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＜会 議 開 催 概 要＞ 

 

１．日  時：平成１６年９月１６日 15:00～17:00 

２．場  所：外務省南庁舎８階 国際会議室（893 号室） 

３．出 席 者： 

（委員側） 手塚部会長、植本委員、衣笠委員、櫻木委員、 

佐藤委員、谷野委員、寺嶋委員、塚田委員、 

新居委員、朴委員 

（事務局側）鹿取領事局長、小井沼領事局参事官、山本政策

課長、中山外国人課長、磯旅券課長､木村邦人テ

ロ対策室長､古舘領事サービス室長、山口外国人

課企画官 

４．議  題：外国人問題に関する答申とりまとめ 
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○手塚部会長  それでは、ただいまから「海外交流審議会第７回外国人問題部会」を開催

したいと思います。 

  本日は、委員の皆様、本当に大変お忙しいところ御出席いただきましてありがとうござ

います。本日の部会につきましては、北脇委員及び西原委員の両委員が所用により欠席と

なっておりますので御報告申し上げます。 

  また、当審議会の事務局の人事異動がございましたので、領事局長より御案内させてい

ただきます。 

○鹿取局長  それでは、人事異動について御紹介いたします。 

  まず、山口前審議官が総領事としてトロントに赴任しました。後任か小井沼参事官です。 

○小井沼参事官  小井沼です。よろしくお願いいたします。 

○鹿取局長  また、新しく大臣官房に危機管理担当参事官というポストができまして、そ

こに深田が配属されました。今日は欠席しておりますので、改めてご挨拶申し上げます。

深田は領事局に併任になっております。 

  三好前領事移住部政策課長の後任として、山本領事局政策課長が着任しました。 

  片江邦人特別対策室長の後任として、木村邦人テロ対策室長が着任しました。 

  また、８月１日の機構改革で領事サービス室が領事政策課にできましたが、室長が古舘

でございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○手塚部会長  これも領事改革に伴う一環でございまして、８月１日から領事局になった

ということも重ねて御報告申し上げます。 

  さて、本日の議題につきましては、「外国人問題に関する答申取りまとめ」について御

議論を最終的にお願いしたいということであります。これにつきましては、「答申案」を

事務局側より委員の皆様に事前に配布させていただいております。若干調整等々に手間取

って遅くなったことと、「てにをは」の部分の修正などがありましたので改めて配布させ

ていただきます。 

  日程的なことから申し上げますと、外国人部会は今回が最終回でありまして、来月５日

に開催される第９回の総会では、領事改革部会の方と併せて最終的な答申を提出するとい

う段取りになっております。したがって、本日は実質的にこの「答申案」を議論できる最

後の機会となりますので、委員の皆様方にはそういう観点から御意見を賜ればと思ってお

ります。厳しい時間の制約がある中で、多くの皆さんに御発言いただくという観点から、

各委員におかれましては、御発言はできるだけ簡略にお願いしたいと思います。 

  以下、各部分ごとに見てまいりながら、各委員の皆様方から御意見を伺いたいと思いま

す。 

  なお、本答申案の提言部分につきましては、外務省は日本に在留する外国人の問題の連

絡調整に当たるという権限を持っておりますけれども、この答申の中に盛り込まれている

部分については、官庁等々が実際に立案施行するということがありますので、関係官庁に
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非公式に意見を聴取いたしました。関係官庁の意見を含めまして、事務局より適時御紹介

をお願いしたいと思います。 

  まず、「序．外国人問題についての基本的考え方」というのを手短にとりまとめました。

実はこの部分は非常に大事なところなんですけれども、それについて御説明をお願いしま

す。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  ありがとうございました。 

  公表まで一応、秘にしていただきたいということで、その部分の中に入っているという

ことであります。これは、領事政策部会の部分と両方一緒にした改革の答申の序の部分に

入っている部分であります。 

  領事政策部会の答申につきましては、３枚ぐらいのところに領事改革というもので入っ

ております。勿論、私どもの改革、外国人問題部会の部分についてはページ数は相当長く

なると思いますが、できる限り簡明に、かつ、問題を明らかにして提言をしていきたいと

いう具合に部会長としては考えている次第であります。 

  それでは、御意見のある方にお願いさせていただきたいと思います。 

  ちょっとメモを櫻木委員にいただきましたので、ちょっと一言。 

○櫻木委員  問題点としては書き方の問題と中身の問題と２つあります。 

  書き方の問題ですが、「提言」そのもの、その「理由」、「現状認識」、「現状に至っ

た理由」というところの区分が、行ったり来たりしているのではないかと思われます。読

み手がすっきりわかるようにしていただければいいと思います。 

  それから、提言の中でも大きな提言と具体的で小さな提言がありますが、それがわかる

ように表現して頂ければいいと思います。 

  まず書き方についての問題です。 

○手塚部会長  これは答申の全体に関する御指摘だと思います。それにつきましては、こ

の答申、更に今日も御議論をいただいた上で、今、御指摘いただきました点は十分に考慮

して、読み手がわかりやすく、かつ、趣旨がきちんとしてわかるような形にしてまいりた

いと思います。 

  それ以外に、序の部分でどこかございますか。 

○櫻木委員  それでは、続けて「序」のところなんですが、真ん中辺りに「社会の安全・

秩序に対する国民の関心の高まりに配慮しつつ」ということに関しては、確かにこれは必

要なんですが、審議会としては、どう認識しているのですかという問いがあり得ると思い

ますので、そこら辺はどう答えるかということをやはり考えておかなければならないと思

います。 

  それから、一番下に「外国人の問題は幅広い」というのがありますが、それより上の「我

が国は『閉鎖的な国柄』であると往々にして指摘される批判に反論する上でも重要である」

というようなくだりは、基本的な考え方のところに置くほど大きなものでしょうかという、
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私としては疑問があるということです。 

