据政
見通
を交
ナ士
口国へ
・
叺
コな り
:︑こ
・チ
ね
ト.新︑つ

スたの

ポえ策

森信茂樹が問う

ーー.ーーー

国土交通省が所管する観

光業や運輸・交通部門は︑

今般のコロナ禍で深刻な影

響が生じた分野である︒同

省では︑こうした分野に対

してさまざまな支援施策を

講じつっ︑都市生活の在り

方など大きな変化に対し︑

早くもボスト・コロナの将

来像を見据えてぃる︒その

新しい社会には︑カーボン

ニユートラルへの努力︑高

0

広範な所管分野のほぽ

度なデジタル化が欠かせな

い

全てに関わるこれらのテー

マに対し︑国土交通省かど

のようにチャレンジしよう

としているのか︑栗囲次官

に解説してもらった︒

松

11
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(原則年6回)
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噐.尋
.冨

東京財団政策研究所研究主幹

森信茂樹

くりたたくや

昭和36年8月3]日生まれ、大阪府出身。
京都大学法学部卒業。59年建設省入省、平成
25年国土交通省大臣官房人事課長、 26年大
臣官房審議官(総合政策局、土地・建設産業局
担当)、 27年都市局長、 30年総合政策局長、
令和元年国士交通審議官、 2年7月より現職。

業や運輸関述分野などは大きな影粋を受

森信昨午来のコロナ禍にょって観 光

後に回復が見られるも︑今年1月の緊急

常に深刻な影響を受けた後︑官喜園の解除

の緊畠掘耻堂面にょる人流の減少等で非

ていることが(次ページ図一新刑吉ロナ

けていると思われますが︑数字的な推移

栗田ご指摘の通り︑旅行者や交通 利

田

ウィルス感染症にょる各業界への影響)︑

X通事次官

用者などの人流が大きく減少しましたの

国

数字として端的に表れています︒

段がの骸︑い

でその張Hは非常に深刻ですわれわれ

事一讐言を受けて再び深刻な影粋を受け

する影響を独自に調査したところ︑昨年

前と以後とで︑宿泊業と鉄道・航空に関

が︑コロナウィルス感染症が拡大する以

栗田卓也

は ど の よ ︑ つ な状況でしょ︑つか︒

観先分野 へ の 支 援 と
光立国の実現

国土交通事務次官

0.^Ⅲ,◆、.U1 ◆.0 ◆、'小◆、0 ◆川,◆0 ◆.U*^心◆●◆,11.◆・0 ◆・゛'^'1小^'n,◆.1島^'11ト

森信昨夏以後︒GO

T0トラベル

事茅等が打ち出されましたが

栗田はい︑それにょって宿泊業など

では昨秋の段階で一時的に持ち直しが見

られたものの︑やはり緊臼聾忠官系再

発出されて以後は再び低迷しています︒

鉄道業界︑国内線の航空業界についても

同様の増減の波を描きました国際航空

O T

0 トラベル4

線では一貫して9割以上減の状態が続い

ていますただ︑つG

自体は昨年末までの段階で︑小ノなくとも

延べ約8781万人泊の利用実績を記録

するなど国民の皆さまに広くご利用いた

T0トラベル事業0に関しては︑

だきました︒

クGO

新たな旅のスタイルの普及・定着を目指

す上での支援事業と位置付けてきまし

た︒例えば宿泊施設でのウィルス対策の

徹底︑旅行者の節度ある行動︑宿泊施設

や飲食施設などのウィルス対策の明示と

いった対応を︑国民の皆さんに当然のこ

ととして受け入れていただき︑安心して

回
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笊行を楽しめる状態になることを目指し
ています

森信この状況に対し︑︒GO T0ト
ラベル0 以外にも各和支援策がJじられ

たと思います

いう工夫も行い︑

1000億円規模の財

源を翌tています
森言口しかしインバウンド(訪日外国
人辰行者)増をはじめ︑裾野の広し観光
の振興自体はわが国にとって大変重要な
施策ではありますね

ナ

回

※3 数値は、 2019午同河比で国内線の輸送人員の減少割金
※4 数値は、2019年同月比で国際線の輸送人員の減少剖命

栗田観光分野は<禽で裾野を含めて

%%
64

(出典)国し交通省湘査(2021年4月末時点)

