
 

平成 15 年第 24 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

1．開催日時: 2003 年 11 月 21 日(金) 17:04～18:55 

2．場所: 官邸４階大会議室 

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  内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

同 麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 財務大臣 

同 中川  昭一 経済産業大臣 

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 河村 建夫  文部科学大臣 

同    石原 伸晃  国土交通大臣 

同    茂木 敏充  内閣府特命担当大臣(科学技術政策) 

 

（議事次第） 

1．開会 

2．議事 

(1) 集中審議②  

(2) 予算編成の基本方針（事項案）等について 

3．閉会 

 

（説明資料） 

○ 河村臨時議員提出資料 
○ 義務教育費国庫負担制度の改革について（麻生議員提出資料） 
○ 科学技術に関する現状と課題（茂木臨時議員提出資料） 
○ 石原国土交通大臣説明資料（石原臨時議員提出資料） 
○ 三位一体改革の推進に向けて（有識者議員提出資料） 
○ 「平成 16 年度予算編成の基本方針」の事項案 
○ モデル事業・政策群・特別会計・日米新租税条約について（谷垣議員提出資料） 
○ 政策評価結果の平成 16 年度予算要求等への反映状況（麻生議員提出資料） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（概要） 

○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から本日の議事の紹介が行われた。 

                 

○三位一体の改革の推進に向けて 

（竹中議員） 本日は制度・政策改革のための「集中審議」の第２回目であり、河村大
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臣、茂木大臣、石原大臣においでいただいた。まずは、三位一体の改革の推進に向

けて、有識者議員から説明をいただく。 

（吉川議員）  「三位一体の推進に向けて」という資料について説明する。この資料で

言っていることは、総理の御指示に基づき、三位一体改革を本気でやる、魂の入っ

た改革をやる必要があるということである。 

   資料にポイントが書いてあるが、１つは１兆円の国庫補助負担金は可能な限り交

付金化を含まず、実質的に廃止、縮減すべきということ。２番目はそれをしっかり

税源移譲につながるようにするべきということ。３番目は、国庫補助負担金の改革

では、何を廃止、縮減するかということである。資料２ページであるが、×印は、

補助を廃止すべきと地方が言っているもので、こうした地方の声を十分に反映する

べきである。また三位一体は、文字通り三位一体で行われるべきであり、抜本的な

交付税改革にも着手すべき。総理の御指示が出ているわけであり、魂の入った本当

の改革をしていただきたい。これが地方、国民が期待していることである。 

（谷垣議員）  今の先生方の御意見も十分頭に置きながら、総理の御指導をいただき、

麻生大臣や竹中大臣とも相談しながら全力を挙げてやり、魂を入れたいと思ってい

る。どうぞお任せいただきたい。 

（麻生議員） 一番気になったのは、４番目の「抜本的」という単語である。前回の経

済財政諮問会議の最後に急いで片づけてしまった。平成 15 年 11 月 18 日付の資料

に、交付税そのもののあり方等について抜本的見直しが必要で、そのための議論の

場を早急に設置するとなっていた。前回は時間がなかったが、これをやるのであれ

ば、私どもとしては全く別にしていただきたいと考えている。 

（本間議員） 我々は真の意味で抜本的、つまり制度の根幹に遡るような議論をすべき

だと申し上げている。検討する場所については諮問会議、あるいは事務方において

も御検討いただければと思う。前回はそれを提案してるということである。 

（麻生議員） 何回も申し上げるが、地方の首長はマニフェストに納得してやっており、

それをいきなり抜本的に変えるとなると、全然違うじゃないかとなってしまう。「抜

本的」という一言がいろいろな表現にとられてしまうことを気にしている。 

（本間議員） 補助金削減と税源移譲が行われれば、交付税制度の性格も大きく見直さ

ないと財政全体の姿が描けないという意味で抜本的という言葉を使っている。 

（麻生議員） 税源移譲されても税源によって対象者のいる過密地域と過疎地域ではだ

いぶ違いが出てくる。その分を税できっちり全部カバーしてくれるかというと、な

かなかそうもいかない。その分は交付金によるある程度の調整機能が基本になけれ

ば地方は過疎地ほど厳しいことになる。不必要な雑音を助長することにならないよ

う、申し上げた。 

（竹中議員） 私なりに整理させていただくと、今日の総理の御指示においても、中期

的に制度の改革の加速強化に向けて審議を続けろという御指示をいただいた。 

   その意味では、基本的な問題をしっかり議論しろという御指示もいただいており、

民間議員ペーパーは、16 年度予算においても、そうした改革に着手する、芽を出す

という理解で議論を続けていきたい。 

 

○集中審議② 

次に河村議員よりお話がある。 

（河村臨時議員） 本日はあらかじめ集中審議の論点として御提示いただいた点を中心

に御説明するが、その前段として、お話させていただく。私が就任する際に、知育、

徳育、体育というこれまでの教育にプラス食育を重視した「人間力向上」のための
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教育構造改革を進め、規制改革も一段と推進するようにと総理から言われている。

その基本姿勢としても「国から地方へ」と教育の地方分権を進め、地域が自ら考え

て行動する、あるいは学校の自主性・自律性を高めていける取組みを促進し、国は

しっかり支援をしていくという姿勢でなければいけないと思っている。 

    こういう基本的な考え方の中で、学校現場での学力低下がないよう、確かな学力

の向上と同時にものの豊かさの中で埋没していると言われる心の豊かさを求め、そ

の上にたくましい子どもをつくっていく方針でなければいけないと思っている。 

   学校運営についても、これからは地域や民間の活力、民間の力をしっかり活用し

て改革をする必要がある。特にスクールカウンセラーが求められており、また免許

のない人たちでも学校現場に立てるような特別非常勤講師制度もどんどん入れて

いる。また、雇用対策では緊急地域雇用対策事業の効果が非常にあり、教員補助者

等としてトータルで約９万人の方々が学校に入るという外部人材活用が進んでい

る。また保護者や地域住民が運営に参画する新しいタイプの学校「コミュニティス

クール」を 16 年度内につくることができるように頑張っている。 

    地方分権を進める上で教育委員会制度についても色々な議論がある。今の制度が

形骸化しているという議論もあり、教育委員会制度を見直す必要があると思う。各

方面からの意見を踏まえ、学校の管理運営のあり方、社会教育、文化行政のあり方

も含めて具体的に検討していき、１年を目途に結論を得たいと思っている。 

    さらに、構造改革特区制度を利用して地域の創意工夫を生かした様々な取組み、

株式会社を大学の設置主体とする特例も特区でとられており、改革が進んでいる。 

    今回のテーマである義務教育費国庫負担金の改革のことについてであるが、憲法

の要請により、すべての国民に一定水準の教育を無償で行うこと、どんな離島、僻

地であろうと、一定水準の高い教育を受けられることになっている。そのためには

教員に優れた人材を一定数確保する必要があり、そういう意味で地方が必要とする

教員給与の実支出額の２分の１を国が負担するというのが義務教育費国庫負担制

度である。この制度は、1900 年（明治 33 年) の小学校令から端を発しており、当

時の義務就学無償の確立という観点から来ている。きちんとした制度になったのは

1918 年（大正７年）である。途中で一度シャウプ勧告があり、昭和 25 年には義務

教育費国庫負担制度を廃止した。そして、地方財政平衡交付金に吸収をしたが現実

に義務教育費、特に教職員給与が地方財政を非常に圧迫し、地方格差も非常に拡大

し、教員の条件が非常に低下したということもあったため昭和 28 年に国民すべて

に対し、妥当な規模と内容の義務教育を保障すべきという、教育の機会均等といっ

た観点から現在の義務教育費国庫負担制度に戻したという経緯もある。 

    この問題については、「骨太の方針 2003」で三位一体の改革に係る政府全体の方

針を踏まえて地方の自由度を高めるために積極的な取組みをしなければいけない

ということで検討している。平成 16 年度の改革としては、国立大学の法人化があ

る。これまでは国立学校準拠制度があり、これに基づいて先生方の給与が全部決め

られていた。これが廃止され、それに伴う人材確保法も改正し、教員給与を自由な

裁量に任せられるようにするという方向に転換した。 

    それに伴い義務教育費の国庫負担制度についても、地方の自由度を大幅に増すた

めにどうしたらいいかということ考え、総額裁量制を導入することとしたい。各都

道府県は、義務教育費の負担額の総額の範囲内で給与の水準と教職員数を自由に決

定できる。習熟度別指導も今７割の学校で取り入れられているが、さらに進めても

らう。 

   それから少人数学級、30 人学級等々の法案も野党から出されている。そういうこ
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とも自由にやれるようにする。今までは教員の給与は国立学校準拠制度でやってい