○手塚部会長  その辺りのところ、いかがでしょうか。 

  どうぞ。 

○植本委員  序に関連をしてということで、この分けられた総論の方の序のところの下に

移動したという部分ですが、昨日、夜いただいて、ほか、ばたばたしていて、前回の文章

と比較をするいとまがありませんでしたので、どういう内容になっているかということに

ついてはっきりと記憶をしていないんですが、一番最後のくだりのところに、「それは、

国民の海外への一層の展開とともに一層多くの人材を外国から我が国に受け入れることを

意味する」というふうになっているんですけれども、これは総論のところに移ったことに

よって、人材というよりは人というふうにシンプルにした方が、観光客とかいろんな立場

の方というふうに総論の中では整理をするというふうに思いますので、人材というふうに

言った場合には、いわゆるどの材なのかということも含めて改めて議論が別途必要になる

部分もありますので、人材というよりはシンプルに人というふうにした方がいいのではな

いかというふうに思います。 

○手塚部会長  これは最終答申の総論の部分の最後の２行目のところ、人材よりも人にし

た方がいいと。 

  それから、今の櫻木委員のこの２行というのはここに置くべきであろうかどうかという

ことを、特に頭のところにこれを指摘する必要があるかどうかという御意見です。 

○植本委員  この件について、「『閉鎖的な国柄』であると往々にして指摘される批判に

反論する」というよりは、そういう国情をなくすという意味でということだと思うんです。

どう論じて言い返すということではなくて、やはり自分たちの国柄をどういうふうに変え

ていくのかということによって、そういう指摘をなくしていくというふうな自己改革の視

点みたいなものがむしろ必要なのではないかというふうに思いますが。 

○手塚部会長  そうですね。この２行につきましては書き方、あるいは特別この括弧の部

分を序のところに入れる必要があるかどうかという点も、今の御指摘も含めて検討致した

いと思います。 

  この点は、確かに一つの価値判断であるわけですが、そういう批判というのはないわけ

ではない。だから、それをどこに入れるかということを考えると、場所的に序のところに

入れるかどうか検討した上、今の御指摘、批判を受け、これに対応する上でも重要である

ということの部分をどこかに入れることは入れたいと思っておりますけれども、どこに入

れるかということを考えてみたいと思います。 

○櫻木委員  今の趣旨であれば、私はここに十分入れてふさわしいと思いますが。 

○手塚部会長  今のままというご意見ですね。 

○櫻木委員  そうです。要するに、自分の積極的な姿勢を示すというのであればいいんで

すけれども、言い訳的なことをここで言うのは、ふさわしくないと思っただけです。です

から、今の趣旨であればよろしいと思います。 
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○手塚部会長  そういうことで、対応するということのためにこの答申案がつくられたと

いう御趣旨で御理解いただきたいと思います。 

  勿論、この文章につきましてはなお練りたいと思っていますし、後ほど、いつごろまで

にということを申し上げますので、最終的に、これから文章については練ってまいりたい

と思います。 

  それでは、次に「１．在日外国人問題」につきまして御説明をいただきたいと思います。

お願いします。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  その辺りは、事前にそういうコメントをもらうのが意味があるのかどうか

ということもあります。それで、この審議会はこの審議会の結論を出せばいいのでという

こともありますが、事実誤認があったり、それから、実際に政策を行うのは各関係省庁で

あってという２点から、事前に意見をいただく、それぞれの部分についての問い合わせを

してみたということであります。御意見、いかがでしょうか。 

  それこそ、各省庁の意見を聞いてやっていますと何にもできないという話になりかねな

いわけでして、まさに十何省庁の連絡会議というのが 15 年間近く足踏みしているという状

態に対して、新しい一歩を踏み出すきっかけを提起するという趣旨で私どもの審議会の各

委員の先生方と議論を重ねてきたつもりでおりますので、その辺は勿論、基本線として、

そのことは確認しておきたいと思います。 

  個別の問題で、いかがでしょうか。 

○佐藤委員  済みません、それでは最初から３～４点あるんですが、２ページのところで

すが、ちょっと読んでいて論理的なつながりで是非入れていただきたい点があるんですが、

１の「（１）在日外国人の現状」のところなんですが、「海外交流審議会では、『ニュー

カマー』が直面している問題に焦点を当てて議論を行った。これらは、喫緊の問題として

対策が必要であり、現在の状況」云々とあるんですが、なぜ喫緊の問題であってというと

ころを少し、数行でも何でもいいので、つまり、なぜ、これに限定することがこれからの

外国人の問題全体につながっていくのかというところ、例えばどういうことかといいます

と、数が多いとか、定住が進んでいるとか、何か理由が１つでも２つでも入ると論理的な

つながりができるのではないかという、それが第１点でございます。読んでいる、論理的

な問題です。 

  続けてよろしゅうございますか。 

○手塚部会長  はい。 

○佐藤委員  先ほど、櫻木委員がおっしゃったことと、読んでいて同じような印象を若干

持つんです。 

  提言のところ、特に、例えば４ページのEのところに関しては具体的な提言、これは私

ども教育に関わる人間として、挙げていただいて大変ありがたいんですが、これがないが

ために非常に困っているわけですけれども、ただ、挙げていただいたのはよろしいのです
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が、ほかのところはかなり実情も見られるという客観的な事実を記述しているんですが、

ここだけ提言部分になっているんです。 

  （ロ）になりますと、また全部提言部分になっているんですが、その辺のところの提言

を受けた背景みたいなところの説明、ABCDFの説明と、Eの説明のところに、まるっ

きり書きぶりです。これが若干、読んでいると事実と提言とが混乱しているような印象を

ちょっと持つので、その書きぶりの問題だと思いますので、ちょっと文末に手を入れてい

ただくとか、そのぐらいでより読みやすくなると思います。 

  教育のところに関しまして、５ページですけれども、済みません、これは最後の提言に

なるのであれば、言葉として（ａ）のところに１つだけ「児童生徒」というのが入ってお

りますので、「子ども」に直していただいた方がよろしいかなと思います。 

  （ｂ）のところに関しては、外国人の子どもの教育の問題というところで具体的に何か、

私どもが随分ここでは不就学の問題等を議論してきたのですが、何か例示を少し入れてい

ただけると非常にわかりやすくなるのではないのか。不就学や、一番冒頭の序の方にあっ

たかもしれません、青少年非行の問題であるとか、つまり、どういう問題なのかというこ

とを少し例示していただくと非常にリアリティーが出るのではないかというふうに感じま

した。 

  （ｃ）のところ、ちょっと気になるところはあるんですが、大きな問題ではございませ

ん。 

  それから、先ほど文科省の方から随分長文の解説があるんですが、いろいろあろうかも

しれませんが、「（ハ）外国人労働者とその家族への語学教育等の支援」、もしも、この

現状のままでいきますと、やはり国や地方自治体の役割というものがどこにも記載されて

こなくなってしまいますので、Aの問題は、この中で随分議論はしたんですが、調整等が

必要かもしれませんが、とりあえず（ｂ）のところに少なからず、訪日後の外国人労働者

とその家族への語学教育等の支援について、国や地方自治体の役割、更には受入企業や地

域社会等が連携して取り組む必要があるという文言をここに入れる必要があるのではない

か。つまり、それでは国や地方自治体は政治に関しては何もやらなくていいのかというよ

うな議論になってしまいますので、そこを是非（ｂ）の方にでも入れていただければ多分、

解決するのではないかというふうに思いました。 

  それから、もう一点だけ。「（３）中長期の課題」なんですが、これは全体を受けた中

長期の課題だと思うのですが、特に教育に関して言いますと、「学校教育において多様な」

云々というのは中長期ではなくて、どうしても今、必要な課題になっているんです。つま

り、どうしても全体でこういう日本人側の受け入れの姿勢を多分、中長期で問題にしてい

るんだろうと思うんですが、ここの学校教育のところに書かれてしまうと、それでは今、

問題ないのかというとらえ方をしてしまうので、ここは少し、もしも可能であれば、新し

く（ニ）の項目を立てて、こういう受け入れ側の問題、多分、つい先だって新宿で問題に

なった外国の子どもが問題行動を犯したというような問題もありまして、それの非常に大
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きな原因として、子どもの受け入れ側の日本の問題があるというようなことをメディアか

らも随分指摘されておりますので、これを一般論として中長期的な問題に落とし込んでし

まうと、ちょっと問題かなというふうに思いますので、ここだけ御検討いただきたいとい

うのと、逆に中長期的な課題としては、教育に関して、今、非常に規制緩和であるとか、

それから、地方の権限移譲の問題が出ているんです。その辺のところ、もしかしたら数行

でもよろしいので、入れていただくことは可能かどうかということを是非、これは要望で

すので、検討いただければというふうに思います。 

  以上でございます。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  おっしゃられた点は、そのとおりだと思いますが、今、御指摘のあった点

