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平成 15 年第 11 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（開催要領） 
1．開催日時: 2003 年５月 28 日(水) 18：00～19:35 
2．場所: 官邸大会議室 
3．出席議員 

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 平沼 赳夫  経済産業大臣 
同 塩川  正十郎 財務大臣 
同 福井  俊彦 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 
     坂口 力   厚生労働大臣 

亀井 善之  農林水産大臣 
               扇 千景    国土交通大臣    

 谷垣 禎一  国会公安委員会委員長 
石原 伸晃  規制改革担当大臣 

     鴻池 祥肇  構造改革特区担当大臣 
    
     宮内 義彦 総合規制改革会議議長 
 

（議事次第） 
1．開会 
2．議事 
(1) 規制改革の推進について 
(2) 国と地方のあり方の改革に向けて 
(3) 社会保障制度改革について 
(4) 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」について 
(5) その他 

 
3．閉会 
 
（配布資料） 
資料 1-1 「規制改革推進のためのアクションプラン」の実施状況について 

（宮内総合規制改革会議議長提出資料） 
 資料 1-2 亀井臨時議員提出資料（規制改革について） 

資料 1-3 教育分野における規制改革について（遠山臨時議員提出資料） 

資料 1-4 総合規制改革会議の重点項目に対する厚生労働省の基本的考え方 
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（坂口臨時議員提出資料） 
 

資料 2-1 亀井臨時議員提出資料（国と地方のあり方について） 

資料 2-2 交通安全対策特別交付金制度について（谷垣臨時議員提出資料） 
資料 2-3 扇臨時議員提出資料 

資料 2-4 義務教育国庫負担金の取扱いについて（遠山臨時議員提出資料） 

資料 2-5 地方分権の重点項目に対する厚生労働省の基本的考え方 
（坂口臨時議員提出資料） 

 
資料 3-1 社会保障制度改革のあり方  （有識者議員提出資料） 

資料3-2 社会保障制度改革の在り方をめぐる問題点について（坂口臨時議員提出資料） 

資料 3-3 社会保障制度改革について（貝塚社会保障審議会会長提出資料） 
資料 3-4 医療制度改革の論点について（塩川議員提出資料） 

 
資料４  未来を切り開くための経済活性化対策（平沼議員提出資料） 

 
資料５  「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」（目次案） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（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行われた。 
 
○規制改革の推進について 
（竹中議員） 議題に入る前に、福井総裁から金融政策決定会合に関して発言いただ

く。 
（福井議員） 最近の金融政策について御報告する。４月 30 日と５月 20 日の２回に

わたり当座預金残高の目標額を大幅に引き上げた。現在は、目標額の上限は 30
兆円だ。これは基本的に足元の経済の動きを特に心配してということではなく、
欧米経済の回復力、あるいは国内では株価の動きなどの、先行きの不透明感を特
に考慮してとった措置だ。特に意識したこととして、１つは、りそなの問題を発
端に金融市場に思わざる波紋が生じないか、ひいては実体経済に悪い影響が及ば
ないか。もう１つは、最近の為替相場の動き。この２つを特に念頭に置いた。為
替相場については、特に円ドル間の相場が円高方向に動いており、かつ動きも不
安定だ。こうした動きは今後の我が国景気の先行きの不透明感を強める要因の一
つであり、この点も踏まえて追加的な緩和措置を決めた。こうした日本銀行の為
替相場に対する認識は、基本的には政府の認識と整合的だと考えている。 
 なお、りそな問題に関しては、その後金融市場の動きは総じて落ちついている
と認識している。 

（竹中議員） どうもありがとうございます。それでは規制改革の問題から審議する。
 ２月の諮問会議において、宮内議長から「規制改革推進のためのアクションプ
ラン」の御報告をいただき、12 の重点検討事項が示された。総合規制改革会議
では、この重点事項の実現を目指し、６月の答申に向け、各省と公開討論を行う
など集中的に審議・折衝を行っている。宮内議長から審議・折衝の状況について、
「最重要６項目」に絞って御報告をいただきたい。 

（宮内議長） 今年２月に掲げたアクションプランで挙げた 12 の重点検討事項につ
いては、遅くとも２年以内に必要な法制度の施行を完了して実現することを目指
し、これを６月の答申に取りまとめるべく、当会議や規制改革担当大臣の持つあ
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らゆる権能を行使して集中的な審議を行ってきた。具体的には、３月初旬以降作
業部会を開催し、関係各省担当部局との公開討論、意見交換、次官クラスとの公
開討論や非公式な折衝を行い、直接に事務レベルでの最終的な考えを聞いたが、
残念ながら大きな進展が見られない。当会議としては、来月の取りまとめに向け、
諮問会議、特区推進本部との一層の連携を図りつつ努力するが、ぜひ、総理はじ
め御出席各大臣のリーダーシップの発揮により、政治レベルでの決着を実現して
いただきたい。そういう段階になった。よろしくお願い申し上げたい。 
 資料「規制改革アクションプラン『最重点６項目』の実施状況」を御説明する。
 「１．株式会社による医療機関経営の解禁」については、総理の御裁断で、特
区において「自由診療」による株式会社の参入が認められることとなった。当会
議は全国で実現を図るべきと考えているが、少なくとも特区においては、「自由
診療」以外の限定を付けず実施に移すべきだ。 