たため、各学校の先生方の給料を一人一人計算する人員もたくさん必要であった。

これをなくし総額で渡すことによって各地方でも地方の判断で教職員の能力に応

じて給与の差をつけていただきたい。ただ、先生の給与というのは、人材確保法も

あるため、一定のレベルより下がらないようにお願いしたい。今回の改革はいわゆ

る負担金の総額裁量制で、地方への自由度を増すという観点で行う。 

    補足資料１だが、地方自治体関係者全体のムードとしては、交付税を全部いただ

きたいという話がきていることも承知している。一方では、先般の知事会において、

総額裁量制を評価する動きもあり、裁量制によって自由度が増すので、慎重に議論

をすべきであるという特記事項もいただいている。この観点で文部科学省としては、

しっかり自由度を増してやっていただく、しかし、給与費の半分は、きちんと国が

責任を持つので、思い切ってやっていただきたいと考えている。 

    また、対象経費の見直しの問題だが既にさきの通常国会で法律を改正し、共済費

長期給付、公務災害補償に係る約 2,200 億円は一般財源化を他省庁に先駆けて対応

させていただいた。さらに、退職手当、児童手当の約 2,300 億円の一般財源化など

についても来年度予算編成までに結論を得て実現を図ってまいりたい。その際には、

適切な地方財政措置が講じられるということが前提であると考えている。 

義務教育費負担のあり方については、教育改革の中で義務教育制度のあり方の一

環として、国・地方の役割はどこまでなのかということを中央教育審議会でも検討

している。義務教育制度のあり方、いわゆる教育論として国と都道府県、市町村の

役割分担を含めて、関係者の意見も踏まえつつ、平成 18 年度末までに十分な検討

を行って方針を決めるべきと考えている。学級編制、教職員定数も文部科学省が非

常に縛りをかけているという話を聞くが、特に地方の定数の問題あるいは学級編制

の要請が強い。少人数学級には使えないという縛りをかけているということである

が、そうではなく、自由に少人数学級ができるような形で地方の自由度を拡大する

ということで積極的に対応していきたい。 

    大学改革の問題だが「『知』の世紀をリードする大学改革」というキャッチフレ

ーズを掲げた。知の創造と継承の拠点である大学であり、これからの大学は競争的

環境の中で個性をもって輝く大学づくりに力を入れる必要があると思う。そのよう

な観点から４つの視点で改革を進めている。まず来年度から国立大学は法人化する

という大きな改革である。しかも非公務員化でやる。その結果、大学の質の保証と

向上のための制度改革ができ、大学の国際競争力も強化するであろう。さらに知的

財産戦略・産学官の連携が大いに進むことを期待している。法人化については、き

ちんとした財政措置等も必要であり、御協力いただきたい。 

   もう一点はアウトソーシングである。公立図書館、博物館、公民館についてさき

の通常国会で地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が導入された。今後は

館長業務等を含めた全面的な管理運営の民間委託が可能であることを明確に周知

致したい。それから公立学校の民間への包括的な管理・運営については、骨太の方

針にもあるが、中央教育審議会で今検討をされている。特区においては、公立高等

学校・幼稚園の民間への包括的な管理・運営委託について、今年中に結論を得る方

向である。また、補助金を受けて整備された公立学校の施設の余裕教室等の活用だ

が、地方自治体において、例えば児童福祉施設や老人福祉施設などの他の用途に転

用する場合には、国庫納付金を不要とする取扱いを幅広く認めており、今後とも有

効活用の促進の観点から必要な転用を図っていきたいと考えている。 

（竹中議員） 主として規制改革、義務教育費国庫負担金の改革、大学改革、アウトソ
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ーシング、この４つの点について説明があった。 

（奥田議員） これは前大臣のときにも御議論願ったが、義務教育をやれば、それで完

璧というか、ここで言っている心豊かでたくましい子どもの育成を私はするべきで

あると思うが、それにもかかわらず、また帰ってからすぐ塾へ行くという話がある。

この塾というものの存在が最近非常に大きくなってきて、こういうものが家計の負

担なんかにもものすごくかかってきている。今問題になっている保険料率の引上げ

とかから見ても家計を圧迫している。私の感じでは、これだけの義務教育の改革を

やるのであれば、義務教育だけで塾へ行かなくてもいいという考え方というのはで

きないのか、あるいは、そういう教育はできないのかどうかということを聞きたい。 

（麻生議員） 「義務教育費国庫負担制度の改革について」、お手元に２枚紙のものを

提出しているが、今、奥田議員からお話があったように、基本的に義務教育という

制度の教育論全体でやらないで、いきなり２兆 9,000 億円という金目だけで先に

いってしまったような雰囲気にとらえかねないというのは断固避けなきゃいけな

いと、教育に携わった方なら誰でもそう思われると思う。 

   そこで全国知事会から一番激しく出たのはこの部分で、退職手当というところが

必ず出てくると思うが、前回の片山大臣のときにも、退職手当約 2,300 億円とい

うのが出てきたが、これは御存じのように、地方の自由度は全然増さない。あと 1

2 年、13 年すると大体３倍ぐらいになる計算になっているが、それは地方としてみ

れば、そこだけつけ回しされてはたまらんというので、知事会はこれだけは断固認

められんという一番激しいところ。そこのところをちょっと頭に入れて、２兆 9,0

00 億円に上るこれだけの話、全額国庫という道筋がこの３年後にどうなるとか、

４年後にどうなるかが全然見えないまま、この話だけ取り出されて、取り急ぎ今年

の１兆円に合わせて、そういうところだけ取り出されると話が非常に歪んだ形にな

るから、これはぜひそこの点だけは配慮していただきたいと思っている。 

   さっき言った３倍になるのは約 15 年後、2017 年か 2018 年だと思う。そういうこ

とになろうと思うので、ぜひその点は頭に入れておいて、全体の枠でこうするとい

うことを決めた上での話にしていただきたい。 

（谷垣議員）  地方の自由度を増して、地方に評価される改革にしなきゃいかんという

ことだと思うが、今の総額裁量制で地方の自由度の拡大を大幅に図るということだ

が、私どもは標準法とか、人材確保法を残したままでそれができるのかという点は

疑問に思っている。人が足りない時代の教員を確保しようという人材確保法は、今

どれだけ意義があるのか、あるいは標準法も単に 40 人学級というだけではなくて、

加配とかいろんなものが書いてあるが、そこまで縛る必要があるのかということを

十分御検討いただきたいと思っている。 

    それから児童数が減っているが、国庫負担金はちっとも減っていかないというこ

とがあり、これは今の計画のあり方とか、今後負担金のあり方としても、やはり児

童数等を入れるような客観的手法をある程度反映するものにしていく必要がある

という感じを持っている。 

    それから、退職手当、児童手当、麻生大臣から今御意見があったが、これは要す

るに教員の待遇の一環だから、教員の待遇を自由化して、地方の裁量というものに

もっていくことが正しいやり方ではないかと思うし、総理の１兆円の御指示から考

えると、工程表に従って粛々とやっていただくべきものと考えている。 

（吉川議員）  私からは大学の独立行政法人化に伴う予算編成について、文部科学大臣

と財務大臣にお願いがある。 
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   １つは、独立行政法人化するわけだが、これは三位一体と同じで、現場の創意を

