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ニュージーランド行政視察報告 

 
訪問団員：広島県議会議員 高木昭夫・同 野村常雄・同 山下智之 
調査日程：平成２４年６月２日（土）～６月９日（土）の７泊８日 
主要調査先：ニュージーランド 北島（ウエリントン・オークランド他） 
主要調査項目：ニュージーランドにおける環太平洋連携協定（TPP）への取り組み状況 
 
【ニュージーランドの概要】 

 国土面積 人口 人口密度（人/㎢） 
NZ 275,000 平方キロ 427 万人 15.8 
日本 378,000 平方キロ 12,797 万人 338.5 

 
【TPP とは】 

 Trans-Pacific Partnership Agreement 
日本経済新聞の日本語表現「環太平洋経済連携協定」 
NHK の日本語表現「環太平洋パートナーシップ協定」 
日本農業新聞の日本語表現「環太平洋連携協定」 
なぜか統一した日本語訳ではない。 
2006 年 5 月、シンガポール、ブルネイ、ニュージーランド、チリの 4 か国で締結され

た時の名称は、 
Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 
「環太平洋戦略的経済連携協定」となっていたが、いつの間にか「Strategic」
「Economic」 の単語がなくなっている。 
日本農業新聞では昨年 12 月あたりから「環太平洋経済連携協定」から「環太平洋連携

協定」の表現に代わっているが、日本経済新聞では「環太平洋経済連携協定」の表現

をそのまま使っている。 
果たしてどんな意図があるのか、個人的には協定の中身を矮小化して国民にイメージ

さすためではないかと勘繰りたくなる。 
 物品貿易、投資、サービス、政府調達など幅広い分野を経済連携の対象とし、関税に

ついては例外品目を認めず、撤廃をめざす協定。 
＜TPP 協定交渉で扱われている分野＞ 
（内閣官房ホームページ「TPP 協定交渉の分野別状況」より） 
1. 物品市場アクセス 
2. 原産地規則 
3. 貿易円滑化 
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4. SPS（衛生植物検疫） 
5. TBT（貿易の技術的障害） 
6. 貿易救済（セーフガード等） 
7. 政府調達 
8. 知的財産 
9. 競争政策 
10. 越境サービス貿易 
11. 商用関係者の移動（一時的入国） 
12. 金融サービス 
13. 電気通信サービス 
14. 電子商取引 
15. 投資 
16. 環境 
17. 労働 
18. 制度的事項（法律的事項） 
19. 紛争解決 
20. 協力 
21. 分野横断的事項 

 2006 年 5 月、シンガポール、ブルネイ、ニュージーランド、チリの 4 か国で締結され

た。 
 2010 年 10 月現在の交渉参加国は、上記 4 か国に加えて、USA、オーストラリア、ペ

ルー、ベトナム、マレーシアの計 9 か国。 
 本年 6 月中旬、カナダ及びメキシコの 2 か国が交渉への参加を承認され、現在 11 か国

で交渉が行われている。 
 
【調査に至る経緯】 
平成 22 年 11 月の APEC 首脳会議に先立ち行われた日米首脳会議において、当時の菅首相

が「国を開くという決意の下、高いレベルの経済連携を進めつつ、農業や規制改革などの

抜本的国内改革を推進したい」と言及した。 
これを受け、現在わが国では、環太平洋連携協定（TPP）参加への議論が行われているが、

いまだに国民的合意はなされておらず、交渉の透明性も確保されていない。 
この TPP は、「例外なき関税撤廃を原則としており、日本が仮に参加すれば農林漁業は壊

滅的な打撃を受ける」との指摘も数多くある。 
野田総理は、日本の美しい風景は必ず守るといっているが、具体的な対策は何一つ示され

ていない。 
農業以外にも広範囲な制度変更・規制緩和を同時に進めるこれまでにない「異常協定」と
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いえるものである。 
我々農村部出身の議員にとってはより切実な課題であり、国の形が変わるほどの劇薬のよ

