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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 3月 10日（火） 17:30～18:51 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    麻 生   太 郎   内閣総理大臣 

議員    河 村   建 夫   内閣官房長官 

同     与謝野     馨   内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

                （兼）財務大臣 

同     鳩 山    夫   総務大臣 

                （兼）地方再生担当大臣 

同     二 階   俊 博   経済産業大臣 

同     岩 田   一 政      内閣府経済社会総合研究所長 

同     張     富士夫    トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同     三 村   明 夫      新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同     吉 川     洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員  石 破      茂   農林水産大臣   

同     金 子   一 義      国土交通大臣 

 

 

      山 口  廣 秀    日本銀行副総裁 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

成長戦略集中審議：その２ 

１）底力発揮（農業） 

２）底力発揮（観光） 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○農業・農村の潜在力を活かした新たな挑戦（石破臨時議員提出資料） 

○農業分野におけるＩＣＴ利活用の促進（鳩山議員提出資料） 

○観光分野における成長戦略について（有識者議員提出資料） 

○ツーリズム・ジャパン～2020年までに訪日外国人旅行者数 2,000万人となる「観光

立国」への挑戦～                                   （金子臨時議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第６回） 
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○地方の底力が日本の底力（第１）成長力強化と雇用創造は地方の力で 

（鳩山臨時議員提出資料） 

○地方の底力が日本の底力（第２）定住自立圏構想の推進 

～住みたいまちで暮らせる日本を～                       （鳩山議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○農業・農村の潜在力を活かした新たな挑戦（ダイジェスト版） 

（石破臨時議員提出資料） 

○農業・農村の潜在力を活かした新たな挑戦（参考資料）（石破臨時議員提出資料） 

○農政抜本改革に向けて（平成 21年２月３日 有識者議員提出資料） 

○わが国のチャレンジ～世界のＮｏ．1を目指して（参考資料） 

（金子臨時議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） なお、本日は白川議員が御欠席でありますので、山口副総裁に御出

席をいただいています。 

   それでは、成長戦略の２回目の集中審議を行います。初めに、底力発揮のうち、

農業の分野について御質疑をいただきます。石破臨時議員から御説明をお願いし

ます。 

 

○成長戦略集中審議：その２ １）底力発揮（農業） 

（石破臨時議員） 機会をいただきまして、ありがとうございます。資料「農業・農

村の潜在力を活かした新たな挑戦（ダイジェスト版）」に基づきまして、御説明を

させていただきたいと思います。残りの資料は、時間があれば、また、御議論・

御検討賜りたいと存じます。 

 それでは、２ページ目をご覧いただきたいと思います。何ができるかということ

でありますが、例えて申し上げますと、そろそろ花粉症の季節でありますが、食べ

ると花粉症にならない米なるものを現在開発中であります。これをスギ花粉症緩和

米と申します。二階議員からつとに御指摘をいただいています植物工場であります

が、この植物工場を使って、このスギ花粉症緩和米を生産したいと考えているもの

であります。御案内のとおり、花粉症は、異物であります花粉が体内に入り、それ

に対してアレルギー反応が起きることで花粉症になるそうであります。このスギ花

粉症緩和米は、スギ花粉タンパクの一部を米に蓄積するもので、その米を遺伝子組
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換え技術を駆使して生み出すものであります。つまり、今の花粉症対策は、結構長

い時間病院に通ったり、注射を打ったりしなければいけないのであります。しかし、

花粉症が飛び始める前から花粉症緩和米を食べていただくことにより、体がそうい

うものに慣れることによってアレルギーが起こらないということを考えています。 

 では、どれぐらい食べればいいのかということでありますが、１日当たり１合ず

つこの米を数週間食べることで、つまり、朝昼晩食べていただくことで、アレルギ

ー反応は緩和される。これは、マウスの実験でそのような効果を確認しています。

では、このタンパクを直接食べればいいではないかということでありますが、直接

食べてしまうと、これが胃で分解されてしまうので、全然効果を発揮しない。米粒

の中に含ませることによって、カプセルで覆われているような形になりますので、

そうしますと胃で分解されることなく腸で吸収される。よってアレルギーの緩和効

果が発揮されると考えているものであります。ただし、これは医薬品として扱うこ

とになろうと考えており、技術を実用化する上では、機密性が高い、工程管理がし

っかりしている、まさしく植物工場の技術を適用して作りたい。現在、その作業を

進めているところであります。これが１番目です。 

 ２ページ目右側の人工血管であります。遺伝子組換えカイコ技術を活用して、人

工血管をつくろうというものであります。我が国は、世界で最も古い養蚕技術を持

っていますが、カイコの研究についても、世界トップレベルだと認識しています。

このカイコを飼う技術に加え、遺伝子組換えの技術を加えることによって、ヒトの

細胞との相性のいい絹糸を生産させることが可能となってきました。そこにカイコ

の絵がありますが、ヒトの細胞と相性のいい絹糸を生産する組換えカイコを開発し

たところであります。これの良いところは、人工血管の素材としては、現在、ポリ

エステル製のものが使われているところ、このカイコを使った絹糸の場合には、ポ

リエステル製よりも人体になじみやすく、径が小さくても詰まりにくいということ

が、ラットを用いた実験の結果でわかっているものであります。今後このようなこ

とができないかということを今、考えています。 

 ３ページ目。木質バイオマスの亜臨界水処理というものがあります。亜臨界水と

は、水に高い圧力をかけた場合、通常の沸騰温度を超えた 374度という大変高い温

度でも液体のままである、そういう水のことであります。亜臨界水は、非常に有機

物が溶けやすい、素早く低分子まで分解することができるというものであります。 

 何故この技術ができたかと申しますと、宇宙空間にゴミを捨てると、これがもの

すごいスピードで宇宙空間を飛び、本当に小さなものでも当たると大変なことが起

きるが、このゴミを分解処理するために、この亜臨界水処理という技術が開発され

ました。では、これが農林水産業と何の関係があるのかということであります。今、

キシロオリゴ糖がメタボ対策に効果があるといわれていますが、木材を亜臨界水で

処理することによって、現在、メタボに効果があるといわれているキシロオリゴ糖

や、そのほか、バイオエタノール、バイオプラスチック原料が作られるとのであり

ます。キシロオリゴ糖でいいのではないかということでありますが、バイオエタノ

ールやバイオプラスチックなども作られますので、コスト的には大変に得でありま



 
平成 21年第６回 議事録 

 