9800

栗田そうなのです観光は中期的に

9600

7400

勺900万人の方々が従東する井〆吊にノ

9700

9300

はH本の絲済活性化︑そして地方創生進

96%

5000

きな離業ですので︑咋年松"に関係省庁

6100

航空業界弗 嘔1内舟刃
艇彬絲泉)
航電業界

展のために欠かせない政策ですそのた

7500

5900

屯一劣のもと﹁戍菜広大防止と観光術要回

44%

1000

め2020年度第3次補正予算におい

1600

2

復のための政策プラン﹂を策定︑それに

1300

8900

て︑全国100力所程﹂皮の観光地で︑ま

ちなかに残る廃屋を撤太するなど︑より
55

魅力ある観光地へりニユーアルを図ろう
としている地域を下助けするべく︑

0億円の予算を計上しました関係名と
淫乃して観光次糠を発掘し︑地域の魅力

3800

2700

則り芥種対策を進めてぃます
くきく門じドの対策と中長川的刈策にr刀

けて杉えますと︑足ドの対策として︑感
染状況が落ち着いているステージⅡ木山1
メドと町折し^^^﹂胴^^^岬休^^勺^

削引嘔業を行う場合において︑風として

に磨きをかけるよう︑支援を進めていく
つもりです観光地のりニューアル支援︑

20

魅力あるコンテンツ造成︑多嘉野応等
四堂入環境の整備などに取り綿み︑

30年訪日外国人旅行名数6000万ノ

の政府目標の実現を図ります現在は言
わば︑ポスト・コロナをH従えた一種の

仕込みの時期とも捉えてぃます

5200
20205

宿泊業界

財政的に艾援することとしてぃますむ
ろん繞木伏況は刻々と変化しますので︑

われわれとしても状況を注符してぃき九
いと杉えています

また︑奥築稀やサーモグラフィの引 "

識などの新しい旅のスタイルに不可欠な
前に向いた投資を促すための補助制﹂皮も

繁えました作年5打NΠ以降に池ると

2021.6時評

中小の民問鉄道嘔業者のうち、 2019年川打比で輸送人員が5,刈以上減ノし

※2 数伸は、

2021.4
2020.H

20203

鉄述業界

2019 午同j1比でア約が7剖以ヒ減少したと倒谷した'Ⅱ熊名の・;!1含

※1 数値は、

20212

新型コロナウィルス感染症による芥業種への影"

