衆議院国土交通委員会速記録（議事速報）
平成 26 年 2 月 21 日

のわ二〇一四というイベントを開催させていただ
きます。これは、地元の民間団体の企画を初め、
多くのメニュー、さまざまなイベントがありまし
て、最終日には、八千人規模の国際サイクリング

の間、このしまなみ海道周辺の瀬戸内の島々をス
ポットに当てた愛媛、広島両県主催の瀬戸内しま

願いをさせていただいてまいりましたが、今回の
大臣の御決断に改めて感謝申し上げたいというふ
うに思っております。
来月、三月二十一日からは、十月二十六日まで

観光客が見込まれるわけでございますので、私も、
この委員会等々を通じながら、無料化についてお

ということでございました。
料金徴収の人件費のコストや、無料化によって
得られる経済効果などを考えますと、より多くの

具体的な実施時期や地方負担のあり方につきま
して、今後、本四会社及び両県とも調整しつつ、

ただいたところでありますけれども、このたび、
広島、愛媛両県の御努力をいただいた上で、実現
に向けて調整するよう本四会社に指示をいたしま
した。

重要だというふうに思っております。
無料化につきましては、各方面から御要望をい

ておりませんでしたが、大変世界的に人気が高い
ということもございます。我が国を代表するサイ
クリングコースとなっておりますけれども、さら
に観光資源として捉えて有効活用していくことが

話のありましたさまざまなイベントということが
ありますと、サイクリングは、私も十分認識をし

は国交省の足立技監とか、大勢の方が現実に走っ
ておりまして、その感想も聞いております。
昨年の国際サイクリング大会の開催とか、今お

この議事速報は、正規の会議録が発行される

午後一時開議
○梶山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

大会というのがメーンイベントとして開かれると
いうような流れになっております。

すしまなみ海道の自転車通行料金の無料化につい
て、大臣は、無料化が促進できるように本四会社

であるしまなみ海道、これに、昨年十月に行われ
た国際サイクリング大会のプレ大会、こういった
ものの大会が成功裏に終えたという地元の努力を
評価していただいて、両県の長年の要望でありま

愛媛県知事、そして広島県知事と太田大臣がお会
いされた際に、両県を結ぶ本州四国連絡橋の一つ

このたびは、大臣所信に関する一般質疑という
ことでお時間を頂戴いたしまして、まことにあり
がとうございます。
まず冒頭にお尋ねしたいことは、今月六日に、

とで、これは、走った谷垣法務大臣とか、あるい

分、要請もいただきました。
現実にすばらしいサイクリングロードというこ

いらっしゃるのかということを太田大臣にお伺い
したいと思います。
○太田国務大臣 しまなみ海道の自転車道につい
ては、昨年来、無料化ということについては、随

担というのも考えられることでありますから、そ
の地元負担についてのお考え、どのように考えて

そういった背景を考えますと、自転車の通行料
金の無料化については、なるべく速やかに実施を
お願いしたいというふうに思っておりますが、そ
の点に関しての実施時期、そして、当然、地元負

しながら、県議会の議決も必要でしょうし、地元

ます。
この準備状況は、愛媛、広島両県とともに調整

まして、これは実はどしゃ降りだったものですか
ら十分にサイクリング大会は楽しめなかったので
はないかというふうには思っておりますが、こと
しは天気になればいいなというふうに思っており

確かに、地元の準備体制も必要だろうと思いま
すし、昨年、谷垣大臣が走られた際には私も走り

検討していくということになります。できるだけ
早ければいいなというふうに思っておりますが、
調整をしっかりさせていただきたいと思います。
○西岡委員 ありがとうございます。

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

質疑を続行いたします。西岡新君。
○西岡委員 日本維新の会の西岡新でございます。

に直ちに指示をしたいとの積極的な発言があった
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思っております。
いずれにしましても、国と地方が連携をして、

しながら、県に聞きますと、この地元負担を賄っ
ていこうというふうな努力もしておりますので、
ぜひ、このしまなみ海道の自転車の無料化につい
てはなるべく早目にお願いをしたいというふうに

