
 

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

        

    

  

    

 

  

 

        

 

        

      

        

        

      

      

 

 

  

平成 16 年第 20 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  0 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年８月 24 日(火) 17:01～18:56 

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 細田 博之 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 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 

泉 信也 経済産業副大臣 

梶原 拓 全国知事会会長 

上田 信雅 全国都道府県議会議長会会長 

山出 保 全国市長会会長 

片山 尹 全国市議会議長会会長 

山本 文男 全国町村会長 

中川 圭一 全国町村議会議長会会長 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）教育の基本的なあり方 

（２）国から地方への改革の加速 

3.閉会 

(説明資料) 

○義務教育の改革（河村臨時議員提出資料） 
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平成 16 年第 20 回 議事録 

○義務教育における国・地方の役割について（麻生議員提出資料） 

○「国庫補助負担金等に関する改革案」の概要等（地方六団体） 

○三位一体改革の全体像に向けて（有識者議員提出資料） 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） ただいまから今年20回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

（竹中議員） それでは、本日から集中審議でありますけれども、今日はまず河村大

臣においでをいただいております。「教育の基本的あり方」そもそも論について

御審議をいただきます。その後、「国から地方への改革の加速」の議題につきま

しては、地方六団体の代表の方に御参加をいただきまして、国庫補助負担金等に

関する改革案についての提案をお話しいただきたいと思っております。 

なお本日、中川大臣、海外出張のため欠席でございまして、泉副大臣がお出で

になっておられます。 

それでは、教育の基本的あり方について、まず、河村大臣から御説明をお願い

いたします。 

○教育の基本的あり方について

（河村臨時議員） 文部科学大臣でございます。臨時議員としてのこういう機会をい

ただきましてありがとうございます。早速議題に入りたいと思います。 

お手元のいわゆる資料と、それから参考資料と２つ用意をさせていただきまし

て、資料を中心に御説明をと思っておるわけでございます。 

申すまでもありませんが、人づくりは国づくりだと言われて、今日の日本の繁

栄はやっぱり教育にある。国民の努力、勤勉さ、もちろん、それがあるわけであ

りますが、これは世界が認め、コンセンサスがあるところでございまして、総理

からも就任のときに、これからの教育改革、特に知・徳・体・食育を重視した人

間力向上の教育改革を、という強い御指示をいただきました。今、オリンピック

で選手が非常に活躍しておりまして、今日の新聞の社説を見ても、「人間力花開

く」というような社説もございましたし、「ニッポンやるじゃない」と、こうい

うような社説もあったわけでございまして、これまでの日本のいい面も出ており

ます。 

しかし一方では、「教育これでよいのか」というような指摘もたくさんござい

ますし、一連の学校をめぐる事件等々、あるいは社会における子どもたちの非行

等々考えてみたとき、これが非常に増大している。公立学校等々が国民の期待に

応えておるかどうかということは大いに反省しなきゃならない分野であって、ま

ずは義務教育における教育をきちんとすることが課題だというふうに私は認識し

ておるわけでございます。 

１ページには、現在の教育の課題ということで、そこへ問題点を書かせていた
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だいておりますが、確かに不登校、いじめ、こういうことについてはかなり努力

