奄美、小笠原ともに、特別措置法に基づきまし
て、数次の振興開発を進めてきております。その
結果といたしまして、農業基盤、水産基盤といっ
たものの整備が進みまして、一定の成果が得られ

言えるのか、お聞きしたいと思います。
○花岡政府参考人 お答え申し上げます。

に評価しているのかということが一点ございまし
て、また、両法案ともに第一条の条文に、自立的
発展を法の目的としていますけれども、具体的に
どのような形になればこの法の目的を達成したと

の特別措置法が講じられてきたわけでございます
けれども、これまでの振興開発の成果はどのよう

法の制定以来六十年、小笠原諸島は昭和四十三年
に日本に返還され、昭和四十四年の小笠原諸島復
興特別措置法の制定以来四十五年にわたって、こ

す。本当にこの両地域において住民の役に立って
いるのかということもいささか疑問としてござい

国平均の約六三％でありますし、奄美においても
約七割の所得水準でありますけれども、一方で、
奄美においては、生活保護を受けている方が全国
平均に比べて約三倍となっている現状もございま

例えば、小笠原村の一人当たりの平均所得とい
うのは約百六十八万円でございまして、これは全

実でありますし、生活基盤整備や産業インフラの
整備など、特措法でこれだけの長い間、両地域の
振興開発をやってきたにもかかわらず、そこに住
む方々の所得水準は低いという実態がございます。

○西岡委員 ありがとうございます。
今までも公共事業を中心にやってきたことは事

待できるということが必要だろうと考えておりま
す。
以上でございます。

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。

ているといったふうに考えております。これから
はこういった基盤を生かしまして、産業の振興、

それでは、質問に入らせていただきますけれど
も、奄美群島は昭和二十八年に日本に返還されて、

認識をさせられるとともに、地元選出の国会議員
として、国に対しても、今後必要な支援があれば
またお願いしたいと思いますので、よろしくお願
いいたします。

思いますし、今後の余震のおそれもありますので、
地震、災害に対する防災・減災の重要性を改めて

いと思いますが、その前に、本日の午前二時七分
に、伊予灘を震源地として、愛媛を中心に震度五
強の地震が発生をいたしました。改めて、被災に
遭われた方々に対してお見舞いを申し上げたいと

ような自立的発展が将来に向けまして継続的に期

さらにつけ加えさせていただければ、法律の目
的が達成されたと言えるためには、今申し上げた

は、地域の魅力と資源を活用して、公共事業に過
度に依存することなく、内発的産業による雇用が
創出され、経済社会の面で発展することであると
考えております。

律の目的規定に書いてございます自立的発展とは
何かということでございます。これにつきまして

定住の促進に直接働きかけるようなソフト中心の
施策に、より力点を移していくといったことが大
事だといったふうに考えております。
それから、二点目に御質問のございました、法

ております。

今、御質問がございました定住の促進といった
ことのためには、二つのことが必要であると考え

に今回、目的として書かれたことによって新たな
取り組みというのがあるのか、お聞かせいただき
たいと思います。
○花岡政府参考人 お答え申し上げます。

取り組んできたはずなんですけれども、その成果
というのはどういうものがあるのか、また、新た

ます。
また、今回の法の目的の一つに、「定住の促進
を図る」ということが新たにつけ加えられていま
す。この定住の促進については重要な課題として

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、奄美群島振興開発特別措置法及び小
笠原諸島振興開発特別措置法についてお尋ねした

翌年の昭和二十九年から、奄美群島復興特別措置
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高い作物を栽培していただく、さらにはその出荷
費用も支援させていただくといったようなことを

さらには今回創設をさせていただきます交付金も
活用していただきまして、例えば、台風に強い平
張りハウスと言われるような農業用のハウスをつ
くりまして、その中で花とか果物とか付加価値の

ろなインフラの整備を行ってきたところでござい
ますけれども、今後はこれを活用いたしまして、

まず第一点は、やはり産業の振興、働く場所の
確保ということでございます。
先ほど申し上げましたように、これまでいろい

考えております。
○西岡委員 ありがとうございます。

努めてまいりたいと思っております。
従来から進めてまいりましたハードの面に加え
まして、ソフトの面、より強化することによりま
して、両面から定住の促進を図ってまいりたいと

