
平成 14 年第 25 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 25  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年８月 30 日（金）17：00～19:40 

2．場所: 官邸大会議室 

3．出席者 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 福田 康夫 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 経済財政政策担当大臣 

同 片山 虎之助 総務大臣 

同 塩川 正十郎 財務大臣 

同 平沼 赳夫 経済産業大臣 

同 速水 優 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 遠山 敦子 文部科学大臣 

同 武部 勤 農林水産大臣 

同 尾身 幸次 科学技術政策担当大臣 

同 石原 伸晃 行政改革・規制改革担当大臣 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)制度・政策改革集中審議について 

(2)その他 

3．閉会 

（改革案） 

○武部臨時議員提出資料 

○遠山臨時議員提出資料 

○尾身臨時議員提出資料 

（配布資料） 

○集中審議参考資料 

（研究開発プロジェクトの見直し関連 有識者議員提出資料） 
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○参考資料（有識者議員提出資料） 

○今次税制改革の検討に当たって（塩川議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、今年25回目の経済財政諮問会議を開催いたします。本日は

お忙しいところありがとうございます。 

本日も「制度・政策改革の集中審議」３日目でございます。武部大臣、遠山大

臣、尾身大臣に御報告をお願いしております。なお、昨日に続きまして、石原大

臣に臨時議員として参加をしていただいております。 

本日は週末でもあり、後の予定もありますので、時間厳守ということで議事を

進めてまいりたいと思います。 

本日、ＧＤＰ統計、ＱＥが発表されておりますが、もう御承知のとおりだと思

いますので、説明は割愛をさせていただきます。４－６月期は0.5 ％、年率1.9 ％、

ただし、１－３月期の成長率は、 初の統計では1.4 であったものが０というこ

とになります。概ね我々の認識に沿うものであると考えております。マクロ経済

につきましては、また９月に別途集中的に審議をしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

それでは、武部大臣よろしくお願いします。 

○制度・政策改革集中審議について（武部大臣）

（武部臨時議員） それでは、総理指示に沿いました制度・政策改革のポイントにつ

いて早速説明させていただきますが、Ａ３の資料で説明いたしますので、ごらん

いただきたいと思います。 

まず１ページから３ページまでは、総理指示に沿った農林水産省の制度・政策

改革のポイントを総括的に、概括的に説明しております。４ページ以降は、個別

事項について御説明申し上げます。 

１ページをごらんいただきたいと思いますが、総理指示に沿った農林水産省の

改革のポイントを挙げております。まず１点の農産物・食品流通体制の見直しに

ついては、食品安全基本法（仮称）の制定と、今問題になっております、無登録

農薬の問題に関連しまして、農薬取締法など関係法の見直し、それから、食品安

全委員会（仮称）の設立に対応した食品のリスク管理を担う局の新設と、食糧庁

組織の廃止、表示の一元化に向けた検討のほか、農協が民間の経済事業体として

担い手農家や消費者のニーズに応えるよう、その組織・事業の抜本的改革を明ら

かにしているものでございます。 

次のページに入りまして、２点目の米政策の見直しにつきましては、11月下旬

に米大綱を決定いたしまして、15年度からの改革プロセスの確実な実行。３点目

の企業的農業経営の展開のための制度改革及び４点目の規制改革については、意

欲と能力のある経営体のための予算の重点化、構造改革特区の活用を含めた農地
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法制の見直しを明らかにしております。このほか地球温暖化防止に関し、来年度

予算で林野関係予算を増額する一方、大規模林道事業の新規着工の凍結を盛り込

みました。また、生物系資源の持続的活用のための総合戦略の策定を明らかにい

たしております。このように様々な抵抗、反対が予想される中、これまで農政の

聖域と思われてまいりました分野すべてに改革のメスを入れ、総理指示の項目に

漏れなく取り組んでいく所存でございます。 

それでは個別の問題について説明させていただきたいと思いますが、３ページ

をごらんいただきたいと思います。農林水産省は、時系列的に食料・農業・農村

基本法、食料・農業・農村基本計画に基づきまして、「食」と「農」の再生プラ

ンを取りまとめ、これは既にこの経済財政諮問会議でも御説明させていただきま

した。なお、14年度から16年度までに取り組むべき事項をまとめた工程表を明ら

かにいたしまして、時間軸を明確にして取り組んでいるところでございます。 

次に、４ページをごらんいただきたいと思います。食の安全と安心のための行

政組織の改革再編についてでございますが、来年度、内閣府に食品安全委員会(仮

称)を設置することになっております。農林水産省はこれに対応いたしまして、食

糧庁組織の廃止とリスク管理部門の産業振興部門からの分離・強化を行うことと

いたしまして、食品のリスク管理とリスクコミュニケーション担う消費・安全局

（仮称）、新局をつくる方針であります。また食糧庁組織の廃止は、9,000 人規

模の組織の再編でありまして、行政改革上大きな意義があると考えております。

米の検査を平成17年度までに完全民営化することを踏まえまして、食糧事務所は

それまでに職員を約1,100 人削減する一方、米の検査で培ったノウハウを生かし

て偽装表示の監視、是正等の業務を強化することとしております。組織としては

結構大変な改革でありまして、労働組合を含め大きな反対がありましたが、この

夏、私は全国行脚をいたしまして、職員との対話に努めまして、その結果、食品

安全Ｇメンとしての新たな業務について理解が深まりつつある、かように考えて

おります。 

次、５ページでありますが、食の安全と安心の確保のための取組についてでご

ざいます。まず法制度については、食品安全基本法（仮称）の制定に合わせまし

て、農林水産省におきましても、関連法律の見直しを行います。特に農薬取締法

については、無登録農薬の使用をめぐる問題の発生を踏まえまして、通常国会を

待たず、可能な限り早期に取り組むよう事務方に指示しているところであります

が、臨時国会でお願いをしたいと、かように思います。また、牛肉については、

流通段階すべてに生産履歴情報の伝達を義務づけます。そのため、法律案を次期

通常国会に提出する予定でありまして、牛肉のほか、豚肉、鶏肉、鶏卵、米、青

果物、養殖水産物について順次トレーサビリティシステムを導入する予定であり

まして、トレーサビリティシステムに関しましては、私は日本が世界の 先端に

なっていくと確信しております。 

次に、予算についてでありますが、トレーサビリティシステムの導入、食育の

推進やリスクコミュニケーションの強化等に係る予算を来年度に大幅に増加させ
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ます。非公共予算の実質的な裁量経費のうち約３割、1,080 億円程度、昨年度の

３倍強になりますが、これを「特に消費者の視点を重視した予算」として要求し

てまいりたいと考えます。わけても、食育につきましては、今後交通安全運動と

匹敵するような大きな運動としてぜひ総理に先頭に立っていただきたいと考えて

おりますが、そういう形で政府全体で取り組むべきと考えておりますけれども、

当面、農林水産省がそのフロントランナーとなる所存であります。このほか、消

費者の方々にとって も関心がある食品表示制度について、６月から厚生労働省

等と連携して、食品の表示制度に関する懇談会を開催しておりますが、秋以降、

表示の一元化に向け、所要の見直しを行うこととしております。 

６ページは、バイオマス利活用についてでございます。前にも申し上げました

が、農林水産省は、今後行政のコンセプトを農林水産物の「生産振興」から「生

物系資源の持続的活用」へと抜本的に転換してまいりたいと思っておりまして、

バイオマスの有効活用を国家プロジェクトとして推進していく考えであります。

燃料電池につきましても、総理が大変御関心があるようでありますけれども、電

池の燃料たる水素をバイオマスと組んでつくってこそ、地球温暖化防止に効果を

発揮するものであることを強調したいと思います。 

バイオマスの利活用による新たな産業の創出によりまして、農林水産省におけ

る来年度予算要求ベース、およそ250 億円でありますが、これをもってして約

2,500 億円の経済効果と、１万7,000 人の民間雇用効果があると見込んでおりま

す。先日、農林水産省が主催しておりますアドバイザリーグループのメンバーか

ら、10年後には電力換算でエネルギー総需要の１割をバイオマスで代替できる、

そういうお話を伺いまして、私も大変驚いた次第でございます。７月には、農林

水産省が中心になりまして、バイオマスを 大限活用する社会へと展開していく

ための「バイオマス・ニッポン」総合戦略の骨子を策定したところでありますが、

年内にこれを国家戦略として完成させまして、政府一体となって取り組む方向づ

けを明らかにしてまいりたいと考えております。 

７ページは、農協改革についてございます。現状の農協は、30万人もの職員を

抱え、日々変化する市場や消費者のニーズのみならず、担い手農家のニーズにも

的確に応えられない。本来、民間事業体として行う業務と行政の補完的機能が混

然となっておりまして、その性格が曖昧になっていること等、様々な問題が提起

されているわけでありますが、このような問題を打破するために、私は農協のほ

かに農協型株式会社のようなものがあってもよいのではないかと、このように思

っております。また、補助金の受け皿として、行政の補完機能に安住している体

質を改めるべきと考えておりまして、一方、行政側にありましても、農政につい

て、その展開を農協系統に依存してきた体質を改めなければならない。柔軟で幅

広い開かれた対応を行うことにより、農協が本来の民間事業体として、その組織・

事業を抜本的に改め、真に消費者に向いた新たな農協へと脱皮する環境条件を整

備したいと考えております。 

私の農協の構造改革の取組に対しまして、既に各方面から相当な抵抗が生じて
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おりますが、今週、農協系統トップに対しまして、解体的改革がなければ、農協

の存在意義はゼロであると申し上げたところであります。来月には、経済界、消

費者等を含む幅広い有識者との検討の場を設けまして、農協に対する国民の声を

集約いたしまして、スピード感をもって今年度末までに農協改革の方向を取りま

とめるよう、事務方に指示しているところであります。これらによりまして、農

協のための農協から、真に「食」と「農」の再生に向けた農協の構造改革への道

筋をつくりたいと考えております。 

８ページは、コメ政策の再構築についてであります。米については、限界に達

している生産調整やその財政負担と閉塞とも言える状況に対応いたしまして、水

田農業の展望を切り開くために、本年１月から生産調整に関する研究会を開催し

てまいりました。この会はすべて公開とし、ガラス張りのオープンな議論を積み

重ねまして、６月には中間取りまとめを行ったところであります。この内容は米

づくりの本来あるべき姿として市場を通して、需要を感じとった売れる米づくり

を行うことが基本であるというものであります。しかし、このような中間取りま

とめの報告に対しまして、米の需給や価格の安定は国の責任でやるべきだと、あ

るいは自由競争は際限のない価格競争につながるなど批判的な意見も多数提起さ

れております。来月以降、この研究会のほかに、与党、生産者団体等様々な場で

議論がなされてまいりますが、政策の見直しが大幅であればあるほど各方面から

強い抵抗が予想されます。しかし、米については単に制度や仕組みを変えれば片

づくものではございませんで、現場の農業者が改革を理解し、売れる米づくりに

向けて頑張っていただかなければ、真の改革として実を結ぶことはありません。

その際、 終的には、市場メカニズムによる需給調整に委ね、国の関与は必要

小限にしていくことが生産構造の変革を促すものになると、このように確信して

おります。深い因縁を断ち切って改革を進めるためには、 終的には重大な政治

決断が必要でありまして、政策決定の 終責任を負う農林水産大臣が各方面の議

論を見ながら、11月下旬には是が非でも米政策の大転換の具体的方向を決断いた

しまして、15年度から改革プロセスを確実に進めなければならないと、かように

考えております。 

９ページでありますが、企業的農業経営の展開のための改革についてでありま

す。現在の農業・農村は、急速な高齢化、後継者不足等、既存の家族経営だけを

前提にして考えるのはもはや限界にきているわけでありまして、他方、農水産業

と関連産業を含む食料産業の国内生産額は100 兆円を超えております。多くの潜

在的なビジネスチャンスが埋もれているということも事実であろうと思います。

こうした食料産業の発展のためには、既存の家族経営だけで考えるのではなく、

法人や新規就農者を積極的に拡大する必要がある、かように考えております。農

林水産省は平成22年度までに法人や組織を３ないし４万育成するという目標を掲

げておりますが、私としては、やり方によってはもっと増やすことができるので

はないかと、かように考えております。また、農林水産省のホームページの新規

就農案内のコーナーへのアクセスは一日100件ほどございまして、チャレンジ精神
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を持った新規参入者を確保できる潜在的な可能性は大きい。むしろ、顕在化して

きていると、このように考えております。今日、意欲ある農業者は単に生産者で

あることにとどまらず、加工・販売にまで進出するようになっておりまして、あ

る意味では私は専業農家の兼業化と言うべき状況にあると思いまして、このよう

な意欲と能力のある経営体に施策を集中化していくことが必要であろうと思いま

す。他方、法人化を進めていく上では、農地制度の見直しも避けて通れないと考

えておりまして、その内容を次のページでごらんいただきたいと思います。 

農地制度については、現在２つの視点から検討を行っております。１つは、農

業経営の株式会社等法人化の促進や規模拡大の加速化を通じて企業的農業経営の

展開を支援するという視点であります。株式会社形態の農業生産法人は、私が農

林水産大臣に就任する前の昨年３月にはわずか１社でありましたけれども、今年

の７月までは27社に増加しておりまして、今後ともこのような法人化を加速させ

ていきたいと考えております。もう一つは、美しい里地、里山等の農山村の魅力

を発揮させ、農への多様な関わり方を実現するために、市町村条例や地区の取組

を基本といたしました新たな土地利用の枠組みを検討するという視点であります。

いずれも６月から有識者懇談会で議論しているところであります。今後懇談会の

論点整理を踏まえまして、スピード感をもって農地法制の見直しについて検討を

進め、次期通常国会への法案提出に向け検討を急がせたいと考えております。な

お、これらの農地制度の見直しに当たりましては、構造改革特区の活用も含めて

検討することが有効であると考えております。まずは、農業・農村の現場の実態

を十分に踏まえるために、特区に対する地方公共団体等の提案を調査いたしまし

たところ、北海道から沖縄県に至るまで、20道府県から合わせて89の提案をいた

だきました。今後これらの提案を精査するとともに、内閣官房とも連携して取り

組みを進めてまいりたいと思います。 

一方、株式会社の農地取得や構造改革特区については大きな抵抗があります。

予断を許さない状況でありますが、根気よく検討し、関係者が共通認識を得られ

るような努力をすれば解決方法は必ず見つかると、こう思いますし、むしろ一転

して加速化する可能性もあるのではないかと、このように感じております。 

   11ページ、 後のページでございますが、私は農林水産大臣就任以来、都市と

農山漁村の共生・対流が重要だと言ってまいりましたが、今般、民間のシンクタ

ンク、三菱総研にその経済効果を試算していただきましたところ、約５兆3,000 億

円という数値が得られました。都市と農山漁村の共生・対流はこのように大きな

経済効果もあり、例えば、構造改革特区の活用等多様な広がりを持つものであっ

て、政府全体として取り組んでいくべき政策課題であろうと思います。このため、

７月に関係７省で連絡協議会を発足させたところでございます。都市と農山漁村

は双方向で行き交う、いわゆるデュアルライフを実現するための総合的施策は、

前にも申し上げましたが、１億2,000 万全国民を対象とした「小泉ルネッサンス

構想」として打ち出すべき大テーマだと考えておりまして、規制緩和による条件

整備とともに、国民的な運動として共生・対流を推進していきたいと考えており
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ます。 