ＰＲすることによって賄ってきているというよう
なこともございまして、こういった事業を参考に

負担については、愛媛県ももともと、例えば道路
の維持管理については、例えば一口十万円でスポ
ンサーを地元企業から募って、それを広告看板で

のか、今後の観光戦略についてどのように描いて
いるのか、お聞かせいただきたいというふうに思

す。
今後、これまでの二倍の二千万人を目標とする
ということでございますが、これはどこをターゲ
ットとしながら、例えばどの部分を強化していく

いました。また、観光立国に向けたアクションプ
ログラムの改定を検討するということでもありま

大臣所信でも、我が国でオリンピック・パラリ
ンピックが開催される二〇二〇年に向けて、二千
万人の高みを目指しますというようなお話もござ

そこで戦略を描いていかなければいけないのでは
ないかというふうに思っておりますが、その点も

私は、二千万人を目標とするのであれば、例え
ば、単なる旅行者とかビジネス訪問者だとか、あ
るいはＭＩＣＥの参加者だとか、いろいろな分野、
種類に区切って、具体的な数値を設定しながら、

以上でございます。
○西岡委員 ありがとうございます。

こうと思っておりますので、いろいろな御指摘を
踏まえて、戦略をきちんと練っていきたいという
ふうに思っております。

人当たりの単価も、ＭＩＣＥの参加者というのは
お金を落としてくれる割合も高いということであ
りますので、こういった取り組みを通じてさらに
人を呼び込み、また経済を活性化するということ

あわせて取り組んでいただきたいというふうに思
っております。
また、今後の訪日外国人数の増加のためには、
やはり、先ほど申し上げましたように、ＭＩＣＥ

これは具体的に言えば、例えば、どこの国とかど
の地域から、あるいは日本の中のどのあたりに来
ていただくことを想定していくのか、そういった
ことも考えた上で、各国のどのような層をターゲ

も重要だと思っております。
それで、ＭＩＣＥについて、国としての国際会

います。
○久保政府参考人 先生今お話しいただきました
ように、二〇二〇年に向けて二千万人の高みを目
指すということでございます。その観光戦略でご

それで、続いて、関係になりますけれども、観
光についてお話をさせていただきたいと思います。
昨年の訪日外国人旅行者数は、一千三十六万人
と前年比より二四％増で、ビジット・ジャパンの

ットに例えばプロモーションを強化するかといっ
たインバウンド政策を考えていく必要があるとい

議などの誘致体制、そもそも、海外からどれぐら
いの需要があるのか、アジア地域においてはどれ
ぐらいの需要があるのか、こういったものを把握
しないと、やはり受け入れ体制、例えば国内の施

これだけ画期的な取り組みでありますから、この
しまのわ二〇一四というイベントも、しっかりこ
のイベントを通じて地域の活性化、そして瀬戸内
の島々の活性化に私も取り組んでいきたいという

事業を開始以来、政府目標を初めて達成したとい
うことでありまして、ことし一月の訪日外国人者

うふうに思っております。
その際、いろいろな点を盛り込みながら考えて
いくことが必要だと思っておりますが、私ども観
光庁では、交通政策審議会観光分科会というとこ

設など、この整備を行うにも必要となってくると
思いますが、今そういった需要に対してどのよう

の戦略については非常に重要であるというふうに
思っております。経済効果についても非常に、一

数も、日本政府観光局の発表によりますと、既に
前年度比四一・二％増の九十四万三千九百人とな
っているということでありました。円安などの背
景もあるとは思いますけれども、非常に順調にい

ろがいろいろな御意見を賜る場としてありますが、
来週から、今御指摘の点を目指す上での考え方を

なものになっているのか、お聞かせいただきたい

ざいますけれども、今御指摘がありましたように、
どういったところを特にターゲットにするのか、

っておって、これは特に東アジア地域の観光客を
取り込むことにも成功しているということでござ

有識者の方々の知見もおかりしながらまとめてい

ふうに思っておりますので、引き続きどうぞよろ
しくお願いいたします。

います。
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けないということは私どもも考えております。
それで、国際会議等の動向でございますけれど