 4 

す。宇宙航空技術と林業技術を融合させて、森林に新しい可能性を持たせたいと考

えています。 

 また、３ページ目右側のナノカーボンというのがあります。御案内のとおり、ナ

ノカーボンとは、炭素のみで構成される粒子のことであります。直径が 10億分の

１メートル、すなわち１ナノメートル程度であることから、ナノカーボンといわれ

ています。このナノカーボンを塗ることで、非常に導電性が高まるとか、あるいは

強度が強くなる。樹脂などを混ぜると強度が増し軽量化できる。釣竿やゴルフクラ

ブのシャフトなどが作られる。このナノカーボンは、今まで化石資源、石油等から

製造していたが、木質バイオマスでもこのナノカーボンができることがわかった。

これを低コストでつくる技術を開発しているものであります。ナノテクと木材加工

技術を融合させて、新産業をつくりたいと思っています。 

 ４ページ目。耕作放棄地を活用した太陽光発電。現在、鳥取県の面積よりも広い、

埼玉県の面積を上回る面積が耕作放棄地をなっている。これは、もちろん農地とし

て利用していかねばならないが、どうしても農地にならない耕作放棄地があること

も厳然たる事実であります。農地として利用するのが難しい、しかしながら、荒れ

放題でも具合が悪いということで、先ほど申し上げたように、埼玉県の面積を上回

る 39万ヘクタールの耕作放棄地がありますが、仮にその１割の４万ヘクタールに

太陽光パネルを設置すると、毎年およそ 240億 kwhの発電量が得られることになり

ます。これは、どれぐらいの量かというと、東京都の全世帯に匹敵する約 650万世

帯の電力を賄えるものであります。もちろん送電ロス等があり、簡単な話にはなら

ないのですが、耕作放棄地で太陽光発電を行う可能性は、相当に我が国のエネルギ

ー政策にも寄与するものではないかと考えています。 

 ４ページ右側、蛍光絹糸を御紹介します。光るクラゲであるオワンクラゲでノー

ベル賞を受賞された、ボストン大学名誉教授の下村さんですが、この授賞式におい

て、奥様が光る絹糸でつくったショールを着用されたものであります。ブライダル

産業でもこの蛍光絹糸に着目しており、ひょっとしたらこれは世界にはやるのでは

ないか、結婚式に光る洋服、花嫁衣裳がはやるかもしれないと思っています。この

技術は、農林水産省の研究機関において、クラゲの遺伝子をカイコに組み入れるこ

とで、光る絹糸ができる技術をつくっています。ブライダル産業のみならず、この

光る絹糸を様々なところで使える可能性があるのではないかと同省としては考え

ています。 

（鳩山議員） これは幼虫が光っているのですね。 

（石破臨時議員） そうです。 

（鳩山議員） 幼虫が光って糸も光るのですか。 

（石破臨時議員） 糸も光ります。すべて光ります。 

では、参考資料「農業・農村の潜在力を活かした新たな挑戦（ダイジェスト版）」

の１ページをご覧ください。現在の日本における、素材部門、医薬品部門、燃料・

プラスチック部門、電力・ガス部門の産業規模を記しています。医薬品を除く化学

工業で６兆円、ゴム製品製造業で２兆 7,000億円、繊維工業で 7,000億円。医薬品
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部門では、化学工業で６兆 4,000億。燃料・プラスチック部門の石油・石炭製品製

造業で 14兆 2,000億円、あるいはプラスチック製品製造業で７兆 4,000億円。電

力・ガス部門で 27兆円となっています。 

これが将来的に、何とか６兆円ぐらいの産業を創出できないかと考えており、も

ちろん新しいものができればなくなる産業もありますので、簡単に６兆円というわ

けにはいかないのですが、先端技術が使える国ばかりではありません。古くなった

技術でも、まだまだ使いたいという国も諸外国には多くあります。そうすると、日

本ではもう使えないという技術を輸出することもできるだろう、日本は最も新しい

ものを使うということで、新たな６兆円規模の産業ができないかと考えています。 

もちろん、こういう夢のような話にはすぐには実現しないわけであり、先ほど太

陽光発電のお話をさせていただきましたが、例えば今、御家庭として３kw程度の

発電パネルがありますが、これが 250万円もしています。これは税法上、償却に要

する期間が 17年ということになっており、今、相当いろいろな補助を使って、こ

のパネルの普及を図っています。 

発電コストについては、新エネルギー財団の試算でありますが、あくまでコスト

で申し上げると太陽光発電は１kw当たり 49円、原子力は５円、火力発電は 11円

となっています。したがって、コストからいえば今のところ原子力の 10倍高い、

火力の５倍高い。これがもちろんネックになるわけであります。 

そうすると、どのようコスト低減できるかという計算をきちんとしないといけな

い。その計算を各省とも相談しながら進めてまいりたいと考えています。 

考えてみれば、Ｔ型フォードは、1908年に発売されて、ちょうど 100年になり

ます。このＴ型フォードはガソリン車ではなく、エタノール車でありました。なぜ

そうなったかというと、100年前は石油精製技術が未発達で、エタノールの方が使

いやすかったからだと聞いています。 

その後、石油化学技術が発達しまして、石油に膨大な経済的な価値が生まれたが、

バイオマス資源と石油は、元素の成り立ちからいえばほとんど同じ、極めて近い元

素の成り立ちであります。そうすると、化学技術を更に進展させることによって、

自動車産業あるいは石油化学産業が非常に伸びたように、このバイオの技術も大い

に発展する可能性があるのではないかと考えています。 

私どもとして、こういうことが夢に終わらないように、きちんとした産業になる

ように、今後相当の努力をいたしてまいりたいと思う次第であります。 

（与謝野議員） 続いて、鳩山議員、お願いします。 

（鳩山議員） 説明資料「農業分野におけるＩＣＴ利活用の促進」に基づき説明しま

す。 

ＩＣＴを使うと、農業分野でもいろいろなことができるのだが、有害鳥獣の接近

情報を携帯電話に自動配信するという取組を京都府京丹後市で行う場合、有害鳥獣

の被害対策経費が8,000万円から4,000万円と半分になるという試算例があります。 

また、衛星画像を活用した作業効率の向上ということで、家庭菜園では関係ない

のですが、北海道辺りでは、衛星から見て出荷期がわかるということであります。
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要するに、生産と販売の方法をネットワークでつなぐということで、徳島県上勝町

