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 経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第８回） 
 

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年４月７日(金) 17:34～18:34 

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        安倍 晋三  内閣官房長官 

同         与謝野 馨  内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同         竹中 平蔵  総務大臣 

同         谷垣 禎一  財務大臣 

同         二階 俊博  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    杉浦 正健  法務大臣 

臨時議員    川崎 二郎  厚生労働大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１） 成長力・競争力強化について（グローバル戦略） 

（２） 歳出・歳入一体改革について 

3.閉会 

 

 (説明資料) 

○ グローバル戦略の具体化に向けて（その２）（有識者議員提出資料） 

○ 第３次出入国管理基本計画のポイント（杉浦臨時議員提出資料） 

○ 外国人労働者の受入れについて（川崎臨時議員提出資料） 

○ グローバル経済戦略について（二階議員提出資料） 

○ 「歳出・歳入一体改革」中間とりまとめ（与謝野議員提出資料） 

 

（配付資料） 

○グローバル経済戦略＜概要＞（二階議員提出資料） 
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（本文） 

○議事の紹介 

（与謝野議員） 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。 

（プレス退場） 

（与謝野議員） 本日は概ね１時間で議事を終了いたしたいと思います。 

 本日の議題でございますが、川崎厚生労働大臣、杉浦法務大臣においでいただ

いており、初めに、グローバル戦略を中心に、成長力・競争力強化について御審

議をいただきます。その後、歳出・歳入一体改革ついて、本日は、６月の選択肢、

工程表の策定に向けて「中間とりまとめ」をお示しする予定でございます。 

 それでは、グローバル戦略に関して有識者議員から資料が提出されております

ので、御説明をお願いいたします。 

吉川議員お願いします。 

 