生かすようにするというのがスピリットだと思うので、新しい予算制度のもとでは、

大学の創意が生かせるような予算づくりをぜひお願いしたい。その上で大学は、そ

の成果を世の中に十二分に情報開示をして評価していただく。そういうことが実現

するような予算にしていただきたいということである。 

    もう１つは、これは特に財務大臣にお願いすることかもしれないが、先般国立大

学協会から声明が出ているように、現場では独立行政法人化関係の交付金は裁量的

経費になる。そうすると自動的に２％カットになるとか、半分は誤解だろうと思う

が、そういう憶測が非常に持たれている。私もいろんな人たちと話をしてみると、

財務省の予算編成がややもすると一律シーリング的な予算編成がなされているか

に見える節もある。効率化係数とかいう言葉が飛び交っている。我々この会議で初

めから主張しているとおり、現在の日本の財政というのは総額では増やせない。だ

から中身を変えようじゃないか、それが歳出改革だということを何遍も繰り返して

いるわけであるから、一律シーリング的なことではおかしい。大学の場合には、そ

の成果をよく見ていただくというのは当然必要だと思うが、「骨太の方針 2003」で

も科学技術、文化というのは重点分野だと言っている。その一方で、効率化係数な

どというものを用いてストンとカットというのは、やはりおかしいと思う。 

    関連するが、もう１つ大学の建物というのは、補正予算でないと建たないという

のが霞が関の慣例。これも我々からすると随分変な話だと思う。要らない建物なら

建てなければいいたいが、要る建物であれば、当然本予算で予算が組まれるべきも

のだ。なぜそんなことになるのか、それは公共投資の省庁別の配分がなかなか変わ

らないというところがやはり原因と思う。私が今大学の例を出しているのは、たま

たま私自身がわりによく知っているということもあり、今日の議題でもある。しか

し、これは歳出改革全体に係ることだと思う。中身を見直すというのが歳出改革だ

と思うので、その点をぜひ御配慮いただきたい。 

（谷垣議員）  吉川先生御存じで言っていると思うが、独立行政法人化に伴ってばさば

さ切るんじゃないかというような誤解があるが、我々としては、もちろん独立行政

法人化に伴って裁量も高めるが、効率化もやっていただくという看板は下ろすわけ

にはいかないので、やっぱりメリハリをつけなきゃいかんと思っているし、長期的

に大学制度をどうしていくのかという視点も持ちながら、当然、査定をしていかな

きゃいけないので、ぜひ吉川先生からも誤解は無用であると御説明をいただきたい。 

   それから、建物の件は、これは予算の仕組み全体の改革に関することでもあるの

で、いろいろ相談しながら工夫をしていく必要がある。 

（牛尾議員） 教育問題というのは非常に国民がセンシティブになるテーマ。義務教育

費国庫負担金の２兆 8,000 億円ぐらいを国から全部地方にもっていくというよう

なことも新聞報道に出ていて、その中で麻生大臣の言うように、この部分だけとい

うのは説明が弱い。むしろ、全体の中で 10％ずつぐらいを徐々に地方に移すとい

う方が話としては筋が通ると思う。 

    それから、独法の問題に関してもいろんな議論が行き交っている。各大学は非常

にセンシティブで、来年は運営交付金は下がらないけれども、その後は下がるんだ

とか、いろんな部署から議論が出る。大学の中でも医学部に関しては病院並みにこ

れを扱っているが、それから外すとか外さないとかという風評等で医学部は火がつ

いたようになる。 

   本来は独立行政法人化による新たな大学のあり方とか、人口が減ってきたら、義
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務教育のあり方は本格的に議論するべきなのに、財政上の問題をきっかけに議論さ

れるところに非常に問題がある。特に教育問題だけが財政上の問題と中身の議論を

混同して後の方の問題の発言を躊躇して、別途に教育問題、大学、初等中等の義務

教育については、充分に伝わっていない。中教審の書類を読んでいてもわかりにく

い。だから、予算面からそういうことが出ると、財務省は厳しく見える。だから、

特に教育問題は、財政面から教育の本質に議論をもっていくことは非常に危険なテ

ーマにもかかわらず、割と気軽にいろんな人が発言し過ぎている。ここはぜひこれ

から気をつけていただきたいと思う。 

（本間議員） 私、文部科学省が今年は随分積極的な御提案をしていただいているとい

う点では非常に高く評価をしている。例えば、コミュニティスクールについても、

これは単に学校という限定された世界だけではなく、地域との関係が非常に重要な

ポイントで、地域の再生にも積極的にアイディアを生かしていくことは非常に大事

だと思う。これは積極的に推進していただきたいと思う。 

    次に文部科学省からすれば、総額裁量制というのは、恐らく清水の舞台から飛び

下りたような決断だったと見ている。しかし、先ほどからお話が出るとおり、もう

一段地方に任せてみても、成熟化した日本の社会の中では私は十分こなし得るので

はないかという具合に考えている。標準法並びに人確法も含めてより柔軟な制度設

計をして頂いて、交付金化を行う。あるいは３年間で一般財源化を検討するという

３大臣合意があるが、これを前倒しして改革を実現していく取組みもぜひ進めてい

ただきたいと思う。 

    それから最後に、来年度予算の問題であるが、先ほど 2,300 億円の退職手当を

どのように扱っていくかという問題が出た。これは総務大臣の問題提起も非常に重

要だろうと思うが、３年間できちんと税源移譲もしていくということが前提の来年

度 2,300 億円がでないと、総理の御指示をきちんと受けることはなかなか難しい

のではないかと考えているので、ぜひこの点についても積極的に推進していただき

たい。 

（麻生議員） 今の話で額をどうしても合わされるのだったら、加配職員の 1,900 億円

とか、一般事務職員で 1,200 億円、1,300 億円、それで結構な額になるのでは？ 

今の値段で言うと、これは地方の反発をやたらくうだけで同じ額だったらばかばか

しいと、つまらぬことまで知っているので、すみません、僕はそんな感じがする。 

（河村臨時議員） 今、麻生大臣からあった学校事務職員。これは学校運営としては一

体のものとしてやっているわけで、今度学校栄養職員は学校栄養教諭にして食の教

育をしっかりやっていただくという段階。これは教員と一体のものでやるというこ

とで、これまで学校の運営をうまく図ってきた経緯があり、これを切り離すことに

なると、それは国民から見たらどっちから金が出る、それは関係ないが、学校運営

していく上で非常に差別化という言葉はいけないかもしれないが、学校だからどう

しても教諭を中心に動いているが、事務職員・栄養職員の給与が国からきちんと保

証されていることによって一体感が生まれるという点もある。国から出るか、どこ

から出るかというのは国民から見たら本当は関係ないが、例えば、校長が民間から

行く、いろいろ意見を聞くと、もっと自由に経営方針をやろうとして最後に詰めて

いくと、一部の教員が「校長から給料をもらっているんじゃないんだ」、こういう

話になる。そういうこともあり、これは一体のものだということでこれまで取り組

んできているので、そのことは我々としては全く考えていない。 

    それから、最初に戻って、奥田議員の方から塾の問題、これはずっと言われ続け
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ており、私自身も子どもを育ててみて、なぜ塾にやらないとだめなのかという問題、