いうことの傾向が出ています。その意味で、訪日
外国人旅行者数については、数字のみならず、旅
行消費額だとか経済波及効果だとか、そういった
経済活性化の視点も十分織り込んで考えないとい

消費される額というのは、私どもの調べによれば、
通常の観光客の方より数字は高目になっていると

というふうに思います。
○久保政府参考人 これも、今御指摘のとおり、
ＭＩＣＥに参加されます外国人の方が日本国内で

てはＭＩＣＥのプロである外国人専門家を派遣し
て、どういったあたりの対策を打っていくことが
効果があるかといったような支援を行っています。
また、日本に呼び込むという意味で、国内外の

戦略都市として選んで、あるいは追加的に二都市
を強化都市として選んで、そういった都市に対し

ども、ある意味、世界トップレベルの誘致の体制、
これはＭＩＣＥ都市と私どもは言っておりますけ
れども、このＭＩＣＥ都市を育成するため、昨年
からでございますが、昨年六月に、特に五都市を

そのためにどういうことを考えているか、ある
いは実行しているかということでございますけれ

ります。そのために、特にアジア関係国の海外競
合先との誘致競争力に勝っていく必要があるとい
うことであります。

ありますけれども、対して日本は、最大の東京ビ
ッグサイトでも八万六百六十平米しかない。
十万平米を超える施設が日本にはないというこ
とが現状でありまして、こういった展示会の開催

や中国、韓国に対して、こういった国々は総展示
面積が十万平米を超える施設があるということで

拝見しておりますと、このＥの部分は展示会、見
本市、イベントということになっておりますけれ
ども、展示場面積における諸外国との比較を見る
と、アジアでの競争国でもありますシンガポール

ントということでありますけれども、このＥの部
分については、私も観光庁からいただいた資料を

な状況でありまして、そのＭＩＣＥの中でも、Ｍ
ＩＣＥのＭはミーティング、Ｉはインセンティブ、
Ｃはコンベンション、Ｅのエキシビション、イベ

略の中での展示会の部分について、取り組みはど
うしていくおつもりなのか、お聞かせいただきた
いというふうに思います。
○久保政府参考人 ＭＩＣＥのうち、最後のＥの

も、この十年あたりを振り返りますと、例えば二
〇〇三年ですが、これは一定の要件の国際会議で
ございますけれども、全世界で六千四百三十七件
でございました。これが最新の統計の二〇一二年

ども、誘致委員になっていただく。これも昨年十
二月にスタートさせました。
また、同じく昨年十二月に、これは観光庁だけ
でも不十分な点がありますので、ＭＩＣＥ誘致、

部分でありますけれども、イベントとかエキシビ
ションといったものであるのは御指摘のとおりで

数や規模というのはＧＤＰと相対関係にあるとい
うような調査報告もありますので、今後、観光戦

すけれども、これも同じく二〇〇三年では六百四
十六件でございましたが、二〇一二年には千二百
八十四件まで増加しています。
今後も、世界全体の国際会議の回数は年々増加

開催に関する情報共有など、関係府省庁の全体の
会議も設置をして取りかかったところであります。

ございます。
こういったものに対しては、大規模な展示会場
が必要な場合がありますけれども、これも御指摘
のとおり、諸外国に比べ、不足している面はある

影響力のある方々に、日本の顔として、私どもは
通称ＭＩＣＥアンバサダーと言っておりますけれ

する傾向にございますが、特に、急速な経済成長
を背景に、アジアの開催件数の伸びは今後さらな

こういった形で、私どもといたしましては、関
係の府省庁とも緊密に協力をして、国を挙げてＭ
ＩＣＥ誘致体制の構築を今後とも強化してまいり
たいというふうに考えております。

では一万一千百五十六件まで増加しています。ま
た、アジア太平洋地域の主要な国の会議でありま

る拡大が見込まれるということでございますので、
この見込まれる、特にアジアでの国際会議の回数
をぜひ日本に取り込んでいきたいと思います。
ただ、現実には、近隣の諸国のＭＩＣＥ誘致と

