衆議院国土交通委員会速記録（議事速報）
平成 26 年 4 月 15 日

いうような取り組みをしておるわけでございます
けれども、隘路に入ってしまって何か八方塞がり
のような状況になっておるのが現状であります。
そういった状況の中、一方では、今治の新都市

商店街の方々もいろいろなイベントを通じて何
とか中心市街地の商店街を再び活性化させようと

た大手デパートが平成二十年に閉店してから、そ
の跡地はとりあえず更地にしたものの、その後の
跡地利用をどうするかというのはまだまだ思案さ
れているような状況でございます。

もう空き店舗が幾つか見られるというような状況
であります。しかも、この商店街の入り口にあっ

を楽しみにしておったようなところがあったもの
が、今や、その入り口の店舗などはずっと空き店
舗になったままでありますし、商店街の中も既に

今般の法律でございますが、人口減少、高齢化
の進展の中で、都市の活力を維持しつつ、高齢者

のあるべき姿、目指す方向などがどういうもので
あるべきかということをお聞かせいただきたいと
いうふうに思います。
○石井政府参考人 お答え申し上げます。

この両法案と、中心市街地活性化改正案が今回
提出されますけれども、この中心市街地、商店街

コンパクトシティーを目指すならば、やはり人を
呼び込める中心市街地の商店街、魅力的な商店街
づくりというのが大事だというふうに思っており
ます。

る商店街を先に助けようというような雰囲気の中
で議論があったというふうに思いますけれども、

たしか、前回、中心市街地活性化法の改正をし
た際にも、私は当時は自民党議員の秘書でありま
したけれども、とりあえず、生き残ることができ

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。

開発事業というものがあって、これは、都市再生
機構が事業主体となって、愛媛県と今治市と協力

人いた人口が今十六万六千人というふうになって
おります。中心部に商店街があるわけでございま

シティー化ということは非常に重要だと思ってお
ります。
私の地元の今治市でも、愛媛県下の第二の都市
でございまして、十年前に合併のときには十八万

に進む過疎化という状況の中にあって、町全体を
つくり直して効率的なまちづくりへ、コンパクト

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。
我が国の人口は二〇五〇年に一億人を切って、
少子化、高齢化、地方によっては、あるいは急速

なってくるというのが現状であります。

てくることによって、さらに中心市街地の商店街
というのが厳しい状況になってくる、死活問題に

いまして、来年ここに大型ショッピングセンター
が進出してくるというようなことになっておりま
す。先ほどの都市計画法の効果の話もございまし
たが、そういった大型ショッピングセンターが出

この事業は、平成十四年に着工されて約十五年
間の中にこれをつくろうというようなことでござ

し合って新たな都市をつくるということで、住む、
働く、学ぶ、遊ぶという四つの機能を持つ新たな
都市をつくってさらに活性化させようというよう
な取り組みをしておるわけでございます。

題でございます。

この中心部の拠点をどのように再生をしていくか
というのは、中活法並びに今回の法案の共通の課

ことでございます。
その際、先生からるる御指摘のあった中心市街
地は、商業機能はもちろん、医療、福祉等、さま
ざまな機能を集約する中心部の拠点でございます。

をネットワークでつないでいくというコンパクト
シティー・プラス・ネットワークの考え方という

等が安心して暮らせるまちづくりの推進、ポイン
トは都市全体の構造を見直していく、その上で中
心部の位置づけ、あるいは小さな生活拠点の位置
づけ、商業や福祉の機能の集約、そして、これら

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、都市再生特別措置法等の一部を改正
する法律案並びに地域公共交通の活性化及び再生

すけれども、この商店街に私も小さいころ行くの
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位置づけを都市全体の構造の中に位置づけて、中
心市街地にさまざまな機能が集約するように支援

ただくことも結構でございます。その中で位置づ
けをしっかりさせていただく。
そのような中で、今般の法律は中活法による商
業活性化政策ともきちっと連携をしながら、その

