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（１）審議概観

第190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６件（うち

本院先議１件）及び承認案件２件の合計

８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217件

は、いずれも保留とした。

〔法律案等の審査〕

鉄道・港湾 踏切道改良促進法等の

一部を改正する法律案は、法改正の意義、

踏切事故の防止に向けた取組、踏切道の

改良に係る地域関係者の合意形成、道路

協力団体制度の運用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。

港湾法の一部を改正する法律案は、公

募による占用許可手続の運用方法、洋上

風力発電事業の導入の在り方、クルーズ

船の受入環境の整備等について質疑が行

われ、多数をもって可決された。

海上保安 海上交通安全法等の一部

を改正する法律案は、海上交通管制一元

化の意義及び対象となる指定海域の見通

し、新海上交通センターの機能及びバッ

クアップ体制の構築、非常災害時におけ

る船舶交通の安全確保方策、船舶自動識

別装置の普及促進等について質疑が行わ

れ、全会一致をもって可決された。

流通 流通業務の総合化及び効率化

の促進に関する法律の一部を改正する法

律案は、法改正による効果、トラック運

転者等の不足解消と労働環境の改善に向

けた取組、物流の共同化の推進と関係者

の連携強化、モーダルシフトの一層の促

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。

不動産・都市再生 宅地建物取引業

法の一部を改正する法律案は、法改正の

意義及び効果、建物状況調査いわゆるイ

ンスペクションの在り方、既存住宅の流

通促進に向けた取組等について質疑が行

われ、全会一致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

る法律案は、都市再生施策の推進と地方

都市の活性化、都市の国際競争力及び防

災機能の強化に向けた取組、老朽化した

団地型マンション等の再生の在り方等に

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 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２号）及び特定

