
資料３

航空分科会及び他分科会の運営状況等について

２０１２年４月２７日

国土交通省 航空局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



航空分科会等の運営状況

〇 航空分科会は２００８年１２月以降開催していない状況〇 航空分科会は２００８年１２月以降開催していない状況。

〇 国土交通省成長戦略（２０１０年５月とりまとめ）に基づき、航空分野における各政策を推進しており、
各政策ごとに有識者委員会・検討会等を設立して、ご議論を頂いているところ。

交通政策審議会 航空分科会の開催状況

◆ ２００８年７月２２日 第１回 航空分科会

○ 国土交通大臣の有識者会議として立ち上げられた国土交

通省成長戦略会議において国土交通省成長戦略を策定。

重要分野の一つであるとされた航空分野については 政策

その他の有識者委員会・検討会等の開催状況

○ ２００８年１２月以降、開催していない。

①

＜国土交通省成長戦略＞
◆ １０月 ２日 第４回 航空分科会

◆ ９月１２日 第３回 航空分科会

◆ ９月 ４日 第２回 航空分科会
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重要分野の つであるとされた航空分野については、政策

の方向性が具体的に示されているところ。更なる検討は、個別

の有識者会議を立ち上げ、ご議論頂いている。
Ⅰ 日本の空を世界へ、ｱｼﾞｱ へ開く

（徹底的なｵｰﾌﾟﾝｽｶｲの推進）

Ⅱ 首都圏の都市間競争力ｱｯﾌﾟ につ

①海洋国家日本の復権
②観光立国の推進
③航空分野
④建設・運輸産業の更なる国際化
⑤住宅・都市

◆ １０月３０日 第５回 航空分科会

◆ １０月 ２日 第４回 航空分科会

◆ １２月 ２日 第６回 航空分科会

づ
き
、
空
港

管
理
に
関
す

の
検
討

ながる羽田・成田強化
Ⅲ 「民間の知恵と資金」を活用した空

港経営の抜本的効率化
Ⅳ ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄ改善による関空の積極

的強化
Ⅴ 真に必要な航空ﾈｯﾄﾜｰｸの維持
Ⅵ LCC参入促進による利用者ﾒﾘｯﾄ

○ 空港運営のあり方に関する検討会
（平成２２年１２月～２３年７月）

○ ビジネスジェットの推進に関する委員会（平成２２年１２月～）
○ 安全に関する技術規制のあり方検討会

◆ ２０１１年 ６月２９日 航空分科会懇談会

〇社会資本整備重点計画見直しの概要、航空
分野の取組みについて

〇東日本大震災を踏まえた社会資本整備のあ
り方・空港の機能について

拡大

＜今後の航空分野の検討テーマ・課題＞
・航空会社を取り巻く公租公課 （着陸料 航空機燃料税等） について

（平成２３年１２月～） 等
り方 空港の機能について
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・航空会社を取り巻く公租公課 （着陸料、航空機燃料税等） について
・地方路線の維持方策について
・空港とまちづくり
・航空サービスの質の担保のあり方
・航空物流のあり方 等



海事分科会の運営状況

〇 海事分科会については 年１回程度の頻度で開催されており 海事行政の動向等を報告。〇 海事分科会については、年１回程度の頻度で開催されており、海事行政の動向等を報告。
〇 船員部会については、月１回程度の頻度で開催されており、船員政策全般に関する調査審議を行う。

交通政策審議会 海事分科会 ［直近３カ年の開催状況］

◆２００９年１１月 ６日 第１９回 海事分科会
「新交通ビジ を踏ま た海 交通 安全確保 ため 制度改 施行 答申 案 報告 意 聴

◆２００９年 １月２３日 第１８回 海事分科会
〇「新交通ビジョンを踏まえた海上交通の安全確保のための制度改正について」（答申）案の報告、意見聴取

〇「新交通ビジョンを踏まえた海上交通の安全確保のための制度改正の施行について」（答申）案の報告、意見聴取

◆２０１１年 ３月２４日 第２１回 海事分科会
○海事行政の報告（造船業の国際競争力の強化 内航海運代替建造対策）

◆２０１０年 ３月１０日 第２０回 海事分科会 〇鉄道建設・運輸施設整備支援機構の納付金率 等

◆２０１２年 ３月２７日 第２２回 海事分科会
○日本船舶及び船員の確保計画の実施状況報告 〇海事産業の競争力強化３法案の概要報告
〇船員（海技者）の確保・育成に関する検討会の取りまとめ報告 〇国土交通省海洋政策懇談会の取りまとめ報告

○海事行政の報告（造船業の国際競争力の強化、内航海運代替建造対策）
〇外航日本船舶及び船員の確保計画の実施状況報告 〇東北地方太平洋沖地震への対応 等

〇船員政策に係る重要事項及び船員関係法令に基づく調査審議 等

◆２０１１年 １月２８日 第２０回部会
◆２０１１年 ２月２８日 第２１回部会
◆２０１１年 ４月２２日 第２２回部会
◆２０１１年 ５月２７日 第２３回部会

船員部会

◆２０１１年 ９月３０日 第２７回部会
◆２０１１年１０月２８日 第２８回部会
◆２０１２年 １月２７日 第２９回部会
◆２０１２年 ２月２４日 第３０回部会

◆２０１１年 ６月２４日 第２４回部会
◆２０１１年 ７月２０日 第２５回部会
◆２０１１年 ８月２６日 第２６回部会

※２００９年開催実績： ８回（第３回～第１０回）
※２０１０年開催実績： ９回（第１１回～第１９回）
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港湾分科会の運営状況

