とでありますけれども、これを踏まえて、この設
置が求められる事業者側や、国内における設備の
供給力の観点から、特に現存船について、これは、
この期間内に現実的に全対象船舶への設置が可能

定期検査までというふうになっておりまして、最
長で五年間の猶予期間を設けられているというこ

設備の設置については、発効要件を満たしてから
一年後とされるこの条約の発効に対して、設備の
搭載期日というのは、新造船については条約発効
後、そして現存船については条約発効後の最初の

お聞きしております。
今回のこの条約の発効については、船舶の処理

みだということで、今国会において、衆議院では
先般条約が承認されましたし、あした、参議院で
は本会議で条約が承認される予定だというふうに

思います。この点に関しての国交省のお考えと、
また、既に条約を締結している諸外国において、

な費用が見込まれるわけでございますから、こう
いった費用を負担する海運事業者への配慮、並び
に、条約の発効後に改良を行った船舶に対しても
何らかの措置を講じる必要があるのではないかと

損金経理として可能というような税制優遇措置が
設けられておるわけでございますけれども、高額

をやはり確保しなければならないというふうに思
っております。
設置費用に関しては、この条約の発効前には、
税制上の優遇、これは、費用は修繕費として一括

ということでありますけれども、海洋生物の破壊
防止に寄与するとともに、国内造船所の受注機会

体制は十分に整っておると考えております。
○西岡委員 ありがとうございます。
早期のバラスト水の処理設備の搭載を誘導する

この議事速報は、正規の会議録が発行される

○梶山委員長 次に、西岡新君。
○西岡委員 日本維新の会の西岡新でございます。

かどうか、まずお伺いしたいと思います。
○森重政府参考人 お答え申し上げます。

るというような状況でございまして、それを受け
て国際海事機関において平成十六年に採択された

のバランスを保つために、おもしとして船舶に取
り入れられる海水というようなことであります。
現在、このバラスト水が、世界じゅうで環境や生
態系に影響を及ぼして、経済的にも被害が出てい

られるように、それでくしくも有名になってしま
ったというような話でございますけれども、船舶

まず最初に、海洋汚染等及び海上災害の防止に
関する法律の一部を改正する法律案ということで、
質問をさせていただきたいと思います。
バラスト水は、先般の韓国での船舶事故でも見

能力もございまして、我が国の現存船への設置の

ります。また、日本のメーカーの処理設備製品の
供給能力につきましては、年間約二千台と十分な

いるものでございますので、また、設置工事につ
きましては、この定期検査の期間内に、ドックに
入っている期間内に実施可能であることから、対
象船舶への設置は問題ないというふうに考えてお

決議されました。
定期検査は、全ての船舶が五年ごとに受検して

現存船へのバラスト処理設備の設置につきまし
ては、昨年十一月のＩＭＯ、世界海事機関の総会
におきまして、条約発効後、最初に到来する定期
検査まで、最大五年間の猶予が与えられることが

可能となるようにしております。この取り扱いは、

なることも考慮いたしまして、政府としても、処
理設備の設置費用につきまして、一括損金経理が

は船舶所有者がその防止を図るべきものと考えて
おります。
他方、委員御指摘のように、我が国の国際海上
輸送を支える海運業界にとりまして相当な投資に

る環境問題への対応につきましては、海運事業に
伴って発生するものでございますから、基本的に

こうした税制優遇以外にも支援措置というのは実
際の例としてあるのかということをお聞きしたい
と思います。
○森重政府参考人 バラスト水の排出により生ず

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

きょうは、二法案について質問をさせていただ
きたいと思います。

バラスト水規制管理条約が発効要件を満たす見込
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私の地元の今治も海事都市でございますので、
船舶所有者もたくさんいらっしゃるということも

なお、主な海運国数カ国に確認したところ、バ
ラスト規制に係る支援というものはないとの回答
を得ております。
○西岡委員 ありがとうございます。

補助制度を創設することについては考えておりま
せん。

条約発効の前後を問わず適用されることとなって
おります。船舶所有者にはこの措置を十分に活用
していただくことを考えておりまして、その他の

今はメーカーもそろいながら技術もそろっておる
というような話でありますけれども、我が国の今

れまで日本が条約を締結してこなかった理由の一
つとして、技術が十分についていっていないので
はないかというような理由があったようにお聞き
しております。先ほど来より話をお聞きすると、