というところは、売上げが 1.5倍になったという実績があります。 

資料の下部にリンゴが描いてありますが、これはトレーサビリティーの関連で、

りんご丸かじり事業というものであり、「全く農薬等を使わないリンゴである」と

いう生産情報が品質表示タグで分かる。こういうリンゴを青森県板柳町などでつく

ったところ、リンゴの平均価格が他産地のものよりも 14％上回る、つまり丸かじ

りできるというだけで 14％も高い値段が付いたということです。 

（与謝野議員） 続きまして、二階議員お願いします。 

（二階議員） 石破臨時議員の御提案は、私ども経済産業省との間で、農商工連携を

ともに推進する立場からも、極めて傾聴に値することでありまして、今後、我々

も全力を挙げて、経済産業省の担当できる分野は、しっかりと応援、支援をさせ

ていただきたいと思っています。また、よく連携して、御指導いただきたいと考

えています。 

いずれも農業の潜在的な魅力や可能性という意味で、今日は良い意味でのカルチ

ャーショックを頂戴したと思っています。 

耕作放棄地の解消プロジェクトは、大変意義の深いことであろうと考えています。

ただ、この際考えなければいけないことは、新規参入とか、新たな視点で対応する

ということを我々が主張することは、一般的には極めて魅力的なことでありますが、

現在農業に従事して、悪戦苦闘しておられる人たちにとっては、どこかから新規参

入してくるのではないかということでありますから、現在農業に従事している人た

ちも、奮起次第によっては、地方公共団体ともよく連携して、農地を集約し、一緒

になって取り組んでいけるようなことを我々は支援をすべきではないかと考えて

います。 

植物工場についてでありますが、今日ここに御出席の石破臨時議員と鳩山議員に

御足労願って、経済産業省で植物工場の実験を展示しています。３月いっぱいまで

展示するつもりでありますが、連日大勢の皆さんが参加されています。私どものと

ころへおいでになる外国のお客様には、必ず御案内しており、総理にも一度ご覧い

ただければありがたいと思っています。農業の成長産業化の将来を象徴するような

先進的な事例であります。 

先日、外国の大使など 83名ほど御出席いただいた新年の集いがあったのですが、

その時は、皆、植物工場に驚きの声を上げると同時に、「これは無農薬であるから、

どうぞ摘んで取って、御自由に食べてください」と言うと、イチゴやレタスを食べ

てくれて、「これは素晴らしい」と感心しておられました。 

具体的にいろいろ進めていく上において、簡単に２つだけ申し上げておきたいと

思います。 

１点目が、例えば有害鳥獣の問題なども、法律をつくる時に、みんな「鳥獣の被

害があるのだ」と言うと、自民党の中でも、そんなことがあるのですか、「それが

政治の課題でしょうか」と言われる。しかし、農業の地域に行くと、有害鳥獣とい

うのは深刻な問題であります。１年かかって丹念に仕上げて、もう収穫しようかと
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熟してきたところで、夜出てきて、ぱっと取る。そういうことで、私は太陽光発電

もうまく活用して、電力を微量に流せば、この鳥獣を追い払うことはできるのでは

ないかと考えています。これは農業者の皆さんにだけ任せておくのではなくて、鳩

山議員などのお力を借りて、オール日本で取り組まなければいけない問題だと思う

のです。御家庭でお年寄りの女性１人で担当している農業などでの鳥獣被害は、本

当に深刻な問題で、我々も何の手も打てず申し訳ないと思う時がしばしばあります。 

２点目が、海外への農業の進出であります。農業本体の海外進出の成功事例もた

くさん出てきましたが、この間、実は中国のオリンピックの開会式の日に、中国で

農業オリンピックをやろうではないかということをたまたま中国の要人に提案し

たら、やろうということになり、農林水産省の御協力をいただいて、経済産業省で

は上海で農産物のオリンピックを開催しました。 

今後、２年に１回ぐらいやれば良いと思ったのですが、「そんなことを言わない

で、毎年やらせてください、やりましょう」という雰囲気になっています。こんな

ことは、中国だけではなくて、他の国々との間でもやれるわけでありますから、こ

ういう面でも農業の新しい分野を開いていくということは、希望が持てるのではな

いかと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

（与謝野議員） それでは、御意見のある方はどうぞ。 

（河村議員） 花粉症を防ぐためにということですが、もう一つ、花粉が余り出ない

杉をつくるという話がありましたが、それはどうなっているのか。 

（石破臨時議員） なかなかこれが決定打というものはありませんが、花粉がなるべ

く出ないようにという研究は、今、当省としても進めているところであります。 

ただ、花粉が出るのはそれなりの理由があって、花粉がないと木が木として成り

立たないものありますから、では杉をみんな切ってしまえというと、そういうこと

にもなりません。花粉の飛散量がなるべく少なくなるような研究が進められている

が、なかなかこれということは申し上げられる段階にはありません。 

それと、お米というものを合わせて、当省として花粉対策は主体的にやっていか

ねばならないと考えています。 

（与謝野議員） 鳩山議員、どうぞ。 

（鳩山議員） バイオの件でアメリカの例だったと思うのですが、トウモロコシで虫

に食害されない、虫が嫌う品種をバイオでつくり上げた。すぐ実験化されて、人

間には絶対害はないということを確かめて生産に入ったところ、やはり一部の人

間にはアレルギー反応を起こすことが後からわかった。トウモロコシの場合は、

広大な農場でありますし、花粉が飛びまくりますから、ありとあらゆるところに

その遺伝子が入ってしまったのではないかという話がありました。 

だから、よほど慎重に、検証に検証を重ねてやっていただきたいと思います。 

（石破臨時議員） もちろん、御指摘のとおりであります。よって、なるべくバイオ

を考える時に、世界の穀物事情もありますので、非食用というものを考えていか

なければならないだろうと考えています。  

また、遺伝子組換え等々、鳩山議員が御懸念されているようなことはありますの
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で、当然慎重な上にも慎重にやっていかねばなりません。 

