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令和３年６月３日

しかし、今後の見通しにつきましては引き続き

ど様々な対策が取られてきており、ヒアリングの

六月一日の理事会で、赤羽大臣の出張の件、瓦

厳しいものがあるというふうに考えられます。雇

の足立敏之でございます。本日は、質問の機会を

林官房長から御説明をいただきました。国土交通

用調整助成金の特例の七月以降の延伸を始め、国

─────────────

省に身を置いた人間としまして一言申し上げます

による手厚い支援を是非お願いしたいと思います。

際にも、その支援措置に対して感謝する声を伺い

昨日までに、佐々木さやか君、舞立昇治君及び

けれども、日頃から現場主義を身をもって示され

我が国の航空業界全体に対して、今後、新型コ

与えていただきまして、江崎委員長、理事、委員

牧野たかお君が委員を辞任され、その補欠として

ている赤羽大臣の姿勢には頭が下がる思いでござ

ロナウイルスの感染状況にもよるとは思うんです

○委員長（江崎孝君） ただいまから国土交通委

金子原二郎君、横山信一君及び山下雄平君が選任

います。大臣に現場を見ていただくということは、

けれども、国として今後どのような支援策を考え

ました。

されました。

職員にとりましても一生に一度あるかどうかとい

ているのか、航空局長に伺います。

の皆様に感謝を申し上げたいと思います。

─────────────

う、それぐらい大変光栄なことでもあり名誉なこ

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

員会を開会いたします。

○委員長（江崎孝君） 政府参考人の出席要求に

とでもありまして、大臣には現場を大切にすると

す。

委員の異動について御報告いたします。

関する件についてお諮りいたします。

いう姿勢は引き続き変えないでいただきたい、そ

航空法等の一部を改正する法律案の審査のため、
本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通

を実現していくためにも極めて重要な役割を担っ

や社会経済活動を支え、ポストコロナの成長戦略

航空ネットワークは、公共交通として国民生活

のように申し上げまして、法案の質疑の方に移り
さて、先週の二十五日、当委員会の委員長、理

たいと思います。

省航空局長和田浩一君外六名を政府参考人として
出席を求め、その説明を聴取することに御異議ご
ざいませんか。

う決定いたします。

○委員長（江崎孝君） 御異議ないと認め、さよ

新型コロナウイルスの影響で航空業界は売上げが

定期航空協会の赤坂会長が御参加でしたけれども、

からは、お手元の資料一でございますけれども、

の皆さんからヒアリングを行いました。航空産業

ンで航空事業者や地域交通業、観光産業、宿泊業

支援を実施しております。特に雇用調整助成金に

空機燃料税等の減免を行うなど、相当踏み込んだ

和三年度においては千二百億円規模で着陸料や航

雇用調整助成金などの支援を行ってきたほか、令

よる資金繰り支援や、先ほど御指摘がありました

国といたしましては、危機対応融資等の活用に

ております。

─────────────

半減して二兆円強の減収、営業損益が業界全体で

つきましては、日々の安全運航を支える人材の雇

事の皆さんで国土交通省に伺いまして、オンライ

○委員長（江崎孝君） 航空法等の一部を改正す

一兆円と、厳しい状況を伺いました。それに対し

用確保のためにも特例措置が不可欠であると認識

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

る法律案を議題といたします。

まして、国では、雇用調整助成金などによる支援

をしております。この度、七月までの特例の延長

質疑のある方は順次御発言願います。

これより質疑に入ります。

本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、

を始め空港使用料の減免、航空機燃料税の軽減な

○足立敏之君 おはようございます。自由民主党
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て、航空需要の動向や経営状況を注視しつつ、適

引き続き、航空ネットワークの維持確保に向け

ります。

労働省としっかり連携してまいりたいと考えてお

が発表されたところでありますが、今後とも厚生

したけれども、同様に大きな影響が出ているとい

奄美大島、そういった方々にもお話を今回伺いま

の壱岐、対馬、五島、鹿児島県の種子島、屋久島、

うふうに聞きます。南北の大東島だとか、長崎県

が、島民自体にも大変大きな影響が出ているとい

す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

思います。

していくこととなるのか、航空局長に伺いたいと

後れを取らないために国としてどのような対応を

国際的な人の往来の再開を見越して、世界から

現在は水際対策を徹底しており、観光目的での

うふうに聞いております。
離島を結ぶ航空便は地域にとって死活問題であ

往来の再開にはしばらく時間を要するものと考え

時適切な対応をしてまいりたいと考えております。

り、その存続に向けては国の手厚い支援が必要と

ておりますけれども、コロナ禍においても我が国

○足立敏之君 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

考えますので、この件は、国土交通省には是非よ

おりません。観光事業者の事業の継続と雇用の維

けれども、空港の地代に当たります国有財産使用

そして、世界的に見ますとワクチンの接種が進

持に対する支援を行いつつ、観光の復活も見据え

の自然、気候、文化、食といった魅力は失われて

置もお願いしたいというふうな要望が届いており

んできておりまして、テレビのニュースで、ハワ

た準備を行っていく必要がございます。

ろしくお願いしたいと思います。

ます。この件は、担当は財務省かもしれませんけ

イでは観光が一部解禁され始めているというよう

料につきまして、支払猶予だけではなくて減免措

れども、是非とも国土交通省でも御検討いただく

なニュースも流れておりました。

せていただいた島唯一のリゾートホテルがこの四

らには、観光客の激減に伴いまして、私も泊まら

便のうち昼間の一便が減便されておりまして、さ

昨年伺ったんですけれども、一日三便の石垣空港

日本最西端、与那国島という島がございます。

ていたり、大きな影響を生じています。

などによって旅行客が減ったり航空便が減便され

影響が及んでいると聞いております。旅行の自粛

への影響ですけれども、離島の方にもそういった

ところで、今お話のありましたような航空業界

で取り組むことが大事ではないかというふうに考

で、まさに訪日旅客六千万人に向けて攻めの姿勢

観光立国日本が後れを取るわけにはいきませんの

もなるんではないかというふうに心配されます。

る、あるいは今度はアウトバウンドの奪い合いに

すので、恐らくインバウンドが大量に流入してく

ます。世界の国々の扉が一斉に開くことになりま

ミングに来ているのではないかというふうに思い

の世界に向けて、本格的な準備を始めるべきタイ

大きな目標を掲げておりまして、アフターコロナ

日本は元々二〇三〇年訪日旅客六千万人という

ります。

よりインバウンドの段階的復活に取り組んでまい

ッケージツアーや訪日プロモーションの実施等に

往来の再開状況を見極めた上で、小規模分散型パ

んでおります。さらに、国内外の感染状況や人の

バリアフリー化等の受入れ環境整備などに取り組

宿、観光地のリニューアル、また、多言語対応や

ランにおきましては、施設改修や廃屋撤去など、

めの政策プランを策定いたしました。この政策プ

を高めるべく、感染拡大防止と観光需要回復のた

昨年十二月には、全国津々浦々の観光地の底力

ようにお願いしたいと思います。

月から閉鎖を余儀なくされているというような状

えております。

航空ネットワークは必要不可欠なインフラであり

こうした観光需要の回復を実現していく上で、

況が起こっています。とても寂しい思いがします
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ホを活用したデジタル証明システムあるいはワク

ワクチン接種が進むにつれまして、例えばスマ

○足立敏之君 ありがとうございます。

ります。

て、国と航空会社が一体となって取り組んでまい

としており、航空ネットワークの維持確保に向け

どの空港使用料や航空機燃料税の減免を行うこと

ほど申し上げました千二百億円規模での着陸料な

要な機材導入等の新たな投資を支援するため、先

いて、ポストコロナの成長戦略の実現に向けて必

ます。航空会社に対しましては、令和三年度にお

でにもう一本、四千メーターの滑走路を増設する

んですけれども、実は仁川空港は、二〇二四年ま

五百メーターに肩を並べるということまでは行く

で一万一千メーターとなり、仁川空港の一万一千

ターのＣ滑走路を新設する、いずれ三本の滑走路

千メーター延伸、そしてもう一本、三千五百メー

確かに、二〇二八年度末には成田はＢ滑走路を

るんじゃないかというふうなお話がありました。

いて、もうじき仁川空港に肩を並べることができ

麻生財務大臣からは、成田は空港の整備が進んで

先日の予算委員会でその点を御指摘したところ、

ーター、仁川空港が三本で一万一千五百メーター、

け反論をさせていただきたいと思いますが。

とはこれまで一度もないんですが、今日は少しだ

インフラの整備について足立委員に反論したこ

回答に移らさせていただきたいと思います。

す。

なく思いますので、おわび申し上げたいと思いま

案審議で時間を割かれてしまうこと、大変申し訳

意のところではございませんが、今日の貴重な法

心労を煩わせてしまいましたこと、また、私の本

理事の皆様におかれまして、大変お忙しい中、御

この本件につきましては、委員長を始め各党の

し上げたいと思います。

チンパスポートなどいろいろ議論が進んでおるよ

ルでありますが、滑走路を増やしても、例えば管

空港の能力を比較する場合、よく滑走路の本数

らに、二〇三〇年度までには五本目の滑走路を整

制の処理上の制約等々がありまして、必ずしもそ

計画と聞きます。よく見ると、その地図のところ

すので、その点につきましては御検討をよろしく

備する、そういうような構想もあるんだというふ

れが離着陸の発着数につながるというわけではな

うですけれども、日本の対応が遅れますと国際的

お願いしたいと思います。

うに聞きました。これでは明らかに差が付いてし

いことは、これよく御承知だと思います。

とか長さという話、当然、重要なファンダメンタ

ところで、空からの人の往来に対応するのは、

まいます。そのほかにも、アジア諸国では、上海、

でも一本滑走路が完成できる余地があります。さ

出入口に当たる空港です。世界各国の国際線の旅

深、広州、香港、台北、シンガポールと、空港

に取り残されてしまうおそれが出てくると思いま

客シェアの推移を資料の方にお示しをしてござい

の拡張工事がめじろ押しになっております。

ます。

うになってきているということが分かるかと思い

すと、二〇〇七年頃を境に韓国が日本を上回るよ

○国務大臣（赤羽一嘉君） まず冒頭、激励のお

えますが、大臣の見解を伺います。

導してしっかり空港整備を進める必要があると考

港の現状を見ますと、世界に負けないよう国が主

諸外国に比較して後れを取っている我が国の空

韓国の仁川、金浦を合わせて約五十六万回という

十三万回で世界のトップクラスでございまして、

例えば、羽田と成田、今、年間の発着容量は約八

成田と羽田合わせた数ということでありまして、

複数ある、首都圏でいうと、東京だけではなくて

えて、都市の国際競争力の観点では、同一都市で

要であるというふうに認識をしておりまして、加

ですから、我々は発着容量に着目することが重

ます。お手元の資料を御覧ください。これを見ま

空港と成田空港を比較した航空写真が出てまいり

言葉いただきましたことに、まず心から感謝を申

また一枚めくっていただきますと、韓国の仁川
ますけれども、成田の滑走路は二本で六千五百メ

-3-

国土交通
令和３年６月３日

ざいますので、国として、こうしたインフラが我

加えて、港湾なんかは特に御指摘のとおりでご

りますので、着実に増進してまいりたいと。

れは、成田空港の滑走路の新設事業を今進めてお

なる機能強化が必要だと考えておりますので、こ

な国際競争が更に激しくなる中で首都圏空港の更

とではなくて、これから、今おっしゃられるよう

しかし、いずれにしても、これでいいというこ

中山間地域の買物支援などのモデルとして大いに

利用していると聞きました。今後、高齢化が進む

池など河川の上空を河川管理者と協定を締結して

移動経路として、余り問題のない美和ダムの貯水

送する日本初の画期的なシステムだと聞きました。

で五キロまでの荷物をこのドローンで近場まで配

コンを使って食料品などの配送予約を行う、それ

われているもので、ケーブルテレビジョンのリモ

の中山間地域に当たる旧長谷村というエリアで行

料五の方にそれを掲載してございますが、伊那市

うに考えてございます。

ローン物流における先進的な事例であるというふ

収入確保を図るなど、持続可能な取組として、ド

システムとマンパワーを活用しているほか必要な

となどが挙げられまして、地域におけます既存の

の使用料を徴収して事業を運営しているというこ

こと、そして、利用者及び商品の出品者から一定

守りを行うボランティアの方が配送を行うという

もし利用者が取りに行けない場合には利用者の見

と、ドローンは近傍の公民館に着陸するんですが、

ような取組も参考とさせていただきながら、地域

状況でございます。

が国の成長戦略にとって大変重要なんだという位

活用できるというふうに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

課題の解決策としてのドローン物流の社会実装を

国土交通省としましては、伊那市におけるこの

置付けをさせていただきながらしっかり取り組ん

国土交通省としてどのように評価しておられるの

推進してまいりたいというふうに考えてございま

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。

か、保田公共交通・物流政策審議官に伺います。

もう一問、建設分野のドローンの活用について

す。
長野県伊那市におきましては、近年、物流とか

伺う予定でしたが、時間も参りましたので、東川

○政府参考人（保田雅晴君） お答え申し上げ

○足立敏之君 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

交通の確保、買物支援などが地域の課題となって

技術審議官には申し訳ありませんが、次回という

○足立敏之君 ありがとうございました。

続いて、ドローンに関する質問に移ります。

ございまして、特に、高齢者を中心に買物困難者

ことでお願いしたいと思います。

ます。

昨年の十一月に、長野県の白鳥伊那市長のお誘

が増加しておることから、委員御指摘のように、

れども、しっかり取り組んでいただきたいと思い

いで、ドローン物流や自動運転バス、遠隔診療車

昨年八月から、食料品などの日用品をドローンで

した。

ます。

などの伊那市のデジタル化の取組について視察に

配送するドローン物流事業を本格的に開始をされ

○室井邦彦君 維新の室井でございます。

から、ドローンを使った買物サービス、ゆうあい

ーブルテレビのリモコンで手軽に注文して、ドロ

当該事業の特徴といたしましては、日用品をケ

質疑の順位を変えていただきまして、順番を変

たいと思います。

質疑をする前に、先生方に一言御礼を申し上げ

以上で質問を終わります。ありがとうございま

行ってまいりました。

ておるところでございます。

マーケットと言うそうですけれども、これを有料

ーンによる当日配送のサービスを実現しているこ

伊那市では、条例を定めまして、令和二年八月

で実施されていました。お手元の資料の方に、資

-4-

国土交通
令和３年６月３日

それでは、質問させていただきます。

い思いやりに感謝申し上げます。

と思いまして御遠慮させていただきまして、温か

差しのけてということは、これはもう幾ら何でも

っていただいたようでありますけれども、与党も

大野筆頭には、うち譲るよというようなことも言

だきまして、感謝と御礼を申し上げます。また、

かなくてはいけないと思っておりますが、その点、

社会的な信頼性、受容性の更なる向上を努めてい

うな保険制度の構築、そして、ドローンに対する

の事故において被害者救済のための制度と同じよ

が図られるものと理解をしておりますが、自動車

害軽減に努めると。特にドローンの安全性の確保

な事故調査を適切に実施し、事故の再発防止と被

今回の法改正により、運輸安全委員会は、重大

ら、現状を適切に注視しながら適時適切に対応し

ずは今こうしたやり方で出発させていただきなが

とは少々、少し無理があるのではないかなと、ま

うな対人賠償保険への加入を義務付けるというこ

対しましていわゆる自動車の自賠責保険制度のよ

ました、現時点で全ての無人航空機の操縦者等に

こうしたことを踏まえると、今御提案がござい

ございます。航空法を改正し、無人航空機に関す

ドローンの質問になるわけでありますけれども、

大臣の御所見を是非お聞きをいたします。

てまいりたいと、こう考えております。

ありますけれども。

このドローンの信頼性と受容性の確保について質

○国務大臣（赤羽一嘉君） ドローンの更なる利

○室井邦彦君 是非よろしくお願いいたします。

えていただきまして、本当に温かい御協力をいた

問したいと、特に大臣に御質問するわけでありま

活用推進のためには、室井委員御指摘のように、

どのような事故が起きてどうなるかは全く見えな

る規制を設けました平成二十七年以降、死亡事故

すが。

飛行の安全の確保とともに、万一の場合の被災者

いというか、そういう状況でありますけれども、

よろしく御検討のほど、お願いをしておきます。

は幸いながら発生をしておりません。

米国の運輸省、二〇三五年までに一年間に運用

救済などによりまして社会的な信頼性ですとか受
容性を高めていくことは大変重要であるというふ

される無人飛行機の数が有人の飛行機を上回るだ
ろうと予測をされております。

〇二〇年代前半には百キログラム以上の荷物の輸

ギー・産業技術総合開発機構の調査によると、二

第三者上空を飛行し、地上の人の安全を損なうリ

ベル４の飛行につきましては、言うまでもなく、

今般の法改正によりまして実現をいたしますレ

客などに対して保安検査員は毅然とした対応を取

の法改正により、この保安検査に協力的でない旅

何か事故が起きたようでありますけれども、今回

強化、これについて、この間もＡＮＡでちょっと

続いて、保安検査の実施の体制ですね、体制の

送が始まると、そして、二〇年代中頃には三時間

スクが生じることから、国による許可、承認の条

ると、これすばらしいことだと思います。保安検

うに認識をしております。

以上の飛行が可能にもなるだろう、こういうこと

件といたしましてこの保険の加入を求めるなど、

査を実施することになりますが、あわせて、旅客

そこで、我が国においてのＮＥＤＯ、新エネル

であります。そして、二〇二〇年代の終わり頃に

必要な被害者救済策について検討してまいりたい

う義務が付けられるわけでありますが、この空港

は様々な荷物を数十キロ搬送するのが普通の状態

ただ、無人航空機の事故、現状を申し上げます

の保安検査の新たな体制、いつ頃から始動するの

は正当な理由のない限り保安検査員等の指示に従

と、このドローンのために指定された空路、空域

と、国に報告された件数、年間六十件から八十件

か、そしてまた、旅客に対する安全検査が強化さ

と、こう思っております。

であるドローンハイウエーを飛び交うドローンの

程度が続いておりまして、そのほとんどが物損で

になる、こういうことであります。空を見上げる

姿を見ると、我々も想像もしていなかったことで
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を得ることが不可欠でありまして、こうした旅客

