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平成 14 年第 25 回経済財政諮問会議議事要旨 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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） 
○  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） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（概要） 
○竹中経済財政政策担当大臣から本日の議事の紹介がされた。 
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○制度・政策改革集中審議について（武部大臣） 
（武部臨時議員） 「総理指示に沿った制度・政策改革のポイント」で説明する。 
   １～３ページは改革のポイントを総括的に説明している。１ページでは食品安全基

本法（仮称）の制定、農薬取締法など関係法の見直し、食品安全委員会（仮称）の設
立に対応し、食品のリスク管理を担う局の新設と食糧庁組織の廃止、や表示の一元化
に向けた検討のほか、農協の組織・事業の抜本的改革を明らかにしている。２ページ
は、コメ政策の見直しや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法制の見直し、地球温暖化防止に関し、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など。 

   ３ページは時系列的に食料・農業・農村基本法、基本計画に基づいて「食」と「農」
の再生プランを取りまとめたことを説明したもの。なお、農水省では、14 年度から
16 年度までの工程表を明らかにして取り組んでいる。 

   ４ページはまず、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ある。来
年度、内閣府に食品安全委員会（仮称）を設置する。これに対応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・強化を行うため、消費・安全局（仮
称）をつくる方針である。食糧庁組織の廃止は、9,000 人規模の組織の再編で行革上
も意義がある。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、食糧事
務所職員約 1,100 人を削減するが、これまでの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。 

   ５ページは、食の安全と安心の確保のための取組みについてである。食品安全基本
法（仮称）の制定に合わせ、関連法を見直す。特に農薬取締法は、無登録農薬の使用
問題を踏まえ、可能な限り早期に取り組む。また、牛肉は流通段階すべてに生産履歴
情報の伝達を義務づけるため、法律案を次期通常国会に提出する予定である。また、
豚肉、鶏肉、鶏卵、米、青果物、養殖水産物も順次トレーサビリティシステムを導入
する予定である。予算では、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大幅に増加させる。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倍強を「特に消費者の視点を重
視した予算」として要求する。わけても「食育」は、交通安全運動に匹敵する大きな
運動にしたい。食品表示制度は、６月から厚生労働省等と連携して懇談会を開催して
いるが、秋以降、表示の一元化に向け、所要の見直しを行う。 
 ６ページは、バイオマス利活用についてである。今後、行政のコンセプトを「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たいと考えており、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。燃料電池も、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。バイオマ
スの利活用による新産業創出により、約 2,500 億円の経済効果と、１万 7,000 人の民
間雇用効果を見込んでいる。７月には、農林水産省が中心となり「バイオマス・ニッ
ポン」総合戦略の骨子を策定した。年内にこれを国家戦略として完成させ、政府一体
となって取り組む方向づけを明らかにしたい。 

   ７ページは農協改革についてである。現状の農協は、30 万人もの職員を抱え、日々
変化する市場、消費者、担い手農家のニーズに的確に応えられない。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、性格が曖昧になっている等、様々な
問題が提起されている。問題を打破するには、農協のほかに農協型株式会社があって
もよいのではないか。また、農協が本来の民間事業体として、組織・事業を抜本的に
改める環境条件を整備したい。農協の構造改革には、各方面から相当な抵抗が生じて
いるが、「解体的改革がなければ、農協の存在意義はゼロ」であると申し上げている。
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来月には幅広い有識者との検討の場を設けるなど、今年度末までに農協改革の方向を
取りまとめたい。 

   ８ページはコメ政策の再構築についてである。水田農業の展望を切り開くため、本
年１月から生産調整に関する研究会を開催し、６月には「本来あるべき姿として市場
を通し、売れる米づくりを行うことが基本である」という中間とりまとめを行った。
それに対し、批判的な意見も多数提起されている。来月以降、この研究会の他に、与
党、生産者団体等様々な場で議論がなされるが、各方面から強い抵抗が予想される。
最終的には、市場メカニズムによる需給調整に委ね、国の関与は必要最小限にし、生
産構造の変革を促すものになると確信しているが、改革を進めるには、最終的には重
大な政治決断が必要であり、政策決定の最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 月下旬にはコメ政策の大転換の具体的方向を決断し、15 年度から改
革プロセスを確実に進めたい。 

   ９ページは企業的農業経営の展開のための改革についてである。現在の農業・農村
は、高齢化、後継者不足等の問題があり、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。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、多くの潜在的なビジネスチャンスが埋もれている。食料産業の発展には、
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。平成 22 年度までに法人や組織を３～４万育成するという目標を掲げている
が、やり方によってはもっと増やせると考える。また、農水省のホームページの新規
就農案内へのアクセスは一日 100 件ほどあり、新規参入者を確保できる可能性は大き
い。今日、意欲ある農業者は単に生産者にとどまらず、加工・販売にまで進出してお
り、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。他方、法人化を進
めていくには、10 ページの農地制度の見直しも避けて通れない。 
農地制度は、２つの視点から検討を行っている。１点目は、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視点。株
式会社形態の農業生産法人は７月までで 27 社に増加しており、今後も法人化を加速
させたい。２点目は、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、地域の取組みを基本とした新たな土地利用の枠組みを検討
する視点。２つとも６月から有識者懇談会で議論している。今後、懇談会の論点整理
を踏まえ、農地法制の見直しの検討を進め、次期通常国会へ法案を提出したい。なお、
農地制度の見直しでは構造改革特区の活用も含めて検討する。農業に関する特区に対
する地方公共団体等の提案は 20 道府県から 89 件の提案があった。今後これらを精査
するとともに、内閣官房とも連携して取り組みを進めたい。一方、株式会社の農地取
得や構造改革特区には大きな抵抗があるが、関係者と共通認識を得られるよう努力す
る。 

   11 ページであるが、都市と農山漁村の共生・対流の経済効果を、民間シンクタン
クで試算したところ約５兆 3,000 億円と、大きな経済効果があり、政府全体として取
り組むべき政策課題である。７月には関係７省で連絡協議会を発足させた。都市と農
山漁村が双方向で行き交ういわゆるデュアルライフを実現する総合的施策は、「小泉
ルネッサンス構想」として打ち出すべき大テーマである。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。 

   以上、総理御指示の事項について考えを申し上げた。この他にも、国産牛肉の買上
げ事業や食品表示に関する問題については、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９月に設置する。また、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で合意した。懸案であ
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った諫早湾干拓事業は、昨年８月、干拓面積を半分にし、18 年度に事業完了する決
断もした。さらに今後は、中央競馬会の組織の見直しを含め、近く私的諮問機関をつ
くり、特殊法人改革にも具体的な取組みを進めたい。今後とも御協力をいただきたい。 

（吉川議員） 武部大臣が大変なリーダーシップを発揮されていると有識者議員も認識
しており、まず敬意を表したい。 
その上で、コメ政策は生産調整の廃止も視野に入れるべき。農協の組織について