○成長力・競争力強化について（グローバル戦略） 

（吉川議員） それでは、「グローバル戦略の具体化に向けて（その２）」という、私

ども民間議員の名前が書いてある紙を御説明いたします。 

 外国人の受入れをめぐる問題についてであります。まず総論としまして、外国

人の受入れ問題については、グローバル化の進展の中で我が国の経済社会の活性

化を一層促進する観点から、高度な外国人人材の受入れを拡大する。それから、

外国人人材の活用方策全体について、これには様々な問題がありますので、果断

に見直しつつ、受入れ拡大によって発生する問題点を最小限にする。私どもも問

題があることはよく認識していますが、問題があるから外国人の受入れには消極

的であろうというのではなくて、そうした問題点を解決しながら、結果として受

入れを拡大していくことを考えないといけないのではないか、これが私たちの基

本的な考え方であります。 

 以下、申し上げる諸点について、５年後を目途に状況の抜本的改善を図る必要

があるのではないか、このような提言をしております。 

 まず「１．外国人の受入れ範囲」でありますが、高度人材については、基本的

に受け入れるということになっていますけれども、国際的に見て我が国の外国人

研究者の新規入国者数は、少ないばかりではなくて減少傾向にあります。この点

につきましては、総合科学技術会議とも連携をしながら、研究開発基盤の強化や

留学生の受入れ拡大、あるいは留学生が学校を出た後の国内就職を促進するなど、

海外の優れた人材を日本国内に誘導する環境を整備する必要がある。 

 ２番目に高度人材の受入れ拡大に向けた制度面の整備、これが必要ですが、以

下申し上げる事項を含めて、法務省を中心に早急に検討を行い、グローバル戦略

をとりまとめる５月半ばを目途に、対応の方向性を明らかにしていただく必要が

ある。 

 具体的に申し上げますが、１つ目は在留期間の上限を５年程度に延ばす必要が

あるのではないか。２つ目は必要とされる実務経験年数の要件緩和を行う必要が

 2



 
平成 18 年第８回 議事録 

 
あるのではないか。３つ目は卒業後に起業準備を行う留学生への在留資格の付与

を考える必要があるのではないか。現在でも、日本の学校に留学し、卒業して就

職する留学生は就職活動できるようです。しかしながら、業を興す、起業準備を

行うという留学生については、在留資格がないという問題点があるので、この点

について在留資格を付与することが望ましいのではないか。それから、４つ目は

「家族滞在」の在留資格が認められる範囲を拡大する必要があるのではないか。

こういうことを言っております。 

 ３番目は、今後、労働力人口が減少していく、これは現在進行形で進んでいる

わけですけれども、女性・高齢者を一層活用するというだけでは適切な経済成長

を確保できないおそれがある。あるいは日本人の生活を支える厚生という点でも、

外国人の労働力に頼った方が日本人の厚生水準が高まるのではないか、そういう

分野が考えられる。 

 具体的には、高齢化の進展に伴ってサービス分野、とりわけ介護等について、

外国の労働者の助けを借りた方がいいのではないか。その場合、現在、専門的・

技術的分野と評価されていない分野に関しても、受入れ範囲の見直しを検討する

ことが必要なのではないか、このように言っております。 

 ちなみに介護につきましては、将来の需要見通しについて、日本人による供給

で十分だという議論があるんですが、それは日本人の介護士の供給、将来見通し

そのものが日本経済の将来の姿、すなわち生産性の高い他のセクターにおける労

働需要に依存して相対的に決まるものですから、それを一義的に決まったものだ

と考えて、国内だけで需給が足りるというような議論は、やや問題があると私は

思っております。 

 ２ページにまいります。４番目として、ＥＰＡ交渉においては、看護・介護人

材の受入れや、現行の外国人研修・技能実習制度の見直しを求めている国がある

ことを踏まえ、こうした国についても相手側の立場に立って、結果としてもう少

したくさんの人が入ってこられるような、柔軟な対応を考える必要があるのでは

ないかということを言っております。 

 次に、「２．在留管理の強化」。これは現行の在留管理システムにおいて、入国

後の在留状況を的確に把握することが困難であるほか、結果として不法就労の問

題というのが存在する状況にありますが、外国人の受入れを拡大するためには、

その前提として、実効性のある在留管理システムを構築する必要がある。そのた

めに制度の見直しをしていただく必要があるということを言っております。 

 その場合に、制度の見直しというわけですが、縦割り行政の壁ということがあ

るようであります。不法就労・不法滞在している外国人についても、例えば、住

民サービスを適用するといったことが起きているという指摘もございます。縦割

り行政の壁を打破して、関係省庁が効果的に連携し、平成18年度内に在留管理の

実効性を担保するシステムの構築について結論を得る必要があると思っておりま

す。 

 それから、「３．受入れに向けた環境整備」を進める必要がある。外国人労働者
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の受入れ範囲の見直しを検討するに当たっては、一旦受け入れた外国人は家族を

呼び寄せて定住化する傾向が強いわけですから、その定住化により生ずる社会的

コストにも留意する必要がある。 

 それから、日系人をはじめ現在受け入れている外国人労働者についても、医療、

子弟の教育、地域住民との摩擦など様々な問題が生じている。これは我々もよく

認識しているわけでありますが、これについては、地方自治体もさることながら、

やはり国が的確に対応する必要があると考えております。 

 ただ、１番初めにも申し上げたとおり、外国人の労働者に日本に入ってきても

らうという場合には、当然そこに摩擦も生じるだろう、問題が生じるだろうとい

うことは、我々はよく認識しているわけです。そこで２つの道が出るわけです。

問題があるから、余り入ってきてもらわないようにしようというのが１つであり、

もう１つは問題があるけれども、その問題を解決しながら、もう少したくさんの

人に入ってきてもらおうというもの。２つの考え方があると思うんですが、私た

ち民間議員の考えは後者のほうで、環境を整備しながら、もう少したくさんの外

国人労働者に入ってきてもらう方が、日本の経済社会の将来にとっていいだろう

という考え方でございます。 

 以上です。 

（与謝野議員）  続きまして、奥田会長から補足説明をお願いします。 

（奥田議員） 私から付言申し上げたいと思いますが、御存じのように、現在、我が

国は人口減少時代に突入しているわけでございますが、その対応として、高齢者

や女性の活用、それからＩＴの活用といったものを進めていく必要があることは、

よく言われております。しかし、今後出生率が思ったように上昇せず、長期的に

人口が減少し続けますと、こうした対応だけで、特に現在、様々な現場に単純労

働者が入っているわけですが、労働力の減少を補うことは非常に難しいと思って

おります。したがって、海外からの高度人材をはじめとして、単純労働者も含め

た幅広い人材の受入れについて、長期的に必要性を議論すべきであると思ってお

ります。 

 私から以上です。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。 

 それでは、杉浦大臣、川崎大臣、二階大臣から資料が提出されておりますので、

まず、杉浦大臣から御説明をお願いします。 

（杉浦臨時議員） 外国人労働者の受入れにつきましては、出入国管理法に基づいて、

５年ごとに改定し、昨年３月に策定いたしました、「第３次出入国管理基本計画」

におきまして、経済、社会の変化に応じた在留資格の整備等を行い、専門的・技

術的分野における外国人労働者の受入れの推進を掲げております。さらに、研修・

技能実習制度の適正化、長期にわたり我が国社会に在留する外国人への対応等も

掲げております。 

 現在、河野法務副大臣を首席とする今後の外国人の受入れ等に関するプロジェ

クトチームにおきまして、外国人労働者の受入れの問題や研修・技能実習制度の
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あり方、外国人の出入国管理、外国人全般の在留管理のあり方などについて、幅

