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（１）審議概観

第177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９件（うち

本院先議２件）、本院議員提出法律案１件

及び承認案件１件の合計11件であり、そ

のうち内閣提出法律案９件及び承認案件

１件の合計10件を可決又は承認した。

また、本委員会付託の請願８種類53件

は、いずれも保留とした。

〔法律案等の審査〕

踏切道・鉄道 踏切道改良促進法の

一部を改正する法律案は、立体交差化計

画等の作成義務廃止と踏切改良の実効性

の確保策、鉄道の安全対策等について質

疑が行われ、全会一致をもって可決され

た。

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処

理に関する法律等の一部を改正する法律

案は、整備新幹線の着実な整備の必要性、

ＪＲ三島貨物会社に対する支援策の経営

改善効果、特例業務勘定の今後の収支の

見通し、並行在来線に対する支援の在り

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。

港湾・特定船舶 港湾法及び特定外

貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を

改正する法律案は、港湾の国際競争力強

化のための総合的施策の必要性、港湾の

公益性を担保することの必要性、港湾関

係者への配慮の必要性等について質疑が

行われ、多数をもって可決された。なお、

附帯決議が付された。

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

るの件は、全会一致をもって承認された。

航空・空港 関西国際空港及び大阪

国際空港の一体的かつ効率的な設置及び

管理に関する法律案及び航空法の一部を

改正する法律案の両案は一括して議題と

され、関西国際空港と大阪国際空港との

役割分担の在り方と一体的運営の意義、

特定空港運営事業による関西国際空港再

生の見通し、航空法改正案提出の背景と

特定操縦技能審査制度創設の意義等につ

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。

都市再生・住宅 都市再生特別措置

法の一部を改正する法律案は、特定都市



再生緊急整備地域の指定要件とその制度

の効果、地方都市再生に資する施策の充

実、民間都市開発事業に対する金融支援

措置の妥当性等について質疑が行われ、

多数をもって可決された。なお、附帯決

議が付された。

高齢者の居住の安定確保に関する法律

等の一部を改正する法律案は、サービス

付き高齢者向け住宅の概要及び供給促進

策、サービス付き高齢者向け住宅におい

て介護や医療との連携を図る必要性、低

所得の高齢者に対する居住の安定確保策

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。

東日本大震災 東日本大震災による

被害を受けた公共土木施設の災害復旧事

業等に係る工事の国等による代行に関す

る法律案及び東日本大震災により甚大な

被害を受けた市街地における建築制限の

特例に関する法律案の両案は一括して議

題とされ、公共土木施設の災害復旧事業

等に係る工事の国等による代行の進め方、

地域住民の意向を反映した被災市街地の

復興の必要性、被災市街地の建築制限期

間延長の理由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。

〔国政調査等〕

３月10日、国土交通行政の基本施策に

ついて、大畠国土交通大臣から所信を聴

取した。

３月24日、国土交通行政の基本施策に

ついて質疑を行い、東北地方太平洋沖地

震を踏まえた公共事業の在り方及び社会

資本整備重点計画の見直し、応急仮設住

宅建設に要する建設資材・機材の確保に

向けた取組と資材買占めの実態、中小建

設業者に対する資金繰り支援と受注者の

状況に応じた施工中公共工事の一時中止、

被災県外の宿泊施設及び公営住宅等にお

ける被災者の受入れ状況と情報の一元化、

阪神・淡路大震災の経験を踏まえた被災

者の住宅確保に係る大規模計画の早期策

定の必要性、応急仮設住宅について建設

用地確保や水道等のインフラ整備に係る

課題、仮設住宅の情報提供の重要性、減

少を続ける防災関係予算に対する大臣の

所見及び被災地以外の地域でも防災対策

や関連予算の充実を図る必要性、今回の

大震災による観光産業への影響と産業縮

小への対策、宿泊施設の避難所としての

活用と受入れ費用を全額国庫負担とする

必要性、震災被害対策における国交大臣

のリーダーシップ発揮の必要性などの諸

問題が取り上げられた。

３月25日、予算委員会から委嘱された

平成23年度国土交通省予算の審査を行い、

大畠国土交通大臣から説明を聴取した後、

質疑を行い、平成23年東北地方太平洋沖

