
平成 14 年第 41 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 41  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 12 月 20 日（金）15:15～16:03 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席者 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同    竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同    片山 虎之助 総務大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同    平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 扇 千景 国土交通大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)「平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」について（報告） 

(2)平成 15 年度予算編成等について 

(3)観光政策の課題とグローバル観光戦略について 

(4)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○平成 15 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 

○平成 14 年度補正予算及び平成 15 年度予算（財務省原案）の関連資料（塩川議員提

出資料） 

○予算執行調査の反映状況について（塩川議員提出資料） 

○政策評価の活用状況（財務省原案）について（塩川議員提出資料） 

○扇臨時議員説明資料 

（本文) 
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○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年第41回目の経済財政諮問会議を開催いた

します。本日はありがとうございます。 

本日は大きく２つテーマがございます。まず第１は予算編成等につきまして、

予算に関連する話であります。第２は観光政策の課題とグローバル観光戦略につ

いてでございます。観光の議題に関しましては、後ほど扇大臣にも御参加いただ

きます。なお、奥田議員は所用のため欠席でございます。 

○「平成15年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」について（報告）

（竹中議員） では、議題に入ります前に、昨日の経済対策閣僚会議において了承さ

れ、臨時閣議で了解されました「平成15年度の経済見通しと経済財政運営の基本

的態度」について、お手元に資料があると思いますが、簡単に御報告いたします。 

平成15年度においては、経済財政運営に関しまして、まず聖域なき構造改革を

加速する。「改革なくして成長なし」との基本的考えを堅持し、四本柱の構造改

革を一体的かつ整合的に実行することとしております。 

次に、世界経済の持続的発展への貢献を目指すということについても記述をし

ております。15年度を通した姿としましては、不良債権処理の加速に伴う影響等

があるものの、「改革加速プログラム」及びこれに基づく補正予算、税制改革に

おける減税等を含め、政府・日銀一体となった政策の効果が発現し、さらに、年

度前半には世界経済も徐々に回復していくことが見込まれることなどから、企業

部門も緩やかに回復し、我が国経済は民需中心の緩やかな回復へ次第に向かって

いくことが期待をされております。物価についてはデフレ傾向が継続する恐れが

あるものの、需要の回復等によりデフレ圧力は徐々に低下していくというふうに

期待しております。結果的に15年度の国内総生産の実質成長率はプラス0.6 ％程

度、名目成長率マイナス0.2 ％程度になると見通しております。 

以上、これは御報告して申し上げたいと思います。 

○平成15年度予算編成等について

（竹中議員） それでは、平成15年度予算編成等の議題でございますが、本日、14年

度補正予算が閣議決定をされ、15年度予算につきましても財務省原案が提出され

ましたので、予算執行調査の反映状況等の資料ともあわせまして、塩川大臣から

御説明をお願いいたします。 

（塩川議員） 実は本日午前中の閣議におきまして、平成15年度予算財務省原案を提

出するとともに、平成14年度補正予算を概算決定していただきました。それぞれ

の対応を私から御説明させていただきます。 

このうち平成15年度予算につきましては、歳出改革の一層の推進を図るとの基

本的な考え方のもと、活力ある社会経済の実現に向けた「改革断行予算」を継続

するため、予算配分の重点化、効率化等を行うこととしております。その結果を

見まして、各項目で社会保障費で3.8％増、それから科学技術の推進に2.2％増、
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それ以外の各項目は全部マイナスにいたしまして、予算のメリハリをつけたとい

