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（１）審議概観

第201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）であり、いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願８種類131件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

土地・道路・都市再生 土地基本法

等の一部を改正する法律案は、土地所有

者等に対する責務規定の意義、土地基本

方針の策定による効果、地籍調査の推進

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。な

お、附帯決議が付された。

道路法等の一部を改正する法律案は、

特殊車両通行制度の見直しの意義、特定

車両停留施設の整備の在り方、歩行者利

便増進道路による取組及び無電柱化の推

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。なお、附帯決

議が付された。

都市再生特別措置法等の一部を改正す

る法律案は、災害ハザードエリアを踏ま

えた防災まちづくりの推進策、「居心地が

良く歩きたくなる」まちなか創出に向け

た取組、居住誘導区域において用途制限

の緩和等を行う意義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。

住宅・不動産業 マンションの管理

の適正化の推進に関する法律及びマンシ

ョンの建替え等の円滑化に関する法律の

一部を改正する法律案は、マンション管

理の適正化に向けた地方公共団体への支

援策、マンションの修繕・建替え等に係

る負担軽減策、マンション管理士の役割

とその活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。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関す

る法律案は、サブリースに係るリスク説

明の在り方、誇大広告等の判断基準、サ

ブリースに関する相談体制等について質

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。

移動円滑化 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

を改正する法律案は、バリアフリー化の



現状と取り組むべき課題、心のバリアフ

リーの一層の推進、当事者の意見を反映

したバリアフリー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。

なお、附帯決議が付された。

地域公共交通・航空 持続可能な運

送サービスの提供の確保に資する取組を

推進するための地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律等の一部を改正する

法律案は、持続可能な運送サービスの提

供の確保に資する取組を一層推進するた

め、地方公共団体による地域公共交通計

画の作成及び同計画に定められた事業の

実施に係る関係法律の特例、自家用有償

旅客運送の規制の合理化、独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構による

流通業務総合効率化事業の推進のための

規定の整備等の措置を講じようとするも

のである。

委員会においては、地域公共交通に対

する支援策、地域公共交通計画の作成促

進に向けた取組、自家用有償旅客運送の

在り方等について質疑が行われた。質疑

終局後、日本共産党から、自家用有償旅

客運送の運送対象の追加等の改正部分の

削除に関する修正案が提出され、討論の

後、修正案は否決され、本法律案は多数

をもって原案どおり可決された。なお、

附帯決議が付された。

無人航空機等の飛行による危害の発生

を防止するための航空法及び重要施設の

周辺地域の上空における小型無人機等の

飛行の禁止に関する法律の一部を改正す

る法律案は、無人航空機の登録制度を創

設する意義、外国人等に対する登録制度

の周知策、安全確保のために空港管理者

が実施する措置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。

〔国政調査等〕

２月19日～20日、沖縄県における国土

の整備、交通政策の推進等に関する実情

調査のための委員派遣を行った。

３月５日、国土交通行政の基本施策に

ついて、赤羽国土交通大臣から所信を聴

取した。

同日、前記委員派遣について、派遣委

員から報告を聴取した。

３月10日、国土交通行政の基本施策に

ついて質疑を行い、新型コロナウイルス

感染症に係る観光関連産業への支援策、

地域鉄道の安全性確保と維持管理の効率

化に資する技術開発等の必要性、東京オ

リンピック・パラリンピック競技大会に

向けたバリアフリーの取組、海上保安庁

の巡視船等の老朽化対策の推進、新型コ

ロナウイルス感染予防のための国土交通

省職員の勤務体制、国土交通省による公

共工事の工期延長及び許認可の期限延長

等の措置の内容、新型コロナウイルス感

染症に係るクルーズ船への国土交通省の

対応、インフラの老朽化により増加する

維持補修・更新費への対応、新型コロナ

ウイルス感染症に係る物流・観光関連企

業の経営への影響、航空保安体制におけ

る国の責任を強化する必要性、自動車整

備士の職場環境の改善に向けた取組、国

