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平成 14 年第 32 回経済財政諮問会議議事要旨 
 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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扇臨時議員提出資料 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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。 
 
○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） この２日で８月末の「制度・政策改革集中審議」のフォローアップを行う。 
    まず、地方分権改革推進会議からの報告をお願いしたい。 
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（西室議長） ６月 25 日の総理指示を踏まえ精力的に調査、審議した。昨日、小泉総理
に提出した本意見は、昨年７月の会議設置以来、49 回審議し、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結論を示したものだ。 

    各行政分野での国と地方の役割分担の明確化、国の地方への関与見直しと併せ、国
庫補助負担事業の検討を行い、関連する国庫補助負担金についても研究した。各分野
を聖域なく見直しの対象として、各省庁と合意した事項に加え、合意に至らなかった
事項でも、敢えて見解を示した。改革の方向として５点ある。 

    第１に、「補完性の原理」に基づく国と地方の役割分担の適正化だ。ナショナル・
ミニマムからローカル・オプティマム（地域ごとの最適化）へと名付けている。第２
に、地域における総合行政化の推進。第３に、地方の創意工夫の発揮と知恵とアイデ
アの地域間競争。第４に、地方での自主的な財政運営が可能なシステムの形成。第５
に、国の決定についての地方の参画の確保。 

    ローカル・オプティマムへというのは、我々の考え方の基礎である。従来、ナショ
ナル・ミニマムは国の方針だった。政策分野ごとに達成目標を設定し、どの地域でも
最低限達成されるよう事業が計画、実施されてきた。しかも、目標が達成されると、
更に引き上げ、新たな目標値がナショナル・ミニマムになるサイクルが繰り返されて
きた。右肩上がり時代には適応できたが、今後は適応しにくい。国が地方に大きく関
与し、補助金を通じて実現する壮大な仕組みができ上がっている。ナショナル・ミニ
マムの標語を継続すると、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
担に基づく地方の自主性、自立性も育たない。先進諸国へのキャッチアップを目指す
状況では当然だったろうが、各地域が自己決定と限られた資源の有効利用を基に、国
の関与や規制や補助金による制限を廃止・撤廃し、各地域において住民ニーズに即し
た最適な政策形成が可能となる状態を目指す。これがローカル・オプティマムだ。 

    また、事務の性質に応じて「補完性の原理」を導入すべきだ。地方でやれることは、
地方で裁量権を持って自主的・自立的に行うのが原則で、実施できない部分は上の広
域自治体がカバーする。国は国しか実施できないことに専念するとの考え方だ。 

    この改革で目指す地域社会の姿は、市町村合併の進展を踏まえ、地方自治の自主
的・自立的な担い手として、一定の規模と確固たる行財政運営基盤を持ち、地域発展
に先導的役割を果たす逞しい地方都市の誕生である。併せて、分権型行政システムへ
の転換に向け、従来の中央集権システム、右肩上がり時代に形成された国と地方の相
互の意識改革が必要である。国庫補助負担事業の廃止・縮減の議論は、経済財政諮問
会議を始めとする政府内の議論に移るが、我々の意見を十分踏まえていただきたい。 
今後は、こちらで年末までにとりまとめられる国庫補助負担金事業の廃止・縮減の

政府方針を踏まえ、「基本方針 2002」のとおり、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。その後、地方行財政改革の
推進、行政体制の整備についても検討したい。 

（水口議長代理）  分野別の見直し方針と具体的な提言について簡単に説明する。 
    135 の具体的な提言中、約 10 項目が関係省庁と未合意で、それを中心に説明する。 
    「社会保障」では 37 項目中、４つが平行線だ。幼稚園・保育所の制度の一元化で

は、地域ごとの判断で一元化可能となるよう見直す。まず資格で、次に制度の一元化
だ。関連する補助負担金の一般財源化にも言及した。保健所長の医師要件廃止では、
保健所に医師は必要だが、医師以外の者を所長とする選択肢も認めるべき。保育所の
調理施設の見直しでは、必ず調理施設を置くべしと全国一律に義務付ける必要はない。 

    「教育・文化」では 24 項目中、３つが不一致。最大の問題が、義務教育費国庫負
担制度の見直し。今回の意見は、ここに集約されるとの報道もあるが、公共事業でも
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提言し、全部合わせると約５兆円。これは約３兆円。国が一定の役割を果たすのは当
然だが、これからの時代は、地域、各学校の自主性、主体的判断が非常に尊重される
よう見直しが必要だ。学習指導要綱や学級編制基準等は大綱化、弾力化は既に行われ
ているが、国庫負担金制度の見直しは不十分だ。義務教育も地方に任せてよいのなら、
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
討を提言した。しかし、現状で直ちに一般財源化、国庫負担制度廃止ではなく、教育
改革の議論での合意形成や地方行政体制の議論の整理も重要だが、改革の先延ばしは
適当ではなく、対象経費見直しを改革の第一歩と位置付け、地方の創意工夫を促し、
裁量範囲を拡大する観点から、負担金の定額化、交付金化の検討に直ちに着手すべき
だ。その後、一般財源化も検討すべきと提言した。 