追加させていただいておりますけれども、介護サ
ービス等々の福祉面の充実といったようなことも

点も、定住という意味では足かせになっていると
いったふうに考えております。そういった航空路
運賃の逓減、あるいは、今回、配慮規定で条文を

遺産に指定をされますと、若い人だけではなくて
中高年齢の方も、しかも、夏だけではなくて秋か

なものが中心になるだろうと考えております。小
笠原の場合、従来は、夏場に若い方がマリンスポ
ーツをしにいらっしゃるといったような場所だっ
たわけでございますけれども、やはり、世界自然

笠原については、世界自然遺産に既に登録されて
おりますので、それを生かした観光といったよう

振興を図ってまいりたいといったふうな位置づけ
になっております。
それから、つけ加えさせていただきますと、小

確かに、小笠原諸島については、平成二十三年に
世界自然遺産に登録後、観光客がふえているとい
う実態がございますし、私自身もこの登録後、約
二年前に小笠原を訪問させていただきました。国

ら冬にかけても島を訪れられるようになっており
ます。
こういったようなことが奄美についても起きる
ことも期待しながら、観光といったようなものに

者の雇用機会をどういうふうに設けていくのかと
いうのが今後の課題になってくると思いますし、
この雇用の環境の改善にどのように取り組んで、
今おっしゃられた分野、農業や情報通信、そして

内ながら南国気分を味わえたり、今もそうであり
ましょうけれども、当時はかなり船もいっぱいで、

ハードからソフトへということで、産業振興も
取り組まれるということでありますけれども、奄
美で働き口というのはなくて、毎年千六百人ぐら
いの人が島を出ているという実態がございます。

正措置が適用になるという意味で、言ってみれば
小さな特区制度みたいなものでございます。
こういったようなものを使いまして、ソフト面
により力を入れながら、産業振興、雇用の促進と

観光というものが考えられるわけでございますけ
れども、どういった分野をさらに重点的にしてい

二等船室で雑魚寝で訪問した記憶があります。ザ
トウクジラを見られたり、イルカを見られたり、
島内も非常に活気があるような状況でありました。
そういった中にあって、やはり観光振興という

通じまして、そういう高付加価値型の農業の振興
に努めてまいりたいと考えております。
また、もう一つ工夫をいたしております産業振
興促進計画につきましては、これは市町村が計画

いったものに努めてまいりたいと考えております。
それから、二点目は、いわゆる生活環境の改善

くのか、お聞かせいただきたいと思います。
○花岡政府参考人 お答え申し上げます。
昨年の二月に、奄美の地元の十二の市町村が振
興ビジョンといったようなものを取りまとめてお

のは非常に重要でありますし、今度は奄美につい
ても、今現在、我が国の世界遺産暫定一覧表に掲

ついても力を入れてまいりたいと考えております。
○西岡委員 その観光についてなんですけれども、

でございます。
生活環境の整備につきましても、これまで住宅、
浄水場、あるいは廃棄物の処理施設等の基本的な
施設整備は進めてきたところでございます。しか

ります。その中では、今、委員から御指摘のござ
いました、農業、観光、それからＩＴといったよ

載されたこともあって、いずれ世界自然遺産に登

やはりその中には、若い人の雇用というのがなか
なかないということで、こういった若い人の、若

し、先ほど来御議論に出ておりますように、住民
生活の利便性といった意味では、やはり鹿児島に

うなもの、この三つを戦略産業として位置づけて、

をつくって、大臣に認定をしていただければ、そ
れに基づきまして一定の規制緩和措置あるいは是

行く場合の航空運賃が非常に高いといったような

- 2 -

西岡委員
衆議院国土交通委員会速記録（議事速報）
平成 26 年 3 月 14 日

うに、固有で豊かな自然や文化とともに、世界遺
産としての極めて強い発信力を有しているという

についてはどのように取り組んでいくのか、具体
的にお聞かせいただければと思います。
○久保政府参考人 お答えいたします。
小笠原諸島は、今委員から御指摘ありましたよ

て交流人口の増加を見込むことが十分できると思
いますし、そういった観点から、今後の観光振興

録されるとなると、こちらの方も注目されていく
だろうというふうに思います。自立的発展を目指
すというのであれば、やはりこの観光振興によっ

うのは、特に外国人に対する対策であるというふ
うに思います。昨年末に訪日外国人数が一千万人

今回新たに創設された産業振興促進計画認定制
度の中に、これは通訳案内士法と旅行業法の特例
を認めるというふうになって、まさに観光分野に
力を入れようということでありますが、通訳とい