広く議論しているところでございます。御指摘の点につきましても、このプロジ

ェクトチームで幅広く議論していただきたいと思っております。 

  資料は、「第３次出入国管理基本計画のポイント」の１枚紙がお手元に配付され

ていると思いますが、これでございます。 

  以上です。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。 

 続きまして、川崎大臣からお願いします。 

（川崎臨時議員） 私の方から、資料「外国人労働者の受入れについて」という３枚

紙を用意させていただきました。 

 まず初めに、「専門的・技術的分野」の労働者については、政府基本方針にもあ

るとおり、我が国経済社会の活性化の観点から、積極的に受入れを推進すること

が必要だと考えております。 

 ただ、現実として、日系人、技能実習の人たちは、10年間で21万人から40万人

に増加しておりますけれども、技術を持つ人たちについては、７万人から12万人

となかなか増えていないのが実態でございます。そういった意味では、我が国の

高度人材受入れの制度、人数枠や自国の就職希望者を優先する労働市場テストな

ど、諸外国で導入されている制度もなく、実は開放的だと考えております。しか

しながら、なかなか受入れが進まない。私どももしっかり考えなければならない

けれども、この意識調査にありますように、働こうとする外国人と企業との間に

意識のギャップがあると考えておりまして、企業側にもぜひお考えを賜りたいと

考えております。 

 それから、２枚目の資料をおめくりいただきたいと思いますけれども、受入れ

範囲の拡大については、私どもは慎重な考え方を持っております。１つは、女性、

高齢者の雇用というお話がございましたけれども、基本的にまず若者の雇用が進

んでおりません。失業率も平成15年の10％を超え、今でも９％近い高い位置にあ

り、フリーター自身も200 万人、ニートは60万人という状況の中で、高齢者、女

性の雇用はもちろんですけれども、若者の雇用にもう少し着目をしていただきた

く、お願いを申し上げたいと思います。 

 特に正社員は、平成７年の3,779 万人の雇用が、今は3,300 万人だが、非正規

は1,000 万人から1,600 万人に増大をいたしてきております。何とか正規雇用を

お願いしたいという中で、労働市場の中に外国の労働者、特に技能を持たない労

働者を入れることについては、この雇用という面で大きな問題が出ると考えてお

ります。 

 それから、今、労働力人口が6,600 万人でございますけれども、若者、高齢者、

それから女性の雇用を考えますと、10年後は6,500 万人、すなわち100 万人減ぐ

らいの労働力人口になると考えておりますので、そういった意味で、「専門的・技

術的分野」以外の外国人を受け入れるということについて、私どもは、まだそう

いう段階に至っていないのではないかという考え方を持っております。 
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 それから、御議論いただきました問題点の方でございます。まず就学の問題、

治安の問題、それから３番目に生活保護の問題を少し挙げております。これは公

表資料ということで、あえて名前を伏せておりますけれども、Ｂ国の出身者では

約９倍に生活保護が増えております。すなわち日本へ来て、日本の男性と結婚し

て子どもをつくると、子どもの養育のために日本に残る権利が当然生じます。10

年間日本にいると永住権が得られます。これが急激に増えてきていることが実態

でございますので、そういった実態をぜひ御認識を賜りたい、このように思って

おります。 

 いずれにせよ、高度の技術を持った人たちを積極的に入れていきたいと思って

おりますけれども、専門的な技能を持たない人たちについては、私どもは、必ず

しも今拡大については賛成できないという立場でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。 

 それでは、二階大臣から御説明をお願いします。 

（二階議員） 前回、「新経済成長戦略」の中間とりまとめを御報告させていただきま

した。本日は、これまで何度か検討状況を御紹介してまいりました「グローバル

経済戦略」を最終的にとりまとめましたので、御報告をさせていただきます。 

 日本の成長と東アジアの成長の好循環をつくっていくことが、新経済成長戦略

の鍵の１つでありますが、グローバル経済戦略は、それを通商政策、国際経済政

策の面から支えるものであります。グローバル経済戦略の柱は、４つの戦略から

成り立っております。 

 資料、１ページ、東アジア経済統合と日本のイニシアティブについて御説明を

申し上げます。 

 第１の戦略は、東アジア経済統合に向けた戦略です。日本の経済の発展と東ア

ジア経済の発展は密接不可分であります。日本がイニシアティブをとって東アジ

アの経済統合を進めていくことが重要であります。東アジアでは、二国間やＡＳ

ＥＡＮ全体とのＥＰＡが進展し、また昨年末には東アジアサミットが開催され、

東アジア経済統合へ向けた機運が盛り上がっております。 

 委員の皆様も同じ想いであろうと思いますが、ＡＳＥＡＮ諸国から日本に対す

る強い期待が、国際会議等の場でよく言われるわけでありまして、私はこの期待

を痛感している次第であります。 

 ２つの大きな構想につきまして、提唱させていただきたいと思います。配付資

料の２ページをごらんいただきたいと思います。 

 １つは「『東アジアＥＰＡ』構想」。東アジアワイドでＡＳＥＡＮ＋日中韓＋イ

ンド、豪州、ニュージーランド等の16か国のＥＰＡを日本から提唱させていただ

きたいと思っております。2007年にはＡＳＥＡＮと日中韓、インド、豪州、ニュ

ージーランド、それぞれとＥＰＡに目途がつくことを踏まえ、2008年を目途に交

渉を開始したいと思っております。 

 もう１つは「『東アジア版ＯＥＣＤ』構想」であります。東アジア経済統合を推

進する強力なエンジンとなる機関が必要だと考えております。特に政策を研究し
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たり、提言したりする機能を強化していく必要があります。ＯＥＣＤ（経済協力