（鳩山議員） スギ花粉症の一部の人はよけいひどくなるということが後からわかっ

たなどということでは困りますので。 

（与謝野議員） 三村議員、どうぞ。 

（三村議員） 非常に夢のある話で、日本の先端技術と農業を結び付けて、１つの産

業として育成しようということを、非常に楽しく聞かせていただきました。是非

ともこれは夢ではなくて、現実に結び付けるような技術の評価も含めて、よろし

くお願いしたいと思います。 

一言だけ申し上げるとすれば、例えば、耕作放棄地プロジェクトについては太陽

光発電ということでありますが、これも大事であると思いますが、やはり、これを

農業に活用するというところが、本質的な対策であると考えています。議員も何回

も言われておりますので、理解していると思います。 

だから、耕作放棄地につきましては、何らかの形で農業に活用できるような、大

規模化あるいはリースの対象とすること、あるいは今回の農地法の改正によって、

これが初めて本格的に活用できるという道が開かれるわけでありますので、いかに

その規制を撤廃しながら、いろいろな形で具体的利用に結び付けられるかが、本質

的なカギだと考えていますので、是非ともよろしくお願いしたい。これについては、

１つのモデルプロジェクトとして認定しながら、全国すべてということでなくても

結構なので、先端的に運用することを是非ともよろしくお願いしたいと考えていま

す。 

（岩田議員） その点に関してよろしいですか。耕作放棄地についてなのですが、似

たようなコメントを一つ申し上げたいと思います。 

今、39万ヘクタールの放棄地がある。埼玉県という話がありましたけれども、

水田の放棄地も実は 20万ヘクタールあって、全体で 260万ヘクタールのうち１割

近くが言わば有効利用されていない。 

日本は農地面積が非常に狭いのに、それが有効に使われていないというのは非常

に悲しむべき事実ではないかと考えています。政策対応として、実際に放棄地を活

用する補助金が、たしか 206億円ほど出ているのですが、そういう補助金が果たし

てどれくらい上手く、こういう放棄地を活用するような方向で現実に運用されてい

るのか。そこのところのチェックに工夫がもう一つ必要なのではないか、そうすれ

ば実はもっと活用が進みやすいのではないかと思います。それで補助金が有効に使

われ、こんなに放棄地が生まれることがそもそもないというような状況をできるだ

け早くつくっていただきたいと思います。 

（与謝野議員） それでは、ここで議長から御発言をいただきます。 

（麻生議長） 今、三村議員が言われたように、石破臨時議員からのプロジェクトの

話は、地域活性化に向けては、話としては未来志向の明るい話だと思う。特に耕

作放棄地の話というのは、是非このような具体的なものが出てこないといけない

と思っています。 

 植物工場等の話、人口のものは前に見たことがあるので、すごく記憶があるので
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すけれども、これは新産業という話なのだと思います。これらが活かされることは

とても大事なことなので、実用化を急ぐよう是非よろしくお願い申し上げます。 

（与謝野議員） それでは、これで石破臨時議員が御退席されます。どうもありがと

うございました。 

 

（石破臨時議員退室） 

（金子臨時議員入室） 

 

（与謝野議員） それでは、金子臨時議員がお見えになりました。 

   続きまして、観光の分野について御説明をいただきます。 

   まず、張議員から御発言をお願いします。 

 

○２）底力発揮（観光） 

（張議員） 説明資料「観光分野における成長戦略について」に基づき説明します。 

我が国における旅行消費額は 20兆円を超えており、観光分野はさまざまな環境

整備によって、更に市場の拡大が見込める成長性のある分野であると考えています。 

 特に我が国の文化や食、地方の多様性、町の安全性などは、観光国としての高い

潜在能力となっています。こうした我が国の底力を活かして、需要や雇用を生み出

すためには、海外に対して我が国の魅力を売り込むとともに、海外から地方への円

滑な人の流れをつくる必要があります。 

 また、国内においても退職後の団塊の世代により旅行需要を取り込むなど、新た

な観光需要の喚起につなげることも重要であります。本日は観光立国の実現に向け

て、３つの論点を申し上げたいと思います。 

 第１の論点であります。海外から地方への円滑な人の流れを作るため、羽田と成

田空港の機能強化を進めるべきではないかということであります。現状では、地方

を訪れる外国人旅行客は、まず成田に到着し、その後に羽田を経由して地方に移動

することが多いことを踏まえて、具体的な推進方策を提起しています。 

 まず、羽田・成田間の移動を飛躍的に改善し、成田空港から地方空港へのアクセ

スを容易にする対策を実施すること。 

 羽田・成田両空港を中心に、首都圏空港の能力を拡大すること。 

 羽田空港の国際線については、発着回数が増加する 2010年以降についても順次

増加させ、需要の大きなアジアの各都市との間で昼間の就航を早期実現させること。 

 最後に、航空自由化協定において、現在、成田、羽田以外の空港でアジア諸国を

対象に、いわゆるオープンスカイが実施されていますが、引き続き、取組を進めて

いただき、これを成田・羽田の両空港と更に対象国を欧米諸国へ拡大することであ

ります。 

 第２の論点としては、地方における観光活性化であります。観光の主役はそれぞ

れの地方であります。地方が主体となって地域全体での観光資源の発掘を行い、観

光地としての魅力向上への取組を進めるとともに、観光人材の育成を進めるべきで
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あると考えます。 