私は大変田舎で塾なんかなかったから、少しでも成績を上げるには、家庭教師の先

生に習ったりした経験がある。実はあの当時、我々の時代はまさに高度成長時代に

子どもがたくさんいて競争率があった時代、難関大学に行こうとしたら人一倍努力

しなきゃいけないから、教育熱心であるがゆえにそれがあったと思う。しかし、今

の社会は少子化も進んで大学の数も増えて、本来ならば、もちろん競争は必要だが、

希望すれば大学に入れる時代が来ている。だから、まず少しでもいい学校にやりた

い、いい就職をさせたら幸せになるという親は自分たちが受けたトラウマの中にあ

る。しかし現実に国際的に活動しておられる一流企業はもう履歴書を見ていない。

御案内のとおり、そういう時代に今はなってきているので、私は国立大学に対して

も、法人化とともに、入試のあり方をもっと変えていただきたい。単なる知識を見

て点数がよかったらじゃなくて、まさに「人間力向上」と総理から言われているが、

人間力を見るような試験をやっていただきたい、こう言っており、今体験学習とか

いろんなことをやっている。予備校が随分進んだところは、そういうテストを取り

入れたりしているが、大学側が変わってもらうことが必要だと思っており、塾にあ

れだけのお金をかけるなら、義務教育をただにすることはないじゃないかという議

論もある。塾というのは、どうしても補わなきゃいけない人たちが行くのであって、

成績を上げるためだけならそれだけ先生に責任を持ってもらうことが私は必要だ

と思う。そういう意味でもっと先生の質を上げる、先生がもっと本気でやるという

こと、そういう点で私学の方が受験だけを考えたら責任を持ってやっている。うち

にくれば塾に行かなくてもいいという先生が私学にはいる。公立にはなかなかそう

いう先生がいないところが問題だと思っており、人確法の御指摘もあったが、こう

いう法律がなぜあるかということをもう一度私は問い直して、教員の間でもその意

識を持ってもらわなきゃいかんと思う。 

    それから、学力をいかにつけるかということについても、学校の取組みによって

校長のリーダーによって、あるいはチームワークがきちんととれている学校という

のは非常にいい成績を上げている。そういう方向にもっていって、塾なんか見向き

もしなくてもいいような学校の現場をこれから思い切ってつくるために、これはし

っかり考えていかなきゃいかんと思っており、御指摘、私も同感であり、これを思

い切って変えることによって随分変わっていくだろうなと思って受け止めた。 

    それから、地方の自由度を高める、このことを谷垣議員もちょっと触れたし、本

間議員からもあったが、もう一つ踏み込んでというお話だ。 

   この話、これまでの義務教育のあり方は、国が義務教育段階については憲法にお

いて責任を持っているんだということによって今日の教育制度をしっかりとした

ものにしてきていると思う。確かに総理からも知事会の意向、いろんな意向をよく

聞いて全体的な形でリーダーシップをと言われているし、今は成熟社会で日本の教

育は大丈夫だから、地方に全部やれば、そのようにやるだろうと、こう言う。私も

それは全面的に否定するものではないが、しかし、交付税というのは色がついてな

い。色がついてないから、まずスタートとして当面はそれでいけると思う。 

   しかし、それからまた知事が替わり、選挙をやっていくうちにいろんな要望が来

る。そうすると、交付税というものに対しての考え方は、まさに色をつけてはいけ

ないというのが旧自治省の基本的考え方。しかし、政策官庁としては、これは教育

に使ってもらわなきゃいけない。ひも付きの交付税というものが出来るなら別だが、

話をしてみると、そういうことを言う知事さんも市長さんもいる。そういうことは
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あり得ないので、そのために国が責任をもって、これまでのように先にきちんと細

かく一人一人を計算して、お使いになった給与を決めるのではなくて、もう平均給

与というのを考えて、それに人数を合わせて総額でお渡しようと。前はクラスが何

ぼになって、先生が何人いて、そうすると定数掛ける幾つで一人一人の給与はこう

ですと個々にやっておった大変な事務量があったが、それは地方へ任せ、地方はこ

れから給与の決め方はそれぞれの県の条例でやっていただかなきゃならん、こうい

う時代になってくる。 

   それを発表して以来、知事会の中にもこれをかなり評価する、例えば鳥取の知事

さんは画期的なことを言うのであるが、優先順位からいって当面はこれでいけるの

ではないかと思っており、そういう要請があることは十分知っている、義務教育に

ついては、国がどこまで責任を持つかということ、これは一方では問われておると

思うので、このことについては、中央教育審議会でも議論していただきたいと思っ

ているし、18 年度までに結論を出せと、こういうことであるから、さらに突っ込

んだ議論をしたいと思っているし、最終的に制度が変わって、全部そういうものを

税源とともにどんどん地方に行って、国にもう金がないということになれば、これ

また考えなきゃいけない問題であるが、今の状態では教育に責任のある文部科学省

が、日本の国の全体のレベルを落とさないように考えながら責任を持っていくとい

うことの方が私は国民に支持をされるのではないか、こういうふうに思っている。 

    あと大学の法人化の問題。大学はまさに変わろうとして大変な取組みをしていて、

これをしっかり支えていかなきゃいかんと思っている。特にこれは御案内のように

非公務員型だから、学長さんあたりはかなり突き上げがあった。しかし、新しい出

発だということで説得をしていただき、スタートした途端に交付金が少なくなった

というと、それ言ったことじゃないかと学長が大変な思いをされる。それはお約束

事であるし、きちんと国は責任をもってスタートしてくださいと。しかし、これか

らは評価をし、これは本気でやらないと、当然、カットということもあるというこ

とは踏まえた上で取り組んでいただこうということ。ただ、私学とは違うのであり、

国立大学が私学になったと、そうじゃないので、やはり国が必要な知の世界をつく

る責任を持つ部分だから、国がきちんと責任を持たせていただく、持ちますという

ことでスタートしており、その要請には応えていくことが必要だろう。基本的な計

画だけは私のところで認可をするが、あとは自由にやっていただけるように、国民

に対する税金を使うということの説明責任だけを我々は果たさせていただくけれ

ども、あとは自由にひとつお願いをしたいということであり、今まで文部科学省の

枠の中にあった人員が完全に外へ出るというのは大変なことであり、13 万人おっ

た文部科学省の職員が 2,000 人ぐらいになったということになるが、これは思い

切った改革の第一歩だと思っており、財政的には先ほど財務大臣に発言していただ

いた。 

    今の学校の施設についても、補正予算頼みというのは事実であり、幾らでも補正

予算なり、予算がつけば、国立大学で建て直したい建物がいっぱいあり、きれいに

ちゃんとしてやりたいという学校は幾らでも待っている。１兆円ぐらいでもすぐ用

意ができるぐらい準備をしているので、よろしくお願いをしたい。 

（竹中議員） 議論が多岐にわたっており、また議論のギャップがあるが、基本的には

規制改革、義務教育費国庫負担金の改革、大学改革、アウトソーシング、そのうち

規制改革、アウトソーシングについては、特に明示的な意見がなかったが、ぜひ今

の改革のペースを続けて、さらに強化をしていただきたいということだと思う。 
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    義務教育国庫負担金について、総額裁量制を非常に評価する、その上でさらに地

方の自由度を増す方向は考えられないのか、そのとき人材確保法等々の見直しをど

のように位置づけるかという御指摘があった。それについては、国の責任をどのよ

うに考えるべきか、しっかりやらなくてはならないということ。それと当面の課題

として、退職手当の問題についてはそれぞれの立場を踏まえながら、さらに御検討

いただく。 

   大学については、非公務員型の独立行政法人化を評価しつつ、その実効を上げる

ための更なる努力が必要だということである。一番最初に塾の話等々出たが、それ

と教育論を抜きにして､財政の議論だけから入ることに対しては注意しなければい

けない。その点は大変重要かと思う。これについては、大臣の方からも人間力向上

の教育改革を目指していくという御指摘があったところである。 

   引き続き今の点を踏まえて、河村大臣においては、改革の御努力をお願い申し上

げたい。さらに予算編成に向けて議論を進めるということだと思う。この点につい

て総理。 

（小泉議長） 議論をやっているから、地方の声を十分尊重して、国庫補助負担金の１

兆円縮減目指してやってください。 

（河村臨時議員 退室) 