と1"1答した'Π業名の割合

従前からの問題にコロ
ナが追い打ち
森信では︑公共交通に対する支援内

方運輸局や業界団体を通じて︑バス.タ
クシーの活用事例をとりまとめて情報捉
供する妙寸にょり︑バス・タクシーの活用

をしつかり働きかけているところです
森信今後︑人口減小ノと同時に1Tや
デジタル化が進む中︑地域がどのように

容はいかがですか︒

栗田こちらも切実な支援が求められ

の移動二ーズにきめ細やかに対応できる

市町寸等にょる作成が松的に努力義務イ

されました国としても︑桝画竹成に対

し財政血・ノウハウ而でしっかりと支援

を行います

また︑昨年の里二ぐ独占禁止法特例法

が成立しました地域においては桟数の

一鐙汎業名がトランクルートに路紗をめ

変わっていくのかという墾疋の下に︑そ
れらの施策が打たれていくのでしょうか

す0

こーら特列も活用しつっ︑路紗ダ

すでに能丕掘用の{荷も出てぃま

ですか

森信航空分野に対する支援はい力か

と思っています

テナブルな事業体制を俳人してぃきたい

サービス改善を図るなど中長期的にサス

イヤ︑運賃等の血からの利用名Π迭ぐの

す0

ができるような特例法が成立したので

体の一{疋の関与のもと︑一種のΠハ祠峡苓

テルとみなされていました︒それをΠ治

もとで事業者問朋整を行うことは︑カル

スが見受けられますところが独禁法の

ぐらせ︑必要以上の競m環境にあるケー

栗田卓也

に関するマスタープランについて︑地域

繋一共交通活性化法が成立し︑地域交通

サステナブルなものにするべく︑改正地

なります咋年の国会で地域公共交通を

と邪業者とのタイアップの強化ガ必要と

交通の扣い予の多様化︑あるいは自治体

での移動手段硫保か難しくなると︑ノム共

いました人n^少が進み︑過^地など

援策にょって中長期的対策も講じてきて

たともいぇますが︑われわれは相次ぐ支

なかった将来を直視せ︑ざるを得なくなっ

たと捉えるべきかもしれません見たく

行していた嫌旭的課題が前倒しで表出し

栗田今回のコロナ禍は︑もともと進

ています︒もともと路線バスなどの地域

交通事業者は人口減少の進展や少ιU儲
ヒなどにょり︑厳しい^^営^^にありま

した︒そこへコロナ禍が追い打ちをかけ
た^となり︑^^^^^^^吊にル^しい^

況ですしかし︑ハ,果父通は地域で乍活

の足として不可欠な如輸を川っていま
す︒
＼

そのため︑地域の鉄道︑バス剛島射
ノ

路等羅一乱持や︑それぞれの設備での
感染症防止対策の強化等に向けて︑予算

面で下厚い支援策を盛り込みましたま
た︑ワクチン接種が木格化する小で︑高

齢の被接種者を接種会場ま張速かつ円
滑に輸送する乎段の硫保か課題です国
土交通省では︑全国のリ深に対し︑ 地

霞が関の膨心国土交通事務次官

回
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うなコスト綸減努力を亟ねられてい ま

トⅢし︑従樽貝の出向など︑血のにじむよ

栗田航空会社Π身︑築工機嗣達の見

の仕組みは今も存続を?

