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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 17 年第８回） 
 

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年４月 19 日(火) 17:35～19:02 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員    細田 博之  内閣官房長官 

同     竹中 平蔵  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同     麻生 太郎  総務大臣 

同     谷垣 禎一  財務大臣 

同     中川 昭一  経済産業大臣 

同     福井 俊彦  日本銀行総裁 

同     牛尾 治朗  ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同     奥田 碩   トヨタ自動車(株)取締役会長 

同     本間 正明  大阪大学大学院経済学研究科教授 

同     吉川 洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員  尾辻 秀久  厚生労働大臣 

同     島村 宜伸  農林水産大臣 

同     逢沢 一郎  外務副大臣 

 

香西 泰   「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会会長 

 

（南野臨時議員は、出席予定のところ、国会審議のため欠席） 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）ＦＴＡについて 

（２）日本２１世紀ビジョンについて 

3.閉会 

 

（説明資料）  

○ＦＴＡ推進にあたっての基本的方向性について（有識者議員提出資料）  

○経済連携協定（ＥＰＡ）に関する取組の現状と課題について（町村臨時議員提出資料）  

○今後の経済連携の方向性について（中川議員提出資料）  

○農林水産分野におけるＥＰＡ／ＦＴＡへの取組（島村臨時議員提出資料）  
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○外国人労働者受入れ問題（尾辻臨時議員提出資料）   

○第３次出入国管理基本計画の概要（南野臨時議員提出資料）  

○「日本２１世紀ビジョン」ポイント（香西専門調査会会長提出資料）  

○「日本２１世紀ビジョン」における経済の姿・指標（香西専門調査会会長提出資料）  

 

（配付資料）  

○「日本２１世紀ビジョン」専門調査会報告書 概要  

○「日本２１世紀ビジョン」専門調査会報告書  

○「日本２１世紀ビジョン」専門調査会ワーキング・グループ（経済財政展望、競争

力、生活・地域、グローバル化）報告書  

○目で見る小泉改革の４年間 －改革の芽を大きな木に－ 

 

 

（本文) 

○議事の紹介 

（竹中議員） それでは、ただいまから今年８回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

 

○ＦＴＡについて 

（竹中議員） それでは、本日の議題でありますけれども、まずＦＴＡについて御審

議をいただきます。尾辻大臣、島村大臣、町村大臣、御出張中のため、逢沢副大

臣にお出でをいただいております。また、南野大臣にもお出でをいただく予定で

すけれども、国会の関係で少し遅れられるということでございます。その後、「日

本２１世紀ビジョン」につきまして、香西専門調査会会長に御参加をいただきま

して、報告をさせていただきたいと思います。 

 それではＦＴＡの議論から審議をお願いいたします。 

 最初に、民間議員から資料が提出されております。奥田議員お願いいたします。 

（奥田議員） お手元の民間議員提出資料「ＦＴＡ推進にあたっての基本的方向性に

ついて」を参考にしてお話ししたいと思います。 

 昨年12月20日の諮問会議で、我が国にとって極めて重要な政策課題であります

ＦＴＡについて、政府一丸となって推進するための基本的方向性を引き続き議論

するとされましたので、本日、お手元にあります資料を出させていただきたいと

思います。内容につきまして、私から簡単に御説明いたします。 

第１は、質の高いＦＴＡの締結を重点的に拡大することでありまして、その結

果を数値で確認してはどうかと考えております。個々の協定につきましても、貿

易自由化の水準、投資、サービスの自由化ということについて、ぜひ質の高いも

のを確保していただきたいと、このように考えております。 

 またＦＴＡの推進のために、ＯＤＡを戦略的に活用するということも重要であ

りまして、例えば、日本語教育等にＯＤＡをより積極的に活用することなどを御
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検討いただければと、このように思っております。 

 第２は、経済効果の高いＦＴＡが締結される仕組みを導入するということであ

りまして、このためのＦＴＡに事前・事後の政策評価を導入しようと、こういう

提案でございます。例えば、ＦＴＡの経済効果や、あるいは関税撤廃による国内

産業への影響、こういうものを客観的に分析して公表することなどを検討されて

はどうかと、このように考えております。内閣府には、この分野での知見をお持

ちであると、このように思いますので、よろしく御検討をお願いしたいと思いま

す。 

 第３は、国内課題を「守り」から「攻め」に転換して、構造改革を進めるとい

うことであります。このうち農業につきましては、新しい「食料・農業・農村基

本計画」で打ち出されました担い手の明確化と支援の集中化・重点化を、可能な

限り早期に、できれば平成18年度予算から既存の農業予算を組み換えてでも実施

していただければと、このように思っております。同時に、総理が常々言われる

輸出促進につきましては、数値目標を設定されることなどによりまして、より積

極的に取り組まれるということを期待しております。 

また、人の移動でございますが、新たな雇用対策基本計画の策定を平成17年度

内に前倒して見直すとともに、海外人材の有効活用や外国人と地域社会との共生

に関する課題を総合的に検討する場を設置されてはどうかと、このように考えて

おります。例えば、男女共同参画会議のように、関係閣僚と共に民間有識者も参

加して総合的に検討する場、例えば外国人共生会議というようなものを御検討し

ていただきたいと、このように思います。 

最後に、現在交渉中のタイとのＦＴＡと、それからオーストラリアとのＦＴＡ

について一言申し上げたいと思います。 

タイとのＦＴＡの交渉につきましては、政府にはこれまで大変御努力をいただ

いておりますが、鉄鋼、自動車、自動車部品の関税、また投資サービスなどの分

野で、日タイの主張の隔たりが大きいと聞いております。 

貿易の自由化に関しましては、タイ側が、鉄鋼、自動車、自動車部品の３品目

を除外すると、全体の自由化率は60％台にしかならないと、このように聞いてお

ります。また、投資や製造業関連サービスの自由化も極めて重要であります。 

私自身も先週来日されましたタイのタノン商務大臣にお会いいたしまして、我

が国の産業界の関心事項をお伝えするとともに、当社をはじめとする我が国企業

の多くは、タイに膨大な投資を行いまして、雇用創出や技術促進等でタイの経済

発展に貢献するなど、良好な関係を築き上げてきたという事実を申し上げました。 

また今後もタイを中心に投資が行われる可能性も十分ありまして、既に具体化

が進んでいると、そういうものもありますが、今後のタイの対応の仕方によって

はこうした投資が別の国に行くということもあるのではないかと、このように懸

念をしている次第でございます。 

二国間の経済関係がＦＴＡによって損なわれるようなことになるのは両国にと

って大きなマイナスでございまして、ぜひタイ政府として大局的な見地から御判
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断をいただきたいと、このようにタイのタノン商務大臣に申し上げました。した