○西岡委員 ありがとうございます。
平成十六年にこの条約が採択をされてから、こ

ト水処理設備の設置に係る市場規模につきまして
は、二千億円から六千億円程度になるというふう
に考えております。

りまして、そのうち日本が五社であるということ
でありますけれども、日本船籍に設置することの
できるバラスト水処理装置について国交省も承認
しているこの五社については、やはり私は、ビジ

お聞きすると、処理設備製造事業者というのは
全世界で三十四社あるというふうにお聞きしてお

○西岡委員 約七万隻ということであるならば、
先ほどコストが一億から三億ということで、少な
く見積もっても七兆円規模の市場があるというふ
うに考えられるということであります。

万隻となりますので、約七万隻が対象となり得る
というふうに推計しております。

れども、世界の全船舶約十三万隻、このうち、明
らかにバラスト水の排出を行うことがない漁船、
港内作業船などの船舶を除外いたしますと、約七

てもチャンスとして取り組むべきではなかろうか
というふうに思っておるわけでございます。
この設置費用については、国内で設置した場合
あるいは海外で設置した場合のコストの比較、そ

現在の処理設備製造事業者の技術的な水準という
のは他国の製造事業者と比較して遜色ないのか、
そういったところをお聞かせいただきたいと思い
ます。

ておりまして、国土交通省でこれらの設備の予備
的な承認を行っております。
こうした設備は、条約の基準をクリアするだけ
でなく、他国の製品の仕様と比較しても十分な性

して、技術面やコスト面において国際的な競争力
を持っているものと思ってよいのか、また、その

あります。今の支援措置で十分であるならば、そ
れで結構なんですけれども、今後の状況を見なが
ら、必要に応じて、状況が悪ければまた報告させ
ていただきたいと思いますので、よろしくお願い

ラスト水の処理設備の設置義務が生じる船舶の数
は一体何隻になるのかということと、また、その
平均的なコストについてと、あとは、日本の海運
会社が保有する船舶における全体の市場規模とい

能を有しておりまして、こうしたこれら五社の製
品の受注、今後の工事分を含む受注でございます

ような競争力の観点から事業者に対しての支援を
講じることはないのか、その点もあわせてお伺い
したいと思います。
○森重政府参考人 処理設備の設置費用につきま

ネスチャンスとして応援していくべきであるとい
うふうに思っておりまして、外国籍の船舶につい

うのはどれぐらいを見込まれるのかということを
お聞きかせいただきたいと思います。

けれども、これは、日本籍船以外の船舶も含めま
して、既に合計で約五百隻に達しているというふ
うに聞いております。
○西岡委員 この対象船舶というのは、世界じゅ

しては、先ほど御答弁申し上げましたように、工
事費用も含めまして、一隻当たり総額約一億から

○森重政府参考人 我が国では、五社の国内製造
メーカーが六種類のバラスト水処理設備を製造し

○森重政府参考人 本法案によりましてバラスト
水処理設備の設置義務が生ずる日本船舶は約三百
四十隻となります。また、バラスト水処理設備設
置のための費用につきましては、船舶の大きさに

うで処理設備を搭載する必要がある船舶がどれぐ
らいあるのか、お聞かせいただきたいと思います。

します。
次に、この法律によって、日本国内におけるバ

もよりますけれども、一隻当たり一億から三億程
度と聞いております。我が国海運業界が所有する

三億円ということでございます。

○森重政府参考人

統計上の制約はございますけ

船舶は全体で約二千隻でございますので、バラス
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及促進のための取り組みを今後も進めてまいりた
いというふうに考えております。
○西岡委員 もう既に五百隻の受注をしておると
いうことでありますけれども、全体では七万隻ぐ

めました展示会への出展や、国際的なセミナーの
開催を通じまして、製品の認知度の向上など、普

受注するなど、いわゆる国際市場における市場競
争力を有しているものと考えております。
国土交通省といたしましては、こうした我が国
のメーカーの製品につきまして、国際展示会も含

十分な性能を有しているという状況でございます
けれども、国際競争の中で既に約五百台の設備を

競争力ということでございますけれども、我が
国メーカーが製造するこうした処理設備につきま
しては、他国の設備の仕様と比較いたしましても

されるバラスト水のサンプル検査も行うこととし
ております。

船舶が持っているか、また、有害水バラスト汚染
防止措置についての手引書及び水バラストの記録
簿、そういったものを確認することとなっており
ます。また、寄港国は、状況に応じまして、排出

