
平成 18 年第８回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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）

（概要） 

○成長力・競争力強化について（グローバル戦略）

（吉川議員） 民間議員ペーパー「グローバル戦略の具体化に向けて（その２）」を説

明する。 

外国人の受入れをめぐる問題については、グローバル化の進展の中で我が国経済

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。外

国人人材の活用方策全体について果断に見直しつつ、受入れ拡大によって発生する
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問題点を最小限にする。問題があるから外国人の受入れには消極的というのではな

く、そうした問題を解決しながら、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。これが我々の基本的な考え方である。以下の点について、５年後を

目途に状況の抜本的改善を図ることを提案したい。 

まず「１.外国人の受入れ範囲」について、高度人材は基本的に受け入れるとい

うことになっているにもかかわらず、我が国の外国人研究者の新規入国者数は国際

的に見て少ないばかりでなく、減少傾向にある。ついては、総合科学技術会議と連

携し、研究開発基盤の強化や留学生の受入れ拡大、留学生の国内就職の促進など、

海外の優れた人材を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については、以下の事項を

含め、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する必要がある。１つ目は在留期間の上限の５

年程度への引上げ。２つ目は必要とされる実務経験年数の要件緩和。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。現在、日本の学校を卒業して就職

する留学生は就職活動ができるが、起業準備を行う留学生は在留資格がない。こう

した人についても在留資格を付与することが望ましいのではないか。４つ目は「家

族滞在」の在留資格が認められる範囲の拡大である。 

３番目は、今後、労働力人口が減少していく中では、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。特に、高齢化の進

展に伴いサービス分野、とりわけ介護等については、外国の労働者の助けを借りた

方がいいのではないか。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必要がある。介護の需要見通しについて、介

護士の供給は国内で十分だという議論がある。しかし、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だから、介護士の供給は国内で足りる

という議論は問題があると考えている。 

４番目は、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、結果としてもう少

し多くの外国人が入ってこられるような、柔軟な対応を考えるべきである。 

   次に、「２.在留管理の強化」について、現行の在留管理システムにおいては、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

題が存在する状況にある。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り、そのための制度見直しを行

うべきである。 

制度の見直しに当たっては、不法就労・不法滞在している外国人にも、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あることから、縦割り行政

の壁を打破し、関係省庁が効果的に連携し、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。 

   また、「３.受入れに向けた環境整備」について、受入れ範囲の見直しの検討に当

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ことを

踏まえ、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。 

２番目に、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おり、地方自治体もさるこ

とながら、国が的確に対応する必要がある。 

外国人の労働者に日本に入ってきてもらう場合、当然、摩擦や問題が生じる。選

2


平成 18 年第８回経済財政諮問会議 



択肢は２つ。問題があるからあまり入ってきてもらわないようにしようというのが

１つ。もう１つは問題があるけれども、そうした問題を解決しながら、もう少し多

くの人に入ってきてもらう。私たち民間議員の考えは、後者の方が日本の経済社会

の将来にとっていいだろうというものである。 

（与謝野議員） 続いて、奥田議員から補足説明をお願いする。 

（奥田議員） 現在、我が国は人口減少時代に突入しており、高齢者や女性の活用、Ｉ 

Ｔの活用を進める必要があることはよく言われている。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ると、こうした対応だけでは、特に

現在、様々な現場で単純労働者が入っているわけであるが、労働力の減少を補うこ

とは非常に難しい。したがって、海外からの高度人材をはじめ、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考えている。

（与謝野議員） 続いて、「第３次出入国管理基本計画のポイント」について、杉浦臨

時議員から説明をお願いする。 

（杉浦臨時議員） 外国人労働者の受入れについては、出入国管理法に基づき、５年ご

とに改定し、昨年３月に策定した「第３次出入国管理基本計画」において、経済、

社会の変化に応じ、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いる。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いる。 

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

トチームにおいて、外国人労働者の受入れの問題や研修・技能実習制度のあり方、

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

ているところであり、指摘の点についても、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。 

（与謝野議員） 続いて、「外国人労働者の受入れ」について、川崎臨時議員から説明を

お願いする。 

（川崎臨時議員） 資料として３枚紙を用意した。 

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

要だと考えている。 

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

に増加しているが、技術を持つ人は、７万人から 12 万人となかなか増えていない

のが実態である。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

なく開放的だと考えているが、なかなか受入れが進まない。私どももしっかり考え

なければならないが、この意識調査にあるように、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、企業側にもぜひお考えをいただきたい。

