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経済財政諮問会議 議 事 録 （  平成 14 年第 32  回）

（開催要領） 

1．開催日時: 2002 年 10 月 31 日（木）17:35～19:10 

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 塩川 正十郎 財務大臣 

同    片山 虎之助 総務大臣 

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 

西室 泰三 地方分権改革推進会議議長 

水口 弘一 地方分権改革推進会議議長代理 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1)制度・政策改革集中審議のフォローアップについて 

(2)その他 

3．閉会 

（配布資料） 

○事務・事業の在り方に関する意見について（西室地方分権改革推進会議議長提出資

料） 

○国庫補助負担金の廃止・縮減及びこれに伴う税源移譲の考え方（塩川議員提出資料）

○片山議員提出資料（「国と地方」関係） 

○片山議員提出資料（「規制改革」関係） 

○義務教育費国庫負担制度に関する論点整理（竹中議員提出資料） 

○遠山臨時議員提出資料 
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（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから、今年32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。 

議事でありますが、今日と明日は、８月末に行いました「制度・政策改革集中

審議」のフォローアップを行う予定であります。 

本日は、地方分権改革推進会議から御説明をいただきまして、それを受けまし

て、片山大臣、遠山大臣からそれぞれ御説明をいただきます。 

このため、後ほど遠山大臣が臨時委員として出席されます。また、地方分権改

革推進会議の西室議長、水口議長代理に御出席をお願いいたしております。 

○制度・政策改革集中審議のフォローアップについて（地方分権改革推進会議）

（竹中議員） それでは、早速ですけれども、昨日とりまとめられました推進会議の

報告につきまして、西室議長、水口議長代理から御説明をお願いいたします。 

（西室議長） それでは、まず、私の方から説明を開始させていただきます。 

今、御紹介がございましたように、地方分権改革推進会議は、中間報告の公表

の後で、６月25日に総理の御指示をいただきまして、精力的に調査、審議を行い

ました。 

その結果としまして、10月29日の一昨日でございますけれども、事務・事業の

在り方に関する意見をとりまとめさせていただきまして、昨日、水口議長代理と

私から小泉総理に提出させていただいた訳でございます。 

お手元にクリップでとめております資料でございますけれども、この１冊にな

っております方が本文でございまして、それの前に「事務・事業の在り方に関す

る意見について」というサマリー版がございます。本日は、サマリー版を基にし

て御説明をさせていただきたいと思います。 

まず、この意見の位置付けということでございますけれども、この意見は、昨

年７月にこの会議が設置されて以来、これまで49回審議を行いまして、その集大

成として国と地方の役割分担に応じた事務・事業の在り方についての結論を示し

たものでございます。 

内容といたしましては、各行政分野における国と地方の役割分担の明確化。そ

れから、国の地方に対する関与の見直しと併せまして、国庫補助負担事業につい

ての検討を行って、関連する国庫補助負担金の在り方についても研究をさせてい

ただいたところでございます。また、この意見の中では、各分野を聖域なく見直

しの対象として取り上げまして、各省庁と相当部分合意をいただいたところもご

ざいますけれども、合意を得たところだけではなくて、合意に至らなかった事項

についても、敢えて当会議からの見解として示させていただいているということ

でございます。 
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改革の方向でございますけれども、この意見で提言しました見直し方針や具体

的処置の哲学とも言うべきものを述べたものでございまして、これには５点ござ

います。 

まず一番最初が、「補完性の原理」に基づく国と地方の役割分担の適正化とい

うことでございまして、私どもは、これをナショナル・ミニマムの達成からロー

カル・オプティマムの実現へと、地域ごとの最適状態と言ってよろしいかと思い

ますけれども、そういうふうに名付けております。 

地域における総合行政化の推進。 

地方の創意工夫の発揮と知恵とアイデアの地域間競争。 

地方における自主的な財政運営が可能なシステムの形成。 

国の決定についての地方の参画の確保ということでございます。 

この中で、ナショナル・ミニマムとローカル・オプティマムという概念そのも

のは、私どもの考え方の基礎でございますので、少しだけこれについて解説をさ

せていただきたいと思います。 

ローカル・オプティマムの実現と申しておりますのは、従来のナショナル・ミ

ニマムというのが国の方針であった。それは、政策分野ごとに達成すべき目標を

設定して、それをどの地域でも最低限達成すべき基準であるというふうにして、

その達成を目指して事業を計画、実施するということが従来から行われてまいり

ました。 

しかも、その上に、一度その目標が達成されると、更にその値を引き上げて、

次のときには新しい目標値と、これがナショナル・ミニマムだというサイクルが

繰り返されてきた。これは右肩上がりの時代には適応できたかもしれませんけれ

ども、これから先は適応がしにくいことであります。この実現のために、国は地

方に対して大きく関与を行い、補助金を通してそれを実現するという壮大な仕組

みが現在でき上がっているということでございます。 

こういうナショナル・ミニマムの考え方そのものは、これをそのままにしてお

きますと、この仕組みが存在する限りは、国の地方への関与は止まないし、国と

地方の明確な役割分担に基づいた地方の自主性、自立性というものは育ち得ない。

従来、先ほども申し上げましたように、先進諸国へのキャッチアップを目指し

ているという状況の中では当然であったかもしれませんけれども、その考え方を

振り払って、やはりそれぞれの地域が自己決定と、限られた資源の有効利用とい

うことを基にして、国の関与や規制や補助金による制限を廃止・撤廃して、各地

域において住民のニーズに適した最適の政策形成が可能になるような状態を目指

そうと、これがローカル・オプティマムという考え方でございます。 

それぞれの事務の性質に応じまして「補完性の原理」というのを導入すべきで

あろうと。つまり、地方でやれることは、地方で裁量権を持って自主的・自立的

にやるというのが原則でありまして、更にそれでやり切れない部分は、その上の

大きな地方の自治体がそれをカバーする。さらに、国は国で、国でなければやれ

ないことに専念する。そういう形になるべきであろうという考え方でございます。
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この改革で目指している自主・自立の地域社会の姿というものは、市町村合併

の進展を踏まえまして、地方自治の自主的・自立的な担い手として、一定の規模

と、しっかりとした行財政運営の基盤を持って、地域の発展において先導的な役

割を果たすような逞しい地方都市の誕生を期待するというふうに、この本文の中

では書いてございます。 

それと併せまして、分権型の行政システムへの転換に向けては、従来の中央集

権のシステム、あるいは右肩上がりの時代に既に形成された国と地方の相互の意

識改革というものが必要である。意識の改革こそが、まさに必要とされていると

いうことであります。 

今後、国庫補助負担事業の廃止・縮減の議論は、この経済財政諮問会議を始め

とする政府内の議論に移行するということになりますので、私どもがここに述べ

ました意見を十分に踏まえて検討していただきたいというふうに思っております。

それから、私どもはこの意見で示しました、国と地方の役割分担に基づいて、

またこちらで年末までにとりまとめられるというふうに聞いております、国庫補

助負担金事業の廃止・縮減についての政府の方針を踏まえて、国と地方の税財源

配分の在り方について、「基本方針2002」に示されているとおり、国庫補助負担

金、地方交付税交付金及び税源移譲を含む税源配分を三位一体で検討していくと

いうことでございます。 

その後、併せて地方行財政改革の推進と、行政体制の整備についても検討する

予定ということでございます。 

次に、水口議長代理の方から、分野別の各論につきまして、御説明を申し上げ

ます。 

（水口議長代理） それでは、引き続きまして、小委員長としてまとめたという立場

から、「４．分野別の見直し方針と具体的措置の提言」につきまして、簡単に御

説明を申し上げます。 

今、135 項目の具体的提言をしておりますが、その中で約10項目が関係省庁と

意見が合わないというものがございまして、それも敢えて提言をしております。 

以下、平行線になっているようなところを中心に概略を御説明したいと思いま

す。 

まず、第一は「社会保障」。 これは、37項目提言しておりまして、４項目が平

行線ということでございます。 

「幼稚園・保育所の制度の一元化」ということでございます。これは、本文の

10～12ページでございますが、行政の総合化を第一の方針として挙げております

が、私ども当会議としましたら、地域ごとの判断で、幼稚園・保育所の一元化が

可能となる方向での制度の見直し。まず、資格の一元化。次に、制度の一元化を

求めております。併せて、関連する補助負担金の一般財源化にも言及をしており

ます。 

次に、「保健所長の医師資格要件の廃止」でございますが、保健所に医師は必

要であるという点は勿論でございますけれども、地方の判断で所長は医師でない
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者を置くという選択肢も認めるべきであるということであります。 