土交通省に防災・減災対策本部を設置し

た目的、住宅確保要配慮者居住支援法人

の質と量を拡充させる必要性、自動車等

の自動運転サービスの実現の見通し及び

課題、令和元年東日本台風を踏まえた水

防災意識社会の再構築に資する取組、マ

イ・タイムラインによる啓発など実効性

ある避難体制構築に向けた取組、新型コ

ロナウイルス感染症に係るバス・タク

シー業界への影響に対する認識、自動車

検査証の有効期間の伸長措置に係る周知



徹底策、ホームドアの整備促進の必要性、

視覚障害者の安全な移動を確保させる誘

導ブロックの設置の必要性、路線バスの

維持確保に資する地方公共団体への更な

る支援策の必要性、所有者不明土地の実

態に係る国土交通大臣の認識などの諸問

題が取り上げられた。

３月18日、予算委員会から委嘱された

令和２年度国土交通省予算の審査を行い、

赤羽国土交通大臣から説明を聴取した後、

質疑において、新型コロナウイルス感染

症に係る建設業への支援策、建設キャリ

アアップシステムの制度拡大に向けた取

組、羽田空港の新飛行ルートにおける降

下角度の引上げに関する現役パイロット

等の意見、新型コロナウイルス感染症で

影響を受ける貸切バス事業者に対する支

援策の内容、近海を操業区域とする中規

模漁船への海技士の乗組み基準の見直し

に係る検討の在り方、建設キャリアアッ

プシステムの登録希望者の減少に対する

課題認識、グリーンスローモビリティを

推進する政策的意義及び今後の進め方、

空き家改修に係る奄美郡島の瀬戸内町の

事例を踏まえた国土交通省の取組、民族

共生象徴空間（ウポポイ）の年間来場者

数100万人の目標達成に向けた取組、新型

コロナウイルス感染症に係る観光業への

市町村による支援を後押しする必要性、

障害者の見守りという社会的要請に逆行

して駅の無人化が進行する現状に対する

見解、現行の住生活基本計画に既存住宅

の流通シェアに係る成果指標が定められ

ていない理由などの諸問題が取り上げら

れた。

４月２日、質疑を行い、緊急事態宣言

が発出された場合における物流・公共交

通機能の確保策、新型コロナウイルス対

策に資するテレワーク・時差通勤への国

土交通省の取組状況、特定複合観光施設

に対する国土交通大臣の認識、自動車整

備士不足対策としての事業者間連携の取

組の必要性、自動車整備分野における特

定技能外国人の受入れ向上策、公共工事

設計労務単価の設定方法の在り方、ライ

ドシェアの規制緩和の必要性、離島航路

の維持に向けた各種支援の取組状況、一

般会計から自動車安全特別会計への繰戻

しに向けた国土交通大臣の決意などの諸

問題が取り上げられた。

５月14日、質疑を行い、新型コロナウ

イルス感染症に係る鉄道・航空業界への

影響及び支援策、令和２年度補正予算に

よる観光需要喚起策の意義及び今後の進

め方、建設業におけるテレワーク推進に

向けた支援の必要性、建設業における働

き方改革に資する適正な工期設定に向け

た対応、新型コロナウイルス感染症に係

る貸切バス事業者への影響に対する認識

及び支援策、高速道路に係る同感染症の

影響及び今後の対応、サブリース問題に

対する国土交通省の現状認識及び関連法

律案による対応策、国土交通省所管関連

産業における従業者の感染症対策及びＰ

ＣＲ検査等の実施状況、新型コロナウイ

ルス感染症拡大下における災害発生時の

対応、同感染症の影響に伴うテナントの

家賃負担軽減に係る取組状況、宿泊業界

における同感染症対策に係るガイドライ

ンの策定状況及び内容、タクシー・ハイ

ヤー業界への同感染症の影響調査の実施

状況、文部科学省と連携した学校教育に

おける心のバリアフリーの推進、公共施

設等運営権に対する国土交通大臣の認識

などの諸問題が取り上げられた。

５月28日、質疑を行い、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大による運輸業界

への影響及び支援策、バス運転手に対す



る同感染症の感染防止対策推進の必要性、

航空業界への航空機燃料税・着陸料等の

減免・免除の必要性、高速道路料金の大

幅な引下げに向けた取組の必要性、緊急

事態宣言解除後の公共交通機関に係る感

染症防止対策、新型コロナウイルス感染

症による建設業への影響及び感染症防止

対策、国土交通省における心のバリアフ

リーの徹底化に向けた国土交通大臣の決

意、地域公共交通の維持に向けた国土交

通大臣の認識などの諸問題が取り上げら

れた。

（２）委員会経過

○令和２年１月30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。

委員派遣を行うことを決定した。

○令和２年３月５日(木)（第２回）

理事の補欠選任を行った。

国土交通行政の基本施策に関する件について

赤羽国土交通大臣から所信を聴いた。

派遣委員から報告を聴いた。

○令和２年３月10日(火)（第３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

赤羽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〕

酒井庸行君（自民）、朝日健太郎君（自民）、

長浜博行君（※）、野田国義君（※）、浜口

誠君（※）、宮崎勝君（公明）、室井邦彦君

（維新）、武田良介君（共産）、木村英子君

（れ新）、上田清司君（無）

○令和２年３月18日(水)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