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３号）の両件は、一括して議題とさ

れ、いずれも全会一致をもって承認され

た。

〔国政調査等〕

第189回国会閉会後の平成27年12月３

日、基礎ぐい工事問題等について質疑を

行い、基礎ぐい工事問題に関し国土交通

省が関係業者に対して行った指導の内容

及び今後の対応、データ流用のあった物

件の安全性を確認し担保するための措置、

建設業における重層的な下請関係等構造

的な問題についての国土交通省の認識及

び対策、基礎ぐい工事問題の再発防止に

向けた国土交通大臣の決意、福島県の復

興の加速・インフラ整備及び観光振興に

向けての国土交通大臣の決意、問題となっ

たマンションに関する元請及び販売業者

の責任、ライドシェアにおける運行管理

及び車両整備等に係る安全対策の妥当性、

国家戦略特別区域でのライドシェア導入

についての国土交通大臣の認識、工事監

理業務の適正化及び第三者的な工事監理

者による実効性を図ることの必要性、海

外交通・都市開発事業支援機構の活用等

インフラ海外展開に向けた今後の取組、

東日本大震災被災地における防潮堤整備

についての国土交通大臣の見解、沖縄県

辺野古周辺海域における海上保安庁の警

備活動に対する懸念などの諸問題が取り

上げられた。

平成28年３月８日、国土交通行政の基

本施策について、石井国土交通大臣から

所信を聴取した。

３月10日、国土交通行政の基本施策に

ついて質疑を行い、民間資金の活用によ

る社会インフラ整備に向けた取組、海事

産業の国際競争力強化のための方策、Ｊ

Ｒ常磐線の全線開通及び常磐道の４車線

化に関する総理指示を踏まえた今後の対

応、軽井沢スキーバス事故の運行事業者

に対する国土交通省による監督の妥当性、

貸切バスの安全確保のための参入規制の

厳格化及び監査体制の充実の必要性、地

域公共交通に係る合意形成が不十分な自

家用旅客有償運送の特例制度拡大への懸

念、海事産業における生産性の向上及び

担い手の確保に向けた取組、軽井沢スキー

バス事故と貸切バス事業における規制緩

和との関連性、ＧＤＰ600兆円の実現に資

するリニア中央新幹線の東京－大阪間同

時開業の必要性、鉄道事業者による安全

の確保及び鉄道事故に係る損害賠償につ

いての国土交通大臣の所見、貸切バス事

業の監査を補完する旅客自動車運送適正

化事業実施機関の活用の必要性、公共工

事設計労務単価の引上げを現場の建設労

働者の賃金に反映させる施策の必要性な

どの諸問題が取り上げられた。

３月23日、予算委員会から委嘱された

平成28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、

質疑を行い、海上保安体制の強化に向け

た取組の実施状況、道路事業の評価手法

として防災上の効果を考慮する必要性、

航空テロ対策に関する国土交通大臣の見

解、福岡空港の滑走路の増設及び民営化

の見通し、博多港におけるクルーズ船受

入環境の整備の必要性、山陽自動車道ト

ンネル事故を踏まえた道路トンネル非常

用施設設置基準の見直しの必要性、自家

用有償旅客運送の旅客の範囲の拡大等が



もたらす安全性低下の懸念、航空機産業

の振興に向けた今後の取組、「民泊」のト

ラブル防止に資する許可制の導入及び行

政による立入検査の強化の必要性、公共

工事設計労務単価の引上げを労働者賃金

へ反映する方策及び公契約法の制定の必

要性、東日本大震災に係る災害復旧工事

の入札談合事案及び予定価格の算出方法

の在り方、地籍調査における所有者の所

在の把握が難しい土地への対応策などの

諸問題が取り上げられた。

４月５日、基礎ぐい工事問題及び軽井

沢スキーバス事故等について質疑を行い、

基礎ぐい工事問題に対するこれまでの取

組と再発防止に向けた国土交通大臣の決

意、建設業の重層下請構造に対する国土

交通省の問題意識とその改善に向けた取

組、軽井沢スキーバス事故発生後の対応

と再発防止に向けた国土交通大臣の決意、

基礎ぐいの支持層到達の判断に係る三井

住友建設と旭化成建材との認識の違い、

軽井沢スキーバス事故を踏まえた国によ

る監査の在り方、自動車運送業全般にお

ける行き過ぎた規制緩和の見直しの必要

性、自動車整備士の確保に向けた国土交

通省の取組、建築確認申請の前にくいの

載荷試験を実施する必要性、国が設置し

た対策委員会の中間取りまとめ報告を踏

まえた旭化成・旭化成建材両社の対応、

防潮堤の高さの妥当性に関する専門家の

指摘に対する国土交通大臣の認識、公共

事業の品質確保に向けた適切な入札制度

の在り方、旅行業界におけるランドオペ

レーターの実態把握及び法規制の必要性

などの諸問題が取り上げられた。

４月26日、質疑を行い、平成28年熊本

地震による被害状況及びその対応、熊本

地震により不通・運行休止となった交通

インフラの復旧、三菱自動車工業の燃費

試験における不正行為を受けた検査体制

の見直し、住宅及び公共施設の耐震化推

進のための補助制度の在り方、熊本地震

被災者の住まいの確保に向けた取組、熊

本地震により被災した九州新幹線の復旧

費の負担見通し及び新幹線脱線対策の在

り方、鉄道駅の無人化による安全性・利

便性の低下に対する政府の認識、災害応

急対策活動拠点施設の耐震化促進の必要

性、外国人観光客増加に伴う通訳及び宿

泊施設不足の解消策、熊本地震による観

光業の被害状況及び政府の支援策、木造

応急仮設住宅の供給体制の整備などの諸

問題が取り上げられた。

５月24日、質疑を行い、持続可能なま

ちづくりに対する国土交通大臣の所感、

公共施設の耐震化率向上に向けた支援措

置及び目標達成の見通し、ＵＲ補償交渉

問題に関する内部調査の徹底の必要性、

空港滑走路工事等における不良施工事案

に対する国土交通省の対応状況、ＵＲ補

償交渉問題におけるＵＲの対応及び国土

交通大臣の所感、新名神高速道路の橋梁

架設工事現場事故に係る今後の国土交通

省の対応、地方の複数空港の一括民営化

についての国土交通大臣の所見、自家用

有償旅客運送事業に関する養父市及び京

丹後市の現状についての認識、利根川水

系・荒川水系の水路の地震対策、小水力

発電及び地域との共存に向けた取組など

の諸問題が取り上げられた。



（２）委員会経過

○平成27年12月３日(木)（第189回国会閉会後

第１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。

基礎ぐい工事問題等に関する件について石井

国土交通大臣、山本国土交通副大臣、長島復

興副大臣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）、

田城郁君（民主）、河野義博君（公明）、辰

巳孝太郎君（共産）、山口和之君（元気）、

室井邦彦君（維新）、和田政宗君（次代）、

吉田忠智君（社民）

○平成28年３月８日(火)（第１回）

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28年３月10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、土井国土交通副大臣、山

