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「日本 0ベルギー友好議員連盟」総会

式次第

令和 4年 5月 18日 (水) 15:00～
衆議院第 1議員会館 地下 1階 第 5会議室

1。 開会

2.挨拶  会長 林 芳正

ロクサーヌ・ ドゥ=ビルデルリング大使閣下

3.議事

(1)役員人事について

(2)趣意書と規約の改定について

(3)そ の他

4。最近の日本・ベルギー関係の状況について (外務省より)

5.閉会

<関係団体>

日本・ベルギー協会

会長 菅原公一 様  (株式会社カネカ代表取締役会長)

<関係省庁 >

外務省欧州局 参事官  北川克郎 様

外務省欧州局 西欧課長 吉田昌弘 様



「日本・ベルギー友好議員連盟」趣意書 (案 )

ベルギー王国は慶應 3年 (1866年 )に江戸幕府との間に「日本・ベルギー修好

通商航海条約」を締結しており、わが国との外交関係で最も古い歴史を持つ国の

1つ です。その証しとして平成 28年 (2016年 )に は「日本 。ベルギー友好 150

周年」記念行事も両国で開催され、国王夫妻も来日されています。

ナポレオン戦争、第一次世界大戦、第二次世界大戦と欧州を舞台とする幾多の戦

争により戦場となり苦難を味わったベルギーは、欧州の恒久平和のための国家

間連携に早くから取 り組み、オランダ・ルクセンブルクとともにいわゆる「ベネ

ルクス三国」として欧州統合に先駆的役割を果たしました。EU本部の立地する

ブリュッセルはベルギーの首都であるのみならずいわば欧州全体の首都であり、

欧州外交の中心地です。また、米欧西側諸国の安全保障の根幹をなす機構である

NATO本部も同様にブリュッセルに置かれています。

明治新政府が岩倉具視を団長に木戸孝允、大久保利通、伊藤博文らを米欧に派遣

したいわゆる「岩倉使節団」に同行した久米邦武 (元佐賀藩士)の「米欧回覧実

記」には、大国に囲まれながら個性を生かした国づくりで独立を保つベルギーに

学ぶべきところがあると書かれています。現下の世界情勢を見ても同様の思い

を抱かせるものがあります。

文化的にも、エネスコ世界遺産である首都ブリュッセルのグラン・プラスの広場

や運河に囲まれたブリュージュは日本人観光客も多く惹きつけており、ベルギ

ービール、チョコレート、ワッフル、発祥の地であるフライドポテトといった食

文化も、近年、日本人に親しまれています。

以上の観点から、日本とベルギーの間の政治 。経済・文化にわたる関係強化はわ

が国の国益増進のため極めて重要であり、ここに新たな趣意書のもと、「日本・

ベルギー友好議員連盟」の組織と活動のさらなる活発化を図るものであります。

何とぞご賛同の上、ご入会賜 りますようお願い申し上げます。

令和 4年 5月

発起人代表   会長  林 芳正



″゛ヽ｀

「日本・ベルギー友好議員連盟」規約 (案 )

第一条 本連盟は、「日本・ベルギー友好議員連盟」 (略称 :日 白友好議連)と

称する。

第二条 本連盟は、日本ベルギー両国議員相互の親睦と両国間の友好親善促進

のため協力することを目的 とする。

第三条 本連盟は、前条の目的に賛同する衆議院議員および参議院議員をもっ

て構成する。

第四条 本連盟は、会長一名、副会長および幹事若干名、事務局長一名を置

き、任期は二年 として再任を妨げない。

第五条 本連盟に、最高顧間および顧間を置 くことができる。

第六条 会長は会員の互選により、副会長・幹事 。事務局長・最高顧間および

顧間は会長の指名により選任する。

第七条 本連盟の経費は、会費をもってこれに充てる。

なお、会費は月額 300円 とし、議員歳費から徴収する。

以 上



ベルギー ～欧〃の言勧「ととるた空きる多:夢i著li国1家～
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2022年 5月

外務省西欧課

△旦 :約 1,154万人(lMF2021年 )(九州の約8割 )

亘整 :3万 km2(九州より少し小さい)

G.DP:5,818億ドル(一人当たり50,413ドル、日本の約1.2倍 )(IMF2021年 )

重医L圭 :6.1%、 物」匝上1歯目E:2.3%、 迭」塞巨6.3%(IMF2021年 )

重埜 :立憲君主制 議全 :二院制(下院150、 上院60)、 任期5年

国室二塁 :2,755億 ドル(IMF2020年 )進出日_墨曇 :230社 (外務省2020年 )

重墾□國里旨5,827人 (外務省2021年 )
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ブリュッセルで開催されるエリザベート国際音楽コンクールは
世界3大音楽コンクールの一つ

「タンタン」の国ベルギーでは
日本のマンガも人気

① 「欧州の首都」

rブグュッセッ勿傾魂多塵il″|、 ガじ浄′久鹿 療″|な1欧|〃のψιlをノ
ーEU及びNA丁0本部所在地。

一欧州の流通中心地に所在し、主要な企業進出拠点の一つ。欧州
統括本部を置く企業を含め、トヨタ、ダイキン、カネカなど日系企業
230社が進出。

②二重里饉≧主」生回塞
rθつの老夕iどθつの言語|ズ月家からなるど″ΞI家7
-北部 (フランダース)は蘭語、南部 (ワ ロン)は仏語、ブリュッセル
首都圏は仏・蘭語。一部で独語も。英語も広く通用。