地適正化計画、これは一市町村だけでつくる場合
もございますし、数市町村が連合してつくってい

その中で、今後の商業のあり方あるいは広域経
済圏のあり方の中で、この中心部の位置づけをど
のように持っていくのかということを、まさに立

れた小さな拠点との間の、公共交通の便利なとこ
ろ、沿線の区域等が想定をされます。
この両区域の設定でございますが、都市機能誘
導区域の場合には、特に事業者の方との協議が大

導区域は、今の都市機能誘導区域の外側の区域、
あるいは都市機能誘導区域と公共交通により結ば

ただ、イメージとしましては、都市機能誘導区
域は、先生御指摘のとおり、鉄道駅に近い、業務、
商業などの集積する地域、あるいは旧町村の役場
周辺などの地域が想定をされます。また、居住誘

がらそれぞれ設定されるべきと考えておりますの
で、法律上一律の基準は設けてございません。

仕方は、地域の実情に応じてさまざまでございま
す。当該地域の人口や土地利用、交通の現状、あ
るいは将来の人口見通し等々、これらを勘案しな

るようなところは、日常の生活の拠点になるわけ
でございますから、配慮しなければならないとい
うふうには思いますけれども、実際、そういった
ところを歩いて見てみますと、かつて旧町村の中

気を使った都市づくりを進められておられます。
もちろん、旧町村の中心部や公共交通で結ばれ

ンパクトシティーという方向性には賛成しながら
も、都市計画マスタープランなどを拝見している
と、どうしても、合併前の旧町村の歴史や文化が
あるわけでございますから、こういったところに

たに合併して、平成十七年にスタートを切ったわ
けでございますけれども、こうした地域では、コ

大合併によって、私どもの愛媛も、七十あった市
町村が二十まで減ったわけでございます。この中
で、今治市は、島嶼部も含めて一市十一町村が新

でございます。想像以上に過疎化が加速している
というのが実態ではなかろうかと思います。
こうした地域においては、計画を策定する当事
者が、市町村合併などの経緯があるために、やは

をしてまいりたい、かように考えております。
○西岡委員 ありがとうございます。
やはり、中心市街地に再び人を集めてくるとい
うのは、よっぽど工夫をしてやらないと難しいと

整が大変重要でございます。
そこで、本法案では、立地適正化計画の設定に
当たって、協議会を設置することができるという
ふうにしておりまして、そのメンバーに住民や事

りある程度平等に進行していかなければいけない
というような取り組みにどうしてもなってくるか

心部であったようなところが、そういったところ
でさえ、既に空洞化が進んでいるというのが現状

わけでございますけれども、そういったものが非
常に重要になってくるというふうに思っておりま
す。
今回、そういった方向に誘導するようになると

業者の代表者を含めて議論を行うことが可能とし
ておるところでございます。

と思います。そういった点を改善するためにも、
私は、やはり国なり都道府県がアドバイスなり支
援をするような体制も必要じゃなかろうかという
ふうに思っておりますけれども、この点について

変重要でございますし、さらに、居住誘導区域の
場合には、住民の方、住まわれる方との意見の調

思いますけれども、居住誘導区域や都市機能誘導
区域はどのような地域に設定するのが望ましいの

また、当該計画を作成する場合には、代表者だ
けでなく、広い意見を求めるということで、公聴
会を開催するといった形で、住民の意見が広く反
映される措置をするということになっております。

お伺いしたいと思います。
○石井政府参考人 今の都市計画法、昭和四十三

思いますし、そういった点では、この法律でつく
られる立地適正化計画、これは市町村が作成する

かというのが一点ございまして、また、この両地
域の設定に当たっては、既存の居住者や事業者の
方々の意見というのをどのような形で反映するこ
とができるのか、その点をお聞かせいただきたい

○西岡委員 ありがとうございます。
都市機能誘導区域というのは旧町村を想定して
お答え申し上げます。

年の都市計画法で線引きが導入をされました。そ

と思いま す。
○石井政府参考人

いるというような話でありますけれども、平成の

都市機能誘導区域、居住誘導区域、この設定の
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でございます。
そこで、大臣の指示で、本省内の方で都市と交

先ほど来、今回のものは、誘導という形ではあ
りますが、第二の線引きのような価値もあるとい
うことで、その上でいいますと、極めて専門的な
知識あるいは先進事例を共有することが大変重要