    「公共事業」では 45 項目中、１つが平行線。定性的提言で、具体的項目は多い。
「改革と展望」の期間中の国庫補助負担事業の廃止・縮減等として、公共投資水準の
重点化、効率化の実施を求めており、その結果、公共投資全体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る。「地方にできることは地方に委ねる」
との観点、つまり地方の責任と権限を大幅に拡大する観点から、公共事業に関わる国
庫補助負担事業の縮減を行う基準を提言している。３点ある。第１に、事業実施主体
の観点からの見直し。例えば、市町村事業への助成を縮減する。第２に、公共事業の
対象施設の性格に応じた重点化。第３に、個々の事業特性を踏まえた国庫補助負担事
業の採択基準。例えば事業規模の引上げなどの見直し。そして、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た。
直轄事業の事前協議制で意見が一致していない。地方から直轄事業の事前協議を強く
求められている。 

    「産業振興」では 14 項目中、４つが未合意。協同農業普及事業の在り方。農業改
良普及員約１万人は都道府県に委ねるべきだ。改良普及員の必置規制の廃止又は大幅
緩和。協同農業普及事業交付金の一般財源化、改良普及手当の抜本的見直し等の検討
を提言した。農業委員会では、必置規制等により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、抜本見直しを提言した。農業委員会制度は、存置しつつも、
現行業務を農業委員会が行うのか市町村部局が行うのか市町村条例での選択性に委
ねることなどを含む必置規制の撤廃又は大幅緩和の検討、農業委員会交付金の一般財
源化の検討も提言した。 

    「治安その他」は、15 項目を提言し、方向性はほぼ一致している。 
（西室議長） 最終段階で大議論になったのは、義務教育費の国庫負担の問題だ。評価が

分かれた部分と一致した部分がある。将来的に一般財源化を目指すことで、地方の自
主性に任すという全体の方向付けでは一致したが、３．１兆円のうち 5,000 億円とい
う文部科学省提案の評価は２つに分かれた。提案の対象が、主に共済費と退職金で義
務的経費であるため地方の自主性に結び付かないとの評価がある。他方で、5,000 億
円という金額提示は、第一歩と評価された。全く裁量性がない点は、今後の国家公務
員制度、地方公務員制度、処遇その他の改革がアジェンダに載っており、分離にも意
味があると我々は評価し、提案を受け入れる形で意見をとりまとめた。税源移譲も書
くべきとの意見が、委員に強くあったが、結局書き込んでない。これは、三位一体の
議論の中で処理すべきで、経済財政諮問会議での今後の論議の障りになるおそれもあ
ると考え、入れていない。 

（水口議長代理） 本文 23～24 ページに明記した。5,000 億円の提案は評価が分かれる
が、全体見直しにつながる契機となれば、改革に向けた第一歩と受け止めるとしてい
る。税源移譲を伴うべしとの強い意見もあったが、次の段階で、国と地方の税財源配
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分の在り方について、「基本方針 2002」のとおり、三位一体で検討するとしている。
また、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、
継続課題として義務教育費国庫負担金の一般財源化を提言した。 

（塩川議員） 我々の国庫補助負担金の廃止・縮減、税源移譲についての考え方は、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、地方への義務付け縮減と併せた
実施が必要ということ。ナショナル・ミニマムの見直しは、併せて、法定受託事務へ
と続き、行政指導的なものも含むと解釈してよいか。 

（西室議長） そのとおり。 
（塩川議員） シビル・ミニマムの見直しは、どういう手順で行うのか。行政のスリム化

を実現する観点から廃止・縮減を図ることが重要だ。 
（片山議員） 塩川大臣の質問は、私の議論と一緒にやった方が良い。議論が散漫になる。 
（竹中議員） まずは御発言を。 
（塩川議員） 税源配分の考え方で発言したい。第１に、税源移譲は１対１で行うとキリ

がない。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。絶対にこの路線だ。第２に、プライマリー・バランスに
ついて。国は14 年度で 13.3 兆円マイナスだが、地方は３兆円の黒字という現実があ
る。この点も税源移譲では考えていただきたい。 

（片山議員） 計算がおかしい。 
（塩川議員） 国の事業の財源は、ほぼ国債に頼っている。税源移譲では国債の分も併せ

考えねばならない。三位一体でできるだけ早く解決し、権限の委譲も早くやりたい。 
（片山議員） 意見の前に、西室議長、水口代理に質問したい。６月 25 日の総理指示で

は、三位一体改革の前提として、国庫補助負担金の整理合理化案の策定があり、まず、
国庫補助負担金の見直しについて年内に結論を出し、三位一体全体を来夏までに行う
となっていた。今回報告では、国庫補助負担金の見直しによる削減量を示すことが必
要だが、分からない。 
 各省庁に国庫補助負担金の見直し、整理合理化の検討を始めてもらうが、検討に向
けた考え方、具体的基準を貴会議で示すべきだ。それがあるのかないのか。 