も、その存在意義、すなわち、農業、消費者の間に立ってどういう役割を果たして
いるかを基本に戻って考えていただきたい。 

   バイオマスは将来のエネルギー源として非常に有望だと考えるが、スローガンに
なれば何でもありとなりかねない。事後評価、中間評価をきちんとやって欲しい。 

（奥田議員） 従来から工業と農業のぶつかり合いといわれ、農業サイドからは、工業
製品を輸出するから農業の方が圧迫されると、工業サイドからは、俺たちがやって
いるから飯を食えるんだという話がある。実際に、農業の方がどう考えているか聞
きたい。 

（武部臨時議員） コメ政策は、消費者重視、市場重視、売れる米づくりということだ
が、計画流通米については、ほとんど農協が事業者で、生産者は情報が閉ざされた
中、すべて売れていると思っている。コメ政策をきちんとやれば、そういったもの
が農協から分離し、農協の仕事はなくなる。農協は、売るリスク、買うリスクは持
っておらず、卸問屋のような部分もある。農家戸数は減ったが、農協の職員は増え
るのはおかしい。コメ政策をきちんとやれば農協の業務は変わってくる。 

   競争原理が働かないのは我々が悪い。農政の立場で行政がやるべきことを農協が
代行しており、各地の調整も農協に全部任せる。しかし、これは国や市町村がやる
べきことをやって農協が成り立つという一面がある。法人化を拡大し、補助金でも
金融事業も何も農協を通さなければできないということを、来年度は相当変えてお
り、自由度を持ってオープンにしていく。法人も 6,000 以上あり、これを拡大し、
「法人協会」のようなところを育て、補助政策、金融もやれる仕組みをつくれば、
競争原理が働き、農協も消費者ニーズに合った市場原理を考えた組織に変わってい
くのではないか。ただ、農協と地域は一体になっており、農村が高齢化し過疎化す
るほど、農村の活性化、景観の維持、農業の多面的な機能といった問題につき、農
協に対する期待もある。ただ、それはＮＰＯなどでもできる。最後は話し合いで合
意を求めざるを得ないが、批判を覚悟の上で、解体的改革を進めるべきと言ってい
る。 
また、農協改革というコンセプトだと抵抗が強い。総理から指示のあったコメ政

策、企業的経営、法人化、農地制度の改革に取り組めば日本の農業は変わる。ただ、
構造改革を進める上で、セーフティネットも必要だから、意欲と能力のある経営体
に政策を重点化する取組みが大事だと思う。 

   バイオマスのことで、農林水産省は「生産振興」から、「生物系資源の持続的活
用」に変えると申し上げた。現在は「食糧産業省」という一面もあるが、これから
は「健康産業省」という考え方もある。人と自然の共生、循環型社会をつくり上げ
るということ。首都圏のごみも３分の２ぐらいはエネルギーに変えられる。ある程
度コストはかかるが、廃棄物処理にかかっている金を注ぎ込めば、「ごみゼロエミ
ッション」の社会ができる。そういう考え方であって、事後評価の話もあるが、バ
イオマスだからといって、何でもありとは思っていない。 

（片山議員） 食糧庁廃止は大英断だが、食品安全委員会（仮称）ができ、農林省にも
消費・安全局（仮称）ができるとすると、各省庁の局の数を 96 から 90 にする方針
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との関係が出てくる。組織はスクラップ・アンド・ビルドだ。その意味で､今回の
改組で焼け太りする考えは全くないと思うが、よく検討いただきたい。 
 また、都道府県の農林部は人員、出先機関、外郭団体、予算、いずれも大きい。
これを整理して全体をスリムにし、機動的、総合的にした方がよいのではないか。
農林水産行政の大部分は地方がやっているのだから。また、分野ごとに研究機関が
あり、各都道府県で似たことをやっている。これも、有機的に連携をとって整理し
ていただきたい。 

（牛尾議員） 片山大臣が仰ったように、農林関係は地方も肥大している。中央、地方
の重複があるが、実態が分からない。だから、まず情報公開だ。人の数とか仕事の
量とか数字を公開すれば世の中の流れは変わる。ぜひお願いしたい。 

   もう一つ、農協は米以外で、いろんなことをやっている。しかし、日本の商社は
ほとんど入れず、利益で農協の一人勝ちになり、農民は保護に頼っている。この意
味で農協が独占禁止法の適用除外になっているのも問題。したがって、工程表をつ
くって閣議で決めるとか、速やかにスケジュールを確定しないといけない。 

   日韓ＦＴＡも、農業の部分だけが決まらない。総理の言う、日本の国の開放と新
しい国際化は、農業が立ちはだかったら動かない。国際化問題に対してどうするか
組織的に考えないといけない。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。これは、トップダウンでそういう流れをつくっていただきたい。 

（本間議員） 生産調整、農協の問題は、具体的なスケジュール設定を早くやっていた
だきたい。農業問題の本質は人の問題で、農協職員及び農業従事者の高齢化等に伴
い、行政もしがらみの塊になっている。これを克服しなければ、市場感応的、消費
者重視というものは入ってこない。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り、外部との人材交流、ＮＰＯを含めてきちん
とやって感応度の高い農業をどう作るかが非常に重要なポイントだ。 

   また、国と地方の役割分担をきちんとやる必要がある。農業が縦で地方分権が横
だとすると、この縦横の整理が非常に大きな問題。縦の農業分野では権限の整理及
び他の分野に比し過大となっている県庁職員等の整理について、具体案を得て、ス
ケジュール化をお願いしたい。 

   もう一つは、公共投資の問題がほとんど今日のプレゼンテーションに入ってない。
これをどう合理化するか。国土交通省等との関係もあるが、農業が本当に農業分野
に限っているのか、漁港、農道整備の問題が資源配分上の問題につながっている。
公共投資の問題についても具体的に改革プランを作って頂きたいが、国土交通省の
長期計画の問題とも絡むので、両省の連携をとってやっていただきたい。 

   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独禁法上の適用除外になっているのは大きな問題であり、
御検討いただきたい。 

（武部臨時議員） ６月 11 日の関係閣僚会議で、食品安全委員会（仮称）を独立させ、
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るという取り
決めもあり、消費・安全局（仮称）というリスク管理部門をつくらざるを得ない点
を、御理解いただきたい。人数は 9,000 人だが、18 年には 7,000 人台にする。備蓄
米、麦の問題、米政策の見直しといった今までの業務も残る。また、食品安全Ｇメ
ンは、最終的には増やさなくてはいけない。御理解いただきたい。 

   国と地方の問題について、地方分権は必要だが、農林水産省がきちんと方向性を
示さなければ、ただ仕事だけ地方に回しても動かない。 
 情報公開は徹底してやっており、あらゆる委員会、研究会、審議会にカメラが入
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って新聞記者も傍聴し、ＢＳＥのときには傍聴者も公募した。 
ＦＴＡの問題だが、構造改革で、一律に思い切ったことをやれば、サラリーマン

農家しか残らず、専業農家は参ってしまう。そういったところに政策を集中しつつ、
ある時期まではセーフティネットが必要だ。我々は農林水産分野すべてがＦＴＡに
入らないと思っていない。入れてシンガポールとは、やり得た。その辺は相手国に
も理解いただく必要がある。我々も考えている。 

