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（１）審議概観

第196回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出８件（うち本院

先議１件）及び衆議院提出１件（国土交

通委員長）の合計９件であり、そのうち

内閣提出７件（うち本院先議１件）及び

衆議院提出１件の合計８件を可決し、内

閣提出１件を修正議決した。

また、本委員会付託の請願12種類228件

は、いずれも保留とした。

１

〔法律案の審査〕

道路法等の一部を改正する法道路

は、重要物流道路の指定と道路整備律案

の在り方、道路の老朽化対策の推進、無

電柱化に向けた取組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。

外国人観光旅客観光・移動円滑化

の旅行の容易化等の促進による国際観光

の振興に関する法律の一部を改正する法

は、国際観光旅客税を財源とする施律案

策の在り方、外国人観光客の地方への誘

客促進、観光基盤の拡充・強化の方策等

について質疑が行われた。質疑終局後、

自由民主党・こころ及び公明党から、こ

「 」の法律の施行期日を 平成30年４月１日

から「公布の日」に改める修正案が提出

され、討論の後、修正案及び修正部分を

除く原案はいずれも多数をもって可決さ

れ、本法律案は修正議決された。なお、

附帯決議が付された。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律の一部を改正する法律

は、高齢者、障害者等の移動等の円滑案

化の一層の促進を図るため、公共交通移

動等円滑化基準等の適用対象となる事業

者の範囲の拡大、事業者等への計画作成

の義務付け、市町村による移動等円滑化

の促進等に関する措置を講じようとする

ものである。

委員会においては、参考人から意見を

聴取するとともに、バリアフリー化の現

、状と事業者等によるハード・ソフト対策

市町村マスタープランの作成及び地方に

対する国の支援、東京オリンピック・パ

ラリンピックに向けた課題と対応策 「心、

のバリアフリー」の取組の在り方等につ

いて質疑が行われ、全会一致をもって可



決された。なお、附帯決議が付された。

建築基準法建築・都市再生・土地

は、法改正の意の一部を改正する法律案

義及び効果、建築規制の見直しと防火・

耐火性能の確保の在り方、木造建築の推

、進に向けた取組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。

都市再生特別措置法等の一部を改正す

は、都市のスポンジ化対策の在る法律案

り方、都市計画行政における国と地方自

治体等の役割と取組、まちづくりに資す

る人材の育成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。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関