次に、「保育所の調理施設の見直し」ということでございますが、保育所には

調理施設はあってもいい訳ですが、国が必ず調理施設を置くべしとまで全国一律

に義務付ける必要はなく、地方ごとの判断を尊重してよいのではないかというこ

とでございます。 

次に、「教育・文化」。これは、24項目提言しておりまして、３項目必ずしも

一致していないというものがございます。 

最大の問題の「義務教育費国庫負担制度の見直し」。何か今回の分権会議の意

見が、これに集約されているとの報道もありますけれども、私としては、これは

後ほどありますように、公共事業についても我々が提言している中身は全部を合

わせると、ほぼ５兆円という対象項目がある訳でございます。義務教育費国庫負

担は約３兆円でございますが、ここに議論は集中しておりまして、詳しくは本文

の中の23ページから24ページをお読みいただきたいと思います。 

若干詳しく申し上げますと、義務教育に国は一定の役割を果たす。これは当然

でございますが、これからの時代におきましては、地域とか、各学校の自主性、

主体的判断が非常に尊重されるような方向での見直しが必要と考えております。 

既に学習指導要綱であるとか、学級編制基準等は大綱化、弾力化が図られてき

ておりますが、こうした関与の裏付けとなっている国庫負担金制度の見直しは、

これまで十分に行われてきておりません。 

したがって、義務教育も地方の自治を制約することがあってはいけないという

ことで、地方分権改革推進会議としては、義務教育も基本的に地方に任せてよい

ということなら、その財源も地方の財源であるべきとの立場から、義務教育費国

庫負担金の一般財源化の検討を提言しております。 

しかしながら、現状を見ますと、今直ちに一般財源化、すなわち義務教育費国

庫負担制度廃止ということではなく、教育改革を巡ります議論の中での合意形成

や、受け皿としての地方行政体制の問題の整理も、まず行われることが重要と考

えております。 

他方、だからと言って改革を先延ばしすることは適当ではありませんので、中

間報告でも提言しております、負担対象経費の見直しを改革の第一歩として位置

付け、そして地方の創意工夫を促し、裁量の範囲を拡大するという観点から、負

担金の定額化、交付金化についての検討にも直ちに着手すべきであると。そして、

いずれ一般財源化の方向に向かって検討しようという提言を行っております。 

次に「公共事業」でございます。 

これは、45項目を提言しておりまして、１つが平行線ということでございます。

少ないじゃないかという御意見もあります。これは、かなり定性的な提言になっ

ておりますので、具体的には項目も非常に多いということで、定性的な方向につ

いては、「改革と展望」の期間中における国庫補助負担事業の廃止・縮減等の改

革という、本文の44～49ページでございますが、この公共投資水準の重点化、効

率化を着実に実施するということを求めておりまして、その結果、公共投資全体
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に占める国庫補助負担事業のウェートは順次低下していくと考えております。 

その次に、地方にできることは地方に委ねるとの観点、すなわち国の関与を縮

減して、地方の責任と権限を大幅に拡大するという観点から、公共事業に関わり

ます国庫補助負担事業の縮減を行う際の基準を提言しております。 

３つほどしておりますが、第１に、道府県や市町村といった事業実施主体の観

点からの見直しであります。 

例えば、国の市町村事業への助成を縮減すること。 

第２に、公共事業の対象施設の性格に応じた重点化であり ます。 

第３に、個々の事業の特性を踏まえた国庫補助負担事業の採択基準、例えば事

業規模というようなものの引き上げ等の見直しでございまして、このような考え

方を踏まえまして、道路や河川など11の事業分野別に国庫補助負担事業の廃止・

縮減などの改革方向を具体的に提言しております。 

次に、直轄事業の事前協議制。ここは必ずしも意見が一致しておりません。や

はり、地方の立場から言えば、直轄事業についても事前協議ということを強く求

められておりますので、それが是非必要であるということでございます。 

次に「産業振興」。 

これは、14項目の提言のうち、４項目が必ずしも合意ができていないというこ

とでございます。 

具体的に言いますと「協同農業普及事業の在り方の検討」ということでありま

す。農業改良普及員は約１万人ございますが、その在り方は基本的に都道府県に

委ねていくべきであると考えております。 

具体的には、改良普及員の必置規制の廃止、ないしは大幅の緩和。協同農業普

及事業交付金の一般財源化、改良普及手当の在り方の抜本的な見直し等について

検討することを提言しております。 

次に「農業委員会の在り方の検討」であります。 

農業委員会につきましては、必置規制等によりまして、なお市町村議会議員と

同じ６万人近い委員数が維持されておりますことから、抜本的な見直しが必要で

あることを提言しております。 

具体的には、農業委員会の制度そのものは存置しつつも、現在の業務を農業委

員会が実施するか、市町村部局が実施するかは、市町村条例による選択性に委ね

ることなどを含めました必置規制の撤廃、又は大幅緩和を検討することとしてお

りまして、農業委員会交付金の一般財源化を図ることについても検討することを

併せて提言をしております。 

「治安その他」につきましては、15項目の提言をしておりますが、方向性とし

ては、ほぼ関係省庁と一致しているという状況でございます。 

具体的な説明は以上でございます。 

（西室議長） 付け加えさせていただきたいと思いますけれども、私どもの会議の最

終段階におきまして、非常に大きな議論になったのは、義務教育費の国庫負担の

問題です。 
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その問題の中で、評価が非常に分かれた部分と、全体の方向として一致した部

分とがあり、全体の方向としては、将来的には一般財源化を目指すべきであると。

そして、地方の自主性に任すべきであるという考え方。それは、完全に全体の方

向付けとして一致をしたということでございますけれども、まず、差し当たって

３兆1,000 億のうちの5,000 億という文部科学省の御提案についての評価が、は

っきりと２つに分かれたということでございます。 

文部科学省からの御提案の対象が、主として共済費と退職金ということになっ

ておりますものですから、これは義務的な経費であって、裁量が効かない。これ

を国庫補助負担金から外すというのは、地方の自主性には全く結び付かないので

はなかろうかという議論が一方にあった中で、もう一方の議論は、従来全くかた

くなにそういう義務教育費の国庫負担を譲らなかった文部科学省が、5,000 億と

いう金額について提示してきたということについては、まず第一歩として評価す

べきであろうと。 

また、それに現在の退職金と共済金、つまり年金でありますけれども、これに

ついて全く裁量が効かないという状況そのものは、これから先の国家公務員制度、

あるいは地方公務員制度、その処遇その他の改革というのがアジェンダに乗って

いることを考えれば、ここにおいて分離をするということも一つの意味があるだ

ろうという評価をいたしました。結論的には、これを一応受け入れるという形で、

私どもの最終のものはできております。 

これを外す場合に、税源の移譲をはっきりとそこで書くべきであるという意見

が、委員の中で非常に強くございました。 

結論的に税源移譲の話は、そこには書き込んでおりません。そしてこれはまた

三位一体の議論の中で処理すべきものだという言い方になっております。 

私どもは、ここで国庫補助負担金の地方に対する移譲と、一般財源化というこ

とをやった場合に、いちいち私どものところが、一番最初から税源移譲を行うと

いう１対１対応でやっていくということは、これから先の三位一体の議論の障り

になる可能性があるということで、これを入れていなかったという考え方でござ

います。 

以上２つの点、税源移譲の点と、それから対象経費の評価についてははっきり

と意見が分かれておりました。その点につきましては、一応詳しく御説明をする

必要があるというふうに思います。 

以上でございます。 

（水口議長代理） ですから、先ほど申し上げました、23ページから24ページに、異

例でございますけれども、意見、評価がはっきり分かれたということは明記して

ございます。その上で、15年度から実施するものとして、一般対象経費の見直し

ということで、文部科学省から出されている5,000 億の提案に対しては評価が分

かれていますけれども、この見直しが義務教育費国庫負担制度全体の見直しにつ

ながる契機となるのであれば、その限りで当会議としては、改革に向けた第一歩

と受け止めるという表現をしておりまして、15年からそれを、しかもこの中身に
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ありますように、ここでも委員の中からは税源移譲を伴わなければならないとい

う強い意見もありましたけれども、次の段階で国と地方の税財源配分の在り方に

ついて、「基本方針2002」に示したとおり、三位一体で検討することとしておる

ということであります。 

あと、16年度からは客観的手法に基づく定額化、交付金化と負担制度の見直し

をして、そして継続的検討のものとして義務教育費国庫負担金の一般財源化とい

うことを提言したということでございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。塩川大臣から資料が出ております。 

（塩川議員） 私の方から、どうも西室議長以下、大変御苦労いただきまして、まと

めていただきましてありがとうございました。 

私の方の国庫補助の負担金の廃止・縮減の税源移譲の考え方でありますけれど

も、今日こうして報告をいただきました補助金・負担金の廃止の考え方につきま

して、推進委員会の方でなさった中で、私たちが特に申し上げたいことは、国の

関与の縮小を通じた地方の自立を確立するためには、地方への義務付けの縮減と

併せて実施することが必要であると。そのことにつきましては、先ほどペーパー

の中にございましたんですが、ナショナル・ミニマムの見直しをするということ

でございましたが、これと併せまして、法定受託事務とございますが、これの見

直しは、すなわちナショナル・ミニマムの見直しだと、こう解釈してよろしいで

しょうか。それと、行政指導的なものも含むと解釈をしてよろしいと。 

（西室議長） まさにおっしゃるとおりです。 

（塩川議員） そうしますと、シビル・ミニマムの見直しというのは、どういうよう

な手順でやられるかということですが、これも私の関心のあるところでございま

す。 

いずれにしましても、行政のスリム化を実現する観点から廃止・縮減を図って

いくことが重要であると。 

（片山議員） 塩川さんの件は、私と一緒にやった方がいいと思います。議論が散漫

になりますから。 

（竹中議員） とりあえず御発言をいただきます。 

（塩川議員） それから、税源配分の考え方でありますけれども、それでは簡単に発

言しておきます。 

１つは、財源の移譲というものを１対１でやったらキリがないと思います。や

はり、この経済財政諮問会議での決定のとおり、国庫補助負担金と税源移譲と交

付税は一体として解決してもらうものだと、私どもは絶対にこの路線で解決をし

てもらうということ。 

もう一つ、プライマリー・バランスについて。国の方は14年度で13.3兆円のマ

イナスなんですが、地方の方は逆に３兆円の黒字だという現実があるんです。こ

の点も税源移譲の点について考えていただきたいと思っております。 

（片山議員） それは計算がおかしいのです。 

（塩川議員） ちょっと待ってなさい。国の事業の財源は、ほとんど国債に頼ってい
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るということです。この問題をやっぱり入れて、それでは税源移譲の国債の分も