と思います。
一方、ただ、このＭＩＣＥの、特にイベントも

含めて、海外からの集客につながるということか

以上です。
○西岡委員 ありがとうございます。
確実にＭＩＣＥ市場は拡大しているというよう

いう取り組みが強化されている結果、アジア太平
洋地域での国際会議における、日本自身も増加は
しておりますけれども、シェア自身は低下してお
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という点で努力をしているところであります。
御指摘のとおり、国際会議のみならず、こうい

ましても、例えば、日本で行われるそういうイベ
ントに対して、海外において誘致活動、要するに、
日本に来てもらうための訪日プロモーション活動
を海外現地でも行うなどとして、誘致客数の増加

であることは十二分に認識しております。
私ども 観光 庁とし ては、 このイベ ント 等に つ き

ら、訪日外国人旅行者数の誘致の観点でも意義は
大きいですし、さらに、産業振興、貿易振興とい
った観点からも、日本の経済にとって重要なもの

にお聞きしています。
私どもにつきましては、こういった国際会議場、

Ｅ施設が整備はされておりますけれども、首都圏
の一部施設では稼働率が高くて利用が逆に容易で
ないという部分もありますが、多くの施設におい
て採算の確保が難しいという点もあるというふう

に当たっての最大の要素の施設だと思います。
日本においても主要都市を中心に多くのＭＩＣ

はどのようになっておりますか。
○久保政府参考人 会議場あるいは展示場といっ
たＭＩＣＥ施設というのは、ＭＩＣＥ誘致を行う

れは国としても何らかの対応をしながら改善して
いくべきだろうというふうに思っております。

うというふうに思います。
この施設整備については、財政的負担というの
は、民間事業者にとっては単独で整備するのは非
常に難しいというふうに思いますし、やはり、こ

やはり私は、日本はトップクラスの水準に匹敵す
る大規模な施設というのは整備していくべきだろ

うふうな指摘もあります。
このＭＩＣＥについては、ソフト、ハード両面
から一体に推進する体制が必要だと思いますし、

ＩＲ法案、これは継続審議になっておりますけれ
ども、これの早急な審議というのも必要ではない
かというふうに思っておりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

このＭＩＣＥ施設の採算確保の観点からも、成
功例でありますシンガポールなどの事例にも見ら
れるように、やはり、総合リゾート化をしていか
なければいけないのではないかというふうに思っ

一方で、観光庁といたしましても、先ほど申し
ましたような、グローバルＭＩＣＥ戦略都市、強
化都市という枠組みを通じて関係都市と積極的に
意見交換を行っておりまして、可能な協力を行う

次に、ＭＩＣＥを促進するために、出入国審査
の迅速化など、受け入れ環境の整備についてはど

展示場といったＭＩＣＥ施設の整備については、
基本的には自治体さんにおいて積極的に取り組ま
れてきたものでありますが、今後、海外との競争
におくれをとらないためにも、一層の施設整備、

ヨーロッパやアメリカでももっとさらに大きな施
設を持っているんですね。そういうことを考えて
みますと、やはり産業創出にもつながって経済効
果もあるこの国際展示会というのは、まだまだ成

ということで、特に、数字をふやしていくという
ことが都市としての施設運用でもプラスになるも

のように考えていらっしゃるか、お聞かせいただ
きたいと思います。
○久保政府参考人 ＭＩＣＥの促進のためには、
確かに、受け入れ環境の整備ということも大切な

った日本で開催される国際的な展示会等を積極的
に活用して、訪日外国人旅行者の拡大という形に
も努めていきたいというふうに考えております。
以上です。

長の余地 はあ るので はない かという ふう に思 っ て
おりますので、やはりそのためにも施設の整備と

のですから、ＭＩＣＥの誘致開催の促進に一層努
力をしてまいりたい、かように考えております。
以上です。
○西岡委員 ありがとうございます。

点だというふうに考えております。
例えば、ＭＩＣＥを開催する、国際会議を開催

ておりますし、そのためにも、昨年の臨時国会で
我が党も共同で議員立法として提出いたしました

いうのは重要になってくると思っておりますので、
国としても積極的にこれは支援をしていただきた
いというふうに思いますし、しっかり取り組んで
いただきたいというふうに思います。