で６ページの（ｂ）のところの２行目に、訪日後の外国人労働者とその家族への語学教育

等の支援についても、国や地方自治体と受入企業や地域社会等が連携して取り組む必要が

あるという形にすることで御趣旨に沿った形になるのではないかと思います。その一言を

入れさせていただきたいと思います。 

  それから、中長期の課題につきましては、表現を少し改めた方がよろしいということで

すが、そのとおり少し考えてみたいと思っております。 

○朴委員  細かい部分なんですけれども、２ページの一番最初の「１．在日外国人問題」

の「（１）在日外国人の現状」のところの一番最初のセンテンスの書き方なんですけれど

も、要するに、「グループ」というふうに書かれているんです。 

  これが、例えばわかりやすく言えば、国籍別に構成比を見たときにグループという言葉

でくくって書いているんだろうと思うんですけれども、必ずこのグループということで何

か、例えばブラジルグループとか、フィリピングループとか、ペルーグループというふう

に、何かわざとグループに分けているような気がしてならないので、この文章、上も下も

そうなんだけれども、グループという言葉がなければ表現できないかと思って考えたんで

すが、私はなくてもよろしいというふうに思いました。 

  例えば、一番上の在日韓国・朝鮮人のことを指して、その次に「ニューカマー」のこと

を書くのでしたらば、例えば在日外国人の中に依然として在日韓国・朝鮮人は最大を占め

ているが、その数は減っている。一方、これに続く中国人、ブラジル人、何々人、「ニュ

ーカマー」はほぼ一貫して増加しているというふうにしても、別にグループということで

なくて、まず、イメージ的に別に分けて考えなくてもいいという、みんな総括して外国人

問題を考えようと。それがちょっと解消できるのではないかというのが１点。 

  もう一点が、先ほどの発言とちょっと同じなんですけれども、あえて、幾ら増えたとし

ても、まだまだ在日韓国・朝鮮人は 30～40％近く占めていて、ほかのところの、増えてい

ることだとして過去 10 年ぐらい見ていると、急激に増えてはいない。増えているんだけれ

ども、そういう形で見ていると、ここで「ニューカマー」に焦点を絞ってやるような理由

を、後ろを読めばわかるだろうということではなくて、その上に当面の課題として代表的
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なものを１つ２つぐらいは書き加えた形で書けば、なるほどという形になるだろうと。 

  というのは、やはり在日韓国・朝鮮人というようなところでのいろんな問題があるとい

うことを、どうしてそれを置いておいて「ニューカマー」に焦点を当ててやるのかという

部分への配慮が必要だと私は思っているので、そういう部分を是非とも、たった１行でも、

半分でもいいので、入れていただくという配慮が必要なんだろうと。それが１点です。 

  それから、もう一点、ちょっと申し上げたいのは、５ページの（ａ）のところで幾つか

の学校のシステムを一層強化するんだということが書いてあるんですが、一層強化なのか、

改善しながら強化していくのかというところの部分をどう考えるかと。ここはよくできて

いるようなものを更にいい形でやっていくんだという意味での強化だと思うんですけれど

も、強化の中には、例えばどうしても教育の現場にいる人たちの話を聞くと、改善しなけ

ればならない部分も結構あるんです。 

  例えば、母語ができるような指導協力者というような者は外づけになっているので、ど

うしても学校の中のいろんな部分には積極的に入れないような部分があるとか、それから、

日本語指導に対応する教員の配置のところの学校間の格差があるんだとか、そういったよ

うなところの部分で改善する部分があるだろうと。改善する部分は改善しながら一層の強

化を図るんだというものが、より現状がわかった明確な書き方ではないかというふうに思

っています。 

  （ａ）のタイトルらしいような部分に、改善及び一層の強化という形での部分が加えら

れないかというのが１点です。 

  それから、本当にマイナーなところなんですが、（ｂ）のところの文科省のところから

出てくるものの下から３番目「行政関係機関、学校、ＮＰＯ、ＮＧＯ」というふうに書い

ているんですが、これが非常に細かいところなんですけれども、日本ではＮＧＯというよ

りＮＰＯを使っている。それで、ＮＧＯというようなものが恐らく、ここでは企業とかそ

ういう専門組織ではないところの部分を含めて両方に併記をしているんだというふうに思

うんですけれども、そこの部分の整理は少し必要なんだろうと。 

  例えば、我々がよく使っているのは、ＮＰＯ（ＮＧＯ）という形にして表現する場合が

多いんですけれども、文科省がこういう形で出したとすれば、ＮＰＯ、ＮＧＯというよう

なところでの定義が非常に、何を指すんだという形で突っ込まれるだろうと思っています

ので、ＮＰＯ（ＮＧＯ）ぐらいでいいのではないかというふうに思いますが、その辺に関

しては確認をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○手塚部会長  第１点の「グループ」という言葉は、確かに部会長としても避けたいと思

います。手直しいたします。 

  それから、いただきました第２点につきましても、確かにそういう一般に読まれた方か

らもそういう疑問が、なぜ「ニューカマー」だけに焦点を当てたかというのは一言書く必

要があるだろうということで、これについても加えたいと思っております。当然の御疑問
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かもしれないということであります。 

  それから、後の点で、最後の改善・強化というようなことで方向づけをするということ

も異議もありませんし、ただ、最後のＮＰＯ、ＮＧＯという、その辺りのところはどうで

しょうか。 

○事務局より説明。 

○朴委員  確認をお願いいたします。 

○谷野委員  この２ページの提言の（イ）の下から２行目の「広く関係する法体系の下で

の可能性を含めて」、これは新しい法律を立法の可能性を含めてということですか。とす

れば、そういうふうには書けばよい。これでは何を言っているか、よくわからない。 

○事務局より説明。 

○谷野委員  しかし、読む側の立場に立って、あなたが読むわけではなくて国民が読むわ

けだから、もう少しわかるような書き方はできないかと思います。 

○事務局より説明。 

○新居委員  ここには法務省からクレームがあるようですけれども、ここの部分は現に事

実なわけだから、これは残してもらわないといけないと思います。 

○手塚部会長  それは、そのつもりでおります。 

○谷野委員  それから、これも質問ですけれども、（ロ）の義務教育年限の外国人の子ど

もたちの受け入れというのは公立小学校・中学校に限ってあるけれども、私立の小・中学

校には政府としてそういう環境を整えるということを勧誘すらできないということですか。

余り議論をしなかったと思うけれども、公立に限ってあるのはそういう意味ですか。 

○手塚部会長  その点では、私立については（ｃ）のところだということで、説明を若干

加えた方がいいかもしれません。私立学校として設立されたものの中で、各種学校として

認可されたのはこのくらいだということと、その問題はこういうことだということで、ち

ょっと文章を整理しておく必要があると思います。 

  日本の私立学校ということもあるから、私立学校に無償ということは言えないので、私

立学校についてはどういう配慮が必要ということは幾らか言う必要があるんだろうという

ことですね。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  どうぞ。 

○櫻木委員  提言のところですが、ここの分野の提言では（イ）と（ロ）があり、（イ）

のところは、状況の把握が提言というように読めるのですが、現状を把握しましょうとい

う提言ということですか。 

○事務局より説明。 

○櫻木委員  そうしますと質的には、（ロ）とは全く違うものになるわけですね。 

○事務局より説明。 

○櫻木委員  要するに、外国人問題ではいろいろな問題点があるが、その理由として、現
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状把握ができなかったから政策が十分にとれなかったと。だから、実態をちゃんと把握す