移譲していくのかということになって、それも併せて考えていかなければならぬ

だろうということなんです。 

いずれにしても、三位一体でできるだけ早くそれを解決して、それで権限の委

譲も私どもは早くやりたいと思っておりますので、御苦労ですけれども、引き続

き御審議いただきたいと思っております。 

（竹中議員） ありがとうございました。中身の話は、片山大臣、遠山大臣のところ

でやらせていただくことができると思います。 

西室、水口報告に対してということで、特に御発言はございますでしょうか。 

片山大臣。 

（片山議員） 私の意見を言う前に、西室議長、水口さんに御質問をさせていただき

たい。事務事業の見直しですが、権限の配分や関与の縮小については、相当個別

によくやっていただきました。各省庁の抵抗の中でしっかりやっていただいたと、

それは敬意を表したいと思います。 

そこで、今回６月25日に総理から三位一体の改革をやるために、まず、その前

提として国庫補助負担金の整理合理化の案をつくるようにという指示があった訳

でございまして、それは三位一体の改革を行うために、まず、国庫補助負担金か

ら取りかかろう、年内に国庫補助負担金の見直しの結論を出して、三位一体改革

全体は来年の夏ぐらいまでに方針を決めようということです。 

そういうことから言いますと、今回のこの報告の中に国庫補助負担金の見直し

によって全体をどのぐらい削減するかということが要るのです。それがどうなっ

ているのか。何か５兆円とかいう説明がありましたが、どこにどう書いてあるの

かさっぱりわからない。もう一つは、各省庁に、これから国庫補助負担金の見直

し、整理合理化をやる検討を始めてもらう訳ですけれども、検討を進めるための

考え方、具体的な基準を分権改革会議で示すべきだと思いますが、それがあるの

かないのか。 

それから、国庫補助負担金見直しの場合の税源移譲について、個別のことはな

かなか言えないと思いますが、税源移譲を行うということははっきり言っていた

だかないと。どの税を移譲するなどということは、また別の議論なのですが、そ

れがはっきりしていないと思います。これがまず、国庫補助負担金全体の質問で

あります。 

それから、大きい２つ目は、義務教育の国庫負担金について、共済の負担金や

退職手当は、これは定数が決まれば自動的に決まるのです。これを地方に移譲し

たからといって地方の自主性が拡大するものでは一切ありませんし、効率化にも

つながらない。地方への付け回しになる。しかも、それについてそれが契機にな

るならば、退職手当など一部だけ切り離さずに義務教育費国庫補助負担金全体に

ついてどうするのかということの議論をしていただく方が、私はずっとよかった

のではないかと思います。 

そこで、5,000億円と額は大きいですけれども、これは今は5,000億円ですが、
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10年後には２倍になり、15年後は３倍になるのです。高齢の教員の方が多いから

です。それについてきっちりした財源措置がなければ完全な地方への付け回しな

のです。 

分権改革会議は、5,000億円を一般財源にするというようなことを言っておられ

ますが、知事会を始めとして地方は全部要らないと言っているのです。それは、

やはり事柄の中身が分かっているからです。だから、どこに自主性の拡大があり、

効率化があるのかということの説明をいただきたい。全体の国庫補助負担金の規

模、各省庁が検討する場合の基準や考え方、それに税源移譲をはっきり打ち出さ

ない。三位一体の柱の１つは税源移譲ですから、その税源移譲を後ろに置いてい

るような言い方では、これはなかなか地方分権改革推進会議としては、いかがな

ものかなと思っております。 

（竹中議員） それでは、お願いします。 

（西室議長）  それでは、全部答えられるか、水口さんにもお手伝いいただきながら、

お答えしたいと思います。 

まず、全体の金額について、敢えて明示をいたしませんでした。ただし、対象

になる国庫補助金につきましては、これが対象ですという１枚のリストがござい

ます。この中から具体的に削っていくというものを考えているということでござ

います。 

中には、先ほど御指摘の義務教育費の３兆1,000 億のうちの5,000 億というふ

うな具体的金額提示のあるものもございます。あるいはパーセンテージの提示が

出ているものもございます。色々な考え方がありまして、考え方そのものは基本

的には、この本文をお読みいただければ、具体的にそれぞれについて考え方の明

示はしてあるということでございます。 

その次に、税源の移譲というのが、私どものアサインメントの中にはっきりと

入っているという御指摘でございますけれども、これは国庫補助金というものを

考えたときに、必ず税源移譲というものが１対１で付いてくるお考えとしか思え

ません。私どもは三位一体の改革をやるという考え方は、これはまさに国庫補助

金と交付金と税源の問題。更に敢えて言えば、地方債の問題というのを併せてお

考えいただくのが当然の筋であって、１対１でこの補助金を削ったから、この税

源は移譲しますということを１対１対応で事務的にやっていくようなことをした

ら、一体何を全体のスキームとして討議をなさるのか、それが分からないという

考え方を持っております。 

さらに、義務教育費の中で、5,000 億の対象、文部科学省提案でございますけ

れども、総務大臣のおっしゃっておられるのは、現行の法律、現行の公務員制度、

これが未来永劫続くという前提に立って、それで３倍とかおっしゃっております

が、３倍という数字そのものも実は現在のシステムで計算が簡単にできるもので

はなくて、ほかの数字も明らかにございます。もっとずっと小さい数字もござい

ます。 

それで、現行の制度がそのまま続くという御決心でしたらば、実際には国の改
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革はできないというふうに、私が皆様方が決心しておられると思うので、敢えて

申し上げますけれども、現行の法律の下においては、相当に制約のある経費項目

であるということが事実でございます。 

私と水口さんが、責任者として議長、議長代理をやらせていただくのは、民間

が色々現在やっていること、今までやってきたこと、これからやろうとしている

こと、これについて国の制度をどういうふうにそれを参考にしながらお変えにな

っていただくかということについての提言をさせていただくという意味があると

いうふうに私どもは解釈をいたしております。 

そういう点では、退職金の問題にしろ、年金にしろ、共済費にしろ、まさに給

与とともに、これから先の検討対象に当然ならなければいけないものであり、公

務員制度の改革という中で、はっきりとそれを改革なさるとおっしゃっている以

上、そういうものははっきりと変わっていくものである。そういうふうに考えま

したので、これを受けることについては当然であろうというふうに私は思います。

以上ですが、何か。 

（水口議長代理） いや、今の議長の説明に尽くされていると思いますけれども、若

干付言しますと、そういうことで文部科学省の案をそのまま丸呑みしたというの

ではなくて、先ほど読み上げましたように、制限を付けて、これが改革につなが

ると、その第一歩という位置付けでやったということでございまして、我々も民

間で言えば、人件費は流動費であります。退職金も完全にポータビリティを出し

て４０１Ｋであるとか、相当変わってきております。 

ところが、勿論法律の問題は色々ありますから、そこまでいきませんけれども、

しかし、例えば参考にはなるんではないかという観点が西室議長からございまし

た。 

例えば、16年度からの国立大学の法人化に伴い、現在基準になっている俸給表

というものがなくなる、これをどうするかということで、教員の給与体系の見直

しということもあるんではないか。 

あるいは、18年度には、公務員制度改革ということが言われておりますが、そ

ういう意味からいきましても、従来聖域とされていた義務教育費国庫負担金の問

題が脚光を浴びてきたということは、我々としても取り上げていく意味が非常に

あるというふうに積極的に考えております。 

（竹中議員） 片山大臣、塩川大臣の順番でお願いします。 

（片山議員） 補助金、負担金の見直し対象をこれだけにしたと言いますが、対象で

は駄目なのです。どういう基本的な整理合理化の方向で、どれだけの削減を目指

すかということがないと、三位一体の改革になりません。それでは、税源移譲を

どれだけ行う、交付税をどう見直すということにつながらない。対象は国庫補助

負担金全部ですよ。こんなことでは私は答えにならないと思います。 

それから、給与制度については、御承知だと思いますけれども、公務員は、労

働基本権が制約されていまして、代償措置として人事院制度や、都道府県には人

事委員会制度があるのです。しかも、法律上、国は民間準拠であり、地方の場合
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には国家公務員準拠なのです。義務教育ですから大学とは別ですよ。そこでその

制度が将来変わるのではないかというお話ですが、公務員の地位を直さないと法

的には基本は変わりません。それはみんな承知している。仮に少しぐらいは変わ

るかもしれないけれども、その不確定なことを理由に、退職手当を国庫負担の対

象外とすることが地方の自主性につながるなどということは一つも説明になりま

せん。民間と違うのですから。労使交渉では決まらない。 

（西室議長） 大臣のおっしゃることは分かりました。民間と根本的に違うとおっし

ゃることは分かります。 

しかしながら、これから先変えていく必要があるというふうに御認識になって

おられる部分があるのではないでしょうか。公務員制度を現行のまま維持なさる

とおっしゃるんでしたら。 

（片山議員） 基本は維持します。そうでないと公務員というものがなくなってしま

う。 

（竹中議員） 申し訳ありません。塩川大臣の御発言をお願いします。 

（塩川議員） 今おっしゃった中で、税源移譲の問題については触れなかったという

こと、私は今、分権会議でそれを触れたらむしろ越権だと思います。やはり三位

一体で解決するということをきちっとしておいてもらわなければいけない。です

から、財源については触れなかったということは、それなりの理由が十分あった

と。 

例えば、義務教育関係補助金一つ取ってみますと、表に出ている補助金という

ものは、消費的支出、つまり人件費なんかの問題ですが、それで２兆8,000億、約

３兆円です。それから、物件費の資本的な支出、これは全部で約0.2兆円というこ

となんです。 

そのほかに、交付税で５兆幾らかが出ている訳です。そうしますと、合計しま

すと８兆4,000億円で、義務教育費全体の経費が10兆3,000 億円ぐらいと言われる

んです、そのうちの何と８兆4,000億円は実は国費なんだということなんです。こ

れが補助金と負担金、それと交付税を全部合わせて義務教育が行われているとい

うことですから、この人件費の消費的支出の分だけ切り離してどうするというこ

とは、できない話だと。ですから、一刻も早く方向を決めていただいたら、三位

一体の議論をきちっと併行して進めてもらわなければいかぬと、私どもは是非お

願いしたいと思います。 

（片山議員）  国が負担すべき5,000億円を地方に負担させるのでしょう。その地方に

負担させる財源を手当せずに、5,000億円だけ負担しろというのは筋が通らない話

です。私は個々の税をどうしろなどと言っていません。財源は税源移譲なり交付

税で措置するということを書かないと、単なる地方への負担転嫁、付け回しでは

ないですかと申し上げているのです。 

（竹中議員） 西室議長。 

（西室議長） これは、何も書いてないんではなくて、それはちゃんと手当をして、

はっきりと税源移譲を書けというのが色々とサジェスチョンとしてまいりました
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し、委員の中でもありました。私どもは、はっきりと書かないということが、現