本国土交通副大臣、江島国土交通大臣政務官、

津島国土交通大臣政務官、宮内国土交通大臣

政務官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民）、増子輝彦君（民主）、

広田一君（民主）、田城郁君（民主）、河野

義博君（公明）、辰巳孝太郎君（共産）、室

井邦彦君（維会）、中野正志君（日本）、吉

田忠智君（社民）、行田邦子君（無）

○平成28年３月23日(水)（第３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。

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

付）

（国土交通省所管）について石井国土交通大

臣から説明を聴いた後、同大臣、政府参考人、

会計検査院当局、参考人独立行政法人都市再

生機構理事長上西郁夫君及び同機構副理事長

花岡洋文君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

大野 正君（自民）、野田国義君（民主）、

谷合正明君（公明）、辰巳孝太郎君（共産）、

室井邦彦君（維会）、中野正志君（日本）、

吉田忠智君（社民）、脇雅史君（無）、行田

邦子君（無）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○平成28年３月24日(木)（第４回）

踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案

（閣法第13号）（衆議院送付）について石井

国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成28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。

踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案

（閣法第13号）（衆議院送付）について石井

国土交通大臣、江島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〕

田城郁君（民進）、河野義博君（公明）、辰

巳孝太郎君（共産）、室井邦彦君（維会）、

中野正志君（日本）、吉田忠智君（社民）、

脇雅史君（無）、行田邦子君（無）

（閣法第13号）

賛成会派 自民、民進、公明、共産、維会、

日本、社民、無（行田邦子君、

脇雅史君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成28年４月５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。