確実な保安検査の実施のためにはお客様等の協力

以内に施行することを予定しております。なお、

整備を速やかに行いまして、法律の公布後九か月

けました関係者との調整でありますとか省令等の

ますけれども、危害行為防止基本方針の策定に向

新たな保安検査の実施体制の始動時期でござい

○政府参考人（和田浩一君） お答えいたします。

と思います。

どう取り組んでいくか、この点をお聞きをしたい

性のあるものにするためには航空会社との連携を

りますが、この新たな保安検査の実施体制を実効

にも協力が得られることになると考えるわけであ

れること、情報を共有していくことが旅客の方々

いというようなことで飛び立ったようであります

の関係もありますからハンカチで押さえてくださ

うであります。最終的には、そばにおるお客さん

をしないということで、ああやこうやとあったよ

しいという要請に対して、その乗客は頑とマスク

ました。これについては、機内でマスクをしてほ

一時間近く離陸するのが遅れたという事案があり

を着ける着かぬでえらい大きなトラブルがあって、

沖縄発羽田行きの全日空、ＡＮＡの中で、マスク

けれども、二十八日の午前十時出発予定であった

○室井邦彦君 もう当然御承知だろうと思います

えております。

的な手法等について検討を行ってまいりたいと考

係者の御意見もよく伺いながら、効率的かつ効果

同じような人がよく出てきますのでね、ああいう

か、また誤解のないように、報道をされて、また

間に何かいろんなトラブルが起きたときの処置と

いう、それは仕方ないんでしょうけれども、その

ういうときの、九か月後にこの法案を実施すると

う行き違いとかトラブルはないとは言えない。そ

いろんなことが出てくると思うんですね。そうい

トラブルとか、また、その間オリンピックもあり、

できるというその九か月の間に飛行機の乗客との

そして、この間、九か月もの間、成立して実施

○室井邦彦君 ひとつよろしくお願いしますね。

ただきます。

承知しておりませんので、また説明に伺わせてい

○政府参考人（和田浩一君） 済みません。現在

活用や国土交通省のホームページでの情報提供、

現在、政府からの情報発信として、政府広報の

は行われておるんですか。ちょっと質問に、設問

でありますけれども、それは、現在そういうこと

内食とか機内にワインとかをサービスで出すわけ

ので、よくどう変更されたか分かりませんが、機

どの飛行機でも、最近私も飛行機乗っていない

しくまた対応のほど、御指導のほどお願いします。

に私は非常に気にしておるんですけれども、よろ

んでおるという、そういうことであったもので特

んだということを平気で乗客の目の前で大声で叫

そして、私はコロナにかかって、この間退院した

悪くて、搭乗遅れてきたんでしょう。遅れてきて、

ことをまねるような人が。是非、この方も態度が

また、各空港でのポスターによる周知等を行って

に入れていないけれども、もし答えにくければ、

続いて、足立先生と重複して質問するわけであ

けれども。

おります。これを充実することに加えまして、例

また後日、私の部屋でまたいろいろと御説明を聞

りますけれども、別の角度から御答弁していただ

等に対して今般の制度改正の内容でありますとか

えば、ソーシャルメディアの活用でありますとか

かせていただいてもいいんだけれども、サービス

ければ有り難いなと思っております。

機内持込み制限品に関する情報を周知啓発してい

航空会社、空港会社等と連携したキャンペーンの

として当然にワインとかシャンパンとか出てくる

くことが必要であります。

実施など様々な手段を用いて幅広く情報を発信し

からどうしていくんだということが非常に私も気

アジアの国際ハブ港としての位置の確保をこれ

んですけれども、どうなんでしょうね。知ってい
る範囲で結構なんだけれども。

ていくことを考えております。
また、一層の広報活動の強化に向けまして、関
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しかし、超長距離の運航が可能になり、新型航空

ハブ空港として機能してきたわけでありますが、

輸送の最適な経由として発展して、アジアの国際

位置に、地理的優位性から米国―アジア間の航空

国際線の拠点である成田空港、アジアの恵まれた

こうした役割が特に期待される成田空港では、高

していくことが重要だと考えております。例えば、

ができるように、一時間当たりの発着容量を拡大

乗り継ぎ需要の高い時間帯において国際線の増便

きる発着容量を拡大していくとともに、国際線の

そのためには、ハブ空港において一日で処理で

るわけであります。

在が不明瞭である、になりやすいという指摘があ

空港民営化のコンセッションの課題は、責任の所

とが可能になってくるわけでありますが、他方、

入を原資にして着陸料を低くするとかいろんなこ

運営すると。空港ビルで得たテナント料などの収

民間が滑走路、駐機場、さらには空港ビル一帯を

いわゆるコンセッションと呼ばれておりますが、

機の登場によってその優位性はだんだん薄らいで

速離脱誘導路の整備等を実施してきたほか、現在

であると考えております。

きたと。かつて日本はアジアのゲートウエーであ

は、滑走路の新設事業を進めているところでござ

になっておりまして、御承知のとおり、我が国の

りましたが、その地位低下傾向にあり、日本を到
います。

また、ハブ化促進のためには、国際線誘致のた

孤立状態になったということであります。関西エ

を所有する新関西国際空港会社が前面に出るべき

アポートの記者会見において、地盤沈下進行の責

国土交通省といたしましては、引き続き、空港

であったとの見方もあるわけでありますが、この

めの空港使用コストの低減も重要であります。各

がるというふうに懸念をしておりますけれども、

会社等とも連携をしながら、アジアのハブ空港間

点どのような御認識でおられるのか、お聞きをい

任問題が浮き彫りになりました。本来、地盤沈下

国際線、また空港旅客数の拡大に向けどのような

競争を勝ち抜き、ポストコロナの航空需要の積極

たします。

空港におきまして、新規路線の開設等に対する着

の滑走路が冠水し、空港は閉鎖され、約八千人が

二〇一八年九月、台風二十一号で関西国際空港

着地とするアメリカからの航空旅客機は、二〇〇
〇年から二〇一七年、この間に何と三〇％減少し
ているという極めて深刻な状況であります。
こうしたアジアにおける国際ハブ空港としての

計画をされておられるのか、お聞かせをいただき

的な取り込み等を図れるように、成田空港などの

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

の責任は開港当時の経営主体に責任があり、空港

たいと思います。

ハブ空港化に向けた取組を進めてまいりたいと考

す。

陸料軽減を行ってきたところであります。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

えております。

位置の低下は航空産業全体の競争力の低下につな

す。

それでは、最後の質問になります。空港民営化

空港株式会社と運営権者である関西エアポート株

しては、空港の設置管理者であります新関西国際

関西国際空港の運営に係る責任の所在につきま

広げる中、我が国の主要空港が東アジアにおいて

のことについてでありますけれども、コンセッシ

式会社の間で締結をされたコンセッション実施契

○室井邦彦君 よろしくお願いいたします。

いわゆるハブ空港としての地位を確立するために

ョン方式、この責任の在り方についてお聞きをし

近隣アジア諸国が激しいハブ空港間競争を繰り

は、日本発着の需要だけではなく、今後需要の伸

約によって定められております。この中で、関西

国際空港の沈下対策につきましては関西エアポー

たいと思います。
民活空港運営法に基づく新しい民営化の方式、

びが見込まれますアジア―北米間を始めとする国
際線の乗り継ぎ需要を取り込んでいくことが重要
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二〇一八年の台風二十一号のお話ございました。

ます。

空港の適切な維持管理を担保することとしており

策の実施状況を平時からモニタリングすることで

ト社の責任において実施し、新関空会社が沈下対

川沿いを相次いで視察したとあります。

職員や都議ら二十人近くを引き連れて隅田川と荒

ますと、五月の二十四日午後一時頃、赤羽大臣は、

動」
」という記事が掲載されました。それにより

選控え、五大臣会合前に「視察という名の選挙活

「公明党の顔・赤羽国交相に省内から批判 都議

す。

がなかったか、この点を指摘をさせていただきま

が心配される中、二十人もの一行団、感染の心配

す。四点目には、緊急事態宣言下であり、コロナ

勝利へという表題で視察写真を掲載をしておりま

ある関西エアポート社だけではなく、新関空会社

甚大な影響を受けたことから、対策の実施主体で

広範囲を襲い、荒川も決壊一歩手前の危険状況ま

おり、二〇一九年十月には台風十九号が東日本の

毎年異常気象による自然災害が激甚化を強めて

を得ません。アエラの記事タイトル、視察という

策として行ったものではないかと疑念を抱かざる

は、視察というよりはやはり間近に迫った選挙対

中でも、一点目から二点目、三点目まで、これ

こちらの方は、想定を超える高波がありまして

でありますとか国も連携をした上で必要な対策の

この度、国土交通大臣が現地に足を運び、西尾

そこで、大臣にお伺いをいたします。

名の選挙活動は、まさにそのことを指摘しており

事業、これを関西エアポート社が実施することと

久三丁目地区のスーパー堤防の整備事業や綾瀬排

今指摘しました四点のことについて、大臣とし

で増水をいたしました。

し、国からの財政融資を活用して、新関空会社が

水機場、またＪＲ東北本線荒川橋梁付近の堤防整

て問題認識がおありかどうか、あるいは全く今回

検討を行いました。この結果、防災機能強化対策

事業費の二分の一を負担して、早急かつ確実に事

備事業を直接確認をされたということは重要なこ

ます。

業を進めておるところでございます。

○青木愛君 立憲民主党・社民の青木愛です。

す。

○室井邦彦君 ありがとうございます。終わりま

してまいりたいと考えております。

じて技術的な支援を行い、適切な沈下対策を担保

モニタリングを行うとともに国としても必要に応

対策につきましては、新関空会社において確実に

の一員に加わっているということ、三点目は、都

間近に迫っており、都議選の候補者もこの視察団

東京都議選が六月二十五日告示、七月四日投票の

ます。こうした方々を同行させたこと、二つには、

の都議会議員、皆さん公明党の議員の方々であり

員、また参議院議員、荒川区の都議会議員、北区

まず一つは、視察において、公明党の衆議院議

しかし、問題を指摘せざるを得ません。

を否定する内容でありますし、この記事によりま

げて、二十五年以上貫いてまいりました政治姿勢

この記事につきましては、私の、率直に申し上

す。

与えていただきましたこと、大変有り難く思いま

きまして、こうして説明をさせていただく機会を

○国務大臣（赤羽一嘉君） この御質問をいただ

ます。

羽大臣の認識をまずお聞かせいただきたいと思い

の視察は問題なかったと考えておられるのか、赤

冒頭、赤羽大臣から御挨拶があったところでご

議選候補者が視察の様子や写真を公明新聞の記事

してリツイートをされて、大変多くの方々から私

とだと考えております。

ざいますけれども、今回の大臣視察について、冒

や、またツイッター等で発信、拡散をしているこ

にとってはいわれなき攻撃が続けられておるとこ

引き続き、関西エアポート社が実施をする沈下

頭、質問をいたします。

と、同行した参議員のブログには、東京都議選大

五月の二十七日十八時配信のアエラドットに、

-8-

国土交通
令和３年６月３日

思います。

会を与えさせていただいたこと、大変有り難いと

ろでございます。そうした意味で、今日説明の機

きました。

九号、こうした被災地を足しげく通わせていただ

し、十七号、そして令和元年東日本台風となる十

の九月に大臣に就任した日も台風十五号が上陸を

うに思ったところでございます。

きるということは大変いいんじゃないかというふ

ことは全くございませんし、数多くの方が参加で

派じゃない方がいたからといって排除するという

に阪神・淡路大震災に遭遇をいたしました。被災

年に衆議院議員に初当選をさせていただいた直後

と長くなりますが申し上げますが、私、一九九三

遂されていないところには足を運び、昨年も、七

胆振東部と、できるだけ大変なところ、復興が完

倉敷の真備町ですとか佐賀県の六角川、北海道の

また、それまで、激甚災害でありました岡山県

委員会でも予算委員会でも様々な質問をいただい

京選出の公明党の議員団だけではなくて、この当

りましたし、かねてからこのことについては、東

四日は荒川、これは、流域治水の法律ができ上が

この御指摘の二回の視察につきましても、二十

これは政治信条に関わることなので少しちょっ

地で数少ない国会議員として、また、私自身も住

月の熊本県の球磨川流域も何度となく足を運んだ

い、こうした思いがございましたし、二十六日で

む家を失った被災者の一人として、四十万を超え

そうした中で、申し上げたいことは、私は、そ

すか、中野区の西武新宿線の沼袋の駅、これ実は、

ておりましたので、視察は是非しなければいけな

来る日も来る日も、新人議員で大した仕事はでき

うした中で一度たりとも選挙のためとかという思

私の実家がある近くの、ずっと開かずの踏切でご

次第でございます。

なかったけれども、一生懸命仕事をさせていただ

いでやったことはございません。まさに、多くの

ざいますが、踏切法の、改良法の法改正も成立を

る被災者の皆様の一日も早い生活の再建に向けて、

きました。

視察は、被災地の首長さんや地元の議員さんや、

びながらマイナスからのスタートということをや

係ありませんが、福島には毎週二回、三回足を運

されたときも、全く政治、自分の選挙とは全く関

以来、福島の第一原発の現地対策本部長を任命

ました。

の思いは貫いていこうと、私の政治の原点となり

ないと、これは、生涯政治家を続けていく以上こ

うといってもそれはしっかり実現することはでき

いと、現場に足を運ばなければ、被災者に寄り添

りを覚え、私は、その中で、真実は現場にしかな

い状況と中央政権の温度差、大変政治家として怒

ふうに思っておりますので、その現場に自分の党

が事の解決を加速させる大変有用なことだという

の認識を共有し、そして力を合わせるということ

を超えて、より多くの皆さんがその認識を、現状

を超えて、また国会、県会、市会、地方議員さん

いは、そうした現地で困られている問題を与野党

かないと分からない状況がございますが、私の思

議長の皆さん、議会の皆さんとか、私、現場に行

民党の皆さんや野党の皆さん、また地元の議会の

ざいますし、その際に、公明党だけではなくて自

ら直接の御要望をいただいて足を運んだことでご

また関係の諸団体の皆さんや一当事者の皆さんか

せていただいたところでございます。

を見て、短時間でできる都内の視察を何日かやら

とで、今こういう事態でありますが、国会の合間

れ政権でも了解されておりますので。そうしたこ

控えておりますが、都内の中で必要な公務は、こ

基本的に、ですから、今、地方に出ることは一切

このコロナの事態にということでありますが、

るということでございます。

たことは基本的にできる限り欠かさず実行してい

のは大事な任務だと思っておりますので、そうし

後、こうしたことを適切なときに足を運ぶという

いたしました。この法案提出の前ですとか成立の

その中で、被災現場の被災者の大変厳しいつら

らせていただきましたし、今回、たまさか一昨年
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御指摘があることは承知をしておりますので、今