るための法システムが必要なんだということですよね。そのくだりが、ここは欠けている

と思うんです。なぜこういうことが提言として出ているかということがないんです。 

  私の感覚からいうと、より正確な数の把握というのはむしろ手段ではないかと思うんで

す。正確な数の把握そのものが目的というのはちょっと違うのではないかという感覚を持

つものですから、今、こういうことを申し上げているんです。 

  例えば、外国人の子どもに義務教育をちゃんと受ける機会を与えるんだというのが一つ

の目的だとすると、その法制度を整備するためとかいろんな施策を整備する必要があるの

だが、そのためには実態把握が必要であり、現状認識が必要である。だから、これが必要

なんだとなると、これは並列するような提言なのかなと、私はちょっと違和感を感ずるん

です。 

○手塚部会長  お願いします。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  どうぞ。 

○櫻木委員  あと、なお書きについてなんですが、なお書きにすることになった理由はわ

かるんですが、答申として出すわけですから、何のために書くかという姿勢が問われるの

ではないかと思われます。 

  それから、先ほども出ました、最後のところなんですけれども、これは中長期の課題で

はなくて、まさに今のこのことに関する基本姿勢ではないかと思います。だから、ここの

問題ではない、書き方の問題ではないと思います。 

○手塚部会長  中長期というのは、少し考えてみます。現在の問題であることは間違いな

いと思いますので、考えてみたいと思います。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  なお書きの主なところは、３ページのところですか。 

○櫻木委員  「なお」は、３ページにも４ページにもあるんです。 

  御理解と言われても、私たちは経緯がわかりますから理解できるんです。ただ、答申と

して外に向けられたわけですから。 

○手塚部会長  ４ページの「なお」は、もう要らないと思います。ある程度、そういう方

向でいくということが確認されているようですから、４ページは要らないです。 

○櫻木委員  もし、４ページの「なお」でしたら、それこそ今後の課題としてこういうこ

とを参考にしながら検討すべきだみたく残してもいいと思うんです。 

  それから、３ページの「なお」は結構、分量があるんです。この「なお」が、今度は会

として外に出すというところになると、そこに対してどういう説明があるかというのは必

要だと思います。 

○手塚部会長  「なお」は取って、集住都市会議がこういう意見だ、要望しているとしま

す。それで、そこのところは丸にして、これに対して我が国のこういうことでこういうこ
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とになり、ここの指摘があるというか、「なりかねないとの指摘がある」、この「指摘が

ある」にするか。これは要らないと思いますけれどもいかがでしょうか。 

○植本委員  やはり、ここのところは「指摘がある」ということで言えば、むしろ逆に集

住会議での要望は受け入れるけれども、こういうことにも配慮しなさいというふうに言わ

れているのではないかという受け止めが起こり得るのではないかというふうに思うんです。

この分離の問題は非常に大きな問題ですし、やはり基本的には、この厚生年金保険料を払

わなくてもよいということになるんですよ。 

  逆にこの間ちょっと新聞発表でもあった短時間のパートや派遣を雇っている事業主のほ

とんど、70％が保険料を払っていないというふうな、外国人、日本人にかかわらず、そう

いう基本姿勢を使用者側が持っているということが明らかなときに、この分離をするとい

うことがやはりまずいというふうに姿勢をむしろ強調すべきではないかと。 

  ですから、「指摘がある」というよりは、「そのように考える」というふうに、もし、

まとまるのであれば、そういうふうに整理をしていただきたいというふうに思います。 

○手塚部会長  「との指摘がある」と客観的にしないで、むしろ踏み込んで、「ないこと

になる」とすべきとのご意見です。 

○植本委員  むしろ、法の厳格な適用という、そっちの方を強調しているものとの矛盾が

逆に出てきますでしょう。そこの部分があるというふうに思うんです。 

○手塚部会長  検討させていただきたいと思いますが、必ずしも集住都市の代表として御

参画いただいたわけではないんですが、北脇市長さんの方からは、この点は強い要望があ

って、これを受けて、今の御意見もそのとおりだと思いますし、私もそのとおりだと思っ

ています。外国人を雇えば片方だけで済むということはおかしなことで、両方きちんと入

るということが原則だと思います。その点ですけれども、表現を少し検討させていただき

たいと思います。 

  部会長としては、今の御意見のように考えておりますので、どうも「指摘がある」とい

うだけで客観的にしてしまわないで、何かいい方法はないかと思っております。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  植本委員がおっしゃった点が原則だと思います。ですから、実際には外国

人の日系人の方たちはほとんどが、派遣ならまだいいんですけれども、構内下請で使われ

ていて、社会保険にも全然入っていないという状況があって、これをきちんとすることが

重要です。それで日本人も同じような問題（不払い）がありますが、今、お話あったよう

に日系人の 70％くらいが社会保険に入っていないという状況で、これはとにかくきちんと

しなくてはいけない。 

  とにかく、社会保障制度は今、大揺らぎに揺らいでいるわけですけれども、御案内のと

おり、国民健康保険が 40％の人が保険料を払っていないとか、そういう状況がある中で考

えるべき問題でありますし、将来的にも考えなくてはいけない問題だろうという具合に思

っていますので、なお検討させていただきまして、文章を考えたいと思います。 
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  ほかに、御意見ございましたら。 

  とにかく、御指摘がありましたように、読みにくいということがございますので、きち

んと読みやすい形にしたいと思います。それで文章の中の構成を現状、原因と、それから、

対策と提言と分けてほしいという、櫻木委員からも御指摘のメモをいただいておりますし、

その辺りの点はきちんとしてまいりたいと思います。 

  ほかに、御意見は。 

○櫻木委員  済みません、やはり、ここの提言というのは、外国人の社会保障を適正なも

のにするということが提言であって、現状を把握するというのが提言というのは、やはり

おかしくありませんか。例えば、今のところなんてまさにそうですね。この社会保障の提

言の理由づけなんです。数をはっきり知るためにCを書いてあるわけでしょう。そういう

ふうに読めますね。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  当面、年金の問題が問題になっておりませんけれども、今、来ている日系

人の方たちが定住化して、永住化して、その家族の親も連れてきているんです。親は無年

金者ですから。そして、これらの人々の大部分が無年金の状態で、あと 20 年後、30 年後

にそのままいたら、そういう状況になることも目に見えているわけですが、現状としては

やはり、雇い主はどういう雇用形態であっても健康保険並びに厚生年金保険には入れると

いうのが原則で、その点が一片の通達が旧厚生省から出されただけで、フォローアップも

されていないという現状がございます。そういう現状も指摘しつつ、これにきちんと加入

するような方向を提言として出していくということが筋道だろうという具合に部会長も考

えますので、そういう筋道に沿って検討させていただきたいという具合に思います。 

  それでは、外国人問題についての１のところにはまだ御意見あろうと思いますが、「２．

外国人労働者受け入れ問題」の方に進めたいと思います。これは現実の問題と将来との両

方を考えながら提言をしていくということであります。 

  それでは、先に御説明をいただきたいと思います。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  いかがでしょうか。御意見をいただきたいと思います。 