 また、地域で導入されつつある学校の秋休みを活用するなど、休暇の分散化等も

地方における観光活性化に資するのではないかと考えています。現在でも各地域が

それぞれの判断により、学校で２学期制を導入し、秋休みを創設して、休みの分散

を行っている例があります。企業も有給休暇の取得促進を進めることで、混雑を避

けて親子で旅行を楽しむということにつながるのではないかと考えています。 

 昨年から観光庁で実施されている観光圏整備についても、観光庁が政策相談のワ

ンストップ窓口となり、魅力ある観光地づくりを更に進めていただきたいと思いま

す。 

 具体的には、２ページ目の「推進方策」にありますように、滞在型観光への転換、

移動の快適化により広域観光の促進等の新たな魅力向上策を推進すべきと考えま

す。 

 また、地域の観光資源のオーガナイザーとして、観光人材の育成や観光関係学部

の大学生や留学生の産官学連携による観光分野への就職マッチングなどを支援す

ることも重要であります。更に観光地らしい景観づくりのための無電柱化なども有

効な政策であると思います。 

 第３の論点は、外国人観光客の受入体制改善のための安心・快適な旅行環境づく

りを進めるべきということであります。 

 具体的には、まず日本の観光資源の海外に向けた発信を強化することが重要であ

ります。 

 公共交通機関の旅客施設やその他の観光施設の外国語表示の改善。 

 入国管理審査要員の増員等による外国人旅行客の受入体制の改善。 

 中国人旅行客等へのビザの発給要件の緩和、といった推進方策を行ってはどうか

と考えています。 

 観光を通じて、国内外の異なる土地の人々がより親しく交流をし合うことで、日

本の魅力を体験し、それが将来の日本社会の質的成長へつながるものと考えていま

す。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

   続きまして、金子臨時議員、お願いします。 

（金子臨時議員） 今、張議員がおっしゃられたとおり、中長期的に見れば、世界の

観光市場は今後も成長が見込まれる分野であります。 

国土交通省も、観光庁を昨年発足させていただきました。それを機会に、現在、

2010年までに訪日外国人旅行者数を 1,000万人とするという目標を更に一歩進め

て、2020年までに 2,000万人の外国人旅行者が我が国を訪れてくれる観光立国実

現に挑戦をしてまいりたいと思っています。 

経済波及効果でありますが、これが実現しますと10.4兆円、雇用創出も85万人。

ちなみに、2,000万人の外国人は、中国から 600万人、韓国から 400万人を期待し

ています。これは人口と経済成長から推測したところであります。 

2,000万人の観光客実現に向けて、３つの施策を柱としてまいります。お配りし
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ました資料の１ページ目に、概略を記載させていただいています。１つ目が「交流

を支える交通ネットワークの充実」、２つ目が「内外における旅行需要の拡大」、３

つ目が「受入体制の整備（訪れやすい国づくり）」であります。 

交通ネットワークについて、今、お話がありました羽田・成田のさらなる容量の

拡大・機能強化で、羽田空港については 2010年にＤ滑走路が完成します。10月の

供用開始当初に３万回、便が増便になりますが、それは全部国際便に充てようとい

うことで、観光にも資するようにすることを、今、進めています。成田空港につい

ては、今、2,500mの平行滑走路が進められており、2010年３月には２万回、便の

増枠が可能になります。 

ただ、今後、首都圏における航空需要、2010年以降、10年後には再度、空港容

量は限界に達することが予想されます。羽田空港の容量拡大というものが国際競争

力という観点からも重要な課題として認識をしています。ただ、騒音、環境という

問題や、あるいは地元、特にルートにあります千葉県は非常にナーバスになってお

りまして、先般も報道で、羽田５本目の滑走路検討というものが新聞に出た瞬間に、

地元市町村と一緒に私の部屋に抗議に来られました。そういう意味で、地元の皆さ

んのかけ違いをしないような進め方を求められるところであります。ただ、羽田に

ついては既存滑走路の延伸というのは地元の調整を進めながら検討してまいりた

いと思っております。 

今、張議員からお話がありました羽田空港と成田空港の鉄道アクセスの問題であ

ります。直接、ルートをつくれという御意見も承っています。ただ、現在は羽田～

都心～成田を、何とか都心に近づけたところで、直行便で走らせられないか、昨年

から検討を進めています。ただ、地元調整がありますので、それを乗り越えていく

必要がありますが、直行で結べることになれば 50分台で結べられます。ルートに

ついては、泉岳寺と押上のところを直接で新たに地下鉄のルートをつくるというこ

とになります。 

国際競争力の強化という意味で、もう一つ、成長戦略の一つで、是非、取り上げ

ていただきたいのが、関西国際空港の強化であります。関西国際空港は、今、１兆

1,000億円という非常に負債の多い空港になっていますけれども、今のままでは問

題が解決しない。やはりアクセスをよくする、あるいは関西国際空港を人だけでは

なくて物流の、東南アジアへの基地としての方向を位置づけたい。橋下知事にも、

沿線の周りの知事にも、とりまとめをやってくださいと。今、北ヤードの開発が進

んでいますが、少し長い話になりますけれども、なにわ筋線というものを通して、

そして、この関西国際空港のアクセスを図っていかないと、今の関西国際空港のま

までありますとなかなか改善されないと思っています。これも一つのテーマと思っ

ています。 

観光の観点から、国際チャーター便については、かなり、ほとんどと言っていい

ほど自由化しています。特に成田空港からも、定期便が就航しているところはチャ

ーター便を認めていなかったけれども、昨年 12月、これを全部認めるようにしま

した。パック旅行の団体だけではなく、個人のお客でも、このチャーター便を使え
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るように自由化を昨年 12月にさせていただきました。 

２本目の柱が「内外における旅行需要の拡大」であります。観光庁の強みという

のは、何といっても国土交通省の中にある。したがいまして、今、張議員からもい

ろいろお話がありました、魅力ある観光地づくり、そのために必要な歴史まちづく

り、あるいはまちづくり交付金といったようなものは同じ国土交通省にありますの

で、他省庁はもとより、先頭に立って観光地としての我が国の魅力を再発見し、磨

き上げていきたいと思っています。 

その中で１つ、今、新たな柱として、富裕層を取り入れる工夫をしていきたい。

プレミアムジャパンという日本ブランドを発信しようということであります。 

それと、景観は大事である。いろいろなところが大事でありますが、無電柱化。

これは電力会社の負担云々というものがありますけれども、これを乗り越えてやっ

ていきたいと思っています。 

「受入体制の整備（訪れやすい国づくり）」でありますが、ビザの問題でありま

す。特に先ほど申し上げた、これから期待される中国についてビザ発給要件の緩和

については、取得の容易化は犯罪の温床になるのではないか、不法滞在の温床にな

るのではないかという御心配があります。慎重に進めてきていますけれども、法務

省、外務省とも話を進めさせていただき、この３月には何とかいい方向で、例えば

銀行預金の残高といったものを提示してもらうというようなことも含めて、相談を

進めさせていただいております。 

そのほか、観光とは直接関係ないけれども、「わが国のチャレンジ～世界の No.1

を目指して」という資料をお配りしています。 

この２ページ目でありますけれども、ポイントだけでありますが「『日本牽引』

プロジェクト」として、スーパー中枢港湾。これは東京湾、伊勢湾、大阪湾であり

ます。特に今までと全く違うのは、外から来た外貿の船を同じ岸壁で保税手続をか

なり簡略化しまして、すぐ国内輸送できる。今までは全部、トレーラーで別の岸壁

へ移すということが必要だったのでありますけれども、それが、外貿から来たもの

が中で内航に回せるというような機能を含めたスーパー中枢港湾。 

それから、パナマ運河がいずれ拡張されますので、これの対応と、それから、穀

物倉庫といったようなものも必要になってきますので、そういうものも併せてパナ

マ運河対策としてやっていくことを検討しています。 

大きな事業としては、あとは東京オリンピックに絡めて外郭環状を是非やりたい

という声も伺っています。 

まだまだ申し上げたいことは多くありますけれども、私の方からはとりあえず以

上であります。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

続きまして、鳩山議員、お願いします。 

（鳩山議員） 私の資料は、直接観光と結び付かないのでお渡しするだけで、地方の

底力が日本の底力であって、これは地方が元気になるといいということで、地方

再生戦略のようなこととか、産学官の人材力強化とか、そういうことだけ書かせ
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ていただいています。環境モデル都市のことも書いてあります。 