以上、総理御指示の事項について考えを申し上げましたが、このほか、二、三

触れておきたいことは、 近、国産牛肉の買上げ事業や食品表示に関しまして問

題が多発しております。このたび、私の私的諮問機関として農林水産省と関連業

界との関係を徹底的に見直すための第三者委員会を設置することとし、事務局に

指示したところであります。この委員会はこの９月にも発足させまして、構造問

題を解決して、あるべき方向性についてオープンな形で客観的に検証していきた

いと考えております。 

そのほか、平沼大臣の御協力も賜りまして、セーフガードによらない秩序ある

貿易の枠組みを日中農産物貿易協議会として合意をすることができました。また、

懸案でありました諫早湾干拓事業については、昨年８月、干拓面積を半分にいた

しまして、18年度に事業を完了させる決断もいたしました。長崎県知事や有明海

３県の漁連会長等とも会談の場を設け、解決への道筋をつけることができたと、

このように思っております。さらに今後、中央競馬会の組織の見直しを含め、近

く大臣の私的諮問機関をつくりまして、特殊法人の改革にも具体的な取組を進め

てまいりたいと思います。農林水産業をめぐる状勢は非常に厳しい問題、あるい

は困難な問題が山積しておりますけれども、ピンチはチャンスと、こう思ってお

りまして、奥田会長の下、日本経団連の幹部の皆さんからも、すべての子どもた

ちが農家に住み込みで農業体験をする国民皆農運動ということについて日本経団

連側から提案がありました。そのことは大変意を強くしたわけでございますが、

今後、経済財政諮問会議の御支援もいただきながら、農林水産省改革への路線を

確実なものにしてまいりたいと考えておりますので、ぜひ御協力をいただきたい

と。以上で終わります。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ御議論いただきたいと思います。吉

川議員。 

（吉川議員） 武部大臣から御説明があった点、大臣が大変なリーダーシップを発揮

されていると我々民間議員も認識しておりまして、まず第一に敬意を表したいと

思います。 

その上で、大臣が言われたことと重なりますが、例えば米政策、これはまだ中

間取りまとめの段階ということですが、我々議論しているところでは、例えば、

生産調整といったようなものを廃止するというようなことも視野に入れて考える

べきではないかと、こういうふうに考えております。それから、農協という組織

についても、抜本的に見直すと言われているわけで、これもそのとおりだと私ど

も考えております。農協というのは非常に大きな組織でしょうが、そうした組織

が存在している以上、どこに存在意義があるのかということが問われるべきだと

思います。経済の方ですと付加価値ということですが、組織の場合にはもちろん

経済的なもうけとか、そういうこととはもちろん違うわけですが、それにしても、

存在意義は一体どこにあるのだろうか。農業、消費者の方も、生産者の方もある

わけでしょうが、その間に立ってどういう役割を果たしているのだろうかという

 7




平成 14 年第 25 回 議事録 

ことをやはり基本に立ち戻ってぜひともお考えていただきたいと思います。 

第３点は、大臣の御説明の中でも、バイオマスを農林水産省として政策の一つ

の柱に据えるとういことをおっしゃっています。私もこの諮問会議の循環型経済

社会に関する調査会に参加しましていろいろ勉強しましたが、バイオマスという

のは大臣がおっしゃったように将来のエネルギー源として非常に有望なものだと

いう認識を持っております。そういう認識ですが、どういうものでも、スローガ

ンになりますと、何でもありというようなことにもなりかねない。バイオマスは

非常に有望であるからこそ、それをきちっと評価するう必要がある。大臣は国家

戦略というふうにおっしゃったんだと思いますが、まさに国家戦略に値するもの

だと思います。事後評価、あるいは中間の評価をきちんとやりながら、バイオマ

スをエネルギー源として日本としてぜひとも育てていただきたい。 

以上です。 

（竹中議員） それでは奥田議員。 

（奥田議員） 大変立派なプレゼンテーションを見せていただきまして、また前回は

経団連側と十分なお話し合いをさせていただきまして、私としてはその方策が非

常にいいんじゃないかと思っているわけですが、ただ、私が非常に気にしていま

すのは、従来から工業と農業のぶつかり合いというのが日本の国内で多分に行わ

れまして、農業サイドから言わせると、特にかかわりの高い工業製品とかそうい

うものを輸出するから、農業の方が圧迫されるんだと、こういうお話で、片一方

は片方でまた、俺たちがやっているから、おまえたちは飯を食えるんだとか、工

と農のぶつかり合いというのは昔からあった話だと思うんですけれども、これは

大臣の提言とか、あるいは地方をお回りになった観点からいって、農業の方がど

ういうふうにお考えになっているのか、そこらをお聞きしたいんですけれども。 

（武部臨時議員） 米政策は、先ほど御説明申し上げましたとおりでありまして、一

言で言うと、消費者重視、市場重視、売れる米づくりということなんですね。こ

れがほとんど農協が計画流通米については事業者になっているわけですね。です

から、生産者は全く情報が閉ざされている中で、すべて売れていると思っている

わけであります。したがいまして、農協改革の問題と関連してくるんですね。農

協改革というのは米政策をきちんとやれば、当然そういったものが農協から分離

していくだけでも農協の仕事はなくなっているわけですし、農協は、売るリスク、

買うリスクは持っていないんですね。卸問屋みたいなところもあるわけですね。

普通、農家戸数は減りましたけれども、農協の職員は増えていると、こんなおか

しい話はないわけでして、ですから、米政策をきちんとやる結果、農協の業務と

いうのは大分変わってまいります。 

それからもう一つは、競争原理というのが働かない。我々が悪いんです。先ほ

ど言いましたように、農政の立場で行政がやるべきことを代行してもらっている

わけです。それにも理由はあるんです。農協に全部任せるということは、それぞ

れ日本列島、北海道から沖縄までいろいろありますので、そこでいろいろと農協

が調整をすると。しかし、これは本来市町村がやるべきことを農協がやっていた
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り、国がやるべきことを農協にやらせたりというようなこと、それで農協が成り

立っているという一面があるんです。ですから、法人化を拡大していくというこ

とが、そしてその補助金でも、場合によっては金融事業も何も農協を通さなけれ

ばできないというようなことは、来年度は相当変えています。来年度は相当変え

ていますが、そういったことをもっと自由度を持ってオープンにしていく。法人

も6,000以上既にあるんですが、一人法人や、家族法人が多いんですけれども、こ

れをどんどん拡大していきまして、そういう「法人協会」みたいなところを育て

ていけば、そして農協だけではなくて、また、いろいろな補助政策の問題だとか、

金融の問題とかそういったものもやれるような仕組みをつくれば、今度は競争原

理というのが働いてまいりますし、農協も消費者ニーズに合った市場原理という

ものを考えた組織に変わっていくのではないかと、こう期待しております。 

ただしかし、農協と地域というのは一体になっていますので、今、農村が高齢

化し、過疎化していけばしていくほど、農村の活性化とか、農村の景観を維持す

るとか、農業の多面的な機能をどうするかとか、そういった問題については、農

協に対する期待も一部あるんです。それは逆に言えば、ＮＰＯみたいなものでも

できるはずなんですね。ですから、そこのところは、 後は話し合いで合意とい

うものを求めざるを得ませんが、農協から嫌われたり、与党から相当おしかりを

受けたりすることを意識的に出して、解体的改革を進めるべきというようなこと

を申し上げているわけです。 

また、これは農協改革というのは、農協改革というコンセプトで取り組んでい

くと、なかなか抵抗が強いところです。総理から御指示のあった米政策、いわゆ

る企業的経営、そういった取組、法人化、農地制度の改革、そういったものをや

っていきますと、日本の農業は変わってまいりますし、工業と農業のぶつかり合

いのお話がありましたけれども、構造改革を進める上で、どうしても農業という

のは他の産業と違ってそろばん勘定だけではいきませんから、セーフティネット

というのが必要だと思います。セーフティネットというのは、むしろ二種兼農家

で農業所得が６％しかないサラリーマン農家もみんなもらっているわけです。で

すから、意欲と能力のある経営体に政策を集中する、重点化するという取組が大

事だと思うんです。 

それからバイオマスのことでありますが、先ほど農林水産省は、「生産振興」

から、これから「生物系資源の持続的活用」というふうに変えていくんだと申し

上げましたが、今まで農林水産省です。現在は「食糧産業省」という一面もある

んだと思います。これから「健康産業省」という考え方ができるのではないかと

思うんです。人と自然の共生とか、循環型社会というものをつくり上げていくと。

先ほど日本経団連の提案もありましたように、総理からも健康と言えば食と運動

と休養だと、あれは大分広がっているんですよね。そういうような人間力という

のは、自然に源があるんじゃないか。そういう考え方を理念に掲げていくという

ことがバイオマスの我々の取組の一つの錦の御旗といいますか、威令なわけです。

同時に、前は青森に首都圏のごみを持っていって大騒ぎになっていますけれども、
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あのうちの恐らく半分か３分の２ぐらいはエネルギーに変えられるんですね。そ

ういうことにある程度コストはかかると思うんです。しかし、今のごみ、廃棄物

の処理にかかっている金をこっちの方に注ぎ込めば、メタノールでトラクターを

走らせたり、車を走らせたり、いわばごみゼロエミッションというんだそうです

けれども、そういう社会、日本のように美しい国づくりができるのではないか。

そこに戻ろうという考え方でございまして、今、事後評価の話もありましたけれ

ども、何でもありと思っていません。むしろ、そういうことを先頭に立って掲げ

ていくということが大事ではないか。日本を変える１つの力になってくるんじゃ

ないかと思っておりまして、長くなりましたけども。 

（竹中議員） 片山大臣、牛尾議員。 

（片山議員） 食糧庁を廃止されるのは大英断ですが、その食糧庁が食品安全委員会

（仮称）でかなり人も異動しますよね。それから、農水省の方は新しい局である

消費・安全局（仮称）を要望する。国の組織は私の方が所管をさせていただいて

いますが、基本はスクラップ・アンド・ビルドですよ。今、各省庁96局ある、そ

れを90局にしようということになっている。そういうことですから、食品安全委

員会がどういった組織になるのかということに絡みますけれども、組織について、

この前も閣僚懇で少し申し上げましたが、焼け太りをするようなお考えは全くな

いと思いますけれども、その辺はよろしく御調整、御検討を賜りたい。それが１

点。 

それから、私が都道府県の県庁で勤務していまして、農林部というのは大変力

のある部局なのですよ。農林部は人間もいっぱいいるし、出先機関も沢山あって

外郭団体も山のようにある。予算も大きい。商工部はそれに比べると10分の１ぐ

らいですね。ところが、今、農林行政が対象にすべきものがどんどん変わってき

ているし、減っている。だから、それに合わせて、恐らく今度は地方の方にもリ

スク評価やリスク管理の機構が要りますよね。地方の農林行政機構、職員、外郭

団体、それに農協がまた別にあるのだからものすごいことになっている。そうい

うことの中で、もう一度その辺を整理していただいて全体をスリムにする。機動

的、総合的にするということを検討した方が、農林水産省そのものが変わってく

るのではなかろうかと思います。消費者や食糧や、そちらの方に大きくウエート

を移していただいて、ここには触れられておりませんが、実際には農林水産行政

の大部分は地方がやっているのですから、ぜひそれをお願いいたしたい。 

それから研究機関がそれぞれ分野ごとにまたたくさんあるのですよ。それで47

都道府県が似たようなことをやっているのです。それを一度整理していただいて、

この県はこれ、こっちはこれ、そういうことをうまく有機的に連携をとって整理

していただいて、総合力を高めるようなことも併せてお考えいただければなと思

います。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 昨日も出ました国の行政を地方に移すというときに、今、片山さんも

おっしゃったように、農林関係は地方も肥大しているので、そこのところどうい
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うふうに移すか。例えば、昨日出ました国土庁の問題でいうと、農道なんかは地

方の権限にしてもいいんじゃないか、農業土木の項目の中の３分の１ぐらいは地

方へ持っていってもいいんだというのだけれども、中央、地方重なって農業分野

というのは、よそものが入れなくていっぱいいるという雰囲気があるんですね。

これは改革するためには情報公開だと思うんです。実態がどうなっているかとい

うことです。本当に商工部なんか、労働と兼任で労働商工部でこのぐらいのが１

個にまとまっている。管理者はいないし農業関連がものすごく幅が広いわけです。

こういうのも実態と、それに関与している売上の比率からいいますと、総合商社

１社と農業の売上は変わらないと言われているぐらいなんですから。そういう数

字を公開すれば世の中の流れは変わってくるだろう。その辺はぜひこういう改革

志向の大臣は久しぶりの登場でありますので、ぜひ大臣のところでそういう人間

の数とか、仕事の量とかいうものの数字を、今井委員会から数字が出ることがど

んなに効果的であるかということがよくわかりましたけれども、ぜひお願いをし

たいということが１つと。 

もう１つは農協の問題、普通こういうことを、農協の議論をするとたちどころ

に、２か月ぐらいの間に10組ぐらいの方が訪問されるんですが、大臣のおかげで、

近、我々民間なんかも勝手に言っておれというので来なくなったですね。これ

は非常に進歩なんですね。やはり農協がやっている必須条件である米とかそうい

うものを除いて、いっぱいいろんなことをやっているんです。農協というのは何

でもやっているんですよ。しかし、日本の商社は、そこは本当は入ってもいいは

ずなのに、一切立入り禁止地区になっている。結局、利益の点において農協の一

人勝ちになっている。農民は保護に頼っている。この辺は農協だけが独占禁止法

の適用除外になっているというのも法的には非常に問題があるし、かなり大胆に

やっていく必要がある。大臣がいる間じっとしていれば、あと改革をしないで済

むと思っている人も多いでしょうから、いらっしゃる間に工程表をつくって閣議

で決めるとか、スケジュールを確定しないと、嵐の過ぎるのを待っているという

ところを本分としますので、ぜひその辺はお願いをしたいと私は思うわけであり

ます。 

それからあとは、日韓ＦＴＡをやっておりまして、農業が全く昔と同じで、こ

の部分だけが決まりませんで、それを削除してやったんです。日韓ＦＴＡのビジ

ネスフォーラムで民間側でやったときに、農協関係の民間団体の人に一人入って

もらったんですが、韓国の人から激励されても、てこでも動かない。農業問題だ

けは本格的に取り組まないと、小泉総理のおっしゃる日本の国の開放と新しい国

際化は、農業がぼんと立ちはだかったら動かないんですよ。そういう点で国際化

問題に対してどうするかというのは組織的に少し考えないと、ここで全部とまっ

てしまう。僕らだって農協の問題というのはよくわかっておりますから、別にす

ぐにやれと言っているわけではないので、10年か15年経って、国際的に通用する

範囲内で話ができるような仕組みになっていない。しかしながら希望が持てるの

は、若い課長クラスの人に会うとかなりいいことを言う人はいっぱいいるんです。
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しかし全体になるとだめなんですね。全体となると動かないけれども、個別は非