がいまして、日本政府におかれましても、高い質のＦＴＡを実現するために、引

き続き粘り強い交渉努力をお願い申し上げたいと思います。 

またオーストラリアでございますが、20日に予定されております総理とハワー

ド首相との会談においてＦＴＡが話題になると聞いております。オーストラリア

は様々な面で我が国にとって重要なパートナーでありまして、ぜひＦＴＡも視野

に入れた関係省庁参加の共同研究会の設置を前向きに御検討いただきたいと、こ

のように考えております。 

もちろんオーストラリアからの輸入品には、我が国にとって極めてセンシティ

ブな品目が多く含まれているということは承知しておりますが、これらの点は研

究会において率直な議論を行いながら、我が国とオーストラリアにふさわしい連

携・強化のあり方を検討していただきたいと存じます。この点についてよろしく

お願い申し上げたいと思います。 

私からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、関係各大臣の御発言をお願い申

し上げます。 

まず、逢沢副大臣にお願いを申し上げます。 

（逢沢臨時議員） 町村大臣が出張中でございますので、代わりまして、若干発言を

させていただきたいと思います。 

ＥＰＡ／ＦＴＡについてですが、言うまでもなく、政治・外交戦略上の観点か

ら、また経済利益を確保していく、増進をさせるという意味からも大変有意義な

ものであると思います。外務省といたしましても、狭い範囲のＦＴＡというより

はむしろ質の高い幅広い経済連携、ＥＰＡを念頭にスピード感を持って、力強く

推進をしてまいりたいと、そのように存じております。 

御承知のように、既にシンガポールとメキシコとの間では発効済みでございま

すが、特にメキシコにつきましては、今月、４月１日から発効しました。既に幾

つか明るいニュースが報告されておりますけれども、自動車、自動車部品メーカ

ーの現地生産がスタートいたしました。また輸出を拡大させるという動きについ

て報告が寄せられております。 

フィリピンにつきましては、御承知のように、昨年11月末大筋合意を経て、現

在条文の詰めの作業の段階であり、急いでまいりたいと思います。 

奥田会長からも御発言がございました、タイ、マレーシアにつきましては、全

体として着実に進展をいたしておりますけれども、それぞれ残された論点につき

まして、鋭意交渉中でございます。外務省が用意致しました資料の別紙１のとこ

ろで整理しており、具体的には奥田会長がお触れでございますので触れませんが、

タイ、マレーシア、それぞれ依然隔たりがあるのが現状であるものの、鋭意、積

極的に大筋合意をできるだけ早く確保するという観点で努力をさせていただいて

おります。 

また、隣国、韓国につきましては、残念ながら関税撤廃交渉にまだ入れており
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ません。引き続き状況の打開を模索してまいりたいと、そのように存じておりま

す。 

アジアの大国インドネシアでございますけれども、先週前半、11日、12日でご

ざいますが、東京で共同検討グループの最終回が行われました。二国間交渉の開

始をそれぞれの首脳に提言することで一致を見たことを御報告申し上げておきま

す。 

ＡＳＥＡＮ全体とのＥＰＡ、これも非常に大切なテーマでございますが、先週

後半に、東京でＡＳＥＡＮの代表、事務方の代表が参りまして、第１回目の交渉

を行ったところであります。これを皮切りに積極的に進めてまいりたいと承知を

いたしております。 

チリ、インドとは共同研究を行っており、また、御承知のように昨日、18日、

首脳間でスイスとも政府間の共同研究を行うということが確認をされたと、その

ように承知をいたしおります。 

奥田会長からも豪州について御発言がございました。オーストラリアは我が国

にとりまして、外交的観点からも、また地域における最も重要なパートナーとい

う意味からも大変重要な国であると理解をいたしております。 

オーストラリアとの経済連携のあり方につきましては、ＦＴＡのメリット・デ

メリットを含めて、幅広く議論をしてまいりたいと考えておりますが、先般ダウ

ナー外務大臣が来日された際、小泉総理、また町村大臣とも会談をいただき、そ

れぞれ積極的、前向きな議論をいただいたと、そのように記憶をいたしていると

ころでございます。 

戦略的なＥＰＡ、相手国の選定でございますが、別紙２のところに昨年12月に

まとめました「今後の経済連携協定の推進についての基本方針」を確認させてい

ただいております。東アジアを中心とした現在進行中の交渉に限られた資源を全

力で当てるという基本方針の下、積極的に対応してまいりたいと承知をいたして

おります。 

また、ＥＰＡ／ＦＴＡを進める上において、経済効果の高い国々とのＥＰＡを

積み重ねていくことが大変重要でございます。それにより数値の上でも明確な成

果が得られるということをしっかり念頭におきながら進めてまいらなくてはなら

ないと考えております。 

ＥＰＡは市場開放のみならず、相手国との制度調和、ルールの共通化、また、

協力関係の推進を目指す取組みであるということを認識しておかなくてはなりま

せんし、同時に、二国間関係が抜本的に強化され、政治・外交上の効果も大いに

期待ができる、こうした定量的でない効果もあるということをあえて付言をさせ

ていただきたいと存じております。 

「質の高い」ＥＰＡを、スピード感をもって推進をするためには、国内の構造

改革とも連動をして進めさせていかなくてはなりません。我が国にとりまして課

題となります農林水産品の関税削減・撤廃や人の移動の促進につきましても、今

までも関係閣僚に種々御尽力を賜っておりますが、今後も政府一体となって努力
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をする必要があろうかと承知をいたしております。 

また、「質の高い」ＥＰＡを実現していく上で相手国が途上国である場合には、

とりわけ制度の整備、あるいは人材育成の支援をする、そういう観点が必要でご

ざいます。また、相手国側の期待は高いということを認識いたしております。こ

ういった面につきましては、ＯＤＡを積極的に展開活用しながら、制度整備、あ

るいは人づくり、人材育成、それにも処しながら、ＥＰＡを全体として進めてま

いりたいと、そのように承知をいたしております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

また、発言の機会にお許しをいただきまして、一言だけＯＤＡのことについて

触れさせていただきたいと存じます。 

明日からバンドンにおきまして外相会談が始まります。また、首脳会合もござ

います。グレンイーグルズ・サミット、また９月には国連の首脳会合、開発問題

が主要テーマとなる国際会議が目白押しでございます。我が国のＯＤＡは厳しい

財政事情、その他種々の状況の中で４年連続減少という現実があるわけでござい

ます。 

財政的な制約については、私どもはよく理解をいたしているところでございま

すが、責任ある国際社会の一員として、とりわけ、国連の安保理常任理事国を目

指す我が国の立場から、経済財政諮問会議の先生方に、ＯＤＡの適切な金額の確

保につきまして、ぜひ御理解と御協力を賜りますように、あえて一言発言をさせ

ていただきました。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、中川大臣お願いいたします。 

（中川議員） お手元の資料「今後の経済連携の方向性について」の１ページ目をお

開きいただきたいと思います。昨年12月の関係閣僚会議の議論を前提にＥＰＡに

取り組んでおりますが、大前提としては、貿易国家、あるいは経済連携を各国と

やっていくということで、経済連携の相手方とならない国々はごく限られている

と思います。ほとんどの国は経済連携をすることによって意味があると思ってお

ります。 

将来的には、例えばアフリカの国々とも大いにやることが、向こうにとっても

プラスになるし、こちらにとってもプラスになると思っております。 

他方、何でも開けばいいというわけではなく、世界180ある と言われるＦＴＡ

協定の中でも、例外品目があるものが多く、例外もあるということも念頭に置か

なければならないと思っております。 

各国のＦＴＡ戦略には、それぞれの国の特色がありますが、アメリカは戦略的

であり、例えば地中海の国々と素早くやってみたり、中東の国々と今は一生懸命

やっているとか、あるいはオーストラリアとは農業分野で難しいように見えたが、

１年もかからないうちにやってしまったとか、極めて明確なＦＴＡ戦略をアメリ

カは持っている。 

スイスは、昨日、総理と大統領が懇談され、私も大統領にお会いして、スイス
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はＥＵとはどういう関係でやっているのか尋ねたところ、25の加盟国それぞれと