    税源移譲は「やるべし」と明記いただくべきだ。個別の税目とは別の議論だ。 
    義務教育の国庫負担金について。共済負担金や退職手当は、定数が決まれば自動的

に決まる。地方に移譲しても自主性の拡大は一切ない。地方への付け回しだ。切り離
さずに全体について議論いただく方が良かった。5,000 億円と額は大きいが、高齢の
教職員が多いので、10 年後には２倍、15 年後は３倍になる。きっちりした財源措置
がなければ、完全な付け回しだ。貴会議は、5,000 億円を一般財源にと提言している
が、知事会を始め地方は全部要らないと言っている。事柄の中身を分かっているから
だ。どこに自主性の拡大、効率化があるのか説明いただきたい。 
国庫補助負担金の全体の削減規模、各省庁検討時の基準や考え方、税源移譲をはっ

きり打ち出していない。三位一体の柱の１つは税源移譲で、それを言及しないのは如
何なものか。 

（西室議長） 全体金額は、対象になる国庫補助金のリストで考えている。義務教育費の
３．１兆円のうち 5,000 億円のように具体的金額提示のあるものや、百分率で提示さ
れているものもある。本文には、具体的にそれぞれについて考え方を明示した。 

    次に、「税源移譲」が、アサインメントの中にはっきりと入っているとの御指摘は、
国庫補助金を考えるには、必ず税源移譲が１対１対応で付くとの考えだろう。三位一
体改革とは、国庫補助金、交付金、税源、地方債の問題を併せて考えるのが当然だ。
１対１対応なら、いったい何を全体スキームとして討議するか分からなくなる。 
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    さらに、文部科学省提案について、総務大臣は、現行の法律、公務員制度が未来永
劫続くという前提で３倍と言われるが、もっと小さい試算値もある。現行制度が永続
するなら、国の改革はできない。現行法の下では相当に制約のある経費項目だ。 

    私と水口さんが、議長、議長代理を務めるのは、国の制度を、民間の状況を参考に
して変える提言をすることだ。退職金、共済費の問題も、今後検討対象にすべきで、
公務員制度改革の中で改革するならば、はっきり変えるべきだ。提案受諾は当然だ。 

（水口議長代理） 文部科学省案丸呑みではなく、制限を付け改革への第一歩とした。民
間では、人件費は流動費であり、退職金もポータビリティのある４０１Ｋなど相当変
わってきている。例えば、16 年度から国立大学は独立行政法人になるが、俸給表が
なくなり、教員の給与体系見直しをどうするか。18 年度に公務員制度が改革される
が、聖域だった義務教育費国庫負担金が脚光を浴びており、取り上げる意味がある。 

（片山議員） 補助金、負担金の対象だけでなく、どういう整理合理化の方向で、どれだ
けの削減を目指すかがないと、三位一体改革にならない。税源移譲、交付税の見直し
につながらない。給与制度では、公務員は労働基本権が制約されるので人事院や人事
委員会の制度がある。国家公務員給与は民間準拠で、地方は国家公務員準拠だ。公務
員の地位を直さないと法的には変わらない。少しは変わるかもしれないが、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説明にはならない。民間と
違い労使交渉で決まらない。 

（西室議長） 民間と根本的に違うことは理解したが、公務員制度を現行のまま維持する
といっても、これから変える必要があると認識される部分があるのではないか。 

（片山議員） 基本は維持する。そうでないと公務員というものがなくなってしまう。 
（塩川議員） 税源移譲に触れなかったのを、今、会議が触れたら越権だろう。三位一体

で解決しなければならない。財源について触れなかったのには理由が十分あった。 
    例えば、義務教育関係補助金は、消費的支出の人件費で約３兆円、資本的支出は約

0.2 兆円。交付税の基礎となる基準財政需要で約５兆円強で、これらの合計が約９兆
円となっている。義務教育費 10.3 兆円のうち約９兆円が実は国費に関係している。
補助金、負担金、交付税を全部合わせて義務教育が行われており、人件費の消費的支
出分だけ切り離してどうこうできない。一刻も早く方向を決め、三位一体の議論を併
行して進めるべきだ。 

（片山議員） 国が負担すべき 5,000 億円を地方に負担させるならば、財源手当をしなけ
れば筋が通らない。税源移譲なり交付税措置でやると書かなければ、単なる地方への
負担転嫁だ。 

（西室議長） 税源移譲を明記すべしとの意見もあった。我々は、明記しないのが、現在
の当会議の立場として当然であるとした。書くと、今後の三位一体議論の障りになる。 

（片山議員） では、何もしないのか。 
（西室議長） そうではない。 
（片山議員） 負担が増えるものの財源措置はどうするのか。これでは無責任だ。 
（西室議長） 地方財政計画の中で、しっかりと審議して欲しいと書き込んである。 
（片山大臣） 5,000 億円の負担増について、交付税なり税源移譲で手当すると書かない

と、誰も受けない。地方は、受けないと言っている。 
（塩川議員） 5,000 億円は、４年に分割して行われる。 
（片山議員） まだ何も決まってない。 
（塩川議員） その分を予算全体の中で消化していく。 
（西室議長） 初年度何千億円になるか分からない。それを論議するのは予算の段階で･･･。 
（片山議員） 地方分権改革推進会議は財政制度等審議会ではない。 
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（西室議長） 失礼だが、我々が財政審委員を兼ねているのを誤解されていないか。 
（片山議員） 誤解はない。地方分権を進める御議論を賜りたいと常々言っている。 
（西室議長） 地方分権を進めるため必要な議論をしてきた。１対１対応で全部尻ぬぐい