   「２．いわゆる『混合診療』の解禁」については、混合診療に関し、一定の病
院に対して現場の判断で自由に保険診療と保険外診療の併用を認めるべきだ。厚
生労働省は、現在の「特定療養費制度」の拡充で対応するという考えだが、同制
度は、中医協など関係者の協議で技術ごとに個別に承認する形で、現場の創意工
夫や競争による医療技術向上を阻害している。また、「混合診療」が認められて
いないために、保険診療と保険外診療とに施術を２回に分ける等の実態が生じ、
患者の身体的・経済的な負担を増加させるともに、保険財政上も非効率なコスト
が発生している。先進医療に対する国民の受診機会や医師の診療機会を狭める結
果にもなっている。「混合診療」の解禁は、国民の医療、保険サービスに対する
膨大なニーズに応え、医療技術の発展や保険財政の透明化や効率化にも資するも
ので、断行すべきだ。 
 「３．医薬品の一般小売店における販売」については、現に薬剤師を配置しな
い「特例販売業」や富山の薬売り、いわゆる配置販売業が既に全国に 5,000 近
く存在しており、事実上販売規制は崩壊している。コンビニなど一般小売店での
医薬品販売についても、医薬品はコンビニエンスストアで扱ってほしい商品の第
１位であるという調査から、国民のニーズも極めて高く、早急に解禁すべきだ。 
 「４．幼稚園と保育所の一元化」については、文部科学省と厚生労働省にまた
がる行政を一元化し、各種の基準を統一化すべきだ。サービスの受益者である国
民が供給者側の論理で縦割行政の被害者にならないため、少なくとも特区におい
て早急に実現を図るべきだ。 
 「５．株式会社、ＮＰＯ等による学校経営の解禁」については、いわゆる「公
設民営方式」を解禁し、民間が公立学校を包括的に管理・運営できるようにすべ
きと考える。同じ公共的サービスである福祉や保育では既に認められており、公
共性を理由に規制する理由は特に無い。地方公共団体等からも強い要望があり、
こうした意欲を阻害しないよう、少なくとも特区においては早急に実現すべきだ。 

   「６．株式会社等による農地取得の解禁」について。株式会社等による農業参
入については、特区において農地のリース方式で解禁されたが、これを更に進め、
農地の取得を解禁することも重要だ。これも特区での極めて要望が強い。 
 このほか、労働者派遣業務の医療分野への対象拡大、大学・学部・学科の設置
等の自由化、高層住宅に関する抜本的な容積率の緩和、職業紹介事業の地方公共
団体・民間事業者への開放促進、株式会社等による特別養護老人ホーム経営の全
国拡大、株式会社等による農業経営（農地リース方式）の全国拡大という６つの
事項があり、これらについても、早期に改革の実現を図るべきだ。 
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   この６最重点項目プラス６項目は、これまでの規制改革の取り組みの中で動か
すことのできなかったもので、潜在的な需要と雇用を抱えている有望なサービス
セクターでもある。国民や消費者の選択肢を拡大するとの視点から、改革を進め
れば進めるほど需要と雇用の創出効果は高い。これらの最重要かつ最も象徴的な
テーマに風穴をあけることができれば、総理の掲げる構造改革に大きな道を開く
ことができると確信している。構造改革政権を担う各大臣にこの点を御理解いた
だき、政治の力によって動かしていただくことを切に願っている。 

（石原臨時議員） 担当大臣として、宮内議長はじめ総合規制改革会議の委員の皆様
方に改めて感謝を申し上げ、経済財政諮問会議のバックアップをお願い申し上げ
る。 重点６項目を宮内議長から御説明いただいたが、私も坂口、遠山、亀井の
３大臣を６月に訪ね、大臣折衝を含めて精力的に取り組むので御協力をお願いす
る。 
 ６月は規制改革集中受付月間として、特区と全国規模での規制改革の要望を同
時に受け付ける。宮内議長の資料にも特区でというものもあり、鴻池大臣と連帯
して規制改革を加速していく。 

（鴻池臨時議員） 医療分野への株式参入については、厚生労働省内において、更に
「高度先進医療分野」に限定する規制を加える動きが見られる。しかし、高度先
進医療分野は既に特定療養費制度の対象として保険診療と自由診療の併用が幅
広く認められており、この分野で自由診療に限って株式会社参入を認めても、対
等な競争条件が確保されず、実際に新規参入できるような事業者は想定しがたい。
むしろ、自由診療分野に限定した場合のニーズは、検査専門病院や歯科など高度
先進医療以外の分野にあり、この分野に進出する道を閉ざすと、総理の御決断、
また厚生労働大臣も同意され決定した特区における医療分野の株式参入が全く
無意味なものとなる可能性がある。また、構造改革特区推進本部の決定で地方公
共団体等から意見を聞き６月中に成案を得るとしているが、厚生労働省はどのよ
うな場でどのような検討がされているか全くオープンにしていない。厚生労働大
臣には、６月の「基本方針 2003」の取りまとめまでに、２月 27 日の本部決定通
り、「自由診療」以外の条件を一切つけない成案の取りまとめを行うよう、リー
ダーシップを発揮願いたい。 
 「混合診療」の解禁は、高度な医療サービスを求める患者ややる気のある病院
の双方が喜ぶ規制改革だ。宮内議長の御指摘通り、現行の特定医療制度の拡充で
はなく、一定レベル以上の医療機関単位で、保険診療と保険外診療の併用を現場
のニーズに合わせて包括的に認める制度は特区制度になじむもので、全国措置、
少なくとも特区で直ちに実施すべきだ。また、「混合診療」が認められた場合に
は、株式会社経営の病院もその対象となるようにすべきだ。 

（奥田議員） アクションプランの 12 項目のうち６項目については、諮問会議とし
ても重点項目と位置付けている。宮内議長はじめ関係の方々に粘り強く折衝いた
だき感謝申し上げる。規制改革は内需拡大と雇用創出に大きな期待の持てる、今
考えられる唯一の分野であると理解すべきだ。今、口を開けば内需拡大という人
もいるが、規制改革なくして内需拡大はあり得ないと理解すべきだ。 
 「混合診療」の点について、患者ニーズに応じて診療を行うことは、日本の医
療産業の発展が期待されるだけでなく、公的な医療保険の守備範囲の見直しと併
せて推進することで公的医療費の抑制にも寄与する。社会保障改革の最重要課題
として積極的に推進すべきだ。 
 最後に、総合規制改革会議は今年度が最終年度だが、今後より一層、経済活性
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化の最重点政策と位置付け、政府として積極的に推進していく必要がある。経団
連も５月 20 日に規制改革プログラムを公表したが、民間人を主体に改革志向の
高い人を集めて強力な推進組織を継続して設置すべきだ。 