支援をする仕組みになっていましたこ

の羽田牢港が恋纏営の地方空港の財政

すが︑当時は航空特別△嘉の中で︑墨f

栗田国や地元にとって電要な公共イ

すこのような努力に呼応して︑昨年W

Hに艾援ハッケージをまとめました そ

ンフラである牢港を維持・強化し︑航空

方︑個々の空港の営業努力が損なわれる

こでは特に航光 . L 会 社 に 対 し て ︑ 航 九 千 不 ツ

料や航空機燃料税の減免を器してい ま

との観点や民問の資金・都宅活用する

ネツトワークの充実を図る上で︑現在の

すまた︑築ーインフラを担いつつも 厳

ことでサービス向上を図る僻{から︑一

トワークの卸"・砕俳に向けて2021

しい琵僻環境ドにある牢港会社等に 対

つ一つの九延あるいは北一治では複数

柞組みは有効なものと孝えています一

し︑財政投融資を活用した九戴蚊術︑無

の空港をセットにして民問事業者に委ね

午度は総額1200億円規模で九需使 用

利f貨し付けやコンセッション九湛にお

などの推

るという形も採っています︒

︒二地域居住0

ける瀞椛対佃の支払い猶戸等にょり︑
支援を突施しています

森信コンセッション方式は︑総じ て

研究主幹。著書に、『日本が生まれ変わる税
制改革』(中公新書)、『日本の税制(PHP

新書)、『抜本的税制改革と消費税(大蔵財
務協会)、『給付っき税額控除日本型児童
税額控除の提言(中央経済社)等。日本ぺ

ンクラブ会員。

いましたが︑コロナ禍にょる短捌的な影

民でウィン・ウィンの関係が構築できて

犬にょり夕様なサービスか突施され︑{艮

マンでも都心と地方の生活拠点を交亙に

はないかと思われます︒例えぱサラリー

し溌れの方向へそのまま移行するので

は

社会が元の状態に戻るというより新

森信コロナ禍が終息したあかつきに

されると老えられます私は都市局長を

<寅に︑サステナブルな事業運営を追求

以前のような通勤需要に戻らないことを

ぱ︑鉄一皐業者は︑コロナが終息しても

かねぱならない大きなテーマです例え

栗田ご指冴点は︑真剣にぎぇてい
︑

祥は避けられないところです︒

住み分けるなど︑新しい生活スタイルが

くと杉えてょいでしょうか

流れへの対応も行政施策に反映されてい

すると側茶されますが︑そうした新しい

は住宅︑交通などさま︑ざまな分野距粋

年財務省財務総合政策研究所長、18年中央
大学法科大学院教授。東京財団政策研究所

森信私はかつて民︑悪兄政椛時代; 事

進にょる地方創生

成16年プリンストン大学で教鞭をとり、 17

務めておりましたが︑鉄道と一体的な沿

どのよ︑つな状況なのでしょ︑つ

後大蔵省入省、主税局総務課長、大阪大学
教授、東京大学客員教授、東京税関長、平

始まり定着する可能性が高いかとそれ

栗田コロナ禍︑舸まで︑民冏の糾 嵳

法学博士。昭和48年京都大学法学部卒業

業什分け0 を依頼された経験があるので

回
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もりのぶしげき

て有効だった方式が人口減や沿線住民の

線宅地開発という日本独自のかつて極め
人類最高の発明と唱える学者もおられ︑

過密と集積は異なります︒都市の集積は

を弱点とする論調もありました︒しかし︑

栗田文字通り二つの地域︑例えは通

森信︒二地域居住0

きた政策でもあります0

なか進まなかったいくつかの政策の有意

としては︑これまで進めようとしてなか

都市政策を再考しています︒大きな流れ

栗田コロナ禍にあって︑国士政策

したということですね︒

再構築の二ーズがコロナ禍にょって 加 速

森信先ほどお話に出たように︑そ の

が必要だと毛えていました︒

彩な機能を包摂するよう︑都市の再構築

ための居住ベースであるだけでなく︑タタ

宅地が従来と同じように都心に通勤する

ナにおいても基本的には必要だと考えて

として︑これらの施策は︑ポスト・コロ

拡大ともいぇます必要な見直しはする

した都市空問におけるコモンズ領域の

共空問への民間活動の誘導を促してきま

の拡大︑その熟十的なマネジメント︑公

間主体にょる公共的なオープンスペース

面が取り上げられがちですが︑同時に民

れまでの都市再生施策は︑都市の集積の

しても役割を果たし続けますまた︑こ

をもたらす装置として︑

1T環境が向上

都市の集積はさまさまなイノベーション

戦巾の疎開と戦後復員の時期そして2

こった︑とい︑つ説があります

方へ人の流れが向かう時期が過去2度起

す︒これまで若干なりとも都︑心部から地

を上回るなど変化が起こりつつぁりま

力月連続で東京都から絵出人口が転入

よって昨年の7河から今年の2月まで8

は至りませんでしたしかしコロナ禍に

が︑なかなか大きなトレンドを亦久えるに

京一極集中の是正に取り組んできました

つ︑という生活スタイルです長らく東