○谷野委員  ちょっと基本的なことなんですが、後段の、特に今、御説明のくだりになっ

た途端に、この提言が多くの部分が検討対象になっているわけです。前段の今までのお話

のところは、提言はこういう措置を取るというように明確に書いてある。ところが、今の

ところになると、多くの箇所が「改善を検討する」となる。こういうふうに書き分けると

すればそこに何らかの理由がなければいけない。審議会として意見を具申するのですから、

すべて歯切れよく、こういう措置を取る、こういう施策を取るということにできれば一番

いいと思うんですけれども、何か書き分けた理由があるんですか。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  どうぞ。 
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○植本委員  「２．外国人労働者受け入れ問題」の「（２）専門的・技術的分野の外国人

労働者の受け入れ拡大」の項目の最後の３行の、７ページの（イ）の手前の下段ですが、

「具体的には」の「ＥＰＡ交渉で、新たな分野での専門的・技術的分野の外国人労働者の

受け入れ促進を図る他、既存の受け入れ制度の見直しも必要である」という、くだりです

が、これは今の就労を目的とする在留資格の数を増やすという趣旨で書かれている問題な

のかどうなのかということをお尋ねしたいということです。 

  例えば、看護士については既にそういう意味では入っているということと、それから、

もう一つ指摘をされている興行の資格の問題について、トラフィッキングではないかとい

う指摘を既に受けているわけでありますから、そこのところで強制労働につながるケース

なんかをどうしていくのかということが大きな問題になっていると思いますので、審査の

厳格化も含めて、日本の中で人身売買についての法制度が整備されていない中でのブロー

カー等の暗躍というふうな面がかなりあるわけですので、そういう具体例として、被害者

に対するカウンセリングとか医療面での保護措置なんかを充実させるというふうなことが

大変重要ですし、違法なブローカーの摘発強化というのが不可欠だという現状認識は多分

共通であるのではないかと思います。 

  そういう意味で、興行資格の厳格化というところを既存の受入制度の見直しの中身とし

て考えていただけないか、言及していただけないかというふうに考えます。ですから、こ

この既存の受入制度の見直しというのはどういう幅でどういう内容でというふうなことが

少しわかる形でないと何を問題視しているのかというふうなことがわかりにくいし、例示

をする場合には必ず興行というところを見直しの中身も含めて言及をしていただけたらと

思っているのが１点です。 

  幾つかあるので、１つずつでいいですか。 

○手塚部会長  それでは、お願いします。 

○事務局より説明。 

○植本委員  その上に立ってなんですけれども、提言の（ａ）と（ｃ）のところなんです

が、提言の（ａ）で、「受け入れ拡大には積極的に取り組む」となっているんですが、こ

れは交渉の経過を踏まえてというふうなところであると思いますが、看護師については資

格制度の問題等について整理がされていますが、介護従事者の問題についてはかなり未整

備だと思います。 

  ですから、仮にここの文章を生かすとすれば、やはりただし書きが必要と思います。た

だし、介護従事者については、現行の介護制度上、今、介護保険の制度の見直しのちょう

ど真っただ中ですが、ホームヘルパーの多くが雇用形態が大変不安定でありますし、賃金

も低いということ。それから、労働安全対策も不十分であるという、この日本の、現に働

いておられる介護労働者の現状があるわけですから、その実態に問題があるということの

認識と、その改善ということが受け入れの前提であるということ、単に拡大をするという

のはいらっしゃい、いらっしゃいということではないと。自分たちの国の中の制度がどう
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なっているのかというのをきちっと厳に点検をしてやっていくことが大事だという内容を

付加していただかないと、非常に積極的に取り組むということだけが前に出ますと万々歳

というふうに受け取られかねない。そうではないと考えます。 

  そういうことも含めて、今日実はこの資料、国際公務労連（ＰＳＩ）の方でやりました

関係の資料も配らせていただいて、参考に見ていただけたらと思っています。やはり現状

の問題点を、改善をするということ抜きに受け入れるということはだめだという視点が入

ってほしい。 

  それから、（ｃ）のところに、「必要であれば受け入れることになる外国人労働者に対

して」ということで、この「必要であれば」というのはだれが必要と判断をし、そして、

判断をする基準というのはどういうものなのかということが、必要とは何なのかというこ

との説明をいただかないとわからないし、それはきちっと書いておく方がいいのではない

かと思います。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  いかがでしょうか。 

○佐藤委員  これは是非、お願いでございます。 

  先ほど８ページから９ページの頭にかけて、法務省が「設けることはできない」という

御意見があったということですが、これはできれば是非、交渉していただいて、できれば

入れていただきたい。つまり、在留期間の更新、在留資格の変更は子どもの問題を抱える

と非常に重要な問題なんです。これは交渉ごとだと思いますけれども、そういう用語があ

ったということで是非。 

  ここは、それだけでございます。 

○手塚部会長  ９ページの右側のところに最高裁判決が引用されていますけれども、要す

るに、法務省としては 100 ％法務大臣の裁量に置きたいわけです。しかし、時代の流れは

そうではなくて、人の移動がどんどんできるような方向に流れていますから、その辺を調

整の上、左の文章はできる限り生かしたいという具合に部会長としても考えております。 

  どうぞ。 

○植本委員  ８ページの下段のところからということになるんですが、「（ロ）既存制度

の見直しの必要性」のところで、特に研修生・実習生の関係のことなんですが、この間、

何度か意見を申し上げて、出席できないときにも意見書という形で提出をさせていただい

たりしているんですが、やはりそこの研修生・実習生制度の厳格化という部分が反映され

ていないというふうに受け止めていまして、そこをもう少し具体的に改善の項目等のとこ

ろで反映をしていただきたいというふうに考えています。 

  実態についても、私が申すまでもなく、それぞれの先生方がさまざまな実態をこの間、

申しておられた。それは受入国、送り出し国両方の問題でもあるということについては言

うまでもないことなんですが、具体的な制度改革というところでの検討内容として、是非

とも書き加えるなり、具体的な意味づけをしていただけたらと思っています。１つは研修
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生・実習生を的確にサポート・指導するということでいけば、現状の基準以上の受入体制

