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新型コロナの影響で冷え込む航空業界を立て直すため必要な支援策や、諸外国の空港、特に
韓国の仁川空港と比較して遅れをとっている我が国の空港整備の必要性について赤羽国土
交通大臣の見解を伺うとともに、今回の法改正に伴い活用が広がるドローン物流の可能性に
ついて質問しました。
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江崎孝委員長：航空法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
　本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
　質疑のある方は順次御発言願います。

足立敏之委員：おはようございます。自由民主党の足立敏之でございます。本日は、質問の機会を与えていただ
きまして、江崎委員長、理事、委員の皆様に感謝を申し上げたいと思います。

1.新型コロナウイルスの航空産業への影響について

―航空産業に対して講じられてきた支援策について―
足立委員：さて、先週の25日、当委員会の
委員長、理事の皆さんで国土交通省に伺い
まして、オンラインで航空事業者や地域交
通業、観光産業、宿泊業の皆さんからヒア
リングを行いました。航空産業からは、お
手元の資料 1でございますが、定期航空協
会の赤坂会長が御参加でした。新型コロナ
ウイルスの影響で航空業界は売上げが半減
して 2 兆円強の減収、営業損益が業界全体
で 1 兆円と、厳しい状況を伺いました。そ
れに対しまして、国では雇用調整助成金な
どによる支援を始め、空港使用料の減免、
航空機燃料税の軽減など様々な対策が取ら
れてきており、ヒアリングの際にも、その支援措置に対して感謝する声を伺いました。
　しかし、今後の見通しにつきましては、引き続き厳しいものがあると考えられます。雇用調整助成金の特例の
7 月以降の延伸を始め、国による手厚い支援を是非お願いしたいと思います。
　我が国の航空業界全体に対して、今後、新型コロナウイルスの感染状況にもよるとは思いますが、国として今
後どのような支援策を考えているのか、航空局長に伺います。

　　　　　　　　　　　和田浩一航空局長：お答え申し上げます。
　航空ネットワークは、公共交通として国民生活や社会経済活動を支え、ポストコロナ
の成長戦略を実現していくためにも極めて重要な役割を担っております。
　国といたしましては、危機対応融資等の活用による資金繰り支援や、先ほど御指摘が
ありました雇用調整助成金などの支援を行ってきたほか、令和 3 年度においては1,200
億円規模で着陸料や航空機燃料税等の減免を行うなど、相当踏み込んだ支援を実施して
おります。特に雇用調整助成金につきましては、日々の安全運航を支える人材の雇用確
保のためにも特例措置が不可欠であると認識をしております。この度、 7 月までの特例

の延長が発表されたところでありますが、今後とも、厚生労働省としっかり連携してまいりたいと考えており
ます。
　引き続き、航空ネットワークの維持確保に向けて、航空需要の動向や経営状況を注視しつつ、適時適切な対応
をしてまいりたいと考えております。

和田浩一航空局長

［資料１］�我が国航空産業への影響
新型コロナウイルス感染症により旅客需要は年度を通じて落ち込み、売上⾼は約2兆円以上の減収、約
1兆円近い営業赤字。

※大手2社グループの決算合計

単位︓億円

2021年3月期 決算
単位︓億円

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：定期航空協会資料を基に足立敏之事務所編集
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足立委員：ありがとうございました。
　空港ビルの事業者さんからお話を聞いたんですけれども、空港の地代に当たります国有財産使用料につきまし
て、支払猶予だけではなくて減免措置もお願いしたいと要望が届いております。この件は、担当は財務省かも知
れませんけれども、是非とも国土交通省でも御検討いただくようにお願いしたいと思います。

―離島航路など地域航空会社への支援について―
足立委員：ところで、今お話のありましたような航空業界への影響ですけれども、離島の方にもそういった影響
が及んでいると聞いております。旅行の自粛などによって旅行客が減ったり航空便が減便されていたり、大きな
影響を生じています。
　日本最西端、与那国島という島がございます。昨年伺ったんですけれども、 1 日 3 便の石垣空港便のうち昼間
の 1 便が減便されておりまして、さらには、観光客の激減に伴いまして、私も泊まらせていただいた島唯一のリ
ゾートホテルがこの 4 月から閉鎖を余儀なくされているというような状況が起こっています。とても寂しい思い
がしますが、島民自体にも大変大きな影響が出ていると聞きます。南北の大東島だとか、長崎県の壱岐、対馬、五島、
鹿児島県の種子島、屋久島、奄美大島、そういった方々にもお話を今回伺いましたけれども、同様に大きな影響
が出ていると聞いております。
　離島を結ぶ航空便は地域にとって死活問題であり、その存続に向けては国の手厚い支援が必要と考えますので、
この件について、国土交通省には是非よろしくお願いしたいと思います。