そう思いますが、様々な方から見て様々な御意見、

ただ、もちろん三密対策は取っておりますし、
で占められてしまっているような状況でございま

○青木愛君 ほとんど私の質疑時間が大臣の答弁

ないんではないかなというふうに考えております。

同行者も含めて、そこをお願いします。

った経緯、どのように決定されたんでしょうか、

というふうに思うんですが、今回のこの視察に至

今回の視察でございます。今回の先ほどお話の

○政府参考人（瓦林康人君） お答え申し上げま

大臣の思いは、政治信条は現場主義ということ

あった二つの視察、これにつきましては、先ほど

すが、大臣も真摯なお話をされたんだろうという

でありますので、そこは私も理解しますし、いろ

大臣からの答弁にもございましたとおり、国交省

後の視察についてはより三密対策を、回避する

いろ党の関係者からもこれまでの、我々の周りの

が今国会に提出して、当委員会で御審議いただき

す。

関係者からも、阪神・淡路の震災のときの対応を

成立させていただいた二つの法案、これに関連す

ふうに思います。

あともう一つは、同行された議員がツイートす

含めて、いろいろと大臣の御活躍ぶりは耳にして

るものでございますが、その実態、課題等を確認

等々の対応はしなければいけないと、こう考えて

るとかＳＮＳで発信されるということは、私、全

いるところでありますのでそこはよく分かるんで

するために、地域の自治体からの御意向等も踏ま

いるところでございます。

てその人たちのツイートをチェックして承知して
すけれども。

いと思いますが。

ちょっと済みません、以上で全部は答えていな

いるわけじゃございませんので、やはりこれは、

に思っておりますが、一般的に見ても、恐らくあ

たまそこにいらしてしまっていたのか分かりませ

りこの候補者を大臣視察に同行させたのか、たま

で行うこととなりました。

なかなか実施できなかったため、このタイミング

これまでの国会スケジュール等との調整が難しく

えた上で実施いたしました。年明け以降、実施で

のツイートの中で、今回の件にかかわらず、投票

んけれども、そして、ＳＮＳ等でこう拡散をして

一方、衆議院の国土交通委員会所属の国会議員

ただ、やはり今回は、東京都議選、実際、告示

依頼をするような、公職選挙法に引っかかるよう

いるということは、やはりこれは、もう選挙活動

の方から、今回の大臣視察に先立ちまして、同じ

私自身も含めて、政治家のツイート、発信は政治

なツイートをされている例というのはほとんどな

に大臣が使われたということは事実だと思います。

時期に同様の箇所につきまして、当該議員及び同

きるタイミングを度々検討してまいりましたが、

いんではないかと。

いろいろお伺いしたいんですけれども、今回の

行者による現場視察の要請がございまして、これ

前とはいえ選挙活動始まっている状況の中でやは

逆に、大臣に同行されたりとか、同行だけでは

この視察の経緯、一応伺います、時間がなくなっ

家自身の責任においてなされるものだというふう

なくて、よく要望もお受けしますが、要望を受け

を受けて、今回は大臣視察と同時に視察していた
大臣視察はかねてから予定されていたというこ

てしまうんですけれども。

弁を引き出したとかということについては、これ

とと、あと、国会議員から地元に、国交省の方に

衆議院の国会議員からの要請と大臣視察が合わ

てこうなったとか委員会で質問をしたら大臣の答
は当然の政治活動として与野党を超えた議員の皆

依頼があったということで、それがたまたま今回

さったというタイミングだったんだというふうに

だくこととなった次第でございます。

さんがなされているというふうに承知をしており

ドッキングをしてしまったのかな、どうなのかな

○青木愛君 御答弁ありがとうございます。

ますので、そうしたことは、私自身は全く問題が
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行動あるべきかというところについてもし言及し

大臣の思いを伺い、また、今後の大臣としてどう

て大臣がどのように今捉えていらっしゃるのか。

れて大きく掲載されてしまったという事実につい

ーショット写真だとか視察の内容だとかが触れら

大勝利へという表題が付いたＳＮＳに大臣とのツ

ても、結果としてこのように選挙活動に、都議選

思いますけれども、大臣として不本意だったとし

もあったのではないかな、推察するところであり

うふうに推察をします。応援したいという気持ち

挙目前だという認識はあったのではないかなとい

挙、公明党としては大切なこの東京都議会議員選

○青木愛君 赤羽大臣としても、今、東京都議選

ころはそうだというふうに思っております。

うことではなくて、一般論としてはおっしゃると

うに思いますので、特定をしてどうのこうのとい

面をしております。その背景には、労働環境とか

また保安検査員の担い手不足など多くの課題が直

ては、近年、保安検査をめぐるトラブルの発生、

○国務大臣（赤羽一嘉君） 保安検査につきまし

てください。

のだと思いますけれども、この中身を詳しく教え

これは保安検査の実施主体について言及されたも

うふうに思っていますと率直に述べておられます。

ここで全てをつまびらかにはできませんけれど

こうした中で、今、国の、御指摘のように航空

待遇の改善といった構造的な要因も指摘されてい

○国務大臣（赤羽一嘉君） 私、そのツイッター

も、今回のこの視察について、雑誌にも掲載され

会社が警備会社に委託している現状というのが正

ます。

等々を見ていないので何とも申し上げることでき

たと、大臣が選挙活動、疑念が抱かれる視察をし

しい在り方なのかどうか、国際社会というか海外

ていただければというふうに思います。

ませんし、選挙活動と政治活動の、何というか、

てしまったということはやはり深く反省をしてい

るところでございます。

区切りというのはよく気を付けなければいけない

との比較におきますと、こうした形は今や大変非

常に少数派となっており、そうしたことはもう一

ただいて、今後の視察については注意していただ
きたいということを強く述べておきたいと指摘を

ことだというのは重々承知をしております。また、
もちろん、公務の活動が全然違う形で利用される

度、これは検討会でありますけれども、検討会の

中でしっかりと御審議をいただいて、より健全な

しておきたいと思います。
終わってしまってよろしいでしょうかね。

場合もあれば、それは本意ではないので、そうし
たことはないように、十分配慮をしながらやらな

というか適切な保安検査の体制があるべきなので

には率直に、野党の方とか関係なく、踏み込んだ

はないかということで、当時、浅野委員の御質問

では、航空法、大事な法案でありますので航空
では、航空保安検査対策についてお伺いをいた

法の方に移らせていただきたいと思います。

ければいけないと思います。
ただ、今言われたことが選挙活動かというと、
それはちょっと私の範囲じゃないんですけど、選
ところもありますし、現職の皆さんが大臣と同行

で我が国の保安検査について答弁をされています。

赤羽大臣、五月十四日の衆議院国土交通委員会

に、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を

今回の改正案の百三十一条二の五、この第四項

形を答弁させていただきました。

してかねてからの課題の現地を視察したというの

現在我が国がやっている保安検査につきましては、

勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受

します。

は、それは、これは別に公明党の地方議員さんだ

航空会社が委託をして警備会社が現場で行ってい

けた後でなければ危険物等所持制限区域内には立

挙活動か政治活動かというのは非常にナイーブな

けじゃなくて、いろいろな方が連日のようにＳＮ

る、こうした状況はやはり私は見直すべきだとい

○青木愛君 御答弁ありがとうございます。

Ｓで発信されているのではないだろうかというふ
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空会社が実施主体になっておりますので、何とい

ところをお聞きしたいのですけれども、現在は航

これは具体的には誰を想定しているのかという

いうふうにあります。

空港で保安検査を行う実施主体は省令で定めると

ち入ってはならないと条文にはありまして、実質、

ん。

任を負わせるとか、そういうものではございませ

る予定でありまして、これによって何か新たな責

れども、省令では現行の実施主体を踏襲して定め

運送約款に基づいて実効性を担保しておりますけ

検査の実施主体は航空会社でございます。そして、

それで、御懸念の点でありますが、現在の保安

別に契約を結んでおります。

会社が検査会社と保安検査業務の委託について個

ります航空会社と検査会社、失礼しました、航空

ましては、基本的には、当該空港に乗り入れてお

現在、国管理空港、地方自治体管理空港におき

○政府参考人（和田浩一君） お答えいたします。

ください。

うのかな、法律に明記することは大変いいことだ

○青木愛君 ありがとうございます。

ぶさるというふうに理解をするのか、今後の保安

記をしてしまうので航空会社に責任が更に覆いか

航空会社の実施主体としての責任をより法律で明

を更に法的に課すというふうにも取れるんですね。

の国は大半が空港管理者が行っております。

ダ、ドイツ、ニュージーランドでは国が、その他

ん。航空保安検査の実施主体は、アメリカ、カナ

体を負っている国は日本以外にほとんどありませ

この空港の保安検査を民間の航空会社が責任主

ございます。

検査会社と契約する仕組みになっているところで

航空会社から委任を受けた空港会社等が一括して

空港会社等が管理している空港につきましては、

す成田空港、関西・伊丹空港、中部空港といった

それから、多くの航空会社が乗り入れておりま

と思うんですけれども、この航空会社の重い責任

検査の実施者を航空会社からほかに変更する可能

ろでありますが、今回の法案では、一律に一つの

ただいま御指摘いただきました実施主体のとこ

す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

てください。

定める者としたのか、その点について確認をさせ

合は、一元的に空港施設全体を管理する中で保安

一方、空港管理者や国が保安検査の主体となる場

ろいろと煩雑に、複雑な仕組みになっております。

だけまた保安料を納めなければならないとか、い

したりとか、また、外国の航空会社は日本の場合

れぞれの航空会社がそれぞれの検査会社と契約を

り、航空保安を航空会社が主体となる場合は、そ

れの航空会社あるいは警備会社、検査会社と一元

て、民間の空港会社の場合は、空港会社がそれぞ

実施主体の責任主体ではあるけれども、現実とし

とかの民間の空港会社の場合は、今は航空会社が

うんですけれども、民間の、例えば成田とか関空

実施主体となる、そういう色合いが濃くなると思

公共団体が保安検査の実施主体になる場合は公が

共団体が管理している空港においては、国と地方

○青木愛君 現状において、これ、国とか地方公

主体に決め打ちした規定を設けるのではなく、実

検査を位置付けて実施することができるんだとい

的に、要は空港会社が一元的にその事務を担って

一つの空港には複数の航空会社が乗り入れてお

施主体の見直しに関する議論の結果にも柔軟に対

うふうに理解しています。

性もあるということを示唆をして国土交通省令で

応ができるようにという趣旨で、空港等の管理及

ですので、この保安検査が空港管理者に移行す

いるというふうに聞いています。
国と地方自治体、また民間の空港会社の場合、そ

れば、国や地方自治体が持っている空港がほとん

この保安検査に関して、今、現状ですけれども、

令で定める者というふうに規定をさせていただい

れぞれどういう現状になっているのかをお聞かせ

び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省
ております。
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す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

ットについてお聞かせください。

社から空港会社に実施主体が移行した場合のメリ

いうふうに思ったわけなんですけれども、航空会

務を行っているわけなので移行が可能なのかなと

は、今現状でもう既に空港会社が一元的にその事

部や関西や大阪とか、こうした民間の空港の場合

どなので、そこは公が担うと、そして、成田や中

す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

いて教えてください。

課題について、乗り越えなければならない点につ

保安検査の実施主体が空港管理者に移行する際の

○青木愛君 それでは、仮にですけれども、この

います。

検査品質の均一化等のメリットが考えられると思

ーンの積極的な導入でありますとか、それから、

る削減目標の決定だとか、いろんな対策を検討し

会において国際航空からのＣＯの排出削減に係

ＩＣＡＯがあります。ここで様々、ＩＣＡＯの総

についてお聞きするんですが、国際民間航空機関、

次に、航空ネットワーク確保のための基盤強化

調整をしていただきたいというふうに思います。

空会社との間を取り持ち、相互に納得がいく形で

ーダーシップを発揮をして、この空港管理者と航

いう今方針でありますが、国がいずれにしてもリ

日本人がこの国際舞台で活躍していると聞いて

ております。

実施主体の見直しに当たっては、関係者間の費用

おりますけれども、どのような内容で、その活躍

空港会社等への移行を含めまして、保安検査の
負担、また、責任分担の在り方でありますとか万

ぶりもお聞かせいただければと思います。

まず、委員の御理解につきましてちょっとコメ
今の実施主体の議論は、仮に空港会社が一括し

一事故が発生してしまった場合の賠償責任の在り

ントをさせていただきたいと思いますが。
て契約を行う場合であっても、実施主体はエアラ

についていろいろな課題がございますので、それ

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

会社と契約を結ぶのではなくて、空港会社がエア

を整理する必要があると考えております。

いまして、特に国際航空分野につきましては、国

方、また、万一に備えて加入すべき保険の内容等

ラインから委託を受けて、そのエアラインと検査

○青木愛君 おっしゃったように、航空保安に関

際航空民間機関、ＩＣＡＯと呼ばれていますけれ

インであります。多くのエアラインが個別の検査

会社の間の契約を一括して結んでいるということ

する費用負担の問題がやはり大きくあると思いま

ども、こちらの方で議論がなされております。

す。

でありますので、仮に一括して空港会社が契約を

す。

における検査レーンの運用が効率化をするとか、

例えば、混雑の分散などによりまして保安検査場

行した場合のメリットでありますが、この場合、

げますが、保安検査の実施主体が空港管理者に移

その上で、お尋ねの点についてお答えを申し上

インのままになると、こういうことでございます。

関しては、国の考えとしますと原則受益者負担と

なるということになりますので、この費用負担に

ども、それに対して航空会社は二分の一がゼロに

の一から二分の二と全額に倍増するわけですけれ

を空港管理者に移行した場合は空港管理者が二分

ずつ負担をしておりますけれど、航空保安の主体

現行では費用を航空会社と空港会社が二分の一

ＡＦの活用、市場メカニズムの活用が決定をされ

航方式の改善、持続可能な航空燃料、いわゆるＳ

の目標の達成手段として、新技術の導入、また運

をされておりますし、二〇一三年の総会では、こ

せないこと、これがグローバルな目標として決定

排出について、二〇二〇年以降総排出量を増加さ

二〇一〇年の総会では、国際航空からのＣＯ

航空分野の環境対策は非常に重要な課題でござ

したとしても、実施主体の議論は引き続きエアラ

また、効率的な保安検査が可能となるスマートレ
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ところでありますけれども、ＩＣＡＯでは、こう

ていくか、有識者を交えた検討会を実施している

国交省では、こうした課題をどうやって実現し

まれております。

Ｏ削減の一つの手段としてその利用が今後見込

減効果が高いということで、航空分野におけるＣ

植物油や廃棄物等から製造され、ＣＯの排出削

持続可能な航空燃料のことでありまして、現在、

飛行させる場合は従来と同様に飛行の許可、承認

い地方部の河川敷などで日中で、しかも目視内で

楽しんできた文化でありますけれども、人のいな

も、ラジコンの愛好者の方々、この方々が趣味で

本会議でも触れさせていただいたんですけれど

ております。

した中期目標に加えまして、さらに長期の目標、

て確認だけさせてください。

は不要と理解していますが、最後にこの点につい

廃食油などからＳＡＦを製造し、航空機燃料とし

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

国内でのＳＡＦの開発につきましては、古着や
て使用した実証事例もございますが、まだこれは

す。

これを設定することについて議論が進められてお
日本といたしましては、島国として国際航空に

商用化に至っていないというところでございます。

ざいます。こうしたことから、我が国の提案によ

取り組む事業者を支援しております。加えて、昨

ＮＥＤＯを通じましてＳＡＦの技術開発、実証に

をされるというものではございません。

まして、これまで許容されている飛行が何か制限

ル４を可能とするためのものということでござい

ります。
依存している我が国の立場がしっかり反映される

このため、経済産業省では、二〇一七年度から、

りまして長期目標検討のためのタスクグループが

年末に策定しました二〇五〇年カーボンニュート

今回の法案でございますけれども、これはレベ

ように、議論に積極的に関与することが必要でご

設置をされ、その議長が日本人、これは航空局の

ラルに伴うグリーン成長戦略においても、国際的
すということにしておりまして、その中でのグリ

にも競争力のあるＳＡＦの製造技術の確立を目指

○青木愛君 明快な御答弁ありがとうございます。

ということでございます。

不要だったものについては相変わらず不要のまま

したがいまして、従来から飛行の許可、承認が

室長でございますけれども、務めているところで
引き続き、国際航空の環境分野において日本が

ーンイノベーション基金での支援も検討している

ございます。
議論をリードしていけるように、積極的に取り組

ところでございます。

て、質問を終わらせていただきます。

今後とも御配慮をいただきたいとお願い申し上げ

の簡素化ですとか登録料の負担の軽減についても

是非、このラジコン機については、登録の手続

んでまいります。

○青木愛君 ありがとうございます。
ますが、大変申し訳ございません、最後に一点だ

いろいろ御答弁を用意していただいたかと思い

○青木愛君 ありがとうございます。
また、エネ庁さんに来ていただいていると思い
ます。

ありがとうございました。

─────────────

け聞かせてください。
この無人航空機なんですが、今回の法改正、ド

○委員長（江崎孝君） この際、委員の異動につ

今後、航空機におけるこのＳＡＦ、持続可能な

ローンの利活用を推進する上での安全を確保する

航空燃料の開発、これ急がれますけれども、国の
支援の状況についてお聞かせください。

いて御報告いたします。

本日、室井邦彦君が委員を辞任され、その補欠

という観点からいろいろと検討がなされておりま
す。

○政府参考人（南亮君） お答え申し上げます。
まさに、ＳＡＦですが、先生おっしゃるとおり、
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私からも、ただいま議題となりました航空法の