地震における国交省のこれまでの対応状

況と今後の取組に対する大臣の決意、被

災地における廃車手続の簡略化及び自動

車税等の減免・猶予、原子力災害による

観光産業への風評被害を軽減するための

海外への正確な情報発信の必要性、今回

の震災を踏まえた住宅・建築物や道路等

の公共施設の耐震性向上の取組及び社会

資本整備重点計画の見直しの方向性、地

盤の液状化対策の強化と社会資本整備重

点計画に液状化対策を位置づける必要性、

防災及び治水の重要性を踏まえた ッ場

ダム建設事業の検証の必要性、被災地支

援のための建設業界による災害応急復旧

対応に係る経費の前払等の必要性、輸送

業界の緊急物資輸送費用の国による負担

などの諸問題が取り上げられた。



４月12日、質疑を行い、直轄事業維持

管理負担金廃止と災害復旧事業の地方負

担分存続の整合性、災害救助法の基準を

超える応急仮設住宅設置費用の負担の在

り方、がれきの処理に係る法律及び国庫

補助の枠組み、がれき処理や応急仮設住

宅建設を被災地の事業者に発注する必要

性、過度な自粛による観光産業への影響

を避けるための取組の必要性、東日本大

震災による観光産業への影響の調査結果

と政府の認識、災害時に備えた通信ネッ

トワークのバックアップ体制を構築する

必要性、我が国船舶に対する諸外国の放

射線関連の規制強化の状況と政府の対策

などの諸問題が取り上げられた。

５月17日、浦安市における液状化等に

よる被害及び復旧状況の実情調査のため

の視察を行った。

５月19日、質疑を行い、フリーゲージ

トレインの技術開発の進ちょく状況及び

これまでに投入された予算の総額、九州

新幹線長崎ルートの費用対効果及び今後

の整備の在り方、仮設住宅建設をめぐる

総理の発言とリーダーシップの在り方、

国土交通省における東日本大震災への対

応及び被災自治体に対する支援の状況、

震災への迅速な対応を踏まえた地方整備

局及び地方運輸局等の国の出先機関の在

り方、液状化現象による被害の把握状況

及び液状化対策の検討状況、八ッ場ダム

の検証作業の進ちょく状況及び生活再建

事業の着実な実施の必要性、今回の震災

による我が国の領海警備への影響、放射

性物質を含む下水汚泥の取扱いに従事す

る労働者の被ばく管理体制構築の現状な

どの諸問題が取り上げられた。

５月26日、質疑を行い、被災地域にお

ける下水処理施設の被害・応急復旧状況、

汚水処理機能の早期復旧のため合併浄化

槽を活用することについての大臣の所見、

震災の教訓を踏まえた多重的な交通網の

整備の必要性、整備新幹線の未着工区間

の着工認可に向けた大臣の決意、災害復

旧に係る地方負担軽減のため「災害臨時

交付金」を創設する必要性、災害廃棄物

を最終処理するまでに必要となる費用を

今後国が支援する必要性、公共土木施設

復旧工事代行法の施行状況及び活用の必

要性、住宅エコポイント事業の終了前倒

しの理由及び今後の施策の在り方、放射

性物質を含む下水汚泥の取扱い基準及び

その副次産物の使用基準を設ける必要性、

避難施設を核とした被災地域のまちづく

りに関する大臣の所見などの諸問題が取

り上げられた。２

（２）委員会経過

○平成23年３月10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。

国土交通行政の基本施策に関する件について

大畠国土交通大臣から所信を聴いた。

○平成23年３月24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

大畠国土交通大臣、池口国土交通副大臣、三

井国土交通副大臣、岡本厚生労働大臣政務官

及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

吉田忠智君（社民）、佐藤信秋君（自民）、

渡辺猛之君（自民）、長沢広明君（公明）、

上野ひろし君（みん）、藤井孝男君（日改）

○平成23年３月25日(金)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成二十三年度一般会計予算（衆議院送付）



平成二十三年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十三年度政府関係機関予算（衆議院送

付）

（国土交通省所管）について大畠国土交通大

臣から説明を聴いた後、同大臣、三井国土交

通副大臣、池口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〕

中原八一君（自民）、長沢広明君（公明）、

上野ひろし君（みん）、吉田忠智君（社民）

本委員会における委嘱審査は終了した。

踏切道改良促進法の一部を改正する法律案

（閣法第12号）（衆議院送付）について大畠

国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成23年３月30日(水)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