   それから、スケジュール設定は、「食」と「農」の再生プランは工程表をつくっ
ている。特に農協について、本年度３月 31 日までに改革案をまとめる。今度は、
経団連、消費者、有識者にも入ってもらい、客観的にまとめたい。 

   科学技術については、異論があり､イネゲノムの解析では日本が圧倒的な力を持
っており、すばらしい技術者はたくさんいる。 
公共投資については、農林省のコンセプトは、「生産振興」から「生物系資源の

持続的活用」である。イギリスは、農林省でなく、「環境食料農村地域省」だ。農
林省の水管理は環境に配慮して自然景観を重んじて、農村景観を守りながらやって
いる。例えば､大規模林道を新規凍結し、あとどうするかについては、第三者委員
会をつくって半年ぐらいのうちにやらなければいけない。木材の産地だとか、山の
多いところで大規模林道が欲しければ補助林道でやれば良く、業務の見直しもやっ
た上で結果として公共投資も合理化が進むのではないか。ただ、国交省と違うのは、
私どもは基本法に基づいてそれぞれの理念があることだ。 

   特に今世界で一番困っているのは水と農地と森だ。したがって、御指摘は謙虚に
受け止めるが、他の公共事業とは違うということ、難しい転機にあることも事実な
ので、理解して欲しい。 

（竹中議員） 簡単に要約する。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。武部大臣は、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
ールを明示しており、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。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。ま
ず、バイオマス等の戦略をつくる場合に、そのプランの中に工程表を入れてくれと
いうこと。すべて工程表を明示していただきたい。コメ政策は、抜本見直しであり、
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。農協については、独禁
法の適用除外が問題ではないか。産業組織的視点からは、農協型株式会社というも
のもあり得るだろう。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。技術面では、総合科学技術会議との連
携も必要だ。それをぜひ織り込んでいただきたい。農業分野の企業参入という観点
も特区をも活用して、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、特に地方との関係において、組織のスリム化に十分に注意してほしい。 
さらに、追加的にお考えいただきたい点は、国と地方の見直しを、西室委員会の

議論と歩調を合わせ、今日出た事例でも含めて、10 月の西室委員会の案を合わせて
再度御意見を伺いたい。ＦＴＡグローバル化への対応については、これから表明さ
れるコメ・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きたい。 

   最後に、公共投資の改革プランの話だが、これは昨日、扇大臣に公共投資の長期
計画の一本化を強化するため、10 月ごろにもう一度考え方をお出しいただきたいと
申し上げたが、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う。 

（片山議員） 国から地方ということもあるが、地方そのものもスリム化できる。 
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（塩川議員） 改良指導員が１万人というのはおかしいし、農業委員会で６万人も過剰
だ。職員が１万人、委員が６万人というのも、おかしい。 

（武部臨時議員） それも地方だ、農協型の株式会社と言ったが、コンサルタント会社
になりなさいということ。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。改良普及センターも民営化すべきとの意見もある。 

（片山議員） 土地改良事業は全部県の土地改良事業団体連合会が設計する仕組みにな
っている。 

（武部臨時議員） 農業委員からもろもろある。 
（竹中議員） 農業委員会、農業改良普及員等の問題も含めてお願いしたい。総理どう

ぞ。 
（小泉議長） 改革なければ解体という意欲で実施を進めて欲しい。かねがね都市と農

村は対立するものじゃないと言っている。工業と農業も対立するものでなく、共存
共栄だ。今、バイオマスなどは、麦わらから燃料電池の利用という科学技術の夢が
ある。廃材とプラスチックのごみが木材になるとのことだが、そうすると、日本は
木材を輸入する必要がない。こういう技術を農水省も、環境省も科学技術も関係あ
るが、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。奥田議員、バイオ
マスで燃料電池というのはどうなのか。 

（奥田議員） 当然、原料としては考えている。 
（塩川議員） コストの問題か。 
（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。量による

が、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り、廃棄物でなくなる。それを 1,000 度にす

るとガス化して、それを冷やすとメタノールになる。 
（竹中議員）武部大臣、どうもありがとうございました。それでは、遠山大臣。 
            
○制度・政策改革集中審議について（遠山大臣） 
（遠山臨時議員） 総理からは４つの宿題をいただいた。 

最初に、義務教育費国庫負担制度の見直し。資料１ページにあるが、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という制度の根幹は保持しながら、
最大限の見直しを行うとして、いかにして負担額を縮減するか、いかに地方の自主性
を促すように改革をするか、いかに事務をスリム化するか、の３点から考えた。その
上で、４つの方向性を打ち出した。 
１つ目は、負担の対象経費を見直す。負担対象経費を在職中の給与費に限定。額に

して 5,000 億円を目途とし、平成 15 年度から 18 年度まで段階的に実施したい。内訳
は、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、その他を含め
5,000 億円です。義務教育は、憲法上、すべての国民に無償で一定水準の普通教育を
与えるものであり、国民に義務を課す一方、国はそれを保障する責任がある。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あり、それに関わる給与費
を安定的に確保するのは国の責務。現行でも、給与費は国が２分の１を下支えしてお
り、もともと地方と国が分担し合っている経費。義務教育がきちんといくかどうかが
が国の将来を左右する。 
２つ目は、都道府県が教員給与を自主的に決定できるようにする。現在の国立学校

の教員の給与費に準拠する制度を平成 16 年度に廃止し、各都道府県が自主的に決定
できるよう制度改革する。そしてへき地手当支給率などは可能なものについては、平
成 15 年度からやろうと思っている。他方、国庫負担は一定の限度額の範囲内で各県
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が実際に支出する額に応じて負担するつもり。平成 18 年から実施予定の公務員制度
改革などが行われて、各県の自由度が増し、あるいはメリハリをきかした処遇によっ
て、歳出合理化を図っていけると思う。 
３つ目は、教職員定数のあり方の弾力化。教職員定数は国の標準法で定数の標準を

定めている。県は裁量権を持って県費負担職員をプラスすることはできるが、市町村
はそれができなかった。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する。また、指定都市と県の関係も、現在、教員の任命権のみ指
定都市に移譲されているが、県と同等の権限と責務を持たせてはどうかと考えている。 
４つ目は、負担金事務の簡素化。小中学校、それから盲、ろうは１つの法律、養護

学校は別の法律と、現在の国庫負担制度は二本化になっている。一本化して事務を大
幅に簡素化したい。同時に負担金の算定の事務についてもスリム化したい。 

   ２ページ。（４）にあるように、現在、義務教育の構造改革を強力に推進している。
小泉政権成立以来、実に様々な法改正、予算措置、あるいは政策の改定で、画一から
多様性へという大きな流れをつくっている。例えば教育内容・方法では、学校や教員
の創意工夫でカリキュラムが自由に編成できるような時間をかなりとっている。また、
個に応じた指導の充実として習熟度別の指導等ができるようになった。また、教科書
検定制度も夏に改善方針を出し、教科書に学習指導要領に示された限定的な内容だけ
でなく発展的な学習内容も記述できるようにした。あるいは学級編制の弾力化という
ことで、地方の判断で少人数の学級を編制できるようにした。さらに、総理のイニシ
アティブで、「学校いきいきプラン」により免許を持たない人も学校で教えてもらう
ようになった。教師については質の高い教師を確保するため、指導力が不足している
教員は転職させ、優秀な教員は表彰をするというような制度を実施しつつある。また、
教職研修では、在職 10 年の研修を義務付けるなど、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。 