えているところであります。
○西岡委員 ありがとうございます。

らのいろいろな細かい相談にもきちんと対応しな
がら、地域の魅力を生かした観光振興の取り組み
をしっかりと応援してまいりたいというふうに考

連携事業ということで、地方の活性化に資する訪
日プロモーション事業も展開しております。

重要でありますけれども、私ども観光庁といたし
ましても、日本へ来ていただく、訪日を促進する
ビジット・ジャパン事業というのを行っておりま
すが、このビジット・ジャパン事業の中で、地方

外国人観光客の誘致につきましては、一義的に
は、その地域の方々の熱心な積極的な取り組みが

日プロモーションの映像に取り入れて、ウエブサ
イト等を通じて海外に幅広く魅力を発信している
ところであります。

たいんですけれども、通訳案内士は、平成二十四
年度で合格率が一四％と、難しいと言える資格だ
と思います。先に特例が認められている沖縄でも、
研修で語学や地元学、ホスピタリティー、プレゼ

奄美群島、小笠原諸島における地域の主体的な
取り組みについて、これからも積極的にこういっ
た事業を活用して支援、応援をしていきたいとい
うふうに考えているところであります。

ていないということでありましたけれども、恐ら
く、私自身も行った経験からすると、ほとんど外
国人は訪れていないのではないかというふうに思
っておりますが、この両地域への外国人の観光客

ンテーション、旅程管理、救命救急、現場実習な
ど、約半年間で合計百五十二時間の研修が必要で、

を超えて、今度は三千万人の高みを目指すという
ふうに大臣もおっしゃっておられますけれども、
この両地域は、こういった訪日外国人を取り入れ
るために重要な観光資源となると思います。

た、新鮮な魚介類だとか果物などの食べ物、こう
いった大変魅力的な資源がたくさんございます。
これらをバランスよく組み合わせていくことが観
光客を引きつける大事なポイントであろうかと考

の誘致についてはどういうふうに取り組むおつも
りなのか、お聞かせいただきたいと思います。

その後に認定試験に合格して初めて資格取得とい
うことになるわけでございますけれども、果たし
て、これだけの大がかりな研修作業は、市町村だ
けでの実施では非常に難しいのではないかという

ふうに思います。また、奄美群島の方は、現在、
世界遺産の登録を目指している段階でありますけ
れども、やはり、豊かな自然、地域特有の文化な
どの魅力を有しているというふうに考えます。

えます。
観光庁といたしましては、これまでも、例えば

○久保政府参考人 奄美あるいは小笠原は、美し
い海に囲まれて豊かな自然があるということで、
外国人向けに訴求力自身は極めて高い観光資源を
有する地域であるというふうに考えています。

ふうに思っております。
例えば小笠原のような二千五百人ほどの、人口

○西岡委員 わかりました。
この通訳案内士の資格についても少しお尋ねし

小笠原につきましては、私ども観光庁あるいはＪ
ＮＴＯのホームページを活用して、世界に向けた
情報発信を実施しております。また、奄美につき
ましては、目ききの専門家を派遣したり、勉強会

観光庁におきましては、先ほどもお答えさせて
いただきました部分と重なりますが、世界遺産に

がそれだけしかいないところで、その村役場で、

現在どれぐらいの外国人がこの両地域に訪問し
ているかとお聞きしますと、なかなか数字を持っ

を開催するなど、地域と一体となって新しい旅行
商品の造成を促進してまいったところであります。

も登録されている小笠原諸島につきましては、訪

観光振興を図る上で、こういった南国独特の海
だとか森林だとか、そういった見るべきもの、ま

今後とも、積極的な情報発信とともに、地域か
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委員御指摘の通訳案内士につきましては、この
特例を使うためには、市町村で研修を実施してい
ただく必要があるわけでございます。既に同様の
特例を設けております総合特区法の制度におきま

しゃるんでしょうか。
○花岡政府参考人 お答え申し上げます。

予算や人事面を考えると、とても対応が困難だと
思えるわけでございますけれども、この点、国と
しての何らかの支援体制というのは考えていらっ

たけれども、結局は見送られたため、今、高速の
交通移動手段の整備がされていないというような

とっても非常に必要なものだと思います。
小笠原は船で二十五時間半かかるわけでござい
ますから、以前には高速艇であるテクノスーパー
ライナーというものの就航を目指しておられまし