ＰＳＣでございますが、このＰＳＣにおきまして
は、排出基準への適合性を証明する有効な証書を

か、国交省のお考えをお聞かせいただきたいと思
います。
○森重政府参考人 寄港国が行う外国船舶への立
入検査、ポートステートコントロール、いわゆる

してくる中で、実効性のあるＰＳＣを実施するた
めに、この人数が果たして足りていると言えるの

が、平成二十五年度で見ると、全国四十一官署で
百四十人の人を抱えておるということであります
けれども、これだけの、数多くの外国船舶が入港

む十九カ国で協力体制を構築しておりまして、東
京ＭＯＵというふうに称しておりますけれども、

ば、基準不適合の可能性の高い船舶に重点的に検
査を実施するなど、効果的な実施を図っていると
ころでございます。
アジア太平洋地域におきましては、我が国を含

共有をいたしておりまして、いわば国際的な連携
のもとで効果的な検査を実施しております。例え

につきましては、我が国を含めて全ての締約国で
国際的に実施しております。この各締約国により
ますＰＳＣの結果につきましては、世界海事機関、
ＩＭＯを通じまして、各国間、各地域の間で情報

ざいますか。
○森重政府参考人

ります。
○西岡委員 このＰＳＣの実行を確実にするため
に、国際的な枠組みというのは何かあるわけでご

する外国船舶監督官というのは、平成九年度にこ
の制度を創設したわけでございます。これまで組

ことができるポートステートコントロール、ＰＳ
Ｃを実施することが可能となりましたけれども、
現場においてどのようなポイントで検査をするこ
とになるのかということと、また、ＰＳＣに従事

今回の法律によって、我が国の港に寄港する外
国船舶が条約に適合しているかどうかを確認する

いと思いますし、展示会等々で認知度を広げてい
くということも重要であるというふうに思ってお
ります。
次に、検査についてお聞きしたいと思います。

な執行体制の確保に努めてまいりたいと考えてお

を通じましてその技術の向上を図るとともに、要
員の増加を図ってきておりますが、今後とも十分

今回のバラスト水の規制に伴いまして、このＰ
ＳＣを行う際に確認すべき事項が増加するという
ことになるわけでございます。こうしたＰＳＣの
実施要員につきましては、従来より、研修、訓練

四十名の外国船舶監督官を配置しておりますけれ
ども、この体制でもちまして実施しております。

こうしたＰＳＣにつきましては、現在、十二の
条約、条約が十二本ございますけれども、それに
関連して実施しておりまして、御指摘ございまし
たように、四十一の地方運輸局等の官署などで百

ただきたいというふうに思っております。

げていくような状況にならないように、そういっ
たところも注意をしていただきながら対応してい

当にこの実効性が担保できるのかなと。それによ
って、諸外国の船がそういったところにまず集中
をして、ハブ化をされてしまって、我が国の、そ
ういった本来来るべき船舶というのがどんどん逃

目にそういったことをやるであろうと思いますけ
れども、先般のあの韓国の船の事故を見ても、本

地域全体で、入港する外国船舶の七〇％に対しま
してＰＳＣを実施しているところでございます。
○西岡委員 ありがとうございます。
私が懸念をしておるのは、我が国は比較的真面

外国船への立入検査、ＰＳＣ

らいあるわけでございますから、今後もしっかり
と国交省においても支援をしていっていただきた

織の拡充を図ってきておることは確かであります
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かあるのではないかというような印象を受けまし
た。

おって、耐航性などの課題が解決されたというこ
とでありましたが、先ほどの答弁にもありました
ように、コスト面の増大であるとか、具体的な取
り組みについては、まだ不透明なところがなかな

見ますと、先ほど泉委員からもありましたように、
平成十五年から三カ年にわたって研究が行われて

次に、先ほど泉委員の方からもお話がございま
したノンバラスト船についてでありますけれども、
これは、海洋政策研究財団のホームページなどを

からも視察が来ておるようですから、ぜひ引き続
き、実現に向けて努力をしていただきたいという

おります。
○西岡委員 ぜひお願いしたいと思いますし、こ
の海洋政策研究財団のホームページを見ておりま
しても、オーストラリアとかの興味がある諸外国

いう観点から認知の向上に努めてまいりまして、
取り組みを進めてまいりたいというふうに考えて

通省の取り組みとしても、これからさらに、展示
会への出展、セミナーの開催、あるいはさまざま
な場を通じまして、日本の産業界の製品の普及と

な状況も変えていかなくてはいけないし、今御指
摘の問題は、国交省関係を超えて、いろいろなこ

いうことができない。国際機関の中に入る、発言
力を増すと同時に、どうしてもデファクトスタン
ダードという形になってしまって、いつの間にか
もうルールが決められてしまっているというよう