常にいい意見を言う人はいるので、これはぜひ、農林経営の中でトップダウンで

そういう流れをつくっていただくと大変にありがたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 本間先生に言っていただいて、大臣お願いします。 

（本間議員） 落穂拾い的な役回りをいつも私がやっておりますので、少し技術的な

問題も含めて整理させていただきます。 

まず、今まで生産調整の問題や農協の問題について、御提案をこちらからもい

たしておりますし、大臣からもお答えいただいているんですが、具体的なスケジ

ュール設定をどうするか。それを非常に早くやっていただきたい。これはまずお

願いをいたしたいと思います。 

それから、私は農業問題の本質は人の問題だと思うんです。人の問題だという

のは、農協の方々の高齢化、農業従事者の高齢化が進む一方、新しい方々が入っ

ていないことに伴って、行政もまたその関係の中でしがらみの塊になっていると。

これを克服しなければ、ここで御指摘のとおり、市場感応的、あるいは消費者重

視というようなものは入ってこない。外部の人々の改革、あるいは能力というも

のをどういうぐあいに農業の成長に役立てていくかということの方向性なしには

農業の改革は絶望的ではないか、例えば科学技術が進歩する一方、農業関係者の

知識向上には危惧すべきものがあるというぐあいに私は思います。そういう点で

今回ぜひ外部との人材交流、これはＮＰＯも含めてきちんとやって、感応度の高

い農業というものをどうつくっていくかということが非常に重要なポイントでは

ないかと思います。 

それからもう１つは、片山大臣等のお話の中にございましたけれども、やはり

国と地方の役割分担をきちんとやっていく必要があります。農業が縦で、そして

地方分権が横だとすると、この縦横の整理がきちんとついておりませんと、非常

に大きな問題となります。縦の農業分野の問題として権限の整理を行っていただ

き、他の分野に比べ県庁の職員等も非常に過大になっているという現状であり、

これも人事管理、組織上の問題全体を見直しながら、これらについて具体案を得

て、スケジュール化をぜひお願いをいたしたいというぐあいに思います。 

それからもう１つは、農業の問題では、ハードの部分では公共投資の問題が陰

に隠れておるんですけれども、この問題はほとんど今日のプレゼンテーションの

中にも入ってきておりません。ここをどういうぐあいに合理化をしていくのか。

これは国土交通省等の関係もございますけれども、農業が本当に農業分野に限っ

ているのか。漁港でありますとか、農道整備でありますとか、いろいろな形でこ

の問題が非常に大きな資源配分上の過大さにつながっているということは否めな

いわけです。ぜひ公共投資の問題についても具体的に改革プランというものをつ

くっていただきたい。これは国土交通省の長期計画の問題とも絡み合っておりま

すので、両省の連携をとっていただきながらやっていただきたいというぐあいに

思います。 
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それから産業組織上の問題として、農協が農業問題だけではなく、金融問題、

あらゆる領域にかんでいて、しかも、それが独禁法上の適用除外になっていると

いうことは、これは極めて大きな問題であります。こうした産業組織上の問題に

ついても、ぜひこれは御検討をいただきたいというぐあいに思います。 

以上です。 

（武部臨時議員） それぞれの先生方から共通の問題もございましたが、食糧庁は政

令で定める政策官庁でございまして、具体的には食糧庁組織を廃止いたしまして、

総合食料局につけるわけです。そして６月11日でしたか、関係閣僚会議では、食

品安全委員会(仮称)を独立させることと同時に、農林水産省も厚生労働省もリス

ク管理部門は産業部門から独立させなさいと、そういう取り決めもあるわけです。

そういう意味で消費・安全局(仮称)というふうにリスク管理部門をどうしてもつ

くらざるを得ないということでありますので、その辺をぜひ御理解いただきたい

と思うんです。人数は今9,000 人ですけれども、18年には7,000人台になります。

そして 終的には６：４の割合で備蓄米だとか、麦の問題だとか、米政策の見直

しだとか、そういった今までの業務も残ります。しかし、これはある時期がきた

ら、こぶが２つありまして、１つのこぶがなくなったら、どっと数は減ってまい

りますので、食品安全Ｇメンという分野は、これは今も1,500 人から3,300 人に

しているんですけれども、これは4,500 人ぐらいに増やさなくてはいけないんだ

ろうと。そういうような組織もそうなっています。御理解いただきたいと思いま

す。 

それから、国と地方の問題について、私は全く同感なんです。私は地方議会議

員出身ですから、地方分権は必要ですし、どんどん地方に差し出した方がいいん

だろうと思うんです。ところが、私が地方議会議員出身だから申し上げますが、

これは我々も小泉総理のトップダウンで構造改革を進めていけるのであって、農

林水産省がきちんと方向性を示していかないと、ただ仕事だけ地方に回すといっ

たら地方は動かないと思います。そういうことが１つあるというふうに私は思っ

ています。 

それから牛尾さんからお話がありました情報公開は徹底してやっておりまして、

恐らく中央省庁でありとあらゆる委員会、研究会、審議会、みんなカメラが入っ

て新聞記者も傍聴して、ＢＳＥのときには傍聴者も公募してやっているんです。

これは農林水産省しかないんじゃないかと思うんです。すべてですから。そうな

ったら、余り記事にならなくなったんですね。どういうわけか。 

それからＦＴＡの問題は、これは今言いましたように、これは構造改革を進め

ていくためには、今、一律に思い切ったことをやりますと、残るのはどういう農

家といったらサラリーマン農家が残るんです。専業的に能力のある農家は参って

しまうんです。そういったところに政策を集中しつつ、そこが頑張っていけると

いう、そういう意味では、ある時期まではセーフティネットが必要だと思います

し、そういった構造政策というものが必要であります。ですから、構造改革をき

ちんとやると。我々は農林水産分野がセクターで、その分野すべてが入らないと
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思っていません。もちろん入れてシンガポールもやり得たわけですし、その辺の

ところは相手国にも理解いただく必要があると思っておりますし、私どもも頭は

かたくしておりません。全体も考えている所存でございます。 

それから、本間先生からいろいろ御指摘がありましたように、スケジュール設

定については、私ども「食」と「農」の再生プランは工程表をつくっております。

特に農協については、本年度３月31日までに改革案、今まで悪かったのは、農林

水産省と農業団体とでやっていたんです。今度は経団連にも推薦してもらって入

ってもらおうと思っておりますし、消費者だとか有識者に入ってもらって、客観

的に国民は何を考えているかということでまとめたいと思っております。 

それから、科学技術のことについてはちょっと異論があります。この間も筑波

の研究団地に参りましたけれども、イネゲノムの解析というのは日本が圧倒的な

力を持っているわけですし、すばらしい技術者はたくさんおります。 

それから公共投資のことについては、これから農林水産省のコンセプト、先ほ

ど言いましたように、「生産振興」から「生物系資源の持続的活用」というふう

に申し上げましたが、例えばイギリスは、農林省というのはないんです。「環境

食料農村地域省」なんですね。特に日本のように急峻な山国ということになれば、

私は国土交通省のことをあれこれ言いたくありませんが、農林水産省の水管理だ

とかというのは、石積みをやったり、前々から環境に配慮して自然景観というも

のを重んじて、農村景観を守りながらやっているわけです。これはもっと地方に

譲るような努力した方がいいと思う。例えば、今大規模林道新規凍結しまして、

あとどうするかということについては第三者委員会をつくって、これもいつまで、

役人は３年間ぐらいというけど、ばか言うなと私、言っていますので、半年ぐら

いのうちにやってしまわなければいけないと思っていますが、あとどうするんだ

ということは、木材の産地だとか、山の多いところは、自分のところで大規模林

道を欲しいんだというのは補助林道でやればいいわけですし、そういうふうに業

務の見直しといいますか、中の見直しもやった上で結果として、公共投資につい

ても合理化は進んでいくんじゃないか。ただ、国土交通省なんかと違うのは、私

どもはみんな基本法に基づいてそれぞれの理念というものがあるんですね。 

時間厳守ということでございますので、これ以上は申し上げませんが、特に今

世界で一番困っているのは水と農地なんですね。それと森なんです。森と湖と水

というのは、日本は450億トンの農産物を輸入することによって世界中から水を奪

っているわけですね。そういったことになりますと、水とか農地も毎年500 万ヘ

クタール砂漠化が激化していますし、そういったことを考えた場合に、御指摘の

ことについては、謙虚に受け止めたいと思いますけれども、また我々としても他

の公共事業とは違うんだと。「環境食料農村地域省」というふうにイギリスが変

えたということ、そしてキャップ政策の見直しをやっています。我々も青の政策

とか緑の政策とあるんですけれども、これからは緑の政策というものを拡大して

いかなくてはいけないというふうに思っているわけでございます。しかし、今一

番難しい転機にあるということも事実ですので、その辺の御理解をお願いしたい
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と思います。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、簡単に要約をさせていただきま

す。 

総じて米、農協、バイオマス等々武部大臣のイニシアティブを評価して、これ

を強く後押ししたいというのが御意見だったと思います。武部大臣のお話は、米

の抜本見直しは11月下旬まで、農協改革は14年度末まで、バイオマスは12月に戦

略ということでスケジュールを明示していただいておりますので、そのスケジュ

ールに沿ってぜひとも強力な改革案を出してほしいということだと思います。 

その際に、あえて期待をしたいということで幾つかのポイントがあったと思い

ます。まず、そのプランをつくる際に、例えばバイオマスとかの戦略をつくる場

合に、これは本間先生が言われたことですが、そのプランの中に工程表を入れて

くれということだと思います。これはすべてそういうふうに工程表を明示してい

ただきたいというのが第１点。米政策の見直しに関して、これは抜本見直しであ

りますから、生産調整の廃止も視野に入れて大胆にやっていただきたいというこ

とだったと思います。農協については、独禁法の適用除外というのが問題ではな

かろうか。産業組織論的視点も踏まえて、さらには武部大臣御自身がおっしゃっ

た農協型株式会社というようなものもあり得るだろうということで、組織まで含

めたものにしていただきたいということだと思います。バイオマスについては大

変野心的で有望な部分であるがゆえに、評価システムをきっちりとすべきだと。

これは技術面では、総合科学技術会議との連携というようなことも必要なのかと

思います。それをぜひ織り込んでいただきたいということだと思います。農業分

野の企業参入という観点も、これは特区をも活用して、積極化する案を出してい

ただきたい。食の安全と安心に関しては、これに関連しては、組織のスリム化に

十分に注意をしてほしい。特に地方との関係という御要望であったと思います。 

さらに、追加的にお考えいただきたいというような点については、次のような

ポイントだったと思います。国と地方の関係の見直しというのを今、西室委員会

でやっておりますが、これは武部大臣の分野でも同じような問題が生じると思い

ますので、西室委員会の議論と歩調を合わせて、今日出た事例では、農道とか土

地改良とかの話が出ましたでしょうか、そういう問題も含めて、これは10月に西

室委員会の案が出ますので、それに合わせて再度また御意見を伺いたいというこ

とだと思います。ＦＴＡグローバル化への対応がありましたが、これは恐らくそ

れぞれの、これから表明される米・農協プランの中で特にグローバルな視点から

論じていただくということなのではないかと思います。 

後に、公共投資の改革プランの話でありますが、これは昨日、扇大臣に公共

投資の長期計画を一本化するということをさらに強化するために、10月ごろにも

う一度考え方をお出しいただきたいというふうに申し上げているんですが、その

際に、国土交通省と連携して、武部大臣にプランを出していただくというのが適

切なのではないかと思います。そのような要約をさせていただきたいと思います。
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（片山議員） 地方の組織のスリム化ですよ。国から地方ということもあるけれども、

地方そのものもスリム化できると思いますよ。 

（塩川議員） そのスリム化の中でぜひひとつ入れてほしいのは、改良指導員います

ね。１万人というのはどう考えてもおかしいと思うし、農業委員会で６万人とい

うのも、これも過剰ですね。職員が１万人、委員が６万人というのも、これはお

かしいので、ここらは現実の問題として、あなたのプレゼンテーションは、私は

評価して了解しています。 

（武部臨時議員） それも地方なんですけれども、コンサルタント、農協型の株式会

社と私が言いましたのは、コンサルタント会社になりなさいと。農協だったら理

事会や総会にかけなかったら物事が決まらないわけですから、改良普及センター

もああいったところも民営化すべきとの意見もあります。 

（片山議員） 県の土地改良事業団体連合会を全部通している。土地改良事業は全部

そこが設計するのです。 

（武部臨時議員） 農業委員から諸々ございます。 

（竹中議員） 今の農業委員会、農業改良普及員などの問題も含めてぜひお願いをい

たします。 

（塩川議員） それは大変な問題なんですよ。 

（本間議員） 農業委員会は必置規制ですか。 

（武部臨時議員） 法律ですから。 

（塩川議員） ６万人おるんですよ。みんな報酬をとっているんです。 

（片山議員） 毎年全国大会をやっています。 

（塩川議員） すごいんですよ。 

（竹中議員） 総理ございますでしょうか。 

（小泉議長） 改革なければ解体というのは、その意欲で実施を進めてくださいよ。

私はかねがね言っているんですよ。都市と農村というのは対立するものじゃない

と。また、工業と農業も対立するものじゃないと。共存共栄だと。今、バイオマ

スなんか、燃料電池、麦わらから燃料電池の利用というのは科学技術の夢がある

じゃないですか。この前、牧野補佐官が廃材とプラスチックのごみ、これが今木

材になるんだと。現物持ってきましたよ。そうすると、日本は木材を輸入する必

要ないと。百年もつ家ができると。廃材とプラスチックを木にする建築物で。こ

ういう技術を農林水産省も、環境省も科学技術も関係あると思うけれども、バイ

オマスでぜひとも総合的に取り組んでいただきたいと思います。奥田さん、ちょ

うどいるんだけれども、バイオマスで燃料電池というのはどうなんですか。 

（奥田議員） 当然、原料としては考えていますけれども。 

（塩川議員） コストの問題なんだな。 

（奥田議員） コストは、バイオマスの方がかえって、場合によっては安い。10％と

今言われましたけれども、それは量によるのでしょうけれども、可能性はものす

ごくある。 

（武部臨時議員） その上にごみがなくなるんですよ。廃棄物でなくなる。それを1,000 
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度にするとガス化しまして、それを冷やしますとメタノールという油になる。 