在のこの会議の立場としては当然であると。先ほど、財務大臣から応援演説をい

ただきましたけれども、私どもはここで書いてしまったらば、これから先の三位

一体議論の障りになると。 

（片山議員） では、何もしないのですか。 

（西室議長） いや、そうではございません。 

（片山議員） 地方の負担を増やすものについての財源措置はどうするのですか。地

方財政計画で年間の地方負担額を決めるのでしょう。無責任極まりないではない

ですか。 

（西室議長） それは全く違います。地方財政計画の中で、しっかりと審議をしてく

ださいと書き込んであります。 

（片山議員）  正確に5,000億円の負担を増やすものについて、交付税なり税源移譲で

きちっと手当をするという財源措置を書かないと、だれも受けません。だから受

けないと言っているのです。今、地方は、税源移譲してもらっても受けないと言

っているのです。 

（塩川議員） 5,000億円というのは、４年で分割して入ってくるんです。 

（片山議員） それはまだ何も決まっていない。 

（塩川議員） その分を予算全体の中で消化していくということなんです。 

（西室議長） 初年度何千億になるか分かりませんけれども、それについて論議をす

るのは予算の段階であって。 

（片山議員） 地方分権改革推進会議ですから、財政制度等審議会ではないのです。 

（西室議長） 失礼でございますけれども、私どもが財政審の委員も兼ねていること

について、誤解をしていらっしゃるんではないですか。 

（片山議員） 全くしていません。地方分権を進める方向での御議論を賜りたいと私

は常々言っているのです。 

（西室議長） 私どもは、地方分権を進めるために必要な議論をやっておりました。

１対１で全部尻ぬぐいをするというふうにしたくないということです。 

（竹中議員） ありがとうございます。義務教育の話は、後でまた出てまいりますの

で、この報告についてということで、特に御発言、御確認等々、もしございませ

んでしたら、時間の関係がございますので。 

（片山議員） 義務教育について議論するということですね。 

（竹中議員） はい、これはどのように三位一体を進めていくかということを、是非

後で御議論をさせていただきたいと思います。 

（小泉議長） 報告を受けて、これから議論する訳ですから、御苦労さまでした。 

（西室議長） よろしくお願いいたします。そういう意味で、方向付けをいただきな

がら、私どもこれから先お仕事を続けさせていただきたいと思います。 

（水口議長代理） 最後に一言申し上げますと、私どもは総理の指示によって、まず

事務事業の問題、これはフェーズＩと意識して、フェーズⅡで１年以内に三位一

体で検討するということで、これからそれに取りかかろうというつもりでおりま
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す。 

（竹中議員） その全体の仕切りにつきましても、後でまた議論をさせていただきま

す。 

議長、議長代理、どうもありがとうございました。 

（地方分権改革推進会議議長・議長代理退室） 

○制度・政策改革集中審議のフォローアップについて（片山大臣）

（竹中議員） それでは、少し時間が押しておりますけれども、片山大臣の方から御

報告をお願い申し上げます。 

（片山議員） それでは、私どもの方から２つ資料を出しておりますので、簡単に御

説明させていただきます。 

まず、１つは「国・地方」の関係ということで、「国庫補助負担金の廃止・縮

減について」「今後の検討に当たって」と書いております。国庫補助負担金の廃

止・縮減に当たり、事務事業の存続するものについては、所要の税源を移譲する

ことにより財源を確保するということが一つ。 

そのあと、税源移譲ということは、これはなかなか個別の地方団体にそのまま

フィットしませんので、個々の財源措置としましては、地方交付税により必要な

財源措置をしなければならないことを、２つ目のポツで書いております。 

私が５月に申し上げましたように、我々としては５兆5,000億円の国庫補助負担

金の廃止・縮減と税源移譲を考えておりまして、これは一遍に５兆5,000億円全体

ができるとは思っておりませんが、段階的に行って、ある程度国庫補助負担金が

一定の額になった場合に税源移譲を考えれば良いというように思っておりますの

で、念のために申し添えます。 

現在、国庫補助負担制度がなくても一般財源の確保により行政水準が維持され

ている例としまして、これは人件費でございますけれども、高等学校の教職員に

ついては、文部科学省の標準法で定数配置は決まっておりますが、この人件費に

ついては、すべて一般財源でございます。 

警察官につきましても、政令で警察官の定数配置は決まっており、国で決める

ということでございますが、この人件費も一般財源。 

戸籍事務の関係、消防救急活動、保健所運営費、これはいずれも人件費分でご

ざいますけれども、一般財源で措置しているということでございまして、後で申

し上げますが、人件費関係は、できるだけ一般財源にするべきではないかと考え

ております。 

そこで、各省庁に今後国庫補助負担金の廃止・縮減を検討してもらう場合に、

事務事業が存続するものについては、財源を確保する、税源移譲か交付税か、い

ずれにせよ財源を確保するということを明確にした上で、廃止・縮減に向けた検

討を行ってもらうべきだということを一番下に書いています。 

今後の進め方でございますが、「改革と展望」の期間中、18年度までに、私は

５兆5,000億円というのを御提案申し上げましたけれども、数兆円規模の国庫補助
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負担金の廃止・縮減が行われるよう、地方分権改革推進会議等の提言を踏まえな

がら、見直しの具体的な基準や数値目標等を設定し、各省庁における実効ある改

革案の策定を促進すべきだと思っております。しかし、今のようなお考えであれ

ば、内閣の中で改革案の策定をせざるを得ないのではないか。内閣府、財務省、

総務省等が中心になって、改革案を策定するということではなかろうかと考えて

おります。 

国庫補助負担金の見直しの考え方は、８月28日の「制度・政策改革ビジョン」

で申し上げましたが、以下述べるようなものについては、速やかに一般財源化す

ることが、地方分権の観点からも適切だろうと考えます。このうち可能なものは

来年度から実施すべきです。 

・ 職員設置費に係るもの。 

・ 法令を施行するために必要な事務費に係るもの。 

・ 施設の運営費・設備整備費に係るもの。 

これらは、当然一般財源で措置すべきものではないかと考えております。 

・ 住民に身近な生活基盤の整備に係るもの。 

例えば、市町村道の小さなものに補助金が出ている。あるいは、小さな公園の整

備等に補助金が出ている。これらについても一般財源にすべきではないか。 

・ 公共施設の維持補修や局部的改良等に係るもの。 

等々を考えております。 

１枚めくっていただきまして、先ほど問題になった義務教育費国庫負担金でご

ざいますが、地方団体が地域の児童生徒の状況等に応じて、自主的な取組ができ

るようにするために、学級編制や教職員配置に係る国の関与の緩和、基本的なこ

とは国が関与してお決めになるのは結構でございますけれども、地方にある程度

の自由は与える。それと併せて、国庫負担金の一般財源化を図ることを基本とす

べきではないかと考えます。 

現状は、標準法の規定に加えて、国庫負担金制度で全部決まっておりまして、

いわゆる政策的な教職員の配置に至るまで、すべて文部科学省が査定をしている

訳であります。地方団体の自主的な判断というのはない。基本は国がやるべきだ

と思いますけれども、その他のある程度のものは地方に裁量権を与えるべきでは

ないかと思っております。 

国庫負担金を廃止しても、全国的な一定の水準が定められ、所要の財源が確保

されれば、教育水準の維持確保に支障は生じない。現在、教育を軽視するような

知事はいない。そういうことはもたない。負担金で教育水準を担保する必要はな

いということが、先般の全国知事会議でも何人かの知事が発言されておりました。

先ほども言いましたように高等学校の人件費については、国庫負担制度はない訳

でございますが、教職員の配置は標準法でやっています。 

それから、文部科学省提案の退職手当や共済負担金を地方負担にするというこ

とは、以下のようなことで地方団体の理解も得られない。 

基本とする本来の給与費は国庫負担制度としながら、地方団体に裁量の余地が
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全くない。法律で決まっている共済負担金と、条例等で決まっている退職手当を

国庫負担の対象外とすることは、地方の自主性の拡大や、国・地方を通じた歳出

の合理化につながらない。 

また、先ほど言いましたように、退職手当、共済負担金は、教職員が高齢化し

ておりますから、今後大幅な増加、10年後には２倍、15年後には３倍になると見

込まれるのでございますから、しっかりした財政措置をしても、２倍になり３倍

になるので、財政措置がしきれない。地方への大きな付け回し、負担転嫁になる

ことから、地方が絶対反対だと言っているのであります。 

次の横長のものは、８月28日に提出したものでございまして、先ほど申し上げ

たものを少し詳しく書いておりますので、御覧いただければ幸いかと思います。 

次は「規制改革」関係で、アウトソーシングでございますけれども、「公的サ

ービスの民間開放に資する国の行政組織等の減量・効率化」。簡単に申し上げま

す。 

平成14年６月の閣議決定で、国・地方の行政サービスのアウトソーシングの実

施について。総務省及び関係府省が行うということが閣議決定されております。

その前には、平成12年12月の行政改革大綱がありまして、そこにあるように、現

在総務省と各省庁で検討中のものが、四角の中に挙げられております。 

社会保険庁の業務運営効率化。 

社会保険及び労働保険に係る徴収義務の一元化。 

食糧庁組織の廃止に伴う既存組織の見直し。 

国有林野分野の合理化。 

特許審査業務の民間委託推進。 

公共事業の執行業務の民間委託等の推進。 

官庁営繕業務の民間委託等の推進。 

登記・国税等の業務の電子化等による減量・効率化。 

統計業務の効率化等でございまして、今後とも推進するということで、できれ

ば年末までに進捗状況をとりまとめたいと考えております。 

その次は、地方公共団体における公的サービスの民間開放でございますが、平

成９年度に民間委託を推進するという方針を出しました。積極的かつ計画的に進

めるということで、例えば県で言いますと、本庁舎の清掃業務は100 ％、道路維

持補修業務は約９割、公立学校給食業務は約８割、夜間警備業務は74％が民間委

託を行っておりますし、市町村でも給食、清掃、ホームヘルパー、ごみ収集、し

尿収集、その他の民間委託を行っておりますが、更にこれを進めるということで、

民間委託等の優良事例があれば、情報提供その他を行って一層の向上を図りたい

と考えております。 

さらに、「公の施設」の管理は今は公しかできませんけれども、これを民間に

できるようにするため、次期通常国会を念頭に地方自治法の一部改正を行いたい

と考えています。今、様々な形の公の施設ができておりますから、これらの施設

管理について民間委託を推進したいと考えております。 
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次は、かつてこの諮問会議でも申し上げました、電子自治体推進戦略における