をしてきて、今ずっと増えておったのが去年あたりから減少する傾向にあります

けれども、それでも小・中学校で不登校生徒が12万も13万人もいるという現状は、

やはり由々しい問題だと思わなきゃいかぬと、こう思っているわけでございます。

そういう意味で、２ページになりますが、何て言ったって、学校がどのような

ものでなきゃいかぬかということをまず考える。私は基本的に学校で学力低下と

いうことがあってはならぬと、そういうことを言われるようなことがあってはな

らぬと、こう思っておりますし、同時に学校で豊かな心や体を育てる基礎、基本

をきちんとしたものをやる。それから同時に、保護者、地域住民、これは地域の

教育力を借りて学校をきちんとしたものにしていくということ。これは次の提言

の中にもあるんですが、そのためには、やっぱり教員の質を上げなきゃいけませ

んし、それから学校をもっとオープンにして評価していくと、こういう点があろ

うと思います。そういう点で全国の学校にばらつきがなく、最低水準の教育がき

ちんと維持されていく、そのためにはお金の心配があってはならぬだろうと、こ

のように思っておるわけでございます。 

特に義務教育について言えば、御案内のように憲法第26条でいわゆる国民が等

しく教育を受ける権利、まさに教育の機会均等でありますが、それから、それを

保護者に義務づけているという面がございます。国は保護者に義務づけている。

子どもたちは等しく受ける権利を持っている。これが教育の機会均等であり、そ

のための等しくということであれば、全国津々浦々どこに行っても差のないいい

教育が無償で受けられるためには、地域どこに行ったって地域の財政力が弱いか

ら、うちの教育は低いということは許されない。このことにこれまでも日本は取

り組んできたと、こう思います。 

ここで私、先般、改革案を出させていただいて、マスコミに取り上げていただ

いて、また批判もいただいたりしておりますが、まさにこれまでの教育を振り返

り、これからの教育をどうやったらいいか、どこへ焦点を置いたらいいかという

ことを強調したかったわけでありまして、まさに温故知新の教育改革、人間力向

上の教育改革、こういう視点でこれから取り組んでいく、こういうことを言いた

かったわけでございます。 

義務教育の根幹は、今申し上げましたように、機会均等であり、水準確保であ

り、無償制であるということ、これは国全体が取り組まなきゃいけないというこ

と。それから３ページにこれからの改革のあり方、特に話題になりました義務教

育の制度の弾略化については、小中学校の区切りを例えば５・４制でも可能とす

るというものでございます。やるところはどうぞというような話をいたしまして、

混乱するのではないかというお話もございました。これは１一つの例示でありま

して、既にそういうことを小中一貫でやっているところも実はたくさんあるので

ありまして、実は私の田舎の小学校は、子どもが減ってきたせいもありますが、

小中一緒の校舎の中におるんですね。しかし今の決まりでいくと、やっぱり小学

校、中学校別ですから、同じ校舎教室にいながら、教員室は別につくらなきゃい
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かんというようなことなので、そんなものは一緒でいいじゃないかと言ったって、

いや、決まりはそうですと、それは取り払ったらいいと、こういう話もあったわ

けでありますが、このようなこともこれありで、それぞれの実情に応じた柔軟な

こういう思い切ったことが地方でやれるような仕組みをこれからとっていこうと

いう一つの例示として申し上げました。これももちろん中教審や皆さんの意見を

聞かないと、そう簡単にすぐできることではありませんが、実験校もつくってや

っておるわけでございます。 

それから、特に強調したいのは教員の質をいかに高めるかということ。それか

ら、問題のあるだめな先生が現実にいるということは由々しい問題で、こういう

ものを排除そういう教員が教壇に立たないようにしていかなきゃいかぬと、こう

思っております。また、高学歴化の時代でもございますし、教員免許の高度化が

必要です。特に免許はとったら生涯有効というのではなくて、これに期限をつけ

て更新する、一回見直すということをきちんと検討すべきである。やったらいい。

これもさきの教育改革国民会議でも提言をされて、まだ、実現しておりません。

そのままになっておりますが、こういうものをちゃんと取り上げ検討する。それ

から、専門職大学院できちんとした高いレベルの勉強をしていただいて教壇に立

っていただく、こういうことも今必要な時期に来ておるだろう。これらの改革に

スピード感をもってこれはすぐにやろうと思ったらやれることでありますから、

取り組みたいと、こう思っております。 

それから、教育委員会が非常に形骸化しているのではないかという話もござい

まして、教育委員会は要らないんじゃないかという話も出ておりますが、教育の

中立性という点から教育委員会の役割というのは重要なものでございまして、こ

のことは今、議論を中教審でいただいております。が、同時に今申し上げたよう

に、学校の評価も行いながら、もちろん先生の評価も行って、優秀な先生はしっ

かり処遇保障しながら、問題のある先生は教壇に立たせない、こういうことを強

化していくということが大事だろうと、こう思っております。 

教員の人事や学級編制成のあり方もできるだけ市町村でやれるような形はどう

であろうか。学校と教育委員会のあり方とか、県の教育委員会や市町村の教育委

員会のあり方、そういうようなものをきちんと、あるいは校長先生と教育委員会

のあり方、これもきちんと議論しながら進めていこうとしております。 

それから教育内容も、５・４制のことなど申しましたのは、小学校が戦前から

もともと最初義務化されていて、戦後その上に中学校をのっけたという経緯があ

ります。いじめなどが増加するとか起きるのは６年生から中学校であり、この小

学校、中学校の接続の問題がありますので、まず９年間でどういう人間をつくっ

ていくか、学力はどういうものであるかという到達目標をもっと明確に設定し、

きちっと見直す必要があろう。 

その上に更にこれは個別的な習熟度別教育とか、少人数教育をもっとしっかり

これからやっていかなきゃならぬ。特に基礎・基本を確実にやる。これはオリン

ピックでも言えるそうでありまして、基礎・基本があって初めて高度な体操なん
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かもできるということでございました。それを踏まえて道徳教育、これをもっと