 これは、要は地方が元気になると観光客をひき付けることができるという基本的

な考え方であります。最後に付けています定住自立圏構想、これが中心市と周辺市

が協定を締結していくわけで、さまざまな方法で定住自立圏構想は支援を始めてい

くこととしています。一つの圏域として魅力ある観光地をつくっていけばいいとい

うように思っています。 

そういう観点で、定住自立圏構想ですと、周辺の自然を壊さない、つまり中心地

の方で医療とか、場合によっては教育でも、福祉でも、障害者でも引き受ける。そ

うすると、周辺の市にも全部公民館とか公会堂とかをつくる必要はないということ

で、むしろ周辺の自然を残すという自然との共生の考え方であります。 

私が申し上げたいことは２つあります。 

１つは、張議員から御指摘をいただいた事柄がいろいろありますが、これは本当

に基礎的なことですが、意外とできていない。総務省で実施した政策評価の結果で

は、例えば、議員の御指摘の中で、外国語の表示が取り上げられているが、これは、

実は十分ではない。それから、外国人が旅館等へ行っても言葉が通じない。これは

もちろん、自治体に行ってもなかなか通じない。したがって、そういうことをコー

ディネートできる人がいれば、地方の旅館等にもっと宿泊できるようになるだろう。

それが１つです。 

もう１つは、私の経験でありますが、私は蝶の研究でいろいろなところへ行くの

で、余計わかるのですけれども、例えばバリ島へ行きます。日本人はみんなウブド

で骨董品を買おうとして、ウブドの町を歩くと日本人だらけになります。ところが、

欧米の方はバリ島のありとあらゆるところへ行っています。とりわけ、ライステラ

ス、棚田などは大変な人気であります。したがって、我が国は非常に風光明媚なと

ころが地方に展開をしていますので、その宣伝をし、さきほど張議員がおっしゃっ

たように、言葉も自由に使えて、そういうところに人を導いていける、そういう形

を取ると、外国人の観光客が地方のさまざまな自然とかそうしたものを求めていけ

るようになるのではないか。 

北海道を紹介する番組を台湾に向けて放送をしたら、台湾からの観光客が、３倍

だったか、驚異的に増えたということがある。日本人と違って、ありとあらゆると

ころへ行きたがるわけですから、ありとあらゆるところで外国人の観光客を引っ張

るという戦略が大事ではないか。 

（与謝野議員） 続きまして、二階議員、お願いします。 

（二階議員） まず、金子臨時議員から御発言いただいた観光問題は大変すばらしい

構想を持っておられて、これはやはり観光庁ができたということも背中を押して

いるような感じがしますが、観光問題というものは国土交通省だけではなくて、

政府を挙げて協力しなければ世界の観光の流れに追い付き追い越すことはできな

い。 

また、張議員からも御指摘いただいたことは、私はお伺いしており、ごもっとも

なことだと思っています。ですから、そうしたことを結集して、大胆な方向を打ち



 
平成 21年第６回 議事録 

 

 14 

出していただければいいのではないかと思っています。 

まず、今、鳩山議員の御発言にもありましたが、いわゆる観光のプロといいます

か、観光をどうコーディネートして運営していくかというようなことを、それぞれ

の地域地域にそういう人材を育てていく。今、ようやく国立大学にも観光学部とい

うものができてきましたが、これからこういうことがどんどん作れるようにしてい

かなければならないと思っています。 

次に、いつも議題になることですけれども、入国審査待ちの時間を短くするため

の御努力はいただいているようでありますが、金子臨時議員も御承知のとおり、ビ

ザ手続の緩和、先ほど来、お話があったとおりでありますが、日本を訪れやすい国

にするためにも、やはり、あそこで長く待たされるということは非常に嫌な感じが

するから、ここの入国の手続をうまくやる。 

これは、一挙におりてくるお客をさばくという面では、人数の問題もあると思う

のです。しかし、これは必ずしも官の人がやらなくても、民間の人がやってもいい

ようなことが多くあるのではないかと思うのです。官の人は、やはり悪いことをす

る人かどうかということだけを目を付ければいいのであって、どこから来たとかと

いうようなことは民間でも十分できるわけですから、もう少し何か工夫がないか。

いつまで経っても、この話は尽きない。我々は立場を変えて別の国に行ったときに、

30分も 40分も待たされたら二度と来たくないという気持ちにみんななるわけです

から、そこのところを我々は注意しなければいけないと思っています。 

あと、２～３、気がついたことを申し上げる。 

我々は、資源の豊富な国と、これから資源外交を展開していかなければならない

のですが、このために観光という部分が大いに活躍していただく舞台がある。民間

の皆様のツアー、それから、民間大使といいますか、民間外交とか、言葉はいろい

ろ表現があろうと思いますが、こういう方々を重要な資源の存在する国に派遣する。

それを国土交通省なり、観光庁なりで御指導いただくということが非常にいいので

はないか。経済産業省も資源外交推進の立場から支援させて頂きたい。 

もう一つ、簡単に申し上げますが、ダボス会議というものがありますが、私はダ

ボス会議程度のものは、なぜ、この日本でできないのかということを今までずっと

思っています。我々も、事務局の皆様がどのように誘導していただいているのかは

存じませんが、ダボス会議にＷＴＯの会議をくっつけて開催する。 

そうしますと、私の経験ですが、ＷＴＯが延長戦に入ったのです。予定を超えて

３日ぐらい、徹夜の折衝もありました。延長してやろうということになったら、宿

泊施設がないのです。スキー場ですから、みんなスキーツアーの予約が完了してい

て、閣僚会議といえどもごめんなさいということで、せっかく盛り上がったものを

ホテルがなくて引き上げてきた。日本なら別のホテルを用意するとかが簡単にでき

るだろう。ですから、コンベンションシティーということをよく言われますが、今、

国土交通省の中ではもっと近代的な、もっと総合的なことを考えていただいている

ようですから、この点を是非、お進めいただきたい。 

それから、世界遺産ということをよく言われますが、世界遺産のみならず、日本



 
平成 21年第６回 議事録 

 