○太田国務大臣 物すごく大事なことで、私は、
ここで勝たなければ本当にこれから世界の競争と

うふうに思っておりますけれども、この規範形成
力についての強化ということに対しての大臣の御
所見をお伺いしたいというふうに思います。

マネジメントシステムに関する国際規格を定める
など、対象分野も非常に拡大をしているという状
況にありまして、おくれをとりますと、インフラ
輸出等の国際競争において決定的に不利な立場に

とで極めて重要な問題だというふうに認識をして
います。
このインフラや物品の輸出をめぐる熾烈な国際
競争ということを考えますと、関連する国際ルー

ＴＰＰの交渉でも見られるように、世界標準を
めぐる主導権争いというのは重要な課題となって
おって、この点で、日本の発言力を高めることと
いうのは私は必要であるというふうに思っており

なってくるというふうに思います。
国交省は、そうしたことから、今御指摘の国際

ふうに思います。
次に、今回のこうした条約でもありますけれど
も、一連のものも含めて、グローバル化、ボーダ
ーレス化が加速している中にあって、やはりルー

は、今委員も御指摘ございましたように、開発を
いたしまして、現在では商品化の段階に至ってい
るという状況にあるわけでございます。
改めて御説明申し上げますと、空荷のときにお

ますし、国交省にお聞きしますと、現在、こうい
った国際機関に国交省から二十六名の職員を派遣

機関に二十六名、現在、職員を派遣しているとい
う状況にありますし、積極的に基準の提案を行う
など、議論をリードしているという状況にござい
ます。

こういったところを、せっかくここまでノンバ
ラスト船についての費用を投入してきたわけであ
りますから、実現性について、国交省としての取
り組みというのを、もう少し具体的にお聞かせい

もしとする必要のあるバラスト水、これを積載し
なくても船体が必要以上に浮き上がらないという

しているというような話でございましたが、先ほ
ど来より話が出ておるＩＭＯでは日本人が初めて
事務局長を務められているということで、非常に
よいことだというふうに思っております。

今御指摘のありましたように、ＩＭＯ、国際海
事機関では、事務局長として初めて日本人、国交

ルは決定的に重要だというふうに思います。ＩＳ
Ｏが、全ての社会インフラを対象とするアセット

ことで、通常であれば平らな船底部を、より浮力
の少ないＶ字型にした船舶ということで研究開発
を行った上で、先ほど申し上げましたように、商
品化の段階に至った。

我が国は、国際社会において、やはり規則や国
際標準への形成過程や意思決定過程にもっともっ

省出身なんですけれども、これを決め、このＩＭ

ルが国際的な競争力を決める重要な要素を担って
おると思います。

コストの問題等々、課題がございますけれども、
そういうこともございまして、現時点では実際の

と実質的にも参画して発言をしていくべきだとい

ただければと思います。
○森重政府参考人 ノンバラスト船につきまして

契約まで には 至って おりま せんけれ ども 、国 土 交
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をリードしているということもいたしております。
この国際標準化の動きにおくれをとらないため

動車を相互に承認する新しい制度を国連に提案し
て議論をリードしているというようなこともござ
いますし、水の再利用の国際規格をＩＳＯに提案
して我が国が幹事国になる、こうしたことで議論

れたというようなこともございます。
また、自動車の分野でも、安全基準を満たす自

Ｏにおいては、どの加盟国よりも多く提案を行っ
ている。例えば、船舶からの二酸化炭素の排出規
制に関する提案等が国際ルールとなって採択をさ

地面、これはのり尻と申しておりますけれども、
そこが洗掘されたり、防潮堤を覆うコンクリート、

保全施設に位置づけられることになった経緯も含
めてお聞かせいただきたいというふうに思います。
○森北政府参考人 東日本大震災では、防潮堤を
越えた津波によりまして、陸側の防潮堤と接する

ありましたけれども、どれぐらいの時間を確保で
きるのかという問題もありますし、これらが海岸

２のときに一体どれぐらいの効果が発揮できるの
か。
逃げる時間を確保できるとかというような話も

ますし、総理自身も見直しの可能性を示唆する発
言があったとの報道も新聞記事でございました。

○西岡委員 防潮堤の建設についてはさまざまな
意見が出ておりまして、例えば、東日本大震災の
被災地で進んでいる巨大防潮堤の建設については、
安倍総理の夫人が建設の見直しを訴えられており