（亀井臨時議員） 提出資料をご覧いただきたい。株式会社一般による農地の取得の
解禁について。株式会社の農業参入については、一昨年３月の農地法改正により、
農業生産法人としての株式会社形態を導入して、この２年間で既に 42 社の株式
会社形態法人が出現している。そのうち過半は農業外の民間企業が参入したもの
で、食品・飲料メーカー、農産物販売会社等が 16 社、建設・運輸・観光業者等
が６社。また、これに加え本年４月から株式会社一般についても、農地貸付方式
による農業経営を認める構造改革特区制度を創設した。第１弾、第２弾の認定に
おいて、全国 45 市町村を対象とする計 16 件の特区で参入が実現することとなっ
た。 

   このように農業分野では既に大幅な制度改革に取り組み、農業外の株式会社に
も門戸を開いており、しかも、これらの改革はこの２年間という短期間に実現し
たものだ。また、農地法による耕作権の保護の仕組みや実例から見て、現行特区
制度の貸付方式によって安定的な農業経営が可能で、特区を含めた現行制度にお
いても真に農業経営を行いたい株式会社の要望には十分応え得る。一方、仮に株
式会社一般の農地取得を容認した場合、株主の意向による経営方針の変更や、経
営中止に伴う農地の遊休化や不適切な利用が排除できないなど弊害が大きい。農
地を農地として活用し、総生産の増大・地域の維持を図るためにも、これまで導
入した仕組みでの株式会社の農業参入が適当だ。真に農業を経営する中で雇用の
創出が直ちに可能になっており、いずれにせよ、今後は現行の特区制度の実施状
況に基づく効果、あるいは影響等の十分な検証が必要である。特区制度共通のプ
ロセスにのっとり、特区で認められた農地貸付方式の全国適用の可否を検討して
いく。 

（遠山臨時議員） 当省としては、「教育の構造改革」に取り組んでおり、「画一と受
身から自立と創造へ」としてパンフレットを作成している。小学校から大学まで
通じて、大きく構造を変えようとしている。今求められる「教育の構造改革」の
理念としては、１つ目が「個性」と「能力」の尊重、２つ目が「社会性」と「国
際性」の涵養、３つ目が「選択」と「多様性」の重視、４つ目が「公開」と「評
価」の推進で、それぞれの項目の中で小泉内閣発足後の改革を挙げている。例え
ば、「個性」と「能力」の尊重関係では、一人一人の能力をしっかりと伸ばすと
いう習熟度別指導や、地方のいろいろな工夫を伸ばすべく、「選択」と「多様性」
の重視の関係で、学級編制の弾力化といったシステムの改革を進めている。法改
正、政策の立案、予算上の措置等を全て動員して、小・中・高等学校段階から高
等教育段階まで推進している。例えば、今、国立大学の法人化ということで改革
を進めており、13 万人の国立大学の関係者が非公務員型になる。これは１世紀
の中でも初めての大きな改革だ。この「教育の構造改革」につきましては、総理
にも御説明し、しっかりやってくれというお言葉をいただいた。そのように、大
きなビューを持って構造改革を進める中で、総合規制改革会議の提起されている
点にもしっかりと取り組んできた。 

   資料「教育分野における規制改革について」には、これまで私どもが対応した
ことが書いてある。株式会社等の学校設置については、特区における実現を図る
こととして、現在法案が審議中だ。公設民営については、現在、公私協力方式を
推進中。本年度から不登校児童生徒のための適応指導教室の民間委託を容認する
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こととした。公立学校における公教育の水準を担保するためには、設置者である
地方自治体が責任を持って学校を管理運営するという設置者管理主義が基本に
なっている。従って、公立学校の管理運営を包括的に委託することは難しいが、
民間委託が可能な範囲について、現在、中央教育審議会において検討していただ
いている。 
 それから「２．幼稚園・保育所の一元化」の問題について、幼稚園と保育所は
それぞれ異なる目的、役割を持つ施設だが、共用化指針の策定など、両施設の連
携を推し進めるとともに、多様なニーズに応えるために様々な工夫を行っている。
厚生労働省とも連携しているが、地方において多様な幼保一体化施設の取り組み
が既に展開されている。特区において、３歳未満児入園、それから幼保合同活動
を実現したところで、今後とも資格の相互取得の促進方策の検討などを進めたい。 

   我々の進めている構造改革の成果は、必ずや５年後、10 年後には出てくると
いう信念を持っており、御理解をいただきたい。 

（坂口臨時議員） 規制改革はこの内閣の重大な方針であり、やり遂げなければなら
ない。年度末に３か年計画を決定し、構造改革特区でも基本方針を決定する等、
その都度閣議決定を行ってきた。経済財政諮問会議は、その屋上屋を重ねるので
はなく、大方針をお出しいただきたい。例えば、幼保一元化にしても、薬局の話
にしても、進めたいとは思っているが、これを進めても経済の活性化になるとは
言えない。保育所と幼稚園を一元化すれば地方自治体の行政改革にはなるが、こ
れで経済は活性化しない。薬局の問題についても、薬局がつぶれてコンビニが繁
栄するかもしれないが、それ以上のことではない。やらないと申し上げているわ
けではなく、やることはやると申し上げた上で申し上げている。むしろ平沼大臣
が産官学で、もう 800 にも上る新しい方向の起業等の立ち上げをしていただい
ている。少なくともその中の 100 なら 100 を選んで、必要な規制改革をやって
育ていく方がメリットがある。今、規制改革をやらなければならないときに、も
う錆びついて動かなくなったところを少々変えても動かないというのが私の意
見だ。やらないと言っているわけではなく、やらなきゃならないところはやる。
しかし難しいところは難しい。 

（竹中議員） 先ほど石原大臣、鴻池大臣、宮内議長のお話にもあったように、時間
が迫る中できちんと決めていかなければいけない段階だ。それぞれの立場がある
だろうが、石原大臣、規制改革会議を中心に重点項目の調整をしっかりと進めて
いただき、鴻池大臣に御尽力いただいている特区での医療分野への株式会社の参
入等も含め、６月に取りまとめる「基本方針 2003」に織り込まなければいけな
い。それぞれの担当で、より一層の御努力をお願いしたい。構造改革特区の提案
募集と全国規模での規制改革要望を同時に受け付ける「規制改革募集受付月間」
を通じて規制改革の更なる推進をぜひとも図っていただきたい。 