いろいろな協定を結んでおり、今スイスがＥＵに入る必要性は特にないとのこと

である。しっかりと協定を結んで支障のないようにしているとのことでありまし

て、さすがであると思いました。 

日本はどうかというと、先ほど申し上げたように、基本的に自由経済の下で経

済連携をすることにメリットがあるが、先ほどの民間議員の御指摘にもあったよ

うに、後から行くと不利ということもあるわけであり、スピード感・優先順位と

いうことが必要になると思います。 

もちろん当方のメリットを追求しなければいけませんが、相手方のメリット・

デメリットも認識する必要があると思っております。 

お互いに譲り合い、若干痛みを伴い合うこともセットで初めてWin-Winになって

いくと考えております。 

今交渉をしている国は、それぞれ温度差がありますけれども、とにかく一日も

早く終結に向けていきたいと思っております。フィリピン、タイ、マレーシアは、

短期的には農産物と言っておりますが、今のところそれしか輸出競争力がない。 

しかし、３国とも工業化が戦略の大前提にあり、ＡＳＥＡＮ６億人の中の工場

としてみんなやっていきたいという競争をしている。従って、相手に対してある

程度の技術移転、人材育成等の配慮も必要。 

タイは、農業が大枠合意になって、経済産業省に大きな課題が残っているが、

タイは、ＡＳＥＡＮの工場、自動車についてはアジアのデトロイトを目指してお

りますので、そういった点も、これから大詰めになってくると思っております。 

フィリピンについては人の問題が残っておりますが、経済産業省として対応で

きる、ＩＴ人材の育成や日本語教育について、受入体制の拡大を先日フィリピン

に提案したところであります。 

工業品については関税分類で7,000ぐらいの品目がありますけれども、譲許税率

で2.3％、実行税率で1.7％、これはアメリカ、ＥＵよりも低いです。しかし高い

ものも残っております。その中には、非常にデリケートなものもありますし、０

にしてもいいと思えるものもあります。 

守るべきものは守り、開く場合にはきちんと手当をしながら、できるだけ当省

管理のものについては下げていきたいと考えております。 

これはＷＴＯの話とも関連するが、途上国向けには、途上国にメリットになる

ようにしていきたいと思っております。 

ＷＴＯも７月に向けての山場に来ておりますので、ＷＴＯとＦＴＡとは車の両

輪であるという中で、やれるものからどんどんやっていきたいと考えております。 

もちろん、関係省庁でよく連絡を取りながら、総理の支持の下でやっていきた

いと思っております。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、引き続き島村大臣にお願いいたし

ます。 
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（島村臨時議員） ＥＰＡに対する農林水産省の取組みについて御説明いたします。 

資料の１ページ目を御覧ください。我が国初のＥＰＡであった日シンガポール

ＥＰＡは、農林水産物の関税撤廃を前提とした交渉自体に国内関係者の強い抵抗

がありましたが、結果としては、先方に農林水産物への関心がなかったため、新

たな関税撤廃を行うことなく、決着いたしました。 

次にメキシコとの交渉では、メキシコ側が豚肉をはじめとするセンシティブな

農林水産物の関税撤廃に強い関心を示しました。このため、粘り強い交渉を行っ

た結果、農林水産物の実質的な関税撤廃を含む初のＥＰＡを結ぶことができまし

た。 

２ページ目を御覧ください。一昨年末から韓国、タイ、マレーシア、フィリピ

ンとの交渉を開始しました。前回御説明しましたが、私はＥＰＡの交渉を避ける

のではなく、前向きに取り組むことが重要であると考え、ＥＰＡが我が国農林産

業にとって持つ積極的な意義・目的を「みどりのアジアＥＰＡ推進戦略」として

策定いたしまして、関係者からも賛同を得たところであります。 

フィリピンとは、この推進戦略に沿って鋭意交渉を行い、昨年11月末に大筋合

意に達しました。推進戦略では、農山漁村地域の貧困解消を１つの柱とし、小農

が生産する小さいバナナやパインアップルの市場アクセスの改善など、同国の農

山漁村地域の生活水準向上に貢献する内容となっております。 

またマレーシアとも、昨年末に農林水産担当省間では最終バッケージ案に合意

しております。我が国への主要輸出品である林産物にインドネシア産の違法伐採

木が原料として使用されているとの指摘を踏まえ、違法伐採問題の早期解決に協

力して取り組むことといたしました。 

３ページ目を御覧ください。タイとは先月末、一括合意を前提として、農林水

産分野の最終パッケージ案に合意しました。タイ側の関心を聞いた上で、市場ア

クセス改善と、食品安全協力などの農業協力の２本柱をバランスよく進めたので、

タイ側からも大きな評価を得ております。これらの交渉をモデルとして、今後残

りのＡＳＥＡＮ諸国や韓国との交渉にも積極的に取り組んでまいります。 

４ページ目ですが、更にチリ、インド、スイスとも建設的に検討を重ねてまい

ります。このような交渉相手国の増加に対応できるよう４月から交渉官を倍増す

るなど、農林水産省のＥＰＡ交渉体制を増強したところであります。今後もスピ

ード感をもって交渉に取り組んでまいります。 

今後の交渉相手国の選定は、経済上の視点のみならず、外交上の視点、相手国

や地域の状況等を総合的に勘案して行うことが適当と考えております。このよう

な観点から、昨年末、関係閣僚で議論し、基本方針を決定したところであります。 

なお、豪州についてですが、輸入額の約４分の３を占める鉱工業品について、

既に関税はほぼ撤廃されております。農林水産物については、我が国の食料消費

がほぼ飽和状態にあるため、数量に大きな伸びはありませんが、牛肉は米国産牛

肉の輸入が途絶えておりますので、平成16年１月から12月の数字を見ますと、91％

を占めております。 
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通常は、大体49％が豪州、46％が米国の割合ですが、少なくとも牛肉について

は米国を抑え第１位。小麦は米国に次いで第２位の輸入先国であるなど相当の市

場シェアを確保しており、貿易関係は順調です。豪州とはＦＴＡに限ることなく、

幅広く制度面での連携強化を図る方策を研究していく方が得策であると考えてい

ます。 

また、資料は配付しておりませんが、ＷＴＯ農業交渉も、12月の香港閣僚会議

へ向け、交渉本格化が見込まれております。我が国は輸出補助金撤廃と貿易を歪

める国内補助金の大幅削減を主張しております。また、農業の多面的機能に配慮

しながら、市場アクセスの改善も進め、交渉に積極的に貢献していく考えです。 

最後に、民間議員の皆様から御指摘のありました農政改革については、工程表

を定め、既に実行に着手しているところでありますが、本日は時間が限られてお

りますので、５月にでもぜひお時間をいただいて、その進め方などについて御説

明させていただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございます。引き続き、それでは、尾辻大臣にお願いしま

す。 

（尾辻臨時議員） 私どもからは、「外国人労働者受入れ問題」としました資料をお

出しいたしております。 

１ページ目をお開きいただきたいと存じます。そこに書いてありますことは、

「外国人労働者受入れ問題は、単に労働力の受入れにとどまらず、産業構造や国

民生活など我が国の経済社会全体に大きな影響を与える問題」でありますから、

国家のあり方自体を論ずるという認識のもとで議論することが前提になると思い

ます。そして本日の民間議員の皆様方からの御意見がございました。 

２ページ目をお開きいただきたいと思います。国内労働市場の状況については、

約300 万人の失業者があり、若年者については約200 万人のフリーター、約50万

人のニートがあり、更に現在働いていない高齢者や女性でも、多くが就労を希望

しています。 

この200 万人のフリーターの存在ですが、深刻な問題ですので、フリーターの

20万人常用雇用化という数値目標を掲げて幾つかの施策を考えておりますが、政

府全体で取り組んでいただくということを先日決めていただいたところでござい

ます。 

２ページ目の資料をご覧ください。国内労働市場への影響という観点からは、

外国人労働者の受入拡大により、高齢者、女性、若年者の雇用機会が縮小するこ

とに加え、ニートやフリーター等の若年者の潜在的な能力を発揮する機会が失わ

れてしまうこと、更にパート労働者等非正規労働者を中心に労働条件の引き下げ

圧力がかかることが懸念されます。 

そして、「『日本２１世紀ビジョン』に関する専門調査会競争力ワーキング・

グループ」が実施いたしましたアンケート調査によっても、今後の労働力確保手

段として、外国人労働者よりも、むしろ高齢者や女性の活用を考えている企業が
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多かった。このことからも、まずは雇用環境の整備や企業内外における能力開発