共同アウトソーシング化でございまして、見ていただきますと、最初のモデルシ

ステムの検討は、14年度中にやります。 

住民サービス業務の標準化は、14年度中に31都道府県において作業が開始され

ておりまして、15年度中に全都道府県で業務の標準化は終わる。内部管理につい

ては、そこに書いてあるとおりでございます。 

システム設計・開発については、住民サービス業務は15年度に一部の件で運用

開始する予定で、更に全部が動き出すようにするのは、平成16年度を目途にした

い。内部管理業務につきましては、平成17年度以降、できるだけ早い時期に運用

開始できるようにしたいと考えております。 

１枚めくっていただきまして、そこで見ていただきますように、現行の業務形

態が、電子自治体の実現過程を経て、将来の業務形態を見ていただきますと、内

部管理業務が相当効率化され、住民サービス業務が拡大する。これによって運営

コストは約７割削減される。ここまで進むのかなと思いますが、そういう試算が

出ておりますし、地域経済の活性化にこれをつなげたいと考えております。 

私からの説明は以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。片山大臣の御説明に対しまして、どうぞ御議

論をいただきたいと思います。 

（塩川議員） 議論ではないですけれども、質問の要望だけしておきたいと思うんで

すが、この際にこれだけ非常に精力的に規制改革なり、あるいは国と地方の考え

方をスリム化しようと考えていただいておるんでありますから、ここで先ほど分

権会議の方でございましたように、まず１ページのところで一般財源化するに当

たって、基準の一般財源化の算定基準なるものは、現在の基準財政需要額による

ものか、それともそれをもう少し合理化したものとして、スリム化したものとし

て基準財政需要額を適用するということなのか、そこらの点ひとつ聞かせてもら

いたいということです。 

それから、一般財源化するのに５つの項目が書いてありますが、これをやって

もらったら非常にいいなと思っております。 

それと併せて、この職員の配置基準なんかが出ておるんだったら、この際に先

ほど出ておりましたが、農業委員会とか教育委員会の在り方というもののスリム

化というか、括弧だけ残しておいて中身空っぽみたいになってしまって、これは

セミの殻みたいなんですが、これをどうするかこの際にやってもらいたいと思っ

ております。 

アウトソーシングに対する経費の算定、これが地方によってそれぞれ違うので、

一つの基準を作ってやってもらった方がいいんではないかと思っております。 

なお、一番最初のところにございました、一般財源化するものについて、地方

的な算定基準というもの、全国一律の法定化ではなくて、地方的な算定基準とい

うもの、いわゆる個性を計算の中に入れていいのかどうかということをひとつ。

今の基準財政需要額でいきますと、全国一律の計算になっておりますので、その
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点を明確にしていただきたいと思います。その代わりに段階補正だとか、ああい

うものはなくなってくるから、同じようなことになってくるんだろうと思うけれ

ども。 

（竹中議員） 片山大臣。 

（片山議員）  そういうことなのです。国庫補助負担金を、例えば５兆円なら５兆円、

３兆円なら３兆円削減すると、その対象の事務でどうしても残すものが２兆5,000

億円ありますと、その２兆5,000億円は我々は税源移譲がいいと思いますが、税源

移譲で財源手当するのか、交付税財源で手当するのか。例えば、税源移譲による

財源手当は２兆円しかできないとすると残りの5,000億円は交付税による財源手

当ということになり、基準財政需要額を増やすことによって手当をすると。簡単

に言うとそういうことなのです。 

（塩川議員） そこが一番の根本の問題になってくるんですね。 

（片山議員） だから、どれだけの国庫補助負担金を整理合理化するか、そのうち必

要な事務はどれだけあるのか、そこが重要なのです。 

（塩川議員） だから、行政事務全体をどこまで減らすかということが問題なんです。

そのためには、現在の基準財政需要額を適用しておったんでは、ちっとも減って

こないことになってくるんです。ここが問題なんです。 

（片山議員） だから、事務事業の変化に応じて、基準財政需要額は連動します。そ

れからアウトソーシングはまさに標準化しないと駄目なのです、効率化になりま

せんから。だからこれは今でも推進していますが、それはもっと推進していただ

きたいと思います。 

プライマリー・バランスで、３兆円地方がプラスだと言われましたが、これは

計算が色々ありまして、私どもの計算では7,000億円マイナスでございます。これ

はまたお示しします。 

（塩川議員） そんなからくりがあったら。 

（片山議員） そうではないです。 

（竹中議員） ３番目の、地方の個性をどうするかという点は、いかがですか。 

（片山議員） 地方の個性を発揮するのは、まさにこれから自立、個性の競争ですか

ら。 

（竹中議員） 基準財政需要額の算定に当たって。 

（片山議員） これは、基準財政需要額の算定方法ですから、技術的にはどうにでも

なります。 

（塩川議員） そこには、地方の個性をうんと入れなければ。例えば、国鉄が一番い

い例です。鹿児島の、１日１本しか列車が通らないようなところの駅員も、東京

都の駅員も同じ給料だったんです。こんなばかなことが、現在地方行政でも行わ

れておる。そこを私は言っておるんです。 

（片山議員） それはまた議論があるでしょう。 

（塩川議員） それを地方化しなければ駄目だということなんです。 

（小泉議長） 国鉄だからそうだったんでしょう。 

18




平成 14 年第 32 回 議事録 

（塩川議員） だから、今、公務員がそうなんです。だから、そこは公務員の責任と

仕事の分量において決めると。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） ライオンと虎がけんかしているところに、猫は入りにくいんですけれ

ども、それは別にして。 

（塩川議員） 国と地方の一体化を目指しているんです。 

（牛尾議員） 気を付けつつ質問をしますけれども、だけど国がプライマリー・バラ

ンスが13.3兆円の赤字で、地方が３兆円の黒字というのは私も今日初めて見たん

ですけれども、それは違うとおっしゃって、それを説明いただきたい。これが第

１です。 

第２番目は、国に関しては、私も土光臨調を意識しているんで、国家公務員は

今度も10年間で25％の人員を削減するという目標を持っているんですが、地方も

そういう目標を持つべきだと思うんですが、あるのかないのか、その２つを質問

します。 

（塩川議員） それは地方財政計画ですよ。 

（片山議員） プライマリー・バランスの方は、後ほど御説明申し上げます。 

それぞれの地方団体に定数管理計画を策定させているのです。ただ、これは全

国一律に策定させていませんので、計画期間などはばらばらです。 

それから、国に準拠して削減と言っても、国の定員削減は毎年度大体１％なの

です。全体では25％削減と言いますが、半分以上は独立行政法人移行ですから、

大体１％なのです。そこで私は、地方公務員について来年度から計画的に何万人

減らすという目標を、地方財政計画上設定しようと思っているのです。それを設

定すると地方自治法に抵触するという議論があると思うのです。しかし、地方財

政計画上は是非やろうと思っております。来年度の地方財政計画において、５年

間で４万人削減というような目標を定めたい。ただ警察などはかなり増えます。

警察、福祉、消防というのは増加傾向にあります。 

（牛尾議員） だから、こういう計画というのは中核都市まではできるけれども、非

常に小さいところではできませんよ。だから、これはここにも余りはっきり書い

てないけれども、やはり30万都市ぐらいにするとか、2011年に自治体数を2,000 に

するということが、割とはっきりしていませんね。 

（塩川議員） それは、今、一番緩んでいるのは、政令指定都市ですよ。 

（片山議員） プライマリー・バランスで地方は３兆円の黒字と言われましたが、公

営企業繰出金のうちの企業債償還が黒字にカウントされていますので、これは除

外していただかなければいけません。それで、黒字は8,000億円程度に縮小いたし

ます。 

それから、交付税特別会計借入金の地方負担分は、赤字要素でございます。こ

れを入れますとトータルでは7,000 億円程度の赤字となります。 

これはきちっとした資料をまた出します。地方が３兆円の黒字というのは都合

のいいように計算しているのです。 
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（塩川議員） こっちは、地方財政計画に基づいてやっております。 