徹底させることがことが必要ですし、更に奉仕活動、体験活動もまた非常に必要

になってきております。いわゆる、ゆとり教育、学力低下と言われたのは、実は

ゆとりをもって体験的な学習を行うということにもっと力を入れたいんだという

ことでありまして、そっちの方の学力低下や「ゆるみ教育」になってはならない

と考えております。なんて言っておりましたが、こういう体験がもっと大事だと、

人間力というのは、こういうものが備わって、学力が底辺にあるけれども、まさ

に道徳、いわゆる社会体験、そういうものをきちんと持って社会へ出ていくこと

であり、義務教育できちんとやることが必要であろうと思います。 

それから第５点は、これは３ページの最後のところになりますが、「国による

義務教育保障機能の明確化」という問題であります。先ほど来申し上げておりま

すが、文部科学省も、義務教育費国庫負担制度になるわけでありますが、これは

いわゆる先生方の給与を国が財源保障している、その２分の１を持っているとい

うもの形であります。 

これまで給与の決め方を細かく決めておったということもあって、これを「総

額裁量制」という言い方をしておりますが、総額は決めますが、その中身につい

ては地方でお決めいただくというふうに、国立大学の独立行政法人化にも伴いま

して、今年度からそういたしました。これまでは国立大学の附付属小中学校の給

与をもとにして地方の給与も決めるやり方でありましたが、国立大学が法人化し

ましたものですから、この根拠がなくなったということで、思い切ってそういう

制度にいたしております。これまでは教員の給与について先生方はほとんど一律

でに、いい先生も問題のある悪い先生も一律で出ておりましたが、これからはそ

ういうことは県条例で県の裁量で大いにやっていただくということになっており

ます。 

私も地方議員の出身でありますからいろいろ見ておりますが、確かに文部科学

省がこれまで箸の上げ下ろしまでというイメージがありましたけれども、今の文

部科学省の考え方は、私は就任以来いつも言っておるんですが、文部科学省は上

から見ずに、対等に見て、とにかく地方のいろんな取組み、教育を一生懸命やっ

ているから、これをしっかり支える立場でなければいかぬのだということを強調

しております。今回の総額裁量制というのもそういう視点に立っております。私

は教育の地方分権は、いろんな分権がありますけれど、これは相当地方分権が進

んでいる例ではないかと現実に思っております。 

しかし、地方には地方の声がありますから、それは謙虚に耳を傾けなきゃなり

ません。この改革はもっとやらなきゃならない。しかし、やはり何と言っても、

これは資料４になりますが、この制度がどういう役割を果たしてきたかというこ

とを考えていかなきゃならぬ。教育の機会均等と言いますが、どこに、離島に行

こうとへき地に行こうと同じような教育がきちんと受けられるということはやっ

ぱり財源も伴ってなければきちんとできません。これは理論だけではできない。

その地方の財源だけでこれを支えるということになると、私はやはり格差が生ま
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れるのではないかという心配をどうしても拭うわけにいきません。 

今度国庫負担制度をもしやめて、そしてこれを地方に財源移譲するという方向

が今打ち出されております。しかし税源移譲は100 ％できるのか。今一応、金額

的には全部税源移譲をフラット税制でやったと試算しても、税収の少ない県は、

例えば高知県では約46％の減収になります。これ残りは交付税になるんですね。

これは国からもらうということになってきて、財源の見直し、交付税の見直しが

なされるということになりますと、教育費に全額充てられるのかどうか、この心

配が拭えない。知事さん方の熱意というのは私もよくわかるんです。しかし制度

的に考えたときに、知事の熱意を信用したいとするかしないかという問題ではあ

りますけれども、私はそう思うんですけれども、しかし、制度としてきちんと保

障される必要が教育費についてはあるのではないか、こう思っておりまして、こ

れまでもそのことを申し上げてきたわけでございます。 

このことについては、参考資料の12ページのところにあります。実はシャウプ

勧告で一回この制度をやめて、地方平衡交付金に全部したことがあります。地方

分権の時代だと、こう言われてそういうことをやりました。３年間でこれは破綻

をして、またもとに戻しました。今の時代はシビルミニマムを達成しているから

大丈夫と言われるけど、この格差を生むであろうこの税金のあり方については、

この懸念は払えません。これはやはりもっと議論をしなきゃいけない課題だと、

このように思っておるわけであります。 

あらゆる面で地方の自由度を拡大するという方向でこの改革、この義務教育費

国庫負担制度の改革を私はしたいと思っておりますが、この懸念が払えない以上、

この熱意はわかりますけれども、制度としてきちんと保障するということが必要

であります。今の知事さんはこの問題を知事会で議論し、熱意も持っておられる

のですが、……。それは次の知事もある、これからの知事もある、大臣もだって

どんどんかわるわけですから、この制度は教育の根幹を守る制度として残すべき

ではないかというのが私の基本的な考え方であります。これをきちんと国・地方

の役割分担ということを議論せずして、この問題を前に進めるというわけにはい

かないというのが私の基本的な考え方になります。 

それから、これは世界の動きというのを見なきゃなりませんので、私もこれを

いろんな角度から見ていったわけでございますが、これは参考資料の13、14ペー

ジを、これはわかりやすいのでありますが、主な国々には地方にある程度給与を

任しているところと、国が全部やっているところがあります。そして実はそれを

学力という面から見て、ＰＩＳＡの世界共通のテストの結果で見ます。そうしま

すと、ドイツは州・地方に任せていると先進国で最下位のレベルになりまして、

今ドイツは大騒ぎになっております。それからアメリカは、これも地方と州に任

せておりますが、これを御覧になっても決して成績がよくありません。それから

フランスは全部国が給与負担しておりますが、これは中から上の辺り、イギリス

は国が75％、これは上位におります。日本も半々でありますが、上位。韓国は100 ％

ですが、これも上位におる。 
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それから統計をとってみますと、地方に任せているところは学力にばらつきが