（小泉議長） 今お話を聞いたように、やるべきことをやっていかなければならない。
特区で大分進んでいるが、特区でできることは更にある。本日議論した事項は重
要なものばかりで、できるだけできる方向に向けて一層各大臣の調整を進めてい
ただきたい。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それではひとつよろしくお願いいた
します。石原大臣、鴻池大臣、宮内議長どうもありがとうございました。 

      
○国と地方のあり方の改革について 
（竹中議員） 「国と地方のあり方の改革」の議題に移る。「三位一体改革」については、
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８日の諮問会議で各省の次官レベルによる「検討の場」を設け、検討状況を随時諮問
会議に報告いただくことになった。 
まず、本間議員から検討状況について御報告をお願いしたい。 

（本間議員） 「三位一体の改革」については、総理の御指示の下、「検討の場」を中心
に現在鋭意調整を行っている。今後更に精力的に調整を進める必要があるが、その際、
留意すべき事項を簡単に申し上げたい。 

   第一に、「三位一体の改革」で達成される姿、形をできるだけ定量的、マクロ的に
示すとともに、改革の工程を示し、具体的な改革作業をリードすることが必要だ。 

   第二に、補助金の削減を本格的に進めるために、所要の税源移譲を行うことが必要
である。また、税源移譲に伴い、財政力格差を調整する必要性が高まります。したが
って、補助金の削減、税源移譲、地方交付税の改革の３つを、まさに三位一体で進め
ることを内容とする改革案をつくる必要がある。 

   第三に、国庫補助負担金については、関係大臣に更なるイニシアティブを発揮して
いただき、大胆な廃止・縮減等を決定することが必要だ。また、「改革と展望」の期
間中に達成を目指す補助金改革の規模を示す必要がある。 

   第四に、税源移譲については、移譲割合の目安を示すことが必要。私個人としては、
廃止する補助事業のうち、地方の精査の後も、引き続き地方が主体となり実施するこ
とが必要と判断される事業については、一般財源化による効率化効果も踏まえつつ、
当該事業の補助金の７割ないし８割程度を移譲することが適当と考えている。また、
先日の税源移譲に関する塩川大臣の政治家としての御発言は極めて重要なものと認
識している。 

   最後に、地方交付税改革について、財源保障機能の縮小の観点から、歳出・歳入両
面にわたる地方の自助努力を求めることにより、地方財政計画の歳出規模を削減する
ことなどが必要と考える。同時に、財政力格差を調整する必要が高まることを踏まえ、
新たな財政調整の対応が必要になってくると考えている。 

（竹中議員） では、「事務・事業の見直しと国庫補助負担金の廃止・縮減等」という点
に関し、担当の大臣から。 

（亀井臨時議員） 資料２－１をご覧いただきたい。５月９日の閣僚懇談会において、総
理より指示を受け、「国から地方へ」の観点から対応可能な見直しを最大限検討する
よう指示した。その検討結果を御説明申し上げる。農業委員会の改革に具体的に取り
組むよう、「改革の工程表」に従って取組を進めている。次期通常国会に向け、農業
委員会等に関する法律改正の検討作業にも着手したところだ。 

   資料右側、「見直しの内容」について。活動の重点化や任意業務の見直しを行うと
ともに、市町村の立地条件や市町村合併に対応した必置基準面積の大幅な引上げや農
業委員定数の見直しなど組織のスリム化を行うこととしている。 

   交付金の一般財源化については、農地法等の業務の全国的な統一性と実効性の確保、
独立の行政委員会として独自の財政基盤の確保の観点から、困難と考えている。しか
し、今後、組織のスリム化等に沿って交付金の縮減を検討することとしている。 

   協同農業普及事業並びに林業普及指導事業、水産業改良普及事業について。次期通
常国会への提出に向け、農業改良助長法改正の検討に着手した。更に、革新的技術・
経営方式の普及と地域農業のコーディネートに事業を重点化する。普及職員の資質の
向上を図るほか、地方の自主性を尊重し、普及センターの必置規制の廃止など必置規
制の大幅緩和や組織のスリム化を行う。 

   交付金の一般財源化については、国と都道府県が協同して行うという普及事業の必
要最低限の水準を維持するための財政的裏付けであることから、一般財源化は困難と
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考えている。しかし、今後、組織のスリム化に沿って交付金の縮減を検討する。 
  また、重点検討項目として、市町村事業等に係る国庫補助負担事業の原則廃止・縮
減が挙げられているが、農林水産関係の公共事業は、我が国の農林水産業と農山漁村
が食料の安定供給や多面的機能の発揮など国民生活に不可欠な役割を果たすために、
国の責務として実施する必要があるものだ。天候、地勢等地域ごとに異なる条件の下
で、事業の効率的実施を図るために市町村を事業主体としている。このように国の責
務を果たすため、市町村への国庫補助負担事業を一律に廃止・縮減するのは困難だ。
しかし、国の役割重点化等の観点から、採択基準の下限額の引上げ等、真に必要な事
業に重点化し、平成 16 年度予算に反映していくこととしたい。 

（谷垣臨時議員） 資料２－２の最後のページ。警察では、今年を治安回復元年とし、世
界一安全な国日本の復活に向け全力で取り組んでいる。特に交通は、小泉総理の所信
表明で今後 10 年間で交通事故死者数を更に半減するという目標をお示しいただいた。
この御指示を重く受け止め、総力を結集して総理の目指される道路交通に関し、世界
一安全な国日本を実現したいと考えている。 

   目標達成の手段は２つ。１つは、信号機、道路標識など交通安全施設の整備、もう
一つは、酒気帯び運転等悪質危険な違反に重点を置いた交通違反取締り。２つが警察
にとって不可欠の重要なツールで、この２つを推進する上で、交通安全対策特別交付
金制度はなくてはならない制度だ。 
この制度は、罰金に代わる制裁金である交通反則金を交通事故発生件数等に応じ各

都道府県に配分することにより、財政力の弱い県に交通事故抑止効果の高い交通施設
の整備を安定的に行うことを可能にする制度だ。取締りの面でも、取締りに当たる警
察官が、「取締りは反則金収入の確保のためではなく、反則金は国庫に入るもので、
事故を防止するために行っている」という説明により国民の理解を得ることができる
ため、この制度は取締りの公正性への国民の信頼の確保に役立つものだ。 