（竹中議員） それはまた後で議論いたしたいと思います。本間議員、どうぞ。 

（本間議員） 竜虎か、お話伺っておりまして、非常に勢いのあるお言葉なんですけ

れども、中身はもう何十年来の同じことの繰り返しだというのが実感であります。

これは、諸井会議、西室会議はいわば政府内部の代理戦争をやっている訳で、

政府がきちんとした対応を取っていないのをある意味では会議に押し付けている

訳です。腰を落ち着けて決めなければならないのは、西室会議ではなくて、政府

であるということをきちんと認識する必要があるんだろうと思います。 

 政府部内で議論をされる際には、先ほどの御提案が一つございましたけれども、

きっちりとした情報公開をしながらやっていくということを是非お願いをいたし

たいと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。 

（塩川議員） これだけ合意取ってもらっただけでも、大変な苦労ですよ。 

○制度・政策改革集中審議のフォローアップについて（遠山大臣）

（竹中議員） それでは、遠山大臣お見えでございますので、遠山大臣の方からお話

をしていただきまして、今の議論は関連いたしますので、続けて議論をさせてい

ただきます。 

遠山大臣、お願いいたします。 

（遠山臨時議員） 提出資料に沿って御説明させていただきたいと思います。総理か

らの宿題を受けまして、８月末の経済財政諮問会議において、私どもは、誠実に

検討したぎりぎりの結果をお示ししたところです。 

それは、義務教育の水準の確保という制度の根幹はしっかりと維持しながら、

見直すところは最大限見直すという精神で御提案したものです。 

20兆円もある国庫補助負担金の中で、３兆円の義務教育費国庫負担金のみが具

体的なターゲットになっていることに違和感を覚えますけれども、その後も更に

色々努力いたしまして、どういう協力ができるか、鋭意検討してまいりました。 

今日はその成果として、先般の御提案と合わせ、義務教育費国庫負担制度見直

しの内容を御説明させていただきたいと思います。 

その前提として、色々誤解があるようですので、教育行政の責任者として、現

在進めております教育改革と義務教育費国庫負担金の意義について述べさせてい

ただきます。 

資料の１ページですが、今、教育改革を強力に推進中です。その教育目標を、

画一・受け身から自立、個性、創造へと、すなわち21世紀型の教育に大きく転換

しようと取り組んでおります。この方向性は、先般の「人間力戦略ビジョン」で

もお示ししたところです。基礎・基本はしっかり身につけながら、自分で考え行

動する力の育成を図ってまいります。これは、大変大きな転換ですが、是非とも

成功させたいと思っております。 

そのために、子ども一人ひとりの能力・適性に応じた指導を充実するため、習
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熟度別指導を進めるとともに、カリキュラムを大綱化・弾力化して、それぞれの

学校や教師が創意工夫を発揮できるようにします。また、体験的な学習を充実い

たします。これは、昨年法改正を行い、社会奉仕体験活動や自然体験活動などの

体験活動を通じて、真に身に付いた本物の知力を育てるということで、取り組ん

でおります。 

それらの改革の中で、教育の地方分権を大幅に推進しております。各地方ごと

に多様で特色ある教育を実現するために、例えば学級編制の弾力化の方針を示し

ております。これまでは、ややリジット過ぎたきらいがありました。そこで、国

は標準を示し、地方の判断で少人数学級も編制できるようにするという法改正も

いたしております。 

さらに、「学校いきいきプラン」、あるいは特別非常勤講師など、色々な方途

によって、さらに社会人、専門家等外部の人材を学校に入れ、子どもたちを複数

の目で見ることにより、多様な能力を引き出すことに努めるようにしております。

公立学校教員の給与制度につきましても、平成15年度から国立学校準拠制を廃

止し、各県が給与水準を自主的に決定できるようにする予定です。 

こうした改革を成功させるカギは、結局優秀な教員の確保にあります。教育水

準向上のためには、教員の資質の向上と量的確保が必須です。そのために法律改

正も行い、指導力不足の教員への対応として他の職に転職してもらう措置や、教

職10年経験者研修の導入、優秀な教員をきちんと評価して処理するための取組な

ど大きな転換を図っております。この他にも、各学校が自己評価を行い、その情

報を公開するというようなことも進んでいます。完全学校週５日制の実施と重な

ったこともあり、今は戸惑いもありますが、これらは大きな教育改革だと考えて

おります。 

今、そうした改革の一歩を踏み出しており、その成果は10年度、20年後に効い

てくると思います。21世紀型のたくましい日本人を育てようということで、積極

的に取り組んでいるところです。 

そういう中で、先般の「人間力戦略ビジョン」においてもお示しいたしました

ように、一番の基礎は義務教育であり、これをしっかりやらなければ将来伸びま

せん。このことから、義務教育についての国の責任は非常に大きく、資料２ペー

ジにありますように、義務教育はまさに国家の礎です。しかも、憲法の要請によ

り、義務教育の水準を維持するのは国の責務です。義務教育については、国・都

道府県・市町村が、それぞれの役割を分担しながらやっております。 

その中で、義務教育費国庫負担制度は、国による最低保障の制度です。しかも、

これは単に金額の問題ではなく、色々な改革をするときの政策誘導の意味もござ

います。したがって、義務教育費国庫負担制度は、不可欠だと考えております。 

こうした日本の義務教育制度は、諸外国もうらやむ実績をずっと上げてきてお

ります。今年のノーベル賞受賞にも見られるように、これまで積み上げてきた実

績は大変なものです。しかも今、大きな改革をしようと取り組んでいるところで

す。 
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従いまして、義務教育費国庫負担金の在り方を、財源論のみで論ずるべきでは

ないと思っています。目先の財源論のみの議論では、国を誤ります。地方教育行

政の現場を考慮に入れることが必要ですし、教育についての結果責任を負う教育

行政の責任者として申し上げている訳です。そういう視点からの議論が必要だと

思います。 

現に、教育界はもとより、知事、地方議会、財界、有識者の多くから、国会議

員も含めまして、とにかく義務教育費負担の骨格は守ってもらいたいということ

で、頻繁に私のところに話もございます。おそらく国民の皆さんからも、これを

もし一般財源化すれば、国は義務教育について責任逃れをしているという非難が

寄せられることと思います。 

20兆円を構成している他の補助金、負担金の経費をそのままにしておいて、義

務教育費国庫負担金についてのみ一般財源化するというようなことが言われてお

りますが、もし手を付ける必要があるとしても、一番最後に手を付けるべき性格

のものではないかと思います。 

３ページ以降に、地方分権改革推進会議の提言に沿いまして、我が省の改革案

の考え方を整理しましたので、御説明いたします。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を保持しつつ、最大限の見直

しを行っていく、ということであります。 

資料の左側が提言の内容、右側が我が省の考え方でございます。「国庫負担制

度」につきましては、大きく３つあります。 

１つ目は、負担対象経費を見直せということでして、これは平成15年度から実

施いたします。右側にお示ししておりますように、共済費長期給付、退職手当等

に関わる経費を約５千億円、15年度から18年度までの間に縮減していくというこ

とです。これは、負担対象経費を真に国が負担すべきものに限定をしていく、と

いう考え方から出ております。 

２つ目は、客観的な指標に基づく定額化・交付金化等、国庫負担制度の見直し

をするようにということでした。これについては、負担金の定額化は検討したい

と考えております。これは、国庫負担金本体の見直しとして取り扱うわけですが、

負担金の定額化を平成16年度から、公立学校の教員給与制度改革と併せて実施す

るように、直ちに検討に着手したいと思っております。今は実支出額に対する２

分の１を負担しておりますが、定額化を考えるということは大改革です。大変な

作業ですが、検討に着手したいと思っております。交付金化については、適当で

ないと考えます。 

３つ目に、義務教育費国庫負担金の一般財源化等についてですが、一般財源化

するということは、他の用途に使えるようにするということです。しかし、義務

教育費国庫負担制度は、まさに義務教育を担う教員たちの給与を裏打ちする国の

責任の一部です。そのお金が他に使われるというのは困るのです。したがって、

他の用途に使えるようにするという一般財源化は、できないと考えております。

また、少人数授業などの改革の誘導にとっても、この制度は重要です。他の経費
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について見直しをしないで、これだけ見直すというのは、私としては解せないと

ころです。 

義務教育費国庫負担制度の在り方につきましては、経費負担の問題というのみ

ならず、義務教育に関わる制度全体の在り方を検討する中で、教育改革の立場か

ら検討したい、というのが基本的な考え方です。 

「教員給与制度」についての提言の内容は、教員給与体系を見直せというもの

です。これは、私どもとしても、各県の裁量を大幅に拡大していくために、幾つ

かの改革をしたいと考えております。 

１つ目は、国立学校準拠制を廃止し、各県の自主性に委ねることにします。こ

れは、平成16年度からの国立大学の法人化に伴って準拠制を廃止し、各県が地域

ごとの実態を踏まえて教員の給与水準を主体的に判断できるようにしたいという

ことです。先ほども話題になりましたけれども、例えば東京都と地方の小さい町

村とでは給与水準が違ってもよいのです。その給与の在り方は、各県がその状況

に応じてお決めになればよい。そういう仕組みにしたいと考えます。これも大き

な転換です。 

２つ目は、教員についても評価制度を取り入れ、給与制度にリンクさせていく

方がよいのではないかということです。教員についても、年功序列制ではなく、

評価に照らして処遇するという方向に踏み出します。ただ、これは公務員制度全

体の改革と連動して行うべきものと考えております。全体の公務員制度改革につ

いては、能力・業績等を適正に評価し、処遇に反映していくという話ですが、そ

れと連動してこの改革を行いたいと思っております。 

人材確保法の考え方は、今後とも維持したいと思います。これについては、教

員に優れた人材を確保するためには、教員給与について、一般公務員よりも優遇

措置を講ずるという考え方を前提にしながら、全員をフラットに優遇するという

のではなく、優れた教員には優遇措置を取っていくという方向に転換していく必

要があるのではないかと思っております。 

最後に５ページです。幾つかの御提言がございますが、いずれも実施する方向

で考えております。 

１つ目は、政令指定都市の県費負担教職員制度の見直しです。今は、政令指定

都市は給与費を負担しないで人事権だけ持っておりますが、給与費を政令指定都

市の自己負担とするとともに、新たに政令指定都市に学級編制や定員、定数基準

の設定についての権限を移譲するという方向で検討してまいりたいと考えており

ます。ただ、これについては、都道府県と指定都市双方の理解を得ながら制度化

をする必要があろうかと思いますが、私どもとしては、実施に向けて検討したい

と思っております。 

２つ目は、市町村費による教職員配置です。これは実施に向け検討したいと考

えております。まずは、構造改革特区の枠組みの中で、先行的に制度化いたしま

す。市町村の権限、責任を拡大するという観点から重要な政策だと思いますので、

新たに市町村費でおやりになるということについては、それが可能となるような
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制度の実施に向けて検討したいと思います。 