（竹中議員） 大臣どうもありがとうございました。 

それでは、遠山大臣、大変お待たせいたしました。引き続きよろしくお願いい

たします。時間が限られておりますので、プレゼンテーションは15分程度でお願

いできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（武部臨時議員退室） 

○制度・政策改革集中審議について（遠山大臣）

（遠山臨時議員） 私には４つの宿題をいただきました。いずれも大変重要な課題で

ございます。そこで、私といたしましては、構造改革内閣の一員といたしまして、

大限前向きに取り組むという姿勢で真摯に考えてまいりました。同時に、日本

の将来を担う人材の育成ということにつきまして、直接責任を持つ閣僚といたし

まして、その意味もあって真剣に対処してまいったところであります。 

第１の宿題は、義務教育費国庫負担制度の見直しについてでございます。お手

元の提出資料の１ページ目をお開けいただきたいと思いますが、これにつきまし

ては、地方の権限と責任の拡大という視点から、義務教育の水準確保の制度の根

幹は保持しながら、 大限の直しを行うということで改革を推進したいと思いま

す。 

これにつきましては、３つの観点を考えたので、１つ目は、いかにして国庫負

担の額を縮減するかということ。２つ目には、いかに地方の自主性を促すように

改革をするかということでございます。３つ目には、いかに制度にかかわる事務

をスリム化するかということで考えました。 

そして、そこにございますような４つの方向性を今打ち出そうとしているとこ

ろでございます。 

第１は、負担の対象経費を見直したいということでございます。これによって

負担額を縮減したいわけでございます。負担対象経費を国が本当に負担すべき在

職中の給与費に限定する。これによりまして、年額、そこには数千億円と書いて

ございますが、私どもで計算いたしますと、5,000 億円を目途といたしまして、

平成15年度から平成18年度まで段階的に実施したいと考えております。内訳とし

まして、共済長期給付と児童手当等が2,300 億円、退職手当が2,400 億円、その

他負担限度を国庫並みにするということによる動きも入れまして5,000 億円とい

うことでございます。義務教育は申すまでもないわけでございますが、憲法上、

すべての国民に無償で一定水準の普通教育を与えるものでございまして、国民に

義務を課す一方、国はそれを保障する責任がございます。そのために一番大事な

のは、よい教員を一定数得るということでございまして、地方の財政力にかかわ

らず、そのものにかかわる給与費を安定的に確保できるようにするということが

国の責務と考えております。そこで現行制度では、給与費は、市町村に代わって

県が負担をして、国が２分の１を下支えするということでございまして、もとも

と地方と国が分担し合っている経費でございます。公立の義務教育小学校に年齢

 17




平成 14 年第 25 回 議事録 

段階の95％が通っているという実態でございます。東京都の場合には私学が多い

わけでございます。全国平均で見るとそういうことでございまして、この義務教

育がきちんといくかどうかというのが国の将来を左右すると考えております。 

次に、都道府県が教員給与を自主的に決定できるようにしようということでご

ざいまして、現在、全国一律に国立学校の教員の給与費を準拠するということに

制度上なってございますが、これを平成16年度に廃止をいたしまして、各都道府

県が自主的に決定できるように制度改革をしようと思っております。そして可能

なものにつきましては、これは僻地手当支給率などでございますけれども、平成

15年度から裁量権を拡大している。これは人事院が絡まないものでございまして

我が省だけでできる話でございます。平成15年度からやろうと思っております。

他方、国庫負担の率というものは一定の限度額の範囲内で各県が実際に支出する

額に応じて負担するというというつもりでございます。平成18年から実施予定の

公務員制度改革、これは能力・業績評価によって給与を決めていくという、その

見直しが行われて、各県の自由度を増し、あるいはメリハリをきかした処遇によ

って、歳出の合理化を図っていけるのではないかと考えます。 

もう１つは、教職員定数のあり方の弾力化でございます。教職員定数につきま

しては、国が標準法をつくりまして定数の標準を定めて、県は現在でもそれをも

とに裁量権を持っておりまして、県費負担職員をプラスすることはできるわけで

ございますが、市町村はそれができなかったわけでございます。新たに市町村費

によっても、県の定める定数を超えて教職員を配置できるようにしようというこ

とで市町村の努力義務を促すということでございます。それと、指定都市の県の

関係につきまして、現在、教員の任命権のみ指定都市に委譲されておりますけれ

ども、新たに県と同等の権限と責務を持たしてはどうかというふうに考えており

ます。 

それから、４番目は負担金事務を簡素化しようということでございます。これ

は今小中学校、それから盲、ろうにつきましては１つの法律、それから養護学校

については別の法律ということで、国庫負担制度は二本化になってございますが、

これを一本化して事務を大幅に簡素化したいと思っております。同時に負担金の

算定の事務、これはなかなか複雑な作業でございますので、調書を簡素化したり、

あるいは調査方法ないし調査の回数などを見直して、これは国にとっても、地方

にとってもスリム化しようというふうに思っているところでございます。 

２ページ目は折りに触れて今お話しいたしましたので特に触れません。ただ、

４番目にちょっと強調したいのは、現在、義務教育の構造改革を強力に推進中で

ございます。これは画一化から個性化、多様化をねらって大きな制度改革を行っ

ております。これは恐縮でございますが、補足資料の２ページ目を開けていただ

きたいと思います。初等中等教育は文部科学省がかなりしっかりとコントロール

しているかのように思われてまいったわけでございますけれども、小泉政権成立

以来、実に様々な法改正あるいは予算措置、あるいは政策の改定ということで、

今、画一から多様性へという大きな流れをつくっております。 
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例えば教育内容・方法についてでございますが、学校の創意工夫を拡大して、

学校ないし教員の創意工夫によってカリキュラムが自由に編成できるようにして

いくというような時間をかなりとっております。また個に応じた指導の充実とい

うことで、これまでは全く平等にすべての子どもたちを扱っておりましたが、こ

れを習熟度別の指導ができるようにする。そのためにはもちろん定数のバックア

ップを見るわけでございますが、これは画期的なことで、これにつきましては本

当に効果を上げておりまして、今後の日本を担う子どもたちとって大変すばらし

いことではないかと思います。 

それから教科書検定の制度も夏に改善の方針を出しまして、これまでは教科書

は学習指導要領に示された限定的な内容しか書けなかったわけでございますが、

発展的な学習内容の記述も可能にいたしまして、児童の関心ないし能力によって

どんどん勉強できるようにしていく。あるいは学級編成の弾力化ということ、こ

れは地方の判断で、国の標準より少ない少人数の学級を編成できるようにいたし

ました。これも昨年度からでございます。それから、総理のイニシアティブで「学

校いきいきプラン」ということで、免許を持たない人も学校に来て教えてもらう

ようなこともできるようになっております。 

特に教師については質の高い教師を確保するこということから、教えるプロと

しての教師の育成ということに力を入れておりまして、指導力が不足しているよ

うな教員については転職もさせる。優秀な教員については表彰をするというよう

な、かつてなかったような制度を今実施しつつございます。それから、教職研修

につきましても、在職10年の研修を義務づけるなど、様々に画一から多様化に向

けての大きな構造改革をやっているわけでございまして、このような初中教育お

ける大きな構造改革を推進していくには、私はそれを実施していくことが非常に

大事な時期であるいうふうに考えております。 

それから諸外国でも、日本の教育制度を１つのモデルといたしまして、政府主

導で教育改革を実施中でございます。補足資料の３ページ目を開けていただきた

いと思いますが、これは時間がないので飛ばしますけれども、英国についてだけ

申しますと、ブレア首相は就任以来、国家にとって一番大事なのは教育であり、

第二も教育であり、そして第三も教育ということでナショナルカリキュラムもつ

くり、それから全国テストを行い、ナショナルカリキュラムの目標が本当に各学

校で実現されているかどうかというのを間断なく見ながら、そして手をかけるべ

きところには予算をつけていくということでございまして、特に、今年の７月15

日に今後３年間で国と地方の教育関係予算を２兆4,000 億円増額するという決定

をいたしました。我が方で義務教育の国庫負担金の問題になっております３兆円

に近いお金を、国が今までにさらに加えて出していくというぐらいに教育に力を

入れているところでございます。我が国は総理が米百俵の精神ということでイニ

シアティブをとっていただきまして、人間力戦略というものがございます。これ

はちょっと後にまたお話ししたいと思います。 

それから、先ほどの提出資料の３ページ目をお開けいただきたいと思いますが、
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国立大学の非公務員型法人への早期移行。これを昨年６月この会議で打ち出しま

した「国立大学の構造改革」、ここで明確に方向を出しまして、これをさらに加

速いたしまして、今、強力に進めております。具体的には、国立大学法人（非公

務型）への早期移行ということで、これは次期通常国会に法案を提出いたします。

そして平成16年４月から移行いたします。これは去る３月に報告書が出て、４月

に国大協の了承を得て、６月25日に閣議決定をして、平成16年を目途に法人化開

始ということでございまして、現在実に様々な作業を行っているところでござい

ます。もし後でお時間がございましたら７ページをごらんいただきたいと思いま

すが、会計基準を定めたり、人事制度を見直したり、この法人化によって日本の

大学が活力を得て、自主性を発揮してもらうようにということで様々な準備をい

たしております。 

そこに書いてあることは、もう読みませんけれども、非公務員型にすることに

よって、教育研究、あるいは社会貢献などの教員の業績をきちんととらえて、給

与についても能力主義をとることはできるようにするなど画期的な改革を今行お

うとしているところでございます。また、構造改革方針の中でも再編統合をうた

いましたが、これについても現実に動いておりまして、かなり早いテンポで各地

方大学、今、努力中でございます。 

それから、競争的環境の強化ということでございまして、第三者評価に基づい

て競争的資金を拡充して、国公私を通じた競争を活発化するということを力点と

しております。研究面では、21世紀ＣＯＥプログラムを今年から実施し、それか

ら教育についても、大学は教育が一番大事でございますから、特色ある教育をや

っているような大学につきましては、すぐれた実践大学を選定して公表して、こ

れを他の大学の参考にしていただきながら、優先投資をしていくというようなこ

とを考えております。 

次に、４ページでございますが、大学に関する規制改革をより推進しろという

宿題でございました。これにつきましては、大学は教育と研究の国際的な通用性

をも考慮しながら、大学の質を保証していくことが必要と考えておりますが、こ

れまで事前規制型であったわけです。認可をする前にしっかり見て、その後、あ

んまりチェックしなかったのでございますが、これから事前規制を事後チェック

型へ移行しようということで大改革を今しようといたしております。 

具体的にお話しいたしますと、１つは、大学学部の設置認可等の大幅な弾力化

をして次期国会に法案を提出する予定でございます。これは学位の種類を変えず

に、学問分野を大きく変更しない学部でありますが、学科についてはすべて設置

を自由化いたしまして、これまで認可であったものを届出にしようということで、

むしろ大学側が自主的に対応することでございます。例えば学部についても、医

学部と工学部があった場合、理工学部にするというようなことでありますとか、

経済学部の中に経営学科があったものを経営学部を独立させるというようなこと

はどうぞおやりくださいということでございまして、各大学の取組は非常にやり

やすくなるわけでございます。あと工場等制限区域の規制緩和、それから新たな
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第三者評価制度を導入いたしまして、これも臨時国会に法案を提出しまして、事

前規制を緩めますけれども、事後についてはきちんと評価をしていく、そして国

民の期待に応えていくと、そういう制度を導入する予定でございます。 

また国立大学教官の兼職・兼業の弾力化についてやるようにというお話でござ

いましたが、これにつきましては、弾力的な勤務形態、例えば週20時間勤務のよ

うなことを可能にするために、今、関係機関と協議中でございまして、これもで

きるだけ早くやろうと思っております。それから、既に今年４月から経営とか法

務アドバイザー兼業ができるように弾力化いたしましたし、また、今年の10月か

ら大学長の判断でＴＬＯなどの役人を兼業できるように改善をいたします。 

ここでほんの一、二分いただきたいのでございますが、皆さんのお手元に、「新

しい時代を切り拓く たくましい日本人の育成」というペーパーがいっていると

思いますが、これはまさにこの経済財政諮問会議で御披露いただきました「人間

力戦略」を具体化するプランでございます。わかりやすい色のついた３枚目のも

のをごらんいただきたいと思うわけでございますが、人間力戦略としましては、

新しい時代を切り拓くたくましい日本人の育成ということで、画一から自立と創

造へということを打ち出したい。これは米百俵の総理のイニシアティブを具体化

した戦略の中身でございます。確かな学力、豊かな心という左側は初中教育関係、

右側は大学を中心とする、あるいはそれ以降の生涯学習も入ってございますが、

そこで、どういう人材を育成していくかということでございますが、これら一行

一行は確実な政策がついておりまして、次のページ以降にこれを実現するための

諸施策を挙げております。 

ここで完全に総理のリードをいただいて、そして私がイニシアティブをとって

つくったわけでございますが、これはこれまで初中教育、大学教育、全く別の理

念のもとに、それぞればらばらであったものを一人の人間が生まれ出て、そして

一生を終わるときに、子どもたちは小学校向け、中学校向けの目標ではよくない

ということで、今までやろうとしている大改革の中で一体何が言えるかというこ

とで再編成したものでございます。これにつきましては、私どもの案に対しまし

て、さらに中教審の会長でありますとか、佐々木総長、あるいは野依先生、ある

いは河合先生からの御意見も入れているところでございます。私どもとしまして

は、この席は主として財源でありますとか、経済ということで論議していただく

ところでございますが、教育は預かる立場として、こういう人材をいかに育成し

ていくかという理念でありますとか、あるいはフィロソフィーといいますか、そ

ういうものをベースにして考えているということでございまして、今、日本が教

育について手を抜くということは大変な問題を生ずるという危機感から、この人

間力戦略を策定したところでございます。 

さてもう１つ宿題をいただいておりますのが、研究開発プロジェクトの見直し

と科学技術システムの改革についてでございます。あと一、二分で終わりたいと

思いますが、基本的には私どもといたしましては、科学技術創造立国を実現する

ためには、競争的な研究環境を整備すること、そして資源を重点化すること、さ
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らには、成果を社会へ還元すること、こういったことを基本方針として考えてお

ります。 

具体的な見直しとしまして、競争的資金の改革と拡充でございますが、これに

ついては、まず競争的資金については倍増するという計画は、これは達成をする

ことによって、米国、これは世界の先頭に立つ研究開発国でございますが、これ

は今日本の11倍でございます。資金面も倍増しながら同時に透明性の高い評価の

実施を行う。そして厳密な評価をした上で、質のよいものについては重点投資を

していく。それを制度的に改定しなくてはいけないと思っております。またプロ

ジェクトの実施体制につきましては、プロジェクト管理者を設置したり、あるい

は間接経費を拡充したりして、この経費を使い安くし、効率的に使われるように

していきたいと思っております。 

それから重点４分野への戦略的重点化ということでございまして、既存プロジ

ェクトを見直しをして、重点４分野へのシフトをいたしたい。17プロジェクトを

見直しまして、平成15年度予算要求で約300 億円、今後５年間で2,000 億円以上

を削減する予定でございます。また、重点４分野につきましても、世界一流を目

指せるテーマに重点を置いていこうと思っておりまして、例えば、画期的な創薬

の開発に必要なタンパク質解析、これは日本がトップを走っておりますが、この

３０００プロジェクト等をどんどんバックアップしていこうと思っております。

また経済活性化のための研究開発プロジェクト、これも20プロジェクト、例えば

テーラーメイドなど、あるいは順天頂衛星システムなど、そういう重点化したも

のについてこれをバックアップしていこうと思っております。ただ、我が省とい

たしましては、現在言われている重点４分野だけではなくて、その次の世代に一

体どうなるかということを十分考えていかなくてはならない、そういう役割を持

っておりますので、次世代重点分野の探索・構築を目指すような、そこに書いて

ありますような、研究も見落としてはならないと思っております。 

６ページ、 後のページでございますが、宇宙と原子力につきましては、これ

は構造改革といいますか、行政改革ということで宇宙については３機関統合、原

子力については２法人の統合ということで、これは鋭意今やっておりまして、宇

宙につきましては、組織・事業の徹底的見直しを行いまして、合理化、スリム化

を図ろうといたしております。私どもの試算では、これによっては202 億円減を

するということでございまして、その下に書いておりますＨ－IIＡロケットの民

間移管、あるいは固体ロケット（Ｍ－Ｖ）の研究開発を中止、これは達成したの

で。宇宙ステーション計画の大幅見直し、162 億円の減でございますが、こうい

ったことを図って、今年秋の臨時国会に３機関統合の法案を提出する予定でござ

います。 

それから、さはさりながら、宇宙の関係は国家としての戦略的な意味も持ちま

すので、そこに書いてありますような衛星でありますとか、国産大型ロケットの

信頼性向上技術などについてはしっかりとやっていきたいと思っております。 

原子力につきましても、２法人の統合によって組織・事業を徹底的に見直した
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いと思っております。これについては、今のところ69億円の減を考えておりまし