対策等を充実させることにより、国内労働力の質の向上、就職促進に努めること

が何より重要と考えているところでございます。 

更に、受入れ範囲を拡大すればするほど、入国後の就労管理のための行政コス

トや、住居、教育等の生活環境整備のためのコストも大きくなりますが、そうし

た社会的コストを誰が負担するのかという問題も避けて通れないものです。 

３ページ目でございますが、基本的なスタンスとして２点申し上げております。

「当面は外国人労働者受入れにかかる政府の基本方針は維持することが適当」と

考えており、この外国人労働者問題は、「国民各層の意見が十分反映される形で、

総合的な議論・検討を行い、国民的コンセンサスを得ることが必要」と考えてお

ります。 

以上が厚生労働省の考え方でございます。 

（竹中議員）  ありがとうございます。それでは南野大臣に御説明いただきたいので

すが、まだ国会の関係でお見えになっておられません。この部分については、入

国管理局長から御説明いただくということでお願いいたします。 

（三浦法務省入国管理局長） 法務省の入国管理局長でございます。法務大臣が御説

明する予定でございましたが、ただいま御紹介がありましたように、委員会の質

疑が長引いておりますので、大臣の御指示によりまして、恐縮でございますが、

私から説明をさせていただきたいと存じます。 

資料「第３次出入国管理基本計画の概要」を配付させていただいておりますの

で、これを御覧いただきながらお聞きいただきたいと存じます。 

法務省といたしましては、我が国社会の安全と秩序を維持しつつ、我が国が必

要とする外国人の円滑な受入れを図ることが国の内外から要請されていると認識

しております。まず、この資料の「（１）専門的、技術的分野の外国人労働者の

受入れの推進」のための方策を講じていくこととしております。ＥＰＡの「人の

移動」の問題につきましても、同様の方針で対応していくこととしております。 

「（２）人口減少時代への対応」につきましては、現在では専門的、技術的分

野とは評価されていない分野における外国人労働者の受入れを、今後受入れに伴

うプラスの側面とマイナスの側面を十分勘案しつつ、検討を行っていくこととし

ております。 

「（３）観光等による国際交流の拡大」につきましては、メリハリある審査を

通じて円滑な受入れを図る一方、テロリスト等の入国を阻止し、観光立国の実現

に貢献していくこととしております。 

その他記載ございますように、留学生・就学生の適正な受入れ、研修・技能実

習制度の適正化、外国人が安心して暮らしやすい社会の実現のための方策等の検

討課題があると認識しております。 

出入国管理とは、人を扱う問題でございますだけに、対策が遅れた場合には、

当事者、行政の双方にとりまして、問題がより深刻となる側面があり、対応の迅

速化を図るためには、関係各方面の御協力が不可欠でありますので、この機会に
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あらためて御協力をお願いする次第でございます。 

以上でございます。 

（竹中議員）  ありがとうございました。それでは御議論いただきたいと思いますが、

時間が経過しておりますので、手短に御発言をお願いいたします。牛尾議員。 

（牛尾議員） 各臨時議員のお話に尽きると思いますが、オートストラリアに関して

重ねて申し上げたいのは、日本とオーストラリア間には日豪友好協力基本条約（奈

良条約）という条約が既にあり、この２国の相互補完的関係は、非常に高いもの

がある。ＦＴＡと捉えると難しいですが、これからはそういうものも包含した経

済的なアライアンスポリシーをきちんと明確に持つべきだと考えます。 

要するに、同盟的な政策というものがあって良い。オーストラリアは既に、Ｗ

ＴＯ、ＦＴＡ、ＥＰＡを包含した経済的な同盟政策というものがあって、相互に

補完しながら、将来の資源の確保あるいは食料の確保ということも、日本の見地

また防衛面においても非常に重要な相手でありますので、新たな概念をつくるこ

とが必要ではないかと思います。 

第２は、国際情勢の中で、タイ、マレーシア、フィリピンを含めたＡＳＥＡＮ

全体のＦＴＡも含めて、ＡＳＥＡＮ重視は最重要の課題である。現段階では、Ｆ

ＴＡ推進の非常に重要な都市でもありますので、タイミングを外さないようにす

る必要があると考えます。他国は非常に戦略的にこの問題を集中的にやるのです

が、日本は非常に時間がかかる。 

ＦＴＡはスピードが非常に重要であることを最近痛感しており、相手国が日本

と締結したがっている時期に進めることは、より有利に、よりスムースにまとま

るのだが、出遅れて事々に譲歩してルールに合わなくなる実態にも直面している

わけであり、そういう点では、戦略的な発想でスピーディにやるということに十

分な重点を置いて欲しい。そして戦略の順位としては、オーストラリアとＡＳＥ

ＡＮを本年度の最大課題として早くやる、ということを申し上げたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員）  本間議員どうぞ。 

（本間議員） 簡単に申し上げます。ＦＴＡの問題は、物、人を各国間でどのように

相互浸透させていくか、そしてその結果として、国民経済あるいは国際経済にお

いて、双方が利益を得るかということが目標であろうと思います。その点で我が

国の場合は、ＦＴＡの問題等について総論や建前の部分は積極的に謳いながら、

各論に入りますと、必ずしもそのことがリンクされていないというのが、基本的

に問題があるのではないか。 

各国が先進国日本に対して持っている希望等との乖離というものが、懸念すべ

き材料になっているのではないかと思います。その点で農業について、今回御努

力によりまして、食料・農業・農村基本計画をまとめていただきました。この基

本的な方向は是とするものでありますけれども、我が国の農業のアドバンテージ

を輸出等にきちんと結びつける戦力を増強していくためには、実際にどのように

実現していくかということを明確に方針として打ち出し、予算の面においても、
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早期にこれを実現する必要性があるのではないかと考えおります。 