非常にあるんですね。点数をとってみると非常にばらつきが出ている。地域によ

って格差が生まれる。アメリカの州の格差というのは非常に大きいものがあって、

今、連邦政府は別にまた予算を組み込んで教育に投資するという時代になってお

ります。そういうことを考えますと、やはり教育投資ということは、国の意思と

いうものが必要ではないかと思います。今の時代でありますから、できるだけ地

方にということはわかるのでありますが、国の意思が働くか働かないという、こ

のあたりは現実に学力にそういうことがあらわれているということだと思います。

今申し上げました、この義務教育費国庫負担制度の問題、これからの新しい教

育のあり方も考えなければがらいかなきゃなりませんが、やっぱり義務教育の根

幹は国に責任があると私は思っております。これまでの流れを見ましても、この

問題については、平成14年12月に３大臣合意というのがあって、それを受けてい

わゆるこの閣議決定の流れの中でも、18年度末までに結論を出そうということが

盛り込まれております。３大臣合意を受けての平成15年６月の「骨太の方針2003」

においても、教育改革を中央教育審議会は進めておりますが、義務教育制度のあ

り方の一環として検討を行いながら18年度末までに検討すると、こうなっており

ます。 

それから与党との協議会においても、この義務教育費国庫負担制度の一般財源

化は、平成18年度末までのこれからの義務はどうあるべきかということを併せて

18年度末までに検討すると、こうなっておるわけでございます。ぜひこの前に、

教育のそもそも論をお願いしたいということを申し上げてきて、今日こういう機

会をつくっていただいたということを本当に感謝しているわけでありますが、こ

の問題はそういう大きな、これからの国の教育方針にかかわる、まさに国の根幹

にかかわる一つの大きな問題でもございますので、更に議論をさせていただいて、

今日これをスタートとしてお考えをいただきたいと思います。 

知事会の意向というのも具体的に私は聞きたいと思っておりますので、今日、

閣僚懇談会で官房長官にもお願いいたしましたが、ぜひ知事会の意向等、所管大

臣としてぜひオープンな形で議論をさせていただく機会もお願いしたい。抵抗勢

力だと、これを入れるともう議論にならないので、外してやったらというような

お話があるようでありますが、私は、抵抗勢力とかなんとかじゃなくて、やっぱ

りこれは国家の基本にかかわる問題だから、所管大臣としてきちんとした意見を

交わしながら、これからの方針を決めていただかなきゃならぬと、こう思って申

し上げておるわけでございます。その点を踏まえながら、ぜひこれを今回のスタ

ートとして更に３大臣との合意も残っておるわけであります。３大臣を中心とし

た議論の中に皆さんにもお入りをいただく形でもよろしゅうございますが、ぜひ

検討の場を設けることをお願いをし、竹中大臣、官房長官にもそのことも踏まえ

て、この席でお願いをして、私の発表を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、関連しまして、麻生大臣から資
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料が提出されておりますので、お願いいたします。 

