衆議院決算委員会第四分科会速記録（議事速報）
平成 25 年 6 月 21 日

っております。
今回は、分科会ということでありますので、国
土交通行政に関する質問をさせていただきたいと
思っております。

二院を有効に活用していくというようなことも、
今後決算審議のあり方として必要だと私自身も思

て、一方で、参議院は六年の任期があって、しか
も半数のみの改選ということでありますので、我
が党も一部主張をしておりますが、予算の衆議院、
決算の参議院というようなすみ分けによってこの

例えば、衆議院は、やはり解散があるというこ
とで、どうしても予算重視になりがちでありまし

算も出てまいる予定でございますので、こういっ
た問題については、ちょっと国の仕組みについて
もやはり考えないといけないと思っております。

に調査結果が取りまとめられておりまして、あく
までもこれは技術的な観点ということでございま

つが本州と淡路島間における同様の調査というも
のの指示が行われているところでございます。
このうち、松山市付近―大分市間につきまして
は、四十九年度に指示が行われ、昭和六十三年度

が、松山市付近と大分市付近、いわゆる豊予海峡
のトンネル部に係る地形、地質等の調査、もう一

○瀧口政府参考人 ただいま委員御指摘のように、
四国新幹線については、全国新幹線鉄道整備法第
五条に基づく調査指示が行われております。
大きく二つの調査が行われておりまして、一つ

果というものはどういうものがあるのか。お聞か
せいただければと思います。

に当たっては、どのような経緯で判断されたのか。
また、調査費の総額はどれぐらいであり、それま
での長い年月をかけて資金を投入して得た調査結

この議事速報は、正規の会議録が発行される

○松本（文）主査 これにて武村展英君の質疑は
終了いた しまし た。

まず、四国新幹線についてですが、四国四県と
ＪＲ四国が一千万円の費用を負担して、今月から

のかなというような思いもございます。しかしな
がら、三年分の決算審議がたまっているという現

今国会も会期末もあとわずかとなっておりまし
て、この分科会も時間を大幅に短縮しての開催と
いうことであります。この委員会も、締めくくり
総括質疑までは、やはり日程的にもかなり厳しい

質問という機会をいただきまして、まことにあり
がとうございます。

す。ラストバッターということで、時間をきっち
り守りながら、質問をさせていただきたいと思っ
ております。
きょうは、決算行政監視委員会の第四分科会の

費がつけられてきましたが、この調査の打ち切り

るというような状況であります。
昭和四十九年度より三十四年間にわたって調査

ルを通りながら九州の大分まで行く四国新幹線と、
岡山―高知間の四国横断新幹線の二つが基本路線
ということでありますが、整備計画に格上げされ
ることなく、平成二十年に調査が打ち切られてい

八年に基本計画として決定してから、大阪から徳
島、高松、そして松山付近を通って、海底トンネ

新幹線導入に向けた基礎調査を実施することにな
りまして、来年三月までにこの調査結果を取りま
とめるということであります。
四国新幹線は、御承知のように、国が昭和四十

の調査を合わせて総額で約四十億円、こういうふ

なっております。
なお、それまでの調査費でございますが、二つ

の後、平成十九年度まで調査を行っていたものの、
当面早期に四国新幹線着工の見込みがなく、直ち
に調査の進捗を図る必要が薄いということで、平
成二十年度に調査が中断されておるということに

一方、本州―淡路島間につきましては、昭和五
十八年度に調査指示が行われておりましたが、そ

すが、技術的には青函トンネルで開発した海底ト
ンネルの施工技術を活用すれば、豊予海峡トンネ
ルの建設は可能との調査結果が取りまとめられて
おります。

たします。

議録と受け取られることのないようお願いい

ので、審議の際の引用に当たっては正規の会

今後、訂正、削除が行われる場合があります

は、原発言のまま掲載しています。

発言、理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で、一般への公開用ではありません。

までの間、審議の参考に供するための未定稿

次に、西岡新君。
○西岡分科員 日本維新の会の西岡新でございま

状もあります。秋の臨時国会には二十四年度の決

- 1 -

衆議院決算委員会第四分科会速記録（議事速報）
平成 25 年 6 月 21 日

線の重要性について言及されています。山陽新幹
線の代替機能として想定される四国新幹線の役割

脈である東海道新幹線の代替機能を果たすという
意味合いを持っているということでありますが、
先月、徳島県による国への要望に合わせて、徳島
県知事が山陽新幹線の代替機能としての四国新幹