それから人材の問題につきまして、厚生労働省及び法務省から御意見をいただ

きましたけれども、やはり総合的な安全保障からすれば、人の相互交流というも

のがいかに大事であるかということは、昨今の動きを見てもわかるところであり

まして、先ほど奥田議員からお話が出ましたけれども、共生会議なるものを、ぜ

ひ早く実現し、そして中長期的な我が国の人口減少問題に対応するという面を、

戦略的に位置づけていく必要性があると思っております。 

以上です。 

（竹中議員）  それでは谷垣大臣、麻生大臣の順でお願いいたします。 

（谷垣議員） 今、とにかく急いで戦略的にやれ、モメンタムを失うなというのは、

私はそのとおりだと思います。今の段階で言うのは少し早いのかもしれませんが、

民間議員資料を拝見しますと、25％以上や、50％以上とするといった数値目標を

示しておられますが、25％といっても、ＡＳＥＡＮ、韓国、メキシコ、メリット

やデメリットの研究会をやっているようなインド、オーストラリアと全部やって

も、そのぐらいだと思うのです。更に50％になると、中国はもちろんのこと、Ｅ

Ｕもアメリカも視野に入れなければならない。そうすると、ＷＴＯの補完という

位置づけは、そもそも何だったのかということになるのではないかと思うのです。

これを考えるには、例えば、中国がＷＴＯに入ってどうするのかといった問題も、

ある程度見極めなければならないので、私は、「急げ、特にＡＳＥＡＮ、韓国は、

どんどん急げ」ということには異存はありません。しかし、数値目標、特に50％

となると、初めから考え直さなければ、こうはいかないのではないかというのが、

素朴な疑問でございます。 

（竹中議員）  麻生大臣。 

（麻生議員） 政府としてＷＴＯを優先してＦＴＡを遅らせたことは間違いないので、

ＦＴＡの取組みを加速する必要があるというのは結構だと思う。 

ただし人と物の話だけでなく、サービスの話も忘れずにして欲しい。最近、ボ

ーダフォンをはじめＩＣＴの分野が注目を浴びていますが、諸外国においても相

互接続制度を整備しない限りは競争的事業者の参入が進みません。両方とも重要

であると思いますので、これはぜひ御記憶をいただきたいと思っています。 

また、回線の小売りを認めさせる交渉を進める必要があります。サービスのた

めの制度整備という点はぜひご記憶いただきたい。 

もう１点、外国人労働者の問題について。 

以前、外国人労働問題委員会で新宿歌舞伎町を視察したことがあるが、１回ぜ

ひ参考のために新宿歌舞伎町だけは行かれた方がいいと思います。 

同じ町内でも新大久保の方に行けば韓国語、他方ではヒスパニック語、広東語、

福建語と使われている言語が多種多様です。歌舞伎町ではお巡りさんは11か国語

をできないと務まらぬと言われているほどです。 

また、犯罪率も以前より悪くなっていると考えられ、ＦＴＡの問題は、このよ

うな現実を知った上で考えていかないといけないだろう。法務省としては、とて

 12



 
平成 17 年第８回 議事録 

 
ももたないということになりかねないし、人の問題はかなり大変だと思います。 

（竹中議員）  各大臣には、大変申し訳ないのですが、逢沢副大臣が時間の関係もお

ありなので先にお願いします。その後、中川大臣お願いします。どうぞ。 

（逢沢外務副大臣） ハワード首相のお迎えにまいりますので、恐縮でございますが

お先に失礼いたします。 

（竹中議員）  特によろしゅうございますか。 

（逢沢外務副大臣） はい。 

（竹中議員） それでは中川大臣お願いします。 

（逢沢外務副大臣退室） 

（中川議員） まず、貿易あるいは輸入を守る手法として、関税の税率があるのです

が、税率には貿易を守るという趣旨と関税収入という２つの側面があります。特

に途上国においては関税収入を重要視されることがある。 

日本の財源が大変厳しいということはわかっておりますけれども、税率は、よ

ほどのものを除いては、先進国においては、余り重要視しなくていいのではない

かと思っております。 

それから、民間議員の皆様の25％、50％という数値目標はちょっと変動要因が

大き過ぎるような気がしてなりません。 

仮に、アメリカとＦＴＡを結んでいてオーストラリアと結んでいないような場

合に、ＢＳＥが発生し、牛肉の輸入に占めるアメリカの割合が大幅に減ってしま

うような場合。あるいは、ＦＴＡの１つの対象地域になり得ると考えられる中東

地域について、万が一中東リスクが起こった場合に、石油貿易についてどのよう

に考えるか。気持ちとしては、数値目標を挙げてインセンティブにしたいという

のはわかりますが、これをどの程度の公約にするのかにもよるでしょう。 

また先ほど申し上げたように、実はＷＴＯが今非常に大事な時期に来ておりま

して、ＷＴＯにおける日本の存在というのは、正直言って、かなり厳しい状況に

あります。これは農業だけではありません。全体的に厳しい状況にあります。そ

のため、スピード感を持ってやっていくということはもちろん大事だと思います

けれども、あくまでも車の両輪であるＷＴＯとの兼ね合いや、国によっては貿易

額で見る国もあれば関税分類で見る国もあるように、交渉相手国の個別事情など

を勘案しながらやっていくことになるだろうと思います。 

最後にサービスについて。麻生大臣がおっしゃったサービスも実は大事です。 

例えば、車をつくり輸出しても、メンテナンスができなければ、ユーザーにと

ってのマイナスになる。タイのサービスの投資の例からもわかるように、ただ物

が売れればいいやということではないというのが経済連携の趣旨だと思います。

したがって、私は努めてＦＴＡという言葉を使わないようにしております。 

たしか前の関係閣僚会合のときに提案したと思いますが、Free Tradeではなく

て、Economic Partnership Agreement（ＥＰＡ）という言葉に統一した方が適切

な表現ではないかとふうに思いますので。 

以上です。 
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（島村臨時議員） 豪州とのＦＴＡについて少し触れさせていただきましたけれども、

急ぐのは良いのですが、米国産の品目と競合している部分が非常に大きいことが

問題。特に牛肉、小麦、砂糖などが非常に大きい。こういう貿易の状況が日本の

両側にあると、むしろアメリカとの経済摩擦を惹起する可能性がある点について

留意すべき。もちろん現状が豪州に対して気の毒ならば、どんなにでも協力した

いと思いますが、むしろその点は、豪州は十二分に満足しているような状況では

ないか。その点はよくお考えいただいて話をする必要があるのだろうと思います。 

もう１点、農林水産分野の交渉や妥結を急ぐ余りに他の分野の交渉をかえって

やりにくくしてないかという話がマスコミ関係者の一部で出たが、とんでもない

話です。このような交渉事については関係省庁が密接な連携のもとにやっている

ことでありますから、政府一体となって交渉していると御理解をいただきたいと

思います。 

（竹中議員）  尾辻大臣。 

（尾辻臨時議員） 一言で申し上げます。 

先ほど歌舞伎町の話もございましたけれども、やはり若者200 万人のフリータ

ー、50万人のニートの存在というのは深刻な話だと思います。彼らから雇用機会

を減少させたり、能力向上の機会を失わしめるというのは、これは本当に我が国

の将来にかかわる問題だということを、改めてもう一度申し上げたいと存じます。

そして、フリーター20万人を減らそうという方針への協力を改めてお願いを申し

上げたいと存じます。 

以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

若干とりまとめさせて頂きますが、中川議員はＦＴＡより広く、ＥＰＡという

言葉を使うべき。そしてこのＥＰＡが重要であるということについては言うまで

もなく、それをより広く、より早く、スピード感を持ってやっていくことが重要

である。そのために、今年が大変重要な年になるという点にも合意がある。この

ような意見が出された。また東アジアを中心に、質の高いＦＴＡを締結し、その

結果を何らかの形で数値的に確認していくことが必要だという御意見が民間議員

から出された。ただ一方で、明確な数値目標ということではなくて、恐らく数値

的な確認をしていくという意味ではなかったかと思います。 

それから個別の交渉については、民間議員から幾つかの要望が出されました。

オーストラリア、ＡＳＥＡＮを特に重視してほしいということでございますけれ

ども、これは政府一体となって、ぜひ積極的な対応を頂く。もちろんその場合、

様々な事情に政府として考慮していくということだと思います。 

そして各論としては、人、農産物、そしてサービスが重要ですけれども、それ

らは、当然、国内構造改革とのバランスが重要になってきますので、例えばフリ

ーターの問題との兼ね合い等々あります。そのため引き続き積極的に国内構造改

革との関連で御尽力をいただくということだと思います。 

一方で考慮・留意すべき点として幾つかの点が挙げられました。人の問題に関
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して治安が重要であろうという点。ＷＴＯとの関連を整合的にしなければいけな