（麻生議員） 教育のそもそも論というのであって、私の方はそもそもの話ではなく

て、制度的に地方でやるか、国でやるかという負担するところの部分であって、

そもそも論と少し違う点からの発言だということをあらかじめお断りを申し上げ

ておきます。教育のそもそも論というのは全然違う話だと思いますので、そもそ

も教育というものは、義務教育はどうして15歳までやらなきゃいかぬのか。昔は

12歳だったじゃないか。15歳になって何かよかったことがあったかと言われて、

皆さん方は何もおっしゃいませんから、余りよかったんじゃないんじゃないかと

いうふうな御意見だってあるし、アメリカは高校までですけど、アメリカはそん

なにいいのかと。アメリカの義務教育はいいなんていう話は聞いたことがいない

けど、あっちは高校までやっていますよというようなものがそもそも論だと私は

思っていますので、今回の私の話はそもそも論というのではありませんので、国

と地方の教育の負担にかかわる役割分担の考え方というように御理解いただけれ

ばと思って、１ページ目をお開きいただければと存じます。 

この義務教育に限らず、教育が重要であるということは、これは論を待たない

ところでありまして、特に日本の場合のように資源のない国においては、これは

絶対と思っております。少なくとも日本の場合は、明治憲法と違って平成12年の

地方分権一括法から教職員の任免に関する等々の事務は、すべて国の指揮監督下

に置かれる機関委任事務から地方自治事務に既に移管をされております。これは

御存じのとおりであります。平成12年の具体的な政策に移すために、国は地方の

自治事務である教育行政について制度の根幹を定める一方で、具体的な運用は地

方に任せる、と書いてある。その考え方に立って、地方団体の自由度を最大限に

拡大することが重要ということになる。その際、国としては、国民が全国どこで

あっても一定水準の教育を受けられるように、保障されるように学級編制や教職

員の数等々、いろいろな大枠を法律によって担保するということと同時に、その

所要財源を確実に保障するということで地方の取組みを制度的に保障していくこ

とは絶対大事。この点に関しては全くそうなんですが、ただ、その所要財源の保

障の形態につきまして、形については国費によらねばならぬのか、又は今の時代

を考えた場合、今まで申し上げたように、地方分権とか地方の自主性の拡大とか

という方向を考えれば、税を中心とした一般財源による保障も考えられるのでは

ないかということが、今１ページ目のところであります。 

２ページを見ていただきますと、一般財源化するといろいろ問題があるのでは

ないかという御意見がよく聞かれるところですが、その上のところの昭和27年、

32年と書いてありますが、平衡交付金の時代は、１人当たりの教職員の人件費の

差というのは、東京都と茨城県との差は1.88倍でありましたけれども、これは国

庫負担金というものは復活した後の方が、その図を見ていただいたらわかります

ように、格差が広がまっております。したがって、一般財源だから格差が生じる

ということではないのではないかというのがこのグラフの意味するところであり

ます。下のグラフにずらっと書いてありますけれども、昭和25年、28年とそうい
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う数字が書いてありますが、一般財源化は教育水準の低下を招くというのとは逆

な現象になっていて、国庫負担金が復活いたしました後の方が水準が下がって差

が広がってきた。少なくとも明らかによくなってきましたのは、この標準法が施

行されました昭和34年から水準が急速に向上しておるというのがこの図のとおり

でして、財源の種類というよりも、むしろ算定ルールというものをきちんと明確

にしておいて、必要な財源を確実にするということが決定的に重要なんじゃない

かというように、私はこのグラフを見たときにそう思った次第です。 

次のページは標準法による現在の国の標準と地方の標準とを左右で比較してあ

りますが、全都道府県で国の標準を超えて単独の教職員を配置しております。各

都道府県で。また少人数学級への積極的な取組みもあり、これは河村大臣のおっ

しゃるとおりきちんとしておりまして、１学級に児童・生徒数は30人前後、これ

は少子化の傾向ももちろん考えていただかなきゃいけませんが、なっておるとい

うのが事実でして、そのほかにも地方では学力向上に向けていろいろな取組みが

なされておりまして、一般財源化して地方に任したら教育水準の確保は困難とい

う想定は、そう一慨には言えぬのではないかというのが申し上げたい３ページ目

のところです。 

次のページ、４ページ目をめくっていただきますと、去る８月19日に行われた

全国知事会のアンケート調査というのが出ております。このアンケート調査は、

そこに書いてあるとおりでありまして、知事の大半は自治事務である教育費につ

きましては、いわゆる自治事務であるということで、「義務教育は自治事務とす

べきだ」というのが43団体。更に「地域の自由度を増すということで、その水準

の向上を図りたい」と希望する、その財源も税源移譲を前提に「一般財源化を実

施すべき」というのが37団体、そこに書いてありますが、そういうような数字に

なっております。 

最後のページのところに、海外の比較を書いておきましたけれども、私どもが

今、国費でやっているところの水準が高いというのが文部科学省の御意見であっ

たが、私の知っているところでは、イタリア教育は小学校から大学まで教員はす

べて国家公務員だというように記憶していますが、しかし、イタリアの教育の水

準というものは、御存じのように先進国の中ではそんなに高くはないと思います。

私の知っている範囲では、イタリアは読解力20位、数学26位、科学は23位、これ

はＯＥＣＤの調査だと思います。逆にカナダの方は連邦政府ですけれども、特定

の目的の補助金はほとんどありません。けれども、学力は読解力２位、数学６位、

科学が５位ということになっておりますので、その意味からすると、これは国だ

からきちんとやれるというとは少々違うのではないかという感じがいたします。 

私どもとしては、財源よりはルールの方が大事なんだということが私の申し上

げたいところであります。私は義務教育のそもそも論というのは全然別に、この

種の制度とは別にやっていただかないと、何で義務教育をここまでせにゃいかぬ

のか、したらいいのかというような話を、私のような雑駁な頭じゃなくて、きち

んとした教育者にしていただかないと、ちょっと義務教育の話を金の話から入る
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のだけは極めて危険ということは、一番最初に申し上げたいと思いますので、重

ねてそれを申し上げさせていただきます。今申し上げたのは、重ねて申し上げま

すが、財源のルールの明確化であって、それがきちんとしておれば、国であろう

と地方であろうと、その差はないのではないかと申し上げている次第です。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは御議論をいただきたいと思います。