うことでございます。 

マイナスにしたところは、行政の質を落とした、あるいはまた量を削ったかと

いうと、そうではなくて、要するに歳出の合理化を図ったということで、無駄な

費用を削った結果マイナスにしたということでございまして、決して緊縮予算で

はないということの認識をしていただきたいと思っております。 

その結果、一般歳出総額は47兆5,922億円で、これに国債費及び地方交付税交付

金を加えた全体としての歳出規模は、総額81兆7,891億円と実質的に前年度を下回

る水準となっております。実際、表上を見ましたら、14年度より0.1％増という姿

なんですけれども、この0.1％といいますのは、造幣局と内閣印刷局、この２つが

独立行政法人になりましたので、今度はこちらから支出を出さんならぬというこ

とになりましたので、その分が0.1％増えたということでございまして、そのこと

を勘案いたしますと、14年度よりは若干でありますが、薄皮程度下回っておると

いう状態に抑えたということであります。 

次に、歳入のうち、租税等は41兆7,860億円となっており、その他の収入が３兆

5,581億円となっております。公債の発行額につきましては、36兆4,450億円とな

っておりまして、国債の依存度は44.6％と過去最高ということになってまいりま

して、非常に残念でございますが、これは一時的な経過であると思って、これの

圧縮に今後とも努めてまいりたいと思っております。租税が非常に減少いたしま

したことは、御承知のように、初年度ベースで国税だけで１兆5,000億円の先行減

税をしたということがこれに入っておりますので、御了承いただきたいと思って

おります。 

それから、その他収入も３兆5,581億円と落ちておりますけれども、これは外為

の稼ぎがちょっと悪かったということで、これはアメリカの利子が下がったもん

ですから、その分の反動がこちらに来ている、こういうことでございます。 

５番目の問題といたしまして、平成15年度予算につきましては、今後、24日の

概算要求に向けて最終的な調整を行ってまいりますが、これで500億円の調整財源

がございますので、500億円だけちょっと出して、党でも十分揉んでもらうように

したいと思っております。 

また、本日の閣議におきましては、先般、経済対策関係閣僚会議で決定されま

した「改革加速プログラム」を実施するための経費等を盛り込んだ、平成14年度

補正予算の概算決定もあわせて行われました。14年度補正予算につきましては御

存じでございますので、重複は避けますが、「改革加速プログラム」関連経費と

して３兆円を計上するとともに、２兆5,400億円の税収減を補うために１兆2,048

億円を超える義務的経費の追加等を計上いたしました。 

その結果、既定経費の節減等に努め、国債発行の追加額を５兆円以下、ちょっ

と下回る程度で抑えたということでございまして、30兆円の精神をここで少しあ

らわしていきたいと思っております。つきましては、各位におかれましても今後

とも御協力のほどよろしくお願い申し上げますとともに、詳細につきましては主
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計局長が来ておりますで、追加の必要があれば説明させていただきたいと存じま

す。 

また、主計局長から、この前実施いたしました予算執行調査の反映状況等につ

いて説明いたしたいと思いますので、よろしく御聴取をお願いいたします。 

以上です。 

（林主計局長） 若干、補足して御説明申し上げます。お手元の「塩川大臣提出資料」

の表紙をおめくりいただきますと、「14年度予算のフレーム」でございます。歳

出の左側の欄をごらんいただきますと、先般決めていただきました「改革加速プ

ログラム」の関連経費が３兆円でございます。そのほか「２」ですが、「義務的

経費等の追加」で１兆2,048億円でございます。これは３番目の既定経費の節減、

▲の１兆2,139億円、これでオフセットするということでございます。それから、

４番目の「地方交付税交付金」は税収減に伴います地方交付税の減でございます。

「５」の「決算調整資金」繰入は13年度の決算赤字を補てんするものでございま

す。歳入欄ですが、税収が２兆5,400億円の赤字、税外収入は「改革加速プログラ

ム」に伴います公共事業の地方負担金の増でございます。これで差し引き公債金

収入として、４兆9,680億円ということになりまして、14年度の公債発行額は補正

後で見ますと、34兆9,680億ということでございます。 

１枚おめくりいただきますと２枚紙がございまして、閣議で今日お決めいただ

いたものでございます。省略をさせていただきます。 

その後ろに「平成15年度の予算フレーム」がございます。先ほど大臣から対応

の御説明がございましたが、このフレームをごらんいただきますと上の方が税収

でございます。15年度予算41兆7,000億円余りということで、これには先行減税分

による国税の影響分１兆5,000億円余りを計上しております。その他収入が３兆

5,000億円余り。公債金が36兆4,450億ということで、公債依存度44.6％というこ

とでございます。 

なお、括弧書きしてございますのは、先行減税による影響分１兆5,440億円を引

いた場合には、どうなるかという一つの仮定の計算でございますが、ここにござ

いますように34兆9,000億円余りということで、14年度の補正後とほぼ並ぶという

ことでございます。 

歳出の方をごらんいただきますと、国債費が1,269億円、国税が3,872億円の増、

一般歳出が450億円の増ということでございまして、そこの「備考欄」にございま

すような事情を考慮すれば、「予算編成の基本方針」でお決めいただいた「実質

的に前年度を下回る」という目標は達成できたものというように思っております。

それから、１枚おめくりいただきますと、今朝閣議決定していただきました公

債発行額についての決まりと、それから主要経費ごと、あるいは所管ごとに見ま

したケースでございますが、一番最後の紙に「15年度予算（財務省原案）『歳出

改革加速』のポイント」というのがございますので、それをちょっとごらんいた

だきたいと存じます。 

この紙にございますように、15年度予算は、まず歳出のメリハリをつけるとい
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うのが一番の目標でございました。ここにございますように、減税等は除きまし

