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平成 18 年度 第１部商経学科 総合問題 

 

 １  後の表ならびに資料を見て，以下の問いに答えなさい。 

 

問１ 表を参考にしながら日本の農産物輸入関税の特徴について説明しなさい。 

 

問２ 資料によれば，ブラジルなどの農産物輸出国は農産物輸入関税の上限を 100％にするよ

うに提案している。この提案は，①日本の農家，②日本の消費者，③農産物輸出国の農家

それぞれにとって，どのような影響を与えるか説明しなさい。 

 

問３ 今後日本は，農産物輸入関税に関して，どのように対処すべきだろうか。コメなどの高

関税品目を中心にあなたの考えを述べなさい。 

 
表  主な農産物の輸入関税 

 単位：％ 

品目 税率 

にんにく 3 

キャベツ 3 

アスパラガス 3 

ナシ 5 

スイカ 6 

合板 10 

リンゴ 17 

コメ 490 

砂糖 270 

コンニャク 990 
 

(注１）輸入関税とは，外国から日本に輸入される物品にかけられる税

金のことである。消費税と同様に，本体価格に対して何パーセ

ントという割合で税金がかけられる。たとえば，本体価格 5 キ

ロ 350 円程度で輸入されるコメに 490％の関税（350×4.90＝

1,715 円）がかかると 2,065 円となる。これは標準的な国産米

の価格とほぼ同じである。 

(注２）小数点第 1 位以下を四捨五入した。 

(出所）財務省関税局「関税率表」より作成。ただし，コメ，砂糖，コ

ンニャクは日本経済新聞 2004 年 11 月 12 日付掲載の試算値による。 
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資料  ＷＴＯ閣僚会議 農産物関税 Ｇ２０，上限１００％案 日本苦しい展開に 

 

 【大連（中国）＝福島香織】世界貿易機関（ＷＴＯ）非公式閣僚会議が十二日，中国遼寧省大連

市で開幕し，難航する新多角的貿易交渉（ドーハ・ラウンド）の農業分野について集中討議し

た。席上，ブラジルなど農産物輸出国の有力発展途上国グループ「Ｇ２０」が，先進国の農産

物輸入関税を最高１００％に制限する上限関税の設定を提案。討議終了後に記者会見したスパ

チャイＷＴＯ事務局長はこの新提案に「広範な支持が集まった」と述べた。  

 Ｇ２０の提案には「今後の交渉の基礎となる」（フィッシャーボエル欧州委員）「方向性が

見えてきた」（農業交渉のグローサー議長）との評価が出ており，「上限関税の設定は絶対受

け入れられない」とする日本など農産物輸入国にとって苦しい展開となってきた。 

 新ラウンドは十二月の香港閣僚会議での基本合意に向け，七月末を期限とする一次案策定を

目指している。島村宜伸農水相は会議後，記者団に対し「登山でいえば三合目」と述べ，今後

二週間で一次案がまとまる可能性は「十分ある」とした。  

(中略) 

 会議には三十カ国・地域の通商・貿易担当閣僚が参加。日本からは島村農水相のほか，中川

昭一経済産業相が出席している。十三日は，日本が攻めの立場となる工業品分野などが話し合

われる。  

 ■重要品目，コメ保護どこまで  

 世界貿易機関（ＷＴＯ）非公式閣僚会議が十二日に中国・大連で始まり，新多角的貿易交渉

（ドーハ・ラウンド）は十二月の基本合意に向けて大きな節目を迎えた。農業交渉ではコメな

ど重要品目をどこまで保護できるかが焦点。しかし，米国をはじめとする農産物輸出国が市場

開放を求める攻勢を強めている。  

 「万全な（関税などの）国境措置が確保されなければ日本の農業は崩壊の危機に直面する」。

十一日に全国農業協同組合中央会が東京都内で開いた集会で宮田勇会長はこう訴えた。  

 日本はコメを筆頭に重要な十品目余りに１００％を超す高関税を課して輸入品がなだれ込む

ことを防いでいる。 

(出所)産経新聞社 2005 年 7 月 13 日配信（インターネット版）  
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 ２  「ニート」に関する資料１，２を参考にして，次の問いに答えなさい。 

 

問１ ニート（NEET）は，英語の頭文字からなる造語である。このことに留意して，ニート

とはどのような人たちを指すのか，資料１を参考にして書きなさい。 

 