家を派遣したり、いろいろアドバイスを行って、
何とか線引きの実現にこぎつけた。

のときも、初めてまちづくりの中に線引きという
ものを入れるということで、市町村の方は大変苦
労をされて、国土交通省、当時の建設省は、専門

ので、こういったところが将来的にはどうなるん
だろうかというようなことを非常に危惧をしてお

すけれども、こうした中、やはり私は、自分の選
挙区でも、十万人を超える都市というのは今治し
かございませんでして、それ以外の都市はやはり
三万人とか、そういった規模の都市でございます

いずれ集約された都市に吸収されていくような
ことも十分考えられることではあろうかと思いま

成二十二年だと、十万人以下の都市は八三％にも
上っておりまして、これが三十年後には八六％ま
でになるというようなことが推計されております。

ます。
モデルといっても地域性が全然違います。私の

年寄りが非常に元気に集ってきている。黒潮町か
ら職員が一名朝派遣されて行っているというよう
な、それぞれのところが生き抜いていくというこ
とを考えるということが一つこれは大事だと思い

の教室だったところがデパートと称していろいろ
なものを売って、そしてカラオケがあったり、お

その奥のところに百四十四人の集落がありまし
て、真ん中に、廃校となった学校を利用してディ
マンドバスを回して、そしてそこに、小さな一つ

ができるということで、高速と高速の真ん中のと
ころという最大の条件のところに位置することに
偶然なりまして、急いでここはまちづくりという
ことを戦略的に考えなくてはならないという話し

生まれ育った愛知県東三河の新城市なんというの
は、誰も知らない市だった。豊橋から相当奥地に
入っていったところに市が三万人ぐらいあるんだ
というところで、ところが、突然、南の方に、東

るということで、もうとても住めないと。
ところが、町長さん、大西さんとおっしゃるん
ですが、何とかここで住み続けられるようにとい
うことで、徹底的に防災ということを中心にしな

合いが今行われています。私も十九日には行って
こようというふうに思っています。

ります。
今回法律が想定されている規模よりも小さい都
市の生き残りというか今後のあり方について、大
臣の御所見をお伺いしたいと思います。

ございましたが、先進市町村の職員等の人材ある
いは経験を御紹介するなど、立地適性化計画の策
定に当たって市町村を積極的にアドバイスをして
まいりたい、かように考えております。

がら、そして漁業ということをして、花とかそう
したこともどういうふうに配置してという、町全

それぞれのところにはそれぞれの持ち味という
ものがあるし、どうやってこれを、自然状態では
なくてまちづくりを本格的にどうするのかという
ことを、それぞれの地域性と、そして、何でも東

通部局の合同プロジェクトチームをつくって、具
体的に、こういうふうで計画をつくりたいという
ところについては担当職員を指定する。さらには
現場に密着した、東京だけではなくて地方整備局、

○西岡委員 ありがとうございます。
都市と交通が一体となってやるということはよ

体を考えるということをやりまして、それでずう
っと回って、一万二千人の町なんですけれども、
実に二万人の方とお会いして、話をして、みんな
で、では災害があったらこう逃げよう、ああ逃げ

京型なものじゃなくて、どう生き抜いていくかと
いうことを本格的に考えるということは、この法

名が豊川というところにインターチェンジができ
て、今度、北の方には新東名がインターチェンジ

くわかります。
いつも思っておるんですけれども、よくコンパ
クトシティーというと例が富山しかないというの
が、どうなのかなというような思いがございます

よう、そして仕事はこういうふうにしていこう、
そして山を削って命の山をつくろうというような、

律が想定している十万人を超えるようなところを

○太田国務大臣 私は昨年、四国に行きまして、
黒潮町を訪ねました。三十四メートルの津波があ

けれども、これまでの審議の中でも、この法案が
想定している自治体の人口規模というのが大体十

そういうことをやる。

運輸局、そのいずれに行ってもワンストップで相
談に乗れる。さらに、富山市等、森市長のお話が

万人規模だというふうな話がございましたが、平
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援をしていくというふうにこの法律をしていきた
いと思っているところです。

