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政 治 経 済 部 会 の お 知 らせ(第2、。回)

日 時 令和2年2月25日(火)午 後1時 半～午後3時 半(午 後1時 か ら入館可)

場 所 衆議院第一議員会館 地下1階 第6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 「最近の政治 ・経済について想う」

大野松茂元衆議院議員1内 閣官房副長官(政 策担当)

議 題1、 少子化問題の現状 と今後

2、 出席者一同にて、意見交換

最後に、大野松茂政治経済部会長のまとめ

「公 益 財 団 法 人 協 和 協 会 」 事 務 局 ・範LO3-3581-1192F舐03-3507-8587

「時 代 を刷 新 す る会 」 事 務 局 囁LO3-3272-4320 、Eメ ー7レkiyohara@jidaisassin.　 jp

政治経済部会1月28日 の御報告

O大 野松茂政治経済部会長挨拶 「本年の政治経済について想 う!」

本年正月の気候 は平穏であ り、本 日も大雪 との予報だったが、特に大きな影響は出なかった。

通常国会が開会 し、補正予算案について予算委員会で議論が行われている。野党か ら出る質問 は

季節外れの桜の問題 に終始 し、肝心の予算の中身、災害復旧対策な どについ てはほとんど議論が

なされないまま、間 もなく衆議院を通過するとい う。果た して これで よいのだ ろうか?国 会 は本

質的な議論の場であってほ しい。政治経済部会 としては、今年 もよ り多 くの皆様 に御参加いただ

き、活発 な意見交換 を行ってい きたい と考えているので、委員 の皆様 にも御協力いただきたい。

◎ 重田典子委員提起 『少子化対策』

働 かないほ うが得 をす る配偶者控除や専業主婦用の国民年金第3号 被保険者制度が、女性 の社

会進 出の障壁 になっている。OECDの 比較データでみる と、男性 の育児参加時間が最低なのは

韓国、その次 は目本。 また、賃金の男女比が対等でないこ とも問題だ。最低賃金の引き上げ と労

働生産性の向上はかねてか ら指摘 されている。少子化 白書では ドイ ツの少子化対策が取 り上 げ ら

れている。 出生率 は向上 したものの、シ リア ・アフガニスタン ・イ ラクからの移民が多産で、数

字を押 し上 げている。これを どう受 け止 めるか。EUで は移民の受 け入れで議論 が百出 している。

その功罪については、 目本国民の冷静な判断にかかっている。

◎ 多村繁樹委員提起 『政治 ・経済、財政 ・金融 ・税制対策』

財政再建に関す る議論 は30年 近 くにわた り展開されてい る。現在 の財政赤字は1300兆 円

だが、 日本の個人金融資産が1800兆 円、企業の内部留保が500兆 円、外貨準備高が130

兆円あ り、財政破綻の心配はない。消費税 を上げるより、法人税 と所得税 をバ ブル期 の水準 に引

き上 げては どうか。法人税 を引き下げているのは、企業が 日本 から出て行 くのを引き留めるた め

だと言われているが、現実は、企業 は内部留保を溜 めこむばか りで、消費マイ ン ドも冷 え込 み、

海外企業の誘 致も市場に魅力がないので うま くいかない。

◎ 意見交換

(清原専務)日 本 の借金 は外 国か ら借 りているわけではないか ら大丈夫だ、 とい う議論は危険

だ。企業が内部留保 を溜 めこむのは、M&Aを 防 ぐためで もあ り、財政危機 に備 えるためで もあ

る。(小 田垣委員)少 子化対策 の何 が効果があ り、何が効果 が出ていないかを検証 してみては どう

か。待機児童 の解消が 白書では強調 されてい るが、 より問題なのは3人 に1人 の割合 に迫 りつつ

ある生涯未婚率を引き下げることである。(井 部委員)財 政再建 の問題 は賛否 があるのでひ とまず

置きたい。少子化 によって将来子供 を産める女性 も減 るので、解決策 が必要だ。(松 本委員)「 子

供を産んで欲 しい」 と政治家が発言す ると、失言 と取 られて しま うのは問題 だ。教育の問題 で も

ある。(倉 島委員)移 民の受 け入れ論 についての議論 は避 けて通れ ないだろ う。人 口問題解決 のた

めだ けなら国際結婚 を促進 してみてもよい。(小 林委員)子 供 の虐待 が相次いでいるのは、育児 を

ス トレス としか感 じていないか らではないか?子 供 を育てる喜び、充実感を どう伝 えてい くか。

(重田委員)フ ィンラン ドには子供 の就学前まで、地域 と両親 で成長 を支援す る 「ネ ウボラ」 と

い う制度がある。これ を日本で も導入 してはどうか。(大 野功統委員)都 市一極集中も晩婚化 の原

因の一つではないか。地方創生 をどう進 めて行 くか。(部会長)少 子化はマス コミの責任 も大きい。

少子化を止 められな くても、速度 を落 とす ことな ら可能なはずだ。