   また、この交付金は、他の補助金と異なり、採択基準の設定や箇所付け等は行って
おらず国の取り分もない。客観的な配分基準に基づき、全額が地方に交付されている。
この実態を踏まえ、例えば、８県の知事のよる緊急アピールでも、地方の自主的な行
財政運営を何ら阻害しているものではないと指摘いただいているところだ。 
死者半減目標の達成にかける私どもの決意と、この制度の必要性について御理解を

頂きたい。 
（扇臨時議員） 資料２－３について説明する。補助金の充実として、市町村の補助金の

原則廃止、統合補助金の充実、自動車重量税の移譲などを行ってきた。地方に 930 億
円、特別に移譲した。 
地方道路整備臨時交付金については、今まで一つ一つの事業ごとに国費と地方費の

割合を決めていたが、今後は個別の事業ごとの国費と地方費の割合を固定しないよう
運用改善を図っていく。今、三位一体というお話で地方を元気にすることは本当に大
事なことだが、国から、国民から預かった貴重な財産を、何もしない地方公共団体に
も機械的に配分することがないよう注意しなければならない。 

   この間の閣僚懇でも申し上げたが、例えば、愛知県のＡ村は、人口がわずか 200 人
だが、そこへは国から４億円のお金が行く。４億円が地方交付税だと、村民一人当た
りで 200 万円。ところが、交付税で４億円配分すると、２億円が村長さん等の特別職
の給与、残りの２億円のうち１億円は議員歳費に使われている。例えば、高島平団地
には２万人いるが、地方交付税はゼロだ。こういう格差が起きるということに気をつ
けなければいけない。機械的に配るということは、逆に不公平になるということを念
頭においていただきたい。 
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この三位一体で地方交付税廃止等々のお話は結構だが、逆に格差を生じることがな
いように心を配らなければいけないということだけ１点申し上げておく。 

   今、本間議員から塩川大臣が個別の税目について御発言されたことは大変結構だと
お話があったが、一昨年の暮れに揮発油税、重量税のことで話し合って、与党三党と
も決着して、この国会で「道路整備費の財源等の特例に関する法律」という法律を３
月 28 日に通したところだ。これは５年間延長しようということで総理にも御報告し、
去年末に重量税の地方への税源移譲を先駆けて実施する形で決着した。ここまでのこ
うした取組みについて忘れないでいただきたい。 

（塩川議員） 使途を地方道路専用にしたらどうかと言っている。 
（扇臨時議員） 東京都は昭和 21 年に都市計画を立てたが、今、わずか 57％しか達成さ

れていない。１軒立ち退かないために道路が作れないということもある。その辺のと
ころをこの間、塩川大臣は御視察になったのでは。 

（塩川議員） 何でかといったら理由がつかない。僕は行ってきたんですよ。 
（扇臨時議員） 私どもも道路計画を達成したところを公表することにしている。時間管

理概念を入れようと本間議員がおっしゃったが、東京都、横浜、大阪、28 路線を完
了期間宣言をしている。今塩川大臣がおっしゃった、きちんと使うということは完了
宣言で見ていただけると思う。 

（遠山臨時議員） 今回、総理から重点的に検討するよう御指示があったもののうち、特
に義務教育費国庫負担制度については、昨年来、諮問会議において説明してきた。昨
年12月、平成15年度予算編成に当たり、義務教育費国庫負担金の取り扱いについて、
資料１のとおり、総務、財務、文部科学の３大臣より合意がなされたところ。内容は
「国と地方の基本方針」にも盛り込まれ、政府全体の方針とされたところ。 

   文部科学省の対応は、資料２。この３大臣合意、それから「国と地方の基本方針」
に沿って、制度の見直しについて他省庁に先駆けて積極的に取り組んできた。既に、
平成 15 年度の措置として本年３月に法律を改正し、教員の手当のうち、共済費長期
給付と公務災害補償に係る部分、約 2,200 億円を一般財源化した。この法律を通す
ための衆・参の委員会で、野党議員から厳しい批判を受けた。義務教育という憲法上
の要請があるのに、一般財源化するというのは一体何事だ、という厳しい批判を受け
ながら、何とか法律を成立させた。その際、与野党合意により、全会一致で義務教育
費国庫負担制度の堅持を求める附帯決議が出された。唯一、我が省だけが今回法改正
までして協力し、憲法要請という大変重い課題について十分協力をしたと自己評価を
している。 

   また、学級編制や教職員定数の弾力化により、地方の自由度を大幅に拡大した。 
平成 16 年度に向けても次のとおり取り組む。１つは、国立大学法人法の成立と公

立学校教員給与の国立学校準拠制の廃止。地方の判断で給与水準を決定できるよう制
度を改正する。２つ目は、国庫負担金を定額化し、地方の自由度を拡大することを検
討している。国が細々したことを定めるのではなく、最低保障を義務教育についてや
る形に大きく方向転換している。また、財源の話だけではなく、教育内容についても
こうした姿勢で大きな教育改革をやっている。 

   資料２「文部科学省の対応」の上から２番目、３番目、４番目の「○」の内容が地
方分権そのものだと考えている。更に、平成 18 年度末までに義務教育費に係る経費
負担のあり方について検討することとしているが、中央教育審議会において、現在進
められている教育改革の中の、義務教育制度全体のあり方の一環として検討を行うこ
ととしている。我が省としては、義務教育について国の役割と責任をきちんと果たし
ていく必要があるという基本的な考えを持って、引き続き３大臣合意・基本方針に沿
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ってしっかりと対応していく考えだ。 
（坂口臨時議員） 地方分権は極力厚生労働省も協力したいと思っている。財源と仕事を

同時にぜひ分権したいと思っている。ただ、私たちの考え方だけ、ぜひ御理解をいた
だきたい。 
今、国が手がけ始めて、これから地方をリードしていくべき分野は、今しばらく国

にやらせてほしい。しかし、ずっと今まで国でやってきて、十分地方がやっていける
分野については地方に委ねていいと思っている。今保育所の問題が挙げられているが、
保育所を含め、少子化対策はまだ緒についてばかりで、地方でなかなかやってくれな
いところも一生懸命に国でリードしている。ここはもう少し厚生労働省でやらせても
らいたい。ほかに出さないのかとしかられるかもしれないので、変わるべきところは
倍にして出せと、事務方には言っているところだ。 