 15 

国中にも文化・歴史の豊かな地域がたくさんあるわけですから、これが観光の武器

になるのではないか。 

最後にもう一つ。私は大使館とか大使をいまだに置くことができない国は、この

間、お聞きしましたら、世界に 55か国あるそうです。日本がいろいろな国際選挙

等に立候補していますけれども、勝つこともありますが、大概は際どいところで惜

しかったということもしばしばあります。人物は立派だけれどもというようなこと

ですが、負けて人物が立派だといっても、これは何にもならないわけであって、こ

れはやはり工夫しなければならない。 

その 55か国に、大使館の設置と大使を派遣する。これは、観光振興というよう

な分野ではなくて、もっと国の運命を担うようなことになるのであろうが、これを

一緒に考えて協力し合っていったらいいのではないかと思っています。よろしくお

願いいたします。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言ください。 

   三村議員、お願いします。 

（三村議員） 観光というのは、海外との文化レベルの交流を意味すると思います。

したがって、アジアとともに成長を続けていく日本にとっては、経済的な交流の

基盤としても意味は大きいと思います。 

 先ほどの金子臨時議員の話で、2000年も 2007年も、アジアからの観光客が 74％

で、大部分を占めているところに特徴があると思いますので、そういうように考え

ます。 

 それから、民間議員ペーパーの論点１で、そのための基盤整備として、羽田、成

田空港の機能強化、すなわち、移動の飛躍的改善あるいは首都圏空港の能力拡大が

うたわれていますけれども、これは観光だけではなくて、ビジネスの世界でも、日

本のボトルネックとなっている課題への対応につながります。 

 したがって、本テーマは、観光分野の成長戦略も含めて幅広い分野に有効となる

将来のインフラ整備をするという意味では、マルチパーパスであると思っています。 

 最近の動向としては、やはりハブ空港の争奪戦というのが非常に熾烈であります。

日本が何とかハブ空港、これは成田、羽田だろうけれども、そういう意味では時間

的にそれほどの余裕がないこともやはり考えなければいけないと思います。 

（与謝野議員） ほかにございますか。どうぞ。 

（二階議員） 簡単に申し上げますが、今、金子臨時議員の御説明の資料で、イノベ

ーション、国際展開というところにありますが、超電導のリニアはやはり大いに

国民の皆さんに希望を与えることでありますから、景気低迷ということでみんな

が沈んでいるときに、これは政府がほとんどお金を出さなくても民間企業がやれ

ると言われるわけでありますから、金子臨時議員のリーダーシップで推進を図っ

ていただきたいと思います。 

 なお、フリーゲージトレインのことがここにも掲げていますが、技術開発はだん

だん進んできまして、ほとんど実用化は寸前のところまで来ています。 

 新幹線は、地域を発展させるためには極めて大きな影響力を及ぼしてきたのです
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が、新幹線に期待の持てない地域というのも日本国中に相当あるわけです。この地

域の皆さんに、レールで軌道を可変することができる、大きくしたり、小さくした

りしながら走ることができるというフリーゲージトレインが開発されたわけです

から、もうあと一歩というところに来ているわけです。国がこれに対応するという

ことになれば、日本の国の中で新幹線に希望を持てなかった地域の国民が新幹線に

乗り入れすることができるということになりますから、これは大変大きなことにな

ると思う。新幹線から比べれば、ずっと安い価格でやれるわけです。現在の鉄道路

線をそのまま活用するのですから、用地代も要らないし、特別の線路を引くわけで

はないから、大いに希望が持てると思います。こうしたことは、海外にも将来、こ

の技術を移転することができる。 

 最後にもう１つ。「ひと、まち、交通ルネッサンス」という項目の中で、駅、主

要施設、道路等のバリアフリー化ということでありますが、これはお年寄りの皆さ

んや体の御不自由な人たちに対してもやさしいことになるので、このバリアフリー

化は相当力を入れてやっていただきたいと思います。 

 整備困難駅での協力推進とありますが、かつては、今から 10年ぐらい前に、バ

リアフリー法案ができて、バリアフリー化が進んだときには、１日の交通量が

5,000以上が基準と、そういうことになっていたようでありますが、今度は基準を

下げて 5,000人未満のところにも予算を付けていこうということになりますから、

5,000人未満は下に制限はないのですから、地域が熱心であれば 1,000人、2,000

人でもいいのです。この前、地元に帰ったときに、那智勝浦町というところに那智

勝浦という駅があるのですが、お年寄りが２人だけで手をつないで階段を上がって

おられるので、私はよくおいでくださいましたという意味で、「御苦労さんです。」

と声をかけたら、「私たちは毎年１回ここへお参りに来るのですけれども、だんだ

ん年とともに、この階段を歩くのが大変なのです。」とのこと。 

このごろ、大体みんなで、インターネットで調べて行きますから、ここはバリア

フリーになっていないというと、そこへ行く旅行を中止となります。ですからそこ

でも地方の観光がストップしてしまう。降りてこなければ土産も買いませんし、宿

泊もしないから、降りてもらえるようにするための工夫をやってもらえれば、大変

喜ばれる人が多いのではないかと思います。 

（与謝野議員） ほかに、どうぞ。 

（河村議員） 観光庁ができましたから、飛躍的に観光振興は進むと期待をしていま

すが、よくビジット・ジャパンのときにずっと言われ続けていますが、パリは 7,000

万人、日本は 1,000万人だと、この差をどうやって埋めるかというのが我々の願

いだし、いろいろ政策を立ててありますが、国がやるべきことと、観光の魅力の

ためにそれぞれの地方がいかに頑張るべきことがたくさんあります。ただ、幾ら

地方が頑張ってもなかなかできないことの一つは、いわゆる電柱をなくすという

ものです。観光庁は、もし、日本の代表的な観光地も含めてですが、かなり進ん

でいるところは、今からやるとしたらどれぐらいかかるか、試算があります。こ

れは電力会社との関係もありますが、もっと国が思い切って促進する必要があり
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ます。これは今度の景気対策にもなるのですが、試算を是非お願いしたい。 