環境面におきましても良好なものになるというふ
うに考えております。

緑の防潮堤は、コンクリートの防潮堤と一体と
なった盛り土と樹林を設置いたしまして、粘り強
い構造とするということとあわせまして、景観、

ではないかと思います。
先ほど泉委員の方からもお話がありましたけれ
ども、住民の皆さんの意見を聞く体制というのは
やはり必要であるというふうに思っておりまして、

確かに、最近、私の地元でも、海運関係者の方
と話しておりますと、必要のない高さの防潮堤が
できちゃったというような話をお聞きしておりま
して、詳しく調べていなかったものですから、ち

避難の時間を稼ぐ、浸水面積を減らすなどの効果
がある粘り強い構造とすることが重要であるとい
うふうに考えております。
こういう、防潮堤を粘り強い構造とすることに

海岸管理者や、国の関係行政機関の長及び関係地
方公共団体の長が組織する協議会においても、さ

これは被覆工というふうに申しておりますが、そ
れが流失したりする、そういったことがきっかけ
となりまして防潮堤が壊れました。
こういったことの教訓を踏まえまして、防潮堤

ますし、我々日本人は決められたルールの中でも
努力できる国民性でもあって、そういったところ
も得意なんでしょうけれども、そういったところ
も、ぜひ今後とも取り組んでいただきたいという

よりまして、定量的にはなかなか難しいわけでご
ざいますが、浸水までの時間をおくらせることに

まざまな住民の声を取り上げる仕組みをつくる必
要があるというふうに思っております。
こうした住民の意思反映について、一つは、先
ほどの答弁にもありましたけれども、海岸管理者

に、我が国の技術や基準を国際標準とするために、
かなり力を入れて取り組んでいかなければならな
いと強い決意を持っているところでございます。
○西岡委員 ありがとうございます。

ふうに思っております。
次に、海岸法の一部を改正する法律案について

よって避難のための時間を長くする、そして、浸
水量が減ることによりまして、浸水面積、浸水深
が低減をいたします。そういったことで浸水被害
を軽減する。さらには、第一波で堤防が壊れない

などに任せられているということもありますけれ
ども、国交省として、そういった面についてどう

ょっと詳しいところは発言はできないんですけれ
ども、こういったケースがやはり見られてくるの

質問させていただきたいと思います。
今回の法律で、先ほど来よりお話がありました
ように、樹林や根固工を海岸保全施設に位置づけ
るということになりますが、堤防等と一体的に設

場合でございますが、第二波以降の被害を軽減す
るなどの減災効果、こういったものが期待される

指導していくのかということについてお聞かせい

の整備に当たりましては、津波が防潮堤を越えた
場合に、防潮堤が壊れるまでの時間をおくらせて

置された樹林、これは緑の防潮堤というふうに呼
ばれておりますけれども、この緑の防潮堤は、例

というふうに考えております。

本当に、ルールづくりの場に行って、そこで実
際に決めていくという作業はやはり必要だと思い

えば先ほど話があった津波のレベル１とかレベル
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上げました関連する事業を実施する行政関係者が、
効果的な海岸の防災・減災対策について協議を行

ソフト対策、こういったものを実施する主体と連
携していくことが極めて大事だというふうに考え
ております。
このため、本法案では、海岸管理者と、今申し

災林でありますとか、海浜防災公園等の関連事業
がございます。そういった事業や、また避難等の

ただきたいと思います。
○森北政府参考人 海岸の防災・減災対策におき
ましては、防潮堤の整備だけではなくて、海岸防

力関係などの公共性、こういったものを確認する
ことなどを内容とする海岸協力団体の指定のため

たしております。
この海岸協力団体の指定につきましては、これ
からでございますけれども、指定があった団体の
活動の継続性でありますとか、海岸管理者との協

その申請に基づいて海岸管理者が審査をして、海
岸協力団体として指定することができることとい

らには海岸の安全利用講習でありますとか環境学
習、そういった海岸の維持等に関する活動を適正
かつ確実に実施できる法人、団体につきまして、

ふうにされております。
一方で、本法案では、緑の防潮堤等、粘り強い

効果が粘り強く発揮される構造とする、さらに、
国、地方公共団体等はレベル２の津波を対象とい
たしまして、住民避難を軸にハード対策、ソフト
対策を総動員した総合的な対策を推進するという