また、事務手続の簡素化についても幾つかの御提言がありましたが、これは私

どもの考えともマッチしますので、実施に向けて検討したいということです。 

（竹中議員） ありがとうございます。前回、遠山大臣においでいただきましたとき

に、論点を私の方で整理しておくというふうに申し上げております。紙がござい

ますので、坂統括官の方から、今の大臣のお話したところと重複しない形で、３

分ぐらいで手短にお願いをいたします。 

（坂政策統括官） 坂でございます。お手元に「竹中経済財政担当大臣提出資料」と

いうのがございまして、それの１枚を開けていただきますと「義務教育費国庫負

担制度に関する論点整理」とございます。 

まず「１．基本的な論点」というところに書いてありまして、２つ挙げてあり

ます。４行目でございますが、国と地方関係第一の問題点というのは「国の過度

の関与と地方の個性の喪失」という問題があるんではないだろうかと。これは、

別に義務教育だけではなくて、一般論点でございますが、義務教育についてもあ

るんではないだろうか。 

第二の問題点で、これも一般的な論点でございますが「国・地方の財政規模の

拡大と財政赤字の膨脹」という問題があるんではないかと。 

これは、そこに書いてありますように、受益と負担の関係とか、そういうこと

がはっきりした方が効率化するんではないだろうかと、こういう論点でございま

す。 

次が「２．これまでの議論の整理」でございますが、まず、イ）というところ

で、今、申し上げた２つの論点「国の過度の関与と地方の個性の喪失」あるいは

「財政規模の拡大」、あるいは「財政赤字の膨脹」という観点から、義務教育国

庫負担制度についても見直すべきであるということについては、共通の理解が得

られているということかと存じます。 

次でございますが「国の過度の関与と地方の個性の喪失」ということにつきま

しては、今、文部科学大臣からも御紹介がありましたように、文部科学省から既

に色々な提案が出されていると。 

それに対しまして、厳密に言いますと、今、おっしゃったことが全部入ってい

る訳ではないんですが、この紙の方が先に用意されていますので、標準法、人材

確保法、あるいは教育公務員特例法に基づいて、標準的な定数や給与の基準を設

定して、それに対して負担金を払うという今の仕組みは、やはり独自性発揮の妨

げになっているんではないかと。それでは、弾力化というようなことだけでは不

十分かもしれないと。それに対してもっといろんなやり方があるんではないかと

いうことが提案をされている訳でございます。 

次のページでございますが、ハ）というところでございます。 

財政赤字の膨脹ということにつきましては、これは先ほど来御議論になってお

ります附帯的な経費についてだけとりあえず一般財源化をしてはどうかという御

提案でございますが、これに対しては、先ほど来、こういう議論がありましたよ
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うな御議論があるということを紹介してございます。 

「３．意見集約に向けて」ということでございますが、論点につきまして、例

えばＡ）でございますが、標準法等と負担金が結び付いた現行制度というのは、

地方が標準以外の選択をすることを事実上困難にしているんではないかという御

議論があります。 

それにつきまして、ではそうならばということで、国が学級編制とか、教職員

定数の標準を設定するという、そこ自体を見直してはどうかという御議論がある。

あるいは、国庫負担金との結び付きを切り離してはどうかという御議論がござい

ます。 

そうはいかないという、抜本的な見直しは必要ないという御議論も当然あると。

Ｂ）でございますが、教員給与の一般公務員給与に対する一律優遇を定めなく

とも、実態上優れた教職員の一定数確保は可能ではないかと。今、文部科学大臣

からも御紹介があった人材確保法の話でございます。 

それから、次のページにＣ）というのがございます。受益と負担の関係を明確

化し、地方が自らの選択と財源で効果的に施策を推進する方向に改革することに

よって、合理化、効率化を図るべきではないかと。それの御議論として、先ほど

来言っています、全額一般財源化すべきであると。 

それに対しまして、先ほど文科大臣から言われました、憲法上の権利であって、

そうはいかぬのだと、こういうような御議論も当然ある。 

それから、負担対象経費に関しましても、先ほど片山大臣からも御議論があり

ましたように、附帯的な経費だけでは本筋ではないんではないかという御議論も

当然あるし、逆に国が真に負担すべき経費というのは、附帯的な経費を除いた分

だという御議論もあるということでございます。 

Ｄ）でございますが、国が教育水準の維持向上をするための関与の在り方とし

て、むしろ財源保障とか、事前的規制ではなくて、事後的監督をすべきなんでは

ないだろうかということがございます。 

それに対しましては、国庫負担金というのが、やはり地方の実施状況を是正す

る重要な機能を果たしているんだと、必要なんだという御議論も当然あると。 

Ｅ）は、仮に国が一定の所要経費を負担する場合にも、今のようなやり方では

なくて、つまり標準定数等に応じて資金配分をするんではなくて、ほかのやり方

ができないかと。地方の裁量をもっと有するような資金配分ができないかという

ことで、勿論、一般財源化というのもある訳でございますが、下に書いてありま

す「交付金化等を図るべき」という、この交付金化というのは、教育に限定した

国庫交付金ということを念頭に置いている訳でございまして、教育には使わなけ

ればいけないけれども、その中で教職員数とか、給与水準とかは、色々地方ごと

に考えたらどうかと。 

それに対して、やはり教職員定数や何かは不可欠なのであって国が決めるべき

だという御議論があるということでございます。 

（竹中議員） それでは、どうぞ、引き続き御議論をいただきたいと思います。吉川
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議員どうぞ。 

（吉川議員） 義務教育の国庫負担金を巡る議論を伺っていると、文部科学大臣がお

っしゃったように、教育の問題をただお金の問題にしてしまってはいけないと、

私もそのとおりだと思う。この点は、多分多くの国民もそういうような漠然たる

感覚を持っていると思う。 

その意味で、そもそも論というのが必要で、そもそも論は文科省にしっかりや

っていただきたいと私は思っています。 

私が理解した限りだと、今、文科大臣もおっしゃったような義務教育が非常に

大切だというそもそも論と、お金の制度のところが完全にずれているんではない

かと思う。 

つまり、文科大臣が教育は大事だとおっしゃるとおり、これは全員そう思って

いるんです。教育は非常に大切だと。義務教育をしっかり守らなければいけない、

こういう思いも全ての人に共通だと思います。 

そのために、今の制度がいいのかというときに、多くの人は、国の関与を小さ

くした方がいい教育ができるんではないかと考えているわけで、そのために現行

制度を見直した方がいいんではないかと言っているわけです。 

それに対して、文科大臣がおっしゃっていることが、私は率直に言って余り説

得的ではないと思います。例えば、教育の質は大切なんですが、この点について

は、片山大臣から、では高校はどうなるんだというお話があった。高校は義務教

育ではないですけれども、しかし、教育の質を保つという点については、別に小

学校、中学校と大切さは変わりない訳で、その点私は総務大臣がおっしゃったこ

とにどういうふうに遠山大臣が応えられるのかと思いますし、教員の質が大事だ

ということについても、文科大臣御承知のとおり、大学における教員の養成の問

題とか、そういうこともあると思います。給与よりもこういうようなところを文

科省として検討なさったらいいのではないかと思う。 

教育委員会をしっかりしなければいけないとおっしゃいましたけれども、であ

ればこそ、お金も地方に少し回した方がいいのではないか。そうでなければ教育

委員会にしっかりしてくださいと言っても掛け声倒れになるんではないかと、こ

ういうことが当然出てくると思うんです。ですから、繰り返しですが、教育が大

切だというその思いは全員が共有しているので、そのためにこそ、国の関与を小

さくして、地方の創意をもう少し生かすようにする。そのためには、今の国庫負

担金を変えていったらどうなんだと多くの人が言っているときに、教育を守るた

めには、基本的には今の方がいいんだとおっしゃるその根拠は、そもそも論のと

ころで説得力がないと思います。 

いずれにしても、教育の問題がお金の問題だけで、言ってみれば財務省、総務

省だけの議論になってしまうと、ましてや5,000億のところの議論だけになってし

まうと大変に矮小化されてしまうと思う。そもそも論で、もう少し遠山大臣のお

考えを伺いたいと思います。 

（遠山臨時議員） 吉川議員の御指摘は、１つの考え方ではありますが、大変な机上
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の空論だと思います。 

要するに、義務教育は大切である、国の関与を縮小しろということですが、国

の関与は既に縮小しております。また、それぞれの都道府県・市町村、学校、教

師の自主的な取組も可能にしております。塩川大臣の頃は相当ガチガチだったの

かもしれませんが、今は価値観を大きく転換いたしまして、それぞれの教員が本

気になってやってくれなければ教育は良くならないということで、教員の自主的

な取組が可能となっています。したがいまして、２番目の御指摘の点は当たりま

せん。現に、大いに創意工夫をしていただいているのです。創意工夫をするため

に負担金を止めろという論理のつながりは、私には理解できません。 

むしろ、国庫負担金できちんとしていなければ悪くなる、という事例は幾らで

もあります。例えば、実際に幾つかの地域で起きておりますが、教員の定数の配

置をうやむやにして教員が自分たちのゆとりのために使うというようなことがあ

った場合に、国庫負担金の場合はその返還を要求することができます。この制度

があることによって、きちんと使われているという例も幾つかある訳です。もし

もこの制度がなくなれば、もっと色んな問題が起きてくると思います。この辺は

見解の違いかもしれません。 

いずれにしましても、創意工夫は大いにやってください、と言っています。ま

さについ先日も、教育改革を積極的に進めておられるある教育長が来られまして、

文部科学省がやっている施策の中で、まさに何でもできるんだとおっしゃってお

られました。その自治体では、学校選択性も実施し、他にも様々な事業の工夫も

やっておられます。そして、何人かの人は、地方が創意工夫をしないのは、文部

科学省のせいだと言うけれども、それは全く自らの不作為の口実でしかない。自

分のところは現にこんなに色々なことをやっているが、それらについて常に文部

科学省からサポートしてもらっているという話も伺っているところです。 

教育委員会については、補足資料の８ページを御覧ください。８ページにお示

ししておりますように、やはり教育委員会にどういう人を得るかということが重

要です。それから、教育委員会の仕事をしっかりするためには、広域化を図る必

要があるのではないかと思います。今は、人口８千人以下の町村の教育委員会が

全体の４割になっております。これでは、教育委員会はしっかりしたものにはな

れない。したがって、市町村が共同で事務を行うよう教育行政の広域化を促すと

か、一定規模以下の市町村については教育委員会の設置の在り方を見直すという

ようなことが大事だと思っております。また、運営については、もう少し民間的

な発想でやった方が良いと考えています。例えば、教育委員会の会議を公開する。

これは法律で義務付けましたので、現在は審議は公開されております。そのよう

なことを通じて、住民の色々な声も反映できるようにするという方向で、今、大

きな改革を進めているところです。私としては、ある程度規模の大きいところに

教育委員会を置くことによって、教育の政治的中立を担保するというねらいで作

られた教育委員会制度が、より生きるのではないかと思っております。 

（竹中議員） 片山大臣。 
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（片山議員） 「義務教育だけ取り上げて、ちょっと違和感がある」と冒頭に大臣が