   諸外国でも、日本の教育制度を１つのモデルとし、政府主導で教育改革を実施して
いる。補足資料の３ページにあるように、英国ではナショナルカリキュラムをつくり、
全国テストを行い、ナショナルカリキュラムの目標が実現されているかチェックしな
がら、必要なところには予算をつけている。 

   ３ページ。国立大学の非公務員型法人への早期移行。昨年６月に諮問会議で打ち出
した「国立大学の構造改革」は強力に進めている。具体的には、国立大学法人（非公
務型）への早期移行のために次期通常国会に法案を提出し、平成 16 年４月から移行
することとしている。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
てもらうよう準備をしている。非公務員型とすることによって、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、給与も能力主義をとることができるよ
う画期的な改革を行う。また、再編統合もかなり早いテンポで各大学が努力している
ところである。競争的環境の強化では、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。研究面では、21 世紀ＣＯＥプログラムを今年か
ら実施。教育も、特色ある教育をやっている大学には、優先投資をしていくことを考
えている。 

   ４ページ。大学に関する規制改革の推進。大学は教育と研究の国際的な通用性を考
慮しながら、大学の質を保証していく必要がある。これまでの事前規制を事後チェッ
ク型へ移行する。具体的には、臨時国会に大学学部の設置認可等の大幅な弾力化のた
めの法案を提出する予定。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、
学科の設置を自由化、認可制から届出制にする。また、工場等制限区域の規制緩和、
それから新たな第三者評価制度を導入する。これも臨時国会に法案を提出する。事前
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規制を緩めるが、事後的に評価をしていくということ。国立大学教官の兼職・兼業の
弾力化については、弾力的な勤務形態、例えば週 20 時間勤務が可能にするため、現
在、関係機関と協議中だが、今年４月からは、経営とか法務アドバイザー兼業ができ
るようなり、10 月からは大学長の判断でＴＬＯなどの役員を兼業できるように改善
している。 

   お手元にある「新しい時代を切り拓く たくましい日本人の育成」という資料は、
「人間力戦略」を具体化するプラン。人間力戦略では「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。ど
ういう人材を育成していくかということでそれぞれ政策を示している。諮問会議は財
政や経済を論議していただくところだが、教育を預かる立場として、人材をいかに育
成していくかという理念やフィロソフィーなどもベースにして考える必要がある。今、
日本が教育に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。 

   最後の宿題は、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。科学技
術創造立国を実現するには、競争的な研究環境を整備すること、資源を重点化するこ
と、成果を社会へ還元すること、を基本方針に考えている。競争的資金の改革と拡充
として競争的資金を倍増する。資金面で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、質のよいものに重点投資する。それを制度的に改定
しなくてはならない。プロジェクトの実施体制もプログラム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、効率的に使われるようにしたい。 
重点４分野への戦略的重点化では、既存プロジェクトを見直し、重点４分野へシフ

トしたい。17 プロジェクトを見直し、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。また、重点４分野も、世界一流を目指せるテーマ
に重点を置く。例えば、画期的な創薬の開発に必要なタンパク質解析を行う「タンパ
ク 3000 プロジェクト」等をバックアップしていく。また経済活性化のための研究開
発プロジェクトも、重点化したものをバックアップする。ただし、現在の重点４分野
だけでなく、次世代の重点分野の探索・構築を目指す研究も見落としてはならない。 

   ６ページ。宇宙と原子力。行政改革として宇宙は３機関統合、原子力は２法人統合。
宇宙では、組織・事業の徹底的見直しを行い、合理化、スリム化を図る。試算では
202 億円の減。Ｈ－ⅡＡロケットの民間移管、固体ロケット（Ｍ－Ｖ）の研究開発の
中止は実施。宇宙ステーション計画は大幅見直し。臨時国会に３機関統合の法案を提
出予定。ただし、宇宙は国家としての戦略的な意味もある。衛星や国産大型ロケット
の信頼性向上技術などはしっかりとやっていきたい。原子力も、２法人統合により組
織・事業を徹底的に見直す。69 億円の減を考えており、「ふげん」は運転停止等を考
えている。しかし、核燃料サイクル技術、ＩＴＥＲ計画は取り組んでいかなくてはな
らない。同時に、これらを効率化するため科学技術システム改革も推進したい。殊に
大学発ベンチャー創出支援による産学官連携の促進、あるいは知的財産本部の整備、
知的クラスター創成もさらに拡充したい。その他、構造改革特区についても前向きで
対応したい。 

（吉川議員）  義務教育の国庫負担制度について。義務教育、初等・中等教育は非常に大
事で、国全体として資源配分をけちるなどという考えは全く無い。しかし、義務教育
が大事だということと、国庫負担制度として先生の給料の半分を文部科学省が地方へ
回すという制度が大事だということは別だ。両者は独立だというのが我々の考え。仰
る通り、初等・中等教育の義務教育は子どもにとって権利。財政能力に地方間でばら
つきが出るのは是正しなくてはならない。しかし、そのために地方交付税がある。義
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務教育は大切であり、あるレベルは日本中きちっとした水準になるべきだと思ってい
るが、文部科学省から国の補助金を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。 

   初等・中等教育、義務教育について識者のお話を伺うと、義務教育は、現在の制度
として地方の教育委員会がやることになっているが、教育委員会や学校の現場では必
ずしもうまくいっていない。そういうところは文部科学省が当然適正に監督するべき。
総じて事前的な規制から事後的な監督の方に軸足を移し、事後的な監督あるいは指導
を国がきちっとやる。しかし義務教育に関しては、事後的な監督について少し問題が
あるのではないか。いずれにしても、現在の「国から地方へ」の流れでは、義務教育
でも国庫負担制度を見直すということがあってもいいのではないか。 

（塩川議員） 国から地方への義務教育費の金の回し方が問題だと思う。それと配分の基
準が問題。文部科学省が大学教育に一生懸命やったのは評価しているが、義務教育の
方は思い切った刷新をしてもらいたい。そのために３点お願いしたい。 

   まず、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こと。資料１ページ
に「負担対象経費を見直し負担額を縮減」とあるが、15 年度から 18 年度までの年次
ごとの金額と減らす対象を表として出してもらいたい。 

   次に、教育委員会の見直し。これが義務教育の隠れみのになって国の政策がうまく
反映されてないように思う。 

   最後に、教員の給与等。都道府県に思いっきりシフトするようなことを、財源の問
題ということもあろうし、そういうことも一緒に考えてもらいたい。一定の限度内で
府県が実際に必要な金を支出し得るような定額化、定量化も考えて欲しい。 