は、参考人から意見をする特別措置法案

聴取するとともに、公共事業における収

用手続の合理化・円滑化の意義、地域福

利増進事業の在り方、土地所有者の探索

に向けた取組、所有者不明土地の発生の

抑制・解消のための方策等について質疑

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。

海外社会資本事インフラ海外展開

業への我が国事業者の参入の促進に関す

は、法律案の意義及び効果、イる法律案

ンフラシステムの海外展開の現状と今後

の取組方針、相手国・競合国の動向に留

意した対応の在り方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。

船舶の再資源化解体船舶再資源化

は、船舶のの適正な実施に関する法律案

再資源化解体に係る国内外の動向、再資

源化解体の適正な実施のための取組、条

約の発効に向けた諸外国に対する支援等

について質疑が行われ、全会一致をもっ

て可決された。

鉄道軌道整備法の一部を改正鉄道

は、全会一致をもって可決さする法律案

れた。なお、附帯決議が付された。

１

〔国政調査等〕

、国土交通行政の基本施策に３月20日

ついて、石井国土交通大臣から所信を聴

取した。

、国土交通行政の基本施策に３月22日

ついて質疑を行い、リニア中央新幹線の

建設工事をめぐる受注調整事件による工

期への影響、船舶燃料に係るＳＯｘ規制

の現状及び政府の対応方針、森友学園へ

の国有地売却に係る地下埋設物の確認方

法の妥当性及び再調査の必要性、ＪＲ北

海道に対する国の支援方策、ＪＲ貨物が

ＪＲ北海道に支払う線路使用料について

の根拠及び経緯 いわゆるゴールデンルー、

トに集中する訪日観光客の流れを地方へ

向けるための取組、四国新幹線を基本計

画路線から整備計画路線に格上げするこ

とに係る国土交通大臣の認識、九州北部

豪雨の被災自治体に対する国土交通省職

員の派遣延長と増員の必要性、中国人観

、光客等を対象とした白タク行為への対応

財務省による森友学園に係る決裁文書書

換えを踏まえた国土交通省の調査・検証

の必要性、新幹線の台車亀裂に係る構造

的な要因の分析・解明及び具体的な対策

の見通し、火山の観測態勢の強化及び火

山ハザードマップの作成の促進に向けた

取組、大阪航空局の依頼により減額措置

を行った等とする財務省資料についての

事実関係、森友学園への国有地売却に係

る大阪航空局の関わりについての国土交

通大臣の認識、トラック事業者が適正な

運賃を受け取るための改正標準貨物自動

車運送約款の活用、トラック運転手の労

働時間短縮に向けた取組、海の再生等の

ためにダムの堆砂を活用することに対す

る国土交通省の見解、道路の無電柱化に



ついて電線・通信線のみに浅層埋設を認

めることによる問題点などの諸問題が取

り上げられた。

、予算委員会から委嘱された３月23日

、平成30年度国土交通省予算の審査を行い

、石井国土交通大臣から説明を聴取した後

質疑において、福井県の国道８号で発生

した豪雪による大規模な車両の立ち往生

事案の再発防止策、高速道路の四車線化

に係る取組方針、尖閣諸島周辺海域など

における状況を踏まえた海上保安体制の

強化策、火山防災対策の推進に向けた人

材育成・強化のための中長期的な対策、

ＢＲＴシステムの活用方策についての国

土交通省の見解、ＪＲ羽田空港アクセス

線及び蒲蒲線の整備に向けた課題及び国

の対応方針、東京オリンピック・パラリ

ンピックにおける沿道の暑さ対策及び交

通需要管理、リニア中央新幹線建設工事

に係る被告発会社に対する発注済み工事

の契約解除等の必要性、首都圏空港の容

量拡大に向けた羽田空港の飛行経路見直

しに係る住民説明の進捗状況、首都圏の

鉄道における電気設備に起因する輸送障

害の解消のための対応策、建設業におけ

る時間外労働規制の原則適用など働き方

改革の実現に向けた取組、南海トラフ地

震の発生確率値の上昇を踏まえた堤防整

備・耐震化等の促進などの諸問題が取り

上げられた。

、質疑を行い、海上保安体制４月５日

の強化に向けた国土交通大臣の所見、森

友学園への国有地売却に係る地下埋設物

の状況に対する国土交通省の見解、森友

学園との契約の解除に伴う国有地の再売

、払い時の埋設物処分費用の積算の在り方

危機管理型水位計設置等による中小河川

の緊急治水対策の推進、航空機からの落

下物防止対策及び落下物被害者救済制度

の具体的内容、森友学園との国有地売買

契約における地下埋設物撤去費用に係る

法的検討の妥当性、羽田空港駐車場の混

雑緩和に向けた取組、新関西国際空港株

式会社への現物出資に係る所有権移転登

記手続の経緯、宅配便の再配達率の改善

に向けた取組、大規模太陽光発電設備で

あるメガソーラーの開発に係る規制の在

り方などの諸問題が取り上げられた。

、高齢者、障害者等の移動の４月19日

円滑化等に関する実情調査のため、東京