（金子臨時議員） わかりました。電力会社の負担を後回しにしても、先にやれる方

法がないかということを今、検討してもらっています。電力会社負担といいます

と、なかなか電力事情が悪いとき、景気、経営が悪いときだけになかなか進まな

くなる心配があります。 

 それから、中国の話ですが、中国の団体は今までよかったのですが、今度は個人

のビザについてもっと富裕層を取り込む、あるいは簡略化して入れる。そのために

は、先ほどお話がありましたけれども、領事館の出入国の担当が足りない、ビザを

発給する人が足りない等の問題もあるので、工夫したい。 

 それから、入国の方も、セカンダリー、ちょっと要注意そうな人は別室で応接を

やるとか、そうではない人はどんどん通す、あるいはプレクリアランスといいまし

て、少し海外に派遣して、そして、事前に審査するといったようなことをさせてい

ただきたいと思います。 

 フランスなのですけれども、今、観光庁ができまして、パリに日本の宣伝ポスタ

ーを大々的に貼らせていただきました。安芸の宮島、広島と、そしてモンサンミッ

シェル、両方とも海に浮かぶ世界遺産というイメージでポスターをつくりまして、

パリの地下鉄に貼りましたら、効果が出まして、フランスから２割お客が増えたの

です。 

 日本の「パリ・マッチ」という雑誌の編集長が私のところに来て、あなたが思う

以上にフランス人は日本のことを知らない人が多い。ゴッホが安藤広重の絵を描い

たというぐらいはちゃんと知っているのだから、もっと日本の宣伝をしなさい。モ

ネは自分の庭に、水田を潤すための太鼓橋を作ったが、あれは日本の橋ですから、

フランス人には、そういういいイメージがあるのだから、もっともっと知らしめな

さいということで、やはり地方だけではできないこういう部分というのは、なかな

か費用もかかるのでやはり国でやっていかないといけない。「パリ・マッチ」の雑

誌に３か月間日本特集を連続で出していただきましたけれども、去年はフランスで

すけれども、今年は香港の年。年代わりで行きますけれども、そういうことは、や

はり地域でできないことで、国で海外に対してもどんどんやっていく。イベントを

呼び込むこともやりたいと思っています。 

 無電柱化等とバリアフリーの件は、是非御支援をよろしくお願いします。難しい

バリアフリーができないところというのは、ＪＲ御茶ノ水駅です。あれだけ多くて

病院が周りにあるのに、エスカレーター一本ないのです。何をやっているのだと。

これだけ技術が進んでいるのだからということで、今、やっています。 

（与謝野議員）  わかりました。それでは、議長から最後に御発言をいただきたいと

思います。 

（麻生議長） いろいろお話があったが、日本は、昔は二階議員が観光に関していろ

いろやっておられたのですけれども、日本の観光に関する感覚があまりないなと

私は前から思っていたのです。大学のホテル学科とか観光学科は、私の知ってい

る中で、私立で観光学科が最初にできたのは立教大学で、国立大学にはあまりな
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いのです。ホテル学科、観光学科というのがないのはおかしいのではないか、ア

メリカの大学にはあるので、そう思って見ていたのです。40年経ってやっとこう

いうことになったのはいいことだと思っています。 

 ２つ目、鳩山議員が言われたように、今、テレビで「COOL JAPAN」という、視聴

率の高いテレビの番組があるのですが、外国人から見て日本人の何がクールかとい

うのは、私らから見て、これのどこが格好いいのかわかりにくいのですけれども、

外国人から見ると、これは格好いいというわけです。 

 秋葉原には、あまりいらしたことはないでしょうけれども、とにかくびっくりし

ます。一回だけはあれを見て、何となく行って見られると、全く異邦人なのだなと

思うぐらい、あそこで普通にいられるというのは、なかなかなセンスが要るのだと

思うのですけれども、東京に来たらどこに行きたいかを聞くと、ほとんどの若者が

秋葉原と答えるのです。今は秋葉原、これは間違いありませんので、是非行ってみ

られることをおすすめします。 

 もう一つ、トルコに、イスタンブールからイラクの方に 1,000kmぐらい行ったと

ころにアンタルヤという人口 100万ぐらいの町があるのですけれども、年間の観光

客は 850万というわけです。これは 85万の間違いではないかと思い、間違いない

かと言ったら、850万でもう一個ゼロを付けたから、どうしてそんなに人が来るの

だ、何人が来るのだといったら、最近は特にロシアの景気がよかったものですから、

ロシア人が増えたとか、何が見たいのかわからないけれども、人々はトルコの古い

ものを見に来るという話であったが、それなら日本にもたくさんあると思って見て

いました。我々は観光客を呼んで、それがいわゆる産業になるという意識は少ない

のですが、これはすごいものになり得るのだというのを確信しました。日本には独

特の文化がありますし、安全であります。これは最も大いに利用すべきものだと思

いますので、これは是非、全員で考えていただければと思います。 

 我々政府として、ハードのところで、入国審査の人の話もありますし、羽田、成

田の御指摘もありました。こういったところをきちんとやっていかなければいけな

いと思うのですが、最後に河村議員から言われた、電柱の地下埋設について、どう

いうことになるか、自分で経験した例があるのでお話する。 

 何が起きたかというと、電柱が立った町並みが、電柱がなくなったら、もともと

電柱がある前提で町並みができているのですから、電柱がなくなると町がさびしく

見えるのです。町並みに合わないからといって、全部建て替えたから、町並みが２

年でびっくりするほど変わった。私はそれを建設省に教えてみたら、建設省は参考

に写真を取って帰ったけれども、本当に町並みが２年で変わった。電線の地下埋設

というのは、大きな波及効果があると思う。 

（与謝野議員）  力強い御支援、ありがとうございます。 

 最後に、成長戦略について今後の進め方について申し上げます。次回は、個別分

野として、低炭素革命と、情報通信技術を取り上げる予定であります。これまでは

分野別プロジェクトを主に検討してきましたけれども、同時に経済危機克服のため

の政策対応の道筋を明らかにし、その中で成長戦略をどのように位置づけていくか
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について考え方を整理することも必要と考えています。可能であれば、次回には、

民間議員からマクロ経済政策の立場から、「危機克服の道筋」について御提案をい

ただき、御議論をいただきたいと考えています。３年間を通じて局面別のリスクと

重点分野について、わかりやすく考え方をお示しいただくようにお願いしていると

ころであります。 

 それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたします。 

ありがとうございました。 

（以 上） 