ても、公共投資についてごらんいただきますように、都市の再生、あるいは地方

の活性化など、民間活力を顕在化するということで、公共事業の中でも大都市圏

拠点空港について34.7％の伸びを確保するなど、ここにございますような形でメ

リハリをつけてございます。それから、セーフティネットについてもごらんのと

おりでございます。と同時に全体として新しい重点４分野に重点を置くというこ

とをやっております。 

それから、中ほどの右欄にございますように、科学技術予算は全体として2.2％

の増でございますが、その中でも総合科学技術会議と十分相談をさせていただき

まして、総合科学技術会議の優先順位づけに従った形で重点化を図っているとこ

ろでございます。この結果、先ほど大臣からも御説明がございましたが、一番下

のポンチ絵のようなところにございますが、社会保障関係費と文教、科振費の中

の科学技術振興費を除いては、皆いずれも厳しい内容になっているところでござ

います。 

右の欄の方にまいりますと、こうしたメリハリをつけるために、どう無駄を排

除したか、あるいは歳出の構造改革をしたかということにポイントが書いてござ

います。一つの大きな柱は「国・地方の三位一体改革の芽出し」でございます。

国庫補助金の縮減、奨励的補助金の５％以上削減という目標が閣議で決まってお

りますが、まだケース整理中ではっきりしたことは申し上げられませんが、７％

以上の削減はできるだろうと思っております。また、地方財政計画歳出の計画的

抑制をお図りいただく、あるいは税源移譲を含む税源配分の見直しということで

も、ごらんのような形にすることができました。総務省には大変御協力をいただ

いたわけでございます。 

そのほか、右の欄でございますが、雇用保険制度の抜本的見直し、あるいは後

ほどちょっと触れさせていただきますが、予算執行調査の結果を活用するなど、

経費全般にわたりまして、単価の見直しをいたしております。そこにございます

ように、若干の例がございますが、このほかにも多々見直しを図っているところ

でございます。こうしたことによりまして、当諮問会議でお決めいただきました

「15年度予算編成の基本方針」に沿った形で、一般会計歳出、一般歳出につきま

して、総量の抑制が図られたということでございます。 

時間の都合もございますので、あとはお手元の資料に基づきまして、予算執行

調査あるいは政策評価について御報告させていただきます。 

財務省では予算が実際に効率的、効果的に執行されているか十分に把握するこ

とが必要ということで、本年４月から予算執行評価会議を立ち上げました。現実

に予算査定の担当者が現場に行きまして、43の事業について予算の執行状況を調

査し、その結果は、さきに諮問会議にも御報告したところであります。この結果

を15年度予算に反映することとしておりまして、財務省原案への反映状況につい

ては、お手元の資料のとおりでございます。大変、大部のものでございますので、

一、二例を御紹介いたしますと、一つは防衛庁の車輛整備工場、これは調査の結
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果、既存工場の稼働率の向上を図り、新設工場の規模を適正化するとされており

