
時代刷新第3309号 ・公(財)協 和協会第3836号

令和元年8月27目

公益財団法人 協和協会
時代を刷新する会

両団体会長代行 岸 信夫 衆議院議員

両団体政治経済部会長 大 野 松 茂

両団体 専務理事 清原淳平

政 治 経 済 部 会 の お 知 らせ(第2・5回)

日 時 令和元年9月17日(火)午 後1時 半～午後3時 半(午 後1時 か ら入館可)

場 所 衆議院第二議員会館 地下1階 第2会 議室 千代 田区永 田町2--1-2

◆ 国会議事堂前駅(丸 の内線 ・千代 田線)① 番出 口より4分 、永 田町駅(有 楽町線 ・半

蔵門線)① 番出 口より下車3分 。 当 目、午後1時 より、議員会館入 り口にて通行証を

差 し上げます。

挨 拶 「昨今の政治経済について想う1」

大野松茂元衆議院議員 ・内閣官房副長官(政 策担当)

議 題 「米中貿易戦争の行方、日本 の対応について」(その6-一 今春に決まった大テーマ)

問題提起C)米 国国家情報会議の予測未来 発表 小関由喜男委員

ほか

一 一 出席者一同にて、意見交換 一

最後に、大野松茂政治経済部会長のまとめ
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政治経済部会7月23日 の御報告

○ 大野松茂政治経済部会長挨拶 「昨今の内外情勢について想 う」

選挙 とい うものは残酷なもので、何度や っても同 じ結果にはな らない。今回の選挙 は、安倍政

権の安定を とるか、ね じれ国会に よる混迷 をとるかが争点 となっていたが、結果 をみれば国民は

安定を選 んだ とい うことであろ う。個別 にみる と、埼玉や東京 では与党候補 が複数 当選 したが、

広島ではベテランの溝手候補が敗れた。市長 出身議員 として付 き合 いがあ り、今回当選 していれ

ば参議 院議長 の可能性 もあっただけに残念だ。選挙前 には、役人の失態が目立 った。一つ はイー

ジスアシ ョアの説明会。丁寧 に説明 して理解 を得 ようとした ところで、データに誤 りが見つか り、

説 明中に居眠 りす る職員がい るな どで紛糾 して しまった。 も う一つ はいわゆる年金2000万 円

問題。年金 な どの社会保障は本来選挙 の争 点になるものではない。与野党超 えて議論 してい くべ

きテーマである。私が狭山市長時代 、応接室の窓か ら入 間基地でナイキ ミサイル の発射試験を し

ている様子 が見えて、来客が驚いた ことが しば しばあった。選挙中は ミサイルの試験を控 えて欲

しい、そ して航空機 の事故 は絶対に起 こさないよ うにと申 し入れたことがある。秋 田ではイージ

スアシ ョアのことが尾 を引いたのか、与党候補が負 けて しまった。役人は緊張感 を持 って職務に

当たっても らいたい。G20で は、各国の首脳 も安倍総理の舵取 りを称賛 してお り、ホス ト国の

務めを十分果たせた と思 う。 これ も政権安定の効果だ と思 う。

◎ 井部秀恭委員提起 「米中貿易戦争の今後」及び意見交換

(井部委員 の説 明)米 中貿易戦争は、単なる貿易戦争 ではなく、米 中の5Gを めぐる安全保障 を含

めた覇権争いだ。 中国は追加 関税 をWTO違 反 と主張、アメ リカは今後も関税圧力 も強めるだろ う

が、G20終 了後、トランプ大統領がファーウェイ との取引を緩和すると発言 した。譲歩 ともとれ る

が、真意のほ どはよく分か らない。 トランプとい う人物は、一部でいわれてい るほ ど愚 かではな

い。用意 されてい る原稿 を読む タイ プではないので、仕 える人間は大変だろ うが、何 がアメ リカ

の国益になるかをよく見ている と思 う。中国経済は大量生産大量消費 での し上がってきたが、す

でに外資 の生産拠点は周辺の東南アジアに移 りつっ ある。バブル が弾けた ら世界経済は果た して

どうなるのか?日 本 は、中国か ら知的財産の収奪や技術 の強制移転な どを受 けている。ただ、 日

米FTA交 渉で 自動車関税の上乗せや農 産品の緩和な どが持 ち出 され る可能性 があり、米国一辺倒

も危険だ。バ ランス感覚が求められ る。国内問題 としては、世界に大き く立ち遅れたIT人 材育成

が急務だ。消費増税 による2兆 円の経済対策 も予定 されてい るが、これが内需の下支 えにな りう

るか。

〔意見交換〕一(井 部委員)セ ブンイ レブンが電子マネーを開始 した ところ、わずか数 日で不

正利用が続出 した。 これ も日本 のIT技 術 の立ち遅れ を象徴する一件 となった。(田 中勝委員)中

国をい くら攻撃 してもアメ リカ国内で生産 が盛んにな るとは思えない。(井部委員)GAFAの サー ビ

スを皆積極的に利用 してい るが、これ ら企業は多量の個人情報 を持ち、消費行動 を動 か してい る

ほか、多額の脱税 も行 ってい る。(多 村委員)何 か提案す るとなれば、財源の裏付けを必ず指摘 さ

れる。税制改革も同時に提案 しなければならない。(中 島委員)な ぜ 日本企業が内部留保 を増や し

ているか とい うと、政府が先行 きにネ ガティブなことばか り言 うか らだ。 日本 の財政状況 は悪 く

ない。積極的 な投資を促す雰囲気作 りが必要だ。(小 関委員)昔 の 「所得倍増計画」や 「日本列 島

改造論」のよ うな旗 を掲 げてもらいたい。(清 原専務)AI社 会 を担 う人材育成 といってもむずか

しい。先 日科 学技術部会で文部科学省 の研究力 向上 についての話を聞いたが、具体性を欠いてい

た。(松 本委員)地 方 に財源 がな く、イノベーシ ョンを起こそ うにも起 こせ ない。