謝を申し上げます。ありがとうございます。

います。質問の機会をいただいたことにまずは感

○森屋隆君 立憲・社民共同会派の森屋隆でござ

─────────────

として清水貴之君が選任されました。

作成する計画の中でしっかり航空ネットワークの

事業基盤強化方針に基づいて航空会社がそれぞれ

正の中に入れさせていただいております航空運送

というわけではございませんが、今回のこの法改

らもする予定でございます。その支援に当たって

支援をさせていただいてまいりましたし、これか

今、森屋委員のお話にありましたような様々な

思います。

化の変更のタイミングについてお聞きをしたいと

についてでございます。この航空運送事業基盤強

今の答弁も踏まえてなんですけれども、二点目

○森屋隆君 大臣、ありがとうございます。

おるところでございます。

り我々も支援策を講じていきたいと、こう考えて

一部を改正する法律案について質問をさせていた

形成につながる対策を取っていただきたいと、こ

航空運送事業基盤強化方針を変更する場合の、

だきたいと思います。

情勢の推移により必要が生じたときと、こういう

ふうになっているかと思いますけれども、これは

う考えております。
私も、そうはいいながら、大変厳しい状況です

どのような状況に至った場合に変更されるのでし

国は、令和二年十月に、コロナ時代の航空・空
港関連企業の経営基盤強化に向けて、この支援パ

ので、航空会社どうなのかなということはやっぱ

合にこの同方針は廃止されるのでしょうか。そし

ッケージを取りまとめました。これらの支援処置

れまして、このコロナ禍による市場環境の劇的な

てさらには、その収束と、今後、このような事例

ょうか。また、同方針を逆に廃止する場合とは、

ども、航空運送事業基盤強化の実効性についてで

変化を受けて対応していかなければいけないと、

があってはならないんですけれども、こういった

り懸念もございましたが、全日空、日本航空、大

ございます。

生き残らなければいけないということで、例えば、

感染が拡大しているような同様の事例が発生した

に対して、航空運送事業者の団体である定期航空

感染症がこのように長期化する中で、安全かつ

中長距離のＬＣＣ事業の強化ですとか低コスト化、

場合には、この方針の在り方についてお聞かせを

国際的にあるいは国内的にこの新型コロナウイル

安定的な航空ネットワークの維持確保に、本法律

先ほどＳＡＦの話も出ておりますが、ＳＡＦを始

いただきたいと、このように思います。

手二社でございますが、つい最近、これからの再

案に基づく航空運送事業基盤強化策に基づいた令

めとするカーボンニュートラルの実現に資する低

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

協会からも謝意が示されているようでございます。

和三年度空港使用料、航空機燃料税の減免を始め

燃料機材の積極的な導入、機材、燃料の導入と、

す。

ス感染症の感染拡大がどの程度まで収束された場

とする各種の支援処置が具体的にどのような効果

相当攻めの姿勢でビジネスモデルの変革に取り組

生策というものの具体的なビジョンを持ってこら

を発揮するのか、これは発揮してもらわなければ

もうという相当意欲的な内容となっておりまして、

そこで、お伺いしたい一点目でございますけれ

困るわけでございますけれども、この辺について

私も少し安心をしたところでございます。
新しいビジネスモデルを追求できるようにしっか

やはり前向きに、新しい時代の変化に合わせた

うな事態を甚大影響事態というふうに定義をして

国内線の航空ネットワークの維持が困難になるよ

り航空会社の経営に甚大な影響が生じ、国際線、

本法案では、世界規模の感染症の流行などによ

赤羽国交大臣に見解を伺いたいと思います。
○国務大臣（赤羽一嘉君） 質問ありがとうござ
います。

- 15 -

国土交通
令和３年６月３日

保するために、国が航空運送事業基盤強化方針を

著しい影響を回避し、安全かつ安定的な輸送を確

しいのかと私は考えているんですけれども、そう

増える、旅行が拡大するということはなかなか難

って収束をしたとしても、一気にインバウンドが

そして、コロナが、このワクチンが広まってい

○国務大臣（赤羽一嘉君） 保安検査業務もグラ

お願いいたします。

いただければ大変有り難いと思います。よろしく

が届いております。併せて大臣の方から御見解を

労働環境、労働条件の向上について多くのお訴え

リングというんですかね、この従事者の方からも

定めることとしています。

いったことも考えますと、やはり長く、ある一定

ンドハンドリング業務も、陰の立場で航空業務を

いった支援が大事かと思います。

現在想定している対応では航空会社の経営に更に

程度の支援はやっぱり必要なのかなと、こんなふ

支えている大変重要な業務だというふうに思って

おります。そのような場合には、利用者利便への

甚大な影響が発生をし、航空ネットワークの維持

うに思っている次第でございます。

更する必要がある場合には、航空会社とも相談の

員に対する処遇改善の見直しについてお聞きをし

次に、三点目でございますけれども、保安検査

運航状況に業務時間が左右されるということから

おります。しかし、それに対しまして、航空機の

そのため、影響が更に長期化、深刻化するなど、

確保が困難になり、基盤強化に向けた取組等を変
上で方針を変更するということになると考えてい

負担も大変高い等々の課題がございまして、現場

大変拘束時間が長くなるですとか、あと肉体的な

大臣は、本会議の答弁において、保安検査員の

の従業員の皆様の処遇改善は喫緊の課題であると

たいと思います。

また、廃止でありますけれども、先ほど申し上

現場における長時間拘束や時間単価の低さ等、こ

ます。
げました甚大影響事態の状況が解消した場合には、

いうふうに認識をしているところです。これは本

会議で申し上げたとおりでございます。

ういった様々な課題について認識をしていると、
こういうふうに申されました。また、今般新たに

国の方針に沿った取組の必要性がなくなるという
ことでございますので、方針を廃止するというこ

保安検査の受検義務化ですとか保安検査員の指示

このことについて、今般の法改正におきまして、
おける様々な課題解決に向け国が主体的にその役

権限を明確にすると、しっかりとやっぱり仕事の

作成する危害行為防止基本方針において、現場に

今後も、旅客数の極端な減少でありますとか業

割を果たし、保安検査員の処遇改善を含む労働環

とになると思います。
界全体での減収額、また事態が発生している期間、

持っていただくということも考えておりますし、

内容を誇りを持っていただくと、やっぱり大切な
具体的に、どのくらいまでにこの処遇改善がで

そうしたことで旅客の皆様からのクレームへの対

境の改善に取り組むと、このように力強い答弁を

きるのか、あるいは目標としているのか、少しな

応の改善を図るということでございますし、また、

それから地理的な範囲なども考慮した上で、今般

を想定しているところでございます。

かなか難しいと思うんですけれども、この辺につ

国が検査会社に対しましても直接関与できるよう

ことだと口で言うだけではなくてしっかり権能も

○森屋隆君 ありがとうございます。

いてお聞かせをいただきたいと思いますし、また、

にしたいと思いますので、現場の実態がしっかり

していただいております。

コロナもこのように長期化をして本当に厳しい

今回のこの法改正とは直接的には関わらないと思

把握できるような枠組みを整備していきたいと。

の新型コロナのように未曽有の影響が生じている

状況にありますし、そんな中で航空関係、空港関

うんですけれども、空港で働く、グランドハンド

場合には航空運送事業基盤強化方針を定めること

係の方たちが頑張っている、必ず支えていくこう
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これ実は、国と空港会社とグランドハンドリング

すが、グランドハンドリング業務につきましても、

これ、今回の法改正、保安検査員だけでありま

離職率も一〇％を超えている、あるいは高いとこ

りぎりというところが多いようでございますし、

年収ベースにするとやはり三百万以下、三百万ぎ

う大臣も御承知のとおりかと思いますけれども、

学んでもらうという機会も前向きに考えていくよ

その方はやっぱり専門的な、特殊な高いスキルを

と。また、若い方、新卒の方も数多いんですけど、

ことも活用するとやはり効果が高いのではないか

ただ、これも全て国交省から発案させていただ

事業者などの関係者で令和二年一月にアクション

今大臣答弁いただいたように、本当に誇りを持

きますが、検討会の中でしっかり議論していただ

うな、そういうシステムが必要だなというふうに

活用、これ実は新しい制度にのせてやろうとして

って頑張ってやっている若い労働者の方たちがい

きたいと、こう考えております。

ろでは一九％、平均勤続も十年あるいは十年以下

いましたが、コロナの関係でちょっとまだ進んで

るわけであります。是非期待をしておりますし、

○森屋隆君 大臣、本当にありがとうございます。

プランまとめておりますので、これからの需要回

いない状況だというふうに承知をしておりますの

コロナの関係でアクションプランも少し遅れてい

期待をしております。よろしくお願いします。

思っております。

で、ここもしっかりやっていきたいと思いますし、

るということでございますけれども、本当にしっ

四点目でございます。

のところもあるようでございます。

そうしたことで生産性の向上等、取組を促進して

かり支えていただき、後押しをしていただきたい

先ほどからありますように、コロナ禍の中、本

復を見込んで従業員の処遇改善、また外国人材の

まいりたいと思います。

と、こういうふうに思います。よろしくお願いし

まだこれ、法律もまだでき上がっていませんの

していいわけではございませんので、今日御質問

査はリスクに対する対応ですから、だらだら延ば

し上げにくいんですが、いずれにしても、保安検

りまして、ちょっと今速やかには思い出せません

きには保安検査の実態も、足を運ぶようにしてお

忘れたんですけど、なるべく空港に視察をすると

○国務大臣（赤羽一嘉君） ちょっと先ほど申し

ち株、共同経営など、こういったことも考えられ

うに思います。特に、企業の再編成やあるいは持

あるいは経営努力が図られていると、こういうふ

りながら、企業経営改善に向けて様々な経営政策

企業もあるいは働いている者も一緒になって頑張

当に厳しい企業経営がされています。そんな中で、

もいただいたことでありますので、成立後速やか

が、あるところのＬＣＣ対応だったと思いますが、

ると思いますけれども、同時に、それに伴う例え

ます。

にしっかりとした結果が出せるように私の方から

女性の皆さんがやっていて、非常に活気があって

で、いつまでということはちょっと今の時点で申

も督促をしてまいりたいと、こう考えております。

ば空港の発着枠の取扱いなど、これについて、透

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

この件について見解をいただきたいと思います。

に当たり前ですけれども感じております。

国が役割を果たしていくべきだと、こういうふう

迫力もあって、保安検査業務スムーズだったとい
ですから、労働時間が非常に不規則なので、も

○森屋隆君 大臣、本当に心強い答弁ありがとう
是非、保安員あるいはそのグランドハンドリン

う少し、私が言うとちょっと影響与えますけど、

明性あるいは納得性がいくように私はしっかりと

グ従事者、私のところに来た、大臣、働いている

少し時間を区切っての働き方とかですね、一度リ

うことを特に印象深く思っております。

者からの実態と声なんですけれども、やはり二十

タイアされた方の、女性の再雇用とか、そうした

ございます。

代、三十代前半の方が多いようです。そして、も
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して、中堅航空会社間での合併とか合併と同程度

を図る観点から配分しているということに鑑みま

分された発着枠につきましては、これが競争促進

すけれども、例えば、中堅航空会社に優先的に配

御指摘の羽田空港の発着枠との関係でございま

承知をしております。

組織再編などの動きも出てきているというふうに

おり、そうした取組の中で複数の航空会社間での

命に経営改善に向けた様々な検討や取組をされて

響が長期化している中、財務体質の改善など、懸

航空会社におきましては、コロナ禍の甚大な影

の、腫れているとか熱が出たとかいろいろあると

て発熱や体調不良を訴える者が七割近く、何らか

の方なんですけれども、特に二回目の接種におい

それは、五百人規模の病院に働いている従事者

て報告がありました。少し紹介をさせてください。

療従事者に対するワクチン接種後の副反応につい

先日、私の事務所に、実は先行して接種をした医

輸労働者等の接種が始まると思うんですけれども、

大臣いつも気に留めていただいております交通運

パイロットを始め客室乗務員の方々、さらには、

りますけれども、今日は航空法でありますから、

ら六十四歳以下、一般の方になっていくわけであ

いよいよこのワクチンの接種も、高齢者の方か

このワクチン休暇が取れるように強く推進をして

えるべきでありますから、当然でありますから、

交通運輸労働者にも、国として安全を第一に考

ワクチン大臣、河野大臣は公務員のワクチン休暇

ここを確認していきたいと思いますし、さらに、

交省から指導、通達などがあったのかどうなのか、

営業に支障がないよう関係機関への、所管する国

気にしておりまして、勤務あるいは乗務、そして

する業種のワクチン接種後の副反応、これを私は

働者、特に、公共交通従事者など人の移動に関係

したワクチンの調達はもとより、この交通運輸労

に、これは所管違うと思うんですけれども、安定

も、現場がスムーズにこの接種予定が組めるよう

現在、このルールに該当するような検討が航空

くの者が実は二日ないし三日の休みを取ることに

いうふうなことでございまして、そして、その多

くお願いをいたします。

ございますけれども、いかがでしょうか。よろし

いただきたいと、このように思っているところで

す。

の事例とみなされるような場合には、発着枠を回

思うんですけれども、七割近くに上ったと、こう

会社で行われているとは承知をしておりませんけ

なり、病院体制の維持が少し困難になった時期が

○政府参考人（馬場靖君） お答え申し上げま

についても発表をしているかと思います。

収するというルールになっております。

れども、引き続き、具体的な検討状況をよくお聞

あると、こういうことでございます。

一般的に、ワクチン接種に伴い、接種後に副反

す。
人の接種に二一・六％の確率で三十八度以上の発

応による体調不良等が生ずるおそれがあるのは委

に携わる方が接種を行った場合に、副反応による

熱があるというような、こういうこともちょっと

政府も、このワクチン接種に対しまして、二万

きをして、公正公平に対応してまいりたいと考え
ております。
○森屋隆君 局長、ありがとうございます。
現在はそういったことがないということで確認

いよいよ今月の二十一日から職域接種もスター

体調不良が事故等輸送の安全に影響を及ぼすよう

員御指摘のとおりでございます。特に、直接運行

とにしっかり基づいて、透明性の中でやっていく

トをすることでありますけれども、私は、この職

なことがあるおそれがありますから、公共交通事

発表しているかと思います。

ということでよろしいでしょうかね。はい、あり

域接種というのはスムーズにいけばいいことなん

業者におかれましては、これらの方々へワクチン

をさせていただきましたし、また、そういったこ

がとうございます。

だろうなと、こういうふうに思っていますけれど

最後の質問になります。
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ック、タクシーなどの運転者がワクチンを接種さ