はしたくない。 
（竹中議員） 義務教育の話は後で出る。どのように三位一体で進めるか御議論いただく。 
（小泉議長） 報告を受けて、これから議論する。御苦労さま。 
（西室議長） 方向付けをいただきながら、続けさせていただく。 
（水口議長代理） 我々は、総理指示で、フェーズⅠで事務事業の問題を、フェーズⅡで

１年以内に三位一体を検討すべく、これから取りかかる。 
（竹中議員） 全体の仕切りについても後で議論したい。 
 
○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） 
（片山議員） まず「国・地方」関係。国庫補助負担金の廃止・縮減に当たり、事務事業

が存続するものは、所要の税源を移譲することで財源確保する。税源移譲は個別の地
方団体にそのままフィットせず、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。 

    ５月に申し上げたように、5.5 兆円の国庫補助負担金の廃止・縮減と税源移譲を考
えている。一度には無理だが、段階的に、国庫補助負担金が一定額になったら税源移
譲を考えれば良い。 

    現在、国庫補助負担制度がなくても一般財源で行政水準が維持されている例として、
高等学校教職員は、文部科学省の標準法で定数配置が決まっているが、人件費は一般
財源だ。警察官も、政令で配置が決まっているが人件費は一般財源だ。戸籍事務、消
防・救急、保健所の人件費も一般財源である。人件費関係は、できるだけ一般財源に
すべきだ。 
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

続するものは、財源を確保する。税源移譲でも、交付税でも財源確保を明確にした上
で、廃止・縮減に向けた検討を行ってもらうべきだ。 

    今後の進め方では、18 年度までに私は 5.5 兆円と提案したが、数兆円規模の国庫
補助負担金の廃止・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、見直しの具体的基準や数値目標等を設定し、各省庁での実効ある改革案策定を
促進すべきだ。内閣府、財務省、総務省等が中心になって、ここで改革案を策定する
のがよい。 

    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
述べたが、以下のものは、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
で、可能なものは来年度から実施する。①職員設置費に係るもの。②法令を施行する
ために必要な事務費に係るもの。③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だ。④住民に身近な生活基盤の整備に係るものは、例えば、
小さな市町村道や公園の整備等に補助金が出ているが、これらも一般財源化すべきだ。
⑤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いる。 

    先ほどの義務教育費国庫負担金は、地域の児童生徒の状況等に応じ自主的な取組み
が行えるよう、学級編成や教職員配置について、基本的なことは国が関与し、決めて
も良いが、ある程度、地方に自由を与える。併せて、国庫負担金の一般財源化を基本
とすべきだ。現状では、標準法に加え、国庫負担金制度で細部まですべてが決まって
いる。政策的な教職員配置まで、すべて文部科学省が査定し、地方団体の自主的判断
はない。基本は国だが、その他については地方に裁量権を与えるべきだ。国庫負担金
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を廃止しても、全国的な水準、所要の財源が確保されれば、教育水準の維持確保に支
障はない。現在、教育を軽視する知事はいない。全国知事会議でも複数の発言があっ
た。高等学校の人件費は国庫負担制度はないが、教職員配置は標準法だ。文部科学省
提案の退職手当、共済負担金を地方負担にすることは、以下の理由から地方の理解も
得られない。共済負担金は法律事項で、退職手当も条例等で決まっている。基本とな
る給与費は国庫負担としながら、地方団体に裁量の余地が全くないものを移すことは、
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、教職
員が高齢化しており、10 年後には２倍、15 年後には３倍と見込まれ、財政措置で対
応できない。地方への大きな負担転嫁になり地方は絶対反対だと言っている。 

    次は、「規制改革」関係。アウトソーシングだ。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・効率化だが、14 年６月の閣議決定「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」で、総務省及び関係府省が行うこととされた。
現在、各省庁と検討中だ。年末までに進捗状況をとりまとめたい。 

    次は、地方公共団体での公的サービスの民間開放で、平成９年度に民間委託を推進
するという方針を出した。県では、本庁舎の清掃は 100％、道路維持補修は約９割、
公立学校給食は約８割、夜間警備は 74％が民間委託だ。市町村でも、給食、清掃、
ホームヘルパーなどを民間委託しており、民間委託等の優良事例があれば、情報提供
するなど推進したい。さらに、次期通常国会を念頭に地方自治法改正を行い、「公の
施設」の管理を民間でも可能にしたい。様々な公の施設の民間委託を進めたい。 

    電子自治体推進戦略での共同アウトソーシングは、最初のモデルシステム検討は、
14 年度中に行う。住民サービス業務の標準化は、14 年度中に 31 都道府県で作業が始
まり、15 年度中には全都道府県で行う。システム設計・開発は住民サービス業務で
は、平成16 年度を目途に全部稼動することにしたい。内部管理業務では、平成 17 年
度以降、できるだけ早期に行いたい。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。運営コストは約７割削減される。地域経済の活性化につなげたい。 