今日の趣旨は、経済財政には関連するんですけれども、教育の基本的な問題につ

いて、できるだけ話し合おうではないかということから持たれておりますので、

承りたいと思います。吉川議員。 

（吉川議員） 河村大臣がおっしゃったように、教育の問題というのは非常に大切だ

と。その中でも義務教育というのは、その大もとですから最も大切な部分だ。そ

このところを大切にしたいというのは国民のコンセンサスだと思います。義務教

育をよくしようということで、大臣がイニシアチブをとられて、「河村プラン」

と呼ばせていただきますが、こうしたリーダーシップを発揮されたということに

私は敬意を表したいと思います。 

理念は、大臣がいろいろ言われていることに私は同感なんです。しかしながら、

最後に残る大きな問題というのが、義務教育の国庫負担のところであります。大

臣は、国が先生の給料の半分を持つ、こういう制度があるから地域間の格差とい

うのも抑えられるんだとおっしゃるわけですね。そこで私は、文部科学省にそも

そも実態はどうなのか、地域間の格差に関する実態調査の結果を教えてください、

と内閣府を通してお願いしたんですが、そうした調査はないということでした。

これは私は驚くべきことだと思っています。そもそも、これだけ義務教育である

から地域ごとに格差をつくってはいけないということ、みんながそういうことを

言って議論をしているわけですが、実態がどうなのかという実態調査がない。私

はそういうことこそ、国の役所として文部科学省というようなところが常に調査

をして、先生の給料の出し方がどうであろうと、大きな問題点があるところには、

それを是正すべく警告を発するというのが国の役所としての文部科学省の役割で

はないかと思います。 

そこで私としても、どういう調査があるのかというので少し調べてみますと、

これは大臣も御存じかと思いますが、去年、荒川区で小学校の学力の、これは荒

川区という狭い地域の中での学校ごとの格差の調査をした結果があるということ

で、それを見ますと、100 点満点でやはり学校ごとに20点ぐらいの差があるとい

うことなんです。これは当然、給料の出し方とかそういうようなことは全部同じ

わけですが、しかし格差はある。このことが意味していることはどういうことか

というと、やはり教育の問題というのは、先生の給料をどういうふうに出すかと

いうようなことではなくて、もっと違ったところに大きな問題があるということ

だと思います。結論は、私は地域だけではなく、学校ごとでも格差というのはや

はりあると思います。それは直さなくちゃいけない。それは当然のことですが、

結論的には、繰り返しになりますが、先生の給料をどういうふうに出すかという
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こととは独立の問題であって、そのことに関して言えば、これはやはり地方の裁

量を広げるというのが正しいことだと思います。 

したがって、今年度から始まった総額裁量制というのは、その第一歩としては

評価されますけれども、最終形としては、これは麻生大臣もサジェストされたと

思いますが、地方に任せるような形にするのが合理的だと思います。その上で国

が義務教育でありますから、責任を持ってできるだけ格差をなくすようにする。

これは当然のことであって、その第一歩として調査をきちっとやる。どういう理

由にしても、どこかの自治体、あるいはもうちょっと言えば、どこかの学校で大

きな問題があれば、それを是正すべくしっかりと指導する。これは国が義務教育

というものに当然関与すべきだと思いますが、国はその関与すべきそのあり方は、

先生の給料の半分を配るということではなくて、もっと違ったところでリーダー

シップが発揮されるべきではないか、このように思います。 

それともう１つ、大臣のプランで今日は御説明がなかったんですが、プランを

拝読して、義務教育をしっかりするためには、先生の質をしっかり高めなければ

いけない。これはおっしゃるとおりですが、専門職の大学院を利用しようという

御提案があったんですが、それはひょっとしたらいいのかもしれませんが、しか

し、これは私も初等・中等教育の専門家ではないので、必ずしも専門的な意見と

して申し上げるわけではありませんが、一人の市民として、小中学校の先生とい

うのは、やはり学力もさることながら、子どもに好かれるような人格とか、その

他多面的な能力が必要なんだと思います。そうした小中学校の先生としてふさわ

しい人材が専門職の大学院教育ということで担保されるのかどうか若干疑問のと

ころがあるということであります。これは必ずしも反対ではありませんが、素人

の質問ではありますけれども、そのようなことを感じました。 以上です。 

（竹中議員） 大臣に後でまとめてお答えいただくということにしまして、先に御意

見を、奥田議員どうぞ。 

（奥田議員） 前回にもお話ししたことがあるんですけれども、私は、今、大臣が努

力されている過程といいますか、あるいは内容といいますか、これについては全

く同感でありまして、義務教育がこういう形で行われれば非常にいいんじゃない

かと思っています。ただ問題は、塾の存在というのがあるわけですね。 

もし、こういう義務教育が、今、大臣がおっしゃられたような形で行われれば、

塾というのはなくなるのか、なくならないのか、そこらあたりはどういうふうに

お考えになっているのか、それを一遍聞きたいということと、もう１つは、最近

よく言われているのに、お金のある人は高学歴でいい学校に行って、いい塾に行

って、偉くなる、そうでない人貧乏人はだめだと、こういうような話をよく聞く

んですけれども、こういう問題についての現状というのは本当にそうなのかどう

か、これは私の質問事項としてお聞きしたいんですけれども。 

（竹中議員） 牛尾議員どうぞ。 

（牛尾議員） 河村大臣のお話は非常に当を得たところが多いと思います。私も河村

文部科学大臣のこれからの教育を語る懇談会の座長もしておりますので、非常に
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複雑な感じにあるわけでありますが、特におっしゃった教育の目的、目標の設定