このため、国土交通省では、例えばバス、トラ

ただくことが重要であると考えております。

接種後に留意すべき事項を十分理解しておいてい

ったかと思います。

調を確認しながら乗務してもいいということであ

った規定がないわけでありますから、やっぱり体

と思います。トラックやバス、鉄道などはそうい

四十八時間を空けなければならないということか

ました。

エアが共同持ち株会社を設立するとの発表もあり

が地盤のエア・ドゥと九州を拠点にするソラシド

留意事項を業界団体等を通じて周知をしていると

て十分な注意を払うことなど、ワクチン接種後の

もに、接種後の体調管理や体調変化確認等につい

ン接種後の副反応に関する情報を御紹介するとと

ページにも掲載されておりますけれども、ワクチ

ういうふうに強く申し上げまして、質問を終えた

り取れるような状況をつくっていただきたい、こ

も大変な状況にあると思うんですけれども、やは

厚生労働省あるいは国交省の中で、なかなか企業

安全がやはり第一でございますから、是非とも、

さらに、このワクチンの休暇について、これも

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

解を伺いたいと思います。

いう支援を行っていくべきと考えているのか、見

の航空ネットワーク確保のために全体としてどう

ぞれの経営状況をどう見ているのか、そして、こ

少によって甚大な影響を受けておりますが、それ

て地域の航空会社もコロナ禍での需要の大幅な減

大手だけではなく中堅航空会社やＬＣＣ、そし

れた際の留意事項として、これは厚労省のホーム

ころでございます。

でございますけれども、社会経済活動や地域の

中堅航空会社、それからＬＣＣ、地域航空会社

す。

○委員長（江崎孝君） 速記を止めてください。

ありがとうございました。

いと思います。

また、航空機の乗務員につきましては、航空機
乗務員の使用する医薬品の取扱いに関する指針と
いうのがございます。この中において、今回のコ

めて重要な役割を担っており、大手航空会社とと

方々の日常生活に必要不可欠なインフラとして極
○委員長（江崎孝君） 速記を起こしてください。

もに航空ネットワーク全体を支えていただいてい

〔速記中止〕

十八時間経過するまでは業務に従事してはならな

○竹内真二君 公明党の竹内真二です。質問の機

ロナに関するワクチンにつきましては、接種後四
いという形でされております。

ナの影響を受けまして、大幅な需要の減少により

るところであります。いずれの各社も、このコロ
早速、航空法等改正案の質疑をさせていただき

会をいただき、感謝を申し上げます。

また、政府として、ワクチン接種を今後加速し
ていく過程におきまして、委員御指摘のいわゆる

き取り組んでまいりたいと思います。

働省等の関係省庁とも相談、連携しつつ、引き続

て接種していただける環境を整備すべく、厚生労

の航空会社は、ＡＮＡやＪＡＬといった大手の航

に例を見ない旅客需要の減少が起きました。日本

新型コロナウイルスの感染拡大によって、過去

初めに、航空会社への支援について伺います。

ては、親会社からの資金調達や地方自治体の補助

をしております。また、地域航空会社につきまし

ど、懸命に経営改善の取組等をされていると認識

比べて自己資本が薄いために、財務体質の改善な

中堅航空会社やＬＣＣにつきましては、大手に

厳しい経営環境に置かれております。

○森屋隆君 ありがとうございました。

空会社が巨額の赤字決算となり、ＬＣＣなども赤

金活用等により当面の資金繰りは確保していると

ます。

関係機関にはそのような通達が出ているという

字となっております。先月三十一日には、北海道

ワクチン休暇に関する検討も含めまして、安心し

ことでありますし、パイロットの場合については
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円規模で着陸料や航空機燃料税等の減免を行うな

行ってきたほか、令和三年度においては千二百億

よる資金繰り支援や雇用調整助成金などの支援を

国といたしましては、危機対応融資等の活用に

やはり拘束時間での契約ではないと相当に厳しい

回のようなコロナ禍で減便などが生じた場合には、

働時間で請け負っているということがあって、今

を受けている警備会社などの皆さんは、現在は実

の処遇改善も大きな課題となっております。委託

また、現場で従事されている保安検査員の方々

かり取り組んでまいります。

つきまして国が主導することを明記をして、しっ

処遇や労働環境の改善に向けた取組の検討などに

導入、また検査員の教育訓練等の充実、検査員の

る危害行為防止基本方針に、先進的な検査機器の

○竹内真二君 航空各社とも経営の効率化に本当

時適切に対応してまいります。

て、航空需要の動向や経営状況を注視しつつ、適

引き続き、航空ネットワークの維持確保に向け

こは国が責任を持って対応していくべきだと考え

の処遇改善、労働環境の改善について、やはりこ

安検査の実施主体の見直しや保安検査員の皆さん

確実な保安検査を安定的に実施するためには、保

そこで、質の高い保安検査業務体制を維持し、

是非引き続き取り組んでいただきたいと思います。

含めて、保安検査員の皆さんの労働環境の改善に

○竹内真二君 保安検査の実施主体の見直し等も

してまいります。

討会議において、国が主導をしてしっかりと検討

外事例の詳細な調査分析を行い、有識者による検

ても、実施主体ごとのメリット、デメリットや海

必死で頑張っておりますが、やはり自助努力には

ますが、国土交通省の取組についてお伺いしたい

承知をしております。

ど、相当踏み込んだ支援を実施しているところで
ということも伺っております。

また、保安検査の実施主体の見直しにつきまし

ございます。

なかなか限界もあるとは思いますので、引き続き

よろしくお願い申し上げます。

それから、今回の法改正で保安検査の受検義務

と思います。
○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

の支援、よろしくお願い申し上げます。
次に、我が国の航空保安体制についてお聞きい

一つは、先ほど来出ております実施主体の問題

が低くなる等の課題があるものと認識をしており

ム対応の厳しさ、拘束時間の長さにより時間単価

しておりまして、保安検査の現場においてクレー

保安検査員は離職率が高い状況にあると承知を

保安検査の受検の義務化や保安検査員の指示権

○政府参考人（和田浩一君） お答えいたします。

是非お伺いしたいと思います。

てはどのような影響、効果があるのかについても

ます。この検査を受ける側の一般の利用者にとっ

化、そして検査員の指示権限の明確化が措置され

です。外国では国や空港会社が実施主体となって

ます。このため、これまでも、国、航空会社、空

限を明確化することによりまして着実かつ適切な

す。

おり、日本のように航空会社などが実施主体とな

港会社、検査会社等の様々な関係者が集まり、検

検査が実施をされ、旅客及び航空機の安全、安心

たします。

っているのは世界的にはレアケースとなっており

査員の方を含む現場の声も聞きながら、検査員の

が一層向上することになります。また、先進機器

各空港における保安検査ですけれども、多くの

ます。このため、責任主体を航空会社から国や空

労働環境改善を含む現場の抱える課題の解決に向

課題を抱えております。

港管理会社など公的組織にやっぱり変更すべきで

の導入推進や検査員の労働環境の改善等に向けて

取り組むなど、保安検査の量的、質的向上を図る

けて取組を進めてきたところでございます。
それらの取組に加えまして、今般新たに策定す

はないかと、そういう意見も強く寄せられており
ます。
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施のためにはお客様等の御理解、御協力を得るこ

す。

保安検査場での混雑回避にも資するものと考えま

ことによりまして保安検査が円滑に実施をされ、

す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

るのか、お伺いしたいと思います。

に国土交通省としてどのように取り組んでいかれ

っかりと行うことが必要と考えますが、そのため

る一方で、やはり安全を確保するために審査をし

いと思います。

のように対応されていくのか、見解をお伺いした

についても調査を行うこととなります。これ、ど

安全委員会においては、新たにドローンの事故等

が見込まれる中で、今回の法改正によって、運輸

有人地帯を含めたドローンの更なる利用の拡大

○竹内真二君 今おっしゃったように、機内の持

啓発をしてまいりたいと考えております。

関する情報について、関係者とも連携しつつ周知

て、今般の制度改正の内容や機内持込み制限品に

在をしており、このような民間機関と連携してい

民間のドローンスクールが全国各地に相当程度存

必要です。その際、既に無人航空機の講習を行う

するものであり、厳格かつ公正に実施することが

無人航空機の操縦者の技能証明は、安全に直結

有人機とは異なりますフェールセーフ機能など、

新たな業務となりますが、無人航空機の事故等は、

ては今回の法改正によりまして運輸安全委員会の

無人航空機に係ります事故等の調査につきまし

いずれにいたしましても、保安検査の着実な実
とが不可欠でありますので、お客様等に対しまし

込み制限品等の周知も含めて、是非利用者の方に

くことが行政の効率化やユーザーの利便性確保の

無人航空機特有の安全システムなどに起因するも

○政府参考人（城福健陽君） お答えを申し上げ

も知らせていただきたいと思いますので、よろし

観点からも望ましいというふうに考えております。

のも想定されるところでございます。このため、

ルを登録する制度を設けることとし、当該登録講

し、一定の講習実施能力を有するドローンスクー

る研修を行うこととしております。

る人材を新たに採用し、安全システムなどに関す

無人航空機に関しまして高い操縦技術などを有す

ます。

くお願いいたします。

このため、講師や設備などに関する要件を満た

ドローンは、物流はもとより、インフラ点検、

習機関が行う講習を修了した場合には、技能証明

次に、ドローンなどの無人航空機について質問

災害時の活用などが期待をされ、空飛ぶ車ととも

に係る学科、実地試験の全部又は一部を免除する

広い分野で利活用を進めていくためには、何より

ります。今後、ドローンを社会実装していく、幅

での補助者なしでの目視外飛行ができるようにな

るとともに必要に応じて業務改善命令を行うこと

務諸表や事業報告書の作成、閲覧などを義務付け

の実施方法等を定める事務規程の届出、また、財

あわせて、登録講習機関に対しましては、講習

取り組んでまいります。

事故等の再発防止、被害軽減に向けてしっかりと

装備品などにおいてはヘリなどの有人機と類似性

も安全対策が重要になります。

により、講習の適正な実施を確保してまいります。

○竹内真二君 運輸安全委員会による調査という

をいたします。

に空の産業革命、移動革命を担う存在となってお

仕組みを盛り込んでおります。

一方、無人航空機は、飛行特性、機体の構造、

ります。今回、レベル４が解禁をされ、有人地帯

本法案によって技能証明制度、操縦ライセンス

○竹内真二君 ドローンの安全対策という観点か

ものはこれから再発防止に欠かせないものとなっ

がございますことから、既存の調査体制も活用し

制度ですけれども、これを創設することになりま

ら、もう一問お聞きをいたします。

今後も、事故等調査の適切な実施によりまして、

ていくこととしております。

すけれども、ドローンユーザーの利便性を考慮す
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ストフィールドについてお伺いしたいと思います。

それでは、最後に、赤羽大臣に福島ロボットテ

お願い申し上げます。

っかりと対応をしていただきますよう、よろしく

ていくと思いますので、体制整備を含めて是非し

用がされておるところでございます。

度研究開発のための実証フィールド拠点として活

ベンチャー企業が集積をしておりまして、相当程

時で三十社を超える空飛ぶ車ですとかドローンの

現場を視察させていただきましたが、もう既に当

行いました。そのときにも参加をさせていただき、

北の復興はもちろん、日本経済の成長を牽引して

技術や製品がやはり世界に羽ばたいて、福島、東

ーンや空飛ぶ車など、メードイン福島の革新的な

だきましたので、これから、レベル４対応のドロ

く今後活用していただけるということを答弁いた

○竹内真二君 大臣からテストフィールドを力強

ドロボットの一大開発実証拠点となっています。

空機や災害対応ロボットなど、陸海空のフィール

想の中核施設として整備をされたもので、無人航

一人として、この福島ロボットテストフィールド

位置付けでございますので、私自身も、関わった

も政府としては一丁目一番地の最重要課題という

福島の復興というのは、いずれの政権において

○浜口誠君 国民民主党・新緑風会の浜口誠です。

うございました。

この施設は、福島イノベーション・コースト構

東西約千メートル、南北約五百メートルの広大な

はオンリーワンの現場にしたいというふうに考え

よろしくお願いしたいと思います。

いくためにも、引き続きの取組を是非ともよろし

敷地内には無人航空機エリアなども設けられ、ス
ております。

以上をもちまして質問を終わります。ありがと

くお願いしたいと思います。

タートアップの集積もこの地域に少しずつ進んで

航空法の改正については賛成の立場で今日も質

れている企業の皆様からの御要望も踏まえまして、

そういう意味で、そのためにも、国交省としま

ロボットテストフィールドはどのように位置付け

昨年九月に、ドローンの技術実証を積極的に行う

きております。被災地の復興にとっても極めて重

られ、ドローンのレベル４飛行の進展に向け今後

ことができるよう、飛行許可手続等の柔軟な運用

航空保安、今回の法改正で旅客の皆さんに保安

疑をさせていただきたいというふうに思っており

どのように活用されていくのか、赤羽大臣の見解

を開始いたしました。また、本年四月からは、国

検査が、受検が義務化されたり、あるいは保安検

しては、福島ロボットテストフィールドに参加さ

を是非ともお伺いしたいと思います。

交省の航空局の職員を常駐させまして、現場にお

査員の権限が明確化されるなど、大きく前進する

要な施設であるわけですが、本法案において福島

○国務大臣（赤羽一嘉君） ドローンの利活用が

いて制度面の助言を直接行うなどしておるところ

部分があるというふうに受け止めております。

ます。

推進されるために、特にレベル４という新しいこ

でございます。

携しながらこの福島ロボットテストフィールドを

を目指すわけでございますので、これは、官民連

今回法改正成立をいただければレベル４の飛行

来先生方からもいろいろ御意見、御議論あります

すけれども、航空保安の責任主体ですね。先ほど

もあるというふうに考えておりまして、例えばで

ただ一方で、航空保安については残された課題

す。

まず、航空保安についてお伺いしたいと思いま

とを実現するためには、やはりそれなりの実証実

今御紹介いただきました福島ロボットテストフ

積極的に活用して、より良いものに改善していき

けれども、この責任主体については、依然として

験を重ねること、知見を蓄えることが非常に大事

ィールドは昨年三月に全面オープンとなりまして、

たいと、こう考えておるところでございます。

だというふうに考えております。

九月にそのロボットテストフィールドの開所式を
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ハイジャックといった、国家を標的としたこうい

ます。

ふうに言わざるを得ないというふうに思っており

根本的な問題が、課題が先送りされているという

民間の航空会社の方に責任主体があると、これ、

けれども。

○浜口誠君 ちょっとあっさりしていてあれです

てきたということでございます。

により拒否をするという枠組みで従来から行われ

実施をし、保安検査を受けない旅客の搭乗を約款

を運送主体が確保するという観点から航空会社が

航空機に搭乗するお客様、それから航空機の安全

うに思っております。ですから、私も、先ほど御

けが穴を空けるような在り方では駄目だというふ

と、そのリスクの対策を考えると、やはり日本だ

他方で、テロ、ハイジャック事件等々が起こるこ

ークがこれだけ張り巡らされているということの

○国務大臣（赤羽一嘉君） 国際航空のネットワ

非お伺いしたいと思います。

という航空保安ですので、やはりまずは国がしっ

と、何でハイジャックだけを答弁の中で言われる

テロがその中に入っていなかったのは何でかな

制では余りにも、何というか、頼りないのではな

答弁させていただきましたが、従来の保安検査体

この航空保安は、まさにテロですとかあるいは
ったリスクに対して対応するために実施している
かりとした責任を負うことが本来の姿ではないか

いか、もう少し国が関与できる方法はないのかと

まさに今回、各国がこの航空保安の対策を強化

のかなというふうなところも正直あります。

ドイツとかニュージーランドは、まさに国がこの

したのは、二〇〇一年九月十一日の米国同時多発

ですから、法改正の内容をもう十分御承知いた

なというふうに思っております。実際、米国とか
航空保安については責任主体となって実施をして

テロ、これを受けて航空保安体制を強化したとい

だいていると思いますが、国がハイジャックやテ

いうことで、今回、法改正の発議させていただき

いるということですから、もう一度この部分につ

う経緯があります。やはりああいう大きな問題に

方からも、まさにそういう声も大きいという御指

というふうに思っております。先ほど竹内委員の

重要性というのを再評価しなきゃいけないという

というのを改めて世界が認識をして、航空保安の

航空機は使われてしまう、そのリスクがあるんだ

すので、これは、以前とは相当違ったものにして

を行うということを明記させていただいておりま

る、また、国が主体的に保安対策全般の総合調整

ロ等の危害行為の防止に関する基本方針を策定す

ました。

いてはしっかりとした対応をしていく必要がある

摘もありました。

動きに、一気にあの事件があって動向が変わった

いこうという意欲の表れでございます。

そこで、もう一度確認ですけれども、なぜ日本

というふうに私は受け止めております。

はこの航空保安の実施主体、責任主体が民間航空

す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

認したいと思います。

この航空保安の責任主体となることがやっぱり我

を超えていると思います。やっぱり国が一次的に

りもう民間の航空会社の皆さんがカバーする範囲

も、やはりこの航空保安の責任主体、これ、やは

場で様々な検討をしていただいて、これ先ほど御

も含めて検討を、有識者会議ですとか検討をする

のが大勢だと思います。しかし、そういったこと

すが、多くの国では空港会社がやっているという

今お示しされたような国では国がやられておりま

ただ、実際の保安の検査の主体をどうするのか、

我が国におきましては、保安検査は、ハイジャ

が国においても目指す方向ではないかなというふ

答弁させていただきましたが、だらだらとか会議

再度これ赤羽大臣にお伺いしたいんですけれど

ックの防止や危険物が輸送されることによる危険

うに思っておりますけれども、大臣の御所見を是

会社になっているのか、その点について改めて確

の発生の防止という運航の安全、これすなわち、
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成が非常にやりにくい状況は勘案するにしても、