いだろうという点。ＯＤＡの活用という点と絡めなければいけないという点。Ｆ

ＴＡではなくて、やはりＥＰＡ、より広い連携と言うべきではないかという点。

以上の点を留意事項としてやっていくということではなかったかと思います。 

総理、ここまでで何かございますか。 

（小泉議長） ＦＴＡ、ＥＰＡは紛らわしいな、統一しよう。 

（牛尾議員） ＥＰＡがいい。 

（麻生議員） ＥＰＡがいいですよ。 

（小泉議長） いずれにしても、これは確かに紛らわしいから統一する。 

それと、麻生議員が言われた歌舞伎町について。昨年から、不法滞在、外国人

の犯罪、組織暴力の拠点のように言われている歌舞伎町を安全な一般人も楽しめ

るまちにしようということでやっているわけだが、今、１年経ってどうなってい

るか検証しましょう。自治体の協力、警視庁、警察庁、法務省、全部協力して、

まずは歌舞伎町を安全にする。他の地域に犯罪が分散されると言われるが、もし

分散したらその地域を安全にするために取り組む。そのためにも、法務省を中心

によく点検して、どの程度よくなっているか検証するように。 

（麻生議員） おかげさまで、街の警察官の増員は進みました。制服のお巡りさんで

す。 

（竹中議員）  よろしゅうございますか。 

それでは、どうもありがとうございました。各大臣、いろいろとありがとうご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

（尾辻臨時議員、島村臨時議員退室） 

（竹中議員）  それでは、続いて２１世紀ビジョンについての御審議をいただきます。 

まず、とりまとめに当たられました専門調査会会長の香西先生から御報告をお

願いしたいと思います。 

 

○日本２１世紀ビジョンについて 

（香西「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会会長 以下、「香西会長」） 調

査会会長を仰せつかっていました香西でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

「日本２１世紀ビジョン」に関する専門調査会は、この経済財政諮問会議にお

いて設置が決まりまして、昨年の９月以降、専門調査会の下に４つのワーキング・

グループをつくって検討を進めてきたところでございます。 

本日御報告するのは、その４つワーキング・グループの議論を、体系的にとり

まとめたという形の専門調査会の報告書でございますが、お手元には報告書本体

のほかに４つグループの報告書も付けてございますので、必要に応じて、それを

御覧いただければ大変ありがたいと考えております。 

御説明は「『日本２１世紀ビジョン』ポイント」と書いてある資料に沿って簡

単に御説明をさせていただきます。 
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２１世紀ビジョンのサブタイトルといたしましては、「新しい躍動の時代－深

まるつながり・ひろがる機会」というのを採用しておりますけれども、本来は長

期的な展望をするということでございました。実際に長期的な展望をしていく１

つの結論として、ある意味で一番足下が大事であるということがはっきりしてき

たことが、この議論に参加した者の共通した感想であったと言うことができると

思います。 

つまり、現在こそ、まさに岐路に立っているということでありまして、構造改

革を怠ると、将来像は非常に暗い、回避すべきものであろうということでござい

ます。これは、やや暗い話で持ち出すということはどうかという意見もあったわ

けですけれども、むしろ、健全な危機感を持っていただくためには、そこから入

った方がわかりやすいのではないかということで、この回避すべき将来像につい

て、どういう危険があるかということを、簡潔にではありますけれども、最初に

申し上げて展開しているところであります。 

国際面で言えば、既に経済連携の話がございましたけれども、これに大きな潮

流となって進んでいる、それに乗り遅れることがいかに成長の機会を失うことに

なるか。できたものに後から参加することではなかなか国益も十分に徹底しない。 

そういうこともありまして、特にグローバル化ワーキング・グループでは、一

種の焦燥感をもって、この点をぜひ急ぐべきだということを言いたいために、そ

れが１つの大きな危機であり、回避すべき時点であることを強調しているところ

であります。 

国内経済の点につきましては、人口が減少いたします2030年までに約1,000万人

の人口が減少するわけであり、これからの25年間をとってみますと、今生まれた

人が25歳になるわけですから、労働力というのはその間に確実に減っていくこと

になると思います。 

また、高齢者が増えてくるので、当然貯蓄、貯蓄率が減る。稼いで貯蓄をする

世代が減り、貯蓄を取り崩す世代が増えてくることから、経済全体としての貯蓄

率も低下してくる。したがって、資本蓄積の規模が少しずつ小さくなる可能性が

ある。そうなると生産性も停滞するかもしれない。 

これまでのように、人口増加と経済成長、高い成長が前提となっている政府の

システムをそのまま持っておりますと、大きな政府というのは必然的になって、

経済活動の重し・足かせになるであろう。そうなると活力を欠いた高負担高依存

社会という先が見えてくるということであります。 

私どもの行ったインターネット調査でも、2030年は非常に多くの人が暗い予想

を持っており、若者が減少する、社会負担が非常に重くなるということを懸念し

ていることが明らかであります。そういう事態になりますと、なかなか努力して

も報われない。格差が固定するのではないか、過疎地域だけでなく、様々な地域

で高齢化の現象が激しくなるのではないか。過疎地域がよく注目されますけれど

も、大都市の近郊のマンションが建っているような地域が一斉に高齢者のすみか

になってしまう。郊外のゴーストタウン化ということも注意すべきではないかと
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考えております。 

これに対し、打ち破って目指すべき、このような環境変化に対応してどんどん

新しく構造改革を進めていくということが将来像を確保するために必要なことで

ありまして、「壁のない国」ということで、経済統合を推進したいということで

あります。それには世界中の人が訪れたい・働きたい・住みたい国になる。その

ことが日本人にとっても、いい国であり、自分の母国だということの意識につな

がるだろうと強調しております。 

２１世紀の世界を考えますと、単に武力や経済力ということではなくて、魅力

と存在感のある国になって、そこに人、情報、財、資本、技術も集まることが必

要で、そのためには「個性と地域が輝く文化列島」となるべき。これが、国の安

全のためにも、様々な意味で必要なことではないかと考えております。 

そのためには、日本の中に世界人をつくることと同時に、日本のことを知って

いる人を大きく増やし、地球的な課題の中でリーダーシップを発揮していくこと

が、日本にとって必要なことでありますが、最近の情勢を考えると非常に重要な

重い課題になりつつあると考えております。 

国内経済につきましては、列島開放が生む活力を生かし、生産性と所得の好循

環を実現していくことによって、緩やかな衰退する経済ではない経済をつくって

いきたいということであります。生産性と所得というのも、従来のように貧乏な

国が外国の技術を学んでキャッチアップするような形の生産性と所得の循環では

なくて、既にある豊かさを活かしながら、それが生産性の基盤になっていく。そ

の豊かさの中には、日本の文化、感性などが、技術の中にも統一され、含まれて

いく形で生産性が上がっていくことが望ましいのではないか。このように考えて

おりまして、これからは、多様多才なプロフェッショナルが活躍する世界になる

のではないか。そうでないとなかなか世界の知的開発の一翼を担うことが難しい

のではないかと思います。 

それと同時に、活力を欠く高負担高依存社会を避けるためには、政府は小さな

政府を維持しなければならないと考えますけれども、公共的な仕事は非常に豊か

に供給しなければいけない。国民が選ぶ公という価値をどのように提供するか。

結局は政府でない組織であっても、公共的な役割を果たすような仕組みを工夫す

ることが、現在の大きな政府を防ぎながら公共的な需要にこたえていく。経済活

動を広げていく。そのことにより、公共のためにも役に立つという生きがいを持

って、例えばＮＰＯなどのような形で、公共の一端を、個人や地域や様々な組織

が分担していくという形を持ちたい。それをここでは「豊かな公・小さな官」と

いう形で表現しております。 

一方、財政については、将来世代への負担を先送りしないで、それから歳出歳

入構造を改革していく。財政再建をすることが、大きな政府を防ぐことになりま

して、生産性上昇を保つために、ぜひともしなければならないことであると考え

ております。 

個人の面で考えますと、現在、日本は世界一の平均寿命を持っておりまして、
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高度成長期に達成された大きな成果でありますけれども、将来としては、ただ長