踏切道改良促進法の一部を改正する法律案

（閣法第12号）（衆議院送付）について大畠

国土交通大臣、池口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〕

渡辺猛之君（自民）、長沢広明君（公明）、

上野ひろし君（みん）、藤井孝男君（日改）、

吉田忠智君（社民）

（閣法第12号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改、

社民

反対会派 なし

港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する

法律の一部を改正する法律案（閣法第17号）

（衆議院送付）について大畠国土交通大臣か

ら趣旨説明を聴いた。

○平成23年３月31日(木)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する

法律の一部を改正する法律案（閣法第17号）

（衆議院送付）について大畠国土交通大臣、

三井国土交通副大臣、池口国土交通副大臣及

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〕

中原八一君（自民）、白浜一良君（公明）、

上野ひろし君（みん）、藤井孝男君（日改）、

吉田忠智君（社民）

（閣法第17号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改、

反対会派 社民

なお、附帯決議を行った。

○平成23年４月12日(火)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

災害復旧事業、応急仮設住宅及びがれき処理

に対する国庫負担に関する件、東日本大震災

による観光産業への影響と対策に関する件、

観光振興のための情報発信の必要性に関する

件、災害時の通信・観測におけるバックアッ

プの必要性に関する件、我が国船舶に対する

放射能検査等の現状に関する件等について大

畠国土交通大臣、篠原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〕

佐藤信秋君（自民）、長沢広明君（公明）、

上野ひろし君（みん）、藤井孝男君（日改）、

吉田忠智君（社民）

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ

効率的な設置及び管理に関する法律案（閣法

第47号）

航空法の一部を改正する法律案（閣法第48号）

以上両案について大畠国土交通大臣から趣旨

説明を聴いた。

○平成23年４月14日(木)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ

効率的な設置及び管理に関する法律案（閣法

第47号）

航空法の一部を改正する法律案（閣法第48号）

以上両案について大畠国土交通大臣、三井国

土交通副大臣、市村国土交通大臣政務官及び

政府参考人に対し質疑を行い、質疑を終局し

た。

〔質疑者〕

安井美沙子君（民主）、岩井茂樹君（自民）、

白浜一良君（公明）、上野ひろし君（みん）、

藤井孝男君（日改）、吉田忠智君（社民）

○平成23年４月19日(火)（第８回）



関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ

効率的な設置及び管理に関する法律案（閣法

第47号）

航空法の一部を改正する法律案（閣法第48号）

以上両案をいずれも可決した。

（閣法第47号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改、

社民

反対会派 なし

（閣法第48号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改、

社民

反対会派 なし

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）について大畠

国土交通大臣から趣旨説明を聴き、同大臣、

池口国土交通副大臣、小泉国土交通大臣政務

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〕

平山幸司君（民主）、渡辺猛之君（自民）、

長沢広明君（公明）、上野ひろし君（みん）、

藤井孝男君（日改）、吉田忠智君（社民）

（閣法第19号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改

反対会派 社民

なお、附帯決議を行った。

○平成23年４月26日(火)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一

部を改正する法律案（閣法第20号）（衆議院

送付）について大畠国土交通大臣から趣旨

説明を聴き、同大臣、池口国土交通副大臣、

岡本厚生労働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〕

藤原良信君（民主）、佐藤信秋君（自民）、

長沢広明君（公明）、上野ひろし君（みん）、

藤井孝男君（日改）、吉田忠智君（社民）

（閣法第20号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改、

社民

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成23年４月28日(木)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

東日本大震災による被害を受けた公共土木施

設の災害復旧事業等に係る工事の国等による

代行に関する法律案（閣法第61号）（衆議院

送付）

東日本大震災により甚大な被害を受けた市街

地における建築制限の特例に関する法律案

（閣法第62号）（衆議院送付）

以上両案について大畠国土交通大臣から趣旨

説明を聴き、同大臣、三井国土交通副大臣、

池口国土交通副大臣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〕

藤原良信君（民主）、岩井茂樹君（自民）、

長沢広明君（公明）、上野ひろし君（みん）、

藤井孝男君（日改）、吉田忠智君（社民）

（閣法第61号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改、

社民

反対会派 なし

（閣法第62号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改、

社民

反対会派 なし

○平成23年５月１日(日)（第11回）

東日本大震災に対処するために必要な財源の

確保を図るための特別措置に関する法律案

（閣法第67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。

○平成23年５月１日(日)

財政金融委員会、厚生労働委員会、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23年５月19日(木)（第12回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。



フリーゲージトレインの開発及び九州新幹線

長崎ルートの費用対効果に関する件、国土交

通省の震災対応とリーダーシップの在り方に

関する件、地盤の液状化対策に関する件、八ッ

場ダムの検証作業に関する件、領海警備法制

の在り方に関する検討状況に関する件、多量

の放射性物質を含む下水汚泥の処理に関する

件等について大畠国土交通大臣、東内閣府副

大臣、池口国土交通副大臣、津川国土交通大

臣政務官及び政府参考人に対し質疑を行っ

た。

〔質疑者〕

川崎稔君（民主）、吉田博美君（自民）、

長沢広明君（公明）、上野ひろし君（みん）、

藤井孝男君（日改）、吉田忠智君（社民）

○平成23年５月26日(木)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

被災地域における下水処理施設の復旧及び合

併浄化槽の整備に関する件、震災の教訓を踏

まえた多重的な交通網の整備の必要性に関す

る件、災害廃棄物処理事業等における地方負

担の軽減に関する件、住宅エコポイント事業

終了後の施策の在り方に関する件、多量の放

射性物質を含む下水汚泥の処理に関する件、

避難施設を核とした被災地域のまちづくりに

関する件等について大畠国土交通大臣、中山

経済産業大臣政務官、小泉国土交通大臣政務

官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

小見山幸治君（民主）、岡田直樹君（自民）、

佐藤信秋君（自民）、長沢広明君（公明）、

上野ひろし君（みん）、藤井孝男君（日改）

○平成23年５月31日(火)（第14回）

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関

する法律等の一部を改正する法律案（閣法

第32号）（衆議院送付）について大畠国土交

通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成23年６月７日(火)（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関

する法律等の一部を改正する法律案（閣法

第32号）（衆議院送付）について大畠国土交

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〕

伊達忠一君（自民）、岡田直樹君（自民）、

白浜一良君（公明）、上野ひろし君（みん）、

藤井孝男君（日改）、吉田忠智君（社民）

（閣法第32号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改、

社民

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成23年６月16日(木)（第16回）

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）について大畠国土交

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 民主、自民、公明、みん、日改、

社民

反対会派 なし

○平成23年８月31日(水)（第17回）

請願第21号外52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。