るよということが一番根っこにはあるということ
を御理解いただいて、千八百の市町村が、それぞ
れ自分たちがどうこれから生き抜いていくかとい
うことを考える、そうした機運にもしたいし、応

町はどうやって生き抜いていくのかということを
どの町もみんな考えていく、そのためには応援す

モデルと一応言いますけれども、そこでもいろい
ろ違ってくる。
私は、ぜひとも、こういう法律によって、我が

ろが自立的にどういうふうに地域を守り立ててい
くかという、そうした主体的なエンジンが各地域

いただきましたが、地域が自立的に自分たちで物
を考えるという意味を込めて、強調するために地
域主権ということを言っているんだというふうに
言われていますけれども、私は、それぞれのとこ

権なんというのはなくて国民主権なんですが、あ
えて、江口さんを初めとして私は一緒にやらせて

ジンができるということが大事だというふうに思
っています。
地域主権という言葉はおかしい言葉で、地域主

そうしたことが流入しますと、東京は、大変な首
都直下地震というものが切迫しているというリス

の日本じゅうの人口減少というのに拍車がかかっ
てしまうということで、東京の一極集中を脱却し
なくてはいけない。
また、もう一つ、幾つもあるんですが、東京に

うことは明らかで、ますます東京に来ていって、
お子さんが生まれないということになると、全体

考えると、東京の出生率と地方の出生率は違って、
地方の方がはるかにゆとりがあるというんでしょ
うか、そうしたことで、お子さんも生まれるとい

それぞれのところに一つは中核的なものをつくる
とともに、東京だけに一極集中していっていると
いうことを脱却して、日本全体の中でバランスの
とれた強い日本全体をつくっていくといういろい

クがございます。そうしたことから、これまで以
上に東京に人口や経済機能が集中することは、災
害のリスクが高まっていく。また、代替機能を持
つというようなことの都市も当然必要であるとい

が大事なんですが、同時に、依然として続く東京
への一極集中からの脱却を図るということは、一
方では大事なことだというふうに思っています。
例えば、昔の、東京から一極集中を打破すると

ろな要素があって、私は、東京の一極集中からの
脱却ということは、日本を強くするためにも必要

にできるということが大事だというふうに思って
いるところです。
しかし、東京の一極集中ということがこのまま
進みますと、いろいろな弊害が出てきます。です

られた新たな国土のグランドデザインという中で、
大臣は、東京一極集中からの脱却ということを目
指すというふうにおっしゃられておることもあり
ますけれども、一方で、グローバリゼーションの

いって首都移転とかいうこととは違うんですが、
最近になって特に、増田寛也さんを初めとして多

だというふうに思っているところです。
○西岡委員 ありがとうございます。
私の地元の四国も、本当に、東京や大都市圏に
人口が流出してしまってなかなか厳しい状況では

○西岡委員 大変示唆に富む話をありがとうござ
いました。地域が努力して、それぞれの地域の多
様性も大事だということであります。私も、地元
の地域に対してもしっかり協力していきたいと思

進展の中で、大都市の国際競争力強化の必要性も
説かれておられます。

くの方がみんな強調しているように、地方で人口
が減少して、どんどん若者が東京、首都圏に流入
していくと、地方が、地域社会がますます衰退を
してしまうということがありますから、それを食

ありますし、三％経済と言われるぐらい、経済的
観点から見ても、将来の展望がなかなか開きがた

うような幾つかの点から、国際競争力を持つよう
なそうした大都市を、道州ということでいったら、

一見相反するような方向性だと思いますけれど
も、この点について、大臣の御見解を確認させて
いただければと思います。
○太田国務大臣 自然の流れの中で続いてきた東

いとめるためには一極集中からの脱却が大事であ
る。

いというところがございます。こういったところ

から、首都圏を初めとしてそれぞれにエンジンが
できる、そして都市間競争にたえ得るということ

京への一極集中を脱却して、それぞれのところに
拠点があって、維新の会は特に地域主権型道州制

また、増田さんが言っているように、出生率を

っております。
一方で、もう一つ大臣の肝いりでおつくりにな

ということを言っておりますが、それぞれにエン
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して、それを見ると、十万から二十万人規模の都
市でも、専任の担当者が一人もいないというとこ