（塩川議員） 質問と要望をしたい。一般財源化に当たって、基準となる一般財源化の算
定基準を、現在の基準財政需要額によるのか、もう少し合理化、スリム化した基準財
政需要額によるのか。それから、一般財源化する５項目は、実行すると良い。併せて、
職員の配置基準が出るなら、農業委員会、教育委員会のスリム化も進めて欲しい。ア
ウトソーシングの経費算定は地方により異なるので、基準を作った方が良い。 

    なお、一般財源化するものは、全国一律ではなく、地方の算定基準、地方の個性を
計算の中に入れて良いのかどうか。今の基準財政需要額では、全国一律の計算だ。 

（片山議員） 御指摘のとおり。国庫補助負担金を削減するとして、どうしても残す事務
が 2.5 兆円あるなら、その分は税源移譲で手当するのか、交付税で手当するのか。我々
は税源移譲が良いと思う。しかし、２兆円しか税源移譲で手当てできないなら、残り
の 5,000 億円は交付税による財政措置が必要となり、基準財政需要額に算入すること
により手当をせざるを得ない。 

（塩川議員） そこが一番の根本の問題になる。 
（片山議員） 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

れだけあるのかがポイントだ。 
（塩川議員） 行政事務全体をどこまで減らすかが問題で、そのために、現在の基準財政

需要額を適用するのでは減らない。ここが問題だ。 
（片山議員） 事務事業の変化に応じて、基準財政需要額は連動して増減する。アウトソ

ーシングでは標準化しないと効率化にならない。もっと推進していきたい。 
    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たが、計算が色々あり、
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我々の計算では 7,000 億円マイナスとなる。 
（塩川議員） からくりがあるのではないか。 
（片山議員） そうではない。 
（竹中議員） 基準財政需要に地方の個性を発揮する点は如何か。 
（片山議員） 基準財政需要額の算定方法なので技術的には如何ようにもなる。 
（塩川議員） 地方の個性を入れるべきだ。国鉄が一番良い例で、１日１本しか列車が通

らない地方でも、東京都でも同じ給料だった。現在の地方行政もそうだ。指摘したい。 
（片山議員） 議論がある。 
（塩川議員） 地方化しなければ駄目だ。 
（小泉議長） 国鉄だからそうだったのだろう。 
（塩川議員） 公務員がそうだ。責任と仕事の分量で決めるべきだ。 
（牛尾議員） ライオンと虎の戦いに、猫は入りにくいが、気を付けつつ質問したい。 
（塩川議員） 我々二人は、国と地方の一体化を目指している。 
（牛尾議員） 国のプライマリー・バランスが 13.3 兆円の赤字で、地方が３兆円の黒字

というのは初めて聞いた。御説明いただきたい。また、国家公務員では 10 年間で 25％
の人員削減目標があり、地方も目標を持つべきだが、目標はないのか。 

（塩川議員） 地方財政計画だ。 
（片山議員） 定員では、各地方団体には定数管理計画を作らせている。ただ、全国的に

時点を揃えておらず、各県ばらばらだ。国の削減準拠と言っても、国の定員削減は毎
年度１％削減だ。全体目標である 25％削減の半分以上は独立行政法人移行である。
地方自治としては議論があろうが、来年度から何万人という削減計画を、地方財政計
画上で設定したい。５年間で４万人とか。ただ、警察、福祉、消防は増える傾向にあ
る。 

（牛尾議員） こういう計画は中核都市まではよいが、小さいところはできない。30 万
都市にするなど、2011 年には自治体数を 2,000 にすることを明確化すべきだ。 

（塩川議員） 一番緩んでいるのは、政令指定都市だ。 
（片山議員）  プライマリー・バランスで３兆円黒字と言うが、公営企業繰出金のうちの

企業債償還を黒字に算入しているが、除外すべきでこれを黒字は 8,000 億円程度に縮
小する。交付税特別会計借入金の地方負担分は赤字要素だ。トータルでは 7,000 億円
程度の赤字。 

    後日、資料を提出する。地方が３兆円黒字というのは都合の良いように計算してい
る。 

（塩川議員） 地方財政計画に基づき試算している。 
（竹中議員） また議論したい。 
（本間議員） 竜虎という位議論に勢いがあるが、中身の方は、何十年来同じことの繰り

返しだ。諸井会議に、西室会議は、いわば政府内部の代理戦争をしており、政府がき
ちんと対応していないことを、ある意味で会議に押し付けている。決めなければなら
ないのは、西室会議ではなく、政府だ。政府部内できっちりと情報公開しながら議論
することを是非お願いをいたしたい。 

（塩川議員） これだけ合意取ってもらっただけでも、大変な御苦労だ。 
 
〇制度・政策改革集中審議のフォローアップについて（遠山大臣） 
（遠山臨時議員）  総理指示を受け、８月末にぎりぎりの結果をお示しした。義務教育の

水準確保という制度の根幹を維持しながら、最大限見直す精神で出した。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ターゲットとなる
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のに違和感があるが、何が協力できるか鋭意検討した。前提として、現在進めている
教育改革と義務教育費国庫負担金の意味付けについて述べたい。 