て、「ふげん」は運転停止等を考えております。しかしながら、エネルギーの重

要性ということで核燃料サイクル技術、ＩＴＥＲ計画については、これは取り組

んでいかなくてはならないと思っております。 

同時に、こういったことを効率化するために、科学技術システム改革も推進い

たしたいと思っておりまして、殊に大学発ベンチャー創出の支援による産学官連

携の促進、あるいは知的財産本部を整備すること、知的クラスター創成、これは

今年12地域を選定いたしましたが、これによって地域の知的クラスターに指定さ

れたところは大変意欲を持ってやってくれておりまして、今後さらに拡充したい

と思っております。その他構造改革特区についても前向きで対応してまいりたい

と思っております。 

以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは議論をいただきたいと思いますが、

まず吉川議員。 

（吉川議員） 私の方からは遠山大臣へ義務教育の国庫負担制度、この点について質

問させていただきたい。大臣がおっしゃるとおり、義務教育、初等・中等教育と

いうものは非常に大事だと思います。これはおっしゃるとおりです。人間のもと

をつくるわけですから。そういう意味で、これは我々民間議員みんな共通の思い

だと思いますが、これからの日本の中で、国全体として初等・中等教育へ資源配

分というのでしょうか、もうちょっとはっきり言えばお金をけちるなんていう気

持ちは全然ないわけです。しかし義務教育が非常に大事だということと、現在の

制度、つまり先生の給料の半分を文部科学省として国から地方に回すという制度

が大事だということ、このことは別につながらないんじゃないか、両者独立なん

じゃないかというのが我々の考えなんです。 

大臣がおっしゃったように、初等・中等教育、義務教育というのは子どもにと

って、まさに憲法で保障された権利です。それは我々そう思っているんです。財

政能力でいろんな地方でばらつきが出ちゃうだろう。それは是正しなくちゃいけ

ない。しかし、地方交付税というのはまさにそのためにある。交付税交付金とい

うのがある。今、全体として国と地方のあり方を見直すということを言っている

わけで、繰り返しになりますけれども、義務教育が非常に大切なことで、あるレ

ベルは日本じゅう全部きちっとした水準になっていなくちゃいけないというのは

まさにそのとおりだと我々思っているんですが、そのことを達成するために、文

部科学省から国の補助金として地方に回すという制度が本当に必要なのか。その

根拠が論理的によくわからないということです。 

大臣の御説明の中で、教育問題というのは金に還元できない、まさに教育の質

そのものが大事なんだ、と。大学のところでお話になったと思います。これもお

っしゃるとおりですね。義務教育の関係で言いますと、我々も初等・中等教育、

義務教育について詳しい識者の方のお話を伺いました。御承知のとおり、義務教

育というのは、現在日本の制度として地方の教育委員会がやるということになっ
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ているんですね。しかしどうも、地方の教育委員会とか、あるいは学校の現場で

必ずしもうまくいっていないんじゃないかという話をいろいろ聞くわけです。話

を聞くにつけて、確かにこれでいいのかなと思うようなところがあるんですが、

そういうところは国の役所として、文部科学省が当然適正に監督する。これも大

学のところでおっしゃったと思いますが、総じて事前的な規制から事後的な監督

の方に軸足を移すとおっしゃったと思いますが、それは正しいと思うんです。事

後的な監督あるいは指導というのを国としてきちっとやるというが、どうも義務

教育に関して、そういうことが今までできていたのかというのが少し問題がある

んじゃないかと我々思うんです。いずれにしても、国から地方にお金をやるとい

うこととは結びつかないんじゃないか。現在、国から地方へといっているわけで

すから、そうした中では、非常に大切な義務教育ですが、国庫負担制度というの

も全部見直すということがあってもいいんではないか。一方で交付税交付金とい

うのがあるわけですから。このことをお聞きしたいと思います。 

（竹中議員） たくさん手が挙がっておりますが、今の話に関連してでございますか。

それでは、塩川大臣、片山大臣。 

（塩川議員） 吉川先生がおっしゃるのは当然で、私は国から地方に、義務教育費の

金の回し方が問題だと思うんです。それと配分の基準が問題だと思うんです。そ

こで私は文部科学省が大学教育の方に精を出して一生懸命やっていただいたのは

評価しておりますが、義務教育の方は思い切った刷新をしてもらいたいと思うん

です。そのためには２つお願いしたいと思うんです。 

一般公務員と教員との関係を見直して平準化してもらうようにお願いしたいと

いうことが１つ。そして、具体的に遠山試案の１ページのところ、「負担対象経

費を見直し負担額を縮減」とありますが、この中の15年度から18年度までの数千

億円の縮減を目指すというんですが、この年次ごとの金額と減らす対象をちょっ

と数字として出して、表として出してもらいたい。これは私のとことしては、今

後の義務教育費を計算していくのに一番大事なところなんですが、ここをひとつ

お願いしたいと。 

次に問題は、教育委員会というものを考え直してくれませんやろうか。これが

義務教育の隠れみのになってしまって、どうも国の政策がうまく反映されてきて

おらないように思いますので、教育委員会制度というものはどうあるのかと考え

てもらいたいと思います。 

それから３番目の問題は、教員の給与等なんかにつきまして、都道府県に思い

っきりシフトするような、これは財源の移譲ということもありますし、そういう

ようなことも一緒に考えていったらいいだろうと思うんです。一定の限度内で府

県が実際に要る金を支出し得るような定額化、定量化、そういうことも考えてい

きたいと思っておりますので、考慮していただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員） 義務教育の教職員定数は、高等学校もそうだけれども、標準法で決ま
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っているのです。法律で定数は決まっている。１学級当たりの生徒数については、

ある程度のアローアンスというか、裁量の余地を地方団体に５人ぐらい与えてい

るのです。ところが制度として負担金を与えながら、負担金はこの数通りにやっ

てくれと厳重に決まっているのです。そこで今、塩川大臣も言われましたけれど

も、標準法はあるのだから、仮に負担金でなくても、地方税でも交付税でもいい、

定数は法律ですから守らせればいいのです。若干のアローアンスは今のように制

度として認めて、あとは地方にやらせたらいい。今、地方の警察官は定数を国の

政令で決めているのです。ところが、これは御承知のように全部一般財源です。

それから消防の職員は、これは国が告示で決めています。ところが財源は補助金

じゃありません。義務教育は大切ですから、どういう学級編制にするか、どれだ

けの先生方を配置するか、こういうことは標準法できっちり縛って、若干の自由

度は認めながら、あとは一般財源でお金を充てていく、こういうことの方が正し

いのではないでしょうか。戦後は一種の交付金だったのです。地方財政平衡交付

金時代は。ところが、あの頃はなかなか総額の確保が難しかったもので、補助金

に代わって昭和33年に標準法ができたのです。そういう歴史の中で出てきていま

すから、私はこれからの時代はこうした方がいいと思います。ただ、予算が減る

のはちょっと寂しいでしょうけれどもね。 

そこで今、御提案は例の共済組合の負担金と退職手当のことを言われているの

でしょう。これは給与の附帯的なものですよね。これから総額がどんどん増えて

いくのだから、これだけを地方にどうぞと言われても、これはなかなか結構です

というわけにはいかない。ここは思い切って、一遍じゃなくてもいいですから、

道筋をつけて、義務教育全体を考えていただいた方がいいと思います。遠山大臣

にきついことを言うのは本意ではないのですけれども、そういう気がしておりま

す。警察もそうですよ。消防もそうなのです。地方の定数を国が決めているのだ

けれども、財源は負担金ではありません。この際、思い切ってやることが必要な

のではなかろうかと思います。 

（塩川議員） 国でおさえたら地方で膨れるね。風船と同じだね。 

（片山議員） 標準法でおさえるのです。今は教職員の定数は法律ですから。そこは

ひとつ御検討いただきたいと思います。ほかのことはまた言いますけれども、と

りあえず。 

（竹中議員） 関連してどうぞ。 

（本間議員） 今も論点が出ておるんですけれども、文部行政の中でも、他の分野と

同様に、外形的な配分から評価、あるいは質的な配分へ変えるということが時代

の流れになっておるわけです。今のやり方では、例えば人材確保法で一律にプラ

スアルファをつけておるわけですけれども、いかに多様な賃金体系を実現するか、

これは国立大学の独法化に伴って行い得るということにもなっております。それ

との関係で今、負担金から地方交付税交付金に一挙に変えてしまう議論をしてお

りますけれども、その中間に交付金という形でのやり方というのが考えられるわ

けで、これは評価と合わせて行い得る可能性がございます。こうしたやり方も検
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討して頂いて、ぜひ少し外形的な一律的な配分から評価、質的な配分への道筋を

はっきり示していただきたいというぐあいに思います。 

（竹中議員） 今のことについて。 

（遠山臨時議員） 憲法上の全国どこでも無償で一定水準の教育を保障すべしと。こ

れは 高裁の判決でも国の責務ということになってございまして、しかし、現実

には地方と国とが役割分担をして、今、経費は持っているわけです。義務教育に

つきまして一番のお金がいるのが人件費なんです。全体の経費の75％なんです。

それを国と地方で２分の１ずつ持っていく。それは憲法とそれに基づいてつくら

れております義務教育国庫負担法の中で、国民のすべてに対する妥当な規模と内

容を保障するために、国が必要な経費を負担して、教育の機会均等とその水準の

維持向上を図る。つまり教育は人なりなんです。人がいてこそ、「人は石垣、人

は城」というのがございますけれども、優れた人が教育に当たってくれるという

ことが、義務教育の質を保障する一番大事なことだという考え方で、優れた教員

を得る、またその教員を得るために、一番大事な給与費について国が一部を負担

する。そういう精神ででき上がっているわけでございまして、単に国費が出てい

るから、それを地方にというような類のお金ではないというふうに考えておりま

す。 

それで今回大きくそれぞれの都道府県において、給与費は決めていただこうと

いう大変大きな制度変革をやろうということでございまして、今後はそれぞれの

地域におきまして、可能な範囲での、あるいは地方公務員の給与そのものとの見

合いをとりながら、教員給与費を決めていただくということになると思うんです。

ただ、教員については優れた人材を得るということから人材確保法ができており

まして、その率についてこだわれということではございませんけれども、一般の

地方公務員よりは役割の重要性に見合ったプラスも行うという基本は、これは堅

持しなくてはならないのではないかと思います。 

それから、標準法につきましてもまだ誤解がおありのようですけれども、標準

法をベースにしながら、それぞれの県において定数はさらにプラスできる、ある

いは標準でございますから、それを勘案しながら裁量権を持っているという仕組

みになっております。したがいまして、そのことについて標準法があるから、だ

から一般財源化してはどうかという御議論もあったように思いますけれども、一

般財源化いたしますと、その経費はどこに使われるかはわからないわけです。こ

れは市町によっては橋になり、ダムになるということに成り得るわけでございま

す。現に一般財源化しまして、ごく 近の出来事でございますけれども、図書費

を読書推進法もできたのでということで一般財源で手当いたしましたところ、各

学校に図書費が回ってきたのは非常に少ないということでございます。他方、こ

れはなかなか外に向かっては言えないことでございますが、義務教育国庫負担金

を国が２分の１負担していることによる、これは一国の教育の正常化にとって非

常に大事な仕組みであるということを御理解いただきたいと思います。 

例えば、ごく 近の事件でございますけれども、今年の２月に発覚したわけで
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ございますが、北海道の小樽市で国が少人数教育による習熟度別をやってもらう

ために定数を加配したんです。ところが、加配した定数を既存の人たちが割り振

って、自分の持ち時間を少なくしてサボったというようなことが発覚いたしまし

た。それに対して、結局、市町村あるいは都道府県は、これをきちっと直すこと

ができないわけです。これは私どもがしっかり見に行きまして、それは不正常な

形であるから正常に戻せと。したがって、不適切な使い方をしたものについては

国庫負担金を返還しろということで、これで一気にその辺は締まってまいったわ

けです。これは明後日公表すると思います。小樽市だけではなくて、別の市でも

幾つかそういうことがございます。これらはそういう正常な教育を全国において

維持していくために非常に大事な仕組みであるということも御理解をいただきた

いと思っております。 

（片山議員） 余りやり取りするのもいかがかと思いますが、今の標準法の仕組みを

そのまま残せばいいのです。国は標準を決めて、アローアンスは地方に認めてや

って、その範囲でやるようにということを法律で決めるのです。もし守らなかっ

たら制裁措置を別に書けばいいのですから。それから、給与は人確法などがあり

ますけれども、これは別の手続で決まるのです。標準法は定数を決めるのですか

ら、定数・等級は法律上決まっていくので、それは別に地方交付税でなくても何

でもいいのです。地方税でも何でも一般財源でやる。法律で双方をきちっと規制

する。高校も今そうなのです。皆さんが標準法で決めているけれども、一般財源

ですよ。今、高校は義務教育ではないからと言われるけれども、今はほとんど義

務教育と同じですよ。進学率は93、94％ですから。そういう仕組みがあるのだか

ら、ちょっと御心配な向きは私もわかるけれども、それは思い切ってやっても法

律で規制するのですから、あとは負担だけの話ですよ。きかないところの手当と

いうのはまたいろいろできますから。 

（遠山臨時議員） 尊敬する総務大臣のお話ではございますが、義務教育という憲法

26条、25条が社会保障なんですね。その次にまさに国がやるべき仕事として書い

てある憲法によって、やるべき義務教育と高校とを一緒に論じられるようなこと

では、私としては認識が非常に違うのではないかと思います。 

（片山議員） 社会保障をやっている方についての人件費補助金は足りません。だん

だん減っています。生活保護だって、介護だって、ホームヘルパーだって、みん

な補助金はない。 

（遠山臨時議員） ただ、私としましては、この問題について、実は脈々として伝わ

ってきた義務教育国庫負担制度について一体何ができるかという角度から、今回

私どもとしましては抜本的な見直しをしたわけでございますし、一方で、非常に

大事な人材育成、人間力戦略というものを考えている立場でございますので、そ

こでもしこれを揺るがすようなことがあれば、私は国家という土台石を今取り払

おうとされているとしか思えないわけでございます。 

（片山議員） 警察官だって治安は大切でしょう。国の責務ですよ。 

（竹中議員） 時間が押しておりますのでお願い申し上げます。平沼大臣、吉川議員、
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奥田議員お願いします。 