は、先ほど若井委員の方からもお話がありました
けれども、非常に重要でありまして、島民生活に

っかり国としてもフォローしていただきたいとい
うふうに思います。
観光振興の観点からも、交通アクセスというの

の支援、協力を進めてまいりたいと考えておりま
す。

を通じて、関係者間の円滑な合意形成が図られる
ことが重要であるというふうに認識しております。
国土交通省といたしましても、引き続き、東京
都が進める検討について、技術面に関する助言等

る自然環境への影響、費用対効果、運航採算性等
についての検討が行われておりまして、この検討

から重要な課題であるというふうに認識しており
ます。
現在、東京都におきまして、航空路の開設に係

そうな場所だなということについては、そこの視
察で感じたところです。
今、排他的経済水域のこともありますし、何分、
とにかく船で五日も六日もかかるという、要する

しては、札幌市とか泉佐野市等々で研修を実施し、
特例ガイドの運用が始まっているといったふうに

いうのが改善しないと、まず小笠原諸島の振興は
進まないのではないかというふうに思っておりま
す。
加えて、小笠原諸島は、我が国の排他的経済水

に、六日単位で一便しか出ていないようなことで
は、とても大変な状況で、医療とか救急患者とか

○太田国務大臣 私、去年の十月に、小笠原の日
本復帰四十五周年返還記念行事にも出席をいたし
まして、非常に強い要望がございまして、航空路
開設の必要性ということで、空港候補地と想定さ

域の約三割の海域がありますし、レアアースなど
の海底資源の開発の可能性も秘めております。小

いろいろなことがございます。したがって、ここ
については、アクセスの改善とともに、島民生活
の安定や離島振興、さまざまな観点から重要だと
いうふうに思っています。

状況でありまして、外国人観光客を取り込もうと
したって、世界自然遺産であろうが、何も二十五
時間半もかけて見に行かれる方というのはなかな
かいないんだろうと思いますし、せっかく世界自

実施している市町村のカリキュラムを参考にした
上で、複数の小さな市町村が共同で研修を実施さ
れるとか、あるいは外部委託を活用していただく
とか、いろいろな工夫が考えられるといったふう

笠原の交通アクセスの改善、とりわけ小笠原諸島
における航空路の開設は、私は必要不可欠だと思
いますけれども、その点に関して実現性というの
はあるのかどうか、お聞かせいただきたいと思い

今、航空局長が御説明したとおり、東京都との
話し合いというのは非常に大事で、大西先生から

聞いております。
ただ、奄美等の場合には、まさに委員御指摘の
ように、非常に小さな市町村がこの研修をやらな
きゃいけないということでございまして、その点、

に考えて おりま す。
また、今回新たに設けました交付金につきまし

小笠原諸島における交通アク

れるところも視察をしてきました。環境面の問題
とかさまざまあるわけですが、ここは何とかなり

ては、こういった研修にも使っていただけるよう
にしておりますので、こういったものも活用した
上で、市町村の方で具体的な方法を検討していた
だければ、できる限りの支援をさせていただきた

ます。
○田村政府参考人

も応援のお話がありましたが、この実現に向けて、

然遺産に登録されて、通訳案内士や旅行業法の特
例を認めているのに、一番大事な交通アクセスと

いと考えております。
○西岡委員 制度をつくって、それが活用されな

セスの改善は、島民生活の安定、離島振興の観点

いろいろな工夫が要るんだろうといったふうに考
えております。例えば、さきに申し上げた、既に

ければ余り意味がないと思いますので、そこはし
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開設はできるというふうに思っておりますし、こ
の委員室にいらっしゃる皆さん方が、では小笠原

○西岡委員 非常に前向きな話をありがとうござ
いました。
候補地もいいところがありそうだということで
ございますので、本当にやる気があれば航空路の

もよく連携をとって、技術的な支援も含めてやっ
ていきたいというふうに思っているところです。

さまざまな問題があることは承知しておりますけ
れども、何とかこの航空路の開設の実現に向けて、
設置管理者の東京都とも、また地元の小笠原村と

切り花など、これは、こういった支援をもって、
切り花の栽培に高付加価値型農業ということで約

そういったところも一つの要因であろうという
ふうに思いますけれども、それでも、大幅に農業
に携わる人々が減っているということはやはり問
題であろうかと思いますし、平張りハウスだとか

