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以上で公述人各位の御意見の陳述は終わりまし

○委員長︵林芳正君︶ ありがとうございました︒
て投資の保護もなされますので各国に進出しやす

備が図られる︒さらには︑ＩＳＤＳ等によりまし

れるわけでございますので︑まずそういう環境整

るのか︑御意見をお聞かせ願えますか︒

貿易圏をつくる構想に持っていけばいいと思われ

が出ておりますが︑どういう日本はこれから自由

ＴＡＡＰとか︑いろいろもうこの委員会でも名前

た︒

くなる︑最適立地がしやすくなるという制度的な

まず︑一月の段階におきましてトランプ次期大

これより公述人に対する質疑に入ります︒

もちろん︑政府におきまして︑様々中小企業に

統領が脱退を表明した場合にどうかという問いを

○公述人︵根本勝則君︶ 御質問ありがとうござ

対する輸出促進策︑投資促進策︑あるいはその支

いただきました︒この場合におきましても︑どの

担保がなされるというふうに理解をしてございま

援の方策が講じられておりまして︑両者相まって

ような形でその発言がなされるかという具体の内

なお︑質疑の時間が限られておりますので︑御

今後中小企業におきましてもＴＰＰ域内での事業

容につきましては現時点で不明確であるというふ

います︒

活動が活性化するものというふうに考えておりま

うに考えております︒

ずはこれを批准し︑将来の発効に備えていくとい

構成国としては︑現時点におきましては︑非常

ンプ大統領が撤退発言をしたことによって非常に

う立場を崩すべきではないというふうに考えてお

○中西哲君 それぞれの公述人の御意見にもあり

す︒

す︒

答弁は簡潔に行っていただくよう︑御協力をよろ
しくお願いいたします︒
それでは︑質疑のある方は順次御発言願います︒
○中西哲君 自民党の中西哲でございます︒
公述人の皆様︑意見陳述どうもありがとうござ
いました︒
それぞれお聞きしたいことが何点かありまして︑
最初に根本公述人にお伺いします︒
出てきました︒我々自民党としてもなかなか中小

厳しい状況になっているというお話がございまし

ります︒もちろん︑大枠合意を目指しております

に高いレベルの協定になってございますので︑ま

企業は輸出に取り組みにくいということで︑それ

た︒しかし︑安倍総理のお話の中では︑自由貿易

日ＥＵのＥＰＡ︑あるいは日中韓︑ＲＣＥＰ︑あ

ました︒この委員会でも安倍総理が︑米国のトラ

が可能に︑輸出しやすい制度をつくろうという話

経済圏を確保するために日本の立場をきっちりと

今︑御説明の中で中小企業の輸出対策のお話が

がこの委員会でもされたんですが︑もう少し詳し

るいはＦＴＡＡＰへの道筋というのは当然に追求

れたＴＰＰをその時点︑すなわち一月の時点で諦

させておきたいというのが安倍総理の考え方でご
もしも一月にこのＴＰＰ︑アメリカが脱退する︑

めるというような選択肢は取るべきではないとい

くお聞かせ願えないでしょうか︑中小企業の実態

この枠組みが崩れるということになった場合にも︑

うふうに考えております︒

すべきものではございますけれども︑合意の得ら

将来的に日本の人口減を考えた場合に輸出拡大を

○中西哲君 どうもありがとうございました︒

ざいまして︑与党の考え方でもございます︒

中小企業の輸出につきましては︑先ほどの公述

図らなければならないというのが我々の立場なん

続いて︑内田公述人に御質問をいたしますが︑

を︒

で述べさせていただきましたとおり︑日本にいな

ですが︑根本公述人は︑もしもこの今のＴＰＰの

御説明の中で︑イギリスのＥＵ離脱︑そして今回

○公述人︵根本勝則君︶ 御質問ありがとうござ

がらにして競争力のある製品をＴＰＰ域内に輸出

枠組みが崩れたときに︑ＲＣＥＰとかそれからＦ

います︒

しやすくなる︑サプライチェーンが域内で構築さ
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がトランプ大統領を選んだと︑これはもう自由貿