おっしゃるように、やはり東京ビッグサイトの
ひとり勝ちというような形でありまして、例えば

するといった前後の時間に、いろいろな施設、文

改修等に各都市が積極的にイニシアチブをとるこ
とを期待しております。

それと、また、このＭＩＣＥ施設単独での採算
確保というのは非常に困難だというようなお話も

千葉の幕張メッセとかは、今、稼働率が低いとい

○西岡委員 十万平米という話をさせていただき
ましたけれども、これは、欧米の部分を見ると、

ありますが、この点に関しての国の支援というの
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したが、その前の日に、芝の増上寺で前夜祭を行
いましたところ、やはり、海外から参加された方

すけれども、特別な場所でいろいろな催しを前後
に行う、こういった利用促進の協議会も、これも
昨年八月に官民関係者で設けました。
例えば、その後、去年、旅行の博覧会を行いま

非常に活発に行われておりますので、私どもも、
これはユニークベニューという言い方をしていま

化施設だとか、これは美術館、博物館ですけれど
も、歴史的建造物だとか、公共空間を使っておも
てなしをするといったような試み、これは各国で

Ｅを促進するためにも、東京オリンピック・パラ
リンピックの少なくとも二年前ぐらいまでにはこ

も必要だとか、いろいろなケースがあると思いま
す。
六年後には、東京オリンピック・パラリンピッ
クが開催されるわけでありますから、このＭＩＣ

足場を組みたい場合には消防法がひっかかったり、
一カ月未満の宿泊については旅館業法の営業許可

ろん大事だと思いますし、例えば、多くの省庁に
またがる規制がやはり障壁になっているというふ
うにも思っております。例えば、展示場において

して和食の無形文化遺産登録、これらが大変大き
な要素を占めたというふうに思います。そしても
う一つは、東南アジアを初めとしてビザをかなり
去年緩和したということが、東南アジア諸国から

光という点に絞れば、富士山の世界文化遺産登録、
そしてオリンピック・パラリンピックの決定、そ

それはそのままどうするかということに連なって
いくというふうに思います。
一つは、日本が景気、経済も含めて元気になる
ということだと思います。そして、もう一つ、観

六万人ということになりました。この二百万人ふ
えたということの要因は幾つかあるわけですが、

礼を申し上げたいと思います。
おととしが八百三十六万人でありまして、去年
一年間でちょうど二百万人ふえまして、一千三十

て、日本ブランドのつくり上げと発信という、富
士山にかかわらず、そうしたことをさらに、外国
人目線に立った訪日プロモーションを強化してい
く。海外でも、この間、インドネシアでＪＮＴＯ

れらを改善すべき、そして実施すべき、向かうべ
き方向だというふうに思っておりますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。
それで、あと、そういった観光戦略の中で、何

というふうに思っておりますし、このＭＩＣＥ戦
略でも、旅行とセットにしたり、あるいは他の観
光との組み合わせ、これは、例えばゴールデンル
ートはもちろんですけれども、ゴールデンルート

の地元の事務所を発足させたのですが、そうした
ことをさらに促進したいというふうに思っていま

から大変好評でありましたし、その意味で、日本
にまた観光に行きたくなるというような御意見も
賜りましたので、そういった受け入れ環境の整備
も大事だというふうに思っています。

も大事だというふうに考えていまして、ファース
トレーンという言い方をしておりますけれども、
そういった方々の出入国手続が迅速に済むような
仕掛けについても、これも関係者から成ります検

以外の国内の観光資源の開発も必要ですし、やは
り、ばらばらではなくて包括的な観光戦略が今後

す。
ビザの緩和はかなり去年効いたわけでありまし
て、これはさらに航空ネットワークの充実ととも
にやっていかなくてはいけないというふうに思っ

すごく大勢の人が来るようになっています。
こうしたことはそのまま連なると思っていまし

討会を設けて、現在検討を急いでいるところでご
ざいます。

も重要だというふうに思っております。
今後、訪日外国人数二千万人の目標に向けて、
大臣の決意をお伺いしたいというふうに思います。
○太田国務大臣 まず、昨年十二月の二十日であ