 

（竹中議員） 茂木大臣、御説明をお願いしたい。 

（茂木臨時議員） 科学技術、技術革新、これは日本の経済社会を持続的に発展させる

鍵になっている。この中で、我が国の政府の研究開発投資を見ていると、70 年代

から大体 90 年代の半ばまで、日本の水準は欧米諸国と比べても一番低い。ようや

く 90 年代の半ば以降、欧米に追いついてきた。今後科学技術への投資の継続強化、

これがどうしても必要だと考えられる 

16 年度の予算編成に向かって、一番大切なことは、予算を重点事項にメリハリ

をつけて投入していく。総合科学技術会議においては、昨年からＳ、Ａ、Ｂ、Ｃと

４段階の優先順位付けを実施している。今年は昨年以上に「広く、深く、丁寧に」、

ということで10億円以上の350のプロジェクトについて、すべてをレビューした。

その結果であるが、昨年と比べても相当メリハリがついている。「Ｓ」は昨年が 29％

に対して今年は 16％、それに対して「Ｂ」「Ｃ」合わせて昨年が 30％に対して 38％

という形になっている。それから、今年から政府だけではなくて、独立行政法人関

連についても、150 の主要なプロジェクトについても、それに準じた評価を行って

いる。個別のプロジェクトに関しては、そういったメリハリをつけることが必要で

あるが、同時に 16 年度は科学技術基本計画の 13 年度から 17 年度の最後から２年

目という重要なステップになる年であり、全体的には来年度の科学技術関係の予算

を拡充することが重要と考えている。 

    その中で特に重要な点が４つある。その１点目は、中長期的観点から国の発展を

支える基礎研究を強化していくことである。２点目は、経済に対して、短期的に即

効性のあるプロジェクトを強化していくことである。３点目に、科学技術を支える

人材、施設・設備の基盤を強化していくことが必要である。４点目は、重要な研究

開発を担う独立行政法人への予算の拡充が重要だと考えている。この４つの中で今

年度の予算編成を見ると、１点目の基礎研究、これに関してはほとんど伸びがない。 

   そこの中で競争的研究資金については、科学技術基本計画、これは平成 12 年度

から 17 年度の間で 3,000 億円から 6,000 億円に倍増する、こういう目標を立てて
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いる。これまで平成 12 年度から平成 15 年度の伸びのラインでいくと、目標が達成

できない。来年も同じトレンドでいくと、とても平成 17 年度に達成は無理であっ

て、来年は１つの大きなステップにしていく必要がある。主に大学へいく科学研究

費補助金はかなりの部分を占めるわけであり、法人化に伴う大学改革も必要である

が、同時に、大学法人等について競争原理を導入するなど、改革を進めながら、長

期的な観点から主要な予算を措置していくことがこの目標を達成する上からも極

めて重要だと考えている。 

   それからもう１つ独立行政法人の関連で、科学技術がＩＴやライフサイエンスな

どの影響で早いスピードで進展してきている。例えばライフサイエンスのゲノムネ

ットワークである。これは配列の解読は今年の４月に終わった。これからは機能の

解明であるが、既にアメリカでは今年の４月からＥＮＣＯＤＥ計画が始まっていて、

機能解明に向けた試行研究を開始している。それから情報通信の世界、電子タグが

実用化する段階に入っており、アメリカではペンタゴン、大手のスーパー、これが

2005 年の導入を目指しており、既に開発、実証研究も始まっている。 

こういう非常に早いスピードで新しいプロジェクトが動いている中にあって、独

立行政法人がやっている新規のプロジェクトは、既存のプロジェクトを削らないと

できない形になっていて、もう少し柔軟に利用可能な運営費交付金措置をしていた

だきたい。 

（麻生議員） 大学を除いたところでも、重点４分野と言われて重点をつけているとい

う話の割に、少なくとも全体における予算の比率というのは、平成 14 年度では

37.3％平成 15 年度で 38.7％ぐらい。重点と言っても１％強の伸びである。その意

味では政策評価を省内でもしているし、その評価が予算に現れるようにすることが

一番大事かなという感じはする。 

（本間議員） 科学技術の分野は非常に重要な、重点的・戦略的な分野であるので、今

後とも我が国が一層努力しなければならないテーマだと思っている。各省庁が競合

する部分、あるいは予算面における整合性の問題、これをどのように取り扱ってい

くかということが非常に重要であり、総合科学技術会議の議員の方々とも意見交換

をしたが、これを一層進展させる必要がある。政策群が来年度予算から中に導入さ

れ、横断的・総合的な予算配分について、高い視点から見ていくことが可能となる。

政策群の最も適した分野がこの科学技術の分野ではないかと思う。ぜひこのスキー

ムを積極的に活用していただいて、科学技術の予算配分の重点化をお願いしたい。 

    それから、政策評価の体制づくりの強化をしていただけないか。総合的な評価の

客観性というものをぜひ確立して、メリハリのついた予算を実現していくことが非

常に重要で、この辺の仕掛け、仕組みについて、ぜひ御検討していただきたい。 

（茂木臨時議員） 政府の中の 200 のプロジェクトの中でもライフサイエンス、ＩＴ、

他にもいろいろあるが、全体的にはそういう重点４分野が高い評価を受ける形にな

っている。そこの中で、昨年Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを予算に反映するというのは初めての

試行であったので、そこの中で財務省とも緊密な連携をとらせていただいたが、今

年度の予算編成においては、この評価がしっかり予算に反映されるようにお願いを

申し上げたところである。 

   それから本間議員の方からあった、いわゆる政策群の問題について、例えば、Ｓ、

Ａ、Ｂ、Ｃの評価の問題、Plan・Do・See と、そういうサイクルの確立、こういう

ことで政策群の趣旨に沿って科学技術の分野をやっていくことが非常にふさわし

いと考えている。 
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    それからもう１点の政策評価の体制づくり、これは極めて重要だと考えている。

信頼性の確立など、政策評価の体制づくりについてはしっかり取り組んでいきたい。 

（竹中議員） 茂木大臣からは、この重点分野に対して特にメリハリをつける必要があ

ることで、基礎研究と即効性のあるプロジェクト、人材、施設の充実、独立行政法

人の充実という４点のお話があり、それぞれについては、その方向に沿ってしっか

りお願いしたいということではないかと思う。 

  特に競争的資金の活用との関連になるが、やはり評価の問題が大変重要である。

恐らくＳ、Ａ、Ｂ、Ｃというのは事前評価の問題だと思うが、今議論が出ているの

は事後評価の問題もあると思う。そうした意味では、新しい予算手法をどのように

取り入れていくかということについても、ぜひこれは茂木大臣の方でさらにお考え

いただいて予算に反映していただくということではないかというふうに思う。 

（谷垣議員）  基本的に異論はないが、不必要なものを途中でやめるという勇気も必要

だと思う。 

（茂木臨時議員） 競争的研究資金に関しては、１つは、政策評価の問題がある。それ

から、先ほどもう１点強調させていただいたのは、国立大学、来年から法人化され

る中でかなり競争的研究資金が大きな割合を担っているわけであって、当然、改革

も必要であるが、法人になったのだからということで一律に削ることになると、一

番大切な科学技術分野の重要な研究ができなくなる。 

（小泉議長） メリハリをつけて。 

 

（茂木臨時議員 退室） 

 