等はレベル１津波を対象に海岸保全施設の整備を
行う、それと、津波が越流しても海岸保全施設の

御指摘のとおり、南海トラフ地震に係る地震防災
対策の推進に関する特措法が改正をされました。
それに基づく基本計画におきまして、海岸管理者

ド、ソフト両面からの効果的な津波対策を推進し
てまいりたいというふうに考えております。
○西岡委員 ぜひ、両法案のそれぞれの特性を生
かした南海トラフ地震対策についてお願いしたい

構造の海岸保全施設、これを明確に位置づけて、
そして他の関連事業、さらには避難等ソフト対策
と連携するための協議会の設置をするということ
にいたしております。

ものというふうに期待をいたしております。
○西岡委員 ぜひよろしくお願いします。
次に、今後三十年以内に七〇％の確率で起こる
というふうに言われております南海トラフ地震に

というふうに思います。
最後の質問になりますけれども、大臣が社会資

の指針を検討しておるところでございます。
海岸において活動するこういった民間の法人、
団体を海岸協力団体として指定することによりま
して、海岸管理のパートナーとして、地域に根差

岸管理者である県が、例えば事業説明会を行って、
地元住民の方々の御意見を聞きながら事業を進め
ていくことが肝要であるというふうに考えており
ます。

よる被害が想定される地域については、この法律
の施行後、やはり優先して取り組むべきところで

本メンテナンス元年と昨年言われたように、やは
り老朽化対策というのが一番重要なところである
のかなというふうに思っておりますし、道路や橋
もそうでありますけれども、今回のこういった海

う場を設置することができるということといたし
ております。
なお、住民の意見を聞くというのは極めて大事
ということで、その聞き方はいろいろあるかと。

○西岡委員 ありがとうございます。
今回新たに創設される海岸協力団体がございま

あるというふうに思いますが、さきに南海トラフ
地震対策特措法というのができておりますけれど
も、こうした法律との連携というのは国交省とし
てはどのように考えていらっしゃるのか、お聞か

岸堤防等の老朽化対策というのは、そのデータベ
ース化すらややおくれているというような状況で

これらの法律に基づきまして、南海トラフ地震
による被災が想定される地域におきまして、ハー

す。この団体については、ＮＰＯとかいろいろ考
えられるわけでありますけれども、どういった団
体を想定しておって、その指定基準については国
交省として何らかのガイドラインがあるのか、そ

せいただきたいと思います。
○森北政府参考人 津波避難対策等の地震防災対

ございまして、海岸堤防等の約八千五百キロのう

した民間による活動が促進されて、地域の実情に
応じた、多岐にわたる海岸管理の充実が図られる

の点についてお伺いしたいと思います。
○森北政府参考人 この法案におきましては、海

策、これの促進を図るために、昨年十一月、委員

先ほど大臣も御答弁申し上げましたが、個別防潮
堤等の海岸保全施設の整備に当たりましては、海

岸における清掃とか希少動植物の調査、保護、さ
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すけれども、この点に関しての国交省の取り組み
状況についてお尋ねしたいと思います。

ち、建設年次が不明なところが二千九百キロもあ
るということでありますから、早急なデータベー
ス化を進めなければいけないというふうに思いま
わらせていただきます。

ース化に着手できるようにしてまいりたいという
ふうに考えております。
○西岡委員 ありがとうございました。質問を終

○森北政府参考人 御指摘の、老朽化対策につい
てのデータベース化についてでございますが、今
後、海岸保全施設につきましても老朽化が進んで
いくということで、老朽化対策は喫緊の課題とい
うふうに考えております。
そこで、この法案では、海岸管理者が適切に維
持修繕するための基準を策定することといたして
おりまして、これによって予防保全型の維持修繕
を導入して、中長期的にトータルコストの縮減そ
して毎年の維持修繕費用の平準化を図ることとい
たしております。
予防保全型の維持修繕を行うためには、施設の
整備、点検、診断、対策を記録したデータベース
を作成することが極めて重要であるというふうに
認識しております。このため、維持修繕に関する
技術的基準を今回作成することといたしておりま
すが、その内容といたしましては、施設の点検を
行い、その点検結果に基づいて修繕を行うこと、
点検結果や修繕履歴等の記録を一定期間保存する、
そういったことを想定いたしております。
昨年度でございますが、海岸保全施設の維持管
理マニュアルを改定いたしまして、データベース
のプロトタイプの作成を行ったところでございま
す。今年度は、維持修繕のための技術的基準を策
定いたしまして、海岸管理者が速やかにデータベ
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