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政 治 経 済 部 会 の お 知 らせ(第2。7回)

日 時 令和元 年11月12日(火)午 後1時 半～午後3時 半(午 後1時 よ り入館可)

場 所 参議 院議 員会館 地 下1階105会 議室 千 代 田区永 田町2--1--1

◇ 国会議事堂前駅(丸 の内線 ・千代 田線)① 番 出口よ り5分 、永 田町駅(有 楽町線 ・

半蔵門線)① 番出口より下車2分 。当日、午後1時 より、議員会館入 口にて通行証を

差 し上げます。

挨 拶 部会長 より 「昨今の政治経済について想う!」

大野松茂元衆議院議員 ・内閣官房副長官(政 策担当)

議 題A、 かつ て政府へ提 出 した 『少子化対策要請書 』を読 んで、一同に て考え る

B、 そ の後 の経過 につ いての説明 、 以上、清 原淳平専務理 事 よ り

C、 政経部 会 と して、次 に、 いか なるテーマをどう取 り上 げて行 くか

出席者一 同にて、意見交換

まとめ 大野松茂政治経済部会長よ り

FAX　 返信用

資料代 と して、金500円 をい ただ きます。

来 る11月12日(火)午 後1時 半 ～同3時 半 の政治経 済部会 に

当方 のFAXO3-3507-8587

A、 出席 するB、 欠席す る(い ずれ か に○ 印)

御芳名

貴方様のFAX

国会のテロ対策のため、警備か らの要請により、原則と して会員(及 び議員 ・秘書)。

非会員で御参加希望の方は、2日 前までに履歴書を御送付下さい(非 会員は2千 円)

「公 益財 団 法 人 協 和 協 会 」事 務 局 ・電 話03-3581--1192、FAXO3-一 一一3507-一一一8587

「時 代 を刷 新 す る会 」 事 務 局 ・電 話03-3272-4320、eメ ー ル　kiyohara　 @　jidaisassin.jp

右 頁 へ

政治経済部会10月15日 の御報告

O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」

台風19号 は各地 に大きな被 害をもた らした。私 の地元の近 くの川越 でも入 間川や越辺川 が氾

濫 し、特養老人ホームが孤立す るな どの被害が出た。ただ、八 ッ場ダムが利根川の氾濫 を防いだ

とい う情報 もあ り、改 めて公共事業な ど国の災害対策 の必要性 を痛感 した。海水温の上昇 により、

このよ うな大型台風は毎年襲って くるだろ う。一層 の対策が急がれ る。

太平洋 ・島サ ミッ トが2、3年 おきに開催 されてお り、昨年 は福 島のいわきで行われた。私 も

現職時代マーシャル諸島議連の会長 を務めてお り、サ ミットのまとめ役 を務 めたことがある。 こ

のようなイベ ン トは太平洋地域の安定に不可欠なものである。台湾 も太平洋島喚の一つであるが、

最近 ソロモン諸島 とキ リバスのニカ国が台湾 と断交 し、中国と国交を結ぶ とい う動きがあった。

太平洋 島喚において中国資本が多≡額の投資 をしてい るとい う情報 もあ り、憂慮 しているが、 トラ

ンプ大統領 はこういった問題 に関心がないのか、何のコメン トも発 していない ようだ。

◎ 清原専務理事 「情報を制する者 は世界を制する」説明

日露戦争 の頃か ら、情報戦 を制 したものが戦争 に勝利 してきた。太平洋戦争 の敗因 も情報戦で

敗れたか らである。今 の5Gを 巡 るアメ リカ と中国の競争 も、制 したほ うがす なわち世界の覇権

を握 る、 とい う認識が 目本 には足 りない。5G関 連の特許 はファー ウェイ はじめ中国メーカーが

優位 である。 アメ リカはそれに対抗 して より進んだ6Gの 開発 を掲げ、中国 も2030年 の6G

完成を宣言す る、 と覇権 をめぐって熾 烈な競争が続いているのに対 し、 日本 は大きく立ち遅れて

いる。最近で も、 目本で始 めた電子マネーサー ビスのシステムがわずか2目 で中国のサイバー攻

撃 を受け、その後廃止 になって しまった。その根源 には教育の質の低下がある。世界 の大学 ラン

キングベス ト100に は日本 の大学が2校 しか入れていないのが現状である。 日本の教育の質を

根底か ら見直 さなければな らない。

〔意見交換〕(多 村委員)5Gの ハー ド面では中国が上回ってい るが、 ソフ ト面の開発では

まだアメ リカ優位である。この優位 を保 ってい るうちに6Gの 段階に移ろ うとしているのだろ う。

(大野功統委員)情 報機関がないのが 日本 のアキレス腱だ といえる。情報 を取ろ うとす る意欲が低

い し、情報の真偽を見極 める能力 も足 りない。(田 中勝委員)香港が金融セ ンター としての機能 を

失いつっある今、 目本 に とってはチャンスだが、例えば トレーダーが家族 ぐるみで移住 して くる

となると、 目本 の英語教育は充実 してい るとは言い難 く、教育問題 もネ ックになって くる。(松本

委員)教 育に関 しては、地方の独 自性を もっ と生か した方がよい。(小 関委員)東京一極集中では、

災害で都市機能がマ ヒした時に大混乱になる。(倉 島委員)防災対策を一括 して執 り行 う省庁 が必

要だ。道路は国交省、対策は警察 ・消防 とい うのでは現場は混乱す る。(小 林節委員)教員 の志願

者が減 ってい る。教員の質の低下も教育 の質の低下につながっているのでは。(井部委員)尖 閣沖

に中国の船 は毎 目のよ うに現れてい るが報道す らされなくなった。危機意識が足 りない。資源 の

ない 日本 の強みは何なのかを見出 していかなければな らない。(多村委員)財 政 と税制 の議論は避

けて通れ ない と思 う。 国の借金 も何 とか しなければ。(田 中勝委員)少子化を克服 した 自治体に資

金援助す るのもよい。金 をか けずにで きる取 り組みを支援 したい。(部会長)米 中貿易戦争 を議題

とす るのは今 回でいったん区切 りとす るが、これまでの議論 を集約 してもらいたい。 当面の最重

要テーマは少子化対策だ。(清 原専務)少 子化対策についてはすでに要請書を提出 しているが、政

府 は出生率1.8を 目標 に してお り、当団体提案 の2.4に 遠 く及ぼない。(部 会長)少 子化 の要

請書 も読 んでみたい。 その上で意見交換 したい。