開発機構）を参考に、東アジア版ＯＥＣＤについて、アジア諸国と構想を深めて

いきたいと思っております。 

 その第一歩は、ＡＳＥＡＮの事務局の協力のもとに、日本の具体的な協力によ

って「研究センター」を設立したいと考えております。前回、新経済成長戦略で

実質ＧＤＰ2.2 ％、実質ＧＮＩ2.4 ％という成長率の目標をお示しいたしました

が、このような目標は東アジアＥＰＡと東アジア版ＯＥＣＤによる、東アジア経

済統合の効果を前提としているのであります。 

 第２の戦略は「企業のグローバル化と産業競争力の強化」についてです。産業

の競争力を強化するために、企業のグローバル化をいかに進めるかという戦略で

あります。私たちは約300 社にわたる企業にヒアリングを行ってまいりましたが、

海外展開をしている日本の企業の、いわゆる「駆け込み寺」のような機能の強化

を求める声が強かったわけであります。インド、ロシアについては、既に相談窓

口の一元化を行ってまいりましたが、さらに取組を進めていきたいと考えており

ます。 

 また、日本企業が海外戦略を立てやすいように、ＥＰＡに関する政府の行動計

画を明確化するために、政府全体で中期的な工程表の策定が必要であると考えて

おります。 

 次に「３．より開かれた魅力的な国づくり」について。第３の戦略は、より開

かれた魅力的な日本をつくる戦略であります。対内直接投資の促進や観光振興に

加え、「アジア人財資金（仮称）」の構想などにより、世界から優秀な企業や人材

が集まる環境をつくり出すことが重要であります。 

 第４の戦略は「４．地域戦略とグローバル共通課題への貢献」についてであり

ます。例えば、先進国との高いレベルでの経済連携や省エネ、環境面での協力、

国際版の「一村一品運動」をはじめとしたアフリカなどの途上国支援を、引き続

き展開してまいりたいと考えております。 

 これは結論でありますが、以上、グローバル経済戦略のポイントを申し上げた

いと思います。特に東アジア経済統合については、中国やインドが積極的にＡＳ

ＥＡＮへ働きかけるなど、主導権争いが今日加速化しております。我が国もタイ

ミングを失することなく、打って出ることが重要であり、急ぐべきだと考えてお

ります。また特に、インドや中国を除く他の国々から、日本に対する、しっかり

やってもらいたいという強い要請があります。東アジアＥＰＡについては、ＡＳ

ＥＡＮと主要国のＥＰＡが一巡する2008年を目指し、今から関係国と調整を始め

ておく必要があると考えております。 

 また、東アジアＥＰＡを進める上で、アメリカの理解を得ることが重要であり

ます。昨晩、アメリカのポートマン通商代表と電話で会談をいたしましたが、ア

メリカと同じ価値観を共有する我が国が、東アジアＥＰＡについてイニシアティ

ブをとることは、アメリカにとっても得るところが大きいはずだという考えを述

べましたところ、理解をされたようであります。 
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 また、東アジア版ＯＥＣＤの第一歩となる研究センターについては、早速、Ａ

ＳＥＡＮ各国と相談を開始し、１年以内にはぜひ実現をしたいと考えております。

これらに対して、政府一丸となって取り組む必要があることは当然であります。

「基本方針2006」に、東アジアＥＰＡと東アジア版ＯＥＣＤといった主要項目は、

ぜひ盛り込んでいただきたいと考えております。 

 民間議員ペーパーをご提出いただいたが、これに対して簡単なコメントを申し

上げます。 

 民間議員から御提言のありました外国人の受入れについては、海外の優秀な人

材の受入れを促進する重要性については、私としては大いに賛成です。問題点が

あることを承知の上での御提案でありますが、これは政府各関係の省庁で協力し

ながら解決策を模索すべきであると考えております。 

 かねて中国から日本に観光客を入れることにつきましても、自民党の中でも大

変な議論があったわけですが、最終的には小泉総理のリーダーシップによって、

この結論を得るに至ったわけであります。しかし今日、特段の問題が発生してい

るという状況にありません。ですから、こうした問題については、十分、状況を

調査の上、適切な判断を下していくことが重要であると考えております。 

 また、留学生に対する支援・強化をする必要があります。私たちは「アジア人

財資金（仮称）」の創設に加え、留学の後の日本での就職活動に対する支援を特に

充実すべきである。留学生向けの就職活動用のビザの創設など、先ほどお話があ

りましたが、このことは特に重要だと考えております。 

 第２に、優秀な技術者や研究者などの受入れを拡大するために、入国管理制度

の見直しが急務であると考えております。海外の優秀な人材の受入れの拡大は、

対日直接投資の促進の観点からも重要であり、そのための規制緩和についても検

討が必要だと思っております。 

 最後に、「新経済成長戦略」について。前回中間とりまとめの御報告をさせてい

ただきましたが、「新経済成長戦略」については、最終とりまとめに向けて、次回

の諮問会議から実質2.2 ％の成長を実現するために、必要となる具体的な政策の

柱について御提案を申し上げ、御議論していただきたいと考えております。 

 私の方からは以上でございます。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。 

 それでは御発言のある方、御自由に御発言ください。奥田議員。 

（奥田議員） 再度すみません。２点申し上げたいんですが、第１点は川崎大臣のお

話でございますが、私が申し上げているのは、すぐということは当然できない。

だから、こういう問題については時間をかけて解決を図っていかなければならな

い。そういった意味で、今、長期的に人口が減少し続けているという現実を見て

話をしているということ。それからもう１つは、様々な現場が外国人の単純労働

力で行われているという現実がある。これを解決できないのにどんどん人口が減

っていく。推計でいきますと、2010年から2015年の５年間で、１年間にいわゆる

昔から労働力と言われた、20歳から64歳の人口が年間85万人ずつ減っていく。５
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年間で年間85万人ずつ減っているという数字を見ていると、とても高齢者、女性、