―国際的な人の往来の再開に向けた措置について―
足立委員：さて、世界的に見ますとワクチンの接種が進んできておりまして、テレビのニュースで、ハワイでは
観光が一部解禁され始めているというようなニュースも流れておりました。
　日本は、元々2030年訪日旅客6,000万人という大きな目標を掲げておりまして、アフターコロナの世界に向け
て本格的な準備を始めるべきタイミングに来ているのではないかと思います。世界の国々の扉が一斉に開くこと
になりますので、恐らくインバウンドが大量に流入してくる、あるいは今度はアウトバウンドの奪い合いにもな
るんではないかと心配されます。観光立国日本が後れを取るわけにはいきませんので、まさに訪日旅客6,000万
人に向けて、攻めの姿勢で取り組むことが大事ではないかと考えております。
　国際的な人の往来の再開を見越して、世界から後れを取らないために国としてどのような対応をしていくこと
となるのか、航空局長に伺いたいと思います。

和田浩一航空局長：お答え申し上げます。
　現在は水際対策を徹底しており、観光目的での往来の再開にはしば
らく時間を要するものと考えておりますけれども、コロナ禍において
も我が国の自然、気候、文化、食といった魅力は失われておりません。
観光事業者の事業の継続と雇用の維持に対する支援を行いつつ、観光
の復活も見据えた準備を行っていく必要がございます。
　昨年12月には、全国津々浦々の観光地の底力を高めるべく、感染拡
大防止と観光需要回復のための政策プランを策定いたしました。この
政策プランにおきましては、施設改修や廃屋撤去など、宿、観光地の
リニューアル、また、多言語対応やバリアフリー化等の受入れ環境整
備などに取り組んでおります。さらに、国内外の感染状況や人の往来
の再開状況を見極めた上で、小規模分散型パッケージツアーや訪日プ
ロモーションの実施等によりインバウンドの段階的復活に取り組んで
まいります。
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　こうした観光需要の回復を実現していく上で、航空ネットワークは必要不可欠な
インフラであります。航空会社に対しましては、令和 3 年度において、ポストコロ
ナの成長戦略の実現に向けて必要な機材導入等の新たな投資を支援するため、先ほ
ど申し上げました1,200億円規模での着陸料などの空港使用料や航空機燃料税の減
免を行うこととしており、航空ネットワークの維持確保に向けて、国と航空会社が
一体となって取り組んでまいります。

足立委員：ありがとうございます。
　ワクチン接種が進むにつれまして、例えばスマホを活用したデジタル証明システ
ム、あるいはワクチンパスポートなど、いろいろ議論が進んでおるようですけれど
も、日本の対応が遅れますと国際的に取り残されてしまうおそれが出てくると思い
ますので、その点につきましてはご検討をよろしくお願いしたいと思います。

２.空港の整備水準について

―世界から遅れをとる日本の空港―
足立委員：ところで、空からの人の往来に対応するのは、出入口に当たる空港です。世界各国の国際線の旅客シェ
アの推移を資料 3の方にお示しをしてございます。これを見ますと、2007年頃を境に韓国が日本を上回るように
なってきているということが分かるかと思います。
　また資料 4に、韓国の仁川空港と成田空港を比較した航空写真が出てまいりますけれども、成田の滑走路は 2
本で6,500ｍ、仁川空港が 3 本で11,500ｍ、先日の予算委員会でその点を御指摘したところ、麻生財務大臣からは、

「成田空港の整備が進んでいて、もうじき仁川空港に肩を並べることができるんじゃないか」とお話がありました。
　確かに、2023年度末には成田はＢ滑走路を1,000ｍ延伸、そしてもう 1 本、3,500ｍのＣ滑走路を新設する、い
ずれ 3 本の滑走路で11,000ｍとなり、仁
川空港の11,500ｍに肩を並べるというと
ころまでは行くんですけれども、実は仁
川空港は、2024年までにもう 1 本、4,000
ｍの滑走路を増設する計画と聞きます。
よく見ると、その地図のところでも 1 本
滑走路が完成できる余地があります。さ
らに、2030年度までには 5 本目の滑走路
を整備する、そういうような構想もある
んだと聞きました。これでは明らかに差
が付いてしまいます。そのほかにも、ア
ジア諸国では、上海、深圳、広州、香港、
台北、シンガポールと、空港の拡張工事
がめじろ押しになっております。
　諸外国に比較して後れを取っている我
が国の空港の現状を見ますと、世界に負
けないよう国が主導してしっかり空港整
備を進める必要があると考えますが、大
臣の見解を伺います。

［資料３］�我が国航空の国際的なシェア
（%）

（注）中東湾岸はUAE、カタール、サウジアラビア、オマーン、クウェート、バーレーンの合計。
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自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：ICAO Annual Report of the Councilを基に国土交通省作成、足立敏之事務所編集
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　　　　　　　　　　　　赤羽一嘉国土交通大臣：インフラの整備について足立委員に反論したことはこれまで
一度もないんですが、今日は少しだけ反論をさせていただきたいと思いますが。
　空港の能力を比較する場合、よく滑走路の本数とか長さという話、当然、重要なファ
ンダメンタルでありますが、滑走路を増やしても、例えば管制の処理上の制約等々が
ありまして、必ずしもそれが離着陸の発着数につながるというわけではないことは、
これよく御承知だと思います。
　ですから、我々は、発着容量に着目することが重要であると認識をしておりまして、
加えて、都市の国際競争力の観点では、同一都市で複数ある、首都圏でいうと、東京
だけではなくて成田と羽田合わせた数ということでありまして、例えば、羽田と成田、