こともございますし、一方で、今、建設中の北陸
新幹線の建設目的の一つとして、日本経済の大動

うになっております。
○西岡分科員 ありがとうございます。
四十億円の調査の結果が今後どうなるかという

場合に、そういったネットワークの拡充を進めて
いくことについては原則的には必要であるという

としての機能があるかについては、いろいろな意
見があるのではないかと思っております。
一方、高速鉄道のネットワーク自体については、
もちろん我が国の国土の発展ということを考えた

まして、こういった面から、いわゆる大規模な地
震等を考えたときに、どのようなリダンダンシー

つくられるというようなことが想定されます。そ
れは、御案内のように、今の計画では淡路島をい
ずれにしても通るというようなことになっており

ころでございます。
○西岡分科員 九州新幹線についてですが、平成

のを昨年着工したばかりでございます。まず、新
幹線ネットワークという観点につきましては、こ
れらの区間についてしっかり着実な整備を進めて
いく必要があるだろう、このように考えていると

道新幹線、北陸新幹線、九州新幹線の長崎ルート
という、いわゆる三区間の新規着工路線というも

要があるだろうというふうに考えております。
それからもう一点、現在、私どもといたしまし
ては、新幹線ネットワークに関しましては、北海

いるのか。現時点では難しいと思いますが、国と
してのデータがあればお答えいただければと思い
ます。
○瀧口政府参考人 まず、九州新幹線の現在の開

二十三年に九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業
してから、このルートに関しての総事業費及び開
業以降の収支、そして開業前に試算されていた利
用者予測と実際の利用者実数について、それはど

御指摘のように、現在は全国新幹線鉄道整備法に
基づく基本計画路線として四国新幹線は位置づけ
られているところでございますが、これを整備計
画に格上げするということになる際には、交通政

業しております鹿児島ルートでございますが、鹿
児島ルートの建設費の総額、ちょっと手元に数字

ふうに考えておりますが、一方で、それぞれ整備
をするという段階になりましたら、建設費が一体
どうなるかということも十分考えながら、あるい
は需要がどうなるかということも十分考えながら

私自身は、無理をして高速化を進めずに、区別
をしていくというのも一つの方向性だというふう
に思っておりますが、国として、国土の均衡的発
展という観点から、その課題に対して、この点に

策審議会においてその整備の必要性につきまして、
多角的に議論を行っていく必要があるわけでござ

がございません。申しわけございません。
一方、輸送需要の動向でございますが、御案内
のように、鹿児島ルートにつきましては、新八代
と鹿児島中央間、そしてまた博多と新八代間と、

というのは、国はどのように考えているのか。
また、全国でも、四国は二百キロ以上の高速鉄
道インフラが欠けているという現状もございまし
て、このままだと、四国は日本の国土軸から外れ

ついての御見解もあわせてお伺いできればと思い
ます。

います。
この際、特に建設費については、先ほど地形等
の調査を行っているということを申し上げました
が、豊予海峡等二つの大きな海峡トンネルをつく

実は段階的に施工したということでございまして、
利用予測も実は別個に行われております。これを

のような数字であって、しかも、仮に四国新幹線
が実現した場合に効果はどういうものを想定して

○瀧口政府参考人 委員御指摘のように、こうい
った高速鉄道ネットワークにつきましては、いわ
ゆるリダンダンシーといったものを考えるべきで
はないかという議論があることは承知しておりま

らなきゃならぬということで、莫大な建設費がか
かるんじゃないかといったような点もございます

まとめて換算したということですから、一つの目

検討を進める必要があるだろうと思っております。
こういった点から申し上げますと、先ほど委員

す。
一方、山陽新幹線と四国新幹線ということを並

ので、こういった点も踏まえながら考えていく必

て、都市部の成長から取り残されるのではないか
というような意見もございます。

べてみたときに、いずれも瀬戸内海に面する形で
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果などがあったものだというふうに考えておりま
す。なお、平成二十四年度の実績は一万六千九百

のを輸送密度の方に換算をいたしまして御報告申
し上げますが、開業一年後の平成二十三年の実績
というのは約一万七千人ということでございます。
これは、当然のことながら、開業一年目の誘発効

見込んでいたところでございます。一方、実績で
ございますが、実績もＪＲ九州が発表しているも

安ということでお聞きいただきたいと思います。
鹿児島ルート全体として、総需要、これは輸送
密度でお答えを申し上げますが、約一万五千人と

と、それから、そういったことから直ちに調査の
進捗を図る必要性は薄いということから、二十年

○西岡分科員 それともう一つ、調査費が復活す
るというようなことは考えられるんでしょうか。
○瀧口政府参考人 先ほど御説明いたしましたよ
うに、当面の早期の着工の見込みはないというこ