うな条約であるといわれているにもかかわらず、国から TPP に関する情報が国民にほとん

ど知らされていない状況では、条約締結は国の専権事項だからと言って看過するわけには

いかない。 
このことから、より多くの情報を得るため林正夫広島県議会議長の許可を受け、今回の調

査を行った。 
なお、ベトナムについても今回調査したいと考えていたが、予算の関係で調査できなくな

ったことは誠に残念であるが、今後機会を見て早急に調査したいと思っている。 
 
【調査項目】 
１． NZ における TPP について 

① 2006 年 5 月に 4 か国で TPP 協定を締結した趣旨と経緯について 
② 参加国が当初の 4か国から 9か国に拡大して交渉を行うこととなった経緯について 
③ 超大国の USA や農業大国オーストラリアの参加に対する警戒はないのか 
④ 福岡県よりも少ない 427 万人の人口の NZ は飲み込まれてしまうのではないか 
⑤ 環境政策などが ISD 条項により後退させられるのではないか 
⑥ 畜産酪農が盛んであるが農業政策に変化はあるのか 
⑦ TPP 参加による公的医療制度への影響はないのか 
⑧ GDP が USA の 100 分の 1 にも満たない NZ がどんなメリットを見込んでいるか 
⑨ デメリットはないのか、あるとすればどう克服するのか 

２． 地方政府及び議会の現状と課題について 
３． 農業・農村の現状と課題について 
４． 地元企業、株式会社ウッドワンの NZ 進出について 

① 進出の契機及び成果と課題について 
② 所有林の状況及び NZ における林業政策について 
③ 日本が TPP に参加した場合のメリット、デメリットについて 

 
【調査内容】 
6 月 2 日（土） 
午後 2 時 15 分広島空港より成田経由、オークランドへ 
 
6 月 3 日（日） 
午前 9 時オークランド空港着、国内線にてウエリントンへ向い、午後 1 時到着。
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   （オークランド空港）          （ウエリントン空港） 
 
受入責任者の出迎えによりホテルへ 
ホテルで一休みした後、ニュージーランド式の歓迎である受入責任者の自宅に招待され、

今回のニュージーランド訪問の趣旨や目的を説明した。 
また、受入責任者が広島大学留学中に住んでおられた西条の現状や知人の状況について話

し、和やかな時間を過ごすことができた。 

  
     （受入責任者ご夫妻） 
 
6 月 4 日（月）  
英国女王の即位 60 周年で NZ は休日である。 
NZ が英国連邦の一員であることを再認識、テレビでもイギリスでの祝賀行事のニュースを 
数多く放送していた。 
しかし NZ での祝賀行事の報道は一度も見なかった。 
ホテルにて、受入責任者から NZ の政治状況、社会経済状況及び TPP に関する情報提供を

受けた。その主要なものは次の通りである。 
NZ はイギリス連邦の一員であり、現在でも王権を代行する者として総督が任命されてい

る。 
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しかし、権限はほとんどなくイギリス連邦の一員ということは形骸化している。 
NZ 経済は、1 次産品輸出に依存する小規模な経済であり、貿易依存度が高い。生産性と  
国際競争力を有する 1 次産品は輸出の 6～7 割を占めており、農林水産物、原油などが主 
力となっているとのことである。 
NZ 経済は、かつては OECD 加盟国の中で最も規制の多い国であったが、1980 年代後半 
から 90年代にかけて行われた行政・経済改革の先進的取り組みにより、市場原理の導入、 
労使関係改善等の改革が実施され、OECD 諸国の中で最も規制の少ない国となった。 
その結果、柔軟な労働市場の形成、政府財政の健全化、公的部門における事業・業務の 
効率化が図られ、海外からの投資環境も大きく改善したとのことである。 
TPP に関しては、交渉に関する報道はほとんどなく、国民の間でも関心がほとんどない 
とのことである。 

 
ホテルの近くにあるローズガーデンに行き、元広島市長の平岡敬氏が贈った原爆の惨禍に

遭った石とその銘板を訪れたが、世界最初の被爆地、広島の平和へのメッセージが NZ 市民

に確実に届けられ、大切にされている。 
本県では、人類初の原子爆弾による破壊から復興した広島県が、核兵器廃絶のプロセスや

復興・平和構築などの課題について、国際平和実現のための取組や広島が果たすべき役割

を、昨年 10 月に、「国際平和拠点ひろしま構想」として取りまとめたが、世界平和に向け

た不断の努力をあらためて実感したところである。 

 