が国の役割で、それをどうやって実現するかが地方や学校に分権化していくとい

う考え方は非常に賛成であります。しかし実際の教育は、地方や学校という現場

が裁量権を持って創意工夫をして、事実、教師の任命権も地方にあるわけですか

ら、国の役割は成果の評価に重点を置いて、大きなルールを変えるようなときに、

時代のニーズに合った制度を考えるというようなところにあるのではないかと思

います。そういうそもそも論と今出ている財源の問題というのは必ずしも直結は

しないんですが、今の河村大臣の考え方に沿った形で改革をどう実現するかとい

うことは同時並行的に考える必要がある。そういうスケジュール、具体的制度改

革の手法については、やはり文部科学省としては積極的にそういう具体的な案を

提出するべきだと思います。 

この辺のところは、別に平成18年までに掲げている３大臣と協議する話じゃな

くて、文部科学省の専権事項だと思いますので、こういう国と地方の役割の分担

を現状からどう改革するかというスケジュールを考える必要がある。より長期の

問題に関しては、別途長期的な議論をする必要がありますが、今、議論になって

いるこれから９月に発足するであろう「日本経済２１世紀ビジョン」の中におい

ても、教育の分野についての議論があっても悪くはないという気がいたします。

今、確かに麻生大臣がおっしゃるように、議論が相当財政の方に進み過ぎている

懸念は１年前から私も表明している。しかし、だからといって、補助金問題を中

心とした国から地方への財源を移譲するという話をとめるわけにはいかないので、

この流れに教育の改革をどう乗せるかということで、適切な調整ができることが

一番望ましいというふうに私は思います。以上です。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） 今、各議員おっしゃっているとおりでありますけれども、私はこの三

位一体の改革がスタートしまして、金額的に義務教育の部分のところが大口で、

しかもトータルな額に近かった。そのことから文部科学省のこの義務教育関連の

予算にターゲットが絞り込まれて、そこで解決すれば総体としては大きく動かさ

ないでいけるのじゃないかと、こういうことがあった面は否めないと思っており

ます。その面では同情に値する部分があるんだろうと思います。しかし、各議員

がおっしゃっておられるとおり、文部科学省の義務教育における質のコントロー

ルの問題と予算の問題というものは、これはこういう機会を好機として、我が国

の義務教育の質的向上につなげていくという前向きな発想が私は必要になってく

るのではないかという感じを持っております。 

その意味で河村大臣に御提案いただいている内容の基本線については、これは

もっともだと、より具体的にお金の問題と教育の質の担保の問題というのを張り

付けていくということが、今後の重要な課題になっていくのではないかという気

がいたします。その点でぜひ、麻生大臣がおっしゃった「そもそも論」の部分の

ところについては、従来、幾分私は文部科学省の審議会が閉鎖的な面があり過ぎ

たのではないか、世の中を教育という部分のところから葦の髄を眺めるようなと
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ころがあったのではないか、と思う。もっとより社会・経済との関連を強化する

形で、そもそも論を一度議論していただく枠組みをつくっていただければ、この

問題についてより理解を深めていくのではないかという感じを持っておりますの

で、ぜひ国民各層の声及び予算を管理する政府部内における部分のところを接合

するような形での、開かれた審議の情報というものをぜひお願いをいたしたいと

思います。 

そして、先ほど牛尾議員の方からもお話が出ましたけれども、経済財政の観点

からも「日本経済２１世紀ビジョン」というものがございます。これをどう作成

していくかについても、ぜひいろいろな角度から教育の問題について御審議に参

加をしていただけると同時に、具体化につなげていく、そういう協力をしていた

だければというふうに思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。それでは河村大臣。 

（河村臨時議員） ありがとうございます。貴重な御意見をいただきました。麻生大

臣から御指摘があった点、文部科学省が考えている点と共有する点もありますが、

一応、資料を突き合わせていただきながら、更に御指摘があった点については、

期を得て議論をしていきたいと思います。 

基本的に言うならば、質のコントロール、国の介入の仕方、義務教育の責任の

持ち方をどうするかという問題で、結局、財源がきちっと保障される仕組みがあ

れば、それで私も基本的にいいと思っているんです。文部科学省の予算がどうな

るとかそんなことは全く関係ないわけでありまして、小泉総理からもとにかく文

部科学省の仕事を減らせ、どんどん減らしていけ、何で官僚は仕事を抱え込むん

だと、こうおっしゃっております。現実に大学を法人化していくことだけでも大

変な改革で、非公務員ですから、これなんかを見れば、郵便局の非公務員化が何

でできないのだろうと思うぐらいの改革をやっております。それから、株式会社

の大学教育への参入をと言われて、文部科学省も頭が真っ白になったのでありま

すが、いい教育ができればいいじゃないかということで、これも特区でやりまし

た。こういう視点からみても、やはり、きちっと教育ができる仕組みが必要であ

ります。この観点から国庫負担制度というのは最もいい仕組みだと私はこれまで

思ってきております。それが地方の自由度を縛るんだと言われることについては、

これをどう解くかということ、こういう話をきちっと私もさせていただきたいと

思います。 

それから吉川先生の方から学力調査のお話がありました。最近、学力調査をや

っていないじゃないかと言ったら、全体の６～８％の生徒しか抽出してやってい

ないので、統計のとり方が少ないのが現状であります。これだけでももっと拡大

して調査結果を出すよう指示しております。これをもっと広げる必要があると思

います。それによって実際の格差がどうか。今、国際学力調査の結果からは内々

の話では格差は非常に少ないんだと思われます。田舎であろうと都会であろうと、

一般の地域的な団地であるとかなんとか少しは出ているようでありますが、これ

はもっと明確に公表すべきことであろうと思います。 
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それから専門職大学院については、貴重な御意見をいただきました。私も、こ