    １ページ目。現在、教育改革を強力に推進中だ。教育目標を、画一・受け身から、
自立、個性、創造へと 21 世紀型に大きく転換している。自分で考える力を育てるの
は、大きな価値の転換で、是非とも成功させたい。子ども一人ひとりの能力、適性に
応じた指導ということで、各々の学校や教師が創意工夫できるようにする。自然体験、
社会奉仕などの体験活動で、真に身に付く理解力を持たせ、本物の知力を付けるよう
にする。同時に、教育の地方分権を大幅に推進しており、各地方ごとに多様で特色あ
る教育を実現するため、例えば、国は学級編制の弾力化を示しており、地方の判断で
少人数学級も編制できるよう法改正もしている。社会人、専門家など外部の人材を入
れて、子どもたちの多様な能力を引き出そうとしている。公立学校教員の給与制度も、
国立大学準拠を廃止し、16 年度から各県が給与水準を自主的に決定できるようにす
る。 
  こうした改革を成功させるカギは教員である。教育水準向上には、教員の資質向上
と量的確保が必須だ。そのために法律改正も行い、10 年目研修、指導力不足教員の
転職措置、優秀教員の評価と処遇など大転換を図っている。学校で自己評価を行い情
報公開する。５日制と併せ実施したが、大きな教育改革の一歩を踏み出した。10 年
後、20 年後に改革成果が効いてくる。21 世紀型のたくましい日本人を創ろうとして
いる。 

    一番の基礎は義務教育で、しっかりやらなければ将来伸びない。義務教育は、国家
の礎で、憲法により水準維持は国の責務である。国・県・市町村が役割分担している。
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だ。単に金額の問題
ではなく、政策誘導の意味もあり、義務教育費国庫負担制度は不可欠だ。日本の義務
教育は、外国も羨む実績をずっと上げてきている。しかも、今、大改革に取り組んで
いる。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。地方教
育行政の現場の実情を考慮に入れるべきで、教育行政の責任者として申し上げている。
関係方面からは、義務教育費国庫負担金の骨格は守れとの意見が多数来ている。恐ら
く国民も、一般財源化したら国は責任逃れをしていると非難を浴びせるだろう。20
兆円を構成する他の経費は維持し、これだけ一般財源化するのはおかしい。手を付け
るなら一番最後だ。しかし、３ページで、地方分権改革推進会議提言に沿い考え方を
整理した。まず、負担対象経費を見直せということ。これは実施する。共済費、退職
手当等に関わる経費約 5,000 億円を 15～18 年度に縮減する。これは、負担対象経費
を、真に国がやるべきものに限定するとの考え方による。 
次に、客観的指標に基づく定額化・交付金化など。負担金の定額化は検討したい。

平成 16 年度から定額化を、公立学校の教員給与制度改革と併せ実施するよう、直ち
に検討に着手したい。交付金化は適当でない。義務教育費国庫負担金の一般財源化で
は、他に使うことになる。それは困るし、受け入れられない。少人数指導などの改革
誘導も重要だし、他の経費を見直さずに、これだけというのは解せない。これは、経
費負担だけでなく、義務教育制度全体の検討の中で、教育改革の立場から考えたい。 
  「教員給与制度」では、提言は教育給与体系を見直せということ。我々も、各県の
裁量を大幅に拡大したいと考えており、改革したい。第１に、国立学校準拠制を廃止
し、各県の自主性に委ねたい。平成 16 年度からの国立大学法人化に伴い準拠制を廃
止し、各県が地域ごとの実態を踏まえて給与水準を主体的に判断できるようにしたい。
東京都と地方の小町村では給与水準が違っても良く、給与は各県が状況に応じて作れ
ば良い。これは大転換だ。第２に、教員についても評価制度を取り入れ、給与制度と
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リンクしていくべきだ。ただし、公務員制度改革全体と連動して行うべきだ。 
    人材確保法の考え方は今後とも維持したい。優れた人材を確保するには、一般公務

員よりも優遇措置を講ずるのを前提にしつつ、すべてフラットに優遇するのではなく、
むしろ、優れた教員について優遇措置を取る方向に転換していくべきだ。 

    最後５ページだが、これらの御提言はいずれも実施したい。１つは、政令指定都市
の県費負担教職員制度の見直し。給与費を政令指定都市の自己負担と改め、新たに学
級編制、定員、定数基準の設定について権限移譲したい。県と指定都市の理解を得な
がら進めていく。市町村費による教職員配置は実施に向け検討したい。構造改革特区
で、先行的に制度化する。市町村の権限、責任を拡大する観点から、非常に重要な政
策だ。事務手続の簡素化についての幾つかの御提言は、我々の考えともマッチするの
で、実施に向けて検討したい。 

（竹中議員） 前回、遠山大臣御出席の際に、論点を私の方で整理すると申し上げた。坂
政策統括官から、手短に説明させる。 

（坂政策統括官）  １ページ目。基本的な論点で、第１に、国の過度の関与と地方の個性
の喪失とある。一般論だが、義務教育でも当てはまるだろう。第２に、これも一般論
だが、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。受益と負担の
関係を明確化した方が効率化するのではないか。 