ました。この結果、既存工場につきましては、定期整備の時期を平準化して、平

均34％でありました稼働率を90％超にすることにいたしました。また、新設工場

については、近傍にある工場の集約化等を図りまして、約24億円の削減ができた

かと思っております。 

また、文部科学省の公立文教施設整備事業につきましても、天上高の基準の見

直しについて検討するということとされておりまして、これを受けまして文部科

学省、国土交通省及び学識経験者による調査研究会が設置されることになりまし

て、15年の秋ごろをめどに成果の取りまとめを行うことになっております。 

あと、農林水産省の政府米の保管につきましても、競争原理を生かした単価の

引き下げを図ることとしております。財務省といたしましては、引き続き15年度

も予算執行の調査の充実を図ってまいる所存でございます。 

また、15年度予算編成に当たりましては、予算執行調査以外にもお手元の資料

のとおり、各府省が実施いたしました政策評価の結果等も活用いたしまして、歳

出の構造改革に努めたところでございます。政策評価につきましては、正式には

今年度からということでございまして、まだまだ改善すべき点が多うございます

ので、総務省とも御相談をいたしまして、さらに改善を図り予算に十分反映でき

るようなことで努力を重ねていきたいと思っております。 

簡単でございますが、以上でございます。 

（国土交通大臣入室） 

（竹中議員） ありがとうございました。今の御説明に対して、特に何かございます

でしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

（塩川議員） これに基づきまして、来年度の予算で余った経費を節減させたという

ことでございまして、この「予算執行調査の反映状況について」を暇がありまし

たらよく読んでおいていただいて検討していただきたいと思います。これは読ん

でいたらおもしろいですよ。ひとつ研究しておいてもらったらと思います。 

（小泉議長） 30％から90％への稼働率というのはどういうことをするの？ 

（林主計局長） 車両整備工場がありますので、整備は年度末に非常に集中するわけ

です。それを各工場の稼働率を見ながら、暇なところに、時間の余裕のあるとこ

ろに集約させるということにしたわけです。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 財務省の方で政策評価の活用状況の資料を出していただき、中を見ま

したが大変ありがとうございました。各省が評価して、それをもう一度客観的に

評価する作業をしなければいけないのですが。そこのところが総務省でまだでき

ていないのです。今、仕組みや基準を模索中でございまして、ぜひ、これは早急

にしっかりしたものを、次の予算編成にはそれを活用し反映できるように、我々

も財務省と連携をとってやりたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。

今年はそれは完全にはできておりません。 
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（竹中議員） 評価の問題、執行状況の問題は、来年の予算編成の大変重要な課題に

なろうかと思いますので、ぜひ建設的に議論を進めていただきたいと思います。

いずれにしましても、15年度予算につきましては、今後24日の政府案決定に向け

作業が進みますけれども、これまでの諮問会議の議論の成果も踏まえて、「改革

断行予算」の名にふさわしい予算になるよう、最後の仕上げに御尽力をいただき

たいと思います。また、前回もお話がありましたように、改革のメッセージが国

民に伝わるよう、アピールの仕方等についても、それぞれの場で工夫をお願いし

たいと存じます。 

それでは、ここで総理からごあいさつをお願いいたしますが、プレスが入場い

たします。 

（プレス入場） 

（小泉議長） 昨日、「平成15年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」を閣

議了解しました。また、本日、平成14年度補正予算を閣議決定し、平成15年度予

算の財務省原案が閣議に提出されました。15年度予算は、今年度予算に引き続き

「改革断行予算」として編成します。 

本年は15年度予算の編成に向け、夏以降、経済財政諮問会議で各大臣がトップ

ダウンで改革案を取りまとめる制度・政策改革集中審議等の取組を行ってまいり

ました。その成果の着実な実現を初めとして、デフレに対応しつつ、引き続き構

造改革を推進し、我が国の持つ潜在力を発揮できる新しい仕組みをつくり上げる

ことにより、民間需要主導の持続的な経済成長の実現を目指します。 

今後の政策運営においては、14年度補正予算と15年度予算を一体として切れ目

なく運用し、構造改革を加速していく中でさまざまな影響に十分留意しつつ、雇

用や中小企業のセーフティネットに万全を期してまいります。また、デフレ克服

に向け、政府・日銀は引き続き一体となって強力かつ総合的な取組を実施します。 

引き続き、国民の皆様の御理解、御協力をお願いいたします。 

（プレス退場） 

○観光政策の課題とグローバル観光戦略について

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、扇大臣お待たせいたしました。

観光政策の課題とグローバル観光戦略の議題に移らせていただきます。 

先日の諮問会議におきまして、島田特別顧問より、この観光に関する重要性の

指摘がありまして、政府全体として、今後この文化観光産業をどのように扱うか、

仕組みづくりも踏まえて検討してはどうかというふうに申し上げました。これに

関連しまして、扇大臣から観光戦略等について取組、今後の方向等について御説

明をお願いいたします。 

（扇臨時議員） 	 今日は観光についてという課題をいただきまして、まず私の説明資

料の最初のページをめくっていただきたいと思いますけれども、少なくとも観光

は48.8兆円の経済効果、そして393万人の雇用創出効果があるというのは、１ペー

ジに書いてあるとおりでございまして、21世紀の第三次産業の基幹産業として、
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私は一番大きな、また取り組むべき大事なことだと認識しております。 