のヒラリー・クリントンではなしにアメリカ国民
困層にまで富が循環して下に落ちていって︑やが

そうすれば︑中間層そして最低のラインにいる貧

たちが豊かになっていくわけですね︑まず先に︒

とが問題であって︑企業に全部もうけさせるのを

ですから︑これをどう是正していくかというこ

あると︒

易の行き詰まりなんだというお話がございまして︑

禁止せよとか︑そういう乱暴な議論をしているわ

ページに基本的考え方の問題点︑この③に輸出に

て底上げができると︑こういう経済理論が八〇年

しかし︑この三十年の壮大な実験といいましょ

よって一国の経済が発展するという認識の誤りと

私自身もイギリスやアメリカのマスコミのいろん

たことに非常に驚いていまして︑イギリス国民が

うか経験の中で︑そういうことは実際起こらなか

いう記述がございまして︑元々このＴＰＰ参加と

けでは決してないということです︒

変わっている︑アメリカの国民も大きな流れで変

った︒むしろ格差は広がっていると︒これは国内

いう話が出たのは︑日本が将来的に人口減少︑消

代当初は信じられていたわけですね︑理論として

わっている︑その延長上に多分︑内田公述人のお

的にもそうですし︑国際的にもそうですが︑やは

費する人間も減れば作る人間も減るということが

な報道を見ていて︑まさかこういう︑ＥＵ離脱に

話は︑自由貿易が行き詰まっているというお話が

り大企業や投資家︑富裕層というのは︑例えば内

大きな問題点になっておりまして︑そこからの脱

○中西哲君 それと︑いただいた資料の中に︑七

あったんだと思うんですが︑もう少し詳しくお聞

部留保であったり︑それから︑先ほど申し上げま

却という意味でこういう話が出てきておるんです

も︒それで推進されてきた︒

かせ願えませんでしょうか︒

したが︑タックスヘイブンのような︑これは一応

しろ今度のトランプにしろ︑そういう状況になっ

○公述人︵内田聖子君︶ 御質問ありがとうござ

みとはまた別個のことで解決できるという考え方

が︑この日本の人口減少についてはＴＰＰの枠組

利潤をためていくというような現象が起こるから

をお持ちでしょうか︒人口減少に対するお考えを

合法ですが︑そういう租税回避の仕組みを使って

私は︑自由貿易の行き詰まりがアメリカやイギ

下にはこぼれ落ちないということなんですね︒

います︒
リスの政治的な選択というふうに出ているという

がった︒

た結果です︒つまり︑自由貿易が最大限世界に広

うに︑グローバル経済というものが推し進められ

これは先ほど萩原さんからもおっしゃっていたよ

います︒これは先進国においても広がっています︒

実際に︑世界規模で格差というものが広がって

少なくなる︑税収が減るわけですから︑そういう

国民の社会保障とか公的なサービスに回るお金は

ていないわけですね︒そうすれば︑当然その国の

て済むと︒つまり︑拠点のある国には税金を納め

それから法人税の安いところへ︑税金を払わなく

は︑それが再分配をきちんと国内的にもされない︑

うこと自体はもちろん否定いたしませんが︑問題

○中西哲君 ごめんなさい︒それで日本の経済が

お答えでよろしいでしょうか︒

ね︒その際にどのように対応するかというような

したが︑人口減少自体はもちろん起こるわけです

御趣旨がちょっと私のあれで理解はできませんで

現実だと思っています︒ごめんなさい︑御質問の

日本が何らかの対応をしていかなければいけない

○公述人︵内田聖子君︶ 人口減少自体は︑今後

お聞かせ願いたいと思います︒

当初はこれ︑グローバル経済が広がれば︑いわ

問題が世界的な課題になっていると︒これはどの

沈んでいくと︑それに対してどうやって上げるの

ですから︑今は︑私は企業が利潤を上げるとい

ゆるトリクルダウンといって︑上の方の豊かな人

国でも︑先進国︑途上国を問わず共通認識として

ふうに申し上げました︒

が︑大企業や投資家︑富裕層ですね︑こういう人
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し︑それが消費に回っていかない︑先が見えない

