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両団体会長代行 岸 信失 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。、回）

日 時 平成31年3月19日 （火）午後1時 半～午後3時 半

場 所 衆議院第一議員会館 地下1階 第2会 議室

千代 田区永田町2－2－1

◇国会議事堂前駅 （丸の内線 ・千 代田線）①番出 口より2分 、永 田町駅 （有楽町線 ・半蔵

門線）①番 出口よ り下車5分 。 当 日、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 部会長より 「昨今、政治経済について想 うこと」

大野松茂元衆議院議員 ・内閣官房副長官 （政策担当）

議 題1、 米中貿易戦争に伴 う日本への影響 を検討する 〈奮っての御参加 を ！〉

（前回、米中問題を当面の課題とすることにな りま した）

一 井部秀恭委員か ら具体的問題点提起の上、意見交換 一

2、 大野松茂政治経済部会長のまとめ

★資料代 として、金500円 をいただ きます。

来る、3月19日 （火）午後1時 半～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

貴方様の電話 FAX

国会のテロ対策のため、警備からの要請によ り、原則会員 （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ください （非会員は2千 円）

当日連絡先080－8836－6203（ 重田）080－9292－2620（高津）

「公 益 財 団 法 人 協 和 協 会」 事 務 局 ・咀03－3581－1192FAXO3－3507－8587

「時 代 を 刷 新 す る 会 」 事 務 局 ・’lliELO3－3272－4320、Eメ ー－IVkiyohara＠jidaisassinjp

イ
’

政 治経済部会2月19日 の御 報告

O大 野松茂政治経済部会長よ り冒頭挨拶

日韓関係 はどこまでこじれていくのか、憂慮 している。大阪出身の李 明博大統領 も、父 が 日本

の軍人だった朴権恵大統領 も、トップに立った途端に反 日的な言動 ・行動が 目立っよ うになった。

文在寅現大統領 はさらにエスカ レー トした対 日姿勢になってい る。 目本 にとっての最悪シナ リオ
ノ

は核を保有 したままの朝鮮半島統一である。そ うな らないよ うに、まず は米朝首脳会談、そ して

韓国の3・1節 を注視 したい。

内政問題 では、沖縄 の辺野古の埋立 に関する2月24日 の県 民投票が近づいてい る。私 の家 も

空 自の入 間基地 と横 田基地の近傍 にあ り、騒音やテ レビの映像乱れな どに悩まされてい る。普天

間はそれ以上に危険な地域にある。辺野古への移転は合理的理 由があることで、県民投票 の結果

いかんにかかわ らず、移転の必要 性について、沖縄の住民を粘 り強 く説得 していかなけれ ばな ら

ない。

◎ 新規課題の整理及び意見交換

井部秀恭委員 新規提案が7名 の委員か ら出たが、短期 ・中期 ・長期 に分け、テーマを絞 って

今後の議論 を進めてい きたい。現状 として、① トランプ大統領 のアメ リカファース ト政策 による

日米同盟 の弱体化 とそれに対す る日本 の懸念。②中国 ・ロシア ・韓国 ・北朝鮮 といった近 隣諸国

の・脅威。③米中貿易戦争、ブ レグジ ッ トによる国際貿易環境 の急変。以上を踏まえ、今後 の検討

課題を、① 日本 の中国 との経済的な結びっきの強化の検証、② 中国の東南アジァ進出 とその軍事

的脅威 の対応、③米 中貿易戦争の日本への影響、④ 日本 の技術力の向上 （特 に通信 ・情報技術）、

⑤ 日本の財政改革、⑥憲法改正に向けた民意の拡大、⑦韓国に対する対処、の7点 の中か ら、来

月以降の検討課題を決 めていきたい。

〔意見交換〕 （田中勝委員）中国の急成長によって世界のパ ワーバ ランスが崩れてきた。そ

の中で、日本は どう対処 してい けばいいのか、中国の状況 を知 り分析 してい くべ きだ。（小関委員）

日本の大 きな問題、少子高齢化についても、ずいぶん前 か ら予測できていたこ となのに、対策 が

な され てこなかった。未来を予測 して、その未来に対 して しっか りと対策をほどこしてい くべ き

である。 （松本委員） 日本 は孤立 しつつ ある。財政難 も深刻だ。先 日、 日本の高校生が海外で議論

ができない ことに唖然 とした。それは教育ができていないか らだ。すべ ては教 育の問題 だ と考 え

る。 （清原専務）未来予測は、本来国が行 うぺきこと。外務省は多数の駐在員 を海外に派遣 してい

るのに、なぜ それができないのか。（井部委員）技術流 出を防止す る方法を国が率先 して対策 しな
ア

けれ ば。 シャープのよ うに中国資本に買われ る企業 も出始 めているが、何 とか食い止め られ ない

か。 （田中勝委員）中国で 「国防動員法」とい う法律ができた。政府が要求 した ら、あ らゆるもの

を提出 しな けれ ばな らない。っま り、 ファー ウェイが持 ってい る情報はすべて中国政府に筒抜け

とい うことなる。（小関委員）A工分野ではかな り立ち遅れて しまったが、精密部 品では強い世界シ

ェアを占めてい る。それを維持 してい るうちに、例えば工業用uポ ッ ト・自動運転 ・3Dプ リン

タ ・遺伝子組み換 え ・先端農業 ・先進 医療 ・水浄化な どの分野で強みを発揮 していかなければな

らない。

〔大野部会長 のま とめ〕井部委員に挙 げていただいた7つ の課題 の中で、最重要 と思われるのは、

③の米中貿易戦争の 日本への影響ではないだろ うか。出席委員一同 も、異議な くこれを了承 した

ため、米 中貿易戦争の 日本への影響を次回以降の検討課題 とす ることに決 した。