れども、人口自体も本土復帰時代から半減してい
るという現状がございます。

本土復帰時から比較すると実に十分の一、農業人
口が減っている。奄美自体が、先ほど、再生産性
の高いところだというふうに指摘もありましたけ

いったような、台風に強い栽培施設の導入を支援
していくとともに、花卉を初めといたしました農

農林水産省といたしましては、まず何よりも農
業所得の増大が重要であるということで、農業所
得の増大が図られるというような観点から、まず、
柱に化学繊維の目の細かいネットを張る平張りと

もいらっしゃるというふうに承知をいたしており
ます。

うことで、ほかの地域にはない強みを生かした生
産が可能であるというふうに考えてございます。
実際、花卉などでは非常な高収益を上げている方

ていきたいというふうに考えてございます。
ただいま御審議いただいております改正法の趣
旨も踏まえまして、今後とも関係省庁と連携して
施策を推進いたしまして、奄美群島におきまして、

産物の高付加価値化、そのために必要な生産基盤
の整備、そのことを通じた奄美ブランドの確立、
また、農産物の付加価値向上のための六次産業化
も視野に入れた加工販売施設の整備、さらには、

についてどのような支援体制を具体的に行うのか、
お聞かせいただきたいと思います。
○佐藤（速）政府参考人 お答えいたします。
奄美群島の農業従事者数、委員御指摘のとおり、

高付加価値農業の推進を初めとする一次産業の振
興が図られるように努めてまいりたいというふう

一千万の年収を超える人があらわれているという
ような話でありますけれども、だけれども、農業
人口がふえていかないということは何らかの問題
があるんじゃないかと思いますし、やはりこうい

けれども、外からも観光客を引っ張っていこうと
いうような意識があるのであれば、我々でも簡単
に行けるような交通アクセスの改善というのはや
はり必要不可欠でなかろうかというふうに思って

昭和三十年から平成二十二年にかけて約十分の一
に減少しているところでございます。他方で、全

に考えております。
○西岡委員 ありがとうございます。
奄美の基幹作物でありますサトウキビにしたっ
て、今、ＴＰＰの交渉の行方でどうなるかわから

に行ったことがあるのかというと、ほとんどの方
が、大臣は行かれたそうでありますけれども、そ
れ以外の方というのは、一週間もの休みの時間を
とらないと行けないというのは、やはり物理的に

おりますし、この点については、長らく、これま
での議事録を見てきても、検討するというような

就業者数に占めます割合は約一五％ということで、
鹿児島県や全国の平均に比べて、農業は奄美群島
の重要な産業というふうに認識をしております。
奄美群島におきましては、亜熱帯性の気候を生

ないということもございますし、六次産業化や高
付加価値化というのをどんどん進めていただきた

観光とも連携をいたしまして六次産業化を進めて
いただく、そのための人材支援等々の支援を行っ

ことでずっと頓挫しておりますので、そろそろ、
ここら辺でしっかりとした対応をお願いしたいと
いうふうに思っております。
次に、この奄美の資料を見ていて気になった点

かしまして、委員御指摘の、ユリ、菊等の花卉を
初めといたしまして、野菜、畜産といった島ごと

いというふうに思います。

ったものをもっと進めていくべきだと思いますけ
れども、こういった地域の農業振興、第一次産業

でありますけれども、奄美群島の農業人口という
のは、返還以来、大幅に減少しているんですね。

の特色ある農業が展開されておりまして、そうい

なかなか難しいことでございまして、観光庁長官
も行かれたかどうかはちょっと私もわかりません

平成二十二年で、今現在、七千六百六十六人と、
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れだけのメニューに対して、果たして十分にこれ
は対応できるものなのかどうかというふうなこと