都及び神奈川県に視察を行った。

、質疑を行い、森友学園への５月15日

国有地売却交渉の経過等をめぐる調査結

果を早期に示す必要性、建設工事従事者

の適正な安全衛生経費の確保に向けた国

土交通省における検討状況、森友学園へ

の国有地売約時の地下埋設物処分費用の

積算方法と算定根拠の妥当性、背後地に

おける産業集積など国際コンテナ戦略港

湾政策の推進に向けた取組、ボーイング

７８７型機に係る米国連邦航空局の耐空

性改善命令を踏まえた航空局の対応、羽

田・成田両空港の機能強化に係る航空政

策の戦略的展望、ライドシェアを規制の

サンドボックス制度の対象とすることに

よる安全性低下の懸念、国民の生命・財

産を自然災害から守るための防災気象情

報の提供の在り方、気象ビジネスの創出

など成長戦略としての気象データの利活

用に向けた施策、土砂災害警戒区域内に

居住する住民の他地域移転についての取

組、土砂災害防止等に向けてインフラ設

備の維持管理に新技術を活用することの

必要性、建設業の就業者の現状と担い手

確保などの課題に関する国土交通大臣の

認識、建設業における適切な賃金水準の

確保と社会保険への加入促進に向けた取

組などの諸問題が取り上げられた。



、質疑を行い、インフラシス５月29日

テムの海外展開促進に向けた技術コンサ

ルティング機能の強化の必要性、暫定二

車線区間における四車線化の推進及びワ

イヤロープ等を活用した安全対策、新た

なタクシーサービスについての規制改革

推進会議の意見に対する国土交通大臣の

見解、森友学園への国有地売却に係る地

下埋設物処分費用の算定根拠の妥当性、

ＪＲ各社における不採算路線の現状と国

土交通省の対処方針、平成29年９月に国

土交通省航空局長と財務省理財局長との

間で行われた意見交換に係る文書の調査

の必要性、洋上風力発電の現状と一般海

域における導入拡大に向けた制度の整備

状況、ボーイング７６７型機のエンジン

不具合による引き返し事案への国土交通

省の対応、森友学園への国有地売約交渉

、の経過等をめぐる国土交通省の調査状況

公文書の適切な管理に対する国土交通大

臣の所見、太平洋島嶼国に対する海上保

安能力の向上支援を始めとするＯＤＡの

推進、港湾施設及び海岸保全施設の老朽

化対策の推進、みなとオアシスに対する

支援及び地域振興に資する釣り施設とし

ての港湾の活用、大型バスの運転者をバ

ス会社間で融通する施策に対する国土交

通省の見解などの諸問題が取り上げられ

た。

、質疑を行い、住宅宿泊事業６月７日

法の施行に係る条例の制定状況及び違法

民泊対策の在り方、自動車メーカーによ

る燃費測定データに係る不正事案への対

応、国土交通省から開示された森友学園

への国有地売却に係る交渉記録以外の記

録の有無、会計検査院による森友学園問

題に関する報告作成に際しての国土交通

省等の対応の在り方、森友学園への国有

地売却に係る地下埋設物処分費用の算定

根拠の妥当性、地下埋設物処分費用の増

額に際しての近畿財務局と大阪航空局の

協議内容、高齢運転者の交通事故防止施

策に関する国の取組状況、免許証返納者

の移動手段の確保に向けた自家用有償運

送事業の活用の在り方、トラック運送事

業における女性労働者の確保及び長時間

労働の是正等に対する取組、訪日外国人

旅行者数4,000万人の目標達成に向けた地

方の誘客の取組に対する支援策、森友学

園問題における財務大臣の責任に関する

国土交通大臣の所見、運輸事業振興助成

交付金の交付対象を既存都道府県バス協

会以外に拡大することへの見解などの諸

問題が取り上げられた。

、質疑を行い、鉄道事業者の６月14日

経営判断による路線の廃止についての手

続及び国土交通省の認識、ＪＲ只見線・

日田彦山線に係る災害復旧費用の見込額

及び地元負担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30年３月20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

石井国土交通大臣から所信を聴いた。

○平成30年３月22日(木)（第２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

、 、石井国土交通大臣 あきもと国土交通副大臣

牧野国土交通副大臣、政府参考人及び会計検

査院当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民 、鉢呂吉雄君（民進 、） ）

山本博司君（公明 、高瀬弘美君（公明 、） ）



山添拓君（共産 、室井邦彦君（維新 、青） ）

木愛君（希会 、行田邦子君（希党 、平山） ）

佐知子君（国声）

○平成30年３月23日(金)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成三十年度一般会計予算（衆議院送付）