（片山議員） 義務教育や高等学校の教員は標準法で定数は決まっているが、１学級当
りの生徒数については裁量の余地を地方団体に５人ぐらい与えている。ところが負
担金は定数どおりでなければ交付しない、と厳重にやっている。そこで、標準法は
あるので、仮に補助金でなくとも、交付税でも地方税でも、法律を守らせればいい。
若干の裁量は制度として認め、あとは地方の一般財源にしたらいい。地方の警察官
は政令で決めているが、全部一般財源だ。消防の職員は国が告示で決めている。し
かし財源は補助金ではない。義務教育は大切で、どういう学級編制にするか、どれ
だけの先生を配置するかは標準法で縛って、若干の自由度を認めながら、あとは一
般財源でお金を充てていく方が正しくないか。戦後、地方財政平衡交付金時代は財
源は交付金だった。ところが、あの頃は総額の確保が難しく、昭和 33 年に標準法
ができた。そういう経緯だ。 

   提案は共済組合の負担金と退職手当で給与の附帯的なものだ。しかし、その経費
はこれからどんどん増えていくので、これだけどうぞと言われても、地方は結構で
すといかない。思い切って、道筋をつけて、義務教育国庫負担金のあり方を考えて
いただきたい。警察も消防も地方の定数を国が決めているが、財源は補助金ではな
いのだから。 

（塩川議員） 国でおさえたら地方が膨れる。 
（片山議員） そこは、標準法でおさえる。教職員の定数は法律で決まっているのだか

ら、検討いただきたい。 
（本間議員） 文部行政の中で、外形的な配分から、評価・質的な配分へが時代の流れ

になっている。今は、例えば人材確保法で一律のプラスアルファをつけているが、
多様な賃金体系は国立大学の独法化に伴って行い得る。また、負担金から地方交付
税交付金に変える議論があったが、その中間的なやり方として交付金というやり方
が考えられ、これは評価と合わせて行い得る可能性がある。こうしたやり方も検討
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して頂いて、是非、外形的、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。 

（遠山臨時議員） 憲法上、全国どこでも無償で一定水準の教育を保障すべしと、最高
裁の判決でも国の責務になっている。しかし、現実には地方と国とが役割分担をし
て、経費は持っている。義務教育で一番お金がいるのが人件費で、全体の 75％だ。
これを国と地方で２分の１ずつ持つ。憲法と義務教育国庫負担法の中で、国民のす
べてに妥当な規模と内容を保障するため、国が必要な経費を負担し、教育の機会均
等とその水準の維持向上を図る。優れた人が教育に当たることが、義務教育の質を
保障する一番大事なことだ。優れた教員を得るため、給与費について国が一部を負
担するという精神だ。単に国費が出ているから、それを地方にという類のお金では
ない。 

   今回、各都道府県において、給与費を決めるよう制度変革を行う。今後は各地域
において可能な範囲で、地方公務員の給与との見合いをとりつつ、教員給与費を決
めていただく。教員については優れた人材を得るため人材確保法があり、一般の地
方公務員より役割の重要性に見合いプラスを行うことも堅持しなくてはならない。 

   標準法について、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、あるいは標準を勘案しながら裁量権を持つという仕組みだ。標準法
があるから、一般財源化してはどうかという議論もあるが、一般財源化ではその経
費はどこに使われるか分からない。義務教育国庫負担金を国が２分の１負担してい
ることは、国の教育の正常化にとって非常に大事な仕組みということを理解して欲
しい。 

   最近、ある市で少人数教育で習熟度別をやるために定数を加配した。ところが、
加配した定数を既存の人たちが割り振って、教員の持ち時間の軽減に使っていたこ
とが発覚した。それに対して、市町村や都道府県は直すことができない。これは私
どもが見に行って、不適切な使い方をしたものは国庫負担金を返還しろと。これで
一気に締まった。いくつかの市でもそういうことがあり、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いただきた
い。 

（片山議員） 今の標準法の仕組みをそのまま残せばいい。国は標準を決めて、若干の
裁量を地方に認めて、その範囲でやることを法律で決める。守らなかったら制裁措
置を別に書けばいい。それから、給与は別の手続で決まる。標準法は定数を決める
が、給与は法律上別の手続で決まっていくので、それは別に交付税でなくても、地
方税でもとにかく一般財源でやって法律で規制する。高校もそう。標準法で決めて
いるが一般財源だ。高校は義務教育ではないと言われるが、実情はほとんど義務教
育だ。そういう仕組みがあるのだから、思い切ってやっても問題はない。 

（遠山臨時議員） 憲法上、国がやるべき仕事として、社会保障の次に挙げられている
義務教育と、高校とを一緒に論じるのはどうか。 

（片山議員） 社会保障の人件費補助金は足りず、だんだん減っている。生活保護、介
護の要員、ホームヘルパーだって、みんな補助金がない。 

（遠山臨時議員） 義務教育国庫負担制度について何ができるかという角度から、抜本
的な見直しをした。一方で、大事な人材育成、人間力戦略を考えている立場であり、
これを揺るがすことは、国家という土台石を取り払うとしか思えない。 

（片山議員） 警察官の担う治安も国の責務だ。 
（平沼議員） 大学改革について、非公務員型の独立行政法人という非常に踏み込んだ

形だが、今の段階では、地方の国立大学は中央からの締めつけが非常に厳しく、そ
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れによって非常に選択肢が狭まっている。今度の改革においては、民間的発想の経
営手法や、役員改正の導入、学外者の役員参画をやるが、各大学の事務長という非
常に力を持ったところまで踏み込むのか。また、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はいいことだが、その趣旨が現場での運用
にきちんと反映されるようになっているのか。 

   この非公務員型の法人化への移行で、相当自由度も増すが、例えば大学学部の設
置、認可の大幅な弾力化を臨時国会に提出されるが、大学とか大学院自体の設置は
どうお考えになっているのか。この際思い切ってやるべきではないか。 

   ＴＬＯの機能拡充はありがたく、協力させていただきたいが、技術移転だけじゃ
なくて、創業支援の形も協力してやらせてもらいたい。雇用が生まれるから。 

（吉川議員） よい初等・中等教育は大事だが、これと補助金は別の問題だ。国が補助
金を出しているから指導ができるのではなく、本来すべき指導は金とは独立にやる
べきだ。そうは言っても金があるから指導ができるとおっしゃるのであれば、今ま
で国が金を出してきたのだから既に出来ているはずだ。しかし、現在はいろんな問
題が起きているではないか。国として当然するべき指導・監督はやるべきだが、そ
れは金を出してするという筋合いのものではない。 

（奥田議員） 人間力戦略ビジョンでは、どういう人間をつくりたいと書いてあるのか。
かねてから日本に何でたくさん学校や塾があるのか、義務教育でうまくやれば、塾
は要らないんじゃないかと思ってきた。人間力戦略を全部やれれば、これで十分で
はないか。 