    次に、これまでの議論の整理では、義務教育費国庫負担制度についても見直すべき
との点では、共通の理解が得られている。文部科学省から既に提案が出ているが、標
準法、人材確保法、教育公務員特例法に基づき、標準的な定数や給与の基準を設定し、
負担金を払う今の仕組みは、独自性発揮の妨げになっている。弾力化だけでは不十分
かもしれない。財政赤字の膨脹では、附帯的経費だけとりあえず一般財源化してはど
うかという提案だ。 

   意見集約に向けてでは、Ａ）標準法等と負担金が結び付いた現行制度は、地方が標
準以外を選択するのを事実上困難にしているとの議論。国が学級編制や教職員定数の
標準を設定すること自体を見直す。国庫負担金との結び付きを切り離すという議論が
ある。一方、抜本的見直しは不要との議論もある。Ｂ）教員給与の一律優遇を定めな
くとも、実態上優れた教職員確保は可能ではとの議論がある。Ｃ）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
で、合理化、効率化を図るべきだとの議論がある。その一環として全額を一般財源化
すべきであるとの議論。それに対して、遠山大臣御発言のように、教育を受ける権利
は憲法上のもので、そうはいかないとの議論もある。負担対象経費についても、片山
大臣御発言のように、附帯的経費だけでは本筋ではないとの議論もあるし、逆に国が
真に負担すべき経費は、附帯的経費を除いた分だという議論もある。Ｄ）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、事後的監督すべきだという議論。それに対し、国庫負担金が、地方の実施状
況を是正する重要な機能を果たしており必要との議論もある。Ｅ）仮に国が所要経費
を負担する場合でも、今のように標準定数等に応じて資金配分をするのではなく、ほ
かのやり方がないか。もっと地方が裁量を持つような資金配分ができないか。一般財
源化との話もある。この「交付金化等」というのは、教育に限定した交付金を念頭に
置いており、教育に使わなければならないが、その中で教職員数や給与水準は地方ご
とに考えたらということ。それに対し、教職員定数等は国が決めるべきとの議論があ
る。 

（吉川議員）  義務教育費国庫負担金の議論は、遠山大臣御指摘のように、単にお金の問
題にしてはいけない。私もそう思うし、多くの国民もそう思っているだろう。その意
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味で、義務教育は非常に重要なのだからそもそも論を文部科学省にしっかりやっても
らいたい。 
しかし、文科大臣の話で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

のところは完全にずれている。教育は大事だという遠山大臣の御指摘は、全員そう思
っている。教育は大切だからこそ、多くの人は、国の関与を小さくした方が良い教育
ができると考えており、現行制度を見直した方が良いと言っている。遠山大臣の御議
論は余り説得的ではない。例えば、教育の質は大切だが、片山大臣の御指摘のように、
高校は義務教育ではないが、教育の質を保つ点では、小学校、中学校と変わりがない。
教員の質が大事という点では、大学での教員養成の問題などがある。給与よりもこう
いう点を文部科学省として検討すべきではないか。 
  教育委員会をしっかりするなら、お金も地方に回す必要がある。教育が大切という
思いは全員が共有している。だからこそ国の関与を小さくし、地方の創意をもう少し
活かすよう、国庫負担金を変えるべしと多くの人が指摘していいるときに、教育を守
るには今の方が良いというのでは説得力がない。 

    この問題をお金の問題だけで、財務省、総務省だけで議論すると、ましてや 5,000 
億円の議論だけになると矮小化されてしまう。遠山大臣のお考えを伺いたい。 

（遠山臨時議員）  吉川議員の御指摘は、１つの考え方だが、机上の空論だ。要するに義
務教育が大切である。国の関与は縮小している。それぞれの都道府県、学校、今や教
師の自主的な取組みも可能にしている。今は全く価値観を転換し、各々の教員が本気
にならなければ教育は良くならない。創意工夫をしてもらっている。２番目の御指摘
は当たらない。創意工夫のために負担金を止めろという論理は、私には理解できない。
国庫負担金で措置しないと悪くなる例は多い。例えば、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ことがあったとして、国庫負担金なら
ば、返還要求ができる。国庫負担金であるために、きちんと使われる例は多く、仮に
制度を無くせば色々問題が起きてくる。見解の違いかもしれない。 

    創意工夫は大いにやって欲しい。教育委員会では、どういう人を得るかということ。
教育委員会の仕事をしっかりするには、広域化が必要だろう。教育行政の広域化を指
導していきたい。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。例えば、
教育委員会の議論のプロセスを公開する。法律上義務付けたので、今では公開されて
いる。住民の声も反映できるようにするなど、今、大改革をしている。 

