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（１）審議概観

第185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２件、衆議

院提出法律案１件及び承認案件１件の合

計４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４種類４件

は、いずれも保留とした。

〔法律案等の審査〕

海賊多発海域海賊対策・特定船舶

における日本船舶の警備に関する特別措

は、民間警備員による特定警備の置法案

、 、必要性 本法律案と海賊対処法との関係

民間警備員の適格性の確保及び武器使用

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。

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

特定地域における一般乗タクシー

用旅客自動車運送事業の適正化及び活性

化に関する特別措置法等の一部を改正す

は、タクシー事業における規制る法律案

緩和の影響、法改正による利用者サービ

スの向上及び運賃の在り方、個人及び中

小タクシー事業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。

交通政策 は、参交通政策基本法案

考人から意見を聴取するとともに、本法

案の基本理念を踏まえた交通行政の在り

、 、方 地域公共交通への国の支援の必要性

交通における大規模災害対策等について

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

〔国政調査〕

、国土交通行政の諸施策につ10月31日

いて、太田国土交通大臣から説明を聴取

した。

、質疑を行い、新たな「国土11月５日

のグランドデザイン」の策定に向けた国

土交通大臣の決意、尖閣諸島周辺におけ

る海上保安庁による領海警備の状況、Ｊ

Ｒ北海道に対する国の管理監督責任につ

いての認識、平成24年九州北部豪雨に係

、る災害復旧事業の早期実施に向けた取組

2020年の東京オリンピック・パラリン

ピック開催に向けた国土交通省の取組、



「社会資本メンテナンス元年」の基本理

念及び国民への情報発信の必要性、訪日

外国人数の増加に向けた広報戦略の強化

の必要性、東日本大震災からの復旧に当

たっての防潮堤建設の在り方、脱法ハウ

スの現状と住まいの貧困を解消するため

の方策、海洋資源開発における国土交通

省の役割、ＪＲ北海道の厳しい経営状況

を踏まえた経営安定基金の積み増し等の

必要性などの諸問題が取り上げられた。

、鉄道運行の安全について質11月７日

疑を行い、北海道エリアのみでＪＲ北海

道１社とした国鉄の分割民営化に対する

政府の評価、ＪＲ北海道の厳しい現場作

業環境についての国土交通大臣の認識、

ＪＲ北海道の事故・トラブル原因を究明

する上で現場意見を尊重することの重要

性、ＪＲ北海道に外部有識者会議を設置

し安全確保のための改善策を講ずる必要

性、ＪＲ北海道の事故・トラブルが頻発

する理由及び労使関係の状況、ＪＲ北海

道に対する継続的な監査及び改善指示の

必要性、ＪＲ北海道に関してＪＲ会社法

の適用を除外した上で国費投入等の措置

を講ずる必要性、技術断層解消のため職

員の雇用延長やＯＢの活用を図ることの

重要性などの諸問題が取り上げられた。

、東京海上保安部の海上保安11月21日

業務に関する実情調査のための視察を

行った。

、鉄道運行の安全について質11月28日

疑を行い、ＡＴＳ装置を故意に破壊した

社員に対する処分内容の妥当性、ＪＲ北

海道の安全性に関する信頼を回復するた

めの方策、軌道の検査データ改ざん問題

についての調査状況、経営側と全労働組

合が安全対策を協議する場を設けること

の必要性、レール幅の異常放置問題の原

因及び再発防止策、ＪＲ北海道の国有化

又はＪＲ他社との統合についての国土交

通省の見解、職場環境の改善を目的とし

た社員向け相談窓口の必要性、継目ボル

ト・標識・フェンスの不具合に係る改善

指示の必要性、ＪＲ北海道の問題が我が

国鉄道の信頼性に及ぼした影響などの諸

問題が取り上げられた。

（２）委員会経過

○平成25年10月31日(木)（第１回）

理事を選任した。

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

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。

国土交通行政の諸施策に関する件について太

田国土交通大臣から説明を聴いた。

○平成25年11月５日(火)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国土のグランドデザインについての基本認識