い支援メニューを用意されておられ、これは鹿児
島県や奄美群島の市町村が選択して使えるという
ことであります。
約二十一億ということでありますけれども、こ

運賃の逓減だとか、農業創出緊急支援、観光・情
報通信等人材育成、定住促進支援など、実に幅広

次に、今回新たに創設された奄美群島振興交付
金の話でございますけれども、支援メニューとし
ては、農林水産物の輸送支援だとか、航路・航空

の離島を抱えておって、地元の離島振興法の対象
地域であります上島町の上村町長さんや、松山市

すので、それを、お話を伺った上で対応させてい
ただきたいと思っております。
○西岡委員 ありがとうございます。
私の地元も瀬戸内の地域でございまして、多く

交付金でございますので、最終的な配分等は地元
で今御相談していただいているところでございま

れに次ぐのが農産物の輸送費支援、この二つで全
体の半分以上を占めるということになるのではな
いかと想定はいたしておりますけれども、何分、

小笠原諸島を初めとする離島に対する位置づけと
いうのはどのようなものがあるのか、また、奄美、

割もあったり、離島の役割は我が国の発展にはも
う今や欠かせないような状況でございます。
今、太田大臣が取り組まれておられる国土のグ
ランドデザインの骨子において、この奄美群島や

のがあると思いますけれども、海洋資源も確認さ
れたり、排他的経済水域もあり、安全保障上の役

ような環境づくりが必要であると考えますし、日
本には約六千八百五十の離島がありまして、それ
ぞれその条件というのは一くくりにはできないも

たいと思っておりますが、まず、四百四十七万平
方キロの領海、そして排他的経済水域、ここは、
奄美そして小笠原、特に小笠原は極めて重要であ
るという、そうした位置づけ、そして、離島もそ

小笠原両地域に対する今後の取り組みのあり方に
ついて、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 国土のグランドデザインの骨子

いと思います。
最後に、奄美や小笠原は、外海離島であります
ので地理的条件も厳しいものがありますし、また、
米軍に占領されていたというような歴史的な経緯

うした位置づけというものは明確にし、それは、
安全保障上の問題もあるし、資源もさまざまある

の中島や、今治市の離島の一つである旧関前村の
市会議員の皆さん方にもお聞きすると、やはり航
路運賃の低減というのが必要なんだということで
ありますので、その点の対策というのは、もっと

まして予算要求し、二十一億三千万円という予算
を今回はつけていただいたということでございま
す。
とにもかくにも、初めてこういった交付金がで

もございます。私も、今回、質問に立つに至って、
奄美の復帰運動で活躍された、復帰の父と言われ

し、観光という点でも極めて大きいという位置づ
けをさせていただいているところです。
奄美は、その点でいいますと、琉球弧の一部を
形成して、地政学的にも重要という判断をしてお

をお聞きしたいということと、この支援メニュー
のうち、どの分野に重点を置くことを本来国とし
て希望しておるのかというのをお聞かせいただけ
ればと思います。

きたわけでございますので、これを使って、でき
るだけ地元でうまく調整をしていただいて、住民、

る泉芳朗氏の活動姿勢などは、本当に私たち政治
家も見習わなきゃいけないなという部分も数多く
ありました。
一方で、過疎化や高齢化にあえぐ離島やあるい

りますし、また、本土から距離が四百から五百キ
ロメートル程度と、一般の離島に比べて非常に遠

を今月というふうに考えておりまして、また、そ
の後も皆様の意見をお聞きして策定を進めていき

企業の方々の御要望に応えていくということが大
事だろうと思っております。
何が重点かという御指摘がございましたけれど
も、物事に軽い重いはないかもしれませんけれど

は山間部など、こういった地域も各委員の選挙区
でもたくさんあるのが実態でございます。

い。そして、グランドデザインからいきますと、

国としても、今後、今回の交付金によってどんな
効果が得られるかを見ながら対応していただきた

も、例えば、単純に金額でもし見るといたします
れば、委員から御指摘がございました航路・航空

この特措法によって、両地域が真に自立できる

○花岡政府参考人 奄美の交付金につきましては、
地元の方の熱望といったような強い御希望を受け

路の運賃の逓減というものが多分一番多くて、そ
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いろいろな集落になって、人口が減少してという
ようなことがありますが、そこで、もう一遍立ち
直る、それぞれのモデルをつくって立ち直るとい
うようなことが大事なものですから、そういう中
の一環として、奄美が、定住が促進されて、産業
が育成されるということを期待しているという位
置づけにさせていただいております。
小笠原は特に、そうした排他的経済水域の約三
割を占めるというようなことも含めて、ここは極
めて重要なこと、ハンディも当然あるんですが、
そうした位置づけの中で振興していきたいという
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した。これで質
問を終わらせていただきます。
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