あるいはＩＴの活用等、これらは当然、経済界として進めていきますが、これだ

けでもって今の経済状況を続けていく、経済活動を続けていくということは非常

に難しいという判断でございます。そういった意味で、長期的に、特に現場でと、

申し上げた次第です。 

 それからもう１つは、二階大臣のお話でございますが、これは我々経済界とし

てはまさに同意見でございまして、東アジアは将来世界の成長センターであり、

市場としても、また生産拠点としても重要地域である。特にこの地域と中国をは

じめとする各国が、今ＥＰＡの締結を盛んにやっているということで、我が国が

東アジアとのＥＰＡに乗り遅れると、日本の産業競争力に悪影響を及ぼして、新

経済成長戦略の一部が実現できなくなる可能性があるのではないかと思っており

ます。 

 この東アジアワイドのＥＰＡ構想とか、また東アジア版ＯＥＣＤ、これはぜひ

進めていただきたいと私どもは思っておりますので、ぜひ有効な枠組みを創設し

ていただきたいと思います。 

（与謝野議員）  川崎厚労大臣お願いします。 

（川崎臨時議員） 今、奥田会長から、長期的な課題というお話をいただきました。

確かに10年の推移では、6,600 万人の労働力人口が6,500 万人ぐらいまでは確保

できるだろう。しかし、その10年後先はどうか、20年後先ではどうだろうかとい

うことになれば、これは相当な人数が減ってくることは間違いない。したがって、

少子化対策の進捗等を見ながら、確かに長期的な課題として議論していかなけれ

ばならないことは、私もよくわかります。 

 それからもう１つは、現実の今の、この２、３年ということからすれば、国会

でも御議論いただきましたように、若者の雇用をぜひよろしくお願いを申し上げ

たいと思います。若者の雇用は極めて悪い状況にある。この10年間、確かに企業

がリストラ等厳しい時代でございまして、そのときに就職をうまくし損なった若

者が多く余っておりますので、ぜひその改善をお願いしたい。この問題について

は長期という意味では理解をいたします。 

（与謝野議員）  どうぞ谷垣大臣。 

（谷垣議員） 二階大臣から御説明いただいた「グローバル経済戦略」ですが、東ア

ジアのＥＰＡであるとか、あるいはグローバル化、国際競争力強化、大変包括的

な戦略をおまとめいただいたと思っておりまして、そのための施策もいろいろ盛

り込んでおり、今後よく、私ども御相談させていただきたいと思っています。 

 例えば、アジア人財資金等々非常に魅力的な構想だと思いますが、他方、今ま

でもかなり類似のものがありますので、そういったものとの関係をどう整理して

いくか等々、議論をさせていただく必要があろうかと思っております。 

（与謝野議員）  竹中大臣。 

（竹中議員） 二階大臣の御説明、東アジア経済統合のイニシアティブ、これはいろ

いろな問題もあると思いますけれども、ここはやはり１歩を踏み出す大変重要な
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ときであると私も思いますので、イニシアティブをぜひ期待申しております。 

 それから民間議員のペーパー、今日は、外国人受入れ、非常にタイムリーな問

題を提起していただいたと思っています。実は外国人労働については、内閣官房

に関係省庁の連絡会議がございます。そして、在留管理については、犯罪対策閣

僚会議の幹事会として、外国人の在留管理に関するワーキングチームというのが

ございます。ところが、この民間議員の書いている３番のまさに生活レベルにつ

いて言うと、これは国の中に検討の場がないというのが現状だと思うんです。 

 実はたまたま昨日の夜のニュースの特集番組で、これは愛知県、豊田市のそば

だと思うんですけれども、団地の半分が外国人であり、そこで、例えば、ごみ収

集の１つのルールがなかなか定着できなくて大変な混乱が起きている。つまり、

生活の場での混乱というのは、もう起きていると思うんです。そういう問題は自

治体に全部持ち込まれていまして、こういう問題があるので、実は明治大学の山

脇先生にヘッドになっていただいて、多文化共生の研究会というのをつくり、い

ろいろな事例を集めて、自治体には周知をしました。ただ、自治体には頑張って

もらうんですけれども、国のレベルで生活の問題、この検討の場というのは、や

はり何か必要なのではないかと思います。ここは民間議員の問題意識とも合致す

ると思いますので、いろいろ御検討いただければと思います。 

（安倍議員） 今、総務大臣からも御提言がありましたが、外国からの定住者の方々

が大変増えているんですが、これらの方々が言葉の問題等々があって、国内にお

ける非行の率、学校に行かないという率が非常に高まっておりまして、この方々

たちに対してしっかりと指導していくということは、むしろ受け入れた我々の責

任ではないかと思います。地域といかに融合をうまくやっていくか、定着に対し

てどういう指針ができるかということは、必要に応じて、また省庁横断で考えて

いきたいと思っています。 

（与謝野議員）  本間議員。 

（本間議員） 私は昨日オーストラリアから帰ってまいりまして、訪豪中にダウナー

外相等ともお会いする機会を得たんですが、その時に、率直に感じたことを申し

上げますと、我が国のこれからの経済及び安全保障という点で、我々の今の状況

は大丈夫なのかという感じを強く抱きました。グローバル戦略というのは、各国

とも非常に真剣に考えておられまして、単に米や農業だけの問題ではなく、人と

の交流を通じながら、いかに平和的な環境、あるいは非常時の環境においても、

その国の存立や経済のあり方を真剣に取り組んでいるということを見聞きするに

つれて、我が国の状況は、ミクロのレベルにおける議論が非常に重要な要素にな

って、それが全体の議論の進行を妨げている嫌いがあるのではないかという感じ

も強く持っています。 

 その点で二階大臣の方から極めてタイミングのいい、しかも重要な論点を提起

していただきました。この「『東アジアＥＰＡ』構想」、あるいは「『東アジア版Ｏ

ＥＣＤ』構想」はぜひ実行していただいて、かつ、我が国がリーダーシップをと

れるような状況をしっかりと構築していくということが、総合的な観点から我が
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国の経済及び安全保障の点で重要であり、これからその中核をなす部分を形成す