（平沼議員） それでは、私から大学改革についてですけれども、非公務員型の独立

行政法人にする。非常に踏み込んだ形でおやりいただいているわけでございます

けれども、例えば国立大学というのは、私なんかが見ておりますと、今の段階で

地方の国立大学なんていうのは中央からの締めつけというのが非常に厳しくて、

そして、それによって非常に選択肢が狭まっているという実態があるわけです。

今度の改革においては、例えば民間的発想の経営手法ですとか、役員改正の導入

ですとか、学外者の役員というのは参画でございます。そういうことをやってお

りますけれども、１つは各大学の事務長というのがあるわけで、実態は事務長と

いうのが非常に力を持ってやってしまっている。そういったところまで踏み込ん

でおやりになるかどうかという、そういう素朴な質問と、それから初等・中等教

育において、教育課程の基準の大綱化と指導方法の工夫改善。これはこれでいい

ことですけれども、例えば、カリキュラム編成の自由化というようなこととか、

教科書検定制度の中で学習指導要領に示されていない、そういった記述、これは

これで非常にいいことには違いないですけれども、ここだけの話ですけれども、

跳梁跋扈している、そういう１つの勢力が、さっきそういう形でごまかしている

という事例の御指摘がありましたけれども、これを悪利用して、そしてそれを変

な形で、それがまかり通るというような心配はないのか、その歯止めはどうなっ

いるのか、この辺ちょっと教えていただきたいと思っています。 

それからもう１つだけ。この非公務員型の法人化への移行という形で、相当自

由度も増して考えていますけれども、例えば大学学部の設置、認可の大幅な弾力

化、これは臨時国会に提出されるということになっていますけれども、学部と学

科の設置を自由化する。これは認可から届出制にする、こういうことになってい

ますけれども、例えば、大学とか大学院、この辺はどういうふうにお考えになっ

ているのか。その辺、私もこの際思い切ってやるべきではないかと、こういうふ

うに思っております。 

それから、ＴＬＯの機能に関しては、これは拡充していただくのは大変ありが

たいし、私どもも協力をさせていただきたいと思いますけれども、技術移転だけ

じゃなくて、創業支援、こういう業を起こすという形で、そこにまた雇用が生ま

れますから、そういったこともお互いに協力してやらせていただければと思って

おります。 

私からは以上です。 

（吉川議員） 文部科学省から給料をもらっている者としては恐縮なんですが、あえ

て大臣がおっしゃったことに一言反論させていただきたい。大臣がおっしゃった

ように、一番大切なことはよい初等・中等教育がなされるということだと思いま

す。しかしこれは金とは独立だと思うんです。国が補助金を出しているから指導

ができるんだというんじゃなくて、本来すべき指導は金とは独立にやるべきだと

思うんです。そうは言っても金があるから指導ができるのである、こうおっしゃ

るのであれば、今まで何十年国が金を出していたわけですから、既にできていた
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はずだということになる。現に実はいろんな問題が起きているわけですから、金

とは独立に地方が義務教育の面倒を見ればよい。しかし、国として当然するべき

監督とか、指導はやるべきなのであって、それは国が地方に金を出しているから、

金を使ってその指導をする、監督をするという筋合いのものではないと私は思い

ます。 

（竹中議員） 時間がありますので、御意見のある方は、奥田議員と牛尾議員、本間

議員、どうぞお願いします。 

（奥田議員） 私は非常にプリミティブな質問で申しわけないんですが、人間力戦略

ビジョンというのは、この１枚紙でございますけれども、これにこういう人間を

つくりたいということが書いてあるんですが、かねてから私は日本に本当に何で

あんなにたくさん学校があって、塾があるのか。その塾に対して、会社員なんか

を見ていると、一月10万円とか、20万円とか、そういう金を出して行っているわ

けですけれども、今、大臣が言われた義務教育の方でうまくやられれば、そうい

う塾なんかは要らないんじゃないか。日本でそういうのは非常にいびつな話なん

じゃないのかということで、この人間力戦略を見ておったら、これを全部やれれ

ば、これでいいんじゃないかということを考えたんですが、これについてどうい

うふうにお考えなのか。 

（牛尾議員） 国立大学の独立法人化のことが２番目に全部書いてあるんですが、平

成16年４月から移行して、まずよほどの例外を除いては、例えば平成18年の３月

までに終了するという期限を切るべきだと思うんです。もう１つは、それと並行

的に大学に対する規制改革の推進というのは、どういうふうにかみ合っていくの

かということが読めないわけです。独立法人になる、非公務員化するということ

と大学の規制改革というのは、私学に対しては今でも規制をいっぱい持っている

わけですから、それがすべて16年から18年の間に全部完了するぐらいのマトリッ

クスみたいなスケジュールの実行計画をつくらないと、規制を改革しないで独立

法人になっても全然手も足も出ないという部分があるという噂が四方八方に流れ

ておりますので、２の非公務員型法人への独立法人移行に 終期限を設けること

と、そこはせいぜい丸２年だと思うんですが、それプラス規制改革の推進という

ものを並行的に全部完了するんだというような計画がほしいということが１つ。 

もう１つは、教育委員会というのは非常に問題がある。私が一緒にやりました

教育改革国民会議の座長の江崎さんもおっしゃっていましたが、アメリカはエデ

ィケーションタックスというものの代行者として教育委員が出ていて、その人が

学校を見ているということで非常に直結しているけれども、日本の教育委員会は

教育と離れたところで存在しているのが山ほどある。教育委員会をきちっとやる

ということが非常に大事で、教育委員会が頼りないから国が関与しなければなら

ないというのは、これは本末転倒で、それならば教育委員会をなくしてしまえば

いいので、教育委員会をどうするかということについては、ぜひもう一度、10月

ごろまでに現在の文部科学省の見解を明確に打ち出してほしい。この２つです。 

（片山議員） 教科書の選定なんか、権限は教育委員会ですよ。だから、教科書をど
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うするかもしっかり考えてもらわなければ、教育委員会に。 

（本間議員） 私も吉川議員と同じ国立大学の教官ですから、こういうことを申し上

げるのは非常に問題があるかもわかりませんが、国立大学の独立法人化の問題に

ついて問題提起させていただきたいと思います。 

現場は混乱をいたしておりまして、この問題が出てきてから実は堂々めぐりの

議論ばっかりして、このビジョンが全くわかっていない。スケジュールをいただ

いておりますけれども、こんなテンポで16年の４月からスタートするということ

は不可能ではないか。私に質問してくる国立大学の教官がいろいろいるわけです

けれども、例えば、総長の選任で16年の４月１日からやるといったときに、残任

の期間はどうするんだとか、そういう技術的な問題から始まるわけです。それか

ら、事務局長の交代というような問題も、人事課は20年かけてやると言っている

と、こういうようなことを言っているわけです。こういうことが現場にいかに悪

影響を及ぼしているか。早くモデルづくりをぜひ今年度中にしていただきたい。

そうでないと、モデルができてから１年間でも足らないのに、こんなあいまいな

ことでは、恐らく大混乱が起こるのだろうという気がいたします。 

それからもう１つは、今、牛尾議員の方からもお話が出ましたけれども、この

大学の独法化に伴って規制をどういうぐあいに撤廃をしていくかということは非

常に重要な問題です。独法化の背景には２つの考え方があると思うんですが、１

つは機関補助から個人補助へ移していくということ、それから事前規制から事後

チェックに移していく、こういう２つの流れがあるわけですけれども、これが見

えてこないんです。例えば、「トップ30」などということを言って、これを文部

科学省がランキングするような話をしているというのは、これは矛盾としかほか

に言いようがないわけです。つまり、大学を評価するということを言っておきな

がら、その前に「トップ30」というようなことをやるということは、私はやはり

きちんとした今までの哲学の構築があいまいになっているとしか言いようないと

思います。現場では、こんなのはどうするんだというようなことを、応募のとき

に非常に頭を悩ますわけです。 

それからもう１つは、学部等について外形的な基準を緩める、あるいは、既存

の学部の改組については自由化をするというようなことを言っていただいておる

わけですけれども、この問題についても、現実的には新しい学部等をつくる場合

に、例えば、これは塩川大臣から教えていただいたんですが、観光学部なんてい

うものは学問ではないというような形で長年放置されている。これを認めていけ

ば、いろいろな形で学問が広がっていく。我々がこれから外と内との関係の中で

観光の分野というのは、これは産業的にも極めて大きなテーマになるわけですが、

それを一部の官僚の方々の評価によって差配をする事前的規制の色彩というのが

色濃く今の段階でも残っているわけであります。これを私は、外形的な例えば土

地を持たなければならないというような規制の緩和も含めて、より抜本的な形で

消費者ニーズが反映されるように改革すべきだと思います。その点では小中学校

における、特に小学校ですけれども、私立小学校の拡充の問題でありますとか、
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コミュニティカレッジの問題でありますとか、あるいはユニバーシティの問題で

ありますとか、コーポレートユニバーシティの問題、こういう問題について、事

前には余り差別をつけずに、評価の面で事後的にきちんと評価をしていくという

ことをぜひお願いをいたしたいと思います。 

（竹中議員） それでは、大臣。 

（遠山臨時議員） 幾つかにわたっておりますが、大学関係のことにつきましては、

かなり誤解が多いということがわかりました。平成16年度から国立大学法人に切

りかえるわけでございます。そうすれば、今規制改革で並べておりますことが全

部できるようになるわけです。それまでの間に早くやれというお話ですので、20

時間勤務もいいようにやりましょうということで今やっているわけでございます。

そして、統合・再編につきましては、それより後にまたあるということもあると

思いますが、事前にできるものは16年からやっていくということでございます。 

それから、その資料の中に今何をやっているかということを書いてございます

けれども、モデルに値すると思いますが、各大学の混乱を招かないように今共同

作業で鋭意やっております。私どもとしましても、長い国立大学の歴史の中で初

めて、とにかく法人化すればいいという大きな流れの中で鋭意やっているわけで

ございます。各大学も文部科学省の指示を待つということではなくて、幾つかの

レポートも出ているわけでございますから、ぜひともそれをお読みいただきまし

て前向きにやっていただきたいと思います。 

例えば、事務局長などにつきましても、これからは大学の事務職員の任命権は

幹部職員を含めまして各大学長に属するわけでございます。大学の学長の任期を

どうするかも大学で決めたらいいわけです。そう何もかも、それが決まっていな

いからどうだというようなことで私は今日は驚きを感じているわけでございます。

いつでも御質問に答えたいと思っております。 

（本間議員） 建て前と本音の部分が今混同されているような感じがするんですね。

今まで各国立大学は、完全に文部科学省のコントロールの下におかれてきたわけ

です。そういう状況でコロっと変わって、おまえたちやれといってもできるもの

ではないわけですから、組織的なモデルづくりを早くやらなければ、そういうこ

とは対応できないわけです。それを今みたいにずるずるやっていたら、これは明

らかに混乱すると思います。 

（遠山臨時議員） できるだけ混乱は避けながらいかなくてはならないと思っており

ますが、今までも実は不作為の理由を全部文部科学省のせいにしてきたというこ

ともございます。これ以上は言いませんが。 

それから奥田委員からお話の人間力戦力をやれば塾は要らないのではないか。

私も全くそう思います。特に義務教育におきましては、国費も出し、公費も出し

ている中で、しっかりと教育をやっていれば塾などは行かなくてもいいわけなん

です。それを予備校とか、塾の関係者がＰＲをして、公立の学校に行っていれば

学力がつかないかのような、いろいろ虚偽も交えたＰＲをしている現状を大変憂

いておりまして、新しい人間力戦略では、子どもたちが学校に行って十分楽しみ
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ながら学べば、それで基礎的な学力は身につく、そして将来も優れた人材と成り