郊外や地方都市などに居住の拠点を持

勤圈である都心とは別に︑足を延ぱせる

とは

高齢化にょり見直しを迫られ︑郊外 の 住

性も再硫認されています︒人口減︑ 人 口

います︒

になります0

テレワークやワーケー︑ンヨ

つならば︑国士政策が大きく関わること

居住や人生の意味付けという観点に立

だとすると継続的な流れに持っていける

標袴された時です︒今回が3回日の流れ

回目が1970年代︑︒地力の時代0 が

森信なるほど︑やはり人の流れを地

か︑が問われています
た住み方にしても再注目されている︒ニ

方に向けることが政策課題となるわけで

国交通務次官

田卓也

地域居住0

は過去十数年来主張し続けて

ンの推進にょり働き方を変えていく︑ま

1回目は

構造の変化に応じて進めてきた政策 を さ
らに加速すべしと考えるべきかもし れ ま
せん︒

森信ポスト・コロナにおいてはどの
よ︑つな都市像が求められるのでしょう

栗田三密という園葉が梦句として使

の悲心

われ始めた際︑都市のこれまでの在 り 方
毛又ミ

回
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すね

栗田これまでは︑地方は︑自舛環梦
は鵯かでも絲済面では東京の方が豊かだ
と:.Uわれてきました一方で︑昨年わ
fつた都迫府県のf"郡な世

(ヰ処分所得のヒ位卯%S釦%)の比

ーわーが
ト.﹂

校・j斤こよτぱ︑東京制は可処.大刀可得で

は松位ですが︑食住関係の基碓父出か﹃
もi勺︑ため︑その池織(比較が白由にな

るお金^は^位︑史に些用^算した通勤
^闇を袋し引け^^^という吐和^^出て
おり︑.平今内な獣.巾にとっては中片灯凹'ら

し^吹^済^でも豊かとは一^茜えない^汐と

なっていますこのような点も踏まえ︑
也)刈セ.一極楽中H疋正に取り瓢んで し

きたいと杉えています
後年振り返った時に︑地方創生と一

︑

森信コロナという苫しい状況下です
が

極集中n徒を災現する契機となった工
ポツクメイキングな呼期︑と捉えられる
ようになればいいですね
栗田一罵うなれぱ︑これまで目指して

きたけれども火現できなかったことへの
再チャレンジが求められるのだと思いま

600を

す列えば今年3月に全国二地域居住等
促進恊議会を設立しましたか

超える地方公共団体︑関係団体.関係事
1Tの活用にょり﹁転職なき移

業者等が参加し︑うねりの兆しを感じて
います

住﹂︑﹁地域をまたぐ半農半X﹂も可能と

なるよう︑企業側の対﹂饗化などを︑政

策側でも受け止めていく必要がありま
す

DXの推進とデータプ
ラツトフォームの構築
森一言コロナ禍にょり︑礼会の多方面
でデジタル化の遅れが露呈しましたか︑
国上交通省としてはこの分野にはどのよ
︑つな対応を図るのでしょ︑つか

栗田いわゆるニユーノーマルの時代
を迎えるにあたり︑﹁非接触.りモート

剛倫き方へ絵換﹂や﹁りスクに強い
社会経済構造の構築﹂などを進めること
が︑持続的な経済成長に繋がってぃくも
のと老えています︒そして︑デジタル化
(デ︑ジタル

はそのための重要な課題の一っであり︑
国上交通分野におけるDX

トランスフォーメーション)を加速させ

ることが重要です

公共工事に関する施策としては︑無人

ヒや自律施工にょる安全性・牛産性の向

上︑身体負荷羅減や視覚・判断の補助

を行うパワーアシストスーツ等にょる一古

泱作業の減少︑︑画像解析や三次元測量な

どを活用した監督検査の熟十化やりモー

ト化︑といったものがあります︒

また公共上事以外では︑国管理の洪水

予轍河川全てで︑洪水予報の発表の際に

6碍問先までの推移予測情雜を一般に提

北ハ︑駐屯場やドライブスルーでのETC

にょるタツチレス決済の普及︑特殊車両

の通行下続き等の迅速化や港湾関連デー

タ迎携基盤﹁サイバーホート﹂の構築等

にょる行政手続きの迅速化︑等々の施策

が挙げられます

森信そうした幅広な分野のDXを進

めるには︑データベースの構築と︑デー

タの活用なども必要ではないでしょうか

栗田ご指摘の通りですこれらDX

推進の基礎とも一言えるデータ活用環境の

整備が不可欠です国土交通省では︑わ

回
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....^

地図・地形データ

O「i‑C。nst川Ction」の取組で得られる3次元データを活用し、さらに官民が保有する様々な技術や
デジタルデータとの連携を可能にするプラットフォームの構築により、新たな価値を創造。

霞が関の骸心

゛一゛

インフラと交通データの連携で移動二ーズインフラ自体が情報を持っことで通行者
に対し巖適な移動手段をシームレスに提への影響を最小限にする施工や、維持管
供する等、新たなモビリティサービスの実現。理が高度化されるインフラ社会の実現。
■〆

