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（１）審議概観

第197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１件及び衆議院

提出３件（国土交通委員長）の合計４件

であり、いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願１種類１件

は、保留とした。

〔法律案の審査〕

海洋再生可能エネルギー 海洋再生

可能エネルギー発電設備の整備に係る海

域の利用の促進に関する法律案は、洋上

風力発電等の現状と今後の見通し、海洋

再生可能エネルギー発電設備整備促進区

域の指定及び公募による事業者選定等の

在り方、洋上風力発電の導入に向けた港

湾に係る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。なお、附

帯決議が付された。

ユニバーサル社会 ユニバーサル社

会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一

体的な推進に関する法律案は、ユニバー

サル社会の実現に向けた課題と今後の取

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。

建築士 建築士法の一部を改正する

法律案は、法改正の意義と期待される効

果等について質疑が行われ、全会一致を

もって可決された。

貨物自動車運送 貨物自動車運送事

業法の一部を改正する法律案は、トラッ

ク事業の適確な遂行のための取組及び運

転者の労働条件の改善等について質疑が

行われ、全会一致をもって可決された。

〔国政調査〕

11月15日、国土交通行政の諸施策につ

いて、石井国土交通大臣から説明を聴取

した。

11月20日、質疑を行い、貨物自動車運

送事業における働き方改革の推進方策、

地域建設業者の受注機会に配慮した工事

発注の取組、東京港の堤外地における高

潮対策の推進の必要性、首都高速道路の

老朽化対策及び耐震対策の取組、ブロッ

ク塀の安全対策に係る自治体への財政的

支援の必要性、まるごとまちごとハザー

ドマップの取組の意義と効果及び普及促

進策、建設業等における外国人就労者の

受入れ実態及び新たな在留資格による受

入れの在り方、免震・制振オイルダンパー



に係る不適切事案の発生要因及び再発防

止策、航空機の運航乗務員による飲酒事

案の再発防止策、中小河川緊急治水対策

プロジェクトの進捗状況及び効果、積雪

寒冷地における自治体の除雪費用等に係

る支援強化の必要性、沖縄県による辺野

古沖の公有水面埋立承認の撤回に対する

不服審査申立ての適否、河川堤防の整備

における裏のり面対策の必要性、地域に

おける気象防災業務の推進、所有者不明

土地の制度の見直しに関する今後の方向

性、災害時の避難所として宿泊施設等を

活用する施策の推進、首都圏の海抜ゼロ

メートル地帯における大規模かつ広域的

な避難の在り方、効率的な地籍調査の実

施及び実施体制の強化に資する国土交通

省の取組、災害予防のための河川におけ

る樹木の伐採及び土砂掘削に係る予算措

置の内容、障害者雇用に係る国土交通省

の今後の対応などの諸問題が取り上げら

れた。

11月27日、質疑を行い、防災・減災及

び国土強靱化のための緊急対策に向けた

国土交通大臣の決意、老朽化する道路橋

の安全確保方策、建設現場における建設

工事従事者の墜落・転落災害防止対策、

建設業の人材確保・働き方改革に資する

週休二日が確保できる工期の設定、河川

事業における事前防災のための予算拡充

の必要性、空き家対策における官民が連

携した取組の推進、建設業等の外国人就

労者受入事業に関する報告書等の公開の

在り方、水循環基本法の理念を踏まえた

各種業法の規定見直しの必要性、羽田空

港の飛行経路見直しに際しての横田空域

の管制の在り方、建築物への木材利用の

促進に向けた取組状況、建設業を希望す

る若年層が少ない要因及び担い手確保の

方策、外国人建設就労者受入事業におけ

る監理体制等の妥当性、住宅・建築物及

び宅地における耐震化の促進、インフラ

メンテナンスに係る新技術の開発等に対

する支援方策、個人タクシーに係る譲渡

譲受の円滑化のための施策の在り方、障

害者雇用に係る国土交通省の今後の対応、

下水道の整備状況及び管渠の維持管理・

耐震化に対する支援内容などの諸問題が

取り上げられた。

12月６日、質疑を行い、建設業におけ

る新たな在留資格による外国人の受入れ

等に係る監視体制の検討状況、ＪＲ千歳

線の信号機倒壊事案を踏まえた再発防止

策及び鉄道施設の改修等への支援策、新

たな在留資格に関し建設業など国土交通

省関連５業種を選定した経緯、新たな在

留資格により受入れ対象となる業種に係

る国内人材の確保の在り方、造船・舶用

工業における外国人材受入れに係る必要

労働者推計数の算出根拠、外国人建設就

労者受入事業における就労者の都市部偏

在への認識及び回避策、同受入事業に係

る賃金水準の妥当性及び行方不明者の発

生要因、建設工事に従事する技能実習生

の受入状況等の実態を検証する必要性、

首都圏空港の機能強化に向けた空港施設

整備・飛行経路の見直し等の取組状況、

住宅宿泊事業に係る手続及び自治体の条

例による規制の現状に対する見解、沖縄

県による辺野古沖の公有水面埋立承認の

撤回に対し執行停止を決定した法的根拠、

沖縄防衛局から国土交通大臣に対して申

し立てられた審査請求の審理の在り方、

分譲マンションの適正管理のため管理組

合等の届出制を検討する必要性、住宅確

保要配慮者に係るセーフティネット住宅

の登録促進と地域差解消への取組、航空

機及び事業用自動車に係る飲酒事案の防

止策、自動車に対するアルコール・イン



ターロック装置の装着義務化についての

政府の見解などの諸問題が取り上げられ

た。

（２）委員会経過

○平成30年11月15日(木)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