                      （ヒロシマストーンの説明版） 
 
次に国会議事堂を訪問した。 
NZ 国会は現在 1 院制で議員数は 120 名、任期は 3 年となっている。 
選挙制度は 1996 年に導入された小選挙区比例代表併用制を採用している。 
[マウイ・ティキティキ・ア・タランガ] 
この部屋は、NZ 全国のマオリ族の様々な様式による彫刻で内装が施されており、マオリ族 
に対する特別の配慮を感じた。なお、小選挙区の中にマオリ選挙区 7 区が設けられており、 
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マオリの議席が確保されている。 
[国会] 
イギリスと同じく政府側、野党側が対面して座り、正面に議長席がある。 
現在はキー首相率いる国民党が ACT 党、マオリ党、統一未来党から政権協力合意を得て、 
第 2 期目を発足させている。 
キー国民党政権は、経済発展を最重要課題とし TPP もその一環である。この他、国民の関 
心の高い国有資産売却、教育、クライストチャーチ地震からの復興等も重要となっている。 
特に、国有資産売却には多くの国民が反対しており、対応を誤れば大幅に支持を失うこと 
になりかねないとのこと。 
[パーラメント・ハウス地下] 
この建物は耐震のための改修工事により 417 基の基盤隔離装置が設置されている。 
地震が起きるとこの基盤隔離装置が衝撃を吸収し、建物に及ぼす被害を食い止め、マグニ 
チュード７．５クラスの地震にもたえられる。 
なお、この技術は日本をはじめ多くの国で採用されている。 

 
 
次に国立博物館を訪れ、NZ の歴史や文化に触れた。 
NZ は 14 世紀以前にポリネシアから移住した先住民族マオリ族の島であったが、クジラを 
追ってきたヨーロッパ人が上陸、補給基地として利用するため、先住民族から土地を奪い 
居住するようになったのが NZ の始まりである。 
この博物館では、マオリ族の生活の様子や、文化についての展示とともに、白人によるマ 
オリ族迫害についても一部を認めて展示していた。 
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6 月 5 日（火）  
ハット市を訪問。 
首都ウエリントンの南東に位置する衛星都市。 
人口は約 10 万人。 
大阪府の箕面市と姉妹都市。 
平和市長会議のメンバー、4 年前にウエリントンで開かれたフォーラムに参加、秋葉前広島 
市長とも面識がある。 
 ※平和市長会議は、1982（昭和 57）年、ニューヨークの国連本部で開催された第 2 回国

連軍縮特別総会において、当時の荒木武広島市長が、世界の都市が国境を超えて連帯

し、ともに核兵器廃絶への道を切り開こうと「核兵器廃絶に向けての都市連帯推進計

画」を提唱し、この「核兵器廃絶に向けての都市連帯推進計画」に賛同する世界各国

の都市で構成された団体である。（平和市長会議ホームページより） 
市長 Ray Wallace 副市長 David Bassett、企画経済部長 James Lamb と面談。 
ハット市は議院内閣制（定数 12 名）であり、市長・副市長ともに議員で、議員の互選によ 
り選出されている。 
市の行政権限はインフラに関することがほとんどであり、議員はもっぱら地元の要望に応 
えるのが仕事となっている。ちなみに予算の 80％がインフラ整備に充てられている。 
教育、医療、福祉、産業政策などは国の専権事項となっている。 
国の人口 427 万人を考えれば当然のことかとも思える。 
高齢化について尋ねたところ、日本と同じように問題化しており、年金の支給年齢を 65 歳 
から 67 歳に引き上げる案が議論されている。NZ では年金は保険ではなく国民全員に支給 
されている。 
医療については、公的保険制度はないが公立病院は全額国の補助金で賄われており、公立 
病院で受診すれば医療費は必要ない。 
ひと通り説明を聴取し、その後 TPP に対する市長の認識について尋ねた。 
市長からは「ハット市は、1 次産業、2 次産業はほとんどなく、デメリットは考えにくい。 
NZ は経済改革の先進的取り組み、市場原理の導入などにより大きなメリットを受けてきた。 
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TPP については推進することがこの国の発展につながるものであり積極的に取り組むべき 
と考えるが、全部を開放するつもりもない。」との考えが示された。 
ある程度予測はしていたが、失うものがない国と交渉するのは並大抵の努力では太刀打ち 
できないと再認識した。 