（竹中議員） それでは石原大臣、よろしくお願いしたい。 

（石原臨時議員） 公共事業予算の重点化と国庫補助負担金改革の取組みと建設業の事

業展開と、公物管理の民間開放、この４点に絞って御説明をさせていただきたい。 

   １ページについて、これがいわゆるメリとハリであり、今総理からもおっしゃら

れたように、公共事業の予算についても「官から民へ」、「国から地方へ」という視

点に立って 16 年度予算でもメリハリをつけるべく努力をさせていただいた。 

    端的な例として、メリ、減らした方、地方道に対する補助事業は、平成 13 年度

と平成 16 年度の概算を比べると３割弱減。その一方で三大都市圏の環状道路の整

備は 73％増、昨年、市町村道の補助は原則的に廃止しているし、ネットワーク形

成に必要なものには予算をつけていくということを考えている。もう１つ例を出す

と、港湾は 1,000 程度あるけれども、９割ぐらいを占めている地方の港湾よりも、

国際競争に勝てる大きな港湾に絞って重点的に整備をしていこうと考えている。メ

リとハリである。 

    ２ページについて、国庫補助負担金の視点は２つある。金太郎飴のようにやるの

ではなくて、選択と集中を浸透化させるということと、地方の裁量、お金を渡して

地方に任せてもらうということが１つだと思う。 

    それと先ほど、科学技術で出た行政管理手法の考え方を公共事業の分野にも入れ

て、事前、事後と両方評価をやらなければならない。助成金の話としては、まちづ

くり助成金、丸ごと渡し、オーダーメードに地元の人にお任せするように変えてい

きたい。 

    あと道路の地方道路整備臨時交付金は、来年度もう少し完全に地方の裁量に任せ

るというような形に変えていくように、財務大臣と御協力をさせていただきたい。 
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    ３ページ、まちづくり助成金について、これは従来の補助とは全く異なり、地方

の裁量の向上というものを図っていかなければならないのではないか。 

    ４ページの先ほどの地方道路整備臨時交付金の改革は、あるエリアでまとめて、

皆さん方病院にいくための道を周りで整備するのだったら、全部自分たちでどこの

道から整備していくのかというのは現場にお任せをするように変えていく、そして

それを評価していくことが肝要ではないかと考えている。 

    ５ページの地域再生について、2005 年の愛知万博を控えて、周りにもうちょっ

といいものはないのかということで例を出させていただいている。都市再生という

観点から、万博だけで終わらせるのではなくて、この愛知県のあたりだけを調べた

だけでもいろいろな観光産業等々があるから、こういうものをもう一度再認識をし

ていただくということが相乗効果を発揮していく上で重要である。 

    ６ページについて、伊勢の「おかげ横町」、赤福が 140 億円かけて再開発して、

お伊勢様の参拝客よりも、こちらへ来られる数が多くなっている。 

   資料は用意していないが、去年、嵐山のところに目抜き通り 700 メートルをバス

以外の車を排除するパーク・アンド・ライド実験をやっている。 

    ７ページの一地域一観光については、省略をさせていただく。 

   建設業については、売上が１兆円規模のいわゆるゼネコンは５社で、それに準じ、

追っかける形で全国展開をしているものが 60 社、市町村まで含めた公共事業の元

請けが８万社、ここの整理統合がなかなか進んでいない。中堅企業がこのうち３万

社あって、ここの仕事が減っていて、地方の元気がないという御批判をよくいただ

く。大手、準大手が再編をやっていくことが大切である。中堅企業の３万社は公共

事業の依存度が高いから、それ以外の仕事、異業種参入をどんどんとやっていって

もらいたい。その例で下に３つほど出させていただいているけれども、ヘリコプタ

ー撮影による動画を連続静止画像する画像処理。これを今度医療用に応用していこ

うという会社、あるいは構造改革特区をつくって、喜多方市のアグリ特区、アグリ

カルチャーである。農業の特区。奄美大島でゼネコンが黒糖焼酎をつくっている。 

    ９ページについて、「くらしのみちゾーン」という去年からやっている車社会か

ら人間中心の社会にするという助成制度である。これを今度は商店街もパッケージ

にして、住宅街だけではなく、商店街でもこの制度を利用してもらって、まちづく

りを地元の人に任せる、そういうことで、12 月から募集をさせていただこうと考

えている。 

    １０ページ。最後になったが、いわゆる公物管理の民間開放について、都市公園

等々でやった指定管理者制度を公営住宅、下水道、道路、河川、港湾、幅広く適用

し、パブリックスペースをオープンカフェとか、そういうものに使えるようにして

いきたい。 

（麻生議員） この前、例えば公共施設の管理を自由化しても、学校教育法でプールは

だめだとか、言って規制していると申し上げたけれども、公物管理の点に関して、

同じような話を国土交通省に関して申し上げたと思う。あの件に関しては、かなり

自由化、規制の緩和がされているということは認識として持っておくべきだと思う。 

    総務省管轄で言わせていただければ、例の維持管理に関する直轄事業負担金につ

いては、国と地方で半分折半で負担しているものがあるが、この維持管理の負担金

については、いきなり地方にある日、突然請求書が来ることになっている。地方が

単独でやったものは維持管理を地方でやっている。国でやったときの維持管理の分、

約 2,000 億円の請求書が後から来る。あれは極めて地方では評判の悪いもので、
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その意味では、これは廃止する方で考えていただけないだろうかというのが率直な

ところである。 

    それから、地方の単独事業に委ねていくというもの、公営住宅とかについては法

改正も含めて具体的に言ってもらうと、市町村長はすごく助かると思うので、よろ

しくお願いしたい。 

（石原臨時議員） 維持管理については総務大臣と相談をさせていただきたいと思う。

代表的な新しいのを今日はプレゼンテーションさせていただいた。 

（牛尾議員） 羽田空港の再拡張、あるいは国際空港化は東京の活性化に最も効果的で、

16 年度ではどういう状況になっているのか教えていただきたいのが１つと、もう

１つは、渋い方の話だが、今日、三位一体改革の推進について、国土交通省関係で

国庫補助負担金を削って財源移譲できるものというのはどの程度あるのか。 

（本間議員） 様々なアイディアを出して柔軟な国土建設整備に前進しておられるご努

力は高く評価したい。しかし、より大胆な弾力化も考えられるのではないか。項目

別に分かれているものを一括化することなどを検討し、よりオーダーの高い改革へ

結びつけて頂きたい。 

次に、まちづくりや地域再生において、道路、あるいは町全体について、公物管

理が厳しすぎるのではないか。大阪を例にとると、御堂筋の活性化の際に、これが

ネックになってこよう。まちの活性化というのは、ごみごみしたところなど、様々

な部分が混在していて初めて賑わう部分もある。そのため、活力と規制的な要素を

どう適切に上手に組み合わせていくかがポイントであるが、私は、これまで規制的

な要素が幾分強すぎたのではないかと思う。この点については、警察にも関わって

くる問題であるが、ぜひ一層の規制緩和をお願いしたい。 

最後に、国土交通省は、政策評価、ニューパブリックマネージメントにおいてか

なり先取りする形で工夫をしているが、それが予算にどう反映されているのか。財

務省との関係があるが、情報公開も含めて、きちんと事前・事後の評価を予算に反

映させていく努力をぜひお願いしたい。分野別あるいは分野の中における箇所付け

の問題においても活用できる部分があるため、その点も含めた総合的な活用をお願

いしたい。 

（奥田議員） 私からは２点。１つは、観光立国が今提唱されている。スポットスポッ

トに観光地ができていることはよく分かるのだが、その分散している観光地を結び

つける道路、港湾、空港などのハードについては、観光立国の見地に基づいて運営

されている、あるいは整備されているようには見えないため、観光立国の見地から

国のハードを整備して頂きたい。 

もう一つは、道路、河川、都市公園などの民間開放や占用許可の柔軟化等につい

ては非常に高く評価しているので、ぜひさらに進めて頂きたい。 

（中川議員） 先ほど石原大臣から「地方道に対する補助事業を平成 13 年度比３割カ

ットする一方、三大都市圏の環状道路の整備を７割増加させる」「1000 の地方港よ

りも、国際港を重点的に整備する」というご説明があった。もちろん、国際港や三

大都市圏は非常に重要だし、無駄なものは徹底的に削減して頂きたい。しかし、産

業経済の立場から見ると、地域のインフラとしての港湾や地方空港、地方道の整備

が遅れているため、地方の活性化・再生のためにも、効率の観点だけではなく、観

光のメリットやその他様々な面でのメリット、そして何よりもシビルミニマムの観

点にご配慮を頂きたい。 

（石原臨時議員） ご質問が多岐に亘ったため、簡潔にご回答する。 

   羽田空港の件について。来年度予算に事業費を計上するが、現在、横浜、神奈川、
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東京都等々からも資金をお借りすべく努力している。断定はできないが、12 月に