生きするだけではなくて健康な老年を送る。「健康寿命」という概念が世界保健

機構で定義されていますが、現在、その保健機構の判断では、日本は大体75歳と

言われております。80歳にしていくと、全員が働くことができるではないにして

も、社会的な参加はできるということであり、高齢化を克服して暗くない高齢化

となる。時間的余裕のある、「時持ち」ですが、裕福でなくても時間的余裕のあ

る高齢化社会、一生、生涯ということを実現できるのではないか。楽しく働き、

よく学び、よく遊ぶということが可能になるのではないかと考えております。 

そうなりますと、やはり個人というものが長い生涯の間にいろんなことが実験

できる。仕事で働くことができるし、夢を実現したり、志を再生して再挑戦がで

きることが可能になるのではないかと考えております。格差の固定化を防ぐため

には、個人個人が機会を利用でき、また、機会がたくさん供給されている。その

ようなことが必要ということを主張しております。 

また、地域によっては高齢化が進む中で、過疎的になり、選択や集中が必要に

なる場合もあるかもしれませんが、その地域、地域で自主性を持って、地方に決

定力を移譲していく形の中で、地域ごとのあり方を考えていただく。そして、地

域間で競争して、この問題を全国的に見ても解決すべきではないだろうか。この

ような観点で、報告をまとめております。 

もう１つ、「『日本２１世紀ビジョン』における経済の姿・指標」いうのがご

ざいます。これはあくまで１つの想定でありますけれども、議論の過程で幾つか

の指標を書いております。 

２ページ目をご覧いただきますと、大体、経済成長そのものは大体１％台半ば

というわけでありますが、それは人口が減ることを考えると、大体１人当たりで

は２％程度に伸びが維持できるのではないか。それだけの成長ができれば、2030

年においても全体の規模としては別ですが、先進国の一端、ヨーロッパ並みの高

い所得水準というのを維持できる可能性がある。このような見方になっておりま

す。 

３ページ目は、貿易収支についてご覧いただきますと、徐々に赤字になってい

くということですが、これまで、これからも経常収支の黒字が続いていくことで

ありまして、所得収支、これまで投資したものの上がりは依然大きな黒字になり

ますので、ならしてみれば、２％程度の経常収支黒字になれるのではないだろう

か。 

４ページ目の産業の面では、非製造業が雇用の面その他においてウェイトが高

くなる。これはある意味で製造業の方が、生産性は常に高いからでありますが、

製造業の中でも、例えばファッションを含むと衣料品輸出といったことは、従来

余り考えていませんでしたけれども、そういった産業も、これから日本の産業と

して期待できるわけでしょう。 

６ページ目には外国人旅行者について。アジアが豊かになっていく、大きな人

口を持っているアジアで観光ブームが起きることなども計算に入れると、外国人
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の旅行者は倍々ゲームで4,000 万人といったこともあり得るのではないかという

ことを構想にしています。先ほど申し上げた平均寿命といったようなことは、そ

の後に出ています。 

この研究報告は、特に政策をこうしろという、従来の経済計画とは違い、ビジ

ョンでありますので、むしろグループの意見をこういう形でとりまとめて提言さ

せていただきました。御参考に供しうればありがたいです。 

その中には、幾つかの話題も残っておりまして、例えば、「経済財政展望ワー

キング・グループ報告書」というのがございますが、50ページに財政展望の数字

なども試算したものを掲げております。これは現在、歳出抑制を中心に財政健全

化を図ることを努力しておりまして、2010年代初頭にプライマリーバランス均衡

ということを、黒字化ということを目標としております。今後、歳出歳入一体改

革の中で、それをどのようにこなしていくかということです。 

2010年代初めにそうしないと、後は非常に大変な財政危機になるということで

ありますが、それが達成されたとして、その後どうするかについて、結局は小さ

くて効率的な政府を維持する。そのためには、むしろ基礎的財政収支の黒字も残

していく。均衡するという目的が達成された後も、やはり黒字を残していくとい

うことが大事だと考えております。 

その中で基礎的財政収支の黒字を残しながら負担率を抑えていく。歳出抑制で

いくのか、若干の国民負担増、どれだけの負担増を求めていくかも議論としては

行っています。しかし、そのようなことについては、これからの国民的な議論の

中で消化していただけるのではないか。また、参考になるのではないかと、議論

をとりまとめました。 

概ね以上のことで報告させていただきます。 

（竹中議員）  ありがとうございました。今回のこのプロジェクトは、諮問会議で設

置を決めて、まさに日本を代表するそれぞれの分野の方、60人程度の人に参加を

していただきました。これには経済、学者、そして各省庁の企画官クラスの方に

も参加をしていただいて、８か月間続けて議論を出した。これほど本格的にビジ

ョンをやったのは、私の認識では大平内閣以来のことではないかというふうに思

っております。 

今、香西先生から御紹介いただいた、数値、数字も参考として、あえて大胆に

提示をしていただいておりますので、いろんな形からの御議論をぜひいただきた

いと思います。 

どうぞ御意見ございましたら。麻生大臣。 

（麻生議員） この間も香西先生に申し上げたのですが、短時間でこれだけ、たいし

たものだと思います。私は、この部分は、今回のところですごく良いと思ってい

ます。幾つかあります。 

１つ目は、日本がこれまで国家目標にした言葉は、「尊王攘夷」、「文明開化」

など常に全部漢字で四文字です。だから、漢字で四文字以外は国家目標にならな

いということだと思いますので、例えば「高齢克服」などというのは良い言葉だ
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と思います。この国は高齢者が間違いなく増えてくるので、老人が好む「好老社

会」とか、そういった漢字四文字の言葉を何か創っていただきたい。 

それから、全人口の19.5％にあたる65歳以上の人が、1,400兆円という個人金融

資産のうち、750兆円持っている。元気な高齢者に、どうお金を使ってもらうか、

活力をどう活かすのかをやっていただきたい。 

日本の売りは治安が良いということ。金持ちは大体高齢者ですが、観光を含め

まして、金持ちが来たくなる国というのは良い国なのだと思うのです。その意味

で治安が良いというのは、日本の持っている優位性です。 

（竹中議員）  香西先生、コメントがもしございましたら言っていただくとしまして、

後でお願いします。福井総裁どうぞ。 

（福井議員） 私も香西先生の御説明を非常に感銘深く拝聴いたしました。 

分厚い報告書ですので、今後よく読ませていただきますが、今御説明を承りな

がら、各専門調査会の報告書の概要部分を読ませていただきながら感じましたの

は、将来ビジョンを３つの将来像という形で明確に示されておられることと、そ

の実現のための具体的な戦略を書かれているという点で、非常に高い評価を受け

得るものではないかと感じております。 

なお、日本銀行の金融政策の運営との絡みでは、重要な物価安定数値目標によ

る金融政策の枠組み、つまりインフレーション・ターゲッティングの導入を検討

することを書いていただいております。この点につきましては、日本銀行も、将

来の金融政策運営上の１つの選択肢として、十分これから検討していかなければ

ならないと率直に考えています。 

結論に至りますまでには、相当慎重に検討させていただきたいと思っておりま

す。大きく分けると、２つの点があると思います。１つは、まずはデフレを脱却

し、そしてデフレ脱却後の日本経済について、おそらくは今よりも更にグローバ

ル・エコノミーと一体化が進むという変化の中で、物価形成メカニズムがどのよ

うに変わっていくのかということを、やはりきちんと認識し、その上で政策を選

択について検討していく必要がある。そうしないと、理論と実態が乖離してしま

い、なかなかうまくいかないという気持ちがあります。 

もう１つ、金融政策運営の透明性向上のための道具とする、という観点からも

検討していかなければいけません。ただ、この観点からは、これからも他のいろ

いろな方法も併せて、実際にできることを積極的にやっていきたいということで

あります。その上で、インフレーション・ターゲッティングが透明性向上の決め

手になるかどうか。これは将来の時点において、政策運営の機動性確保という点

と矛盾がないかどうかを含めて、我々として真剣に検討させていただきたいとい

うふうに思っております。 

（竹中議員）  谷垣大臣。 

（谷垣議員） 自由闊達にいろいろな方が議論されまして、難しい問題をよく体系的

にまとめていただき、その方向性には大変貴重なものがあるので、よく勉強させ

ていただきたいと思っております。 
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公的サービスの水準の見直しは不可欠であり。一定のサービス水準を維持する