ただ、これまでは国土交通省としても、政府全体としても、取組がある意味で

は不十分だったのではないか、また、横の連絡が悪かったのではないかというこ

とで、少なくとも、ここに細かい数字として日本からの海外の旅行者1,622万人と

書いてあります。大体、私はいつも1,700万人が外に出て、入ってくるのは400万

人という話をしております。細かい数字はここに書いてあるように、1,622万人海

外に出て、外国からは４分の１の477万人というのが現実でございます。この１ペ

ージの左の下に数字が書いてございます。出る者と入ってくる者の格差がありま

す。そして、477万人、私はいつも大体400万人と言っていますが、これは世界で

は35位でございます。またアジアの諸国の中でも、中国あるいはタイ、インドネ

シア、韓国などよりも、これは劣っております。残念なことでございます。 

それから、今年の２月でございましたけれども、総理が御説明になりました。

その下に資料が入っています。これは総理の演説でございます。ですから、この

資料の最初の１ページ、これは154国会で総理がおしゃべりになったことで、我が

国の伝統文化や豊かな観光資源を全世界に紹介し、海外からの旅行者の増大、そ

れから経済面への波及効果を図るという演説をされております。我々はこの施政

方針演説で総理がおっしゃったということで、ワールドカップサッカー、そして

総理に観光の重要性というものを初めて総理演説に入れていただいたというのが

本年でございますので、私はそういう意味で観光というものが、さっき言ったよ

うな第三次産業の基幹産業と成り得るような対策を、反省も込めて今までしてい

ること、これからしなければならないことに分けて御説明申し上げたいと思いま

す。 

それから、政府を挙げてすると言いましたけれども、なぜ官民一体にならなき

ゃいけないか、官民も、それから官の横も一緒になんなきゃいけないかというの

は、２ページをめくっていただきたいと思いますけれども、なぜ外国から来る人

が少ないのかということで、外国人旅行者の増大に欠けている点があります。 

一つにはビザの取得の手続が面倒であるということ。それから、航空需要に見

合う国際空港、先ほども予算で三大拠点空港という予算をおっしゃいましたけれ

ども、現実的に国際空港の容量不足、それからコストが高いということ、受入体

制が不足している、こういうことが言えると思いますけれども、この中で少なく

とも私たちは、航空容量の不足、ある時間帯では満杯でございます、関空も二期

工事は無駄とおっしゃいますけれども、時間帯ではパンクしています。そういう

ことも含めて、この受入態勢の不備の面をしていきたいと思います。 

そして２ページの一番下を見ていただきたいと思いますけれども、例えば、休

暇の取りにくさ、職場で休暇を取りにくいということなんですけれども、労働者

の年次有給休暇権利は平均18日あるんですけれども、実際に調べてみましたら、

有給休暇を取っている人というのは、半分の９日しか取っておりません。ですか

ら、この表の一番下にございますように、取りにくい原因は何なのかということ

で調べてみましたら、学校の休みと連携していない。あるいは、これを地方ごと
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に分散しようじゃないかということで、18日ある有給休暇を完全に消化していた