ておりまして、同時に、空港容量の拡大、ＬＣＣ
を初めとした航空ネットワークの拡充、これらは

が必要でどう取り組んでいくべきか、しっかり工
程表をつくって取り組んでいかなければいけない

そういう意味で、ＭＩＣＥの誘致、開催につい
ては、そういう周辺の受け入れの環境整備という
ことも非常に大切なことであると認識しておりま
して、さらに一層尽力をしていきたいというふう

りましたが、念願でありました一千万人を達成す
ることができまして、国交委員会の皆様にも大変

また、一方で、こういうＭＩＣＥに出席をされ
る方の空港での出入国手続の迅速化といったこと

に考えて おりま す。
以上です。

大事なことだと思います。

出入国審査の迅速化というのはもち

お世話になりました。ありがとうございます。御

○西岡委員
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これらを組み合わせて、一千万人達成したもの
ですから、直ちにもう一遍力を入れようというこ

療や教育ということも含めて、また、成田や羽田
あるいは各空港に行きまして、公衆無線のＬＡＮ
環境の整備というようなことも極めて重要なこと
だというふうに思っています。

型の旅行 とい うこと もあっ たりしま すし 、家 族 を
連れてきてというようなこともありますから、医

さらに、三つ目に大きな要素は、外国人旅行者
の受け入れ環境の改善ということになります。Ｍ
ＩＣＥの話が今ありましたけれども、かなり滞在

り組んで、改善していくべきじゃないかというよ
うな思いが強うございました。
臨時職員については、面接とか採用の際にも簡
単な面接で終わったりするものですから、そのバ

られてきて、昨年、特定秘密保護法の審議の際に
も、私は、こういった本当に身近なところから取

も、国会議員になる前というのは秘書を経験して
おりまして、長年国会で見てきた現状としては、
大臣室を初めとする国家の機密性の高い情報を扱
う部署において臨時職員というのが非常に多く見

つきましては合計十四名おります。
○西岡委員 少し時間もありませんけれども、私

委員御指摘の臨時職員、いわゆる非常勤のこと
だと思いますけれども、きょう現在、まず政務三
役についてはおりませんが、局長級以上の職員に

ながっているのかというのがわからない。
そういった状況において、機密性の高い部署に
いらっしゃると、電子媒体だと足跡は残るかもし
れませんが、紙媒体で容易にこういう重要な機密

とで、一月に政府で観光立国推進閣僚会議を開か
せていただきまして、外国人旅行者に不便な規制
や障害の徹底的な洗い出し、そして、工程表、ア
クションプランというのを策定するということに

○西岡委員 ありがとうございました。
二千万人に向けてやれることは全てやっていく
ということで、我々も協力していきたいと思いま
す。

性の高い書類をコピーされてしまうと、持ち出さ
れてしまう可能性もありますから、こういったも

ックヤードだとか、したがって、国内外の組織や
団体や企業あるいは政治家、どういった方々とつ

本来ならばここで終わるところでありますが、
私からちょっとお聞きしたいことがありまして、

のについては、私は、もう答弁は構いませんが、
臨時職員を配属することについては改善していっ
て、正規職員をしっかりとした機密性の高い部署
については配置すべきというふうに思っておりま

ついて総理からも発言があり、一丸となって取り
組んでいきたいというふうに決意をしております。

また質問 をさ せてい ただく わけでご ざい ます が 、
今国会でも予算委員会で民主党の古川議員が御指
摘をされておられましたけれども、国土交通省に
おける政務三役、そして局長以上の部屋に配属さ

これで私の質問を終わらせていただきます。

すので、国交省においてもそういった取り組みを
お願いしたいと思います。
お答えをいたします。

れている臨時職員というのは一体何人いらっしゃ
るのか、お聞かせいただきたいと思います。
○武藤政府参考人
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