というのが必要になるのではないか。特に今、緩和をされているような状況になっていま

すが、やはり常勤職員 20 人につき、１研修生という当初の受入基準のところまで厳格にす

べきではないかと考えています。 

  この点について、言及していただけたらということと、それから、この研修・実習の対

象業務というのは毎年見直しは少しはされているということですが、当初から対象業務に

なっている中で、例えばＩＴ化の進展等で、今までは技能が必要であったのに単純業務化

しているような業務もあろうかと思います。したがって、そこについても精査をして、単

純と思われる業務を研修・実習の対象から除外するという視点での対象業務の見直しが必

要なのではないか。 

  ３つ目には、受入機関そのものが本当に自分たちの責務を果たしているのかどうかとい

うことの点検と、それを厳格に運用するということで、違反をした企業というのを今、３

年間受入停止となっていますが、ずっと受け入れしないということも含めて、その厳格化

ということが必要ではないかと考えています。 

  もう一つは、先ほどの厚生労働省の指摘との関連ですが、労働者と研修生としての位置

づけのはざまの中で、常に法違反が放置されてきたという現状を考えれば、やはり研修生

といえども、必要な生活の環境を整えるということの責任ということについて、きちっと

生活費の支給等が行えるような法整備、これは賃金ということではなくて、現に日本で生

活できるようなことを受け入れとしてやるというふうなことが必要なのではないか。 

  それから、最後ですけれども、もう一つは研修・実習生への手取りの賃金、特に実習生

で言えば賃金になりますけれども、そういう手当について統一的に把握をしているという

ところがないので、やはりそこのところで統一的に把握をして、法違反をちゃんとチェッ

クすると。 

  ほとんど残業も請負という形にさせて、野放しにして夜中まで働くみたいなことがあっ

たりとかいうことも含めて、これは本当にひどい実態の部分はきちっと、賃金の観点から

も正確に把握をして、法違反をちゃんとチェックしていく、そんな枠組みの創設というの

も、先ほどの横串の法整備が必要だという意見がありましたが、やはり具体的な事例に対

応できることが必要ではないかと考えてます。そこのところが、既存制度の見直しという

観点からいっても、既存の研修生・実習生のところを廃止し、新しい制度に移行するとい

うことができないのであれば、それまでの間はやはり、そこのところを整備するというこ

と抜きに新しい枠で受け入れる、拡大するというのはとてもできないのではないかと思い

ます。 

○手塚部会長  具体的な基準等々については、この答申で出さない方がいいと思いますが、

基本的な原則は、今の植本委員のを生かしながら、そういう部分を少し考えてみたいと思

います。 

  どうぞ。 
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○櫻木委員  今の点に関連するんですけれども、多分、６ページの（ロ）に該当する問題

だろうと思うんですが、問題なのは、法を逸脱した形で外国人労働者が労働現場にいると

いうこともさることながら、そういうふうな脱法的なことがあることによって現実の外国

人労働者が悲惨な労働状況に置かれていると。これが国際問題にも今、発展しかねないほ

どのことなわけです。そこの点の現状認識は、やはり書く必要があると思うんです。ここ

に書くからこそ、対策のところで、もし、こういうふうになったら、これについてやはり

注意しなければならないというふうに生かされていくのではないかと思うんですが。 

○手塚部会長  この受け入れの現状のところでしょうか。 

○櫻木委員  （ロ）は現状ですね。 

○手塚部会長  はい。現状のところで。 

○櫻木委員  単に、ちぐはぐになっているということが問題ではなく、それも労働政策の

問題ですけれども、その結果、いろんな病理現象が生じている、その現実も、やはり指摘

すべきだと思います。 

○手塚部会長  その点は若干、現状で指摘をしたいと思っています。 

  いかがでしょうか。 

  それでは、今、御意見いただいた点で文章をもう一度考えて、最終案をつくり直してみ

たいということにさせていただきます。 

  それでは、「３．人的交流拡大と犯罪・テロ・治安対策」という問題がございますが、

これにつきまして御意見をいただきたいと思います。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  いかがでしょうか。大体、今までの議論で詰まったものを骨子案に入れ、

更にこれで最終答申の文章になっております。 

  それでは、この点につきましては後ほどでも結構ですので、お気づきの点「てにをは」

の部分でも結構ですので、御指摘を賜りたいと思います。 

  続きまして、「４．外国人問題を扱う政府の体制整備について」ということで、この辺

につきましては若干の説明を事務局の方からお願いしたいと思います。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  ある意味では、総会でも議論になったことがございますけれども、こうい

う新しい外国人庁みたいなものをつくったらどうかという意見もありましたけれども、当

面のところは省庁横断的にこの問題を扱う政府の体制を整備するという最後の１行になっ

た次第でございます。 

○新居委員  その連絡会議の強化の中身は、どういうものですか。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  どうぞ。 

○新居委員  政府の体制を早急にとかなんとか入れられませんか。今のこのテキストを見

ただけでも、どの役所もクレームをつけていますね。こういうことでクレームをつけるの



 

 17

かと思うようなことをクレームつけていますから、まさに急いでこれをしなければいけな

いというような気がしますのですが。 

○鹿取局長  修文は可能だと思いますので、検討します。 

○手塚部会長  どうぞ。 

○植本委員  今のに関連をした質問なんですが、頻度とランクを上げてということでした

が、要するに旗を振るのはだれなのかということが一番肝心ではないかと思います。 

  この間の議論の中で例示的に、例えば内閣府の男女共同参画局のように、人数が少なく

てもああいう形での推進主体がはっきりするという意味で強化をするということと、旗振

りが明示されて、そして、そこが責任所管庁、例えば内閣府となるのとならないのとで随

分とそこは違うのではないかと思います。 

○手塚部会長  どうぞ。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  どうぞ。 

○櫻木委員  まさに今の点に関してなんですけれども、どこが担当するかとういう点と、

それから、行動計画としてつくるかというのは別としても、答申案としても必ずそれをチ

ェックするんだというところを盛り込んでいただきたいと思います。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  大分、私どもの骨子をつくってくるときからトーンタウンでございますけ

れども、先ほど局長からもお話ありましたように、小泉総理は日系人についてはきちんと

前向きにやるということを向こうで言っているようでありますし、帰ってくれば、その反

応もあると思います。その点などを含めて、そのタイミングでこの答申が出るということ

はそれなりの意味があると思います。 

  それでは、最後に答申の表題と、答申の総論の序、先ほどちょっと植本委員からも御指

摘がありましたけれども、それにつきまして、今日配布させていただきました「変化する

世界と新しい領事業務及び外国人問題への取組み」というペーパーの総論と序の部分につ

きまして、これは大事な頭の部分ですので、御意見をいただきたいと思います。 

  それでは、領政長の方からお願いします。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  どうもありがとうございました。 

  それでは、御意見ございましたら。 

○谷野委員  最後にひと言。 

  私が申し上げるまでもなく、そういう準備をされているんだと思いますけれども、非常

に長い答申ですから、是非２～３枚ぐらいのものをつくっていただいて、役所の方々はそ

れを関心ある国会議員や有識者に配るとかして欲しい。特に国会議員の方々は、分量の多

いものは読みませんから、エッセンスを２～３ページにまとめたものをつくる。 

  それから、同じメディアのＯＢの方もおられるけれども、プレスの現場の人たちも、こ
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の長いものを渡したって横に置くだけです。だから、彼らが翌日の報道をしやすいように、