２枚目の資料だが、受入れ範囲の拡大については慎重な考え方を持っている。１ 

つは、女性、高齢者の雇用という話があったが、基本的にまず若者の雇用が進んで

いない。失業率も平成 15 年に 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

はもちろんだが、若者の雇用にもう少し着目をしていただきたい。 

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

平成７年の 1,000 万人から今は 1,600 万人に増大している。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、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いる。 
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今、労働力人口が 6,600 万人だが、若者、高齢者、女性の雇用を考えると、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いる。

そういう意味では、まだ、「専門的・技術的分野」以外の外国人を受け入れる段階

に至っていないのではないか。 

それから、議論いただいた問題点の方だが、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いる。Ｂ国の出身者では、約９倍に生活

保護が増えている。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る。10 年間日本にいると永住権が

得られるが、これが急激に増えているので、そういう実態が生じていることを認識

していただきたい。 

いずれにせよ、高度の技術を持った人たちを積極的に受け入れていきたいと思っ

ているが、専門的な技能を持たない人たちについては、必ずしも今、拡大について

は賛成できないという立場である。 

（二階議員） 前回、「新経済成長戦略」の中間とりまとめを報告したが、本日は、こ

れまで何度か検討状況を紹介してきた「グローバル経済戦略」を最終的にとりまと

めたので報告する。 

   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つだが、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

えるものである。グローバル経済戦略の柱は、４つの戦略から成り立っている。 

資料の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説明する。

第１の戦略は、東アジア経済統合に向けた戦略。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、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る。東アジアでは、二国間やＡＳＥＡＮ全体とのＥＰ

Ａ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いる。 

委員の皆様も同じ思いだと思うが、国際会議等の場で、ＡＳＥＡＮ諸国から日本

に対する強い期待がよく言われるが、私はＡＳＥＡＮ各国の期待を痛感している。

資料の２ページでは、２つの大きな構想を提唱したい。 

   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を日本から提唱したい。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。 

もう１つは「東アジア版ＯＥＣＤ構想」。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いる。特に政策の研究や提言の機能を強化する

必要がある。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。 

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いる。前回、新経済成長戦略で実質ＧＤ

Ｐ2.2 ％、実質ＧＮＩ2.4 ％という成長率の目標を示したが、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。 

第２の戦略は、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る。私たちは約 300 社にわたる企業にヒアリングを行ったが、

海外展開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。インド、ロシアでは既に相談窓口の一元化を行ってきたが、さ
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らに取組を進めていきたい。 

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いる。

次に、第３の戦略は、より開かれた魅力的な日本をつくる戦略。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る。 

第４の戦略は、グローバルな共通課題への貢献。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いきたい。 

これは結論だが、グローバル経済戦略のポイントを申し上げたい。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ＡＳＥＡＮへ働きかけるなど、主導

権争いが今日加速化している。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いる。また特に、インドや中国を除く他の

国々から、日本に対して、しっかりやってもらいたいという強い要請がある。東ア

ジアＥＰＡについては、ＡＳＥＡＮ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。 

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る。

昨晩、アメリカのポートマン通商代表と電話で会談したが、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説明したところ、理解

されたようだ。 

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、ＡＳ 

ＥＡＮ各国と相談を開始し、１年以内にはぜひ実現をしたい。これらは、当然、政

府一丸となって取組む必要がある。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。 

民間議員の提出のペーパーをいただいたが、これに対して簡単なコメントを申し

上げる。 

民間議員からの提言である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ある。問題点があること

を承知の上でのご提案だが、これは政府各関係の省府庁で協力しながら解決策を模

索すべきである。 

   かねて中国から日本に観光客を入れることについても自民党の中でも大変な議

論があったが、最終的には小泉総理のリーダーシップによって結論を得るに至った。

しかし、今日、特段の問題が発生しているという状況ではない。こうした問題は、

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。 

   また、留学生に対する支援を強化する必要がある。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、先ほどご説明があったが、こ

のことは特に重要だと考えている。 

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。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。 

最後に、「新経済成長戦略」について。前回中間とりまとめの報告をしたが、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

必要な具体的な政策の柱について提案し、議論していただきたい。 
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（奥田議員） ２点申し上げる。第１点は川崎臨時議員のお話であるが、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。実際に、長期的に人口が減少し続

けていくということと、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

では、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年間で年間 85 万人ずつ減

っていくという数字を見ていると、高齢者、女性、あるいはＩＴの活用、これらは

当然、進めていくが、これだけをもって今の経済状況を続けていくということは非

常に難しいのではないか。そういう意味で、長期的に、特に現場でと申し上げた。

それからもう１つは、二階議員の話であるが、これは我々経済界としてはまさに

同意見であり、東アジアは将来の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いる。 

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いるので、ぜひ有効な枠組みを創設していただ

きたい。 

（川崎臨時議員） 奥田議員から、長期的な課題というお話をいただいた。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、すなわち、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、私もよくわかる。 