基礎ぐい工事問題及び軽井沢スキーバス事故

等に関する件について石井国土交通大臣、山

本国土交通副大臣、政府参考人、参考人旭化



成株式会社代表取締役社長小堀秀毅君及び旭

化成建材株式会社代表取締役社長堺正光君に

対し質疑を行った。

〔質疑者〕

豊田俊郎君（自民）、広田一君（民進）、田

城郁君（民進）、河野義博君（公明）、辰巳

孝太郎君（共産）、室井邦彦君（維会）、和

田政宗君（日本）、脇雅史君（無）、行田邦

子君（無）

海上交通安全法等の一部を改正する法律案

（閣法第37号）について石井国土交通大臣か

ら趣旨説明を聴いた。

○平成28年４月７日(木)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

海上交通安全法等の一部を改正する法律案

（閣法第37号）について石井国土交通大臣、

土井国土交通副大臣、江島国土交通大臣政務

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〕

阿達雅志君（自民）、広田一君（民進）、藤

本祐司君（民進）、谷合正明君（公明）、辰

巳孝太郎君（共産）、室井邦彦君（維会）、

中野正志君（日本）、吉田忠智君（社民）、

行田邦子君（無）

（閣法第37号）

賛成会派 自民、民進、公明、共産、維会、

日本、社民、無（行田邦子君、

脇雅史君）

反対会派 なし

○平成28年４月26日(火)（第８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。

平成28年熊本地震による被害状況及びその対

応に関する件、自動車メーカーの燃費試験に

おける不正行為に関する件、住宅及び公共施

設の耐震化の促進に関する件、新幹線脱線対

策に関する件、鉄道駅の無人化に関する件、

外国人観光客増加に伴う通訳及び宿泊施設不

足の解消策に関する件、木造応急仮設住宅の

供給体制の整備に関する件等について石井国

土交通大臣、山本国土交通副大臣、松本内閣

府副大臣、太田厚生労働大臣政務官、森屋総

務大臣政務官、北村経済産業大臣政務官、豊

田文部科学大臣政務官及び政府参考人に対し

質疑を行った。

〔質疑者〕

豊田俊郎君（自民）、増子輝彦君（民進）、

広田一君（民進）、谷合正明君（公明）、辰

巳孝太郎君（共産）、室井邦彦君（維新）、

中野正志君（日本）、吉田忠智君（社民）、

行田邦子君（無）

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する

法律の一部を改正する法律案（閣法第14号）

（衆議院送付）について石井国土交通大臣か

ら趣旨説明を聴いた。

○平成28年４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。

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する

法律の一部を改正する法律案（閣法第14号）

（衆議院送付）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い、討論の後、

可決した。

〔質疑者〕

阿達雅志君（自民）、田城郁君（民進）、河

野義博君（公明）、辰巳孝太郎君（共産）、

室井邦彦君（維新）、中野正志君（日本）、

吉田忠智君（社民）、行田邦子君（無）

（閣法第14号）

賛成会派 自民、民進、公明、維新、日本、

社民、無（行田邦子君）

反対会派 共産

欠席会派 無（脇雅史君）

○平成28年５月10日(火)（第10回）

港湾法の一部を改正する法律案（閣法第19号）

（衆議院送付）について石井国土交通大臣か

ら趣旨説明を聴いた。

○平成28年５月12日(木)（第11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。

港湾法の一部を改正する法律案（閣法第19号）

（衆議院送付）について石井国土交通大臣及

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）、野田国義君（民進）、

河野義博君（公明）、辰巳孝太郎君（共産）、

室井邦彦君（維新）、中野正志君（日本）、

吉田忠智君（社民）、行田邦子君（無）

（閣法第19号）

賛成会派 自民、民進、公明、維新、日本、

社民、無（行田邦子君）

反対会派 共産

欠席会派 無（脇雅史君）

○平成28年５月24日(火)（第12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。

持続可能なまちづくり及び既存住宅の流通促

進に関する件、都市再生機構の補償交渉問題

に関する件、空港滑走路工事等における施工

不良事案に関する件、新名神高速道路の工事

現場事故に係る今後の対応に関する件、地方

空港の民営化の在り方に関する件、有償旅客

運送事業における規制緩和に関する件、利根

川水系・荒川水系の水路に関する件等につい

て石井国土交通大臣、世耕内閣官房副長官、

政府参考人及び参考人独立行政法人都市再生

機構理事長上西郁夫君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

前田武志君（民進）、野田国義君（民進）、

辰巳孝太郎君（共産）、室井邦彦君（維新）、

中野正志君（日本）、吉田忠智君（社民）、

行田邦子君（無）

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案

（閣法第34号）（衆議院送付）について石井

国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成28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。

宅地建物取引業法の一部を改正する法律案

（閣法第34号）（衆議院送付）について石井

国土交通大臣、竹内厚生労働副大臣及び政府

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）、増子輝彦君（民進）、

藤本祐司君（民進）、河野義博君（公明）、

辰巳孝太郎君（共産）、室井邦彦君（維新）、

中野正志君（日本）、吉田忠智君（社民）、

行田邦子君（無）

（閣法第34号）

賛成会派 自民、民進、公明、共産、維新、

日本、社民、無（行田邦子君、

脇雅史君）

反対会派 なし

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）

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）

以上両件について石井国土交通大臣から趣旨

説明を聴いた後、いずれも承認すべきものと

議決した。

（閣承認第２号）

賛成会派 自民、民進、公明、共産、維新、

日本、社民、無（行田邦子君、

脇雅史君）

反対会派 なし

（閣承認第３号）

賛成会派 自民、民進、公明、共産、維新、

日本、社民、無（行田邦子君、

脇雅史君）

反対会派 なし

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

案（閣法第18号）（衆議院送付）について石

井国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成28年５月31日(火)（第14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

案（閣法第18号）（衆議院送付）について石

井国土交通大臣、井上環境副大臣及び政府参

考人に対し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

野田国義君（民進）、増子輝彦君（民進）、

辰巳孝太郎君（共産）、室井邦彦君（維新）、

中野正志君（日本）、吉田忠智君（社民）、



行田邦子君（無）

（閣法第18号）

賛成会派 自民、民進、公明、維新、日本、

無（行田邦子君、脇雅史君）

反対会派 共産、社民

○平成28年６月１日(水)（第15回）

請願第657号外216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。