行っておりませんので、そういった数字はござい
ません。

元に数字がおありであれば、お教えいただければ
と思います。
○瀧口政府参考人 まだ、建設費等の推計などを

問題というものはどのようなものがあるのか。お
教えいただければと思います。
○瀧口政府参考人 ただいま委員御指摘のように、
フリーゲージトレーンにつきましては実用化に向

は立っているのか。また、四国でフリーゲージト
レーンを仮に導入するに当たって、残されている

今年度も、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構に対して二十八億円の予算が投じられ
てフリーゲージトレーンの実用化に向けて取り組
まれておられますが、この実用化のめどというの

が、まだ在来線のレールの整備を初め、さまざま
な課題があると思います。

ことしも愛媛の松山から香川の多度津間でのフ
リーゲージトレーンの試験走行をするなど、こち
らの方が実現性はより高いというふうに思います

しております九州・長崎ルートの開業に向けて、
この長崎ルートというのはフリーゲージトレーン
を活用することになっておりますので、それに向
けて現在技術開発が進められております。

度以降調査を行われていないわけでございまして、
一方、新幹線のネットワークにつきましては、先
ほどの新規着工三路線を着実に進めるといったこ
とが必要だろうと考えております。

ざいます。
○西岡分科員 ありがとうございます。
これはＪＲ四国と四国四県が今基礎調査をやっ
ているようですから、その調査結果を受けてまた

技術上の課題といたしましては四つございまし
て、安全な軌間変換ができること、それから新幹

人程度ということになっておるところでございま
す。
なお、四国新幹線の効果についてどのように考
えるかということでございますが、現在までのと

行っておりますけれども、それ以上の輸送需要等
々といった開発効果等についての調査は行ってお
りませんので、現時点について特段御説明を申し
上げることはできません。

いろいろ御相談をさせていただければと思ってお
ります。

線区間では、時速二百七十キロで安全、安定走行
ができること、それから在来線区間では、直線部
で時速百三十キロ、また曲線部は現行特急車両並
みの速度で安全、安定に走行できること、そして

けた技術開発が進んでいるところでございます。
今念頭にございますのは、三十四年度を予定いた

○西岡分科員 九州新幹線の好調もあって、四国
での新幹線についての機運が盛り上がってきたと

新幹線とあわせて、フリーゲージトレーンとい
うのも四国ではかなり言われておりまして、その
実用化をした場合に、ＪＲ四国によると、新大阪
から愛媛県の松山の間で従来三時間三十九分の所

耐久性の分析、検証、こういった四点の目標がご
ざいます。

こういった中で、直ちに調査の再開をすべき状
況にはないというふうに認識しているところでご

いう現状もございます。しかしながら、先ほど局
長の方からもおっしゃるように、やはり海底トン
ネルを通さないといけないとかそういったことを
考えると、私は非現実的であるのではないかとい

要時間がかかっていたものが二時間一分と大幅に
時間が短縮されるという試算をＪＲ四国は出して

ころ、四国新幹線につきましては、先ほど御説明
を申し上げました、地形、地質等に関する調査を

うふうに思っております。
もし国交省が、四国新幹線をつくった場合の建

いるんですね。

既にこれまでも専門家から成る技術評価委員会

設費用というのは大体どれぐらいかというのが手
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駅近傍で、新幹線そしてまた軌間を変換して在来
線という、いわゆる三つの軌間、三つのモードを

込みが必要なわけでございまして、委員御指摘の、
現在ＪＲ四国予讃線で在来線区間としての試験走
行を行っている、こういったような状況でござい
ますが、二十六年度からは、九州新幹線の新八代

おります。
そこで、耐久性の分析、検証を行うための走り

で審議をしていただいておりまして、ただいま申
し上げた四つのうち、最後の四番目、耐久性の分
析、検証以外はクリアできるということになって

うふうにお聞きしております。そういった場合に、
費用に関してはＪＲ四国や利用者が負担をするこ

○西岡分科員 ありがとうございます。
耐久性の問題というのも確かにあると思います
が、そもそもフリーゲージトレーンを導入した場
合に、これは在来線と同じような扱いになるとい

個別の問題については今後検討してまいりたい
と思っております。

定のスピードで走行するためにはロングレール化
や急曲線の改良といったことが必要となるという
ふうに考えております。

本四高速の料金の取り扱いにつきましては、平
成二十四年の二月に、関係する地方自治体とも調

話でありましたが、まだ結論が出ていないという
ような状況であります。この結論については、一
体いつぐらいに出るような予定なんでしょうか。
○前川政府参考人 お答え申し上げます。