るものであろうと考えております。 

 そういう意味で、厚生労働大臣にお示しいただきました資料、私は重要なポイ

ントだろうと思いますが、例えば、２の「受入れ範囲の拡大は慎重に」の（３）

の記載を強調することは、国際的に見ると、いかがなものかという感じも強く抱

いております。もちろん、（３）に書かれているような事柄が問題として存在する

ということには、当然、我々はこれからもきちんとした関心を持っていかなけれ

ばならないと思います。しかし、竹中議員及び安倍議員からも話があったが、例

えば、この「子弟の高い不就学の割合」を１つとっても、受け入れた状況の中で、

我々が国内問題として対処し、きちんとした対策を、民生も含めてきちんと整理

をしていくということが重要だと思います。それが各国から我々が開放的でかつ

尊敬される国になっていくために、必要な条件だろうと思います。ぜひ、こうい

う状況は負の材料として使うのではなく、我々が反省すべき材料として、こうい

う資料を理解すべきではないかという感じがいたします。 

 いずれにしても、我々は幾分内向き過ぎて、将来のこの国の全体の問題につい

てペースが遅過ぎるということを実感してまいったということであります。 

 例えば、トヨタさんはオーストラリアのメルボルン郊外に工場を持っておられ、

もちろん日本とも関係はございますけれども、アジア全体から原材料や中間投入

財を購入して中近東に販売されている。そしてオーストラリアの第１位の輸出企

業として貢献をされている。こういうことを考えますと、今の我々の対応という

のが、将来に何を生み出すかということがポイントだろうと思います。もちろん、

時間をかけなければならないことはありますけれども、時間をかけなければなら

ないというのは、今、何もしなくてよいということではなくて、今から準備しな

ければ間に合わないということでもありますので、ぜひ御検討のほどをよろしく

お願いいたしたいと思います。 

（与謝野議員）  牛尾議員お願いします。 

（牛尾議員） 外国人労働の問題は、大変に奥の深い問題なのですが、今、川崎大臣

から御説明があった労働人口の問題は、ロードマップとしては、10年後ぐらいま

では110 万人ぐらいの減少だということは正しいことですけれども、20年後ぐら

いに向かってのロードマップを考えると、こういうコミュニティや全体の制度の

問題というのは、その５年ぐらい前から準備に入らないと間に合わない。10年後

まで待つわけにはいかないということです。 

  もう１つは、高齢者と女性の労働というのは、最近は非常に成熟してきました

ので、移動を好まない傾向にあるんです。だから、地域で固まってしまって、東

京や大阪には来ないわけです。マクロの数字では充足しているが、実際、我々の

経験から言って、例えば少し話は違うが、ウシオ電機も北関東に工場を持ってい

ますけれども、外国からの定住者がそこにいっぱい固まっているということがあ

ります。浜松もそうですね。このように労働は固まっているんです。動かないこ

とが問題なんです。そういう意味で、例えば最近、看護師が足りないという話を

 11



 
平成 18 年第８回 議事録 

 
聞く、しかし、統計的には足りているはずだという話もある。これは、地方にぺ

たっと張りついている看護師は余っているけれども、誰も東京へは来ないという

ことではないか。例えば、東大病院では看護師が足りなくて本当に困っている。

このように、マクロの数字だけを見て足りているというわけにはいかない部分が

あるので、川崎大臣にその辺の分布、特に高齢化・成熟化して、豊かになった国

民というのは動きにくいということをぜひ理解をしてほしいと思います。 

 それから最後ですが、二階大臣が前回の会議で国際交流並びに2.2 ％の実質Ｇ

ＤＰ成長率に向かっての目標として、サービス分野、ＩＴ、技術革新、人間力等

について表に示されていたが、現実には、製造業では償却をもっと柔軟にやって

ほしいという希望が非常に多いんです。例えば金型だと、法定耐用年数は確か10

年程度だったと思いますけれども、実際は３年ぐらいで次の整備に買い換えなく

てはならないため、そういう意味では中小企業は非常に困っている。償却制度も

含めて安定的な金融、財政等の諸制度を整えていかないといけないだろう。大企

業は、そのぐらいの資金力がありますからいいですが、最近では、１番いいダイ

キャスト金型だと１億円か２億円程度はかかることがあるわけです。それが５年

ぐらいで中古になってしまう。寿命が来たときに、短期消却で利益から落とすよ

うにしてやらないとやっていけない部分があって、そういう意味で非常にスピー

ディな対処をする必要があるので、ぜひ、二階大臣のところで、こういう事柄に

ついて細かい検討をしていただきたい。そして経済財政諮問会議の事務局の方と

も連携しながら一緒に提案をしていただきたい。私としては「基本方針2006」に

間に合わせたいと思っておりますので、そのためにも対応のスピードを高めると

いうことを是非お願いしたい。この後で歳出・歳入一体改革の中間とりまとめ案

が与謝野大臣から提案されますけれども、成長力を強化するという具体論がまだ

少ないのです。これは２か月ぐらいでやらないと間に合いませんので、急ピッチ

で共同プロジェクトをしいてもいいですから、ぜひお願いしたいと思います。 

 以上です。 

（与謝野議員）  ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