に関する件、ＪＲ北海道の安全対策及び国土

交通省の対応に関する件、災害復旧の迅速化

に向けての取組に関する件、今後の社会資本

メンテナンスに向けた取組に関する件、訪日

外国人数を増加させるための情報発信の強化

に関する件、東日本大震災からの復旧におけ

る防潮堤建設の在り方に関する件、脱法ハウ

ス解消のための取組に関する件、海洋資源開

発における国土交通省の取組に関する件等に

ついて太田国土交通大臣、野上国土交通副大

臣、 木国土交通副大臣、中原国土交通大臣

政務官、土井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〕

赤池誠章君（自民 、広田一君（民主 、野） ）

田国義君（民主 、魚住裕一郎君（公明 、） ）

藤巻幸夫君（みん 、和田政宗君（みん 、） ）

（ ）、 （ ）、辰已孝太郎君 共産 室井邦彦君 維新



吉田忠智君（社民）

○平成25年11月７日(木)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

鉄道運行の安全に関する件について太田国土

交通大臣、 木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〕

江島潔君（自民 、田城郁君（民主 、魚住） ）

裕一郎君（公明 、和田政宗君（みん 、辰） ）

已孝太郎君（共産 、室井邦彦君（維新 、） ）

吉田忠智君（社民）

海賊多発海域における日本船舶の警備に関す

（ ）（ ）る特別措置法案 閣法第４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25年11月12日(火)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

海賊多発海域における日本船舶の警備に関す

（ ）（ ）る特別措置法案 閣法第４号 衆議院送付

について太田国土交通大臣、後藤田内閣府副

大臣、野上国土交通副大臣、木原防衛大臣政

務官、中原国土交通大臣政務官、石原外務大

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〕

北村経夫君（自民 、広田一君（民主 、田） ）

城郁君（民主 、魚住裕一郎君（公明 、和） ）

田政宗君（みん 、辰已孝太郎君（共産 、） ）

室井邦彦君（維新 、吉田忠智君（社民））

（閣法第４号）

賛成会派 自民、民主、公明、みん、維新

反対会派 共産、社民

○平成25年11月14日(木)（第５回）

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事

業の適正化及び活性化に関する特別措置法等

の一部を改正する法律案（衆第２号 （衆議）

について発議者衆議院議員金子一義院提出）

君から趣旨説明を聴いた。

○平成25年11月19日(火)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事

業の適正化及び活性化に関する特別措置法等

の一部を改正する法律案（衆第２号 （衆議）

について発議者衆議院議員金子一義院提出）

君、同渡辺博道君、同菅原一秀君、同三日月

大造君、同赤澤亮正君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 、野田国義君（民主 、） ）

（ ）、 （ ）、魚住裕一郎君 公明 藤巻幸夫君 みん

（ ）、 （ ）、和田政宗君 みん 辰已孝太郎君 共産

室井邦彦君（維新 、吉田忠智君（社民））

（衆第２号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民主 公明 共産 維新

社民

反対会派 みん

なお、附帯決議を行った。

○平成25年11月21日(木)（第７回）

交通政策基本法案（閣法第17号 （衆議院送）

について太田国土交通大臣から趣旨説明付）

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25年11月26日(火)（第８回）

交通政策基本法案（閣法第17号 （衆議院送）

、付）について次の参考人から意見を聴いた後

各参考人に対し質疑を行った。

〔参考人〕

情報・システム研究機構国立情報学研究所

名誉教授 淺野正一郎君

筑波大学社会工学域教授 石田東生君

立命館大学経営学部特任教授 土居靖範君

〔質疑者〕

森屋宏君（自民 、田城郁君（民主 、魚住） ）

裕一郎君（公明 、藤巻幸夫君（みん 、辰） ）

已孝太郎君（共産 、室井邦彦君（維新 、） ）

吉田忠智君（社民）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

交通政策基本法案（閣法第17号 （衆議院送）

について太田国土交通大臣、 木国土交付）

通副大臣、土井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〕



太田房江君（自民 、広田一君（民主 、田） ）

城郁君（民主 、魚住裕一郎君（公明 、和） ）

田政宗君（みん 、辰已孝太郎君（共産 、） ）

室井邦彦君（維新 、吉田忠智君（社民））

（閣法第17号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民主 公明 みん 維新

社民

反対会派 共産

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（第183

につい回国会閣承認第４号 （衆議院送付））

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。

（第183回国会閣承認第４号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民主 公明 みん 共産

維新、社民

反対会派 なし

○平成25年11月28日(木)（第９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。

鉄道運行の安全に関する件について太田国土

交通大臣、土井国土交通大臣政務官、政府参

考人、参考人北海道旅客鉄道株式会社代表取

締役社長野島誠君、同株式会社取締役鉄道事

業本部工務部長笠島雅之君及び同株式会社常

務取締役総合企画本部長小山俊幸君に対し質

疑を行った。

〔質疑者〕

赤池誠章君（自民 、江島潔君（自民 、広） ）

田一君（民主 、野田国義君（民主 、魚住） ）

裕一郎君（公明 、和田政宗君（みん 、紙） ）

智子君（共産 、室井邦彦君（維新 、吉田） ）

忠智君（社民）

○平成25年12月６日(金)（第10回）

請願第719号外３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。