ー^

,

出典.東急建設抹式会社
出典トヨタ自動車 e・pa1獣te
出典荒川下凌河川事霧所

^
交通(人流)データ

^

^

れわれが保有するデータ

充したところです

共投資の円溺な快h感染りスクの低減︑

こ︑つした取り組みを進めることで︑ハム

し︑構造物や地盤などの

建設業の新しい働き方への転換を図って

と民開等のデータを連携
インフラに関するデータ

いきたいと老えています

ティ構想

着実に進むスマート︑︑

と交通・物流や気象・災
・筈情籔などの各データを

迎携させた︑国士と交通

森信国し交通名では以前から︑ス

に関する総合的なデジタ

ルフラットフォームを

栗田辿偏技術が火悲し︑ビッグデー

マートシティ構想も進めてきたと思いま

現をめざすデータ連携社

タの処理が円滑にできるようになった現

2022年度までに構築

会)昨年4月には︑国

在︑スマートシティ構想は政府全仏でも

すが︑データ活川やデジタル化の動きと

や地方公共団体の保有す

非常に大きな取り紕みとなっています

するよう目指していま

る橋梁やトンネル︑ダム

具体的には関係省庁と述挑して︑

合わせ︑この構想の挑進はどのようなり

や水門などの社会インフ

10Tなどの新技術をまちづくりに取り

す(上図一国士交通デー

ラの諸元を﹁国士交通

入れることにょり︑籍への宛弱竹観

況ですか

データプラットフォーム

光利便爲向上などまちか抱える課冴

タプラツトフォームで実

ぐ円一.⇔﹂として公表し︑

解決に次貝するスマートシティの取り紕み

A1や

随時連携するデータを拡

国土交通事務次官栗田卓也

3次元化された都市データど共水予漁地
連携した防災情報の提供により、住民が直
感的にとるべき行動を理解することにより、
住民主体の避難行動等を支援。

新しいインフラ社会

高度な防災情報

官民データ
X

新技術

^
,

冒'

1、 1
気象データ

1‑

国土交通データフ゜ラットフォーム

礁

2021.6

時評

同

国土交通省

出0 01岬.^即

(︒フラトー)﹂として進め

も八1はここが混んでいる一方こちらは比

眼をしかした防災システムや何光地で

ていますこれにょってりアルタイム情

再ン↓塁d

なる3D都市モデルの敕儒を︑ヤ3︺Φ又

マートシティを進めてぃく上でべースと

取り胤みを推進していますさらに︑ス

じめ︑加迷化するデジタル化に対応した

ニユーノーマルに対応した取り組みをは

'中﹂艾からヤ妾蝕川Lのサービス提伊等の

.H山せ.丁ロボツト等の油用にょり︑ 咋

をイH川した況雑状況の川社化.y北偏や︑

を支援していますほかにも人沈テータ

さまざまなデータを駆使 することで、
較兜.工いている仙寸ニユーノーマルに対応

した情報システムの開発・導入など︑さ
ま︑ざまなデータを駆使することで︑これ

までにない民問のビジネスチャンスにつ

ながるものとも期待してぃます

森一言具体的に構想を進めてぃる事例
は出てきているのでしょうか
栗田現在︑先行モデルプロ︑ジェクト

等を選定し︑自治体と企業がタイアップ
してスマートシティ{巍に向けた"画策

定︑美証実験を行っています現在船以
ヒの取り組みが進んでいますその笑証
の昜で︑生活Lあるいは産業上のさまざ
まな課題を解決できるよ︑つΠ指し︑と同

︑

埒にそこが住みゃすい︑そこで仕魂がし
ナーま︑
やすいとい︑つ環境をつくつて しー
オー

也方創生にもプラスに作用してぃきま
す

岡上交通省は全同各地に出先機関があ
りますし︑自治体との関係も深いので︑

各地域の現場の二ーズを正確かつ迅速に
把握する一方︑ ニーズに応える新技術力

提供.活用されるよ︑つ︑テマンドサイド
︑ら又り^^こと^^^な^^^だと澀乳"

しています視野を広げ︑知恵を結集し

てスマートシティを推進してぃきます

^言ロスマートシティ^想を︑い^れ

は海外に齢出する引両も?

栗田はい︑一昨年W打︑私か国上交

通審議冨時代に︑横浜での第1回^eA

A

SEANスマート︑ンティ.ネットワーク.

︑イレベル会介﹂で比ハ同議長を務め︑

SEANとのタイアツプのフレームを構

築しました作午^打の第2回会合では︑

Π木側よりASEAN諸都市を対象に︑

スマートシティの案件形成や{織事業の

JAMP﹂を立ち上げました

加速化等をU指して︑新たな支援策﹁S
mart

今午度から︑ ASEAN諸都市等からの

提業に基づく案件形成嗣査を順次開始す

ることとしています

連携して電動車の普及
促進を

森量ロスマートシティでは自動運転な

ども{点されると思われますが︑カーボ

2050年力ーボ

ンニユートラルへのチャレンジと密接に

関わりがありますね

ンニユートラルの突現に向けてはまさ

回
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これまでにない民問のビ "ネスチャン
スにっながるものとも期待 してい