を目指すというようなことになりましたが、その
結論が平成二十四年度末までに出すというような

すが、これは一昨年の高速道路のあり方検討有識
者委員会によって、中間取りまとめの中で、全国
共通料金化が示され、平成二十六年度からの導入

実施方針を平成二十四年度末を目途に取りまとめ
るよう検討を進めるとされたところでございます。
このため、昨年の十一月から、この本四高速料
金を含めました今後の料金制度のあり方について、

整を行いまして、基本方針を取りまとめたところ
でございます。
この基本方針の中では、本四高速の料金につい
て、全国共通の水準とすることを基本といたしま

す。
○瀧口政府参考人 現在でも、いわゆる幹線鉄道
の活性化というようなことは助成制度がございま
すが、必ずしも十分な助成制度ではないというふ

寺島実郎氏に部会長をお願いしております国土幹
線道路部会において、これまで十回にわたる丁寧

とになるということでありましょうが、そうなれ
ば、そちらの方が手が出にくくなるというような
おそれがあるのではないかと思っておりまして、
この点、国の財政支援スキームというか、そうい

する場合、一体どういう問題があるのかという御
指摘でご ざいま す。
当然のことながら、新幹線から在来線にかわる
際にアプローチ部分というものの建設が必要とな

うにも考えております。したがって、こういった
在来線の活性化につきましては、今後、いろいろ

な議論を重ねてきたところでございます。二十四
年度末からは三カ月ほどおくれておりますが、今
月、六月七日に中間答申の案が示されまして、現
在、この案をとって、中間答申に向けまして、部

通しで走り込みを行う試験というものを開始する
予定でご ざいま す。
こういったことを行うことにより、着実にフリ
ーゲージトレーンの開発を進めてまいりたいと思

ります。新幹線というのは大体高架が非常に多う
ございますので、高架部分から在来線、これは大

な御意見を伺いながら、検討してまいりたいと思
っております。
○西岡分科員 ありがとうございます。
時間も、委員長は早くしろということでありま

会長に最終的な確認をいただいているところでご
ざいます。

して、二十六年度から導入を目指すとされており
ますし、スケジュールにつきましては、具体的な

体平場におりておりますが、多分四国の場合には
岡山駅あたりにそういったような工夫をする必要
がございますが、このアプローチ線の部分の整備
が必要でございます。

すので、急ぎながら質問させていただきたいと思
います。

国土交通省といたしましては、この答申をいた

ったものというのはどういうものがあるのか。も
し、詳しくわかればお教えいただきたいと思いま

また、在来線区間につきましては、当然のこと
ながら電化されているということが前提になると

次に、本州四国連絡高速道路についてでありま

っております。
一方、このフリーゲージトレーンを四国に導入

ともに、フリーゲージトレーンの効果を生かす一
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ておりまして、全国料金制度によってこの割引制
度がどうなるかというのが一つ知りたいところで

おりますのは割引制度でありまして、これは今現
在でも、休日や時間帯、早朝や深夜において割引
制度が導入されていますが、その恩恵で物流コス
トの低減や観光振興など大きく寄与していただい

めてまいりたいと考えております。
○西岡分科員 その料金について、少し危惧して

だいた後、具体的な検討を進めまして、新たな料
金の周知等に必要な期間もございますので、二十
六年度からの導入に支障が生じないよう取りまと

平成二十五年度末に終了するため、今後は、民営
化時の割引の範囲内を基本として見直すべきとさ

また、委員御指摘のように、料金割引、本四高
速についても多額の料金割引が入っておりますけ
れども、これは、緊急経済対策のため導入された
利便増進事業による割引でございまして、これが

比較することにより定めるとされたところでござ
います。

等特別区間でございますが、普通区間に比べて大
きな差とならない料金水準とすることといたし、
具体的な水準については、フェリーの運賃などと

覧会、瀬戸内しまのわ二〇一四と題したイベント
を開催する予定となっております。

経済の面からも非常にすぐれた交通手段でもあり
ます。私も、あした、このしまなみ海道で仲間と
ともにサイクリングをやる予定でありまして、来
年には、広島と愛媛、両県主催で、瀬戸内しま博

体感できるサイクリングコースでもあります。
自転車は、もともと環境や健康、交通、そして

ければと思います。
このしまなみ海道は、世界でも珍しい、自転車
でも走ることができる、海の上のサイクリングを

愛媛マルゴト自転車道という、県を挙げて自転車
を活用した地域の活性化に取り組んでおりまして、
例えば、西日本一高い石鎚山の山岳コースや、日
本一長い佐田岬半島のメロディーラインのサイク