は地方のご協力も得て、予算化して事業に着手したいと考えている。 

次に、地方への補助金メニューの中で要るものと要らないものがある件について。

地方の方々が不要だと言われていても、個別の陳情等においては必要だと言われる

ことがあるため、地方の方々からお話をお聞きし、本当に要らないと確認できれば、

そういうものはやめていきたいと考えている。 

次に、弾力化、一括化のご提言については、前向きに考えさせて頂きたい。加え

て、評価を予算に反映させるというご提言があったが、来年度から、事前から事後

に至る一連の評価の経緯や、誰がどう評価したかということをインターネットなど

で見ることができるように、個別の公共事業毎に事業評価カルテを作成・公表すべ

く、予算の措置をお願いしているところ。 

 最後に、観光立国の件について。愛知の例では、現在、環状２号線の一部で工事

をしており、地図で見る限りでは全て行けそうな感じを受けるが、現実に行くこと

は無理で、ご指摘の通り、ネットワークがつながっていない現実があることは事実。

維持管理費の話については、個別にご相談をさせて頂きたいと思う。 

（麻生議員） 首都高速道路やその他高速道路以外の道路標識は殆どが漢字のみ。地方

道でも、せめてローマ字を表記させることはできないか。最低限読めることが重要

だと思う。また、一つの参考として、石川県にある日本で一番大きな加賀屋という

旅館の話だが、地方に立地しているにもかかわらず、女中さんが、日本語に加え、

中国語、台湾語、英語ができる。温泉旅館が、外国人を相手にしている。 

（小泉議長） 部屋は畳か？ 

（麻生大臣） 全部屋畳である。 

（牛尾議員） いい旅館だ。 

（麻生議員） 非常に重要なことは、地方にある温泉旅館に多くのお客が行っていると

いう現実があるということだ。 

   参考としてもう１点。電線の地中化と密集市街地の話だが、電線を地下埋設する

と、消防車や救急車が入れるようになった。また、私の田舎で電線の地下埋設を行

ったところ、町並みが変わった。その道路に面している建物は、婦人服店を皮切り

に米屋に至るまで、３年で全軒建替わった。これは民活の最たるものであり、間違

いなく電柱の地中化を行ったために、民間が大きく変わっていった実例だと思う。 

（奥田議員） 私がハードのことを申し上げたのは、北海道経済連合会から、北海道に

ある様々な観光スポット、特に温泉をネットワークで結んでいくと、現在とまるで

違う道路地図ができるという話を伺ったからだ。こういう可能性があるため、観光

立国の会議でも、観光のスポットをつなぐという観点で地図を描いてみればいいと

思う。 

（竹中議員） 石原大臣からは、公共事業予算の更なる重点化、国庫補助負担金改革、

建設業の事業転換、公物管理の民間開放、の４点についてご指摘を頂いた。 

   公共事業予算の重点化については、平成 16 年度から事前評価、事後評価を通し

た一貫の方式ができるということであるため、ぜひ積極的にＰＲをお願いしたい。 

   国庫補助負担金改革については、どのような改革が可能か地方の声を確認しなが

ら、ぜひ実施するというお話があった。さらに弾力化、一括化も含めて、ぜひよろ

しくお願いしたい。 

   建設業の事業転換等については、地方再生本部での重要なテーマになっているた

め、改めて、ぜひよろしくお願いしたい。 

   公物管理の民間開放については、非常に評価できるという声が大変強かったと思
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う。オープンカフェ、リバーサイドカフェは、見方によっては民間主導のまちづく

りができる第一歩であるので、ぜひ強力に推進して頂きたい。 

   個別問題としては、羽田については、平成 16 年度予算に事業費を計上するよう

に地方の協力も得て努力をするというお話があった。観光立国については、幾つか

重要なご示唆を頂いたが、観光立国会議でもう少し中身を強化することを実質的に

やっていかなければならないということだと思う。また、事業の効率化と同時に、

地方インフラの整備にも十分配慮するという御指摘があった。 

（小泉議長） 公共事業は要求が一番多いところであるため、できるだけ地方に裁量権

を任せるように。 

 

（石原臨時議員 退室） 

 
○予算編成の基本方針（事項案）等について 

（竹中議員） 予算編成の基本方針について、その項目を事務局の方から説明させてい

ただく。 

（中城政策統括官） 平成 16 年度予算編成の基本方針については、概ね昨年と同様の

日程で審議いただき、今月下旬には原案を検討いただきたい。そして 12 月初めを

目途に諮問会議として取りまとめていただきたいと考えている。今回の事項案につ

いて、項目は概ね昨年と同様である。 

    まず、平成 15 年度、16 年度の経済の状況や日本経済再生に向けた構造改革、地

域経済の活性化などについて記述することとしている。 

    次に、来年度予算の基本的考え方として、改革断行予算の継続、モデル事業、政

策群、行政改革、税制改革などを記述することとしている。 

    次に、歳出の見直し等について、１から４は、活力ある社会経済の実現に向けた

重点４分野、５以降は、主要歳出改革事項として、社会資本整備、社会保障制度、

地方財政などを掲げている。 

    以上が事項案の概要である。 

（谷垣議員）  「モデル事業・政策群・特別会計・日米新租税条約について」と「特別

会計の見直しについて」という２つの資料について説明させていただく。 

    今年６月の「骨太 2003」でモデル事業、これは Plan・Do・See ということでわ

かりやすく無駄のない予算を目指すということである。それから、政策群、これは

制度改革や規制改革等と予算の組み合わせによって民間の潜在力を引き出すとい

うことである。こういう手法が示され、これまでの諮問会議での精力的な議論も踏

まえ、いろいろと検討を行ってきた。 

    まず、モデル事業ですが、明確な目標へのコミットメントと、事後の厳しいチェ

ックということを前提に、思い切った予算執行の弾力化で効率的な予算執行を図る

ものである。 

    予算執行の弾力化措置、これは予算の経費区分の敷居を低くする、いわば横の弾

力化と、複数年度にわたる事業の予算執行の弾力化、繰越明許費とか、そういうも

のを活用するという、いわば縦の弾力化、この両方で工夫を凝らし、各々の事業の

性格に応じて措置したいと思っている。現在９省庁から出ている 10 の事業につき

まして、年末に向けて精査をしているところであり、よいものに仕上げたいと考え

ている。 

    次に政策群だが、現在予算について主計局で政策群ごとに担当主計官を置いて精
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査しているが、各省から要求、要望のあった経費について、要件１として、府省間