（小泉議長） 外国人の受入れなんだけど、拒否するということではなくて、また勧

誘ということでもなくて、もう１つの道があると思うんです。黙っていたって、

日本人が結婚する相手の15組から20組に１人は外国人でしょう。今だって不法滞

在者は推計しても25万人以上でしょう。だから、好むと好まざるとにかかわらず、

日本に来たいという外国人はたくさんいるんだから。それを日本人として、日本

人社会で働きたい、定住したいという外国人を、どうやって摩擦なく、気持ちよ

く受け入れられるかという対応を今から考えないといけない。犯罪者だけを受け

入れたってしようがないんだから。外国の例を見ても、だんだん一定の規模や率

を超えると必ず摩擦が起こるから。その社会的なコストは大変ですよ。それを防

ぐためにも、来てくれと言わなくても来てしまうんだから。しっかりとした労働

力として快く働いてもらうような環境なり、教育なりをどうやって整備していく

かということを考えないと、どんどん来てくださいといったら大変ですよ。これ
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は摩擦ばっかり起こしてしまう可能性もある。そういう点はこれからよく考えて

やっていかないと。先進国の例を見ても、今のフランスの暴動だって同じですよ。

どこを見たってそうだ。一定の規模というものを超えると大変だから、その前に

うまくお互い尊重し合いながら働いてもらうような環境を、今から考えておかな

いといけない。 

（牛尾議員） 外国人を排除しないで同化することによって、彼らが固まらないよう

にしなくてはいけない。受け入れて散らばらないといけないのに、固まるからま

すます排除的になってしまうと思います。 

（小泉議長） 観光客倍増と違うから。観光客倍増でいろいろビザ等を免除したけど、

労働力として受け入れる場合は、観光客倍増とは違いますから、その辺よく考え

てやってください。 

（与謝野議員）  官房長官。 

（安倍議員） 先ほど申し上げましたように、また総理の視点も踏まえて、検討の場

をどこにつくるかを検討したいと思います。 

（小泉議長） 連携しないと。 

（安倍議員） 先ほど例を挙げたんですが、雇う方の企業にも問題があって、いい時

だけ使って、割と日本人よりも簡単に解雇してしまうものですから、職を失って、

子どもも学校に行かないし、経済状況も非常に悪くなって、親というよりも子ど

もの方が犯罪に走るという比率が非常に高くなっている可能性がある。これはや

はり、受け入れた日本の方にも十分に責任がありますし、また、企業の方にも責

任があるでしょうし、就業支援、就学支援が十分でなかったという点もあるかも

しれないと思っています。 

（竹中議員） 最初の壁は、やはり言葉なんですよね。我々も外国に住まわせていた

だいたときに、子どもを小学校に行かせて、そこできちんと言葉のケアをすると

ころから始まったと思いますけれども、そういうことを含めて、ぜひ御検討をお

願いします。 

（与謝野議員）  よろしゅうございますか。 

（二階議員） この場の発言としてはどうかと思うんですが、不法滞在者が約20万人

や25万人とか言われていますが、この中身をもう少し掘り下げて研究してみる必

要があるのではないか。今、総理も観光と言われましたが、観光の問題でこうい

う話をしている最中に、不法滞在者をどうするかということが自民党でも大変な

議論になりました。もしこれを直ちに追い出してしまった場合、東京はごみの山

になるだろう。都市機能は麻痺して動かなくなるだろうと言われて、これに反論

できるかということですね。これは今日は結構ですが、また厚生労働省ともご相

談しながら、そういう問題には日本人、あるいは正規の登録をした外国人で、十

分対応できるようにすることも大事ではないかと思っておりますので、我々も検

討しますが、よろしくお願いします。 

 もう１つ、民間議員の皆様の中に経営者のトップの方々がおられるわけですが、

私ども、今、国会で質問を受けておりますと、正規雇用と非正規雇用の問題が毎
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日のように議論として出てくるわけでございます。不況が長く続いたために10年、

15年を非正規雇用で頑張って、もう既に熟練工になって、正規雇用者と遜色のな

いような腕前を持っている人たちが現に会社にいるわけです。この人たちの処遇

をどうするんだという意見が野党からもあるわけです。大ざっぱな考えですが、

正規雇用と非正規雇用の間にもう一つ中間的な措置のような受入れをつくれば、

企業の側もいきなり正規雇用のところまで上がってくるよりもいいのではないか。

そして、そこで空席になった非正規雇用の枠の中に、ニートなどで就職のチャン

スに恵まれなかった人が入っていけるようにすれば、少しは問題が解決できるの

ではないか、ということを質問を受けながら常々考えるんですが、また次の機会

にでも御意見をいただきたいと思います。 

（与謝野議員）  それでは、時間の都合もありますので、以上でよろしゅうございま

すか。 

 本日、いただきました御意見、御提案を踏まえまして、関係省庁はしっかりと

御検討をいただきたいと思っております。 

 続きまして、次の議題に移りますが、ここで川崎大臣、杉浦大臣が御退席にな

られます。 

（杉浦臨時議員、川崎臨時議員退室） 

 