それからもう１つは、この二、三年ということからすれば、国会でも御議論いた

だいたように、若者の雇用をぜひよろしくお願いを申し上げたい。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あった

ので、そのときに就職をうまくし損なった若者が多く余っているので、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する。 

（谷垣議員） 二階議員から御説明いただいた「グローバル経済戦略」であるが、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

戦略をまとめていただいたと思っており、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る。 

例えば、アジア人財資金等々非常に魅力的な構想だと思うが、他方、今までもか

なり類似のものがあるので、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ると思う。 

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

な問題もあると思うが、ここはやはり一歩を踏み出す大変重要なときであると思う

ので、イニシアティブをぜひ期待している。 

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る。実は外国人労働については、内閣官房に関係

省庁の連絡会議がある。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ある。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
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に検討の場がないというのが現状だと思う。 

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、豊田のそばだと

思うが、団地の半分が外国人であり、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、

もう起きていて、そういう問題が自治体に全部持ち込まれている。このような問題

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き、多文化共生の研

究会というのをつくり、いろんな事例を集めて、自治体には周知をした。ただ、自

治体には頑張ってもらうのだが、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う。ここは民間議員の問題意識とも合致す

ると思うので、いろいろ御検討いただければと思う。 

（安倍議員） 竹中議員からも御提言があったが、外国からの定住者の方々が大変増え

ているが、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、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うので、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、省庁横断で考えていきたいと思っている。 

（本間議員） 私は昨日オーストラリアから帰国したが、訪豪中にダウナー外相等とも

お会いする機会を得た。その時に、率直に感じたことを申し上げると、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

を強く抱いた。各国は、グローバル戦略というと、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、いかなる環境においても、その国の存立や経済のあ

り方を真剣に考えている。このような取組み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いて、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強く感じる。 

その点で二階議員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

ていただいた。この「東アジアＥＰＡ」構想、あるいは「東アジア版ＯＥＣＤ」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ことが、総合的な観点から我が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形成するものと考えている。 

そういう意味で、川崎臨時議員の資料で例えば、２の「受入れ範囲の拡大は慎重

に」の（３） の記載を強調するのは、国際的な観点からすると、いかがなものかと

いう感じも強く抱いている。もちろん、（３）に書かれているような事柄が問題と

して存在を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う。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、民生も含めてきちんとした対策を整理をして

いくということが重要だと思う。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。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、理解すべきではないか。 

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帰ってきた。 

例えば、トヨタはオーストラリアのメルボルン郊外に工場を持っており、もちろ

ん日本とも関係はあるが、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

販売している。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している。

こういうことを考えると、今の我々の対応というのが、将来に何を生み出すかとい
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うことがポイントだと思う。もちろん、時間をかけなければならないことはあるが、

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るので、ぜひ御検討を

よろしくお願いしたい。 

（牛尾議員） 外国人労働の問題は、大変に奥の深い問題だが、川崎臨時議員から説明

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

ぐらいの減少だということは正しいが、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

とだ。 

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たので、

移動を好まない傾向がある。だから地域で固まってしまい、東京や大阪には来ない。

マクロの数字では充足しているが、実際、我々の経験から言うと、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るが、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る。浜松でも同様だ。このように労働は固まっ

ていて、動かないことが問題である。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が、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、川崎臨時議員にその辺の分布、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う。 

それから最後に、二階議員が前回の会議で国際交流並びに 2.2％の実質ＧＤＰ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

表で示されていたが、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。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

うが、実際は３年ぐらいで次の設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るか

らいいが、最近では、一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。それが５年ぐらいで寿命が来た時に、短期償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から、非常にスピーディな対処をする必要がある

ので、ぜひ、二階議員の方で、このような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いるので、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議員から提案されるが、成長力を強

化するという具体論がまだ少ない。これは２か月ぐらいでやらないと間に合わない

ので、ぜひ急ピッチで共同プロジェクトをしいてもいいので、ぜひお願いしたい。

（小泉議長） 外国人の受入れについてだが、拒否するということではなくて、また勧

誘するということでもなくて、もう１つの道があると思う。黙っていても、日本人

が結婚する相手の 15 組から 20 組に１人は外国人だろう。今だって不法滞在者は推

計しても 25 万人以上ではないか。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。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
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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だ。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だ。摩擦ば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いけない。先進国の例を見ても、例