は

一︑

販売で電動車10000を目指すとい︑つ目

という考えから利用するという方向へシ

j

に︑国士交通省でも電動車の開発など多
標が掲げられており︑商用卓についても

これまでもっぱら所有に偏って税金を課

していたものを︑利用に重点を楓く方へ

要がありますグリーン社会の実現に

を描き︑産学官一体となって取り組む必

て経済と環境の好循環を掲げる成長 戦 略

け︑デジタルとともにグリーンを柱とし

に対して表明されました︒そ四美現に向

するといった︑野心的な目標が国際社会

比で妬00削減︑さらに訟%の高みに挑戦

削減の新たな目標として︑ 2013年度

河からの白動車重量税のエコカー減税に

を昨年公布・施行した他︑

る新たな乗用屯黒費基準に関する法令

が不可欠です

2021年5

2030年度を目標とす

た電動車に関しては燃費規制や税制優遇

場でも主導的役割を果たしています︒ま

卓を含めて自動車の国際基準を鱗加する

れわれの自動屯局で担当しており︑弔勗

栗田最終段階である技術の認証はわ

ギー源がこれから屯気や水索にシフトし

られてきましたしかし,目動中のエネル

当され︑道路︑不ツトワークの構築が進め

税を行い︑ある塒刈までは道路軟衞に允

^北油^など化石^^の消費に着目して課

う側面です道路行政から兄た場合︑揮

は道^行政力ら兄た内動卓関係諸利とし

いただいた利司とい︑つ仰師と︑も︑つ一つ

栗田一つの側栗ありますご指摘

森信まず税収が減るという群一です

論です

栗田

また肖動卓を取礼偶有羽

これは既にW年以上前からの議

回
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森信︑こ数年︑

様な対応が必要だと思われますか

フトしつつぁると思うのですが︑税制も

森信電動化の場合︑経済産業省との

います

この夏までに検討を進めることとされて

栗田その通りです︒菅総理より2 0
50年力ーボンニユートラルが盲喜西さ
れ︑また︑米国主催の気候サミットにお

しつかりと貢献していきたいと考えてい

ついて︑燃費基準の達成度尿じて減免

ていくとなると︑その変化に介わせた税

改めるべきだという議論がn民党内でも

ます

する仕組みに切り炊甲えましたまた︑今

の在り方も孝えていかねぱなりません

住み分けはどのように?