だきます。そうしますと、少なくとも11.8兆円の経済効果がありますし、148万人

の雇用創出効果があるということがわかっております。そして、何でそれが計算

できるかといいますと、祝日法というのを皆さん方で通していただきまして、祝

日法の改正で体育の日などを三連休にいたしました。その時に１回の三連休で

3,000億円から5,000億円の経済効果が上がったという実績が数字で示されており

ますので、私たちは、この有給休暇の18日間を完全消化していただきたい。そう

しますと、今申しましたように11.8兆円の経済効果が上がるのではないかと思っ

ております。 

それから３枚目に移ります。ポンチ絵が書いてありますけれども、これは総理

が演説でおっしゃったワールドカップサッカーで何をしたかということでござい

ますけれども、ワールドカップサッカーの大会の時には、私たちは総理のお言葉

を受けて、羽田に、今までは絶対不可能と言われた初めてのチャーター便ですけ

れども、国際空港としての国際チャーター便を羽田に下ろしたということ。これ

が大きな効果が上がりました。また、日本と韓国間では、このチャーター便だけ

でも75便飛びました。そういうことが大変皆様方に喜んでいただいたという実例

がございます。 

また、外国人向けに、この３ページの中にありますように、羽田から国内のど

の区間でも6,300円で乗れるという航空運賃の割引も実施いたしました。これも好

評でございましたので、大いに役立ったと思います。 

そして、３つ目には、世界初でございましたけれども、いつかここで申し上げ

たことがありますが、ＩＣカード、１つのカードの中でウォンと円をチェンジし

ないで使えるというＩＣカードを初めて使わせていただきました。このＩＣカー

ドを利用した方は１万件を超えております。そして、北海道では、バスも買い物

も全部ＩＣカード１枚ですることができたという、北海道エリアと決まっていま

したが、それがワールドカップに間に合って、利用者が多くなりました。これか

らは、このＩＣカードというものは、世界初ですから、実行できましたので、で

きれば今回は延ばしていって、アジア圏で中国の元とウォンなど、あらゆるもの

が１枚のカードで使えるようになれば、後で数字を申し上げますけど、近隣から

来ていただける若者の皆さんには、特に国内ではコインをチェンジできないとい

うことから、これは大きな成果が上がるものと思っております。そういう意味で、

私たちは旅行者の拡大に向けてグローバルな観光戦略を策定して、先ほど申しま

した出る人と入る人の４倍の格差というものを是正していきたいというふうに考

えております。 

それから、観光コストということなんですけれども、少なくとも観光コストを

30％ダウンしたいというふうに考えております。それはなぜかといいますと、御

存じのとおり、ＩＣカードを使っておりますけれども、例を挙げます。成田から

東京都内にお入りになりますのに、タクシーに乗りましたら約２万円です。そし

て、成田から東京までの高速道路が2,350円ですから、約２万プラス高速道路の
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2,350円、これではやはり大変なコスト高ということが印象に残ってしまいますの