この法律で、地域公共交通網形成計画は原則市
町村がつくられるということでありますけれども、
国交省が作成している資料の中に「市区町村にお
ける公共交通専任担当者数」というものがありま

次に、地域公共交通活性化再生法改正案につい
てお尋ねしたいと思います。

は、私の政治家としてのライフワークとしてもし
っかりやっていきたいと思いますので、どうぞ今
後とも御指導をお願いいたしたいと思います。

最近では、多くの市町村がみずからの問題とし
て積極的に公共交通に取り組まれておりますけれ

で地域公共交通の維持、活性化については、主に
交通事業者の運営に任されていた側面があるとい
うことで、そういう担当者がいなかったのではな
いかと思います。

実情というふうに承知しております。
事情はさまざまだと思いますけれども、これま

んどの市町村では、例えば総合企画の部門ですと
か、まちづくりなどの他の部門との兼任によりま
して地域公共交通の担当職員を配置しているのが

従来から、先進的な事例というものを収集して、
ホームページ、またシンポジウムにおいて広く紹

村での成功事例を参考にすることが極めて有益と
考えております。市町村がみずから考えるという
ことですが、その考える際にはこうした方法が極
めて有益だと思っております。

ますので、このような取り組みを進めるに当たり
ましては、同じような地域特性を有する他の市町

域特性に応じて、多様な交通サービスを組み合わ
せていかなければならないと思います。
御指摘のように、市町村は人材が限られており

設置、それから計画策定支援の予算措置もしてお
ります。こうしたことを通じて、前向きに取り組
む市町村を積極的に支援してまいりたいと思って
おります。

介するとともに、研修の場も活用しているわけで
ございますけれども、こういうような取り組みは
引き続き進めますが、今後は、先ほどからも答弁
がございますように、本省における都市と交通の

も、であるならば、今回、市町村がそういった計
画をつくるに当たって、やはり国がそれぞれの市
町村の規模や地理的条件に合ったメニューをまず
提示してあげるということをして、市町村が一か

○西岡委員 ありがとうございます。
国土交通省の交通政策審議会の交通体系分科会

ども、やはり厳しい財政事情でございまして、職
員をふやしてまで専属の職員を配置するというの
はなかなか難しい状況にあるというふうに聞いて
おります。

課がすべてやっているような状況もあると思いま
すが、本来、住民の方々の生活の足を守るという
のは重要な役割であるというふうに思いますけれ
ども、なぜこういったところに専任の担当者がい

ら考えるといったものではなくて、国が提示した
メニューから選択をしていくというような、そう

地域公共交通部会は、昨年十二月に中間取りまと
めということで、取りまとめを発表されましたけ
れども、私の選挙区の松前町、これは松前と書い
てマサキと読むわけでございますが、きょうは元

ろが五五・九％もあるんですね。これが人口規模
が小さくなればなるほど増加しておりまして、三
万人未満の都市でありますと九割を超えていると
いうような状況であります。

ないのか、そういった理由について国交省がどう
いうふうに思われているのか、お教えいただけれ

いう仕組みをつくるのがよいかと思いますけれど
も、今後の法改正後の市町村への支援体制につい
てはどのように考えておられるのか、お聞きした
いと思います。

松前町長の前田委員もいらっしゃいますけれども、
ここの町と姉妹都市の関係を結ばせていただいて

合同プロジェクトチームの設置、それから地方整
備局、運輸局によりますワンストップ相談窓口の

ばと思います。
○西脇政府参考人 お答えいたします。
今の先生御指摘の数字は、私どもの現況調査の
数字でご ざいま す。

○西脇政府参考人 お答えいたします。
市町村が地域公共交通網形成計画を策定する際

おりまして、松前町の白石勝也町長もこの臨時委

○西岡委員 財政事情もあって兼職しているとこ
ろが多いというようなお話でございましたけれど

全国的に見ると、地域公共交通を担当する職員
が全くいないというところはないのでございます

には、当該市町村の人口や規模や地理的条件の地

過疎化に直面している市町村の市役所や役場で
は、やはり、そもそも部や課の数が少なく、総務

が、御指摘のように、一部の大都市を除いてほと
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ろいろやり合って、手続が大変で時間と手間がか
かり過ぎるということが一番おっしゃられていた