令和二年度一般会計予算（衆議院送付）

令和二年度特別会計予算（衆議院送付）

令和二年度政府関係機関予算（衆議院送付）

（国土交通省所管）について赤羽国土交通大

臣から説明を聴いた後、同大臣、佐藤環境副

大臣、青木国土交通副大臣、和田国土交通大

臣政務官、自見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〕

清水真人君（自民）、小沢雅仁君（※）、森

屋隆君（※）、舟山康江君（※）、里見隆治

君（公明）、室井邦彦君（維新）、武田良介

君（共産）、木村英子君（れ新）、上田清司

君（無）

本委員会における委嘱審査は終了した。

○令和２年３月24日(火)（第５回）

土地基本法等の一部を改正する法律案（閣法

第13号）（衆議院送付）について赤羽国土交

通大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年３月26日(木)（第６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。

土地基本法等の一部を改正する法律案（閣法

第13号）（衆議院送付）について赤羽国土交

通大臣、御法川国土交通副大臣及び政府参考

人に対し質疑を行い、質疑を終局した。

〔質疑者〕

豊田俊郎君（自民）、小沢雅仁君（※）、浜

口誠君（※）、里見隆治君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

○令和２年３月27日(金)（第７回）

土地基本法等の一部を改正する法律案（閣法

第13号）（衆議院送付）について討論の後、

可決した。

（閣法第13号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、れ新、

無（上田清司君）

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年４月２日(木)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。



新型コロナウイルス感染症拡大時における物

流確保策に関する件、公共交通機関における

感染症防止対策に関する件、自動車整備士の

人材確保に関する件、公共工事設計労務単価

に関する件、ライドシェアに係る規制緩和に

関する件、離島航路の維持・確保策に関する

件、一般会計から自動車安全特別会計への繰

戻しに関する件等について赤羽国土交通大

臣、平内閣府副大臣、宮島財務大臣政務官及

び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

岩本剛人君（自民）、長浜博行君（※）、浜

口誠君（※）、伊藤孝江君（公明）、音喜多

駿君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

マンションの管理の適正化の推進に関する法

律及びマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律の一部を改正する法律案（閣法第30号）

について赤羽国土交通大臣から趣旨説明を聴

いた。

○令和２年４月７日(火)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

マンションの管理の適正化の推進に関する法

律及びマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律の一部を改正する法律案（閣法第30号）

について赤羽国土交通大臣、青木国土交通副

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〕

清水真人君（自民）、森屋隆君（※）、浜口

誠君（※）、伊藤孝江君（公明）、梅村みず

ほ君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

（閣法第30号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

無（上田清司君）

反対会派 なし

欠席会派 れ新

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月７日(木)（第10回）

理事の補欠選任を行った。

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

14号）（衆議院送付）について赤羽国土交通

大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月12日(火)（第11回）

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

14号）（衆議院送付）について赤羽国土交通

大臣、亀岡文部科学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）、小沢雅仁君（※）、

浜口誠君（※）、宮崎勝君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、木村英

子君（れ新）、上田清司君（無）

（閣法第14号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

れ新、無（上田清司君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月14日(木)（第12回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