   そうは言っても、厚生労働省の方は、地方があまり欲しがらないものが多い。手間
ひまがかかるし人件費はかかるし大変なものが多い。そうそう欲しいと言っていただ
けないきらいはあるが、今まで既に済んだもの、かなりでき上がったものはできるだ
け分権化していきたい。こうした振り分けでお願いしたい。 

（本間議員） 古川官房副長官の下、「検討の場」で補助金削減・効率化に向けて議論を
してきたので、簡単にご紹介しつつ、私の意見を述べさせていただきたい。 

   まず、厚生労働省・文部科学省については、保育所と幼稚園の問題について、社会
構造、就業構造の著しい変化等、時代が変わったという認識の下、両制度の目的、沿
革を乗り越え、児童の視点に立って見直していくことが重要だ。この認識の下、ゼロ
歳から６歳までの就学前の児童を一体として、地域において児童を総合的に育む観点
から、地方の判断で児童の成長段階に応じ保育・教育等のニーズに的確に応えるサー
ビスを提供できるよう、大所高所の立場から制度を抜本的、総合的に検討すべきでは
ないか。保育士と幼稚園教諭の資格についても、双方の素養を身に付けた指導者が求
められている現在、資格を区分すること自身が無意味になりつつあり、一体化すべき
である。 

   厚生労働省に関して。保育所運営費負担金は、地方の多様な取り組みが可能となる
よう見直しを行うべきだ。保健所長の医師資格要件については、15 年度末に向けて
の検討会での検討の方向性を早期に明確にすべきだ。保険制度、サービス水準の見直
しは、増大する社会保障分野の補助負担金の抑制等に向け、医療・介護・福祉の各分
野で大胆な改革を早急に進めるため、給付水準の見直しなど各種改革の具体的方策、
時期等を明確にすべきだ。 

   文部科学省について。義務教育費国庫負担制度、教員給与の一律優遇の見直しにつ
いては、昨年末の３大臣合意から更に進め、事務職員・栄養職員給与の一般財源化や
定額化・交付金化の具体的な方向など踏み込んだ案とすべき。また、一般財源化を含
む義務教育費国庫負担金全体の検討も、３年かけるのではなく、早期に結論を得るよ
う努力していただきたい。学級編制の基準の設定権限等の県から市への権限移譲は、
早期に具体的な結論を得て実施に移すべきだ。 

   国土交通省について。市町村事業等に係る国庫補助負担事業の原則廃止・縮減につ
いては、基本方針に沿って①見直し案の具体化、②更に思い切った内容の見直しを実
施すべき。特に補助金の採択基準の引上げをより大幅なものとすべきだ。事業主体と
しての国と地方の役割の明確化については、直轄事業負担金に係る見直しについてよ
り具体化を図るべきだ。 

   農林水産省について。農業委員会や普及事業は、制度創設後、半世紀を経た農林水
産業の現況にどのような効果をもたらしているか疑問。この機会に、制度の根幹に遡
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った抜本的な見直しを行うべき。必置規制の撤廃、交付金の一般財源化等について、
十分検討を行った上で、見直しの具体的方策・時期等を明確にすべき。市町村事業等
の国庫補助負担事業の原則廃止・縮減については、基本方針に沿って、①見直し案の
具体化、②更に思い切った内容の見直しを実施すべき。特に補助金の採択基準の引上
げをより大幅なものにすべきだ。 

   警察庁について。交通安全対策特別交付金については、交付金の使途が交通安全に
限られていることを含め、制度の概要の周知・説明と適正な取締りの実施により取締
りへの信頼の確保を図りつつ、国から地方への視点に立って地方財源化に向けて見直
しを行うべきだ。 

   各省庁にお願いする。各省庁の御意見は十分に聞いているが、国庫補助負担金の廃
止・縮減については、現在の検討状況では不十分だ。更に踏み込んだ検討をお願いし
たい。 

（竹中議員） 三位一体全体の進め方と、特に国庫補助負担金の廃止・縮減等をどのよう
に進めるかという２つの問題双方が提起されている。それでは議論をお願いしたい。 

（片山議員） 補助金については、古川副長官のところで３省庁の事務次官と本間先生が
大変頑張っておられると私も聞いている。そのことについて敬意を表したいと思う。 

   幾つか気になることとしては、１つは、三位一体の姿を数量化する、数値目標化す
る点。まずできないし、仮にやったとしてもマイナス面が大きいのではないか。例え
ば補助金を６兆円なら６兆円削減するとか、税源移譲を６兆円するとか、簡単には行
かないと思う。これは進めながら固めていくという方が適当ではないか。 

   ２つ目は、補助金をやめた場合、その七、八割を税源移譲するという点。この七、
八割には根拠がない。今、法令や通達で国により地方の仕事が義務付けられており、
義務付けられた以外でも、補助金で地方に仕事を義務付けている。この七、八割は、
検証してみないと私は納得が得られないと思う。 

   交付税について、よく財源保障機能と財政調整機能というが、ある一定の行政水準
を確保するためにはお金がかかる、一方、税収がある、その差が交付税で、たくさん
交付税が行っている場合は財政調整が大きい。交付税が少ないときは小さい。 
その意味では一体で、結局、財源保障機能を縮小することは、全体の交付税を縮小

するということになる。税源移譲しないと全体の交付税も縮小しないし、財源保障機
能も縮小しない。これは法律上もそうだ。そこのところはぜひ御理解いただきたい。 

   それから税源移譲すると、東京、大阪とそれ以外のところで税収格差は開いてしま
う。そこをどう縮めるか。まず交付税で対応するのが１つ。交付税はそのためにある。
それで対応できなければ、国の負担金に差をつけるか、あるいは税の分割基準で差を
つける、例えば法人事業税は広域のものは都道府県に分けているので、そこで調整す
るとか、譲与税の配分方法を変える等いろんな手がある。別の仕組みをつくると、か
えって複雑な形になると思う。 