２～３枚のものをプレスブリーフィングの際に用意しておく。それから、それに付属した、

具体的な事例とか数字とか、そういうものがあればなおいい。あの人たちもそこまでやら

なければだめです。 

  それから、局長は是非、同時並行的に各社の論説の人たちを、この問題についての担当

の論説員がいると思いますから、論説の人を集めて、各紙にこの問題について前向きの論

説を書いてもらうようにし向けたらよいと思います。若干、先輩づらして申し上げて恐縮

でしたが、これらのことを是非なさってはいかがでしょうか。 

○手塚部会長  どうもありがとうございました。御指摘のように行動してまいりたいと思

います。 

○寺嶋委員  タイトルと「総論」の「１．序」ですが、タイトルについては、原案でどう

してもだめだというわけでもないのですが、「と」とか「及び」という接続詞が入ってい

たり、「新しい」という形容詞がどこまで係っているかとかで、いろんな読みようができ

るんです。１回英語で書いてみてから日本語に翻訳すると、すっきりするのではないかと

思うんですが。 

  それで、この審議会が言わんとすることはこういうことではないかと思うので、ちょっ

と私案を申し上げます。「変化する世界における」、その次の「領事業務」という言葉が

くせ者だと思うので、私はむしろ、「領事改革と外国人問題への新たな取組み」としては

いかがかと思います。くせ者だと申し上げたのは、「領事業務」とか「領事改革」とか、

それから「領事局の業務」とか、いろんな言葉を使われているんですが、「１．序」の（２）

を拝見しますと、「領事業務」という言葉は両方の部会に関わる、外国でのいわゆる狭義

の領事業務と、それから、国内的な他省庁が所管していることの調整まで含めた外国人問

題への取り組み、両方を含めて領事業務の対象としているように書かれていると思うんで

す。そうしますと、タイトルで「領事業務」と言ってしまうと、外国人問題を並べて書く

のは論理的でなくなるので、むしろ本文で書いておられる言葉遣いに従えば、「領事業務」

というところは「領事改革」にして、そして「外国人問題への取組み」を並べて書く。こ

れは、今まで外務省は必ずしもそう積極的にやっておられたわけではないと思いますので、

ここに「新たな」という形容詞を付けて、改革は当然に新しい試みですからそれでわかる

と思うので、そんなことにした方がよりすっきりするのではないかと思います。 

  本文の（２）について更に申し上げると、領事業務のこれから進むべき道として、文章

の２つ目、「領事業務は」というところで、「また、外国人にとって魅力ある日本を実現

していくための調整を率先して行うという意味で」とある部分は、この部会で審議しきっ

たことを念頭に置いて書かれているのであろうと思うんですが、我々は参加したのでよく

わかるんですけれども、初めて読む人はちょっとそこがわかりにくいのではないかと思い

ます。もう少していねいに、例えばですが、「外国人にとって魅力ある日本を実現してい

くために必要となる国内的な調整を外務省が率先して行う」としてはどうか。いろいろ御
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苦労があると思いますが、外務省が汗を流してイニシアチブを取るというところに新しい

取り組みという意味があろうかと思うので、ここはもう少し丁寧に書いていただいた方が

いいのではないかと思います。 

  以上です。 

○手塚部会長  どうもありがとうございました。 

  領政長の方、いかがでしょうか。 

○事務局より説明。 

○寺嶋委員  １つ言い落としました。 

  「３．領事局の発足」の（２）のところですが、「改革を根付かせ、実を結ばせるため

には、使命を持った機構の整備が重要である」というのは、これから機構を整備すること

が必要だと言っているようにも読めるのですが、既に領事局がスタートしているわけなの

で、新しい機構に魂を入れるべきだという趣旨のことを書くべきではないか。せっかく「使

命」という良い言葉を使っておられますので、例えば「使命感を持った業務の遂行とか推

進が重要である」としてはどうか。つまり、機構は整ったので、その中で使命感を持って、

苦労があっても汗を流してやっていただきたいということを書いた方が意味があるのでは

ないかと思うんですが。さらなる機構改革をまた何か考えておられるのなら話は別なんで

すが。 

○手塚部会長  さらなる機構改革も入ると思います。 

○山本領政長  ありがとうございます。御指摘の趣旨を踏まえまして、少なくとも今より

もわかりやすい形でちょっと考えさせていただければと存じます。ありがとうございまし

た。 

○手塚部会長  どうぞ。 

○朴委員  寺嶋委員の発言に私も全く同感であります。というのは、この２ページの２の

ところでも「領事改革と外国人問題」とかそういうような形になっているということも踏

まえると、やはり寺嶋委員がおっしゃるようなタイトルは適正なものではないかと思うん

です。ただ、私としてはサブタイトルの部分が必要なのかどうかというところをちょっと

考えたいと思うんです。 

  どういうことかというと、国民的視点に立つのは当たり前な話でありまして、例えばこ

こで受け入れる側と、それから入ってくる側、両方の双方向で考えるのでしたらば書く必

要がある。そうではなく、国民的視点に立つというのは、どういう国民なのかわからない

けれども、そういうことであるならわざわざ書く必要はないだろうと。その辺の部分をど

う考えるかによって、このサブタイトルを付けるか付けないか。付けるのでしたらば、ど

ういうふうに考えるのか、ちょっと真剣に考える必要があるだろうと。 

  個人的な考え方としては、今、新しく提案されているもので全部濃縮しているのではな

いかという気がしていまして、タイトルはできるだけ明確なもので付けた方がいいのでは

ないかというふうに思いまして、サブタイトルの今のような書き方でしたらば要らないの
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ではないかと。 

  それから、もう一つ、さっき人か人材かということに関してはちょっと考える必要があ

ると思うんですが、とりあえず、人をわざわざカタカナで書いているんだとすれば、とり

あえず、人に関わるものが２ページには漢字になったりとかしている部分をどう考えるか。

カタカナで全部統一するのか、あるいは漢字で表現しなければならない。２ページ以降に

そういったような意味があるのでしたらば、それはそれで結構だと思うんですけれども、

恐らく深く考えていないということであるならば、「ヒト」というふうにまず統一してい

ただきたい。 

  以上です。 

○手塚部会長  サブタイトルの問題と「ヒト、モノ、カネ」の問題、大きく言えば２点あ

ると。いかがでしょうか。 

○塚田委員  私もちょっと、タイトルのところで感じているところがありますので、御紹

介をさせていただきます。 

  先ほど御指摘ありましたように、なかなかこの大部のものを皆さんが目を通すというの

が難しいので、そうなりますと、やはりタイトルに何が書いてあるかということが皆さん

が、それではちょっと見てみようかなというきっかけにもなるのではないかというふうに

思います。 

  そういう点でいいますと、「変化する世界」と書いてあるんですけれども、その変化す

る世界はいろいろな取り方があるので、例えば変化する世界ということを、しかし、私ど

もがここで議論した中で、一言で言ったらどういうことが言えるのだろうかと。例えば、

「１．序」のところの（１）でずばり出てまいりますのは「グローバル化」、あるいは「相

互依存関係の深化」という言葉が使ってあって、きっとここで議論してきたことは、変化

するというのは何かといえば、そのグローバル化ということだろうと思うんです。 

  ですから、ずばりそういう言葉を使うかどうかというのもありますけれども、例えば国

際社会のグローバル化というようなことがあれば、何を含意しているのかというのがわか

るのではないかという気がします。 

  それから、サブタイトルなんですけれども、確かに「国民的視点に立つ対応を求めて」

と言うと、求めているのは審議会の私どもですから、私どもが国民的視点に立っているん

ですねということがあろうかと思いますけれども、ここのところは（２）のところに、「こ

れまでの外務省は、伝統的な国家間の外交活動に対してより重点を置き」というくだりが

あります。それで、国家間の外交と同様に高まっている部分があって、それは何かと言え

ば、きっと人的交流ということが国家間の外交ということに加えて、今、重要になってき

ているという御趣旨だとすれば、例えば人的交流拡大なのか、よくわかりませんが、いず

れにしても申し上げたいのは、見出しで中身で何が説かれているのか、主張されているの

かということがわかる主題にしていただいた方がいいというふうに思っております。  そ

れから、あとは印象ですけれども、「１．序」の（１）です。前段に書いてありますのは
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「ヒト、モノ、カネ、情報が国境を越えてどんどん移動するというか、交流するというこ