（牛尾議員） 国立大学の独立法人化は、よほどの例外を除いては、例えば平成 18 年
３月までに完了させるという期限を切るべきだ。それと並行的に大学に対する規制
改革の推進がどう関係してくるかが読めない。私学に対しては今でも規制が多くあ
り、それが改革で平成 16 年から 18 年の間に全部完了するぐらいの実行計画をつく
らないと。規制改革しないで独立法人になっても手も足も出ないという噂が流れて
いる。非公務員型法人への移行に対して最終期限を設けることと、規制改革の推進
を並行的に全部完了する計画が欲しいということが大事。さらに、教育委員会に問
題がある。アメリカでは教育税の代行者として教育委員がいて、その人が学校を見
ており教育と直結しているが、日本の教育委員会の多くは教育と離れたところで存
在している。教育委員会をきちっとすることが大事で、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では、本末転倒だ。教育委員会をどうするか、10 月ご
ろまでに文部科学省の見解を明確に打ち出してほしい。 

（片山議員） 教科書の選定権限が教育委員会にあるので、教育委員会がしっかり考え
てもらわなければ。 

（本間議員） 国立大学の独立法人化の問題について、現場は混乱しており、堂々めぐ
りの議論ばかりで、ビジョンがわかっていない。こんなテンポで 16 年の４月から
スタートすることは不可能ではないか。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、残任の期間をどうするのか聞かれる。また、事務局長の交
代も 20 年かけてやると言っている。これで良いのか。モデルづくりをぜひ今年度
中にして欲しい。こんなあいまいでは、大混乱が起こる。 
  それからもう一つは、大学の独法化に伴って規制をどう撤廃していくかが重要な
問題だ。独法化の背景には、機関補助から個人補助へ移していく、事前規制から事
後チェックに移していくという２つの流れがあるが、これが見えてこない。例えば、
「トップ 30」などと言って、文部科学省がランキングするが、評価の前に「トップ
30」を打ち出すことは、おかしいのではないか。 
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    学部等について設置基準を大幅に弾力化するというが、現実には、例えば、観光
学部は学問ではないと長年放置されている。これから観光の分野は産業的にも極め
て大きなテーマになるのだが、事前規制が色濃く残っている。消費者ニーズが反映
されるよう、より抜本的な改革を行うべきだ。その点では私立小学校の拡充、コミ
ュニティカレッジ、コミュニティユニバーシティ、コーポレートユニバーシティと
いう問題について、事前には規制せず、事後的にきちんと評価する形にして欲しい。 

（遠山臨時議員） 大学関係についてはかなり誤解があるようだ。平成 16 年度から国
立大学法人に切りかわるが、そうすれば、今規制改革で並べていることが全部でき
る。それまでの間にもできることは早くやろうということで、教員の弾力的な勤務
形態等について検討している。統合・再編についてもできるものから 14 年度から
やっている。それから、今、大学と共同作業で混乱を招かないように鋭意話を進め
ている。事務局長などについても、これからは任命権は学長に属する。大学の学長
の任期をどうするかも大学で決めたらいい。質問ならいつでも答える。 

（本間議員） 建て前と本音を混同されている。今まで各国立大学は完全に文部科学省
のコントロール下におかれており、それを、急にお前たちやれといわれても、現状
では組織的なモデルづくりを早くやらなければ対応できない。今のままでは現場は
混乱する。 

（遠山臨時議員） できるだけ混乱は避けなくてはならないが、今までも不作為の理由
を全部文部科学省のせいにしてきたのではないか。 

    奥田議員の言われるとおり、人間力戦略を行い、特に義務教育では、国費、公費
も出している中で、しっかりと教育をしていれば塾に行く必要はなくなる。それを
一部の予備校や塾の関係者が公立学校では学力がつかないかのようにＰＲしてい
る現状を憂う。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なが
ら学ぶことによって、基礎的な学力が身につき、将来の優れた人材と成り得る。 

   今回の大学設置についての規制緩和は、新たに大学をつくるような場合について
は、教育、研究の質が確保できるかという角度から、ある程度の確認をしなければ
いけない。これは、すべて研究者、教授による審議会で客観的にやっている。 

（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。非常に意欲があるの
で、この地区で１か所とかでなく、やりたいところはどんどんやらせるべきだ。 

（本間議員） 是非、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、
各大学にインフォームしていただきたい。このスケジュールでは絶対間に合わない
と思う。 

（遠山臨時議員） 鋭意やっている。我々も今までの経験にない大変な仕事をやってい
る。 

（平沼議員） もう一つ、例えばブレアは、全国的に一律の１つのカリキュラムをつく
って教育をアップしようとしている訳で、遠山大臣の案では、自由度もいいが、そ
の趣旨が現場の運用に反映されることを担保できるか。 

（遠山臨時議員） それは絶対やらないといけない。今、教員についても評価を持ち込
もうとしており、学校自体の運営の中にも外部の人を入れ、あるいは自己評価をし
て公表することを努力義務化した。今年から学校の活動の内容、教員についても評
価に応じた給与など、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
ろうとしている。教育委員会についても、その点をもっと強力にしていかないとい
けない。 

（竹中議員） とりまとめる。基本的には教育が重要であるからこそ、議論が白熱して
いる。まず、義務教育に関しては、諮問会議の議員の中からは、やはり義務教育の
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仕組みそのものの抜本的な制度改革が必要ではないかという意見が出された。制度
のあり方、これは標準法で縛って、しかし、財源は一般的なものでもいいのではと
いうことも含めて、そういった問題点を受け止めなければいけない。教育委員会制
度の抜本改革についての指摘もあり、負担金を削減するという具体的なプランをつ
くれという指摘も財務大臣からあった。その中では、教育公務員給与の弾力化とか、
人材確保法の一律優遇の問題とかがあり、義務教育に関しては新規参入の道がほと
んど閉ざされている。私立小学校の新規参入の仕組み等も議論の対象になる。これ
は遠山大臣の立場から、国家の土台で少し哲学的な議論を要するという御指摘もあ
り、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。大変重要な問題で時間をかけて議論をする。 

   大学改革に関しては、現場からも声があり、少し誤解もあるのではではないかと
いう遠山大臣の御指摘もあり、終了時期も含めてスケジュールの明確化をしてくれ
という指摘があった。それと規制改革のメニューの明確化という話があった。「ト
ップ 30」というのもある種の事前規制に当たるという指摘もあった。それと、新し
い学部の設置基準等々、今日出された問題について、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き、10 月に引き続
いて、建設的な議論をする必要がある。重要な点は、例えば塾の要らないような教
育制度が一つの共通の認識で、引き続きこの点について議論を詰めたい。 

（小泉議長） 「環境サミット」でも、日本がこれまで発展してきたのは教育を重視し
てきたからで、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
と言う。各国の首脳も、そのとおりだと言っている。日本も今失業等で親にお金が
ないと子どもが学校に行けないという人がいるが、そうではない。すべて奨学金が
ある。誰でも教育を受けたい人は、すべて教育を受けられるという制度があること
をわかりやすく国民にも知らせなければいけない。意外と誤解があるが、親に金が
なくても行ける制度になっている。 