得るということをぜひともやっていきたいと思っております。 

あと、いろいろ平沼大臣の方からのお話がございましたけれども、今回の大学

設置についての規制緩和については、新たに大学をつくるような場合についてま

では、これはそこで教育、研究の質が確保できるかという角度から、ある程度の

ビューをしなきゃいけないと思うんです。これは本間議員のおっしゃったように、

一部官僚がなんかというようなことは全くやっておりませんで、すべて研究者な

いし教授たちによる審議会において、客観的にやっておりますので、そこの点は

誤解を……。 

（平沼議員） 例えば法科大学院もやりたいことがたくさんあるわけです。それは非

常に意欲があるわけですから、そういったところを、この地区で１か所だとかそ

ういうことではなくて、やりたいところはどんどん伸ばすべきじゃないか、そう

いう意味でちょっと申し上げました。 

（本間議員） ぜひ、スケジュールの具体化・前倒しについては、工程表をつくって

いただいて、各大学にインフォームしていただかないと非常に大きな問題だと思

います。このスケジュールを見てびっくりいたしました。これは絶対間に合わな

いという感じを持っております。 

（遠山臨時議員） 鋭意今やっておりますので、我々も今までの経験にない大変な仕

事を今やっているわけでございます。 

（平沼議員） それからもう一つは、例えばブレアなんかは、全国的に一律にそうい

う１つのカリキュラムをつくって教育をアップしようと、私が言ったのは、自由

度というのもいいんですけれども、その辺はちゃんと、変な形に利用されない、

そういうことは担保できますか。 

（遠山臨時議員） それは絶対やらないといけないと思っております。それで今、教

員につきましても評価を持ち込もうとしておりますし、学校自体の運営の中身も

社会人も入れたりして、あるいは自己評価をして、それを公報するということを

義務づけております。今年からでございますけれども、そういうことで学校の活

動の内容、それから教員についても評価に応じた給与ないし、評価に応じて褒め

る制度をはじめてとして、評価を基点にしながら、中の動きが外にも見えるよう

な形でやろうとしておりますし、教育委員会についてお２人の方から御指摘がご

ざいましたが、教育委員会については、もっと強力にしていかないといけないと

思っております。 

（竹中議員） 取りまとめはほとんど困難なのでありますけれども、基本的には教育

が重要であるからこそ、このように議論が白熱しているということだと思います。

まず、義務教育に関していいますと、諮問会議の議員の中からは、やはり義務教

育の仕組みそのものの抜本的な制度改革は必要なのではないかという意見が出さ

れました。制度のあり方、これは標準法で縛って、財源は一般的なものでもいい

じゃないかいうことも含めてて、これはやはりそういった問題点を受け止めなけ

ればいけないのだと思います。教育委員会制度の抜本改革についての御指摘もあ

 32




平成 14 年第 25 回 議事録 

りました。負担金を削減するという具体的なプランをつくってくれという御指摘

もこれは財務大臣の方からありました。その中では、教育公務員給与の弾力化と

か、人権確保法の一律優遇の問題とかがありました。それで義務教育に関しては

新規参入の道がほとんど閉ざされていて、学校数で言うと、ウエートが小学校は

たしか0.7 ％でしょうか。そういう市立小学校の新規参入の仕組み等も議論の対

象になるのではないかと思います。これは遠山大臣の立場から、国家の土台とい

うことで少し哲学的な議論を要するという御指摘もありましたので、このままで

も困ると思いますので、義務教育については、私の方で今日の論点をもう一度整

理をさせていただいて、それで改めて議論の場を設けていくと。大変重要な問題

でありますので、時間をかけて議論をするということなのではないかと思います。

大学改革に関しては、これは大学の現場からも声もありまして、少し誤解もあ

るのではないかという遠山大臣の御指摘もこれあり、これについては、恐らく終

了期間も含めてスケジュールの明確化をしてくれという御指摘です。それと規制

改革のメニューを明確化してくれという話がありました。これは規制に関しては

トップ30というのもある種の事前規制に当たるのではないだろうかという御指摘

もあった。それと、新しい学部の設置基準等々についてもどのように考えるのか。

あと土地面積基準等々の考え方をどのようにするのか。そのような考え方につい

て、これは今日出された問題について、これは恐れ入りますが、文部科学省の方

で規制を中心とした１つの見解、スケジュールみたいなものを示していただいて、

10月に引き続いて、また建設的な議論をする必要があるのかと思います。 

ただ、重要な点は、例えば、一つの言葉で言いますと、塾の要らないような教

育制度というのは、これは一つの認識ではあろうかと思いますので、引き続き、

この点については議論を詰めたいと思っております。総理。 

（小泉議長） 私は発展途上国に対してもサミットでも、日本がこれまで発展してき

たのは教育を重視してきたからだ。貧困削減も資金援助も大事だけれども、もっ

と大事なものは教育だということで、みんな首脳は、そのとおりだ、そのとおり

だと言ってくれているんだ。日本も今失業したりして親御さんにお金がないと子

どもが学校に行けないという人がいるけれども、そうじゃない。すべて奨学金が

できるでしょう。そういうのをもっとわかりやすく、誰でも教育を受けたいとい

う人には、すべて教育を受けられるんだという制度をもっとわかりやすく国民に

も知らしめていかなきゃいけない。意外と誤解があるんだよね。そうじゃないん

だよ。親に金がなくても行ける制度になっているんだよ。 

（牛尾議員） 伝わっていない。 

（小泉議長） 実際そういう制度があるということを知らせなきゃいけない。 

（遠山臨時議員） 奨学金は30億円ございまして、１万人は救えるわけでございます。 

（本間議員） 総理おっしゃっているとおりだと思います。昨今の失業者の増加等で

就業途中の子どもたちが親の状況によって行けない。それで臨時的な形で緊急的

な奨学金を入れていただいたということは、これは非常にいい前進だったと思い

ます。ただ問題は、金額が普通の貸与と同じなんです。根幹から生活の基盤が変
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わっているときには、セーフティネットの観点からそれを上積みするような形に

して欲しい。やはり今の小泉内閣は雇用、あるいはリスク管理を重視していると

いう姿勢を示すためにも、金額をぜひ上積みするようなアピーリングなことを考

えていただきたい。 

（吉川議員） １件当たりの奨学金の金額が少ない。 

（小泉議長） 就職したら自分で金が稼げるようになったら返していけばいいんだか

ら。利子をつけなくて、無償でいいんだから。 

（竹中議員） 緊急採用奨学金の話だと思いますが、これは今、多分５万円とかその

ぐらいだと思うんですけれども、大学の授業料を賄える程度に、そうすると倍増

ということになるのかもしれませんが、そういったこともぜひ視野に入れて、全

体としてのコスト削減の中で、そういうものに重点配分するというようなことを

ぜひお考えいただければというふうに思います。 

（遠山臨時議員） それはかなり見ていると思います。 

（竹中議員） よろしくひとつお願いいたします。時間が延長して申しわけございま

せんでした。遠山大臣どうもありがとうございました。 

尾身大臣、大変お待たせして申しわけございません。ぜひ、よろしく御説明の

ほどお願い申し上げます。 

（遠山臨時議員退室） 

○制度・政策改革集中審議について（尾身大臣）

（尾身臨時議員） ペーパーをお出ししてありますが、現在の日本の 大の課題は、

産業競争力の強化であり、経済の活性化であるというふうに考えております。そ

のポイントを握るのは規制緩和と科学技術の振興であり、この２つをしっかりや

っていかなければいけないというふうに思っております。 

現在は産業空洞化と言われておりますが、研究開発についても空洞化の危惧も

あるということで、日本の企業も外の大学と連携をするというような動きもござ

いまして、これを止めて日本の大学を魅力的なものにしていかなければならない。

そして、大学の頭脳を活用して、産学官連携で新しい産業を創出していかなけれ

ばならないと考えております。このためには、研究者、大学、先ほどからずっと

議論がございましたが、私、黙っておりましたが、地域、あらゆる局面で競争原

理を導入して、グローバルスタンダードで世界に通用する水準にまで日本という

国を上げていかなければならないと考えております。 

産学官連携の中で、大学が競争経済のニーズに合っているかということで非常

に低い評価になっているわけでございまして、先ほど来のお話のとおりのことで

ありますから、大学の閉鎖性、硬直性を打破して、若い研究者がクリエイティブ

な能力を 大限に発揮できるような環境を構築していくということがまず第１に

大事であると考えております。非公務員型の話が先ほどからございましたが、基

本的には非公務員型にするということが決まっておりますが、能力に見合った給

料、処遇を自由に行えるような自主性がある制度といいますか、そういう自主性
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を各大学に持たせていかなければならないと考えております。 

それから、先ほどの本当の意味の競争原理を働かすという意味において、いわ

ゆる真っすぐに下から上がってきた人だけで純血主義的な大学がかなり多いわけ

でありまして、私は70％ぐらいはほかの大学、あるいは外国から採用するような

方針にすべきであると言っておりますが、大学の関係者は非常に反対が多いわけ

でございます。私、先日中国に参りまして、北京大学に行きましたが、 近の５

年間で1,000 人採用したそうでありますが、３分の１は海外のドクター、それか

ら３分の１はほかの大学でドクターコースをとった人、３分の１が北京大学のド

クターをとった人ということになっている。そういう基準で選んでいるそうであ

りまして、結果として80％以上が海外での研究、あるいは勤務の経験者が北京大

学の教授陣になっているということで、純血主義ではない、いろんなところの多

様な能力を採用するという意味では大変進んでいるという印象を受けました。 

それから、３番目でありますけれども、講座制のもとでいわゆる助教授とか助

手とか、そういう方々が実はなかなか能力を発揮できないということであります。

この学校教育法に助教授は教授を助けるというふうに書いてあるんだそうであり

ますけれども、これを直して、アメリカのアシスタントプロフェッサーとか、あ

るいはアソシエートプロフェッサーというのは、全部アシスタントとかと書いて

ありましても実は独立した資格になっております。研究費も自分で独立して、自

分の名前で研究できるということになっております。そういうことをしっかりと

やっていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。 

それから、４番の競争原理が働く財政システムの構築ということでございます

が、一番後ろのページを見ていただきたいのでありますけれども、色刷りの表が

出ている数字であります。この表は大変よくできているんですが、日本の国立大

学は国からの援助が49％、その他主な収入の37％が授業料等の自己収入、私立大

学は国から援助が12％で、授業料等が78％であります。アメリカの２つの公立・

私立の大学が出ておりますが、茶色の部分の競争的研究資金というのが、日本は

国立・私立とも８％でありますが、アメリカの大学は公立大学は54％、私立大学

は72％で、大学の経費の大部分が連邦政府を中心とするいろんな機関からの競争

的研究資金で賄われているということでありまして、この競争的資金というのは、

いわゆるグラントと言っておりますが、例えば、１億円のグラントをＮＩＨから

アメリカの大学の教授がとりますと、それにプラスして6,000 万円ぐらい、大体

６割ぐらいの金が別枠でくる。つまり、１億円の研究費をとった教授には6,000 万

円のお金が別枠できて、その6,000 万円のお金を大学に入れる。したがって、ア

メリカの大学は部屋を貸しているようなものでありまして、研究費をとれる教授

は定年に関係なくいつまででもいれる。ノーベル賞をとった人であっても、グラ

ントがとれなければやめざるを得ないという、そういう意味で非常に競争原理が

働いております。ですから、そういうような競争原理が働くような競争的研究資

金の比率をもっと増やして、そして国立大学も私立大学もできるだけイコールフ

ッティングで、そういう競争的資金によって大学が賄われるように徐々に変えて
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いかないと、大学の研究の面における競争が促進されないということでございま

す。 

そこで３ページの６、７行目にありますが、科学技術の基本計画において、５

年間で競争的資金を3,000 億円から6,000 億円に倍増するということを目指して

おりまして、これをぜひやって、国立も私立も含めて、全体の資金源をより競争

的なものにしていくということが大変大事だということでございます。 

それから５番でございますが、私立大学の財政基盤は、実は学生数の８割が私

立大学が占めておりますが、国立大学を調べて、先ほどの政府の助成が国立大学

は49％、私立は12％ということであります。それに加えて、実は私立大学が寄附

を集めたときにものすごく税金をとるということになっておりまして、今年度は

ぜひ私立大学に対する寄附をアメリカ並みにしてもらいたいというふうに思って

おります。そして、私立大学はもっともっと民間からの寄附を集められるように

ぜひ制度を直したい。例えば、熱海に10億円の別荘を持っている人がいて、相続

税の支払いが大変なので、相続のときに、この10億円の別荘を寄附しようと思い

ますと、購入価格が１億円であると、10億円と１億円の差の９億円を寄附しよう

と思う別荘の持ち主が税金を払うと２億5,000 万から４億円になります。その２

億5,000 万も払わないと10億円の別荘を大学に寄附できないという制度になって

おりまして、これはそのまま寄附して税金なしでやれば、その大学はその寄附を

活用できて、これは実は私立大学の財政基盤の強化にものすごく効果があります

ので、ぜひ今度の税制改正でこれを実現して、少なくとも税制面で私立大学がも

っともっとお金を集めやすいようにしていかないといけない。そうでないと、実

は８割学生数が占めておりますが、私立大学というのは、その結果としてどうい

うことをやっているかというと、いわゆる理科系、生物とか、科学とか、そうい

う関係の学生を、学部を少なくして、法律とか、経済とか、文学部とか教室だけ

あれば大勢の学生を詰め込めるようなところにだけ集中しておりまして、私立大

学のポテンシャルが科学技術の発展に使われておりません。どうしてもそういう

意味で、私立大学の力をつけていかなきゃいけないと考えております。 

２番が産学連携でありますが、大学発ベンチャーの創出が大変に大事でありま

して、４ページにまいりますけれども、日本は大体アメリカの10分の１ぐらい。

中国と比べても10分の１、もっと下だと思います。そういう中で、大学の研究成

果をベンチャーで生かしていくようなときに、現実に起業が起こるような、その

ためには研究の特許がとれても、それを実用化するための、いわゆる壁を越えな

きゃいけない。それを「死の谷」と言っておりますが、それを越えるための手当

が必要でありまして、これはベンチャーを支えるというか、それをしっかりとサ

ポートできるような法律とか、あるいは会計とかの人材を、これは急速に育成し

ていかなきゃいけない。それから資金調達が担保のないベンチャーには、いわゆ

る銀行からの間接金融で貸付金という形では限度がありますから、出資という形

の直接金融に移行しなきゃならない。ところが、これが非常に遅れておりまして、

このために担保がなくて、しかし、将来性のあるベンチャーがみんな非常に苦労
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しているわけでありますから、ここのところの出資についてのベンチャーを育て

るエンジェル税制の拡充、少なくともイギリス程度の、イギリスは20％税額控除

をやっているわけでありますけれども、フランスもやや同じ制度があるんですが、

そういうようなことをやっていきたい。エンジェルについてのアンケート調査を

やったところが、これが一番望まれるというのが、ベンチャー企業のお金が集ま

らない。特に2,000 万円とか、3,000 万円の小さいレベルの一番 初の立ち上が

りのところのお金を集めるところがものすごく難しいということで、ぜひこの②

の制度は今度実現していただきたいと思います。 

それから、産学官連携のための内容ですが、大学の中に産学官連携の専門部門

を設けていくということ。それから、企業の中にも連携の窓口を設けて、大学と

のパイプをつなげるようなことをぜひやっていただかなければならない。特に大

学は例えば副学長、アメリカの大学も、大体そういう産学連携の専門的部局があ

って、そこでかなり独立の判断でやっています。こういうところに、いわゆる民

間企業から人をとって、民間のビジネスのわかるような人をここに入れてパイプ

をつなげていきたいというふうに考えております。 

それから、５ページにまいりますが、そういう中で知的財産戦略本部でいろい

ろやっていただきましたから、これを整理してきちっと実現をする。それからバ

イ・ドール法の条項を委託研究の場合、これは国がお金を出したときに、委託さ

れた企業なり大学が特許権を持てるという制度なんですが、そういうことを全部

適用されておりませんから、日本でもぜひ適用していただきたいと思います。そ

のために、また企業と大学のパイプをつなげるという意味で、今年の11月18日に

は第２回の産学連携サミットを開催いたします。総理にもぜひ御出席をいただき

たいと思っております。 

３つ目が地域科学技術振興のための制度改革でありますが、考え方として、日

本全体で、これまでの公共事業依存型から科学技術駆動型への地域発展を実現し

たいということで、地方自治体が地域経済活性化に向けて、例えば、道路の公共

事業が必要なのか、あるいは研究開発にお金を使うのかということを自ら選択で

きるような制度改正に持ち込んでいただきたいと思っております。 

１つは、例えば地方交付税の抜本的な改革でありますが、地方交付税を客観的

かつ単純な基準、人口で全部渡しちゃう。そして地方が事業の選択を、土木工事

をやるのか、教育に使うのか、厚生労働に使うのか、あるいは産業経済に使うの

か、あるいは科学技術の研究開発に使うのか、そういうところを判断して、選択

できるような体制にしていただきたいというふうに思います。 

それから、６ページにまいりますが、これは前から総務大臣ともいろいろと御

議論をしているところでありますが、今、特に地方の国立大学と産学連携をやろ

うと思いますと、地方公共団体が大変熱心で、土地とか建物を無償提供してもい

いし、また貸してもいいからぜひ大学に使ってほしい。そしてそこで研究して、

その地域の中小企業を科学技術の面で育ててほしいという非常に強い要望があり

ますけれども、地財法というのがあって、これが全然できない。そういうことで、

 37




平成 14 年第 25 回 議事録 

例えば千葉県などの例を、私も行って見てまいりましたが、東大の柏キャンパス

の隣にインキュベーターのビルディングをつくっておりまして、そこに各大学の

教授を呼んできて企業に技術指導をしてもらっているわけであります。理科大学

とか、その他の大学の教授が一部屋ずつもらって、そこで技術指導をしているん

ですが、隣にある東大の柏キャンパスの教授だけはその部屋に入れない。なぜか

というと、東大の先生が国立大学だから地方公共団体の千葉県の持っている施設

を使ってはいけないというようなことで入れないということがあって、現場がこ

の非弾力的な状況の中で苦労しております。そこで、もっと地方自治体の自主性

を生かして、そういう地方自治体が希望したときには、これが使えるように、ぜ

ひ地財法の見直しをしていただきたいと思います。これが全国ベースでできない

場合には、知的特区の問題がありますから、特区制度で少なくとも現場の要望が

実現できるようにぜひ緩和をしていただきたいというふうに思います。 

それから、経済活性化プロジェクトでありますが、これは前から申し上げてお

りますけれども、産学連携を中心としてプロジェクトベースで幾つかの研究開発

のプロジェクトを立ち上げて、日本経済の活性化、それから競争力の強化を図り

たいということで、ずっと各関係省庁と連携をとりながら各省庁に勉強をしてい

ただきまして、検討をいただきました。１つのプロジェクトは資金規模で50億円

から300 億円、３年～５年ぐらいで立ち上げるということでございまして、やっ

てまいりましたが、今度の15年度予算要求で、まだ荒っぽい集計しか今日できて

いないんですが、大体大ざっぱに言って、継続分を含めてトータルで、プロジェ

クト数で 200、金額ベースで5,000 億円ぐらいです。それから新規のプロジェク

トで70プロジェクトで1,500 億円ぐらいのプロジェクトが、実は各省庁から予算

要求の案として出されております。これは新規をもっと立ち上げたかったわけで

ありますけれども、全体で20％増という枠内におさめるためにかなり苦労して各

省要求を出しておりますが、一応このくらいのものは積み上がってきております。

そこで、これを総合科学技術会議では、この一つ一つのプロジェクト、あるいは

予算要求について、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃという４段階に分けてランキングをつけて財