今、年間の発着容量は約83万回で、これ世界のトップクラスでございまして、韓国の仁川、金浦を合わせて約56
万回という状況でございます。
　しかし、いずれにしても、これでいいということではなくて、これから、今おっしゃられるような国際競争が
更に激しくなる中で、首都圏空港の更な
る機能強化が必要だと考えておりますの
で、これは、成田空港の滑走路の新設事
業を今進めておりますので、着実に増進
してまいりたいと。
　加えて、港湾なんかは特に御指摘のと
おりでございますので、国としてこうし
たインフラが我が国の成長戦略にとって
大変重要なんだという位置付けをさせて
いただきながらしっかり取り組んでいき
たいと思いますので、引き続き御指導を
よろしくお願いしたいと思います。

足立委員：ありがとうございました。
　日本でも真剣に空港の強化、港湾もそ
うですけれども、しっかり取り組んでい
ただきたいと思います。

赤羽一嘉国土交通大臣

［資料４］�成田国際空港と仁川国際空港

（同縮尺）

自由民主党・国民の声　足立　敏之
出典：Google Map(2020年11月）を基に足立敏之事務所作成
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3.ドローンの活用について

―伊那市の社会実験について―
足立委員：続いて、ドローンに関する質問に移ります。
　昨年の11月に、長野県の白鳥伊那市長のお誘いで、ドローン物流や自動運転バス、遠隔診療車などの伊那市の
デジタル化の取組について視察に行ってまいりました。
　伊那市では、条例を定めまして、令和 2 年 8 月から、ドローンを使った買物サービス、ゆうあいマーケットと
言うそうですけれども、これを有料で実施されていました。お手元の資料 5の方にそれを掲載してございます
が、伊那市の中山間地域に当たる旧長谷村
というエリアで行われているもので、ケー
ブルテレビジョンのリモコンを使って食料
品などの配送予約を行う、それで、 5 ㎞ま
での荷物をこのドローンで近場まで配送す
る、日本初の画期的なシステムだと聞きま
した。移動経路として余り問題のない美和
ダムの貯水池など、河川の上空を河川管理
者と協定を締結して利用していると聞きま
した。今後、高齢化が進む中山間地域の買
物支援などのモデルとして大いに活用でき
ると期待してございます。
　こういった前向きで先進的な取組につき
まして国土交通省としてどのように評価し
ておられるのか、久保田公共交通・物流政
策審議官に伺います。

久保田雅晴公共交通・物流政策審議官：お答え申し上げます。
　長野県伊那市におきましては、近年、物流とか交通の確保、買物支援などが地域の課題となってございまして、
特に、高齢者を中心に、買物困難者が増加しておることから、委員御指摘のように、昨年 8 月から、食料品など

［資料５］�ドローンによる物流システムの自動化

自由民主党・国民の声　足立　敏之　　
出典：長野県伊那市資料及び足立敏之事務所資料を基に足立敏之事務所作成
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の日用品をドローンで配送するドローン物流事業を本格的に開始をされておるところで
ございます。
　当該事業の特徴といたしましては、日用品をケーブルテレビのリモコンで手軽に注文
して、ドローンによる当日配送のサービスを実現していること、ドローンは近傍の公民
館に着陸するんですが、もし利用者が取りに行けない場合には、利用者の見守りを行う
ボランティアの方が配送を行うということ、そして、利用者及び商品の出品者から一定
の使用料を徴収して事業を運営しているということなどが挙げられまして、地域におけ
ます既存のシステムとマンパワーを活用しているほか、必要な収入確保を図るなど、持

続可能な取組としてドローン物流における先進的な事例であると考えてございます。
　国土交通省としましては、伊那市におけるこのような取組も参考とさせていただきながら、地域課題の解決策
としてのドローン物流の社会実装を推進してまいりたいと考えてございます。

足立委員：ありがとうございました。
　もう 1 問、ドローンの建設分野での活用について伺う予定でしたが、時間も参りましたので、東川技術審議官
には申し訳ありませんが、次回ということでお願いしたいと思います。
　以上で質問を終わります。ありがとうございました。

【質疑終局後】
江崎孝委員長：他にご発言も無いようですから、質疑は終局したものと認めます。
　これより討論に入ります。・・・別にご
意見も無いようですから、これより直ちに
採決に入ります。航空法等の一部を改正す
る法律案に賛成の方の挙手をお願いいたし
ます。

（賛成者挙手）
　全会一致と認めます。よって、本案は全
会一致をもって原案どおり可決すべきもの
と決定いたしました。

久保田雅晴公共交通・物流政策審議官
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国土交通委員会　理事
災害対策特別委員会　理事
決算委員会　委員

《自民党》
参議院自由民主党　国会対策委員会　副委員長
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《議員連盟》
公共工事品質確保に関する議員連盟事務局長代理
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