（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知らせないといけない。 
（遠山臨時議員） 奨学金は 30 億円あって、１万人は救える。 
（本間議員） 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ことは前進だった。
ただ、問題は金額が普通の貸与と同じ。根幹から生活の基盤が変わっているときに、
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。小泉内閣で
は雇用、あるいはリスク管理を重視している姿勢を示すためにも、金額を上積みす
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） 就職して自分で金が稼げるようになったら返していけばいいのだから、

利子をつけなくて無償でいい。 
（竹中議員） 緊急採用奨学金の話だと思うが、今、５万円とかそのぐらいだが、大学

の授業料を賄える程度にする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ことをぜひ考えていただければと思う。 

（遠山臨時議員） そのような視点でやっています。 
 

○制度・政策改革集中審議について（尾身大臣） 
（尾身臨時議員） 現在の日本の最大の課題は、産業競争力の強化であり、経済活性化で

ある。そのポイントを握るのは規制緩和と科学技術の振興の２点。 
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 産業空洞化と言われているが、研究開発も空洞化の危惧がある。日本企業も外国の
大学と連携をする動きがあり、日本の大学を魅力的にしなければならない。大学の頭
脳を活用し、産学官連携で新産業を創出するには、研究者、大学、地域など、あらゆ
る局面に競争原理を導入し、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。 

   産学官連携では、大学が競争経済のニーズに合っているかでは非常に評価が低い。
大学の閉鎖性、硬直性を打破し、若い研究者がクリエイティブな能力を最大限に発揮
できる環境を構築することが第一。非公務員型にすることが決まっているが、能力に
見合った給料、処遇を自由に行えるよう自主性を各大学が持たなければならない。 

   現在は純血主義的な大学がかなり多く、競争原理を働かす意味では、大学関係者の
反対は多いが、70％位は他の大学、あるいは外国から採用する方針にすべきである。
先日、北京大学に行ったが、最近５年間で 1,000 人採用し、その内訳は、海外の大学
のドクター、他大学のドクター、北京大学のドクターをとった人を１／３ずつ。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。多様な能力を採用するという意味では大変進んでいる。 

   また、講座制のもとではいわゆる助教授や助手という人々の能力が発揮できない。
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
のように独立した資格で、研究費も自分で独立して、自分の名前で研究できるように
しないといけない。 

   競争原理が働く財政システムの構築。資料の最終ページに表があるが、日本の国立
大学は国からの援助が 49％、37％が授業料等の自己収入、私立大学は国の援助が 12％
で、授業料等が 78％。競争的研究資金は、日本では国立・私立とも８％だが、アメ
リカの公立は 54％、私立は 72％で、大学の経費の大部分が連邦政府を中心とする競
争的研究資金で賄われている。この競争的資金は、いわゆる「グラント」と言われ、
例えば、１億円のグラントをアメリカの大学の教授がとると、それにプラスして大体
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、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、ノーベル賞をとった人でも、「グラント」がとれなければ辞めざる
を得ない。その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、
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。科学技術基本計画でも、５年間で競争的資金を 3,000
億円から 6,000 億円に倍増することを目指している。国立も私立も含め、全体の資金
源を競争的なものにしていくことが大事だ。 

   私立大学の財政基盤については、先ほどの政府の助成が国立大学は 49％、私立は
12％だが、それに加え、実は私立大学が寄附を集めたときに税金をとる。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、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、10 億円の別荘を持っている人が、相続時に、こ
の 10 億円の別荘を寄附するなら、購入価格が１億円として差の９億円がみなし譲渡
所得になり税金が２億 5,000 万円程度から４億円程度になる。それを払わないと 10
億円の別荘を大学に寄附できない。これを税金なしでやれば、寄附を活用でき私立大
学の財政基盤の強化に効果がある。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お金を集めやすいようにしないといけない。寄附ができ
ないため、私立大の学生が全体の８割を占めているが、設備が要る理科系の学部を少
なくして設備の要らない法律、経済、文学部に集中することになり、私大のポテンシ
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ャルが科学技術の発展に使われていない。 
   ２番目が産学官連携だが、大学発ベンチャーの創出が大変に大事で、ベンチャー数

は日本は大体アメリカ、中国の 10 分の１ぐらいという中で、大学の研究成果をベン
チャーで生かしていくよう、起業が起こるように研究の特許を実用化するための壁を
越えなければいけない。「死の谷」を越えるための手当が必要で、ベンチャーをサポ
ートできるような法律、会計等の人材を、急速に育成しなきゃいけない。担保のない
ベンチャーでは、銀行からの間接金融では限度があり、出資という形の直接金融に移
行が必要。これが遅れており、担保がないが将来性のあるベンチャーが苦労している。
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を少なくとも英仏並にや
っていきたい。エンジェルについてのアンケート調査では、お金が集まらない、特に
2,000 万とか、3,000 万の小さいレベルの立ち上がりのお金が難しいとのことだった。
ぜひこの制度は実現していただきたい。 

   それから、産学官連携の内容だが、大学に専門部門を設け、企業の中にも連携の窓
口を設け、大学とのパイプをつなげなければならない。特にアメリカの大学は産学連
携の専門的部局が独立の判断でやっている。民間企業からビジネスのわかるような人
を入れてパイプをつなげていきたい。 

   ５ページ。知的財産戦略本部の検討の成果を整理して実現する。日本版バイ・ドー
ル条項、これは国がお金を出して委託研究する場合、委託された企業なり大学が特許
権を持てるという制度であるが、これが全部で適用されていない。日本でもぜひ適用
していただきたい。また、11 月 18 日、第２回の産学官連携サミットを開く。総理に
も是非ご出席いただきたい。 

   ３つ目が地域科学技術振興のための制度改革だが、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。地方自治体が地域経済活性
化に向けて、公共事業が必要なのか、研究開発にお金を使うのか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。 

   例えば地方交付税の抜本的な改革だが、地方交付税を客観的かつ単純な基準、人口
で交付し、地方が事業の選択をできる体制にしていただきたい。 

   ６ページ。特に地方の国立大学と産学官連携をやろうとすると、地方公共団体が大
変熱心で、土地とか建物の無償提供をしたいとか、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強い要望があるが、地財法でできない。例えば、千葉県の例
で、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、そ
こに各大学の教授を呼んで企業に技術指導をしてもらっているが、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。国立大学だから地方公共団体の千葉県
の施設を使ってはいけないとのことで、現場がこの非弾力的な状況で苦労している。
もっと地方自治体の自主性を生かし、地方自治体が希望すれば使えるよう、ぜひ地財
法の見直しをして欲しい。全国ベースでできなければ、特区制度で現場の要望が実現
できるよう緩和をしていただきたい。 

   それから、経済活性化プロジェクトは前から申し上げているが、産学官連携を中心
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、競争力の強化を図りたいということで、関係省庁と連携をとりながら勉
強、検討をした。１つのプロジェクトは資金規模で 50 億から 300 億、３年～５年ぐ
らいで立ち上げる。15 年度予算要求では、大ざっぱにトータルで、プロジェクト数
で 200、金額ベースで 5,000 億円ぐらい。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い
る。新規をもっと立ち上げたかったが、全体で 20％増という枠内におさめるために



