年３月31日(火)（第４回）

半島振興法の一部を改正する法律案（衆第９

号）（衆議院提出）について提出者衆議院国

土交通委員長今村雅弘君から趣旨説明を聴い

た後、可決した。

（衆第９号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、共産、

元気、次代、社民

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成27年４月７日(火)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成二十七年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十七年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十七年度政府関係機関予算（衆議院送

付）

（国土交通省所管）について太田国土交通大

臣から説明を聴いた後、同大臣、北川国土交

通副大臣、あべ農林水産副大臣及び政府参考

人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

森屋宏君（自民）、増子輝彦君（民主）、金

子洋一君（民主）、山本博司君（公明）、室

井邦彦君（維新）、小池晃君（共産）、山口

和之君（元気）、和田政宗君（次代）、吉田

忠智君（社民）

本委員会における委嘱審査は終了した。



○平成27年４月14日(火)（第６回）

独立行政法人に係る改革を推進するための国

土交通省関係法律の整備に関する法律案（閣

法第48号）について太田国土交通大臣から趣

旨説明を聴いた。

○平成27年４月16日(木)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

独立行政法人に係る改革を推進するための国

土交通省関係法律の整備に関する法律案（閣

法第48号）について太田国土交通大臣、西村

国土交通副大臣及び政府参考人に対し質疑を

行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

山下雄平君（自民）、金子洋一君（民主）、

河野義博君（公明）、室井邦彦君（維新）、

辰巳孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、

和田政宗君（次代）、吉田忠智君（社民）

（閣法第48号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、元気、

次代

反対会派 共産、社民

なお、附帯決議を行った。

○平成27年４月23日(木)（第８回）

水防法等の一部を改正する法律案（閣法第18

号）（衆議院送付）について太田国土交通大

臣から趣旨説明を聴いた。

○平成27年５月12日(火)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

水防法等の一部を改正する法律案（閣法第18

号）（衆議院送付）について太田国土交通大

臣、北川国土交通副大臣、うえの国土交通大

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〕

酒井庸行君（自民）、田城郁君（民主）、山

本博司君（公明）、室井邦彦君（維新）、辰

巳孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、

和田政宗君（次代）、吉田忠智君（社民）

（閣法第18号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、共産、

元気、次代、社民

反対会派 なし

○平成27年５月14日(木)（第10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。

東洋ゴム工業による免震材料の不正事案に関

する件、観光立国の推進に関する件、航空機

の安全運航に関する件、鉄道の安全対策に関

する件、住宅確保要配慮者の居住の安定確保

に関する件等について太田国土交通大臣、永

岡厚生労働副大臣、長島復興副大臣、政府参

考人、参考人東洋ゴム工業株式会社代表取締

役社長山本卓司君及び同株式会社取締役常務

執行役員伊藤和行君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

森屋宏君（自民）、大野 正君（自民）、増

子輝彦君（民主）、田城郁君（民主）、金子

洋一君（民主）、河野義博君（公明）、室井

邦彦君（維新）、辰巳孝太郎君（共産）、山

口和之君（元気）、和田政宗君（次代）、吉

田忠智君（社民）

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構法の一部を改正する法律案（閣法第19

号）（衆議院送付）について太田国土交通大

臣から趣旨説明を聴いた。

○平成27年５月19日(火)（第11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

及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支

援機構法の一部を改正する法律案（閣法第19

号）（衆議院送付）について太田国土交通大

臣、西村国土交通副大臣及び政府参考人に対

し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

大野 正君（自民）、田中直紀君（民主）、

河野義博君（公明）、室井邦彦君（維新）、

辰巳孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、

和田政宗君（次代）、吉田忠智君（社民）

（閣法第19号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、元気、

次代、社民

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。



○平成27年５月21日(木)（第12回）

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社

に関する法律の一部を改正する法律案（閣法

第25号）（衆議院送付）について太田国土交

通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成27年６月２日(火)（第13回）

理事の補欠選任を行った。

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。

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社

に関する法律の一部を改正する法律案（閣法

第25号）（衆議院送付）について太田国土交

通大臣、北川国土交通副大臣、鈴木国土交通

大臣政務官、政府参考人、参考人九州旅客鉄

道株式会社代表取締役社長青柳俊彦君、日本

貨物鉄道株式会社代表取締役社長田村修二

君、北海道旅客鉄道株式会社代表取締役社長

島田修君及び四国旅客鉄道株式会社代表取締

役社長泉雅文君に対し質疑を行い、討論の後、

可決した。

〔質疑者〕

太田房江君（自民）、山下雄平君（自民）、

増子輝彦君（民主）、田城郁君（民主）、金

子洋一君（民主）、河野義博君（公明）、室

井邦彦君（維新）、辰巳孝太郎君（共産）、

山口和之君（元気）、和田政宗君（次代）、

吉田忠智君（社民）

（閣法第25号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、元気、

次代、社民

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○平成27年６月11日(木)（第14回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人