○歳出・歳入一体改革について 

（与謝野議員）  それでは、歳出・歳入一体改革について御審議をいただきます。お

手元に資料が配付されております。 

 それでは、資料「『歳出・歳入一体改革』中間とりまとめ」について、御説明を

いたします。 

 前回、３月29日に民間有識者議員から御提案をいただき、それをもとに御議論

をいただきました。その御議論を踏まえまして、必要な調整を行い、本日、案を

お示ししております。 

 有識者議員の御提案を踏まえまして、「改革の時間軸」、「改革の基本『原則』」、

「『選択肢』検討の枠組み」から構成をされております。 

なお、２ページの上から２行目、国の財政健全化につきましては、前回御議論

がありましたので、「目指す」の後ろに「必要がある」を付け加えました。 

また、その下の交付税関係については、前回の総理の御発言を受けて、「現在の

基準を見直すことによる不交付団体数の増加」を付け加えました。 

 私からの説明は以上でございます。 

（奥田議員） よろしゅうございますか。一言だけ。 

（与謝野議員）  どうぞ。 

（奥田議員） 今後の諮問会議でございますけれども、正直言って大分スケジュール

が遅れているのではないかと思っております。それで次回からは、社会保障、地

方財政、公共事業といった各論の具体的な改革方策について、本格的に議論する

ことが非常に重要だと思っております。これは既に党においても検討されている
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ところでありますので、諮問会議もこれに遅れずに、６月の基本方針までに決め

てしまわなければいけないと考えております。 

 特に社会保障に関しては、給付の重点化と効率化の努力を続けても、なおまた

増加する部分が生ずる可能性も高いので、相当徹底的に議論しなければいけない

だろうと思っておりますので、この辺りを、歳出削減を本格的に議論しながら、

公平・公正な財源として消費税などの議論をしていくのであれば、こういうもの

も検討課題の１つと認識してもいいのではないか。 

 こういったことを今後の諮問会議の運営についてお願いしたいと思っておりま

す。 

（与謝野議員）  谷垣大臣。 

（谷垣議員） 今日のこのペーパーで大変重要な原則をまとめていただきましたので、

今後、これにのっとって具体化していくということが必要だと思います。 

 今、奥田議員がおっしゃったことと関連いたしますが、もちろん国・地方を通

じて聖域なく歳出改革をやらなければいけないんですが、今日、財政制度等審議

会が開かれまして、私も出席をいたしましたが、社会保障と国・地方の関係を含

めて、具体的にどうしていくか、それから19年度予算を具体的にどうしていくか

という姿も示していただきたい。そういうことを踏まえて、この経済財政諮問会

議でも議論していきたいということを申し上げてまいりましたので、よろしくお

願いいたします。 

（与謝野議員）  中川政調会長とはよく打ち合わせをさせていただいておりまして、

総理が前回の諮問会議の翌日に政調会長にお話をしてくださいましたので、既に

党の方も歳出削減を中心に検討を始めてくださいました。内閣府としては、中川

政調会長の作業に全面的に協力することにしておりますし、また財務大臣も、財

務省を挙げてそういう作業に御協力くださるということでございますので、党と

政府が一体となって作業を進めさせていただきたいと思っております。 

 総理何か。 

（小泉議長） 党と政府いろいろ協議しながら、各省庁を呼んで基本的な調整を大い

にやっていただきたいと思いますし、また、財務省も総務省も、それから内閣府

もいろいろな前提、とり方によって、各省それぞれ意見あるけども、全体として

考えてもらわないといけないから。１つでなくていいんだから、十分に調整して、

議論しやすいような論点でこの諮問会議でやってほしい。時間をかけていい、意

見が違っていい。意見が違っても、どうやってこれをまとめていくかという議論

をここでしないと。難しい議論をよく詰めておいていただいて、この場であまり

学問的な神学論争のようなことで煩わさないようにしてください。十分調整して、

立場を乗り越えて、あまり省益ばかり考えないで、財務省出身だ、総務省出身だ、

内閣府出身だなど、そういう変な根性を持たないでやってもらわないと。 

（与謝野議員）  はい、承知しました。 

それでは、中間とりまとめにつきましては、皆様方の御了解をいただいたとい

うことで、総理のもとでの諮問会議として決定させていただきたいと思ってお
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ります。 

 いくつかまだ作業は残っておりますので、財務大臣におかれましては、歳出

削減の具体的方策、また先般、総理からも19年度予算というのは一体どういう

イメージのものか、それがないと今後についての具体的な判断ができないとい

うお話もございましたので、それについても大枠を御検討いただいて、私ども

に御説明をいただければと思っております。 

 また、総務大臣におかれましては、地方歳出削減の具体的方策、また交付税

改革をどのように進めていくのか、あるいは不交付団体の問題等、幾つかの極

めて難しい問題がございますが、ぜひ精力的に御検討をいただき、できるだけ

早く諮問会議に御報告をしていただければと考えております。 

 経済産業大臣におかれては、先ほど牛尾議員からも御指摘がありましたが、

やはり、新成長戦略の具体的な方策をぜひ一歩一歩進めていただきたいと思っ

ております。 

 諮問会議としては、６月を目途に財政健全化の選択肢、工程表をとりまとめ

るとともに、短期的な課題である19年度予算についても大きな方向性を見出し

たいと思っております。 

 また、奥田会長から御提案もございましたけれども、党でも歳出削減の勉強・

調整を始めておりますが、諮問会議においても、次回から社会保障、地方財政、

公共投資、また歳入といった各論における改革方策について、関係大臣等の出

席も求め、議論を進める方針でまいりたいと思いますが、よろしゅうございま

しょうか。 

（小泉議長） 結構です。 

（与謝野議員）  では、長時間本当にありがとうございました。 

 

（以 上） 