で、私たちは何としても変えていきたいということで、地方によっては１万円か

ら２万円という定額タクシーというのを導入しております。ここに行くというん

だったら、メーターではなくて、ここへは１万円で行ける。東京まで来るんだっ

たら、これは１万4,000円から２万円まででタクシーに乗っていただくという、そ

ういう表示をしまして、これでも高いんですけれども、そういう努力も今しても

らっております。 

それから、縦長の方の参考資料の３ページでございますけれども、ビザについ

ては、表の左側を見てください。香港、インドネシア、韓国、フィリピン、台湾

に観光で行くのにはビザ不要なんです。ところが、これらの人が日本に観光で来

るのはビザが必要なんです。こういう不平等がいまだにあるということ。向こう

に行くのはビザなしで、日本に入るのはビザが必要だという。これは何としても

考慮しなければ、お客様に対しては失礼ではないかと思っております。 

なおかつ、空港での入国手続、今までできなかったことは、国土交通省１省庁

ではなくて、これは法務省もあるいは農林水産省も全部ＣＩＱで合同にやらなけ

ればいけないので、この資料の次のページを見ていただきたいと思います。入国

手続についてと書いてございますけれども、何時間かかったかという平均は国土

交通省だけではなかなか出せないんですけれども、特に外国から来る人の外国の

ＣＩＱの通過ゲートで１時間から１時間半かかるんです。そうしますと、私たち

に投書がたくさん来ております。飛んでくるのが２時間で、空港で外国人と書い

てあるところのゲートで１時間から１時間半待たされる。成田から東京に来るの

にタクシーでまた１時間半。これではとてもじゃないけど日本に行っていられな

いという、そういう投書もたくさんいただいております。これは、国土交通省だ

けではできませんので、総理、内閣をあげて、関係省庁と一体となって解決しな

きゃいけない。 

例えば、一番最後のページ、観光大臣を置いているというのは、これだけある

んです。大臣の数を増やせと言うつもりはありませんけれども、なぜ私が観光大

臣という言い方をしますかといったら、今、言ったように各関連省庁が手を組ん

で、ＣＩＱ等々の利便性、あるいは総理がおっしゃったように総理がトップにな

っていただいて、今、予算で３大拠点空港という予算をいただいたのは、塩川大

臣にも財務省にもありがたいんですけれども、空港の利便性というもの、国際線

と国内線を安く、早く、簡単に乗り換えができる。そういうことも含めて、ぜひ

今後、皆さん方が一致結束して内閣をあげて、この21世紀の第三次産業の基幹産

業というものにぜひ取り組んでいただきたい。 

国もそうですけれども、地方自治体も、あるいは民間の企業、官民一体となっ

て、この観光政策というものを促進していく。そのまとめの母体として、「戦略

推進委員会」、名前はお付けいただいて結構ですけれども、来年早々に、ぜひ総

理に旗を振っていただいて作っていただきたいということを、ぜひお願いしたい

と思って、今まで私どもがやっていることに加えて、皆さんのお知恵をいただき

 10




平成 14 年第 41 回 議事録 

たいということを申し上げておきたいと思います。 

これは全く関係ないんですけれども、私どもがひがんで言っていることではあ

りません。アジアのハイウェープロジェクトというものに、少なくとも1959年に

日本が参加して、日本が提案しながら、今日まで過去10年間、1992年から2001年

までのＯＤＡの中で円借款無償を全部含めまして6,900億円払っているんです。と

ころが、このメンバーに日本は入っていない。こういうことで日本の国内に２本

目の滑走路もろくにできないでアジアハイウェーなんて。日本は金だけ出してメ

ンバーにも入らない。国内の公共工事と言われますけれども、国内の整備ができ

ないで、なぜそんなことができているかということも、材料の１つとして皆さん

に今日は供しておきたいと思いますので、ぜひ、総理が旗を振っていただいて、

空港の整備も国家プロジェクトとして頑張っていただきたいことを陳情しまして

説明を終わります。 

（竹中議員） ありがとうございました。これに関連しまして、前回も議論をさせて

いただきましたが、特にございますでしょうか。よろしければ官房長官。 

（福田議員） それでは、今、国土交通大臣から熱弁を振るっていただきましたが、

私も我が国の観光を振興していくということは極めて重要であると考えておりま

す。これまでもさまざまな取組がなされております。我が国は観光立国という、

そういう政府の取組は随分前から行われてきたんだろうと思っておりますけれど

も、それにもかかわらず、ただいまの国土交通大臣の御指摘のように、訪日する

外国人旅行者数は極めて少ないというようなことに見られるように、課題もたく

さんあるのだろうというように思います。 

従いまして、国として統一的な方針の下に、戦略的に取り組んでいくというこ

とが必要だろうと考えております。このため、観光に関する各界の有識者にお集

まりをいただきまして、総理主催の有識者懇談会を開催したいと考えております。

この懇談会の中で、世界に向けて、いかに我が国のブランド力と発信力を高めて

いくか、いかに人と人との交流の環境づくりを行っていくかというような点も含

めまして、行政の発想を越えて幅広い観点から、我が国の観光の国家戦略の基本

的なあり方を検討してみたいと思っております。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。特にございますでしょうか。前回と今回の

話を踏まえまして、観光振興は国家戦略として非常に重要であること。福田官房

長官から御提案のとおり、幅広い視点から国をあげて観光戦略を検討する場を設

けて御議論をいただきたいと思います。また、その状況については、諮問会議で

も適宜御議論をさせていただきたいと思います。 

（扇臨時議員） 竹中大臣一言いいですか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（扇臨時議員） 今日は奥田議員がいらっしゃいませんけれども、経団連、それから

牛尾さんも同友会の御経歴があるんですから、有給休暇の18日間を今半分しかと

っていないというのは、やはり経団連も同友会も民間をあげて経営者が有給を消
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化するようにということは、ぜひ何かの機会に言っていただきたいことも要望し