 
（左から受入責任者、副市長、野村、高木、市長、山下、通訳） 
 
午後、在 NZ 日本大使館を訪問。一等書記官 阿藤隆司氏の出迎えを受ける。 
この時、日本で内閣改造があり、5 名の閣僚が交代し、鹿野農林水産大臣も交代と聞き驚い

た。 
調査事項については、農水省派遣の一等書記官 木下雄一氏から話を聞いた。 
木下氏より TPP についての NZ おける取り組み状況について説明を受けた。 
基本は、協定提案国の一員としての自負のもと 21 世紀型の質の高い協定を目指している。 
P４ すなわち最初の 4 か国はプライドを持って交渉しており、アメリカといえども国益に 
かなわないことについては一歩も引かない交渉を行っている模様。 
酪農製品については一切妥協しない。交渉から除外することはないが長期間にわたり完全 
自由化は認めない。 
また、医薬品については NZ への輸入はファーマックという会社以外は認められていない。 
アメリカからいえば完全な輸入障壁であるが、国民の健康を考え絶対にひかない交渉を 
行っているとのこと。 
逆に NZ からいえば乳製品や砂糖を例外扱いしようとするアメリカに対し例外は認めない 
という立場での交渉が行われている模様。 
小国といえども、国益にかなわないものは一切認めない、得るものはあっても失うものは 
何もないという交渉を行っている。 
はたして日本政府にこのような交渉ができるかはなはだ疑問であり、心配である。 
日本で議論となっている消費税については、2 年前に１２．５％から１５％に２．５％引き 
上げられたが、大した議論にならなかった。 
日本でいう農業政策はこの国には存在せず、農業補助金はゼロである。 
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     （大使館入口にて）          （説明をいただいた木下氏） 
 
次にウエリントン市を訪問。 
NZ の首都、人口約 20 万人、周辺８市での圏域人口は約８０万人 
大阪府堺市と姉妹都市 
調査事項説明担当者 
Elise Webster 上級戦略アドバイザー 
通訳はアイコ コリンズ氏（ウエリントン市職員） 
自治体の現状について説明を聴取。 
NZ では、県という制度はなく、国と市などの基礎自治体の二制度である。 
市は学校、病院、農業などはカバーしていない。 
カバーしているのは、病院を除く福祉関係、交通、インフラ整備などである。 
市として国政に対する興味は常に持ち続けており、市長はいつも首相との話し合いの機会 
をもっている。 
予算は中央政府から降りてくる。 
より魅力的な市にするためのチャレンジ。 
コンパクトさを長所とし、レバレッジ、スポーツ、カルチャーによる魅力づくりを行って 
いる。 
市政運営にあたっては、地域社会に広く意見を求めて決定している。 
2～3 年の中期プランを策定し、合意が得られればこれに基づく短期のプランを毎月策定し、 
月末に次のプランが決定される。 
首都の街づくりについては常に国と協議している。 
現在、首都圏の 8 つの地域でリージョナル（日本の広域連合のようなもの）の合意を目指 
して話し合いが進められている。 
成功すれば、人口約 80 万人の都市が誕生する。 
オークランドではすでに実行されている。 
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（左からｺﾘﾝｽﾞ氏、山下、ｳｴﾌﾞｽﾀｰ氏、野村、高木、ｼﾞｰﾝﾏｯｸﾅｲﾄ氏 
それにしてもみんな背が高い。） 