をするのではなくて、コロナ禍で非常に、合意形
○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

いうふうに思います。

具体的な今後の進め方についてお伺いをしたいと

と考えております。

に調査、それから検討の作業を進めてまいりたい

い状況にございますけれども、可能な限り速やか

知はしておりますけれども、是非有識者の検討会

やっぱりリスクは未然に防ぐという最優先する課

保安検査の実施主体につきましては、海外の主

議加速していただいて、やはり課題というのはも

○浜口誠君 いろいろ環境が厳しいというのも承

要国の状況を見ると、国などの公的機関である場

うかなり明確に絞られてきておりますので、関係

す。

う考えております。

合、また空港会社である場合、あるいは航空会社

者の皆さんもやっぱりここはしっかり明確にして

題としてしっかりと督促をして、議論を深めてい

○浜口誠君 ありがとうございます。

である場合など国によって異なっておりますので、

いかないといけないという認識も共有化していた

って結論を得るように努力をしていきたいと、こ

そういう中で、大臣からも、現状ではやはり課

それぞれのメリット、デメリット、これをよく把

っかり持っていただいて、いつまでにやろうとい

題があるという認識は十分お持ちいただいている

この実施主体の見直しに当たりましては、しっ

うところはしっかりと設置して、ターゲットを設

だいているはずですので、やはりターゲットをし

今の議論の中で、継続課題ということでは二点

かりと検査が継続して行われるように関係者のコ

定して議論を進めていただくことを改めてお願い

握する必要があると思います。

あると私は受け止めております。一つは、やはり

ンセンサスを得ることも重要でありまして、先ほ

というのは非常に分かりました。

航空保安の責任主体、もっと国が関与を強めてい

○国務大臣（赤羽一嘉君） これは先ほどもお答

大臣、いかがでしょうか。

をしておきたいというふうに思います。

度、それから実務面での様々な課題について整理

ども御答弁申し上げましたが、賠償責任や保険制

一点目、もう一点目は、航空保安、保安検査の実

をする必要がございます。

く、ここを議論をしっかり深めていくという点が
施主体の在り方を含めた関係者間の役割分担の整
この二点が航空保安の責任なり実施主体の今後の

が得られるように関係する課題の解決を図るべく、

デメリットも考慮しつつ、関係者のコンセンサス

かり立てて、また、その進捗状況もしっかり責任

ち上げるときには当然その結論を得るめどはしっ

前ですから申し上げられませんが、この会議を立

えさせていただきましたが、ちょっと法案成立の

対応ということでは課題として残されているとい

今後、海外の状況等について更に調査を行って、

を持って把握をしていきたいと、こう考えており

そのため、保安検査の実施主体ごとのメリット、

うふうに受け止めております。

有識者会議における、有識者による検討会議にお

理、これを今後引き続きやっていく必要があると、

そこで、今後こういった継続課題、残課題につ

いつまでにというお話でございますけれども、

是非、大臣からも非常に前向きな御答弁いただ

ます。

出していくのか、是非これを、時期を明確に決め

今、コロナ禍の状況でございまして、なかなか海

きましたので、しっかりと進めていただくことを

いて検討をしてまいりたいと考えております。

てしっかりとした議論を加速させていく必要があ

外の調査を行いにくいということでございますの

重ねてお願い申し上げたいと思います。

いて、いつまでにどのような議論を行って結論を

るというふうに思っておりますので、いつまでに

で、確定的にいつまでということは申し上げにく

○浜口誠君 ありがとうございます。

どのような形で結論を得るのか、これについて、
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いては御質問させていただいて、今は航空会社さ

の在り方について、保安検査の財源の在り方につ

うふうに思っております。本会議でも、この財源

財源の在り方も、これ非常に重要な課題だとい

円、中部空港が約五億円、関西空港が約三十二億

元年度の実績になります。成田空港が約八十八億

て、年間での徴収額ですが、これもいずれも令和

が一人当たり三百二十円を徴収しています。そし

国際空港が一人当たり三百五十円、関西国際空港

これは旅客一人当たり五百三十円、それから中部

代表的なところで申し上げます。成田国際空港、

これは多分、航空保安に係るいろいろな設備の違

各空港を管理している会社の判断で取っています。

民間空港の旅客保安サービス料ですが、これは

す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

めてお伺いします。

う受け止めでよろしいでしょうか。その二点、改

いては時間掛ければ状況が把握できると、そうい

では、続きまして、航空保安の財源の在り方に

んと空港管理者で折半と、五割五割の負担割合と
円となっております。

空港管理者の方の財源については、大臣の御答

も、こちらは空港使用料となっていますが、空港

一方、地方自治体の管理空港でありますけれど

うことを反映しての違いだというふうに理解をし

いがあったりそれから面積の違いがあったりとい

ついてお伺いしたいと思います。

いうふうになっております。
弁の中に、国管理空港については保安料を徴収さ

ております。

いけば把握できると思っておりますので、それを

を管理する各自治体によって徴収額が異なってお

当たり幾らで年間徴収額が幾らかというのを現時

今一生懸命把握をしようと努力をしているところ

れていると、地方管理空港においては空港使用料、

点で把握できておりません。ただ、今後の検討に

でございます。

それから、お尋ねの二点目、地方自治体管理空

今日お伺いしたいのは、それぞれお一人当たり

も必要となりますので、今情報の収集を行ってい

○浜口誠君 ありがとうございます。

り、また、航空保安の財源としてはこの一部が充

幾らの金額を徴収されているのか、あと、年間で

るところでございます。

では、委員長にお願いですけれども、また調査

そして民間空港については旅客保安サービス料と、

徴収額はそれぞれ幾らぐらいの規模になるのか、

○浜口誠君 和田局長、ありがとうございました。

ができて具体的な金額が国交省さんで把握された

港における金額でございますけれども、これも時

その辺りをお伺いしたいと思います。

今、民間の航空会社、それぞれ一人当たりの金

ときには理事会の方に御報告いただくように、お

当されているものでありますので、国管理空港や

○政府参考人（和田浩一君） お答えを申し上げ

額がこれ違うんですけれども、その背景ですね。

取り計らいをお願いしたいと思います。

こういった名目で旅客からそれぞれ徴収されてい

まず、国管理空港でございますけれども、旅客

なぜ成田、中部、関空、それぞれ一人頭の金額が、

○委員長（江崎孝君） 後刻理事会で協議させて

間を掛ければ、一定の前提を置いて時間を掛けて

一人当たり百五円を徴収しておりまして、コロナ

まあ結構差がありますよね。成田五百三十円に対

いただきます。

民間空港のように、それぞれの空港において一人

影響前の令和元年度の実績で見ますと約八十四億

して関空三百二十円ということでかなり違います

○浜口誠君 ありがとうございます。

るというふうにお伺いしました。

円になります。

から、何かその背景がもし分かるのであればお伺

ます。

一方、民間空港の方でございますが、こちらの

いしたいということと、あと、地方管理空港につ

続きまして、同じ財源の関係でお伺いしたいと

方は旅客保安サービス料を設定していますので、
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諸外国におきましては、保安検査の費用につい

伺いしたいと思います。

なと、このように考えておりますけれども、今後

化していく、オリンピック・パラリンピックどう
ては、お客様に課される保安料を充当したり、ま

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

に認識をしております。

なるか、まだ確定的なことは言えませんけれども、

た航空券の価格に転嫁したりするなど、最終的に

す。

思いますけれども、今後より一層テロの対策を強

二〇二五年には大阪・関西万博、大きなイベント

は旅客が負担する受益者負担の考え方が一般的と

の費用負担の在り方ということについて改めてお

もあります。また、コロナが落ち着けば、海外か
いうふうに承知をしております。

現在の保安検査の費用負担の在り方については、

らお客様が日本に来ていただく、そういう人数も
そうした中で、しっかりとしたテロ対策の強化

主体の在り方の検討状況も踏まえながら、有識者

諸外国における費用負担の実態や保安検査の実施

社等の経営状況と切り離して確保されるべきと、

議の議論の中でも、保安検査に係る費用は航空会

であるというふうに考えておりまして、有識者会

国交省としても何らかの見直しが必要だと、必要

ですとかあるいはこの航空保安、保安検査の量的、

会議に、有識者による検討会議においてしっかり

まさに委員御指摘のような御意見がございました。

保安検査に関する費用負担の在り方については、

質的な向上を図っていく、こういうことが非常に

と検討してまいりたいと考えております。

さらに、有識者会議の中間とりまとめでは、海外

増えてくると思います。

重要だというふうに思います。そのためには、先

○浜口誠君 今後の検討課題ということですけれ

方について検討を進めることが必要というふうに

進機器の導入、いわゆるスマートレーンだとかそ

ます。ただ、民間企業ですので、やっぱり経営状

整理がされております。

の主要国では受益者負担の考え方が一般的である

ったものをこれからしっかりとやっていくことが

態によってはなかなか、五割の負担をしないとい

引き続き、有識者会議における検討を精力的に

ども、実際、民間の航空会社の皆さんは検査費用

重要になってくるというふうに認識をしておりま

けないんですけれども、その負担が十分賄えない

進め、関係者のコンセンサスを得て、成案をでき

ういったいろんな先進機器の導入ですとかあるい

す。

と、対応できないといったこともこれ経営状況に

る限り早期にまとめていきたいと考えております。

ことも踏まえながら、保安検査の費用負担の在り

そうした中で、今後、保安検査に必要となる財

よっては十分起こり得る可能性もあるというふう

○浜口誠君 ありがとうございます。

の五割の負担を今していただくことになっており

源、これを政府としてどのように確保していく予

に思っております。

は検査員の方の処遇改善による人材確保、こうい

定にしておるのか、この財源確保の考え方につい

す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

な費用負担の在り方ということについて、もっと

いても、保安検査の財源についても、今後の適正

より国が関与を強めていただいて、この財源につ

検討を進めて、結論を出していただきたいという

いった視点で今後の費用負担の在り方というのは

というのは非常に重要だと思います。まさにそう

りと確保していく、そういう仕組みに変えていく

本当に、財源をより安定的に、長期的にしっか

今後のテロ対策の強化、それから保安検査の量

国の負担割合を増やすなどの現状制度のやはり見

ふうに思いますが。

そうした中で、やはりこの航空保安の責任主体、

的質的拡大、向上の観点からは、保安検査に必要

直しを早期にやっていく必要があるんではないか

てお伺いしたいと思います。

となる財源の確保は重要な課題であるというふう
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一人百五円という負担を旅客の皆さんに御負担い

一方で、今、国管理空港の場合は保安料として
○浜口誠君 ありがとうございます。

討してみたいというふうに思います。

るために、空港の職員の方が同じ職場でサポート

大変忙しいので、その検疫官の方のサポートをす

いくような議論をやるときに、この保安料という

例えばですけど、この百五円を百五十円に上げて

はり財源を増やさないといけないとなったときに、

はより分かりやすいですし、より公平な表示方法

分かるような形の方が利用されるお客様にとって

わっていないんだというようなことがはっきりと

そこだけの変化点なんだと、本来の運賃は何も変

わらずそういう対象になっていないと、こういっ

よりもより多く接している可能性があるにもかか

象にはなっていないんです。同じ職場で、検疫官

うか対応しているんですけれども、優先接種の対

方は、同じように海外から来られる方と接客とい

要員として協力していただいています。そういう

のは、あれですね、運賃というかお客様の航空料

ではないかなというふうに思っていますので、そ

た皆さんからすると、やはり感染の不安が高いと

まさに、税というか、保安料だけを切り出して、

金に溶け込んでいるからなかなかその切り分けが

の辺も含めて是非御検討いただきたいなというふ

ただいているということになりますけれども、や

されていないということからすると、お客様にそ

いう声もいただいております。これは一例です。

交通業界の皆さんの中にも同じような不安を抱か

あくまで一例ですけれども、そのほかの物流業界、

うに思います。
きしたいと思います。

続きまして、ワクチンの優先接種に関してお聞

ういうことを理解していただく、その取組が非常
に重要かなというふうに思っていますので、仮に
そういった状況を行わざるを得ないとき、これ、

接種、企業接種が始まっていきますけれども、や

されている方がたくさんいらっしゃると思います。

さん、空港で働く皆さんだけではなくて、先ほど

はりこの職場接種、企業接種が始まったときにも、

これも現場の皆さんからいただいている例えば

お考えでしょうか。

来議論あるように、交通運輸のまさにキーワーカ

より国民生活に密接に関係しておられるキーワー

国交省としてしっかり旅客の皆さんに説明責任が

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

ーの皆さん、公共交通を支えて、我々の生活を縁

カーの皆さん、エッセンシャルワーカーの皆さん

六月二十一日から、森屋委員の方からも、職場

す。

の下の力持ちとしてお支えいただいている物流関

を優先的に接種をしていただく、やっぱりそのこ

のケースなんですけれども、まさに航空会社の皆

仮に保安料を引き上げるとして、今のような形

係の皆さん、もう本当に日々感染のリスクと向き

とを国交省としては政府の中で声高に主張してい

問われると思いますけれども、その点どのように

でお客様に負担を求めるということになれば、ま

合いながら頑張っていただいているというふうに
そんな中で、航空会社の方で空港で働いている

○国務大臣（赤羽一嘉君） それは、もうこれま

さにおっしゃるように、お客様に周知徹底を図る
ここにはいろいろなやり方があると思っていま

方からいただいた意見の一つとして御紹介したい

でも総理にも直接お話も申し上げてまいりました。

ただきたいなと、このように考えておりますけれ

して、今のＰＳＦＣという空港施設利用料があり

と思いますけれども、空港の検疫で、空港の検疫

現状の方針は、国家として全国民、希望される

思っております。

ますけれども、こうやって外に出すというやり方

官の方は医療従事者という扱いで既に優先接種が

方全国民、全員に接種をするという初めてのこと

こと、これが重要だと思います。

もあると思いますし、いずれにしても、いろいろ

行われています、ワクチンがですね。今、水際で

ども、大臣、いかがでしょうか。

なやり方について有識者会議の中で議論をして検
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という順番でやっておりますが、加速させるため

てしまうということで、今は医療関係者、高齢者

ですので、それで、結局地方自治体の負担になっ
りたいと思います。

ことを改めてお願い申し上げて、私の質問を終わ

対応を政府全体として取っていただくこと、この

臣の視察と岡本議員の視察を同時に行ったという

請があったために、国交省の方で調整をして、大

員の視察はこのくらいの時期に行きたいという要

説明でありました。公明党の都議、区議が一緒に

視察をしたわけでありますけれども、それは岡本

ありがとうございました。
○委員長（江崎孝君） 午後一時三十分に再開す

衆院議員の視察に同行したものなんだという説明

に、職域単位のことが六月二十一日から始める予
ることとし、休憩いたします。

定で今準備が進められております。
そういう意味で、恐らくもう航空会社の大手か

元々別個の視察をなぜ同時に実施する必要があ

がありました。

午後零時十一分休憩
─────・─────

らは実際に準備を始めているようにも仄聞もして
おりますし、その中で、同じ航空会社の中でもそ

ったのか、今、コロナの緊急事態宣言が発令され

ている下で、分散させるということはあったにし

午後一時三十分開会
○委員長（江崎孝君） ただいまから国土交通委

うしたエッセンシャルワーカーを優先していただ
くようには申し上げたいと思いますし、それぞれ

ても、一緒にするということはあり得ないんじゃ

けれども、報道されている部分だけでもですね。

二十四日、二十六日と二度やっているわけです

ないかなというふうに思うわけですけれども。

員会を再開いたします。

質疑のある方は順次御発言願います。

法律案を議題とし、質疑を行います。

休憩前に引き続き、航空法等の一部を改正する

の航空会社がそうしたことは考えられているんで
はないかというふうに思っております。
なお、御質問のときの、検疫の場での同じリス
クがありながら後回しにされているということが

法案の質疑に入ります前に、先ほどもお話があ

一緒にやったのか、この点について説明を求めた

丈夫ということではなくて、何で元々別の視察を

ですけれども、感染防止対策を十分取ったから大

し申し上げて、ちょっと状況をよく知っていただ

りました赤羽大臣の視察の件に関わって質問させ

いと思います。

○武田良介君 日本共産党の武田良介です。

きたい、私もちょっと承知をしておりませんが、

ていただきたいというふうに思います。

ありましたら、これは、私から田村厚労大臣に少

よく現地の実態を考えて、おかしなことであれば

是非、先ほどの検疫の現場での状況というのは

○浜口誠君 大臣、ありがとうございます。

ます。

明を聞きました。その説明によりますと、五月二

どの答弁あるいは理事会の場での官房長からの説

も御紹介がありました。その報道を受けて、先ほ

ついて報道があったと、先ほど青木理事の方から

あるいは事業者の御都合の観点、さらに、コロナ

問わず、省内担当部署の体制及び視察先の自治体

察の御要請をいただきました場合には、与野党を

国土交通省におきましては、国会議員から御視

○政府参考人（瓦林康人君） お答え申し上げま

一例です。ほかにも同じような不安を抱えながら

十四日、二十六日の赤羽国交大臣の視察と、それ

対策上の観点から調整をいたしまして、対応が可

五月の二十四日、二十六日両日の大臣の視察に

必死で職責を果たそうとされている労働者の方た

から衆議院議員であります岡本三成衆議院議員の

能である限り、職員を同行させるなどして御視察

しっかり是正をさせていただきたいと、こう思い

くさんいらっしゃると思いますので、是非また現

視察はそれぞれ別個のものだったんだと、岡本議

す。

場の声も聞いていただきながら、しっかりとした
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可能であることを確認した上で、大臣による視察