日本のC02排出量の約5割は︑ 国 上

年3月には吹鴨産業省と連携して﹁力ー

いて︑ 2030年度の温室効果ガス排出

交通省が関わる運輸と︑家庭と業務 を 合

ポンニユートラルに向けた自動卓政策検

進んでいるようですね︒

わせた民生の両部門が占めており ︑ そ

討会﹂を立ち上げ︑関係業界等の取り組
み状況等を聴取しており︑電動屯の普及

れぞれ2019年度段階で運輸計門が
玲00︑民生部門が認00となっています

促進に向けた支援策を進めていきます

卓也

乗用車については2035年までに 新 車

霞が関の膨心国土交通事次官

ね

用のどの段塔一様税するのか公平性に適

い納税Xの納得を得られるのか等和用
の叟介い等に着日した洪和を始めるべき
と︑う趣旨か︑上ナ党村御改正ノ航に"Ⅲり

込まれています︒

各分の力ーボンニユ
ートラルに 向 け た 取 り
組み
森信ほかに︑所管分野令体で︑カー
ポンニユートラルに向けてどのようなこ

H本全体の力ーポン

する産業拠点ですので︑港湾の悦炭素化
を{詣できれぱ︑
ニユートラルにも大きく貢献できること

になりますそのため︑今後力ーポン
ニユートラルポートの全国展開を図る方
針です
また合n＼刀野は︑技術の開y北.失用イ

を推進するとともに︑認海邪機関(1
M0)の環境ルールを策定する海添境
儒候委員会の議長を務めるなど国際基準
の軟ル備を日木が︑点することで︑世界に

善︑"哥能な航九姦料の一導入促進の方

策について検討を進めています︒空港万

野においては︑空港の施設・車両からの

C02非出刈減︑空港の再干不孜点イに

ついて検討を進めますまた︑国際航空

のC02削減に係る長期目標の国際民問

航空機関(1CA0)での検Nおいて︑

日本は議長として洪油をけん引してぃま
す

ほかには︑例えぱ︑社会資本整備や上

地利用の分野においては︑自然環境か有

金融Jγ艮i'f

先駆けてゼロエミッショ︑需の商業運航

を芙現し︑わが同造船・一霊業の国際

側人怯縦保護委n会'"務同長

とに取り紀んでおられるのでしょうか

栗田例えぱ︑蝶付局を巾心に︑ 洋

﹂

正

委
会 次
委
又

.ノ

日允交

誠行彦

回

2021年
2月号 中井徳太郎 環境・Ⅱ楞次官
3月号 由木文彦 後興庁・芥務次官
5月号 安藤久佳 経済産業町務次官

競,力の強化と︑海上蚫込の力ーボン
ニユートラルに向けて戦略的に取り組む
こととしています

森信航空分野はいかかですか游客
減に加えて脱墜糸化への急転回というの

は大変大きなテーマですが

栗田有識者や備関係者等から成る

原本木
藤杉鈴

総務,"務次tl

風力発磁を推進してきていますこれま
で支.又崎県'h,'.田b1など5Ⅸ城か冉工才

毎戍利用法に雄つく促進灰域に"{︑ノさ

τ︑当業X洪お予続きが進められてお
り︑また︑港汚,介政サイドからも促進へ

向けアフローチして︑絲滅産業省と共に

進めています加えて︑蝶ωは輸出入貨

検討会を立ち上げ︑航空機瑞分野にお
ては︑機材・装備品等への新技術違
︑

し

入︑管制の高度化にょる運航方式の改

2021.6時評

経洛産業'Ⅱ務次1'1

安藤久佳
遠藤俊英
其田真
黒田武一郎

2020年
3月号
5月号
7月号
U月号

文部科学,1蒔万次官

2019年
7月号
9月号
Π月号

勿^900^^^^^^る^^例^^針凸^^

あり︑わが国C02排轡器約6割を占
める発電︑鉄鋼︑化学工業第多数立地

これまでの登場者

するなどのさらなる規制強化や既存ス

私は経済・村会の大きなげれというもの

は多々あるなあ︑と一穫に突咸tていま

するタタ様な機能を活用する﹁グリーンイ

2030年の干不ルギーミックスの見

す︒読書以外ではランニングを欠かさず︑

に興味があるもので格差の是止など︑.公

広く参画するプラットフォームの創設︑

直しに向けては太陽光などの再生可能工

ギターのヒ達︑ゴルフレベルの緋持など

トックの省エネ対策の在り方等について

評価下法の開発︑ファイナンス支援の実

ネルギーの最大限の導入が課題となりま

ンフラ﹂の社△至夫装が電要と考えていま

施など︑グリーンインフラ推進戦略をと
す

共政策的観点から勉強する<盆というの

りまとめました昨午3打には︑官民迎

太陽光ソーラーパネルの設過道路への

検討を進めています

携プラットフォームを立ち上げまし た

再乍可能エネルギー発電施印罪人等を進

す︒総合政策局長の時︑多様な主体が幅

(今年4月末時点の会員数1098者)

めつつ︑ほかにも空港などの八・工呂施設な

る^^に^して^"えて^^^^た^^

栗田次官は︑懇切丁寧に騨大竹の抱え

インタビユーを終えて

^^^日はあり^とうこざいました

やることを兄つけています

この1年では︑グリーンインフラ大賞の

どに導入の余地が広げられないか︑徹底

森信栗田次官は︑週末などはどのよ

UR都市機構や公営住宅の屋根への

表彰やシンホジウム・セミナー等の開催︑

した洗い出しを進めているところです︒

ESG投資の

取り組み事例集・技術集の公表などを進
めてきています今後は︑

また︑住宅・建築物分野においては改

訳を含めて全て読破しており︑歴史物︑

まあ乱章ですね村上春樹さんは︑翻

栗田多趣努と思いますど等は︑

げにつながる︒今後のご活躍をお祈りし

が関の行政の︑ひいてはΠ本全仏の底武

的知識を持った一目僚か増えることガ優

(工学)をとられたという︒高﹂皮な専門

省に一珂務されながら数年力けて博士万

正建築物省エネ法が今年4月から全血的

ミステリーなどにも手を出しています0

ナし

うに過ごされていますか

に施行されていますが︑省エネ対策を強

最張肌んだ専門書系統では︑去年の新書

視点から︑<散機関等とも迎挑した取り

化するため︑これまで小大規模の非化宅

大賞を簀した﹃人新世の﹁資本竺(斎

組みも進めていきます︒

建築物に限られている省エネ基災の 適

藤幸平・箸)などが血Πかったですね

国土交通事務次官栗田卓也

合義務の対象について住宅も対象に追加

霞が関の膨心
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