 
６月６日（水） 
ハット市商工会議所を訪問。 
会頭の David Kiddey 氏から意見聴取。 
TPP に対する考え方について尋ねる。 
会頭は、TPP は NZ にとって、とても大事なものである。 
NZ はヨーロッパよりもアジア太平洋地域との繋がりがより大切だと思っている。 
中国と FTA を最初に結んだのは NZ である。 
NZ は２０年前に政府の財政が破たんし、その処理のためほとんどの障壁を取り除いており、 
失うものはほとんどない。 
NZ は 20 年前に日本と同じであったが、痛みを乗り越えて現在がある。 
たとえば、自動車であるが、２０年前には NZ にも自動車産業が存在したが、自由化により 
現在では一社も残っていない。 
その時は失業者も大勢出て大変であったが、今では何の問題もないとのこと。 
たしかに走っている車の９０％以上が日本製、マツダのシｴアも２０％近いと思われる。 
最大の恩恵を受けたのは日本？かもしれない。 
現在は、2 つの研究所が中心となって、知的財産の輸出に力を入れている。 
食料自給率４０％の日本では食料安全保障からいっても問題があると考えているがそのこ 
とについてどのように考えているか尋ねたが、「そうかもしれないが、他で儲かるよ。ただ 
し、条件はあってもいいのではないか。」 
最後に、一人の NZ 人としてこれだけは絶対に譲れないというものはないのかと尋ねたが、 
「何もない、自由化すべきだ」との回答。 
「TPP 交渉はいずれ妥結すると思うが例外品目も出るのではないか。貿易の手続きが簡単 
になり、日本にとっても良いことであり入ってくることを歓迎する。」 
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（左から山下、高木、キッディー氏、野村） 
 
午後の飛行機でオークランドへ移動。 
 
６月７日（木） 
午前中、ジューケン NZ 本社を訪問、責任者から説明を聴取。 
【株式会社ウッドワンの会社概要】 
本社は広島県廿日市市木材港南 1－1 
創 業 昭和 10 年 5 月  佐伯郡吉和村にて 
設 立 昭和 27 年 4 月  有限会社中本林業 
資本金 73 億 2497 万円 
従業員 1,511 名 
業務内容 床・壁・階段・ドア・収納システム・カウンター等の木質内装建材の製造・販

売とそれに関連する事業 
基本理念 木からの創造 

・木を植えて、育てて、利用する 
・木の魅力を活かし、新しい木の文化を創造する。 

環境保全のために 
 ・ニュージーランドで木を育てています。 

平成 2 年 6 月 ニュージーランドに現地法人設立 
NZ における現状 

本社および 3 工場の 4 事業所がある 
本社従業員 25 名 
その他全体 1050 名 

ウッドワンの NZ 進出のきっかけは、２０年前に NZ の財政が破綻し、国有資産の国債入札 
が行われた際、国有林の伐採権の入札もあったことから、これに応札、６８，０００ha の 
伐採権を獲得し、ジューケン NZ の活動が始まった。 
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先代の中本社長は、早くから「南洋材だけに頼っていてはいずれ限界が来る、新たな資源 
を求めなければならない。」との方針をもっておられたこともあり進出が決まった。 
この森林のうち、最北部にある森の伐採権を先月（5 月）、住友商事に売却した。 
その理由は唯一ここだけが港に遠いためとのことである。 
今後は、日本国内だけではなく中国や東南アジアの市場を開拓し、フイリッピンを基点に 
販売していくとのこと。 
ちなみに、NZ からの原木は生産量の７０％が中国向けである。 
ここでも自由貿易の恩恵を日本が受けていた？ 

  
 （中央の写真は先代の中本利夫社長） 
 
午後よりオークランドから３００km 離れたロトルアへ移動。 
途中の景色は３６０度すべて牧場であり、牛や羊がのんびりと草を食んでいる。 
この台地は海底が隆起してできたものであり、途中の売店では地中から出てきた貝で作っ 
たアクセサリーをたくさん売っている。NZ が火山国であることを再認識した。 
受入責任者の友人によれば、NZ では農業に対する補助金は一切なく、また、肥育の牧場主 
は、週に２回程度牧場に行くだけで、あとは都市で生活しているとのことである。 
畜酪農家は、予想に反し２～３００頭の家畜を飼っている小規模な家族経営がほとんどで 
ある。 
途中、巨大な牛乳加工工場を見たが、乳製品の輸入を我が国が自由化すれば、日本の畜酪 
農業はあっという間に壊滅すると確信した。 
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夜には、近所の農家から野菜などを持ち寄り販売するファーマーズマーケットを調査した。 
オフシーズンのためあまり品揃えができていないのではないかと聞いていたが、かなりの 
品ぞろえであった。 
夜になるとかなり冷え込むためか、あまり人出は多くなかった。 
出店していた農家の人に話を聞こうとしたが、恥ずかしがってなかなか聞けなかった。 
周辺には、農産物以外の地元産品や飲食の屋台もたくさんあり、地元の人や観光客でにぎ 
わっていた。 