観点も含めてでございますけれども、適切に対応

で、これはコロナの観点も、コロナの感染対策の

しつつ、適切に対応可能であることを確認した上

察の御要請があった場合には、現地の負担を勘案

じ時期に同様の箇所について国会議員による御視

大臣による視察の実施を計画している際に、同

もいただいていた、そういった経緯の中で、公務

事な法案でありましたから現地から様々な御要望

いますが、それぞれの法案の成立を踏まえて、大

の視察共に、先ほど午前中にもお答えしたかと思

○国務大臣（赤羽一嘉君） 二十四日、二十六日

を大臣はお持ちでいらっしゃったでしょうか。

を抱かせることになってしまうと、そういう認識

な国民の疑念を抱かせることになる、国民に疑念

定の政党の選挙活動に利用されているというよう

だいたということもよく御承知だと思いますし、

って、それは省を挙げて視察の対応をさせていた

また、国交省としても、それは議員の申出もあ

もりでございます。

はありませんし、そうしたことは対応しているつ

て知らない議員がいるから困るなんて言ったこと

うふうに思っておりますので、私は、現場に行っ

ただくということは事の解決には大変有用だとい

れに対する対策の進捗状況等々をよく理解してい

たように、多くの方々にその問題を共有して、そ

を対応してございます。

と同時に行っていただくことがございます。

として視察をしたわけでございます。

御要請を受けまして、当該議員の御意向と地方自

りますし、特にこのコロナ禍にあっては、基本的

私は、できるだけ数多く視察をしようとしてお

通行政が前に進むような方向であるというふうに

そうしたことは基本的に、何というかな、国土交

今回につきましても、衆議院議員からの視察の
治体等受入れ側の御意向を踏まえた上で、同時に

信じながら、基本的には、現場現場の制約も当然

中で東京都内で行うと。そのときには、当然のこ

ですから、それを都議会議員選挙云々と言いま

には県外は、相手の知事さんとの相談もあります

ということがまさに議論されている、そういうタ

とながら、コロナ対策を講じた上で、一本化した

すけれども、二つの案件とも、それぞれのところ

実施させていただくことといたしました。

イミングでありました。本当に、コロナの問題と

から増えたわけじゃなくて、その人数のマックス

で長年にわたってお困りでありましたし、うちの

ありますが、そうしたことはしっかりやっている

いうのは大丈夫だと、感染対策を取って大丈夫だ

は増やしておりませんし、加えて、現場の二度手

党の議員だけではないかと思いますが、地元の議

が、基本的には今はしておりませんし、そうした

という判断があったということなんですけれども、

間になるようなことはなるべく避けた方がいいと

員さんにとっては大変大きな課題でありましたの

○武田良介君 緊急事態宣言を延長するかどうか

結果として一緒に視察は行われているわけであり

いうこともあって一本化したというふうに聞いて

で、そこに行って、現場で一緒に問題を共有しな

た。大臣の出身政党であります公明党の国会議員

いて言うと、都議選の間近という時期でありまし

うした大臣の視察、この二十四日、二十六日につ

いうことが分かることが大半でして、仮に自分の

議員というか、ああ、こういう人がいるんだなと

ので、実際のところは、現場に行ったときに同行

ただ、私、これだけ数多く視察をしております

○武田良介君 現場を見るというのは当然大事な

いうふうに理解をしておるところでございます。

地視察という意味では大変意味のあったものだと

いただくというのは、非常に公務視察というか現

がら今の国交省としての対応状況について御理解

ということでございます。

ます。

おります。

の方あるいは都議会議員予定候補の方、こういっ

党の議員ではないときでも、午前中申し上げまし

大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、こ

た方と一緒に視察をすれば、その大臣の視察が特
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間近ということがあり、また、都議やその予定候

いうふうに思いますけれども、今回は、都議選の

らの過去の例も同じ経過なのかということを確認

だいた、こういった視察を一緒にした経過、これ

私聞かせていただきたいのは、先ほど説明いた

に実施されたというところでございます。

れにつきましてもそのような経緯をたどって同時

その都度と申しましたのは、この二十九回いず

います。

補の方なども同行をされている、そういうところ

させていただきたいと思うんです。大臣が以前か

○武田良介君 そういう偶然みたいなことがこん

あるというふうに言わざるを得ないのかなという

から疑念が生まれてしまうと、生まれているんだ

ら行こうとしていたその同じ場所に同じ時期にほ

なに続くのかなということを率直に私も大変疑問

ことだというふうに思います。私も視察に行かせ

ということだと思うんですね。

かの議員の方も一緒に行きたいと、全部そういう

を持つところではあるんですけれども。

○政府参考人（瓦林康人君） お答え申し上げま

じゃ、過去の例はあったのかということもお聞

ことで、それだったら調整しましょうということ

ふうに思うわけですけれども。

きをいたしましたら、あるということでありまし

でこの例が、過去の例があるんでしょうか。

前日に決まったというお話でありました。その後

ていただきます。それはもちろんそのとおりだと

たので、これ理事会でも話になりましたけれども、

○政府参考人（瓦林康人君） お答え申し上げま

国交省の方で調整して、岡本議員の方にも、あし

す。失礼いたしました。

じゃ、その資料をいただきたいということで出し
す。

た大臣が行くことになりましたので、何ですか、

ましょうということで連絡をし、セットされたこ

大臣の視察が計画されている時期と同じ時期に

大臣官房からの説明では、大臣の視察の日程は

ていただきました。今日、配付資料として付けさ
せていただきました。

要請があります場合、その都度、現地の負担を勘

とになると思うんですね。

以前からいただいていた要望についてあした行き

いということは言われておりますけれども、しか

案しつつ、適切に対応できるかどうか、適切に対

普通、そういう視察の日程というのは少し前に

同様の箇所につきまして国会議員から御視察の御

し、国交省からいただいた資料でありますので、

応可能であるかどうか、これを確認いたしまして、

セットしておくことが普通だというふうに思いま

ここにも書いてありますが、これが全てではな

今確認できる資料としてこの資料の中身を、少し

妥当であると確認でき判断されれば、御意向を確

その際御一緒に視察いただきたいというふうに思

特徴的なところを見たいと思うんですけれども、

今回につきましても、そのような経緯をたどっ

っておりますと事前に国交省の側から、働きかけ

すから、そう考えますと、岡本議員に対して事前

まって、自民党の方、公明党の方がほとんどであ

て同時に実施されたというところでございます。

たといいますか岡本議員の方に連絡をしていた、

認して、その都度同時に実施させていただいてい

ります。公明党の議員の方は、これ二十九回、過

○武田良介君 いや、その都度そういう対応をし

そういう一緒に視察をしましょうという道筋を付

例えば、同時に視察をされた国会議員というとこ

去一年間でありますけれども、二十九回あるうち

ていますということじゃなくて、この二十九回、

けていたということになるんじゃないかと思いま

に、近々大臣も同様の視察を検討しているので、

二十八回参加をされておられる、メディアの関係

この一年で見た場合にあるわけですけれども、同

すけれども、事実関係についてだけ確認をしたい

るところでございます。

ということで見ますと公明新聞のみということに

じ経過でやっているんですかということを聞いて

ろがありますけれども、公明党の議員の方から始

なっておりまして、特定の政党だけという状況が
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本件につきましては、大臣の視察自体は年明け

体制がございますので、現地の御都合、受け入れ

これは、やり取りの中で、やはり現地の受入れ

いても同じように荷重が掛かります。ですから、

受入れもありますけれども、他の政党の視察につ

あります。やはり大臣が動くときには少なからず、

というのは私がやっているわけじゃありません。

以降検討が進められてきました。具体的なスケジ

ていただける地方自治体の方の御都合も含めて、

同じ案件で、ざっくばらんに言うと、何回も来ら

ています。

ュールにつきましては、四月末の時点ぐらいから

そういった情報を総合的に提供いたしまして最終

れるよりも、受入れ側の地方整備局ですとか様々

と思います。

具体化してきたところでございます。また、衆議

的に御判断いただいて、同時で構わないというこ

なところは一本化するのが望ましいわけでありま

ですが、官房長が言っているのは、一番大事なこ

院議員の先生の方からお話いただきましたのも四

とで同時に調整されたということでございます。

すが、しかし、他の政党は政党で独自にやりたい

○政府参考人（瓦林康人君） お答え申し上げま

月の末以降でございます。そして、具体的にどの

○武田良介君 聞いたことにちょっとお答えいた

というやっぱり意向もありますから、その点はよ

○政府参考人（瓦林康人君） お答え申し上げま

日になるかというのは、これはもう直前に調整さ

だいていないと思うんだけれども、現地のことが

く意思疎通をしながら、多分、公明党の場合は、

と、配慮しなきゃいけないのは受入れ側の負担で

れた結果実施されましたが、ただ、これは、国土

あるからこそ、本来、何月何日に視察をしますと

私の想像ですけど、やっぱり同じ政党ですから、

す。

交通省の方からそういうことでお願いした、同時

いうことをはっきりしておかなければ、議員から

す。

にお願いしたということではなくて、事実関係と

行くので一緒にどうですかとは言いにくいことも、

まあ他の政党に対してはなかなか大臣もちょうど

本来はそういう話があって当然だというふうに思

身内だということで言いやすいというところも多

言われたときにも困ると思うんですよ。だから、

すので、この日になりましたということを情報と

うんですけれども、はっきりちょっとお答えいた

してもうコミュニケーションを日常取っておりま
して入れさせていただくという経緯はあると思い

分あるんではないかと思います。

私たちはそういう、何というか、聞かれている

だけなかった。
ちょっと法案の質疑もしなきゃいけないのであ

ます。
○武田良介君 岡本議員からは四月の末頃にそう

じゃ行きましょうということにしておいて、その

いと、確定していなかったけれども、またいつか

ふうに調整をして事前に確定していたわけじゃな

と、だから、何月何日にじゃ行きましょうという

いうことについて赤羽大臣に質問したいと思いま

ことがあるのかどうか、今後どうしていくのかと

場合に、大臣の視察に同行して一緒にやっていく

今後も同じように同時期に視察という話になった

今後どうするかということなんですけれども、

し、合流されるケースもあればそうじゃないケー

はそういう姿勢で私は視察に臨みたいと思います

は非常に重要なことであるので、今後も基本的に

の議員の皆さんに理解をしていただくということ

的に、なるべく現場の負担を掛けないでより多く

視察をするということは大事であって、より効率

その質問の論点がよく分かっていないんですが、

しておくに当たっては、大臣が近々視察に行く予

す。

スもある。

れなんですが、最後に、この関係で最後に。

定もありますからその際にという話を岡本議員の

○国務大臣（赤羽一嘉君） その事務的な段取り

いう視察をしたいという話が国交省の方にあった

方にもされていたんですよねということを確認し
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す。

いると思いますが、国交省にいると朝から晩まで

制度の下でも飛行による事故が報告をされていま

現在、任意の事故報告によって国交省に、現行

交通省のホームページで随時公表するとともに、

ております。そして、各事案の概要について国土

討を指示し、その結果を御報告いただくこととし

二〇二二年の十二月までにレベル４の有人地帯

要望で、必ず現場に来てくれというようなことを

す。資料の二番に付けさせていただきました、一

特に注意を要する案件、事案については有識者の

ただ、何というかな、いろんな問題というのは

国土交通省の方に事故等の報告を受けた場合に

言われている中で、取捨選択というのは当然国交

部でありますけれども。二〇二〇年度六十五件、

御意見をいただいているところでございます。

での補助者なし目視外飛行、これを解禁すること

省の中で政策の重要度でやるわけでして、そのと

一九年度八十三件、二〇一八年七十九件、一七年

○武田良介君 有識者の意見いただいているとい

様々な人から、首長さんや地元の議員さんから年

きに、うちの公明党の議員だけじゃなくて、自民

六十三件、このほか、農水省にも空中散布におけ

うことでしたけど、有識者などの参加で何か検証

は、当事者に対して原因究明及び再発防止策の検

党の議員さんとかほかの野党の議員さんも同じよ

る物損の事故が報告されているということであり

するような場というのは設けられたんでしょうか。

を目標にしているというふうに伺いました。

うな問題意識で要望をされているということはよ
ましたけれども。

中要望を受けて、足立さんなんかはよく分かって

くあることですから、それは、別に一律的に決め

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

挙活動に大臣の視察が活用されるようなことがあ

○武田良介君 いずれにしても、特定の政党の選

突、九階のベランダに墜落したとか、それから新

続がエラーとなって隣接するマンションの壁に衝

撮のために飛行していたけれども、突如プロポ接

番目に出ていますね。あるいは広島では、学校空

は電柱と倉庫の外壁に接触し損傷させた、これ三

くというような形で処理をさせていただいており

対応が必要になるものに関しては御意見をいただ

まして御報告を申し上げ、御意見をいただいて、

概要、それからユーザーが講じた措置などにつき

方々がおられます。そこの場におきまして事案の

部会というのがございまして、そこで有識者の

資料に付けたのは二〇二〇年の事故例でありま

ってはならないというふうに思いますし、国交省

宿、これは十四番ですかね、空撮のためドローン

ます。

ているわけでもありませんし、現場でより柔軟な

す。

も道筋を付けるようなことがあってはならないと

を飛行させたが、操縦不能となり通行人に接触、

○武田良介君 私、事前にレクで説明聞いたとき

して、空中散布のため活用する電線に接触し損傷

いうふうに思いますので、このことを重ねて指摘

けがはなかったということでありますけれども。

には、こういった一つ一つの事故事例に対してど

形で視察が行われるようにということで、それが

をしておきたいというふうに思います。

局長に伺いたいと思いますけれども、毎年報告

ういう検証がされているかなんて、そういう場を

私どもの交通政策審議会航空分科会技術・安全

僅かしかちょっと時間残っていないんですが、

されているこういう事故を受けて、国交省はどう

設けたなんということはないと言っていましたよ。

させたというのが一番に出ておりますし、あるい

航空法について質問させていただきたいというふ

いう検証をしたんでしょうか。

それは、有識者の話というのは、もちろん、ドロ

一番重要なんではないかなと思います。

安全性について質問をさせていただきたいと思い

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

ドローンの第三者上空での目視外飛行に関する

うに思います。

ます。
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てきたと思いますけれども、こういう一つ一つの

ーンの今回の法改正に向かう議論はもちろんやっ
○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

出した、このことをどうお考えですか。

す。

をさせていただいて、質問を終わりたいと思いま

最大の問題に思っておりますので、その点を指摘

○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。

す。
御指摘の事案は、昨年五月に発生したものです

事故に対してどういう安全対策を取るのかという
ことの検証が必要だということを私は言っており

ますと、今お話があった事故原因の分析ですとか

これ、付けた資料もそうですけれども、見てみ

姿勢を把握することを確実に行えるようにするた

ましては、操縦者が飛行中の無人航空機の位置や

のものと承知をしております。目視内飛行につき

無人地帯での目視外飛行があり、空撮、測量、農

ーンを飛ばす場合、目視できる範囲内での飛行や

資料一を御覧ください。現行の法律では、ドロ

本日は、航空法の改正案によるドローンの操縦

是正措置という欄が一番右にありますけれども、

めに当該無人航空機を常時監視する必要があるこ

薬散布、災害など様々な分野でドローンが利活用

けれども、無人航空機の目視内での飛行に際して

何も記載されていないところもたくさんある。こ

とから、そのような是正措置が提出されたもので

されています。

ます。

れは事故を起こした方が報告するものだから、そ
あります。

ライセンス制度について質問いたします。

の方たちが書いていないんだという話なんですけ

飛行した際に突風にあおられてそのまま落下した

の事故例なんですけれども、これ、空撮のために

今回これ見ますと、例えばナンバー九の富山市

設し、レベル４飛行に関しては、技能証明を受け

認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創

め、今般の法改正によりまして、機体の安全性を

保することが重要と認識をしております。このた

ドローンの利活用が進む中で、ドローンは、障

ンスの取得を義務付けることになっています。

を創設し、レベル４の飛行についてはこのライセ

保するために、国交省として操縦ライセンス制度

せることになっています。この飛行の安全性を確

今回の改正案では、ドローンの活用を物流や警

と書いてあるんですけど、事故原因は、突風にあ

た者が認証を受けた機体を飛行させることを必須

害者の人たちにとっても行動範囲を広げてくれる

一方、レベル４飛行を行う無人航空機につきま

おられたときに機体と操縦者、監視者と操縦者の

としております。その上で、非常時を想定した対

ものになっています。

れども、やっぱりこれ、十分検証されているのか

距離が通常以上に離れていたと、是正措置には、

処方針や緊急着陸場所の設定等、運航管理体制に

ここで事例をお話しします。

備などの分野に更に拡大するため、人がいる上空

そういう繊細な操作が必要な場合はなるべく位置

ついて飛行ごとに国が審査をすることにより飛行

広島県福山市の先城伸二さんは、病気で左半身

しては、補助者を付けずに第三者上空を目視外で

を離さないことが大切だと書いてあるんですけれ

の安全を担保することとしております。

麻痺の障害を負いました。友人の勧めでドローン

ということが最大の問題だというふうに私は思っ

ども、今回は、レベル４、目視外飛行なわけです

○武田良介君 検証を十分していないのにライセ

を操縦してみたところ、空間認知のリハビリにな

で目視できない範囲を飛行するレベル４を実現さ

ね。でも、実際こういう事故が起こっている。

ンスが、機体認証がということを言っても、それ

ることを実感し、本格的にドローンの操縦を始め

飛行することとなるため、より高度な安全性を確

こういう現状で今回の法案を提出されていると

が本当に安全の担保になるのかということを私は

ております。

いうことなわけで、今このタイミングで法案を提
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城さんが右手だけで操縦できる自作の補助具を使