問２ 資料１によると，厚生労働省と内閣府の有識者研究会では，ニートの範囲が異なる。内

閣府の有識者研究会の推計では，あるカテゴリーの人たちをニートに含めたため，ニートの

数が厚生労働省よりも多い。 

（１）あるカテゴリーとは，どのような人たちを指すのか，書きなさい。 

（２）そのカテゴリーに対する，厚生労働省と内閣府の有識者研究会の捉え方の違いを書きな

さい。 

 

問３ 資料２は若年無業者に関する調査結果である。  

（１）資料２から読みとれることを書きなさい。 

（２）若年無業者の増加が社会におよぼす影響について，あなたの考えを書きなさい。 

 

 

（資料１） 

Defining  NEETs  gives  government  statistical  headache 
 

【省略。約 1400 字（270 語）の英文】 

 
The Daily Yomiuri, Jun. 6, 2005（インターネット版）より 

 

 

define  定義する    

address  取り組む        

confusion  混乱 

the Health, Labor and Welfare Ministry / the health ministry 厚生労働省           

the Internal Affairs and Communications Ministry  総務省 
domestic duties / domestic chores  家事                                              

revise  修正する 

register  登録する 

the Cabinet Office's study group of experts 内閣府の有識者研究会 
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disparity  相違 

substantial  たくさんの，相当の 

potential  潜在的な，可能性のある 

homemaker  主婦 

relatively  比較的 

concept  概念 

proper  適切な 

measure  手段，対策 

statistics  統計 

government official  政府の関係者 
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（資料２） 

無業者とその内訳の推移
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（注）小数第２位以下を四捨五入しているため，数値の総和は一致しない場合がある。 

 

無業者とその類型についての定義 

分 類 定    義 

求職型 無業者のうち，就業希望を表明し，求職活動をしている個人 

非求職型 無業者のうち，就業希望を表明しながら，求職活動はしていない個人 

非希望型 無業者のうち，就業希望を表明していない個人 

（注）表中の「無業者」とは，高校や大学などに通学しておらず，独身であり，ふだん収入に

なる仕事をしていない，15 歳以上 35 歳未満の個人（予備校や専門学校などに通学している場

合も除く）を指す。 

 

 

 

出典：内閣府 青少年の就労に関する研究会 「若年無業者に関する調査（中間報告）」 

一部， 表記を改め，省略した。 
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《解答例》 

１（第１部・第２部共通） 

問１ にんにく，キャベツ，アスパラガスなど関税率の低いものもあるが，コメ，砂糖，コン

ニャクなど数百パーセントに達するものもある。コンニャクの場合は９９０パーセントで

課税前にくらべると課税後の価格は１１倍に達する。 

 

問２ 

①関税による保護が弱まり，輸入農産物との競争にさらされる。その結果，農業の継続が困

難になることも予想される。 

②安価な輸入農産物を購入できるようになる。他方で，農薬や遺伝子組み換えに関する規制

の緩い国から輸入される農産物の脅威にさらされる。 

③日本市場への輸出を増やせるようになり，売り上げが伸びる。 

 

問３ 

資料や表を参照し，問１や問２の解答を踏まえた内容になっているかを評価する。 

 

 

２（第１部） 

問１ 学校に通っていなくて，仕事をしていなくて，職業訓練を受けていない人 

 

問２ 

（１）家事手伝い 

（２）厚生労働省は，「家事手伝い」を「将来，主婦になる人が多い」と考えている。内閣府

の有識者研究会は，「社会に参加していない」と捉えている。 

 

問３ 

（１）次のような点に言及すること。 

 

 ・若年無業者には３種類の類型がある。 

 ・若年無業者の総数は一貫して増加傾向にある。 

 ・若年無業者のうち，絶対人数，増加人数ともに，もっとも多いのは求職型である。 

 ・ニートの概念に近い非求職型と非希望型は，最近急増したわけではなく，１０年以上前か

ら一定数が存在していた。 

 ・非求職型と非希望型のうち，最近５年間で増えたのは，非求職型である。 
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（２）次のような点に言及すること。 

 

 ・若年無業者は所得が少ないため，消費も少なく，経済を縮小させる。 

 ・労働力が不足し，経済が停滞する。 

 ・社会保険料を払えないので，社会保険制度に悪影響を及ぼす。 

 ・所得が少ないため結婚できず，また結婚しても子供をつくらないことがあるため，少子化

が進む。 

 ・所得格差が進行し，社会のさまざまな分野において活力が失われる。 

 