務省の方に回して、現実の優先順位をつけていきたいということで、今、鋭意一

つ一つのプロジェクトについてのヒアリング作業を始めようとしているところで

あります。 

それから、各プロジェクトの中では、各省の縦割りの中で、タブっているよう

なところもある程度ありますので、そういう点についても全部ヒアリングをして、

調整をしていきたいというふうに考えております。今の日本経済の状況の中で、

この日本経済の状況をブレイクスルーするある種の壁を破って、経済全体の活性

化のために大変大事なプロジェクトでございますので、ぜひ経済財政諮問会議の

皆様の御支援もいただきたいと思いますし、財務大臣の御支援もいただきたいと

思う次第でございまして、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上です。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。今日は総理の時間の関係もありまし
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て、時間はシャープで終われますように、ひとつポイントを絞って御議論をお願

いいたします。牛尾議員。 

（牛尾議員） 大変に積極的な御提案で、私立大学への寄附なんかも全然これまでテ

ーマに上がっておりませんが、ぜひ考慮するに値すると思います。 

私は制度的に申し上げたいのは、総合科学技術会議というのができて、いわゆ

る総合科学の司令塔としてこれから頑張ってもらわなきゃ困ると思うんですが、

やはり総予算、科学技術関連、各省にまたがって通称３兆5,000 億円ぐらいある

と言われておりますが、科学技術会議は、それを横を見ていて調整する力はない

といいますか、各省が権限を持っていますから各省が決めるわけですから。総合

科学技術会議という位置づけを、例えば評価する場合でも、英国やアメリカの例

の場合は、総合科学技術会議のメンバーみたいな人が６つぐらいの分野を担当し

て、彼らの主観で決めるところがあるわけです。そういうところが非常に大事な

ものなんです。その代わり任期は短くする。任期は再任をしない。そして、優秀

な人が常にある分野で、これはいいというものをそこでやる。その辺が何となく

総合科学技術会議というのがまだ明確になっていない部分があるので、今は尾身

大臣の積極性によって個人的に支えられておりますけれども、制度として、個性

的な優れた人がメンバーになって、そして任期をきちっと守って、どんどん交代

をしていって、主観的な評価で科学技術を選択していく。そういう欧米型、特に

アングロサクソン型の方式というのが、井村さん以下皆御存じなんですが、そう

いうものを実現した方がいいんじゃないかということと、それから総合科学技術

というものの各省の縦割りは確かに４つぐらいダブっているんですね。そういう

ものを総合科学技術会議が責任をもって決めれば、そのとおり従うというぐらい

の力を持たしても構わないと思うんです。今は尾身さんがこうやって走り回って

いらっしゃるんですけれども、結局は各省の大臣の方が偉いですから、放ってお

けというと、それでおしまいになってしまうので、それが非常に無意味で、その

辺をぜひ尾身大臣に、総合科学技術会議の位置づけを、もう少し権力を明確にし

て、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」の評価基準は去年もつけられましたけれども、結局、内

閣官房でごちょごちょとやって調整して、結果として余り大して効果がなかった。

そういう点は運用面でカバーできる範囲は限界がありますから、この会議の全制

度の中での位置づけを強化をする必要があると思います。 

（片山議員） 誤解だけ解いておかないといけないので申し上げます。地方交付税の

算定方法の見直しを行っていますし、簡素化をできるだけ実施しますが、言われ

るようなことにはなかなかなりません。これは一般財源ですから何に使うかは全

く地方団体の自由でございますので、補助金ではございません。 

それから、地方財政再建促進特別措置法の24条の２項ですか、あれは国が本来

出すべきものを、弱い立場の地方に寄附という形で負担転嫁させないための法律

でございまして、趣旨がよければ、運用上の工夫でいろいろやっているのです。

尾身さん、余り千葉県や茨城県や群馬県から注文をとらないようにしてください。

出せ出せと無理にとっている。だから、よく話をしますよ。いいですよ。殊更オ
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ーバーに言ってはだめですよ。こちらは実態がよくわかっているのですから。 

（竹中議員） 後でまとめてお答えいただきますので。 

（塩川議員） 牛尾さんがおっしゃったのと同じような研究がいろんなところで重複

しているんです。尾身さんは日本の科学技術全部を統一するのだから、自分の机

の前だけ整理するのではなくて全部を一回見てもらって、特に県と地方団体の農

業試験所、水産試験所、工業試験所いろいろなものがあるんですが、重複したも

のが随分あるんです。ああいうのもひとつ指導していく、調整するということは

ぜひお願いしたい。それから、やはりメリハリをきちっとしてもらって、上積み

ばかり持ってくるものだから、こっちを削るからこれをというふうなメリハリを

ひとつつけてほしい。それからおっしゃるように、私学に対する是正を考えます。 

（竹中議員） 本間先生。 

（本間議員） 予算編成の点で、この科学技術の分野というのは非常に困難が伴うと

いうのは、我々大学におりまして実感をしておるんです。例えば、大学の中で予

算編成をするときに、11月から12月ぐらいにこんなプロジェクトをやるんだとい

うことを我々が事務官に言います。そしてめぼしいやつが出てくると、事務官か

らもうちょっと詳しく聞かせてくださいという要請が来て、新年ぐらいから具体

的な予算編成が始まるわけですね。つまり、事務官に我々が御進講をして判断を

していただかないと進んでいかない。これはトップダウン的で新しい分野の予算

をつけていくときに本質的に矛盾なんです。そこをどういう形で直していくか。

ここはやはり総合科学技術会議等で非常に大きな判断を出していくということが

必要になってくるんだろうと思います。ぜひそこはお願いをいたしたいと思いま

す。 

それからもう１つは、この集中審議の第１日目にも平沼経済産業大臣のお話と

関係しますが、特定財源によって科学技術分野の資源配分が非常に硬直的になっ

ているという側面は否めないわけであります。平沼大臣から環境と両立というよ

うなお言葉をいただいたわけですけれども、科学技術の分野の中における資源配

分の硬直性の打破、これを科学技術振興の方向のきちんとした舵取りと一緒に、

ぜひお願いをいたしたいと思います。 

（竹中議員） 平沼大臣、石原大臣、手短にお願いいたします。 

（平沼議員） 私は牛尾議員が言われた、特に総合科学技術会議がイニシアティブを

とって、そしてプライオリティを決めてぴしっと決めていく。それで尾身大臣が

責任を持ってやられる。私も研究開発の一端を担っている担当大臣として、私は

賛成でございます。 

それから、今本間議員から言われました特別会計に属するあたり、今度は思い

切って一昨日の会議で私は21世紀は環境の時代だという形で環境省と共菅をして

でもやる。もう１点言われたところは、やはり技術としてある意味では成熟をし

てきた原子力関係も、これが非常に大きな比重を占めています。ですから、そう

いったものも私はそろそろ見直す時期だと。しかし、原子力関係でも、例えばＩ

ＴＥＲでありますとか核燃料サイクル、そういうものはありますけれども、比率

 40




平成 14 年第 25 回 議事録 

を少し変えていくという方向も私は打ち出していく時期に来ているんじゃないか

と思っています。 

（石原臨時議員） ちょっと全体の議論から離れるかもしれないんですけれども、尾

身大臣の一番 初のところに、産業競争力強化と経済活性化のためには、「規制

改革」と「科学技術の振興」が車の両輪。これは誰もが納得することが書いてあ

るんです。それがなぜうまくいかないのか、それは総合科学技術会議の問題で牛

尾議員が御指摘されましたように規制緩和も実は同じなんです。昨日も坂口大臣

に保険者のレセプトの話をしましたけれども、決まっていても何か大きなそれに

まさる事項があったら、規制を持っている側が離さなければ、この規制緩和とい

うのはなされない。そういうことがたくさんあります。例えば、農業なんかでも

言いたかったんですけれども、農業生産法人に関する事業要件の緩和なんて、今

時代だからやってくれと頼むだけなんですね。それを所管している人たちが「は

い、わかりました」と言ってくれない限りは緩和されない。何が言いたいかと言

いますと、やはり総合科学技術会議、総合規制改革会議の権限と役回りというも

のを変えてもらわなければ何も先に進まないんです。「13年度中に措置」とあり

ました。その次に何があるかというと、「14年度中に検討開始」ですよ。「15年

を目途に検討を開始する」。それを私なんかも入って延々とやっているんです。

ですから、総合科学技術会議に関しては尾身大臣、規制改革に関しては私が、そ

の会議でまとまったものをこういうテーブルに持ってきて、担当大臣とやり合っ

て誰かがジャッジメントをしない限りは、守る理由もあれば、壊す理由もあると

いうのが規制改革の原点だと思うんです。ここ数日来、奥田議員、塩川議員から

規制緩和が進まないとたたかれて私は針のむしろだったんですけれども、現実は

どこかがよしやろうということを決めない限りは、この科学技術の予算配分の話

も含めて私は進まないと思います。 

（竹中議員） 尾身大臣お願いします。 

（尾身臨時議員） いろいろ御支援をいただいたりして大変ありがとうございます。

今、石原大臣が言われたのと同じ意味のことを私がひとつ、どうしても 後に御

理解をいただきたいのは、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを」つけます。それを尊重して、ふ

たを開けてみたら各役所別に伸び率が同じだったというのでは困るので、その「Ｓ、

Ａ、Ｂ、Ｃ」をつけた尊重した結果を、役所別で伸びを変えてもらいたいんです。

それを変えれば、本当に調整ができるんです。結果として、各役所の伸び率が同

じだったというのでは、これは役所の中でみんな泳いで、財務省の主計局は無難

に無難にやればそうなりますから、そこは政治主導で我々はきちんとランクをつ

けますから、そのランクに応じた査定をやって、結果として各役所のどこの役所

が伸びる、どこの役所が伸びないということも含めて、科学技術の分野について、

財務大臣、科学分野だけじゃなくて、科学技術の分野が伸びたらほかを削って、

結果として、その役所がみんな伸び率が気がついてみたら全部0.1 ％しか違って

いなかったこということでは困るので、やはり、きちっとした要求したものを伸

ばしていただくように、それによって違うんです。 
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（塩川議員） それはできますよ。無限に金があったらそれはできるけどね、限りあ

る金だったら、どこかを削って、どこかを伸ばさなければならない。 

（尾身臨時議員） 今年は20％増の要求をしてありますから、政治的にこれができる

ような枠組みができているんです。今まではシーリングがあってできていなかっ

た。今年はできていますから、各省の間の予算の移動を、どれがいいかの判断を

政治的にして、科学技術会議の決定を尊重していただいて、移動していただいた

ら一遍に科学技術会議が全部力を持ってきてちゃんとできるんです。これをやっ

ていただかないと、結果的に伸びが各省同じだったといったら、また同じことに

なっちゃうから、そこをぜひお願いいたします。 

（竹中議員） 時間でありますので、どうもありがとうございました。今の 後の石

原大臣と尾身大臣の御指摘は、要するに内閣府の大臣に共通した悩みでありまし

て、すべて担当大臣にお願いしないとなかなか進まない。直接権限はないという

ことなんであります。 

一番大きな問題は総合科学技術会議の司令塔としての機能をやはり強化すべき

だと。これは尾身大臣の方にお願いですけれども、どのような形で強化するか、

例えば評価システムを明確化するとか、諮問会議なりそういった形での連携を深

めるとかいろんな考えはあると思います。それはプランを出していただけません

でしょうか。そんなときに、委員に非常に大きな権限を与える。しかし同時に、

例えばですけれども、任期を明確化して人が入れかわるようにするとか、そうい

うことも大事なのだと思います。そうした指摘を踏まえてどうするか、その案を

尾身大臣の方によろしくお願いしたいと思います。私立大学への寄附というのは

大変重要だということで、これは塩川大臣の方で受けてくださるということであ

りますので、ひとつ案をよろしくつくっていただきたいと思います。 

あと、尾身大臣に対するお願いとして出ましたのは、エネルギー分野に科学技

術予算が偏っているのではないだろうか。これをどのようにするかということ。

それと、研究の現場といいますか、末端での使い方についてどのような工夫が可

能かということ、これも案を出していただきたいと思います。石原大臣、総合規

制改革の関連等々についても、どのような連携が可能か、ぜひ案を出していただ

ければというふうに思います。 

総理どうぞ。 

（小泉議長） 環境保護と経済開発、これは世界的な課題だから、これを両立させる

鍵が科学技術でありますので、尾身さんが今言ったように、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」

を各省庁が整理してもらって、それを尊重することにしましょうよ。財務大臣お

願いします。 

（塩川議員） それをきちっとしてくれればいいんですよ。それが同じように全部要

求だけなんです。削る方が全然出てこないんです。それはだめ。削る方が出てこ

なきゃだめ。 

（小泉議長） 「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」をつけるのをちゃんとやって。メリハリをつけて

ね。 
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（竹中議員） どうも長時間ありがとうございます。総理の所感というのが手元に配

られているのでしょうか。そのような形で所感をいただいたということです。 

（平沼議員） 後に一言いいですか。 

（竹中議員） どうぞ。 

（平沼議員） ３日間にわたって７省をやってきました。相当皆さん努力をしていい

点が出てきました。しかし、私は７省以外だって、聖域なき構造改革であれば、

ほかの役所だって十分私は議論しなきゃいかんと思います。私はそのことをちょ

っと言わせていただきます。 

（片山議員） ただ、それをやるのならテーマを絞ってやった方がいいですよ。こん

なにばらばらだったら散漫になる。やるのなら、環境省は何とか、法務省は何と

か効率的にやってください。 

（塩川議員） これはビジョン論争になってしまって。 

（片山議員） 毎日２時間半というわけにはいきませんよ。これから毎日２時間半や

りますか。 

（竹中議員） 総理から論点の取りまとめをすべきとの御指示をいただいていますの

で、それを次回お出しして確認をさせていただきます。 

（塩川議員） ビジョン論争でええ話ばっかり聞かされて……。 

（竹中議員） ただ、去年少しやりましたので、それに比べれば、かなり論点が今回

は絞れていると思いますので、それを明確にさせていただきます。 

それと、昨日民間議員から提起のあった問題、それに対する塩川議員からの提

案等がありますが、これは９月９日に議論をさせていただくというふうにさせて

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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