っと上がっているんですね︑ここ三︑四年︒しか

んもうかっていまして︑県の法人二税︑これがず

値の低いところなんです︒その高知でも結構皆さ

が︑高知というのは日本の中でも一番経済的に数

の問題ありましたね︒私︑高知県の出身なんです

さっき内田公述人のお話にありました内部留保

地域内内需です︒地域で物を作って運んで加工し

的な多くの中小企業というのは内需です︒つまり︑

社しかないわけですよ︑中小企業の中でも︒圧倒

展開できている企業というのはたったの一万数千

五︑六％かと思いますけれども︒そのうち海外に

三百五十万社︑日本のほぼ九割以上ですよね︑九

ています︒日本では︑たしか今︑中小企業の数は

この中小企業というくくりは極めて乱暴だと思っ

私は︑中小企業という話でよく語られますが︑

聞かせ願えませんでしょうか︒

はどういう形態でやられたらいいのか︑御意見お

この国の経済を活性化させるために︑じゃ︑貿易

的には我が国が人口減少に入る︑そういうときに︑

うやることはないという御意見でしたので︑将来

次に︑萩原公述人に︑ＴＰＰ︑このままじゃも

○中西哲君 ありがとうございました︒

というふうに思います︒

ゃる︑作られている条例こそが地域活性化の鍵だ

約条例だとか︑今まさに地域で頑張っていらっし

かと︒

というんですよね︒

て︑そしてその小さなお店でも雇用をつくってや

そういう︑先が見えない︑多分︑日本国中蔓延

し上げますと︑かつての貿易と現代の貿易という

○公述人︵萩原伸次郎君︶ 貿易について少し申

日本は貿易立国だという根本的な誤解があって︑

ると︒

していると思うんですが︑それを打ち破る一つの
方法としてこの自由貿易圏の拡大ということに入

本が生き延びるかという趣旨で人口減少を聞いた

この枠組みは崩れたとしたら︑どういう方法で日

済主体︑これがちゃんと活性化されてきちんと地

私は︑地域においてはやっぱりこういう小さな経

れが今後どうなるかというのもありますけれども︑

現代の貿易というのは必ず自由貿易と投資という

ＤＰも増えるということなんですね︒ところが︑

して︑要するに雇用も増えるし輸出も増える︑Ｇ

外に売るという︑これが基本的なものでございま

のは大きく変わってきているということですね︒

んですが︒

域循環型の経済をつくれるかどうか︑ここに懸か

のが付いてくる︒自由貿易と雇用じゃないんです

経済成長の時代︑特に経済成長時期は日本は内需

○公述人︵内田聖子君︶ 失礼いたしました︒

っていると思います︒ですから︑中小企業はみん

ね︑自由貿易と投資︒ですから︑企業がいかに外

ったんですが︑そういう目標に対して︑一方で︑

一つは︑今地域の経済というのを担っている担

な外に出ていってもうかるんだみたいな大変乱暴

に出ていくか︑外に出ていく企業をいかにサポー

つまり︑かつての貿易というのは︑国内で作って

い手というのは︑まさに中小企業であったり中小

な言説がまかり通っているのはゆゆしき事態と思

トするかというのが現代の貿易のシステムの基本

の国としてやってきたわけですね︒もちろん︑そ

零細であったり︑それから協同組合︑農協含めて

います︒

人口減少するんだけど︑ＴＰＰに入らなければ︑

ですね︑それから小さなＮＰＯとか︑そういうと

実はＴＰＰでは禁止されるんですが︑ローカルコ

業にしてもそうですけれども︑外に出ていくとい

ですから︑ＴＰＰというのはそういう︑中小企

的な問題点なんですよ︒

そういう人たちからとって︑今︑実はＴＰＰでア

ンテンツといって地元から労働力や素材を︑原材

うことをサポートするという考え方ですから︑国

その意味では︑地産地消であったり︑それから︑

ジアの成長にアクセスしてそこからもうけるんだ

料を調達する︑こういう地域振興条例だとか公契

ても小さな単位の経済主体だと思っております︒

なんという話は全く非現実的なわけです︒
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ますので︑そこから輸出しても関税はゼロなんで