言われましたけれども、全部やるのですよ。全部やるのですが、義務教育は文部

科学省の方が5,000億円一般財源化してもやむを得ませんということを提案され

たから、5,000億円が今大変浮上しているのです。そこで5,000億円を削減しよう

という決意をされたのであれば、退職手当と共済負担金ではなくて、全体の給与

費を5,000億円削減してください。これならば、地方はある程度理解すると思いま

す。 

今、本体の方の一番重みのあるところはそのまま残しておいて、義務的に決ま

る退職手当、共済負担金だけ地方に負担せよということなので、負担転嫁だと言

っているのです。ですから、そこで全体を5,000億円削られたらいかがですか、そ

れが１つ。 

それから、負担金の定額化と言われましたけれども、これは過去の歴史を見ま

すと、定額化すると全部地方が超過負担になっているんです。全部そうです。こ

れは恐らく地方としては了解できないと思います。 

もう一つ、何回も申し上げますが、高校は標準法で定数配置をしています、義

務教育ではないと言っても、今や高校は準義務教育ですよ。96％の進学率ですか

ら。だから小、中と高は、義務教育かそうではないかの違いはあるけれども、教

職員を配置するという意味では、全く一緒なのです。 

しかも、今、文部科学省がおやりになっているのは、中高一貫教育でしょう、

あちこちで中高一貫教育が始まっているのです。 

そういうことからも、義務教育は一つ聖域ということではなくて、お考えを改

める必要があるのではないでしょうか。 

色々なことを一遍に言わせていただきますと、県ごとに給与を決めるというよ

うなことはできません。結局は人事委員会が勧告して、理事者側も組合の方も勧

告を受けて承諾するのです。そういうことで自由にしたって、労働基本権を公務

員に制約している以上は基本的には同じなのです。その方式を直すということは

できないと思います。今の制度から言うと、全く自由自在にできる案がありませ

ん。ですから、自由化されるのは結構だけれども、限界があることを申しており

ます。 

（竹中議員） 御議論があろうかと思いますが、総理の時間もございますので、今の

に対しまして、遠山大臣お願いいたします。 

（遠山臨時議員） 分かりました。では簡単に申し上げます。高校についての議論を

援用されながらのお話でしたけれども、全く御理解がない。高校というのは、入

学定員が決まっているんです。ですから、そういう制度に馴染む訳です。しかも、

高校は義務教育でもなければ、無償制でもなく、就学義務もありません。小・中

学校は子どもがいれば必ず受け入れなければならないのです。そういうことを御

理解いただいていない御発想です。 

それに、高校の場合、半分の県が標準定数より少ない人数しか教職員を配置し

ていません。 
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（片山議員） ３％か５％ですね。 

（遠山臨時議員） いいえ、23の県が標準定数より低いのです。そういうことが可能

になってしまう訳です。義務教育では、そういうことは許されません。 

また、4,000億円について対象経費を特定せずに、という御提案ですが、在職給

与については２分の１を負担することが必要なのです。もしも使途を特定しない

で国庫負担金を縮減するとすれば、それは負担率の引き下げに過ぎない訳で、義

務教育の水準確保に支障を来します。これも受け入れることはできません。 

都道府県で自主的に決められないというのは、まさに地方自治を重くみておら

れないということです。 

（塩川議員） これは、だれが書いたんですか。 

（竹中議員） 私が書いたというか、勿論事務的に詰めたんです。 

（塩川議員） これは、なかなかよくできている。 

（竹中議員） これは、８月に行った議論を基につくったものでございます。それで

は、簡単にとりまとめさせていただきます。大変難しい問題を御議論いただいた

訳ですが、まず国と地方に関しては、地方分権改革推進会議の御報告をいただき

ました。３つの点だと思います。補助金、負担金の削減を、この三位一体の議論

のスタートにするということについては、これは一つの方向であろうということ

だと思います。 

しかし、全体の三位一体が視野に入っていないと付け回しになるのではないか

という御指摘もございました。 

もう一つ、これとの関連では、国の関与をいかに緩和していくかという中身の

問題が伴っていなければいけないということだと思います。この補助金、負担金

の削減はスタートにする。しかし、三位一体が視野に入るべきである。国の関与

の緩和が必要である。これは一種のシステムを動かすときのドミノみたいなもの

で、やらなければいけないということについてはこの３点について同意している

んですが、ドミノのやり方についてはかなり考え方が違う部分があるということ

ではなかったかと思います。しかし、来年度の予算で芽を出すということが求め

られていることがありますので、どういう形で芽を出すかということに関しては、

これは分権会議に投げる仕事ではなくて、政府でやらなければいけないというこ

とであろうかと思います。それをどのように進めるか、後でまた御相談をいたし

ますが、こういうやり方があるのではないかと、ああいうやり方があるのではな

いかというのを、少し民間の本間先生など御専門家辺りから３つぐらい案を提示

していただいて、ここでやはり議論をするというのが一つの方法ではないかと思

います。その点を一つ御提案したいと思います。 

もう一つ、遠山大臣においでいただきまして、色々御提案をいただきました。

ありがとうございます。その中で、国の関与はどこまでやるべきか、国の関与と

して民間でできることは民間でというのが小泉内閣の方針でありますけれども、

国の仕事として残すものは何なのかということに関しては、この中でも開きがあ

るということだと思いますので、これを少し議論を詰めていかなければいけない
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問題であるというのが、今日の一つの議論であったかと思います。 

残された問題は大きいですが、この問題は明日の議論にもかかわりますので、

引き続き議論をさせていただきたいと思っております。 

（本間議員） 遠山大臣せっかく来ていただいておりますので、一言申し上げます。

独立法人化を控えております国立大学の議論について、一度別に時間をいただい

て、集中的に審議をしていただきたいと思います。予算編成の問題もございまし

て関連いたしますので。 

（竹中議員） 独法化について別途ということですね。ありがとうございました。 

どうぞ。 

（奥田議員） 経済財政諮問会議の議題にふさわしいかどうかよくわかりませんが、

企業側の意見を言わせていただきますと、やはり企業側、あるいは大学側も優秀

と言いますか、高学歴でいい大学を出た人間を採用するという慣習がずっと戦後

続いておって、そのためにあらゆる教育のシステムが崩れているんではないかと

思います。もう幼稚園のときから塾に行かなければならぬとか、こんな馬鹿な社

会というのはないんで、社会人も大学もそうですけれども、そこら辺りのところ

をよく考えていかないと、お金のことだけ考えていても仕方がないから、こうい

うようなところはどこでやればいいのか、それもここでやるんですか。 

（奥田議員） 中教審か何かがやるんですか。 

（竹中議員） 大臣、今のお話で何かありますか。 

（遠山臨時議員） 今の学歴社会のおかしなところ、そういう教育の在り方を変えよ

うというのが、今の教育改革でございます。 

（本間議員） ブレア政権で文部大臣、教育担当相が数学、英語のスコアについての

公約を達成できないということが原因で辞任をされたというようなところまで、

各国知識社会における教育の問題というのは極めて重要であるということを考え

ますと、今、奥田議員がおっしゃった問題はどこかで重点的に議論する必要があ

る。中教審はこれまで貴重な御議論をなさってこられたと思いますけれども、若

干視点が限定的なので、全体の中における位置付けをもう一度はっきりさせなが

ら、きちんとこの問題を議論する必要があると思います。人間力を諮問会議でも

議論してまいりました。是非幅広く、金の問題だという具合にあっさり片付けず

に、この国をどうするかという高い問題意識からこれは議論すべきテーマだろう

と思います。 

（竹中議員） これは、内閣としてしっかりと考えるべき問題だと思います。 

総理。 

（小泉議長） 私も外国に行って、何で日本がここまで発展したかというと、資源は

ないけれども教育を重視してきたからだとよく言っています。発展途上国の大統

領たちが一番耳を傾けます。何でこれだけ日本が発展したのか、不思議でならな

い。そういう教育重視という考え方は、みんな変わらないと思います。 

そういう中で、今日かなり激しく議論を展開されたというのはいいことだと思

いますけれども、要は国庫補助金、交付税交付金、税源移譲、これを三位一体で、
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地方の自主性、そして創造性、個性、これをどうやって図るかということを考え

てくれと言っているんだから、今もうそれぞれの主張が出ています。論点もかな

り整理されています。そういうものを、今後予算編成に向かって、来年度から少

しでも芽を出すということについて今後議論していきたいと思います。 

教育の重視なんかみんな変わりません。それと地方の自主性ということですか

ら、それを財務省、総務省、それぞれの担当、文部科学省だけではない、各省全

部聖域なくやるんだから、民間議員も加わって、その点をよく話し合って三位一

体で考えていただきたいと思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

（以 上） 
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