ことになるならば、国民負担を求めなければならないことをはっきり指摘された。

それから、大変な目標でございますが、プライマリーバランスの黒字化を達成し

た後に、更に公債残高、対ＧＤＰ比率の低下を目指していく必要があることを明

確に指摘していただいた点も大事なことだと思っております。 

今日は、詳しく御説明はありませんでしたが、報告書に添付された参考試算を

拝見しますと、将来の経済の姿は、やや楽観的に描かれているのではないかと感

じますし、社会保障経費の自然体での伸びが、最近の傾向からしますと、やや低

く見込まれているのではないかと思います。 

改革努力を怠れば破滅的な状況になるぞというメッセージを打ち出すのに努め

て努力いただいたことは、私は大変ありがたいことだと思っております。 

ここで提言されている将来像をどう実現していくか、特に制度にどう落してい

くかということについて、相当まだ議論が必要であると思っておりますが、私ど

ももよく勉強させていただきたいと思っております。 

（竹中議員）  吉川議員。 

（吉川議員） 私も、「日本２１世紀ビジョン」の内容に、基本的に賛同しますので、

この報告書をまとめられた香西会長に敬意を表したいと思います。 

こうしたビジョンを持つことには様々な効用があるのだろうと思いますが、１

つの大きな効用は、ただ、長期的な姿について語るだけではなくて、現在の第一

歩、具体的なアクションにおいて基本的なところであやまたない、そうしたこと

に活かされることが一番大事だと考えております。 

具体的には、今日の会議でもＦＴＡ／ＥＰＡについて議論しました。各議員の

お話を伺っていると、ＢＳＥの問題、不法入国者の問題、それからニート、フリ

ーターの問題の話がありました。 

いずれも大変に大きな問題で、無視することができない重要な問題だと思いま

すが、ＦＴＡやＥＰＡについて、こういう問題があるから、日本としては消極的

に受けとめよう、慎重にやろうということなのか、あるいは、そうした問題があ

るにもかかわらず、我々はそれを積極的に進めていくのか。２つの道で、第一歩

で大きく別れるところだと思います。 

先ほど香西会長からも御説明がありましたが、この点について「日本２１世紀

ビジョン」を見ますと、「回避すべき将来像」の一番上に「（国際経済）」とあ

って、経済連携が遅れ、成長機会を失えば、日本はやがて閉ざされた元経済大国

になるであろうと書いてあります。一方「目指すべき将来像」のところには、「壁

のない国」、「世界の中のかけ橋国家」云々と書いてある。私はこれが日本にと

っての将来のあるべき姿だと思います。ぜひとも、こうした将来像がＦＴＡ／Ｅ

ＰＡも含め足下での具体的なアクションに活かされることを願っております。 

以上です。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） この２１世紀ビジョン、非常に示唆に富んだもので、御苦労されてつ
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くられたことを心から敬意を表したいと思います。構造改革を怠る場合と進める

場合ということで、当然、こういうことになっては困るわけですから、当然、進

めなければいけない。香西先生のお話を伺っていても、システムとしての構造改

革と、やはり日本の最大の財産は人間であって、人間が元気で、技能や経験を持

って、そして意欲があれば構造改革を刺激し、またその人たちも生き甲斐を持っ

て何回もチャレンジできるという趣旨だろうというふうに勝手に拝察しておりま

す。 

私のところで言うと生産性の上昇と所得拡大との好循環ということにも関連し

てまいります。いわゆる新産業創造戦略で言いたいことも、結局はより高いレベ

ルで香西先生にまとめていただいたと思っております。 

新産業創造戦略は今、Plan－Do－Checkの段階に入っておりますので、「新産業

創造戦略2005」というものを近々まとめて御報告をさせていただきたいと思いま

すが、私のところは言わば、このパーツのようなもので、全体像をこのようにお

示しいただき、我々にとっても作業する上で大変ありがたいことだと思います。

ありがとうございました。 

（竹中議員）  牛尾議員。 

（牛尾議員） 大変御苦労いただき、すばらしいものつくってもらいました。私も１、

２回会議に参画して、若い人たちの表現力の新しさというものは非常に良いなと

思いました。「時持ちが楽しむ健康寿命80歳」は、「金持ち」よりも「時持ち」

だという、金がなくても時があればいいということ。また、経済だけがすべてで

はなくて、文化的な背景があるから経済競争力があるという発想とか、いろいろ

なところで個人の夢が実現する多様多才な社会とか、世界の中のかけ橋国家にな

るというのも非常に新しい概念だと思うのです。 

そのような点で、これが現実に下りてくると、何甘いことを言っているかと潰

すのではなく、非常に新しい表現力に秘められた魅力というものを、この国の現

実にどう活かしていくか。ＥＰＡの話でも、壁のない国とはほど遠いし、そうい

うものに向かって、胸をときめかして若い人が努力をするという環境をこれから

政治がつくっていく必要があるということを強調したいと思います。 

以上です。 

（竹中議員）  奥田議員。 

（奥田議員） 一言だけ申します。一番大きなページの真ん中に書いてあるのですが、

「列島開放が生む活力」で、「多様多才なプロが働く、世界の知的開発拠点」と

書いてありますが、まさに私はこれと同感であります。しかし、各省庁の中には、

これに対しては、特に外国人労働力の問題として、単純労働力として外国人を捉

えて、後ろ向きなところがあるというのが気になった、ぜひ国としても考え方を

はっきりさせてほしいと思います。 

（竹中議員）  香西先生、もし何かコメントがございましたら。手短にお願いします。 

（香西会長） おっしゃっていただいたことで、私の方がむしろ大変恐縮しておりま

す。例えば、新産業創造戦略については、私どもの方が勉強させていただいた。
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経済と社会の関係は、最初は日本経済ビジョンというような感じでスタートしか

けて、この諮問会議で経済を外して広くということがあった。経済をやっている

人間と社会のことを考えている人間がうまく一緒にやれるかと心配はしていたの

ですが、やってみると、実は技術の問題も、社会の問題も、経済の問題も非常に

重なっている。そういうことを本当に痛感させていただいたということでござい

ます。 

例えば、外国人労働力については、グローバル化のグループからは非常に切迫

した感じで提言が出ておりまして、現在、入ってくる人の多数が、例えば興行関

係になっているので、むしろ、きちっとした資格を持っていること、それから日

本語ができること、そういう条件を付けて開放すべきではないかというような提

言も入っております。 

個別提言についても各論の方にいろいろ示唆しておりますので、御検討いただ

ければありがたいと考えております。 

以上です。 

（竹中議員）  ありがとうございました。総理。 

（小泉議長） どうもありがとうございました。 

この２１世紀ビジョンの目指すべき将来像に沿って、今、小泉内閣で各論に入

って改革を進めている。どうかポスト小泉を担う方々は、政策発表の差異はこの

ビジョンをバイブルとして活用していただいて、改革を加速していただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

（竹中議員）  ありがとうございました。それでは、しっかりと活用していきたい。

また、広報もしっかりやりたいと思います。広報の過程ではコンファレンス等々

で大臣、民間議員の方々にも御協力をお願いすると思います。どうぞよろしくお

願い申し上げます。麻生議員からあった四文字熟語の目標を含めて、しっかり対

応いたしたいと思います。ありがとうございました。 

（小泉議長） どうもありがとうございました。 

（以 上） 