ておきます。 

（牛尾議員） ヨーロッパの各国、すべてではありませんけれども、皆２週間単位で

１年間かわりばんこに取るわけです。子供を連れて旅行するときに学校は、家族

で旅行するのは喜んで休めと、旅行してこいと言うんです。日本は絶対それは駄

目でしてね。子供と別々になっちまうから、結局とらないわけですね。特に小学

校ぐらいのときは、学校を休んでもいいから旅行に行ってこいという教育指導を

している国もあるし、そこのところがひとつポイントなんです。日本ではほとん

どの先生は、学校があるのに親と２週間旅行するなんて、とんでもないというこ

となんですが、そこのところもひとつ一回調べてみる必要があるので、ぜひ御調

査願いたいと思います。それさえあれば年間休日というのは非常に取りやすくな

るし、前から出ているように、観光施設の有効利用で、皆が使わないところに順

番に、５倍、６倍もあるわけですから、子供の休みにしか取れないもんだから、

夏休みとゴールデンウィークに集中するということがあるんで、そこは教育の方

針として、家族ぐるみで旅行することも大変な教育なんだということをどこかで

決める必要があるということを調査していただきたいと思います。 

（小泉議長） 祝日三連休というのは、こんなに効果があるんですか。 

（扇臨時議員） はい、出ました。効果の出たことしか書いてありません。 

（牛尾議員） これは子供も一緒に行けるから。子供も祝日だから。 

（扇臨時議員） そうです。学校は休みになるんです。祝日三連休になりましたから。

体育の日と敬老の日と……。 

（塩川議員） そやから子供を産まんようになった……。 

（牛尾議員） 観光というのはね、今扇大臣おっしゃったように、海外からの客も大

事ながら、同じように旅行というのは消費の大きな目玉になってきたわけです。

物を買う以上に旅行したいというのが非常に大きなイベントになっている。中国

でも旅行が、家、自動車、携帯の次にきているわけですから、旅行というのが非

常に大きな消費産業になっているのと、旅の中に、旅とスポーツとか、旅とイベ

ントという、プラスになってきているんです。10年ぐらい前まで一応日本でも各

地で博覧会をやりましたね。いろんなテーマパークの。いろんな種類の博覧会、

そのときは日本の一番景気のいいときです。今は全然、昔風の博覧会は駄目です

が、文化的なイベントというのをどんどんやれば、旅行を刺激するんですね。そ

ういう点で、今文化庁の方とも相談しているんですが、来年、再来年にイベント

エコノミーというイベントによって経済が活性化するというのを文化庁でも考え

てみたらどうだと。日本は体育は国体というのがあって、順番に回り持ちでする

んですが、文化的なものをもっと考えていくというので、今文化庁と相談してお

りますので、またそういう点もあわせて、旅行というのは動くことだけじゃなし

に、それぞれ文化的なものとか、イベントがくっついていかないといけないとい

うことがあります。 

（塩川議員） それと娯楽がないんですね。 
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（扇臨時議員） 何がないんですか。 

（塩川議員） 娯楽がない。お宮さんとお寺ばっかりだから。 

（牛尾議員） イベントをつけないと駄目なんです。 

（扇臨時議員） もう一言だけ言わせていただきますけれども、日本からこれだけ海

外に1,700万人行っていますが、チャーター機が多いんです。そのチャーター機が

持っていってカラで帰ってくるんです。だから、チャーター機で300人乗っていっ

たら、下りたところで300人乗せてくる。往復を満杯にすればもっとよくなる。で

すから、今はチャーターで行って、向こうで下ろして、そして３日ぐらいか５日

ぐらい経ったら、また乗せてくるんです。だから、みんな片道がカラなんです。

今言ったようにビザを廃止しなければ、こっちから行くのは要らなくて、向こう

から来るのは要るというんじゃ、チャーターで来れないんです。 

（塩川議員） ビザは48時間はいいんですか。トランジットは……。 

（扇臨時議員） それは駄目です。それでは京都も奈良も行けませんもの。 

（塩川議員） 東南アジアは全部72時間ですね。それは変えなきゃいかんな。 

（扇臨時議員） それは空港も含めてですけれども、長くなって悪いから例を挙げま

すけれども、ハワイというところは観光で食っている。ハワイはＣＩＱで延々１

時間から１時間半かかっていたんです。それでハワイ州知事が、観光で食ってい

るのにＣＩＱにこんなに日本人を並ばしたら駄目だというんで、メインランドか

ら人を借りてきて、ＣＩＱのスピードアップをしたんです。そうしたら、アメリ

カで一番スピードが早くなったんです。それで、どっと観光客がお金を使うよう

になったという実績もあるんですね。ですから、それも各省庁に総理が声をかけ

てくださらないと、私の１省庁が言っても始まりませんので、ぜひその辺も。 

（片山議員） 来年度、ＣＩＱには相当人を増やしました。ただ、イベントも今まで

のイベントでは人が集まらないですね。そこが問題なのです。地方でやっている

イベントの多くは赤字です。 

（牛尾議員） 新しい発想の大文化イベントにしないと、従来型だと全然駄目です。

おっしゃるとおりです。 

（竹中議員） この問題は極めて関心の高い問題だと思います。ぜひとも官房長官の

ところで、懇談会で今日のような議論を詰めて、またここで御報告をお願いした

いというふうに思います。 

（小泉議長） 今年演説で触れたが、ワールドカップサッカーがあるんで、これを迎

えるのに成功させなきゃいかん。テロ以来、テロ対策とかフーリガンの暴動、警

戒、マイナス面が強調され過ぎたんだよね。それじゃいかんと、せっかくのサッ

カー大会もテロ対策、フーリガンばっかりというよりも、もっと来てもらう人に

楽しんでもらう。多くの外国人が来るんだから。触れ合いを大事にしようという

ことで結構成功したでしょう。今、お話ししたように、日本の海外旅行者が500万

のときに、テンミリオン計画を立てたようだね。そうしたら達成して1,700万にな

っているわけです。今、ちょうど逆のテンミリオン計画。500万の倍増1,000万人

に海外から日本に来てもらう。そうすると全国の観光資源は眠っているんだから、
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経済効果もあります。 

（扇臨時議員） 空港ができませんと。 

（小泉議長） 政府を挙げて戦略会議をやりますので、よろしく知恵を出して、倍増

させるようにやりましょう。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。ぜひとも成功させたいというふうに

思います。 

以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了させていただきます。あと

年内１回ありますので、よろしくお願いします。 

（以 上） 
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