（片山議員）  「義務教育だけを取り上げるのには違和感がある」と冒頭大臣から御発言
があったが、全部やる。ただし、文部科学省から 5,000 億円の一般財源化を提案され
たので浮上してきている。5,000 億円を削る決意をされたのなら、退職手当と共済負
担金ではなく、全体の給与費のうち 5,000 億円分国の負担金を削減すべき。地方も受
け入れるかもしれない。本体の方は残して、「退職手当、共済負担金だけ地方に負担
せよ」というのは負担転嫁だ。全体を 5,000 億円削られてはどうか。 
  負担金の定額化では、過去の歴史を見ると、定額化すると全部地方が超過負担にな
る。恐らく地方としては了解できないだろう。 

    高校は標準法で定数配置をしている。義務教育ではないが、96％超の進学率で、今
や準義務教育だ。教職員の配置は全く一緒だ。しかも、今、文部科学省は、中高一貫
教育を推進し、あちこちで始まっている。聖域なく、お考えを改めていただくべきだ。 
  また、県ごとに教員給与を決めることはできない。人事委員会の勧告で決まってく
る。公務員の労働基本権を制約している以上、基本的には一般公務員と同じで、この
方式を直すことはできない。自由化されるのは結構だが、限界があることは指摘した
い。 
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（竹中議員）  御議論もあると思うが、時間的制約もあるので、遠山臨時議員。 
（遠山臨時議員）  高校の議論を援用された御指摘は、全く御理解がない。高校は、入学

定員が決まっているので標準のみの制度に馴染む。義務でも、無償制でも、就学義務
もない。小中学校は子どもたちがいたら作らざるを得ない。高校では標準方式なので、
半分の県が標準定数より少なく配置している。 

（片山議員）  ３％か５％だろう。 
（遠山臨時議員） いや、23 県で定数標準より低い。義務教育では許されない。 

  対象経費を特定しないとの御提案だが、在職給与の２分の１負担は必須だ。仮に、
特定せず縮減するなら、負担率引下げとなり、義務教育水準の確保に支障が出る。受
け入れられない。 

    県で自主的に決められないというのでは、地方自治ができていないと言える。 
（塩川議員）  ところで、竹中議員資料は、誰が書いたのか。 
（竹中議員） 事務的に詰めてみた。 
（塩川議員）  なかなかよくできている。 
（竹中議員） ８月の議論を整理した。では、簡単にとりまとめたい。大変難しい問題を

御議論いただいたが、国と地方では地方分権改革推進会議から御報告いただいた。３
点ある。補助金・負担金削減を、三位一体の議論のスタートにするのは、一つの方向
だろう。しかし、三位一体改革の全体が視野に入らないと単に付け回しになるとの御
指摘もあった。国の関与の緩和という中身の問題が必要だ。これは、システムを動か
すときの一種のドミノ現象で、やるべきことは３点同意しているが、ドミノの倒し方
では、かなり考え方が違う部分があるといえる。だが、来年度予算で芽出しの必要が
ある。どうするかは、会議に投げるのではなく、政府として対応すべきだ。進め方は
別途御相談したい。 

    遠山大臣に御出席いただき色々御提案いただいた。その中で、国の関与はどこまで
やるべきか。「民間でできることは民間で」というのか小泉内閣の方針であり、国の
仕事として残すものは何かという点では開きがあるので、更に議論を詰めなければな
らないというのが、今日の議論だった。 

    残された問題は大きいが、明日の議論にもかかわる。引き続き議論していきたい。 
（本間議員）  独立法人化を控えている国立大学の議論を、別に時間を割いて集中的に審

議していただきたい。予算編成にも関連する。 
（奥田議員）  企業側でも優秀と言うより高学歴で良い大学を出た人間を採用する慣習が

戦後ずっと続いており、そのためにあらゆる教育システムが崩れているのではないか。
幼稚園から塾に行かなければならぬという馬鹿な社会はない。社会人も大学もよく考
えないと、お金のことだけ考えても仕方がない。経済財政諮問会議で議論できるか。 
中央教育審議会だろうか。 

（竹中議員） 遠山大臣、何かあれば。 
（遠山臨時議員）  今の学歴社会がおかしいというのを、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だ。 
（本間議員）  ブレア政権の教育担当相が、数学、英語の学力低下問題で辞任したように、

各国知識社会で教育の問題は極めて重要である。中教審の御議論は貴重だが、若干視
点が限定的なきらいもある。人間力は諮問会議でも議論してきた。奥田議員が提起さ
れた問題は、金の問題として片付けずに、この国をどうするかという高い問題意識か
ら、全体の中での位置付けを明確化して、どこかで重点的に、議論すべきテーマだろ
う。 

（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。総理。 
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（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が
教育を重視してきたからだ、とよく言っている。発展途上国の大統領たちが一番耳を
傾ける。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う。 
  そういう中で、今日かなり激しく議論を展開されたのは良いことだと思うが、要は、
国庫補助金、交付税交付金、税源移譲を三位一体で、地方の自主性、創造性、個性を
如何に確保するか考えて欲しいと言ってきた。それぞれの主張が出て、論点もかなり
整理されている。今後予算編成に向かって、来年度から少しでも芽を出すよう、今後
議論していきたい。 
  教育の重視はどこでも変わらない。地方の自主性もそうだ。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、聖域なくやるので、民間議員も加
わり、よく話し合って三位一体で考えていただきたい。 

（竹中議員）  どうもありがとうございました。 

以 上 