平成三十年度特別会計予算（衆議院送付）

（ ）平成三十年度政府関係機関予算 衆議院送付

について石井国土交通大（国土交通省所管）

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〕

（ ）、 （ ）、足立敏之君 自民 羽田雄一郎君 民進

竹内真二君（公明 、山添拓君（共産 、室） ）

井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声））

本委員会における委嘱審査は終了した。

○平成30年３月27日(火)（第４回）

道路法等の一部を改正する法律案（閣法第３

について石井国土交通大号 （衆議院送付））

臣から趣旨説明を聴いた。

○平成30年３月29日(木)（第５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。

道路法等の一部を改正する法律案（閣法第３

について石井国土交通大号 （衆議院送付））

臣、あきもと国土交通副大臣、高橋国土交通

大臣政務官、政府参考人及び参考人東日本高

速道路株式会社取締役兼常務執行役員荒川真

君に対し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

足立敏之君（自民 、増子輝彦君（民進 、） ）

竹内真二君（公明 、山添拓君（共産 、室） ）

井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声））

（閣法第３号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民進 公明 維新 希会

希党、国声

反対会派 共産

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進によ

る国際観光の振興に関する法律の一部を改正

にする法律案（閣法第４号 （衆議院送付））

ついて石井国土交通大臣から趣旨説明を聴い

た。

○平成30年４月３日(火)（第６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。

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進によ

る国際観光の振興に関する法律の一部を改正

にする法律案（閣法第４号 （衆議院送付））

ついて石井国土交通大臣、あきもと国土交通

副大臣、政府参考人及び参考人日本銀行理事

宮野谷篤君に対し質疑を行い、討論の後、修

正議決した。

〔質疑者〕

井上義行君（自民 、増子輝彦君（民進 、） ）

高瀬弘美君（公明 、山添拓君（共産 、室） ）

井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声））

（閣法第４号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民進 公明 維新 希会

希党、国声

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○平成30年４月５日(木)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

海上保安体制の強化に関する件、森友学園へ

の国有地売却問題に関する件、中小河川にお

ける水害対策の推進に関する件、航空機から

の落下物対策に関する件、羽田空港駐車場に

おける混雑緩和対策に関する件、トラック運

送業の生産性向上の取組に関する件、太陽光

発電設備等に係る規制の在り方に関する件等

について石井国土交通大臣、牧野国土交通副

大臣、政府参考人及び会計検査院当局に対し

質疑を行った。

〔質疑者〕

中野正志君（自民 、小川敏夫君（民進 、） ）

竹内真二君（公明 、山添拓君（共産 、室） ）

井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声））

建築基準法の一部を改正する法律案（閣法第

について石井国土交通大臣から趣旨説44号）

明を聴いた。



○平成30年４月10日(火)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

建築基準法の一部を改正する法律案（閣法第

について石井国土交通大臣、牧野国土44号）

交通副大臣、大沼厚生労働大臣政務官及び政

府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決

した。

〔質疑者〕

中野正志君（自民 、鉢呂吉雄君（民進 、） ）

山本博司君（公明 、山添拓君（共産 、室） ）

井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声））

（閣法第44号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民進 公明 維新 希会

希党、国声

反対会派 共産

○平成30年４月12日(木)（第９回）

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

について石案（閣法第24号 （衆議院送付））

井国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成30年４月17日(火)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

について石案（閣法第24号 （衆議院送付））

井国土交通大臣、あきもと国土交通副大臣、

政府参考人及び会計検査院当局に対し質疑を

行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

足立敏之君（自民 、増子輝彦君（民進 、） ）

竹内真二君（公明 、山添拓君（共産 、室） ）

井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声））

（閣法第24号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民進 公明 維新 希会

希党、国声

反対会派 共産

○平成30年５月15日(火)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

森友学園への国有地売却問題に関する件、建

設業における就業者の処遇改善に関する件、

国際コンテナ戦略港湾政策に関する件、首都

圏空港の機能強化等の在り方に関する件、防

災気象情報の提供及び気象データの利活用に

関する件、土砂災害防止対策の推進に関する

件等について石井国土交通大臣、政府参考人

及び会計検査院当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

増子輝彦君（民主 、山添拓君（共産 、室） ）

井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声 、野） ）

田国義君（無）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の一部を改正する法律案（閣法第

について石井国土交通23号 （衆議院送付））

大臣から趣旨説明を聴いた。

また、同法律案について参考人の出席を求め

ることを決定した。

○平成30年５月17日(木)（第12回）

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の一部を改正する法律案（閣法第

について次の参考人か23号 （衆議院送付））

ら意見を聴いた後、各参考人に対し質疑を

行った。

〔参考人〕

中央大学研究開発機構教授 秋山哲男君

高山市長 國島芳明君

一般社団法人全日本視覚障害者協議会代表

理事 田中章治君

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民 、山本博司君（公明 、） ）

伊藤孝恵君（民主 、山添拓君（共産 、室） ）

井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声 、野） ）

田国義君（無）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の一部を改正する法律案（閣法第

について石井国土交通23号 （衆議院送付））

大臣、牧野国土交通副大臣、高橋国土交通大

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 、山本博司君（公明 、） ）

伊藤孝恵君（民主 、山添拓君（共産 、室） ）



井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声 、野） ）

田国義君（無）

（閣法第23号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 公明 民主 共産 維新

希会、希党、国声、無（野田国

義君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成30年５月22日(火)（第13回）

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の

促進に関する法律案（閣法第32号 （衆議院）

について石井国土交通大臣から趣旨説送付）

明を聴いた。

○平成30年５月24日(木)（第14回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の

促進に関する法律案（閣法第32号 （衆議院）

について石井国土交通大臣、牧野国土送付）

交通副大臣、高橋国土交通大臣政務官及び政

府参考人に対し質疑を行い、討論の後、可決

した。

〔質疑者〕

末松信介君（自民 、竹内真二君（公明 、） ）

羽田雄一郎君（民主 、山添拓君（共産 、） ）

室井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行） ）

田邦子君（希党 、平山佐知子君（国声 、） ）

野田国義君（無）

（閣法第32号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 公明 民主 維新 希会

希党、国声、無（野田国義君）

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○平成30年５月29日(火)（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