カに輸出する︒北米自由貿易協定というのがあり

キシコで作る︑メキシコで作ってそこからアメリ

例えば︑日本の企業がアメリカで作らなくてメ

ですよ︒

脱をすると言ったところの大きな要因でもあるん

っていないんですね︒ここがトランプ大統領が離

内の人口減少に対応するというそういう協定にな

に力を入れてきた結果だという思いで私もおりま

なったのは︑江戸時代の寺子屋から始まって教育

がこれだけ明治維新から短期間でばっと一流国に

○中西哲君 安倍内閣ももちろん教育︑人︑日本

な鍵になっているというふうに思っております︒

くり上げて解決していく︒私は教育が非常に重要

人口が減るということを逆にイノベーションをつ

らない︒私は是非そういう対策を取って︑日本の

人口を減少させるというものに対する対策にはな

に介入︑薬事行政に介入して高薬価︑とにかくそ

口から︑一番狙われているのはやっぱり薬価制度

いということであっても︑やっぱりどういう切り

本当に単に公的医療保険制度などには手は付けな

ておきたいと思います︒

断しようもないと︑そういうところをまず指摘し

から︑私ども質問しようもない︑国民も是非の判

めるだけの情報開示されていないわけです︒です

○公述人︵住江憲勇君︶ そういうギャップを埋

こをターゲットにしてアメリカは製薬資本の暴利

先ほど冒頭︑陳述させていただきましたように︑

すよ︒何でメキシコで作るかといったら賃金が安

す︒どうもありがとうございました︒
次に︑住江公述人にお伺いします︒もう余り時

いからですよ︒だから︑トランプ大統領は︑あそ
こに壁を築くと言ったのは︑北米自由貿易協定と

を貪ろうとする︑やっぱりそういう危険︒そして︑

やっぱり医療機関への民間営利資本の参入︒やっ

間ないんですが︒
私自身も医者をやっている友人が何人かいて︑

いうのを再協議して︑それで企業が全部外に出て
いってそこから輸入しているというシステムを変

人口減少を食い止めるためにもＴＰＰというお話

ぱりこれを手付けられると︑本当に︑先ほど来︑

ですが︑我が党の作ったＱアンドＡ︑自民党が作

ございましたですけれども︑反対にＴＰＰで更に

最初はＴＰＰに反対だというお話を聞いていたん

由貿易協定がもしやめられれば確かにトヨタ自動

ったやつで︑それで︑公的医療保険制度の在り方

人口減少を加速するという︑そういう危険は大で

えたいということなんですね︒ですから︑北米自
車とかそういうところは困ると思いますけれども︑

の変更を求める内容は一切含まれていないという

我々のこのＱアンドＡでもこの委員会でも︑政

しかしそれがアメリカの国内の投資を積極的にさ

れだったら︑医療制度が変わらないのであればと

府は四千ページにわたる情報開示をしておるんだ

あるということを改めて強く懸念します︒

だから︑そういう点でいうと︑我が国日本も自

いう思いでおったんですが︒今︑住江公述人のお

といっても︑一般国民はこんなもの見ないですよ︒

のを︑こういうのを見て︑それで委員会でのやり

分の国内にどうやって産業を興すかということを

話聞くと︑全くそんなものは信用できない︑こう

我々国会議員︑そして地方の議員が地元に帰って

せるということで非常にいい意味を持っているん

考えることと︑それから︑やはり人口が少なくな

いうおそれがあるといろいろ聞いたんですが︑そ

いろんな分野の方と話ししながら回答していくと

○中西哲君 どうもありがとうございました︒

ってくるということは︑技術革新︑イノベーショ

こら辺りのギャップを我々自民党が埋めるために︑

いう努力が足りないんであろうと思います︒

取りあるいは政府の話を聞いて︑ああそうか︑そ

ンを起こすということは教育ですよね︑国内の教

ここをもうちょっとはっきりせいと︑もしも次や

ですよ︒

育に対して非常にお金を使って︑そして人材を育

るとしても︒お話し願えませんか︒

今後とも︑我々︑それに力を入れていきますし︑

てると︒こういう作戦を取っていかないと日本の
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なくなったと︑これはすごく大きいことだと思い