   次に、各省に言わせていただきたい。農林水産省には、農業委員会や普及事業は必
置ではなく選択制にしてもらいたい。特に小さい自治体については、ぜひ選択制でお
願いしたい。また、交付金は一般財源化したいが、御異論があれば一般財源に近い形
にできるのかどうか検討をいただきたい。それから市町村事業に関する補助金を原則
やめていただくこと。国土交通省にも同じことをお願いしたい。小さな市町村まで国
から分ける必要はあるのか疑問だ。ぜひよろしくお願いしたい。 

   また、国土交通省については、直轄事業負担金がかなりあるが、これをやめていた
だきたい。直轄事業は、地方から負担金をとり、一方、補助事業は地方に補助金を別
に出すということになっている。特に維持管理費の直轄事業負担金は、大変地方にも
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反発がある。御検討を頂きたい。 
   扇大臣より、愛知県の村の話があった。人口が 200 人でも、義務教育も、上下水道

も、生活道路、消防、ごみ処理もしなければならない。そういう村は税がほとんど入
らないので交付税が必要。その交付税を小さいところほど優遇している段階補正につ
いては、今見直しを行っている。 

（扇臨時議員） 人口の比率から国民一人当たりだと不公平になるので、地方交付税もあ
るいは税源移譲するときも、何に使うかということも公平になるように考えないとい
けない。 

（片山議員） 交付税は法律でその算定基礎が決まっている。大都市は地方にやり過ぎ、
地方は、子供を育てて送り出し、働くのは東京で、地方が大都市を支えていると。昔
から大都市と田舎のそれぞれの理屈はある。それから、学校の事務職員と栄養職員の
人件費。人件費の補助はやめた方がいい。 

（遠山臨時議員） いずれも学校の基幹的な職員なので、その給与費についても、義務教
育費国庫負担制度の中で考える。 

（片山議員） また議論させていただく。それから、警察庁の交通安全対策特別交付金は、
そのまま地方に持たせればいい。 

（谷垣臨時議員） 現場は苦労している。 
（片山議員） 厚生労働省については、必置規制的なことはやめていただきたい。保育所

などは抵抗が強い。 
（小泉議長） そうそう。 
（片山議員） それから、今日も坂口さんと同じことを党の会議で聞いた。これから地方

をリードするものは残してくれ、定着してかなり経っているものはやめてもらって結
構だと。 

（坂口臨時議員） 生活保護はなかなか喜んでくれないけど、地方へ委ねるべきものは委
ねてもいいと思う。 

（片山議員） 整理していただきたい。 
（坂口臨時議員） 整理する。 
（片山議員） 全部一般財源にするのは、地方にとっても特典はない。 
（坂口臨時議員） それはそうです。 
（片山議員） 必置規制というのは義務付けだから、できるだけ緩和していただく。 
（本間議員） 片山大臣の御質問について、交付税は、基本的に全然差がない。補助金の

削減と税源移譲を組み合わせたら、各都道府県、市町村の収支状況に変化が生じるか
ら、それについてきめ細かな対応が必要となり、財政調整的な機能が重視されるよう
な状況が結果として起こる。 
それから、２つめの７割から８割の問題であるが、一部の知事さんからお聞きした

ところでは、８割を移譲してくれたら十分だということだ。 
（片山議員） それは都道府県の意見である。 
（本間議員） 基本的には自由度が高まる点をどう考えるかということだと思う。もう一

つ最後のポイントであるが、三位一体についてはこれまで神学論争に終始してきたこ
とを考えると、規模と工程表を明示することが必要だ。集中調整機関に何をやる、2010
年超で何をやる、2025 年の高齢化のピークで何をやるということを念頭において、
そこをてこにしながら進めていくことも枠組みとして必要である。 

（亀井臨時議員） 先進国中最低水準の食料自給率 40％を何とかしなければならない。
そういう面で、農業委員、普及員の関係で、新技術、新品種の導入、そして食料自給
率の維持・向上、いろいろ進めなければならない課題もある。選択制についても、都
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道府県の判断で普及事業が行われると、地域によって差が出てくるなどの問題がある。
御指摘は御指摘として、いろいろな見直し、必置規制の廃止・緩和、手当の抜本的な
見直し、組織のスリム化等工程表により進めていきたい。 

（片山議員） 市町村の農業委員会がなくなっても関係ない。規模の小さい市町村は選択
したらいい。 

（亀井臨時議員） それは、国が統一的にやらなければならない問題だ。 
（扇臨時議員） 三位一体の基本的なあり方についても、地方が元気にならなければ意味

がない。そのためには地方の裁量など地方と一緒になってやっていく。 
（塩川議員） やっていくという気持ちだけじゃだめだ。 
（扇臨時議員） 地方によって受け皿がまだ整わなくて、ただあげればいいというものじ

ゃない。その辺はお互いに話し合っていきたい。 
（遠山臨時議員） ３大臣合意に基づいてきちんと工程表を組んで対応している。事務職

員、栄養職員は教員と並ぶ学校の機関的職員なので、３大臣合意に沿って負担金全体
の検討の中で義務教育制度の一環として検討していく。負担金の定額化は現在検討中。
平成 16 年度に具体的に措置できるようにする。それから幼保一元化については、両
方の機能を一体的に活用しやすくすることは大事である。少子化対策は、安心感がな
ければ本当の意味の少子化対策にならない。特に、資格併有は現在方策を検討してい
る。できるだけこれは実現したい。 

（谷垣臨時議員） 現場の取締りの事情、酔っぱらいの年末の取締りのことを考えるとい
ろいろある。やはりそのモラルを維持したい。 

（牛尾議員） 片山議員から数量化とかを決めるのは非常に難しいという話があったが、
難しさを放っておけばだんだん縮んでくる。どんどん縮んで、初めに考えた規模の５
分の１ぐらいしか進まないということになる。縮ませないことだ。これは総務大臣の
一番大きな役割になる。 
それから、基本的には国が行っている仕事を地方に渡して、渡した上で、全くのめ

どだけれども、優秀な市長は７割とか８割でできるという。例えば７兆円なら７割だ
と５兆円の財源措置で済むわけだから、それだけの歳出が減る。出す前に政府から民
に渡すものは１兆か２兆円あればよい。そういう形のために三位一体というのが手段
としてある。基本的にどれだけ移すかということを言えば難しくなる。しかし、絶対
に縮ませないようにしてほしいということだ。 