えば今のフランスの暴動だって同じだ。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

しなくてはならない。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う。 

（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が、労

働力として受け入れる場合は、観光客倍増とは違うから、その辺をよく考えてほし

い。 

（安倍議員） 先ほど申し上げたように、また小泉議長の視点も踏まえて、検討の場を

どこにつくるかを検討したいと思う。 

（小泉議長） 連携しないと。 

（安倍議員） 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

あるし、また企業の方にも責任があるだろうし、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る。 

（竹中議員） 最初の壁は、やはり言葉である。我々も外国に住んだときは、子どもを

小学校に行かせて、そこできちんと言葉のケアするところから始まったと思う。そ

ういうことを含めて、ぜひ御検討をお願いしたい。 

（二階議員） この場の発言としてはどうかと思うが、不法滞在者が約 20 万人や 25 万

と言われているが、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った。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ある。今日は

結構だが、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だと思うので、我々

も検討するが、よろしくお願いしたい。 

もう１つ、民間議員の中に経営者のトップの方々がおられるわけだが、今、国会

で質問を受けていると、正規雇用と非正規雇用の議論が毎日のように出てくる。不

況が長く続いたために 10 年、15 年間を非正規雇用で頑張って、既に熟練工になり、

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。この人

たちの処遇をどうするのか、という意見が野党から出ている。大ざっぱな考えだが、

正規雇用と非正規雇用の間にもう１つ中間的な措置のような受入れを作れば、企業

側も、いきなり正規雇用に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に、ニートなどで就職のチャンスに恵まれなかった人
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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。質問を受け

ながらこのようなことを常々考えるのだが、また次の機会にでもご意見を頂戴した

い。 

（与謝野議員） 本日頂いた御意見、御提案を踏まえて、関係省庁はしっかりと御検討

いただきたい。 

（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） 資料「「歳出・歳入一体改革」中間とりまとめ」について御説明する。 

前回の 3 月 29  日に有識者議員から御提案を頂き、それを基に御議論を頂いた。

それを踏まえて必要な調整を行い、案をお示ししている。 

有識者議員の御提案を踏まえて、「改革の時間軸」、「改革の基本「原則」」、「「選

択肢」検討の枠組み」から構成されている。 

なお、２ページ上から２行目の国の財政健全化関係については、前回御議論があ

ったので、「目指す」の後に「必要がある」を付け加えた。 

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」を加えた。 

（奥田議員） 今後の諮問会議だが、正直なところ、スケジュールが大分遅れていると

思っている。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。既に党においても検討さ

れているところなので、諮問会議もこれに遅れずに、６月の骨太方針までに決めて

しまわなければいけないと考えている。 

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と思って

いる。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。 

今後の諮問会議の運営において、こういったことをお願いしたい。 

（谷垣議員） このペーパーで大変重要な原則をまとめられたので、今後、これにのっ

とって具体化していくことが必要だ。 

今、奥田議員が言われたことと関連するが、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ならないが、今日、財政制度等審議会に出席して、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、それを踏まえて経済財政諮

問会議でも議論していきたい、ということを申し上げてきたので、よろしくお願い

する。 

（与謝野議員） 中川政調会長とはよく打合せをしており、総理が前回の諮問会議の翌

日に政調会長に話をされたので、既に党の方も歳出削減を中心に検討を始めている。

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いるし、谷垣

議員も、財務省を挙げて作業に御協力くださるということなので、党と政府が一体

となって作業を進めていきたいと思っている。 

（小泉議長）	 党と政府が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。また、財務省、総務省、内閣府もそれぞれ意見があるが、

全体として考えてもらわないといけないから、十分に調整して、議論しやすい論点

で諮問会議でやってほしい。時間をかけてもいい、意見が違っていいのだから。意
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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いけ

ない。難しい議論をよく詰めておいて、この場であまり学問的な神学論争で煩わさ

ないようにしてほしい。立場を乗り越え、省益ばかり考えないで、財務省出身、総

務省出身、内閣府出身というような変な根性を持たないでやってもらわないと。 

（与謝野議員） 分かりました。 

中間とりまとめについては、皆様の御了解を頂いたということで、諮問会議とし

て決定させていただきたい。 

幾つかまだ作業は残っているので、谷垣議員におかれては、歳出削減の具体的方

策、また先般、総理からも 19 年度予算のイメージがないと今後について具体的な

判断ができないというお話もあったので、それについても大枠を御検討いただいて、

御説明を頂きたい。 

また、竹中議員におかれては、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

題があるが、ぜひ精力的に御検討いただき、できるだけ早く諮問会議に御報告して

いただきたい。 

二階議員におかれては、先ほど牛尾議員からも御指摘があったが、新成長戦略の

具体的な方策について、ぜひ一歩一歩進めていただきたい。 

諮問会議としては、６月を目途に財政健全化の選択肢、工程表を取りまとめると

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

考えている。 

また、奥田議員から御提案があったように、党でも歳出削減の勉強・調整を始め

ているが、諮問会議でも、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

でいきたいが、よろしいか。 

（小泉議長） 結構である。 

                                  （  以 上）  
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