ありまして︑まず一つは︑やはりアメリカで動か

こにあるのかなというのが私︑率直な今の思いで

ありましたように︑今もう本当に審議の意義がど

ておりますけれども︑先ほど特に内田公述人から

今︑参議院でこのようにＴＰＰの審議が行われ

○舟山康江君 舟山康江でございます︒

どうもありがとうございました︒

います︒

まずはこのＴＰＰの批准を目指していきたいと思

うございます︒

○公述人︵根本勝則君︶ 委員︑御質問ありがと

いただけますでしょうか︒

をどのように捉えていらっしゃるのか︑お聞かせ

に関してこのＴＰＰが我が国の雇用に与える影響

リカの声も踏まえまして︑公述人から︑雇用の面

増えるという試算もありますけれども︑このアメ

ども︑先ほどのお話︑また政府の試算でも雇用が

点からも反対しているという状況でありますけれ

まして︑これはアメリカの労働組合も明確にこの

そして賃金が下がってしまったということであり

状況の中で雇用が相当大きく傷ついた︑減った︑

ておりますのが北米自由貿易協定と︑こういった

きましても相当程度の雇用へのプラス効果があり

いますので︑そういうパイの拡大という意味にお

が二・五％から二・七％伸びるということでござ

図り得るというふうに考えますし︑さらに︑経済

こういう意味において日本国内の雇用の維持は

ります︒

ったような事態はなくなるというふうに考えてお

ざいますが︑ＴＰＰが成立いたしますればそうい

ならないというような事態も想定されるわけでご

キシコに進出し︑日本国内の雇用を削らなければ

原産地条件を満たすためにはその部品供給者もメ

ば組立てメーカーがメキシコに進出しました際︑

しかないというようなケースを考えますと︑例え

いました︒

今日は︑四人の公述人の皆様︑ありがとうござ

ますし︑また︑この間の衆議院︑参議院の審議の
容であり︑議論すればするほどよく分からない︑

試算として当然出されておろうかと思います︒私

たとおり︑八十万人という数字もマクロベースの

ども︑アメリカの雇用の今の現状といいますのは︑

○舟山康江君 またアメリカの例で恐縮ですけれ

に考えるところでございます︒

得るのではないか︑あるのではないかというふう

その結果が︑世論調査を見ても随分と今急ぐべき

ども独自の試算持ち合わせませんので︑恐らくマ

人の移動の自由によって外から安い労働力が入っ

既に政府サイドからこの場において御説明あっ

ではないという数が多くなってきたということの

クロ試算をする限りにおいて︑現状の協定であれ

中で様々な問題点︑かなり広い交渉範囲であり内

背景にもあるのかなと思っております︒

に移転してしまったと︑この二つの側面の中でや

てきて雇用が奪われた︑そういう側面と︑もう一
なおかつ︑先ほどの御質問にお答えいたしまし

はり雇用の問題が生じているのかなと思うんです

ば日本国内において八十万人増えるということは

たとおり︑中小企業におきましても︑日本にいな

けれども︑その後者の懸念というのはどうなんで

そしてまた︑ここから質問ですけれども︑まず

先ほどのお話の中でも︑イノベーション︑グロ

がらにして自らの物品を輸出するかサプライチェ

しょうか︒

つは︑投資の自由化によって企業そのものが海外

ーバル化︑それで雇用を維持していくんだと︑そ

ーンに供給することができるということで︑日本

○公述人︵根本勝則君︶ グローバル化について

正しいのだろうというふうに考えております︒

ういった話もございましたけれども︑実はこれ︑

国内に雇用の維持が可能になるという側面がござ

の御質問だというふうに理解をいたしましてお答

根本公述人に質問をさせていただきたいと思いま

アメリカでの反対の一つの大きな理由が︑このメ

います︒例えばでございますが︑ＮＡＦＴＡだけ

す︒

ガＦＴＡのような︑アメリカでいえば既に発効し
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