とが進んでいますと。ただ、そういう中で「また」のところが、いや、ネガティブな面も

ありますと。そういうことで引き起こされるネガティブな問題、あるいはそういうことを

阻害するネガティブな問題、そういうことがきっとあるので、そこは注意しましょう 

ということなんですが、具体的に書いてあることはテロのことと、それから、ＳＡＲＳは

それぞれが代表なんだろうと思うんですが、例えば、ほかに何かそういうものがないのか

というような気がちょっとしまして、テロについて 9.11、イラク、ロシアと３つ書いてご

ざいましたけれども、よくわかりませんが、例えば国際犯罪みたいなものとか、そういう

人的交流が進むことによって発生する、あるいはそれを阻害するネガティブな事象という

のを、私どもが議論した中から例示的に挙げていただくのがもう少し幅が広がるのではな

いかという印象を持ちました。 

  以上です。 

○手塚部会長  どうもありがとうございました。 

  御議論、いかがでしょうか。 

○櫻木委員  細かいところですが、２枚目、第１パラグラフの終わり「輝かしい未来」と

いうのがあるんですけれども、「豊かな未来」というぐらいがいいのではないかと思うん

です。他人にひけらかすということではないし、共調というニュアンスからいいと思いま

す。 

○鹿取局長  御指摘のポイントはよくわかりますので、すべて検討させていただきます。

○手塚部会長  どうぞ。 

○新居委員  私は、このサブタイトルについては、この審議会を立ち上げることになった

経緯からいっても、「国民的視点」という言葉はいいのではないかというふうに思ってい

ます。 

○手塚部会長  それでは、以上の点を含めて検討いたします。 

  どうぞ。 

○植本委員  今、サブタイトルの部分、両論が出たんですけれども、ただ、この議論の中

で、やはりお互いが認め合っていくというか、他文化共生という視点とかそういうところ

もかなり議論の中では深まったのではないかと思うんです。 

  先ほどあった、送り出し側と受け手側の問題というのは双方にある問題ですし、それぞ

れの人たちがやはりそれぞれの国民としての視点と、それから、このグローバル化にする

かどうかというのがありますが、要するに、そういうグローバルな視点というのが自分た

ちの中にもやはり必要だという、私たちの中で排外的なことをなくしていこうという意識

改革も含めて対応していく、そんな視点からの制度改革を考えた場合には、少し国民的視

点というのは狭いのかなと思います。何かそういう、人と人とが本当に交流し合えるよう

なものを制度的に補完をしていく、そういう制度の整備をやっていくということがわかる

ようなものにしていただいたらと思います。ちょっと抽象的で、ずばりの言葉が今すぐに
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思いつきませんが。 

○事務局より説明。 

○手塚部会長  今まで、いろいろタイトルにつきまして皆さんの御意見、私も部会長とし

てもそのとおりだと思いますので、また御議論に参画させていただきながら考えてみたい

と。 

  それでは、皆様の御意見を踏まえて、答申のとりまとめを事務局と執り行うということ

にしてまいります。 

  なお、関係省庁との調整も大分あるんでしょうけれども、それはそれほど、希薄になっ

ている可能性はありますが、それはないように、私どもの答申ですので、答申として生か

してまいりたいと思います。 

  それから、表記や構文や「てにをは」など、これはどんどん御指摘いただきまして、委

員の皆様にも何回もメール等々でお送りさせていただきたいと思います。それで御了承、

御訂正もいただきたいという具合に思います。 

  なお、答申に具体的なことを挙げろということですが、答申の中には入れにくいので、

添付する資料をつくっていきたいと思います。これにつきましては、今日、皆様のお手元

に若干の資料が出されております。これは外務省として独自に調査して集めたものと、各

省庁から最新のデータをいただいたものがございます。これについても検討してまいりた

いと思います。 

  なお、10 月の総会が最後の海外交流審議会となりますけれども、その際には、領事改革

部会の答申とも併せて、外務大臣に提出する形に持ってまいりたいという具合に思います。

  とにかく、この審議会の外国人問題部会は本当に皆様にいろんな御意見をいただきまし

て、むしろ、本当に審議会の委員の皆様におつくりいただいた答申だという具合に考えて

おります。それぞれ委員の先生方におかれましては、各界で活躍されておられます皆様で

ありますので、この趣旨をどうぞ各界で盛り上げて生かしていきたいと思います。 

  それでは、残り時間も少なくなってまいりましたので、今後の日程について御案内させ

ていただきます。 

  私から。 

○手塚部会長  それでは、お願いいたします。 

○山本領政長  今後の日程でございますけれども、そういうことで、本日の議論を反映し

た形でとりまとめさせていただくと。 

  それで、別途、領事改革部分につきましても並行してやっております。それにかぶさる

ような形で総論と。言わば紙一体になった形で、それぞれの委員の皆様方と調整をさせて

いだだくということになろうかと思います。 

  表題などにつきましても、別途の方の部会でもいろんな御議論ございました。今日もい

ろんな意見を賜ることができました。その旨、正確に総会の熊谷会長にもお伝えし、緊密

に連絡を取りながら作業を進めるということでございます。 
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  お集まりいただく日程ということになりますと、10 月５日でございますが、恐縮ながら、

まだ時間帯は確定をしておりませんが、総会といったことを予定させていただければと存

じます。 

  その総会につきましては、最後の御議論をいただき、提出いただくべき答申の中身とい

うのを御確定いただくと。まず、これでございます。 

  可能な限り、引き続きという形にて、これは私どもとして是非お願い申し上げたいと存

じますけれども、その答申を外務大臣に提出をすると。また、できますれば、引き続き、

大臣主催の形で委員の皆様方に感謝申し上げるというような機会を、その日のうちに設け

ることができればというふうに考えております。 

  場所、時間など、まだこれから具体的に御相談させていただくということで、今日、申

し上げることができず恐縮でございます。 

  あと、広報につきましては、谷野委員始め、皆様からのいろんな工夫のアイデアという

のをいただきました。これはいろいろな形でプレスに対する説明、事前のもの、事後のも

の、ちょっと上手に考えていきたいというふうに思っております。 

○鹿取局長  若干、その関連で補足いたしますが、10 月５日が最後の総会ということで答

申案を大臣に御提出いただくということなので、我々としてはどんなに遅くても、その前

の週の 29～30 日ぐらいには最終案を確定すべく、皆様方に案文をどんどんどんどんお送り

させていただき、また、今日が 16 日でございますので、我々の腹づもりとしては、今、非

常にいろいろ貴重なコメントをいただきましたので、それを精査して、新しい案文を至急

つくると。今日は既に 16 日ですから、ちょっとゆとりを見て、21 日の朝までにはつくる

ということで、できれば 21 日中にいろいろな調整をまた関係省庁、また、委員の皆様と開

始したいと思っております。 

  そういう段取りで、我々、これから作業を進めていきますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

○手塚部会長  それでは、時間も参りましたので、これで「海外交流審議会第７回外国人

問題部会」を閉会させていただきます。 

  どうも、長い間、私、部会長として不手際がございましたけれども、皆様に活発な御議

論をいただきまして、何とか答申がまとめられそうですので、感謝申し上げますとともに、

本日は大変ありがとうございました。 

 