（片山議員） 私は最初に出せばつぶされると言っている。 
（牛尾議員） 一定の期間を決めて、そこにきちんと出してくれないと困る。 
（塩川議員） 総務省と財務省の対立だと見られている。総務省と財務省が一つになって、

共同で補助金に関わっている権限を地方に移す。 
（牛尾議員） 量の問題だ。 
（塩川議員） これは政治決定しかない。 
（片山議員） 地方分権一括推進法は権限関係は整理した。あのとき税財源だけ宿題に残

すということだった。 
（塩川議員） あのときは失敗だった。 
（片山議員） だから、その始末をつけてくれというのが一つある。それから補助金その

ものが権限になっている。補助金を移すことは権限を移すことになる。 
（塩川議員） それにはあなたのところとうちと一緒に言わなきゃあかん。 
（奥田議員） 交通事故の事故死者は総理の施政方針演説どおり着々と減っている。安全

施設の整備については、十分やられている。交通違反の取締りですが、飲酒運転で乗
っておる人はみんな罰金がかかるとのうわさがある。 
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（谷垣臨時議員） これは交通事故の抑止効果は高い。 
（奥田議員） それから駐車違反は多いと言われるが、交通補助員のようなものをつくれ

ないか。 
（牛尾議員） 民間に委託すればいい。 
（谷垣臨時議員） これは今検討している。刑罰の体系だと犯罪であるから、民間という

わけにいかない。刑罰でもう少し取り締まりやすくするため、駐車違反の取締りを実
効的な方法はないか、今研究している。 

（坂口臨時議員） 今日は年金にはお話がいかないと思うが、赤字国債まで入れた潜在的
国民負担率の話は、税制改革の問題とセットでやって欲しい。年金などの社会保障の
問題を論ずる時に、潜在的国民負担の問題を出すと、社会保障でその赤字国債を埋め
るのかという誤解を国民に与える。 

（竹中議員） それでは取りまとめる。「三位一体の改革」については、引き続き検討の
場を中心に、今日の意見を踏まえて更に詰めていただきたい。 

   それから今日議論になった点で、各省の担当に対して片山大臣から幾つか御指摘い
ただいた。ぜひ御検討をいただきたい。それで一つの問題として、その中で必置規制
をどうするかという点は特に御検討をいただく。それと、本間議員から御提案のあり
ました数値目標というか、マクロ的な枠組みをつくることが大事ではないか。それに
ついては難しいという御意見と、やるにしても時期がどうかという御意見。それと、
改革がこぢんまりしたものにならないようにすることが重要なのではないか、これは
引き続き重要なポイントだと思うので、問題意識として深めていただきたい。それと
もう一つは、工程表は明確にする。あとの議論は繰り返さないが、これも含めてぜひ
議論を進めていく。 

   国と地方の関係について総理から御発言。 
（小泉議長） 今まで 50 年間続いてきたので難しいことはわかっているが、やらなきゃ

ならない「三位一体の改革」です。地方の自主性を拡大していく、みんな総論は賛成
する。自主性、権限、自己負担、みんな裏表だから、関係大臣で調整して「三位一体
の改革」を努力していただきたい。また、本間議員にはいろいろ御努力いただいて、
余り利害関係がないから大胆な発想を。それに沿って関係大臣がいかに調整していく
か、よろしくお願いしたい。 

（坂口臨時議員） 規制緩和は経済の活性化のできるものをしっかりやってほしい。 
（竹中議員） 今日は社会保障制度に関して、民間議員からシミュレーションを報告して、

坂口大臣に御検討いただく予定であったが、時間的に無理であるので、各大臣に事務
方を通して少し御説明するように、それと坂口大臣のコメントについても、それぞれ
に大臣に話が上がるように手配をする。 

   最後に、「基本方針 2003」という、まさに「骨太の方針」を取りまとめるに当たっ
て、資料５、目次の案がつくられている。これはどうぞ御検討いただいて御意見をい
ただきたい。 
基本的な考え方であるけれども、今回の骨太では内閣の政策目標をより明確に掲げ

て、それを実現するための方法をより明確に示す。いわゆる「宣言」、「実行」、「成果」
のプロセスを念頭に置いたものにしたい。民間議員が前回御説明になったとおりであ
る。第１部では、「日本経済の課題」と題し、構造改革の原点を確認して、新たな段
階に進む姿勢を明確に打ち出す、「経済活性化」、「安心」、「持続可能な財政」という
３つの柱をして実行していく。そのための７つの宣言が第２部で書かれている。第３
部では「15、16 年度の日本経済の姿と予算の基本的な考え方」、予算の改革について
まとめることにしている。この具体的な内容は、今後この諮問会議で議論をしていく。 
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（平沼議員） 資料４を説明する。２ページ。システムを温存したままでは経済の再生と
いうのは不可能である。構造改革は、小泉総理が言っておられているとおり避けて通
れない課題である。問題は構造改革に伴う痛みだけが先行しているので、その先にあ
る将来の姿を提示することが必要。経済を活性化するための「未来創造型投資」に取
り組むことが重要である。 
４ページ。「未来創造型投資」に大胆に政策資源をシフトすべき。判定する要件は、

次の３つが考えられる。１つ目は、民間の潜在力を最大限に引き出す先行投資。２つ
目は、構造改革を加速させるものである。３つ目は、目標管理、プロセスの明確化。
厳正な事後評価を行う。 
５ページ。未来を先取りする４つのキーワードとは、「チャレンジ」、「環境」、「健

康」、「ブランド」、こういう形でまとめさせていただいた。最後に、例えば、来年度
予算についても３つの要件に適合する未来創造型投資に重点化すべきである。 

（塩川議員） 去年と同じ方式で選択制をとらせた方がいい。 
（平沼議員） ペースが小さいとなかなか未来創造型ということができないから、インセ

ンティブを与えるところに資源配分していただきたい。 
（塩川議員） それと、単価を見直していただきたい。 
（竹中議員） 御指摘の点は骨太第三弾の中で消化をしていきたい。どうもありがとうご

ざいました。 
 
 
 
 
 

 （以 上） 