  
 
６月８日（金） 
ロトルア周辺の観光資源を散策、火山活動をすぐそばで体験できる素晴らしい環境である。 
マオリ族の集落が、源泉が湧きだす地区の中にあり、生活の中に温泉をうまく利用（風呂 
や調理等）しているのには驚かされた。 
この地区は政府により保護されると同時に、補助や援助も行われていると感じた。 
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          （ロトルアでは至る所で温泉が湧きだしている。） 
 

 
                    （憧れのニューホーランド製トラクタと対面） 
 
マオリ族の文化を体験した後、オークランドに向け帰路につく。 
帰路の途中、リタイアした人が安全で便利な生活をするためのインフラ整備がされた街を 
訪問する予定であったが時間の都合で残念ながら取りやめた。 
 
【まとめ】 
今回の NZ 調査訪問では現地でなければ感じることのできないこと、想像できないことなど 
多くの貴重な体験をさせていただいた。 
TPP に関しては、多くは賛成、あるいは推進するべきとの意見であった。 
しかしながら、少数意見ではあるがオークランド大学のケルシー教授のように「TPP が従 
来の自由貿易協定よりも加盟国の自由を縛り、より厳しい内容を押し付けようとしている。 
外国企業は国内企業と同等以上の権利を持ち、政府はわずかな例外を除き同じ扱いをする 
ことが義務付けられる。違反すれば米国企業などから多数の訴訟と膨大な賠償を求められ 
る危険な内容だ」と警鐘を鳴らす人がいるのも事実である。 
我々は、小国である NZ は TPP 交渉において埋没するのではないかと考えていたが、P４ 



 15

としての自負の元、２１世紀型の質の高い協定をめざし、大国アメリカにも臆すること 
なく交渉していると聞いた。 
しかしながら、我が国に振り返ってみると、このようなタフな交渉ができるとはとても思 
えない。 
野田総理のもとで交渉に参加すれば、自分勝手な米国や金儲けしか頭にない多国籍企業に 
有利な、日本にとっての不平等条約となり、将来に禍根を残すこと必定である。 
平成 24 年度予算でも食料自給率５０％を目指している民主党政権が TPP 参加を標榜する 
こと自体が政策矛盾といわざるを得ない。 
ISD 条項については全米５０州議会議員ら１２８人が USTR 宛に書簡を送り、「地方主権や 
民主主義をも脅かす企業最優先の規定であり、公平なルールの制定という州議会議員の権 
限を妨げる」として、交渉を主導する米国の中からも強い反発が起きている。 
農産物の関税が撤廃されれば、NZ やオーストラリアから安くて美味しい牛肉や乳製品等が 
無制限に入ってくることとなり、日本の畜産や酪農はひとたまりもないと感じたのも事実 
である。 
日本の原風景である水田を守っているのは稲作である。 
万一、米までが自由化されれば、米国、オーストラリア、ベトナム等から安いコメが大量 
に輸入される。 
稲作をあきらめた農村では国土は荒廃し、文化も維持できなくなることは明らかである。 
今年は、米国が近年にない大干ばつに見舞われ、すでに大豆やトウモロコシの先物価格が 
高騰している。 
米国が自国の食料を削ってまで日本に輸出してくれるとは到底思えない。 
食料自給率がわずか４０％しかない我が国にとって失うものは何もないという交渉はあり 
得ないし、今後の世界の食量事情を考えたとき、それぞれの国が持つ多様な農業を大切に 
守ることこそが何より大事であり、国民の命と健康を守ることに繋がると改めて感じた。 
やはり米国主導の TPP 交渉参加は我が国にとって最悪の選択となるものであり、断固阻止 
しなければならない。 

 