大変好評なわけでございますけれども、こういっ
たものを新たに設ける際にどういった苦労話があ
ったかということを白石町長にお聞きすると、バ
ス停の位置だとか距離だとか経路だとか、国とい

この松前町で、松前町ひまわりバスというコミ
ュニティーバスを走らせておりまして、住民から

員でありました。大変アイデアマンで、確固たる
信念を持つ政治家でございまして、私も大変尊敬
しておる政治家であるわけでございます。

方公共団体としては、バスやタクシーなどの公共
交通事業者よりもコストを抑えることができるこ

ティア団体などがこの役割を担ってきているとい
うことは、非常に評価したいというふうに思って
おります。
しかしながら、住民の足を確保するために、地

償旅客運送というのは非常に有効であるというふ
うに思いますけれども、市町村やＮＰＯやボラン

便だったり、病院に通院するのも不便であったり、
選挙の投票に行くにもなかなか大変だというよう
な話もございました。こうした地域では自家用有

ます。
また、今般、本法案におきまして創設します地

合の補完という位置づけ、これは維持されると考
えております。引き続き、協議会におきます適切
な役割分担、連携ということが図られるように、
地方公共団体に周知をしていきたいと思っており

んでおりますけれども、移譲後におきましても、
タクシー、バス事業による輸送が提供されない場

現在、国会に提出中の第四次分権一括法案にお
きまして、この事務、権限につきまして、希望す
る市町村を基本として移譲することなどを盛り込

地域の住民のニーズあるいは交通事業者の実情な
どが十分反映されるように担保をすることとして
おります。
国交省といたしまして、引き続き、自治体ある

域公共交通再編事業、これにおきましても、地域
公共交通ネットワークの担い手として自家用有償
旅客運送を位置づけておりますけれども、この場
合、自家用有償運送の必要性につきまして、やは

確にしなければ、結果的に公共交通事業者の撤退
を招くおそれがあるというふうに考えております
が、その点に関してはいかがでございましょうか。
○田端政府参考人 お答えいたします。

いは地域の交通事業者に必要な助言をしてまいり
ますし、また、協議会での建設的な議論を通じま

とから、自家用有償旅客運送を優先してしまうの
ではないかというようなことも、そういった懸念
も事業者からお聞きしております。もちろん、運
営協議会のメンバーには入っておりますから、一

いったところを鑑みますと、住民の足の確保とい
うことが非常に重要なわけでございますから、住
民に近い市町村が主体的に取り組むことができる
ような体制づくりというのが何より肝要なのかな

ただいま御指摘の自家用有償運送でございます
が、この導入に際しましては、現在も、地域の協

して、このベストミックスが実現するような、こ
ういう交通の体系になっていくように取り組んで
まいりたいと考えております。
以上でございます。

ことでありまして、利便性を図るには市町村に権
限を持たせて任せた方がいいのではないかという
ことを申されておられました。
あとは、私もいつも言わせていただいておるん

というふうに思っておりますので、どうぞよろし
くお願いします。

議会におきまして、地方公共団体あるいは地域の
バス、タクシー事業者、住民などの関係者が、バ
ス、タクシーによることが困難であって、かつ住
民の生活のために必要な旅客輸送を確保するため

○西岡委員 ありがとうございました。質問を終
わらせていただきます。

り関係者が合意をしていることを認定の要件とす
ることといたしておりますので、こういうことで、

あと、次の質問は飛ばさせていただいて、自家
用有償旅客運送についてちょっとお聞きしたいん
ですけれども、第四次分権一括法案において、自
家用有償旅客運送の事務、権限を地方公共団体に

に必要だ、こういうことについて合意をしている
ことを要件にしてございますので、適切な役割分

定の歯どめはきくんだろうと思いますけれども、
公共交通事業者が存在する地域での役割分担を明

移譲されるということでございます。
山間部や島嶼部の交通空白地域においては、高

担を担保しているところであります。

ですけれども、現在の国の補助制度がやはり実情
と合っていないという部分もございまして、そう

齢者などが日常に欠かせない買い物をするにも不
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