③zz!星止⊇固五
一仏語圏アフリカの大国コンゴ民主共和国の旧宗主国。

一隣接する大湖地域 (ルワンダ、ブルンジ)にも重大な関心。同地域
の安定を実現する上で重要なプレイヤー。

食文化では、ビール、ムール貝の白ワイン蒸し、チョコレートなどが有名
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ベルギーの重要性



政治 ～伝統的な多党制、連立内閣による政権運営～

●2019年 5月 総選挙では第一党のN―VA(蘭語系の地域主義政党)、 伝統的政党 (自 由党、社会党、キリスト教政党)

が議席減、環境政党が議席増。菌霊歴延塑Zコ鯉童互
=ム

生三2互n但辺劉塁菫、仏霊廻塁菫理宣2艶堕党虚霊函出望
●蘭・仏語圏で右・左の地合いが異なるため連立

―

し、総選挙前の職務執行内閣が継続していた。
●2019年 10月 、ミシェル首相の欧州理事会議長就任に伴い、ウィルメス予算大臣(仏語系自由党)がベルギーで女
性初の連邦首相に就任。連立交渉の結果、2020年 10月 、蘭・仏語系の社会、自由、環境政党及び蘭語系キリスト
教政党の7党による中道のドゥ=クロー内閣が発足。ウィルメス前首相は外相に就任。政権任期は2024年まで。

●同内閣は発足後からコロナ対策に追われてきたが、並行して、税制、労働市場、社会保障の改革、デジタル化、エ
ネル に し んでい化 の

外交・

全

障

安

保

～伝統的に多国間主義外交、欧州外交を重視～
●欧州統合の推進とNATOを通じた安全保障の確保を重視。EU■びNATO杢艶」ま駆劉墜助勤韮巨堕ュ2L幽口設置。

年ではアフガン(撤退済み)、 マリ、ヨルダン、バルト地域等へ、NATO、 EUや国連等と連携し兵力を派遣。
●2019-20年は、国匿整己題里韮豊出製璧割国を務めた。

透主課題。ベルギーは対テロ有志連合に参加し、2016年 7月 、イラク及びシリアヘの空爆を実施 (2020年 10月 から

● 。特に国連平和維持活動、人権問題間主義外交を重視ベルギー外交の伝統であるとして国連を中心とした多国

等の分野に積極的に関与するほか、旧植民地 を積極的に展開。近のコンゴ (民 )等、中部アフ!リカ諸国への外交

0201 5+1 1 E 1 3 E 0)/ {U Fl W *Xitrkl} 日 撞リュッ2016年3月 22 口を受け、各国とのテロ対策の連の ブ セ ル

二国間

関係

～皇室・王室交流、緊密な要人往来。2016年に友好150周 年を祝賀～

●2017年 7月 、豊鐘総理がべ上釜二左誼固。ミシェル首相夫妻と夕食会を実施。

●2020年 6月 、日本はベルギーにアビガン錠を無償供与。同年7月 、外相電話会談を実施。
●2022年 2月 、フィリップ国王同王妃両陛下がドバイ博日本館をご訪問
●2022年 4月 、林大臣がG7外相会合・NATO外相会合出席のためベルギーを訪問。ウィルメス外相と会談を実施。

●2016年 10月 、 下が国賓として訪日国

●2019年 10月 、即位の礼正殿の儀に参列するため、フィリップ国王王妃両陛下が訪日

●外交関係樹立 150周年を迎えた2016年、 と銘打ち両国で祝賀。「日本・ベルギー友好150周 年」

●2018年 10月 、 。河野外務大臣と会談を実施。レンデルス副首相兼外相が訪 日

フィリップ 王王妃両

フィリッ 国王陛下と
マチルド王妃陛下
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ドゥ=クロー首相 ウィルメス外相
面語系自由党所属 仏語系自由党所属

ウィルメス外相は配偶者の病気を理由にに体職を
発表(4月 )、 当面はドウ=クロー首相が外相を兼任。

NATOと EUの本 部 は プリュッセ ル 所 在

/

安倍総理とフィリップ国王陛下
(2019年 10月 、於 :東京)

日・ベルギー外相会談
(2022年 4月 、於 :ブリュッセル)
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L量童__
～先端技術を活用した貿易立国、経済 は緩やかな成長～

●バイオテクノロジー、医薬、石油化学、宇宙・航空、ナノテク等、世墨」■左圭孟≦2LlL皇墨」丘産菫盗」整主Zi貿傷越」塁。

ファイザー社等のワクチン開発・生産拠点が所在。

●新型コロナの影響を受け、2020年のGDP成長率は▲5.7%。 連邦政府は経済対策として、税金・社会保障費減免、
一時休業助成、個人事業主への給付金支給等を実施。

●2021年 のGDP成長率は6.1%となり、ベルギー経済は急回復。他方、まだ活動制限措置が続いている上、原材
料・エネルギー価格の高騰や人手不足の影響などにより、景気回復の動きは鈍化しており、2022年のGDP成長
率は、2.6%と 予測されている^
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