 

 17

かなり苦労して各省要求を出した。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に回して、優先順位をつけていきたいということで、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だ。各プロ
ジェクトの中には、各省の縦割りの中で、タブっているところもある程度あり、そう
いう点についても全部ヒアリングをして調整したい。経済全体の活性化のために大変
大事なプロジェクトであり、ぜひ経済財政諮問会議、財務大臣の御支援もいただきた
い。 

（牛尾議員） 積極的な提案だ。私立大学への寄附も考慮に値する。総合科学技術会議が
できて、総合科学の司令塔として頑張ってもらわなければ困るが、科学技術関連の総
予算は各省にまたがって３兆 5,000 億円ぐらいある。科学技術会議には、調整する力
はなく、各省が権限を持っていて各省が決める。英国やアメリカでは、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。総
合科学技術会議でもそのようにすると良い。その代わり任期は短くし、再任しない。
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。その辺がまだ明確
になっておらず、今は尾身大臣の積極性によって支えられているが、制度として、個
性的な優れた人がメンバーになり、任期を守って、どんどん交代し、主観的な評価で
科学技術を選択していく。そういう欧米型を実現した方が良いのではないか。科学技
術関連の各省の予算は確かにダブっている。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せても構わない。現実に各省の大臣の権
限が強く、放っておくとそれでおしまいになってしまう。それでは無意味で、ぜひ尾
身大臣には、総合科学技術会議の位置づけを明確にしてほしい。「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」
の評価基準は昨年も内閣官房で調整して、結果として大して効果がなかった。運用面
でカバーできる範囲には限界があり、全制度の中での位置づけを強化する必要がある。 

（片山議員） 誤解のないように言うと、交付税の算定方法の見直しはやっている。簡素
化も進めるが、尾身大臣が言うようなことにはならない。地方交付税は一般財源で何
に使うかは地方団体の自由で補助金ではない。 

   地財再建法の 24 条の２項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、お話のようなことは運用上の工夫でやれる。 

（塩川議員） 確かに、同じような研究が重複している。尾身大臣は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、工業試験所等、重複したものを
指導、調整するということをお願いしたい。上積みばかり持ってくるが、こっちを削
るからというメリハリをつけてほしい。私学に対する寄附関連税制の是正は考える。 

（本間議員） 予算編成の点で、科学技術の分野は非常に困難が伴うというのは、大学に
いて実感している。大学で予算編成をするときに、事務官に我々が説明をして判断し
てもらわないと進まない。トップダウン的に新しい分野に予算をつけるのと矛盾して
いる。そこをどういう形で直していくか。総合科学技術会議等で大きな判断が必要に
なる。もう一つは、集中審議１日目の平沼大臣のお話と関係するが、特定財源によっ
て、科学技術の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。
平沼大臣から環境と両立と言われたが、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舵取りと一緒にお願いたしたい。 

（平沼議員） 牛尾議員が言った、特に総合科学技術会議がイニシアティブをとって、
プライオリティを決めて尾身大臣が責任を持ってやることについては、研究開発の
一旦を担っている担当大臣として賛成だ。それから、特別会計については、一昨日
も言ったが、環境省と共菅をしてでもやる。もう一点は、技術として成熟してきた
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原子力関係の予算が全体の科学技術関係予算の下で大きな比重を占めるが、そろそ
ろ見直す時期だ。原子力関係でも、例えばＩＴＥＲとか核燃料サイクルがあるが、
比率を少し変えていく方向も打ち出していく時期に来ている。 

（石原臨時議員） 尾身大臣の一番最初のところに、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」が車の両輪とある。それがなぜうまく
いかないか。総合科学技術会議の問題で牛尾議員が指摘されたが、規制改革も実は
同じで、昨日の保険者のレセプトの話のように、決まっていても、規制を持ってい
る側が離さなければ、規制緩和はなされない。また、例えば、農業生産法人に関す
る事業要件の緩和も、やってくれと頼むだけだが、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緩和されない。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。「1
3 年度中に措置」とあって、その次は「14 年度中に検討開始」とか「15 年を目途に
検討を開始する」と延々とやっている。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、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話が進まない。数日来、
規制緩和が進まないと言われて私は針のむしろだが、現実はどこかがやると決めな
い限りは、科学技術の予算配分の話も含めて進まない。 

（尾身臨時議員） 御理解をいただきたいのは、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」をつけて、ふたを
開けてみたら各役所別の伸び率が同じだったでは困る。尊重した結果を、役所別で
伸びを変えてもらいたい。それを変えれば、調整できる。財務大臣、我々はきちん
とランクを付けるから、それに応じた査定をやってもらい、結果としてきちっとし
た要求したものを伸ばしていただきたい。 

（塩川議員） 無限に金があればできるが、限りある金なら、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％増の要求をしており、政治的にこれができるような枠組
みになっている。今まではシーリングで出来なかった。今年は、各省の間の予算の
移動を、どれがいいか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
きたい。移動すれば科学技術会議が力を持ってちゃんとできる。結果的に伸びが各
省同じだったら、また同じことになる。 

（竹中議員） 石原大臣と尾身大臣の御指摘は、内閣府の大臣に共通した悩みであり、
すべて担当大臣にお願いしないとなかなか進まないという意味で直接権限がない。
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強化ということだが、ど
のような形で強化するか、例えば評価システムの明確化とか考えはあり、それはプ
ランを出していただけないか。同時に、例えば委員に大きな権限を与え、同時に任
期を明確化して人が入れかわるようにすることも大事だと思う。そうした指摘を踏
まえてどうするか、その案を尾身大臣によろしくお願いしたい。私立大学への寄附
は大変重要で、これは塩川大臣の方で受けてくださるので案をつくっていただきた
い。 

   あと、尾身大臣に対するお願いとしては、エネルギー分野に科学技術予算が偏っ
ており、これをどうするかということ。それと、研究の現場、末端での使い方につ
いてどんな工夫が可能か、これも案を出していただきたい。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。
 総理どうぞ。 

（小泉議長） 環境保護と経済開発は世界的な課題で、これを両立させる鍵が科学技術
だから、尾身大臣が今言ったように、「Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ」を各省庁が整理して、そ
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れを尊重することにしよう。財務大臣お願いします。 
（塩川議員） それをきちっとすればいい。それが要求だけしか出てこない。削る方が

全然出てこないではだめ。 
（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。 
（竹中議員） 総理所感を手元に配られた形でいただいている。 
（平沼議員） 最後に一言。３日間７省で皆さん努力をしていい点が出た。私は７省以

外も聖域なき構造改革であれば、十分議論する必要があると思う。 
（片山議員） やるならテーマを絞った方がいい。ばらばらでは散漫になる。効率的に

やるべきだ。 
（竹中議員） この３日間の集中審議について、総理から論点の取りまとめを指示され

たので、次回お出しして確認させていただく。去年に比べれば、論点が絞れている。
なお、有識者議員から提起のあった問題、それに対する塩川大臣からの提案等は、
９月９日に議論をさせていただきたい。 

（以 上） 