法の一部を改正する法律案（閣法第46号）（衆

議院送付）について太田国土交通大臣から趣

旨説明を聴いた後、同大臣、北川国土交通副

大臣及び政府参考人に対し質疑を行い、質疑

を終局した。

〔質疑者〕

酒井庸行君（自民）、田城郁君（民主）、山

本博司君（公明）、室井邦彦君（維新）、辰

巳孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、

和田政宗君（次代）、吉田忠智君（社民）

○平成27年６月16日(火)（第15回）

道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人

法の一部を改正する法律案（閣法第46号）（衆

議院送付）について討論の後、可決した。

（閣法第46号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、元気、

次代、社民

反対会派 共産

政府参考人の出席を求めることを決定した。

鉄道施設及び車両のバリアフリー化に関する

件、東日本大震災被災地の道路整備事業にお

ける自治体負担に関する件、航空の安全確保

に関する件、国際コンテナ戦略港湾及び国際

バルク戦略港湾に関する件、大阪国際空港の

米軍ヘリ緊急着陸事案に関する件、防潮堤整

備における住民合意の在り方に関する件、重

要影響事態等に係る民間運輸事業者への協力

要請に関する件、神戸空港の運航規制の緩和

に関する件等について太田国土交通大臣、長

島復興副大臣、小里環境副大臣、小泉復興大

臣政務官、佐藤農林水産大臣政務官、竹谷財

務大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

山下雄平君（自民）、増子輝彦君（民主）、

金子洋一君（民主）、河野義博君（公明）、

辰巳孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、

和田政宗君（次代）、吉田忠智君（社民）、

清水貴之君（維新）

○平成27年６月18日(木)（第16回）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律案（閣法第58号）（衆議院送付）につい

て太田国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成27年６月30日(火)（第17回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律案（閣法第58号）（衆議院送付）につい

て太田国土交通大臣、北村環境副大臣、北川

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〕

森屋宏君（自民）、前田武志君（民主）、山

本博司君（公明）、藤巻健史君（維新）、辰

巳孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、

和田政宗君（次代）、吉田忠智君（社民）

（閣法第58号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、共産、

元気、次代、社民

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成27年７月２日(木)（第18回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新幹線の安全対策に関する件、インターネッ

トを通じた民泊サービス及び自家用車の相乗

りサービスの規制に関する件、自動車安全特

別会計の一般会計繰入金に関する件、観光立

国の推進に関する件、地方創生及び大都市圏

整備計画に関する件、統合型リゾートに関す

る件、日本版ＣＣＲＣ構想の推進に関する件、

防潮堤整備における住民合意に関する件等に

ついて太田国土交通大臣、西村国土交通副大

臣、永岡厚生労働副大臣、山本文部科学大臣

政務官、佐藤農林水産大臣政務官及び政府参

考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

太田房江君（自民）、吉田忠智君（社民）、

田城郁君（民主）、金子洋一君（民主）、河

野義博君（公明）、室井邦彦君（維新）、辰

巳孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、

和田政宗君（次代）

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３号）（衆議院送付）について太田国土交

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３号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、共産、

元気、次代、社民

反対会派 なし

○平成27年９月１日(火)（第19回）

理事の補欠選任を行った。

航空法の一部を改正する法律案（閣法第75号）

（衆議院送付）について太田国土交通大臣か

ら趣旨説明を聴いた。

○平成27年９月３日(木)（第20回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

航空法の一部を改正する法律案（閣法第75号）

（衆議院送付）について太田国土交通大臣及

び政府参考人に対し質疑を行った後、可決し

た。

〔質疑者〕

大野 正君（自民）、金子洋一君（民主）、

河野義博君（公明）、室井邦彦君（維新）、

辰巳孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、

和田政宗君（次代）、又市征治君（社民）

（閣法第75号）

賛成会派 自民、民主、公明、維新、共産、

元気、次代、社民、無

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成27年９月８日(火)（第21回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

社会資本整備のための予算確保に関する件、

福島の復興施策の強化に関する件、鉄道の安

全対策に関する件、自動車事故対策機構の安

全指導業務への民間参入促進に関する件、防

災対策の推進に関する件、高速鉄道の海外展

開に向けた取組に関する件、日本航空の再建

に係る雇用問題に関する件、ＪＲ只見線の復

旧及び観光への活用に関する件、防潮堤整備

の在り方に関する件等について太田国土交通

大臣、西村国土交通副大臣及び政府参考人に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

酒井庸行君（自民）、増子輝彦君（民主）、

金子洋一君（民主）、山本博司君（公明）、

室井邦彦君（維新）、辰巳孝太郎君（共産）、

山口和之君（元気）、和田政宗君（次代）

○平成27年９月25日(金)（第22回）

理事の補欠選任を行った。

請願第244号外196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。

委員派遣

○平成27年２月26日（木）、27日（金）

高知県における国土の整備、交通政策の推進

等に関する実情を調査し、もって今期国会へ

の提出を予定されている水防法等の一部を改

正する法律案の審査に資するため

〔派遣地〕

高知県

〔派遣委員〕

広田一君（民主）、江島潔君（自民）、森屋

宏君（自民）、田城郁君（民主）、増子輝彦

君（民主）、河野義博君（公明）、室井邦彦

君（維新）、辰巳孝太郎君（共産）、和田政

宗君（次代）