新型コロナウイルス感染症に係る国土交通省

所管関連産業への影響及び支援策に関する

件、建設業における働き方改革に関する件、

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うテナ

ントの家賃負担軽減策に関する件、心のバリ

アフリーの推進に関する件、公共施設等運営

権に関する件等について赤羽国土交通大臣、

亀岡文部科学副大臣、自見厚生労働大臣政務

官及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

岩本剛人君（自民）、清水真人君（自民）、

増子輝彦君（※）、野田国義君（※）、里見

隆治君（公明）、武田良介君（共産）、木村

英子君（れ新）、上田清司君（無）

道路法等の一部を改正する法律案（閣法第15

号）（衆議院送付）について赤羽国土交通大

臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月19日(火)（第13回）

政府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15



号）（衆議院送付）について赤羽国土交通大

臣、青木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〕

足立敏之君（自民）、長浜博行君（※）、浜

口誠君（※）、伊藤孝江君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、木村英

子君（れ新）、上田清司君（無）

（閣法第15号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、無（上

田清司君）

反対会派 共産

欠席会派 れ新

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月21日(木)（第14回）

持続可能な運送サービスの提供の確保に資す

る取組を推進するための地域公共交通の活性

化及び再生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

て赤羽国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年５月26日(火)（第15回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

持続可能な運送サービスの提供の確保に資す

る取組を推進するための地域公共交通の活性

化及び再生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

て赤羽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〕

岩本剛人君（自民）、野田国義君（※）、浜

口誠君（※）、里見隆治君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

（閣法第20号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、無（上

田清司君）

反対会派 共産

欠席会派 れ新

なお、附帯決議を行った。

○令和２年５月28日(木)（第16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。

国土交通省所管に係る新型コロナウイルス感

染症関連施策に関する件、心のバリアフリー

の推進に関する件、地域公共交通の維持に関

する件等について赤羽国土交通大臣、亀岡文

部科学副大臣、政府参考人及び参考人ライフ

ステーションワンステップかたつむり共同代

表・全国公的介護保障要求者組合委員長三井

絹子君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

小沢雅仁君（※）、森屋隆君（※）、浜口誠

君（※）、室井邦彦君（維新）、武田良介君

（共産）、木村英子君（れ新）、上田清司君

（無）

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

案（閣法第21号）（衆議院送付）について赤

羽国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月２日(火)（第17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21号）（衆議院送付）について赤

羽国土交通大臣、青木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〕

足立敏之君（自民）、野田国義君（※）、森

屋隆君（※）、浜口誠君（※）、宮崎勝君（公

明）、室井邦彦君（維新）、武田良介君（共

産）、木村英子君（れ新）、上田清司君（無）

（閣法第21号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、れ新、

無（上田清司君）

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月４日(木)（第18回）

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

案（閣法第44号）（衆議院送付）について赤

羽国土交通大臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月９日(火)（第19回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

案（閣法第44号）（衆議院送付）について赤

羽国土交通大臣、青木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〕

岩本剛人君（自民）、長浜博行君（※）、浜

口誠君（※）、伊藤孝江君（公明）、室井邦

彦君（維新）、武田良介君（共産）、上田清

司君（無）

（閣法第44号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

れ新、無（上田清司君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月12日(金)（第20回）

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止

するための航空法及び重要施設の周辺地域の

上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律の一部を改正する法律案（閣法第29

号）（衆議院送付）について赤羽国土交通大

臣から趣旨説明を聴いた。

○令和２年６月16日(火)（第21回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止

するための航空法及び重要施設の周辺地域の

上空における小型無人機等の飛行の禁止に関

する法律の一部を改正する法律案（閣法第29

号）（衆議院送付）について赤羽国土交通大

臣、和田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）、増子輝彦君（※）、小

沢雅仁君（※）、浜口誠君（※）、三浦信祐

君（公明）、室井邦彦君（維新）、武田良介

君（共産）、上田清司君（無）

（閣法第29号）

賛成会派 自民、※、公明、維新、共産、

れ新、無（上田清司君）

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○令和２年６月17日(水)（第22回）

請願第202号外130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。

委員派遣

○令和２年２月19日(水)、20日(木)

沖縄県における国土の整備、交通政策の推進

等に関する実情調査

〔派遣地〕

沖縄県

〔派遣委員〕

田名部匡代君（※）、朝日健太郎君（自民）、

酒井庸行君（自民）、伊藤孝江君（公明）、

武田良介君（共産）、舟山康江君（※）、室

井邦彦君（維新）