その際にも、世界的サイクリング大会を予定し
ておりまして、ことしの十月二十日にはそのプレ
大会も実施されます。こうしたイベントを一過性
に終わらせるわけではなく、しっかりと実にしな

進めていきますので、現時点で、現在の水準から
上がるのか下がるのかというところはまだ決まっ
ておらない。今後検討させていただきたいと思い
ます。

リングコースだとか、中級、上級者向けに十一の
コース、そしてファミリー向けに十五のコースを

れたところでございます。特に本四高速につきま
しては、他の交通機関への影響などから、現行の
割引の縮小を図るなど、割引を含めた実質の料金
水準に留意すべきとされたところでございます。

そうなれば、現在の割引制度で、最大で二千三
百五十円というところが三百五十円割高になると
いうようなことも考えられますが、この点につい
ては大丈夫なんでしょうか。

○西岡分科員 わかりました。
もちろん、そういった背景は理解しているつも

設けておりまして、総延長は約千三百キロという
サイクリングコースを設定しております。
それに関連して、現在、サイクルトレーンやサ
イクルバス、そして観光案内板とか休憩所の周辺

もあります。
巷間聞くところによると、海峡部の中で一番料
金が安い伊勢湾岸道路を目安として考えるという
ことも聞いておりまして、それだと、しまなみ海

○前川政府参考人 お答え申し上げます。
六月七日に、先ほど中間答申案と申し上げまし

りでありますし、一方で、これまで地方が建設費
として多額の出資を行ってきたという実績も考慮
していただいて、ぜひ、割引との兼ね合いについ
ても、さらに御検討いただければと思っておりま

整備を進めておりまして、また、ブルーラインと
呼ばれるものがありまして、これはしまなみ海道

ければいけないというふうに思っております。
今、愛媛県は、このしまなみ海道を中心として、

たが、その中におきましては、整備重視の料金か
ら利用重視の料金に軸足を移すということで、高
速道路の料金体系を、普通区間と大都市近郊区間、
さらに海峡部等特別区間の三つの料金水準に整理

す。
最後に、本四架橋の一つでありますしまなみ海

で車道の左側に設置する幅二十センチの青色のピ

具体的な料金水準については、中間答申を踏ま
えまして、国土交通省と本四高速会社等で調整を

するということにされたところでございます。
本四高速の料金水準については、陸上部はＮＥ

道について、関連して大臣に御質問させていただ

道を今治から尾道まで渡ると大体二千七百円とい
うふうに言われております。

ＸＣＯの普通区間と同等とし、海峡部は、海峡部
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を進めていくわけでございますが、特に、海岸線
を走る、景色がいい国道百九十六号線とか、そう
いった国管理の国道でもぜひ御協力をお願いした
いところであります。

安全確保に努めているところであります。
これについては、県道や市道などでは当然整備

クトグラム、目印であります。このブルーライン
を引くことによって、自転車の安全な運転や、自
動車ドライバーへの注意喚起などの効果もあって、

○松本主査
しました。

その際には御連絡をいただければと思います。
委員長の仰せのとおり、時間どおり終わらせて
いただきますので、私の質問はこれで終わらせて
いただきます。ありがとうございました。

だいて、その際には、しまなみ海道にお越しいた
だければ、私が御案内をさせていただきますので、

○西岡分科員 ぜひよろしくお願いします。
本当に、自転車は健康にも非常にいいですし、
どうぞ皆さんもよろしければ自転車をやっていた

これにて西岡新君の質疑は終了いた

そして、何より先般の国土交通委員会でも大臣
に質問をさせていただきましたが、しまなみ海道
の自転車の無料化、これについては、料金徴収の
人件費のコストとか、無料化によって得られる経
済効果などを考慮しますと、無料化により、より
多くの観光客を取り込めるというような可能性も
考えられます。
もう既に地元の自治体を初め、各方面から要望
が大臣のもとにもいっておると思いますが、地元
も応分の負担をしなければならないというふうに
覚悟しておりますが、改めて大臣の御所見をお伺
いできればと思います。
○太田国務大臣 いろいろ御努力されていただい
てありがとうございます。
しまなみ海道の自転車の無料化につきましては、
各方面から要望を伺っております。私も大変関心
を寄せています。地方自治体から、観光振興のた
めのサイクリングイベントの開催、あるいは費用
負担などの具体的な提案というものがあれば、本
四会社を含めて、国土交通省としてもよく検討し
てまいりたい、このように考えております。
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