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石

井国土交通大臣から説明を聴いた。

○平成30年11月20日(火)（第２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。

貨物自動車運送事業における働き方改革に関

する件、所有者不明土地問題に関する件、災

害の頻発・激甚化を踏まえた防災・減災対策

に関する件、ブロック塀の安全性確保に関す

る件、国土交通省関連業種における外国人の

就労に関する件、免震・制振オイルダンパー

に係る不適切事案に関する件、航空機の運航

乗務員の飲酒事案に関する件、河川の氾濫対

策の充実強化に関する件、防災気象情報の活

用に関する件、国土交通省における障害者雇

用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〕

高橋克法君（自民）、朝日健太郎君（自民）、

三浦信祐君（公明）、野田国義君（立憲）、

増子輝彦君（民主）、舟山康江君（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（無）

○平成30年11月27日(火)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

防災・減災、国土強靱化のための緊急対策及

びインフラ老朽化対策に関する件、建設業に

おける労働環境の改善及び人材確保に向けた

取組に関する件、治水対策の充実強化に関す

る件、国土交通省関連業種における外国人の

就労に関する件、水循環基本法を踏まえた各

種業法の規定見直しに関する件、タクシー事

業の在り方に関する件、国土交通省における

障害者雇用に関する件、下水道の整備に関す

る件等について石井国土交通大臣、関経済産

業副大臣、塚田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〕

中野正志君（自民）、矢倉克夫君（公明）、

野田国義君（立憲）、舟山康江君（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（無）

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係

る海域の利用の促進に関する法律案（閣法第

５号）（衆議院送付）について宮腰内閣府特

命担当大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成30年11月29日(木)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係

る海域の利用の促進に関する法律案（閣法第

５号）（衆議院送付）について宮腰内閣府特

命担当大臣、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〕

中泉松司君（自民）、河野義博君（公明）、

野田国義君（立憲）、増子輝彦君（民主）、

舟山康江君（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（無）

（閣法第５号）

賛成会派 自民、公明、立憲、民主、共産、

維新、希会、希党、無（平山佐

知子君）

反対会派 なし



なお、附帯決議を行った。

○平成30年12月６日(木)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総

合的かつ一体的な推進に関する法律案（衆第

７号）（衆議院提出）について提出者衆議院

国土交通委員長谷公一君から趣旨説明を聴

き、衆議院国土交通委員長代理小宮山泰子君、

同盛山正仁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〕

舟山康江君（民主）、山添拓君（共産）、青

木愛君（希会）

（衆第７号）

賛成会派 自民、公明、立憲、民主、共産、

維新、希会、希党、無（平山佐

知子君）

反対会派 なし

建築士法の一部を改正する法律案（衆第８号）

（衆議院提出）について提出者衆議院国土交

通委員長谷公一君から趣旨説明を聴き、衆議

院国土交通委員長代理津村啓介君、同盛山正

仁君、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〕

増子輝彦君（民主）、山添拓君（共産）

（衆第８号）

賛成会派 自民、公明、立憲、民主、共産、

維新、希会、希党、無（平山佐

知子君）

反対会派 なし

貨物自動車運送事業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谷公一君から趣旨説

明を聴き、衆議院国土交通委員長代理津村啓

介君、同盛山正仁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〕

増子輝彦君（民主）、山添拓君（共産）、青

木愛君（希会）

（衆第９号）

賛成会派 自民、公明、立憲、民主、共産、

維新、希会、希党、無（平山佐

知子君）

反対会派 なし

国土交通省関連業種における外国人の就労に

関する件、鉄道施設の安全対策に関する件、

首都圏空港の機能強化の在り方に関する件、

住宅宿泊事業の適切な実施に関する件、公有

水面埋立承認に係る行政不服審査に関する

件、マンションの管理の適正化及び住宅セー

フティネットの取組状況に関する件、航空機

及び自動車に係る飲酒事案の防止に関する件

等について石井国土交通大臣、塚田国土交通

副大臣、阿達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〕

野田国義君（立憲）、舟山康江君（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（無）

○平成30年12月10日(月)（第６回）

理事の補欠選任を行った。

請願第475号を審査した。

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。