の施策の連携を強化して、重複を排除することによって政策目標の達成に資するも

のであること、要件２として、規制改革・制度改革等の施策と予算措置とを組み合

わせることによって政策目標の達成に資するものであること。要件３として、より

少ない財政負担で民間需要・民間資金等を誘発する。例えば、ＰＦＩによる刑務所

などの例があるが、そういう要件のもとで、今、府省横断的に精査を行っていると

ころである。 

    具体的な査定の取組では、世界最先端の低公害車社会の構築ということで、総務

省、経済産業省、国土交通省、環境省の４省の取組みを例にあげているが、こうい

う精査を通じて政策群をその趣旨に合ったものに仕上げていきたい。 

特別会計の見直しについては、先の通常国会等において、固有の財源等をもって

不要不急の事業が行われているのではないかという批判があって、財政審に設置さ

れた特別会計小委員会で４月から総ざらい的な検討を実施し、11 月 13 日に報告書

が取りまとめられたところである。この報告書では、特別会計の見直しについての

基本的な考え方として、まず国全体としての歳出の効率化・合理化を図る観点から

固有の財源の有無にかかわらず事務事業等の見直しを行う。続いて、歳出面での合

理化に合わせて歳入面での見直しを行って、歳入・歳出等を通じた構造の見直しを

行う。それから財政全体のいわば総覧性を確保して国民的視野に立ってガバナンス

を強化する、そういった観点を踏まえて説明責任を強化していく。さらにこういっ

た見直しを行う過程で特別会計として区分経理する必要性についても提言してい

ただいている。こういう基本的考え方に沿って、50 項目を上回る具体的方策が提

言されている。今回のこの提言は極めて包括的でまた具体的なもので、国全体とし

ての歳出の合理化、あるいは効率化の観点に基づく重要な提案だと考えていて、財

務省としてこの報告書に盛り込まれた具体的方策について、16 年度の予算編成か

ら可能な限り速やかに着手したい。財政審等の協力を得ながら、的確にフォローア

ップを併せて推進していきたい。 

    日米新租税条約について、およそ 30 年ぶりの全面改正ですが、先般、署名が行

われた。これは、戦略パートナーであるアメリカとの投資交流を通じて経済活性化

の動きをより確かなものとするという取組みである。具体的には、投資所得などの

免税などによって、世界一、二の経済大国である両国がより一層強い絆で結ばれ、

我が国産業の活性化と雇用拡大にもつながることが期待されるということである。

今後他の国との間でも、こういった条約ポリシーに沿って租税条約の見直しを進め

ていきたいと考えている。 

（麻生議員） 政策評価について説明させていただく。各省庁で約 1,532 件の政策評価

が実施され、予算要求に約 1,384 件、機構・定員でも 179 件が反映したとしてい

る。引き続き各省庁でいろいろ政策評価の精度向上というのに努めていただかなけ

ればならないと考えているが、予算の精査に当たって、それが反映されないと意味

がないと思う。 

    次に、財務大臣から説明のあったモデル事業だが、明確な位置づけが今問われて

いるので、目標の達成状況等について等の政策評価というのをきちんと実施してい

かなければならないと思う。また、政策群についても、複数の省庁にまたがる政策

目標にかかわる政策については、総務省も評価をやるので早期検討等を考えていた

だきたい。予算の複数年度化がどうして必要かというと、例えば、コンピュータを

一台購入した場合、初年度では新規費用がかかるが、それ以降は少なくて済むとい
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う実態がある。単年度決算でやるとなかなか認められないものを複数年度化すると、

費用が下がる。無駄な予算が発生している大きな理由は、複数年度化が非常に関係

するところだと思うので、谷垣議員の意欲とリーダーシップに期待をしたい。 

（吉川議員）  麻生議員が指摘された通り、各省庁が政策評価をし、それが予算に反映

されることは非常に重要であるが、政府には会計検査院という組織もある。会計検

査院の報告結果等も次の年度の予算に当然反映されるべきでないかと思う。 

（牛尾議員） 政策評価、会計監査院、それぞれあるが、民間の公認会計士事務所でも

日本はかなり形式的な時代が多く、金融問題で金融庁が使い出して、やっと公認会

計士事務所というのが迫力を増し、実効性が出てきた。これはなかなか迫力のある

場面にならないと形式化する流れがあるので、評価は非常に大事であり、これは件

数ではなくて、こういうものが金目でどのくらい効果があったかということが目標

になるぐらい、ぜひ 16 年度からお願いをしたい。 

    それから、特別会計は初めて手をつける。特別会計の具体化は、小泉総理が初め

て手をつけた特殊法人と同様、非常に画期的なことなのですが、国民にはわかりに

くい。相当金目も出ると思うので、具体的な傾向をつくって、国民に伝えることが

重要。内閣としては画期的に手をつけるということがわかると、皆やらざるを得な

いから、ぜひ配慮いただきたい。 

（谷垣議員）  塩川前財務大臣の標語だと、母屋でおかゆをすすっているのに、離れで

すき焼き食っているのはけしからぬというジョークだったが。 

（小泉議長） 具体例を１つ１つ出してください。 

（谷垣議員）  わかりました。うまくＰＲしたい。 

（小泉議長） どこがおかゆで､どこがすき焼きか､分かりやすく具体的に出してほしい。 

（牛尾議員） ３年ぐらい進まないと、特殊法人みたいに初めだけがぱっと放っていた

けれども、あとははっきりしないという例もあるから、ぜひお願いしたい。 

   それから、モデル事業で複数年度が出ているが、日常的に複数年度でないとおか

しいものはたくさんある。例えば、近所の警察が建替えるとき３年かかる。民間が

やれば８か月で済むのを、予算配分が３年だから３年かかる。その間の３年間、家

賃支払い、長期の工事等、いろんなところで余分な費用がかかる。日常的にモデル

事業に入る前に、すぐ建物は建ててしまえばよい。順番に建てればいいのに、３本

の橋のときもそうだったが、みんな時間かけて同じようにつくる。１本ずつ順番に

つくった方がはるかに効果的なのだが、それは何か横並びでないとまずいというこ

とがあるのだろう。これはモデル事業プラス、一気にできるものは一気につくると

いう習慣にここで変えた方がいい。結局、資金ばかりかかって、しかも３つに分け

るために費用は２割か３割上がる。しかし、こういうものは３年かけてやるという

前例を変えることができないというのはおかしい。 

（谷垣議員）  何とか道をつけたい。 

（本間議員） 先ほど谷垣議員から特別会計の説明があったが、規模的には一般会計の

倍以上のスケールだし、財政の非効率さ、政府のモラルハザードの事例として出て

くるのは一般会計ではなくて、たいてい特別会計だ。ここは、一度きちんと政府自

らが精査をしていくというスタンスを国民にアピールをして効率的な予算編成の

第一歩にしていくということが重要な点である。 

   財務省は、ある意味ではこれまで予算編成の中で、各省庁と共同責任的な要素も

あって、今の段階で一方的に特別会計を悪者にして進めていくとなかなか難しい部

分がある。これを諮問会議でバックアップして、特別会計の総合的な見直しをして
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いく。これは過去の責任問題をどこまで追求するかという問題もあると思うが、や

はり全体として諮問会議がバックアップしながら、総合的な改革につなげていくこ

とをぜひ制度的な仕組みの中においても検討いただきたい。 

（竹中議員） 16 年度予算編成の基本方針はまた来週にかけて議論をさせていただき、

12 月の初旬に閣議決定できるよう努力をしたい。今回の予算編成の基本方針の最

大のポイントは、構造改革を実現するための予算というのをこれまで一生懸命やっ

てきたわけだが、今回、さらに踏み込んで予算そのものの構造改革、まさにこれは

モデル事業であり、政策群であり、特別会計の見直しである。この点を総理が指摘

されたように、わかりすくどのように国民に理解していただくか、引き続き知恵を

出していただきたい。 

   それとの関連で、この特別会計の改革の 50 の項目を実際にどのように進めてい

くのかという問題、それと評価を行って、その評価をどのように予算に反映させる

かという、その次のステップの問題、これらは引き続き残された問題であり、予算

を作成した後の諮問会議の重要な課題としてぜひ位置づける必要があると思う。 

（小泉議長） いよいよ予算編成の時期だが、基本方針に則って、具体的各論に入って

きたので、この方針どおり各論もよく詰めて改革推進に向け、文字通りの予算に努

力していただきたい。 
 
 

 

（以上） 