資料二を御覧ください。ＤＩＡの人たちは、先

ドローンスクールに出会いました。

ました。そんな中で、友人の紹介でＤＩＡという

に合わせた合理的配慮が必要です。

すい授業内容や教材の開発など、それぞれの障害

進めていただきたいと思います。また、分かりや

などの講習機関における施設のバリアフリー化を

る試験機関や国の登録を受けたドローンスクール

いったハード面の設備も重要となります。

障害に合わせたコントローラーの形状や補助具と

次に、障害者がドローンを利用する場合、その

クターとして指導に当たりながら、空撮などのド

とができました。現在では、ＤＩＡのインストラ

理解し、ＤＩＡで民間のライセンスを取得するこ

持っていても安全にドローンを操縦できることを

○政府参考人（和田浩一君） お答えを申し上げ

どのようにお考えでしょうか。

な指導、助言をしていただきたいと思いますが、

ローンの操縦ライセンスを取得できるように必要

これらについて、国が事例を示し、障害者もド

ローンを改良した人や、先ほど紹介した先城さん

日本では、音声入力を応用して声で操作できるド

ーンスクールで講習を受けています。そのほかに、

れており、実際に、左手に障害を持った方がドロ

資料四のように片手で動かせるドローンが開発さ

ており、日本でも購入が可能です。フランスでも、

メーカーで片手でも動かせるドローンが開発され

ドローンに関しては、資料三のように、中国の

ってドローンを飛行させるところを見て、障害を

ローン操縦士としても活躍しています。また、先
ます。

今般の法改正により無人航空機の操縦者の技能

しかし、まだまだ多様なコントローラーや補助

城さん以外にも、民間のドローンスクールでは、
車椅子の方や片方の腕がない方、また片方の目が

証明制度を創設いたしますが、身体に障害をお持

具の開発は進んでいません。このような現状にお

のように、補助具を自作した人もいます。

見えない方などが実際に講習を受け、民間のライ

ちの方でも、無人航空機の飛行の安全を確保する

いて、障害者がドローンを操縦する場合の補助具

センスを取得している事例があるそうです。

ために必要最低限の身体の状況を確認し、必要な

許を取得する場合の補助具は開発されていますの

しかし、障害があるという理由だけで断られた

また、技能証明の取得に際しては、国又は指定

で、ドローンに際しても、様々な障害に合わせた

の条件など、障害に合わせた基準について検討さ

す。実際に、先城さんも、ＤＩＡに出会う前、障

試験機関が実施する試験に合格するか、登録講習

使いやすいコントローラーや補助具の開発をメー

条件を付した上で技能証明を取得することができ

害者に対応できる体制や設備がないという理由で、

機関が実施する講習を修了することが必要となり

カーと連携して進めていただきたいと思っていま

り、講習会場がバリアフリー化されていないため

ほかのドローンスクールからは受講を断られてい

ますが、御指摘のような施設設備のバリアフリー

すが、いかがでしょうか。

れているのでしょうか。また、障害者が自動車免

ました。このように、障害があることを理由に断

化、それから講習の実施における障害のある方へ

○政府参考人（和田浩一君） お答えを申し上げ

るようにしているところでございます。

るドローンスクールも多く、まだまだ障害者に対

の合理的配慮について国が事例を示すとともに、

にトイレが使えず受講を断念してしまう方もいま

する理解が進んでいない現状です。

ます。
てまいります。

社会参加を促進するため、障害の状況に合わせて

無人航空機の操縦を通じて障害をお持ちの方の

関係機関に対しましても必要な指導、助言を行っ

に当たっては、ライセンス取得を希望する障害者

○木村英子君 分かりました。

ですから、国の操縦ライセンス制度を創設する
が差別的な取扱いをされないように、国の指定す
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ズを踏まえながら、メーカーや講習機関、障害者

の在り方などについて、個別具体のケースやニー

障害をお持ちの方の身体の状況に応じた補助具

を整備することは重要であると考えております。

無人航空機を安全に飛行させることができる環境

を指導しており、将来的には、ライセンスを取得

会と連携し、障害者の人たちに本格的な操縦技術

省認定のドローンスクール、若狭小浜ドローン協

ています。ドローン教室では、福井県にある国交

者も健常者も一緒に学べるドローン教室を開催し

方の補助具などの開発については、障害をお持ち

技能証明に関する基準や身体に障害をお持ちの

す。

○政府参考人（和田浩一君） お答え申し上げま

でしょうか。

るようにしていただきたいと思いますが、いかが

また、兵庫県では、ＩＴを活用した障害者への

今般創設する技能証明制度や機体認証制度の詳

してもらうことで一般就労につなげることを目指

また、障害をお持ちの方にも使いやすい無人航

就労支援を行っている社会福祉法人プロップ・ス

細な基準等につきましては、今後、官民による検

団体などの関係者と議論をさせていただき、検討

空機の開発についても、関係省庁とも連携をし、

テーションの理事長である竹中ナミさんが、ＩＣ

討会の場などで議論しながら策定することを想定

の方御自身の御意見などを踏まえながら検討を進

メーカー側に働きかけるなどの対応をしてまいり

Ｔの次はドローンが障害者の就労につながると考

しておりますが、委員の御指摘を踏まえ、障害を

しています。

ます。

え、ユニバーサル・ドローン協会を立ち上げ、障

お持ちの方を含む関係団体の御意見を検討会の場

を進めてまいります。

○木村英子君 誰でも使えるドローンの開発を進

害者向けのドローン教室を開催しています。そこ

などでしっかりと伺い、議論に反映することがで

につながる可能性もあると考えます。実際に、ド

るため、資料五のように足でコントローラーを操

しています。身体障害者の方は、両腕に障害があ

次に、海外の事例を紹介します。資料六を御覧

○木村英子君 検討のほどをお願いいたします。

きるよう対応してまいりたいと考えております。

める必要があると考えております。

めていただきたいと思っています。

には、現在、身体障害者と知的障害者の方が受講

ローンを活用して障害者の雇用を生み出そうと取

縦していますが、インストラクターも驚くほど早

次に、障害を持つ人にとって、ドローンは就労

り組んでいる団体があります。

般就労へつながるのではないかと考えました。ま

ドローンの操縦を覚えることで農薬散布などの一

んは、様々な障害者の人たちとの関わりの中で、

ラクターとしても活動されている方です。北山さ

事業所を運営している傍ら、ドローンのインスト

関する基準等を検討していくに当たっては、ライ

障害者の方々がいます。今後、操縦ライセンスに

やすい制度になるのかどうかといった不安を抱く

操縦ライセンスそのものが様々な障害者が取得し

うとする取組がある中で、今回の法改正によって

このように、ドローンを障害者雇用につなげよ

由を与えてくれる存在だと言っています。彼は、

椅子では行けなかったところに飛んでいける、自

のため移動が困難な彼にとって、ドローンは、車

ックを操作し、ドローンを操縦しています。障害

のペンをくわえてコントローラーのジョイスティ

肢麻痺のために手足を動かせませんが、口に専用

イギリスのジェームス・ベディングさんは、四

ください。

た、北山さんは、今の子供たちが障害者と接点を

センス取得に際して障害を理由とした差別が生じ

重度の障害を持ちながらもドローンの操縦ライセ

く上達していると言っているそうです。

持てる場をつくることも考え、青少年・障がい児

ないように、障害当事者を検討会などに参加でき

福井県小浜市の北山政道さんは、就労継続支援

者ドローン協会を立ち上げました。そこで、障害
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ンスを取得し、世界初の四肢麻痺のドローン操縦
からもうずっと関わっていますが、全く、ユニバ

ていて、プロップ・ステーション立ち上げのとき

航空ネットワークを維持確保するために国が乗り

います。

士となり、主にドローンを使った写真家として活
ーサル・ドローン協会をつくったなんて全然知り

出すことは必要なことです。

新型コロナ感染拡大による航空業界の苦境から、

躍しています。

ませんで、今年まだ一日しか神戸に帰れていませ

ここまで、障害者がドローンを使っている事例

回の法改正でドローンの利活用が更に進み、様々

とって社会参加しづらい現状になっています。今

社会的バリアがたくさんあり、障害者の人たちに

長が答弁させていただきました、様々な有識者会

着手しなければいけなくなりますので、先ほど局

を、この法案が成立した後に早速そうしたことを

しっかり連携取りながら、これから様々なこと

の達成など、ポストコロナの成長戦略に向け、主

には、訪日旅行者二〇三〇年六千万人の政府目標

空港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケージ

一方、昨年末に発表されたコロナ時代の航空・

反対する第一の理由は、本法案に雇用を維持確

な障害者にとってドローンが社会参加するための

議、検討会で当事者の皆さんにも入っていただい

要空港のインフラ整備、成田空港の新滑走路建設

んので。

選択肢の一つになれば、共に生きられる社会へと

て、なかなか健常者では、何というか、アイデア

などの大規模事業の推進が盛り込まれています。

を幾つか紹介しましたが、現在の日本においては

近づいていくと思います。

として出しにくい、そうした角度でどしどし御意

保する施策の規定がないことです。

そこで、質問いたします。

コロナ対策に便乗し、Ｖ字回復などと言って、需

のために活用させていただきたいと思いますので、

見を寄せていただきながら、そうしたものは最大

利活用の推進を障害者雇用の推進につなげていき

是非、引き続きの御指導をよろしくお願いしたい

いて、これまで飛べなかった第三者上空、有人地

現在、まだドローンがすぐに障害者の雇用につ

たいと思いますので、赤羽大臣の展望を是非お聞

と思います。

帯上空の補助者なし目視外飛行、レベル４を二〇

要実態を無視した不要不急の大規模事業を続ける

かせください。

○木村英子君 ありがとうございます。これで質

二二年度から解禁することは時期尚早であること

限、このドローンの、何というか、利活用の推進

○国務大臣（赤羽一嘉君） 御質問、大変ありが

問を終わります。

です。

ながる状況ではありませんが、今後、ドローンの

とうございました。ドローンの利活用で障害者の

○委員長（江崎孝君） 他に御発言もないようで

ことは許されません。

皆さんたちが社会参加できるという視点というの

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。

について、単純な原因による事故も含め、個別の

これまでの自主的な報告制度に基づく事故事例

法案に反対する第二の理由は、無人航空機につ

は大変大事だということ、改めて認識をさせてい
ただきました。

の事故の事例について、国交省としての検証はさ

原因分析と是正措置も曖昧な事例が多く、これら
います。

れてきませんでした。

御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願

に関する環境は整っておりませんが、今御紹介い

○武田良介君 私は、日本共産党を代表して、航

残念ながら、現状はそこまでドローンの利活用
ただきましたプロップ・ステーションの理事長の

空法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行

現状では厳格な安全性が担保されておらず、国

ナミねえは、私、地元ですし、もう大変親しくし
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すから、討論は終局したものと認めます。

○委員長（江崎孝君） 他に御意見もないようで

ことを指摘をし、討論とします。

からのレベル４の飛行については時期尚早である

民的合意が不十分という面からも、二〇二二年度

されるよう着実に実施すること。

まえ、安全かつ安定的な航空ネットワークが維持

ス感染症の甚大な影響が長期化していることを踏

営権者への支援に当たっては、新型コロナウイル

一 定期航空旅客運送事業者及び国管理空港運

その費用に影響が生じる可能性があることを十分

している現在の制度では、民間企業の経営状況で

しを検討すること。特に、航空会社も費用を負担

け、水準の見直しの必要性も含めて、早期に見直

て、旅客から徴収している保安料の意義や位置付

を果たすものであることを明確に示すとともに、

対策と位置付け、国が責任をもって主導的な役割

ャック・テロ防止対策は、国家安全保障上重要な

うに際し、飛行の方法及び場所に応じて生じるリ

要があることから、運航管理方法に係る許可を行

視外飛行については、安全性を最大限確保する必

六 無人航空機の有人地帯での補助者なしの目

に考慮し、検討を進めること。

その責任を果たすよう努めること。また、危害行

スクを十分に審査した上で行うこと。

二 危害行為防止基本方針においては、ハイジ

為防止基本方針の策定や変更に当たっては、関係

七 無人航空機は、物流等への幅広い活用や国

これより採決に入ります。

○委員長（江崎孝君） 多数と認めます。よって、

者の意見を十分に踏まえた上で検討すること。そ

民生活の利便性の向上に寄与することが期待され

航空法等の一部を改正する法律案に賛成の方の

本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと

のため、保安検査に関する有識者会議を継続し、

ることから、技術革新等による機体の安全性や性

この際、青木君から発言を求められております

〔賛成者挙手〕

挙手を願います。

決定いたしました。

関係者の議論の場を設定すること。

党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、日本維

法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主

○青木愛君 私は、ただいま可決されました航空

の保安対策強化に必要な措置を講じること。また、

検査員の処遇の改善及び保安検査の質の高度化等

確実性と旅客の利便性との両立を図るため、保安

三 保安検査の実施に当たっては、保安検査の

きた知見を十分に活用するとともに、登録講習機

用に当たっては、民間団体がこれまでに蓄積して

八 無人航空機に係る登録講習機関制度等の運

ので、これを許します。青木愛君。

新の会、国民民主党・新緑風会及びれいわ新選組

旅客等に対し、保安検査の受検の義務付け及び妨

関等が実施する講習が一定の教育水準を確保する

能向上等を検証しつつ、無人航空機に係る規制に

の各派共同提案による附帯決議案を提出いたしま

害行為等の場合の罰則について十分な周知を図る

ことができるよう、必要な助言・指導を行うこと。

直しについて、諸外国との比較を十分に行い、期

会社、航空会社、保安検査会社等の役割分担の見

四 保安検査における国、地方公共団体、空港

り、文化的価値の継承が困難となるような事態を

の発生等により、愛好者が減少し、そのものづく

九 ラジコン等模型飛行機の登録申請時の負担

交え、必要な検討を行うこと。

避けるため、手続の在り方等について、関係者を
五 保安検査の適正な費用負担の在り方につい

間を定めて検討を行うこと。

ついては、適宜見直しを行うこと。

す。

こと。

案文を朗読いたします。
航空法等の一部を改正する法律案に対す
る附帯決議（案）
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点につ
いて適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべ
きである。
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何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

以上でございます。

右決議する。
と存じますが、御異議ございませんか。

につきましては、これを委員長に御一任願いたい

○委員長（江崎孝君） なお、審査報告書の作成

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長（江崎孝君） 御異議ないと認め、さよ

○委員長（江崎孝君） ただいま青木君から提出
されました附帯決議案を議題とし、採決を行いま
う決定いたします。
午後二時十四分散会

本日はこれにて散会いたします。

す。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○委員長（江崎孝君） 多数と認めます。よって、
青木君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会
の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、赤羽国土交通大臣から
発言を求められておりますので、この際、これを
許します。赤羽国土交通大臣。
○国務大臣（赤羽一嘉君） 航空法等の一部を改
正する法律案につきましては、本委員会におかれ
まして熱心な御討議をいただき、ただいま可決さ
れましたことに深く感謝申し上げます。
今後、本法の施行に当たりましては、審議にお
ける委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議に
おいて提起されました各事項の趣旨を十分に尊重
してまいる所存でございます。
ここに、委員長を始め理事の皆様方、また委員
の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を
表します。
皆様、誠にありがとうございました。
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