〇 港湾分科会の開催頻度は、年３回程度。昨年は港湾法改正、基本方針の変更、東日本大震災発生により８回開催。

交通政策審議会 港湾分科会 ［直近３カ年の開催状況］

○ 港湾分科会においては、主として各港（１２６港）の港湾計画変更について審議。
○ 津波対策等の専門的な個別案件については、部会を開催して議論。

◆ 年 月 第 回 港湾分科会 〇港湾計画 （審議）◆２０１１年 ３月 ３日 第４０回 港湾分科会 〇港湾計画について（審議）

◆２０１１年 ４月１４日 第４１回 港湾分科会 〇基本方針について（諮問） ○港湾計画について（審議）

◆２０１１年 ５月 ２日 第４２回 港湾分科会 〇防災部会の設置について（書面議決）

◆２０１１年 ５月２３日 第４３回 港湾分科会 〇基本方針に いて（審議）◆２０１１年 ５月２３日 第４３回 港湾分科会 〇基本方針について（審議）

◆２０１１年 ６月３０日 第４４回 港湾分科会
○基本方針について（審議） 〇平成２３年度特定港湾施設整備事業基本計画（案） について（審議）

◆２０１１年 ７月２２日 第４５回 港湾分科会
〇港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（答申案）について（審議）

◆２０１１年１１月２４日 第４６回 港湾分科会 〇港湾計画について（審議）

◆２０１１年１２月 ８日 第４７回 港湾分科会 〇港湾計画について（審議）

◆２０１２年 ３月１２日 第４８回 港湾分科会
〇港湾計画について（審議） 〇大阪湾圏域広域処理場整備基本計画について（審議）

※２００９年開催実績： ３回（第３４回～第３６回） ※２０１０年開催実績： ３回（第３７回～第３９回）

防災部会

◆２０１１年 ７月 ６日 第３回部会
◆２０１２年 ２月２９日 第４回部会

◆２０１１年 ５月１６日 第１回部会
◆２０１１年 ６月 ３日 第２回部会

〇港湾における津波対策の検討
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事業評価部会

◆２０１１年 ９月２８日 第３回部会
◆２０１２年 １月１９日 第４回部会

◆２０１０年 ８月２５日 第１回部会
◆２０１１年 １月２０日 第２回部会

〇新規事業採択時評価にあたり
意見を聴取



道路分科会の運営状況

〇 道路分科会については、年１回程度の頻度で開催されており、道路行政の動向等を報告。
〇 基本政策部会については、月１回程度の頻度で開催されており、今後の道路政策について議論。
○ 個別案件については、専門の部会や有識者会議を開催して議論。

社会資本整備審議会 道路分科会 ［直近３カ年の開催状況］

◆２００９年 １月２９日 第１０回 道路分科会 〇高規格幹線道路等の事業実施に向けた手続きのあり方 等

◆２００９年 ７月 ７日 第１１回 道路分科会 〇道路分科会の当面の進め方について （報告事項： 近の話題について）

◆２０１０年 ８月 ３日 第１２回 道路分科会 〇 近の道路行政の動向 〇道路事業の効率的・効果的な実施 等◆２０１０年 ８月 ３日 第１２回 道路分科会 〇 近の道路行政の動向 〇道路事業の効率的・効果的な実施 等

◆２０１１年 ５月２３日 第１３回 道路分科会 〇 近の道路行政の話題 〇今後の道路政策の基本的方向の検討について 等

基本政策部会〇今後の道路政策の基本

◆２０１１年１０月２０日 第３４回部会
◆２０１１年１１月 ４日 第３５回部会
◆２０１１年１１月２５日 第３６回部会
◆２０１１年１２月２１日 第３７回部会
◆２０１２年 ２月 ７日 第３８回部会

基本政策部会〇今後の道路政策の基本
的方向の検討

◆２００９年 １月２２日 第２８回部会
◆２００９年 ７月１４日 第２９回部会
◆２００９年 ８月２５日 第３０回部会
◆２０１１年 ７月２１日 第３１回部会
◆２０１１年 ８月３０日 第３２回部会 ◆２０１２年 ２月 ７日 第３８回部会

◆２０１２年 ３月３０日 第３９回部会
◆２０１１年 ８月３０日 第３２回部会
◆２０１１年 ９月 ７日 第３３回部会

事業評価部会〇直轄事業等の事業評価

◆２０１１年 ８月１１日 第５回部会
◆２０１１年 ９月２８日 第６回部会
◆２０１１年１１月１６日 第７回部会
◆２０１２年 １月２４日 第８回部会

事業評価部会

◆２０１０年 ８月２３日 第１回部会
◆２０１１年 １月２４日 第２回部会
◆２０１１年 ５月２７日 第３回部会
◆２０１１年 ６月２４日 第４回部会

にあたり意見を聴取

地方小委員会 ※２０１０年に設置、以降各地方毎に適宜開催

〇直轄事業の事業評価な
ど地方における道路事業
の効率的な実施に関し、
意見を聴取 4