タクシーに係る規制及び安全確保の在り方に

関する件、インフラシステムの海外展開に関

する件、暫定二車線区間の四車線化及び安全

対策の取組に関する件、森友学園への国有地

売却問題に関する件、ＪＲの赤字路線の現状

、 、に関する件 洋上風力発電の推進に関する件

太平洋島嶼国に対する海上保安能力の向上支

援に関する件、港湾施設の維持管理・利活用

に関する件等について石井国土交通大臣、あ

きもと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〕

阿達雅志君（自民 、高瀬弘美君（公明 、） ）

増子輝彦君（民主 、山添拓君（共産 、室） ）

井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行田） ）

邦子君（希党 、平山佐知子君（国声 、野） ）

田国義君（無）

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

に別措置法案（閣法第52号 （衆議院送付））

ついて石井国土交通大臣から趣旨説明を聴い

た。

また、同法案について参考人の出席を求める

ことを決定した。

○平成30年５月31日(木)（第16回）

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

に別措置法案（閣法第52号 （衆議院送付））

ついて次の参考人から意見を聴いた後、両参

考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

公益財団法人東京財団政策研究所研究員・

政策オフィサー 吉原祥子君

水源開発問題全国連絡会共同代表 嶋津暉

之君

〔質疑者〕

石井正弘君（自民 、竹内真二君（公明 、） ）

羽田雄一郎君（民主 、山添拓君（共産 、） ）

青木愛君（希会 、行田邦子君（希党 、平） ）

山佐知子君（国声 、野田国義君（無））

○平成30年６月５日(火)（第17回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特

に別措置法案（閣法第52号 （衆議院送付））

ついて石井国土交通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〕

石井正弘君（自民 、竹内真二君（公明 、） ）

羽田雄一郎君（民主 、山添拓君（共産 、） ）

青木愛君（希会 、行田邦子君（希党 、平） ）

山佐知子君（国声 、野田国義君（無））



（閣法第52号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 公明 民主 維新 希会

希党、国声、無（野田国義君）

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○平成30年６月７日(木)（第18回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

住宅宿泊事業の適切な実施に関する件、森友

学園への国有地売却問題に関する件、高齢運

転者による交通事故防止対策及び免許証返納

者の移動手段の確保に関する件、訪日外国人

旅行者の地方誘客の促進に関する件、自動車

運送事業における労働環境の改善及び事業の

適正化に関する件等について石井国土交通大

臣、牧野国土交通副大臣、政府参考人及び会

計検査院当局に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

増子輝彦君（民主 、山添拓君（共産 、青） ）

木愛君（希会 、行田邦子君（希党 、平山） ）

佐知子君（国声 、野田国義君（無））

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法

について律案（閣法第53号 （衆議院送付））

石井国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成30年６月12日(火)（第19回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法

について律案（閣法第53号 （衆議院送付））

石井国土交通大臣、あきもと国土交通副大臣

及び政府参考人に対し質疑を行った後、可決

した。

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、朝日健太郎君 自民 高瀬弘美君 公明

羽田雄一郎君（民主 、山添拓君（共産 、） ）

室井邦彦君（維新 、青木愛君（希会 、行） ）

田邦子君（希党 、平山佐知子君（国声 、） ）

野田国義君（無）

（閣法第53号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 公明 民主 共産 維新

希会、希党、国声、無（野田国

義君）

反対会派 なし

○平成30年６月14日(木)（第20回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

鉄道の災害復旧に関する件等について石井国

土交通大臣及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

山添拓君（共産）

鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案（衆

について提出者衆議第25号 （衆議院提出））

院国土交通委員長西村明宏君から趣旨説明を

聴いた後、可決した。

（衆第25号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 公明 民主 共産 維新

希会、希党、国声、無（野田国

義君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成30年７月20日(金)（第21回）

理事の補欠選任を行った。

請願第168号外227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。