れをやれば、全てがそれで解決するということでもありませんから、まず先生が

子どもを本当に好きなのかとか、人格、熱意、そういうものをしっかり見れるよ

うな仕組み、そういうことが大事だろうと思っております。しかし、いずれにし

ても、教員のいろんな面でのまさに人間力、最も人間力の高い人が教員になるべ

きだという声が非常に高いということですね。これにどう応えるか、教員養成の

あり方が大事になってきたと思っております。 

それから、奥田先生からこの前もお聞きしまして、これはなかなか難しい問題

で、この前、日教組の委員長が来ましたから、実は私は会議に出るとそう言われ

るんだと。公教育はこれに応えているんですかと、お互いの責任のなすり合いは

もうやめて、これは真剣に考えようということを提案いたしました。 

ただ、今の大学の入試制度を考えるには私学の問題もございます。どっちかと

いうと私学に向けた塾はある。公立の学校に向けた塾がそれほど過熱していると

いうことは聞いたことがありません。このことであります。だから、県知事さん

あたりは、県立高校は一般交付税でやっているんだから任せてくれ、県立高校も

ちゃんとやって大丈夫だとおっしゃるけれども、しかし実際に頑張っているのは、

今、実は私学という面もあるですね。甲子園でもそうですよ。49の代表が出てき

て県立は５校ですよ、あとは全部私学です。こういうことを考えるとき教育の二

重構造があります。これがそういう問題を起こしている。これをどう考えていけ

ばいいのか。 

しかし一方では、今回の補助金改革の中には私学助成も交付税と言われていま

す。これは公私の格差是正を図るという奨励的補助金として今出ておりますから、

これが上がってくるのはわかるのでありますが、こういう問題も実は抱えておる。

この辺の問題をもうちょっと深く考えていかなければなりません。今の入学制度

のあり方、むしろ、大学の入試制度については、もう大学全入の時代が来つつあ

ることを考えながら出口管理をもっとしっかりしてくれという声の方が今強くな

っておると思います。そういうことを変えていけば塾に行かなくても大学に入れ

る。大学に入る意味というものがもっともっと明確になっていく必要がある。現

実に、今この入試制度にかかわりを持っている中で言われることは、東大生の家

庭の平均給与が最も高いと言われております。 

そういうことから、今御指摘の点は現実に起きておるのではないか。特に難し

い私学に行こうとしたら、塾に行かなければいけない。そしてそういうことから、

そこの高等学校から大学に行く率が非常に高くなっている。そして地方から東京

に出て、高校時代から下宿させてでもやる。となると、お金もかかります。そう

いう面では教育の機会均等という点は、かなり問題点が出てきているのではない

か。私は非常に厳しい、鋭い御指摘をいただいておると思いますので、この問題

を根本的に解決するにはどう考えていくのかという問題も正面から取り組まなけ

ればいけない課題であるというふうに受け止めさせていただきたいと思います。 

それから、牛尾議員の方からございました、現状は改革するという視点で見て
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いかなければならぬと思っております。地方自治体のおっしゃること、そのこと

を踏まえながら、この改革を一体どうやったらいいかということを、今の税源移

譲の問題も含めて考える必要があります。ですが、ただ、これはお金の問題で考

えてみても、今の税制そのものが変わればと思うんですが、現実に今のフラット

税制でいった場合に、どうみても減収となる交付税でもらわなければいけない県

が出るという現実は、これは考えなければなりません。 

これについてのきちっとした答えを求めていかなければならぬと思っておりま

して、地方によって財源の少ない地域は交付税でもらわなければいけない現状が

あるんです。それを教育に全部注ぎ込める状態になるのかどうか。必ずお金が教

育で足らなくなるという現状が起きるんじゃないか。この点の懸念を私は未だ払

拭ができません。そういう意味で、そのお金の問題を張り付けるべきではないか

と本間先生がおっしゃったので、ぜひこの議論をさせていただきたい。もっとス

ピード感をもってやれるような審議会というもの、それから社会の経済情勢をし

っかり踏まえた審議会をつくるということ、これも私は大事だと思います。審議

会そのものはマスコミを全部入れてオープンにいたしておりますが、もっと国民

の目に見えるような格好でやるということは大事なことだろうと思っております

ので、これはぜひ受け止めさせていただきたいと思います。私からもぜひ、これ

をきっかけとして、今の議論、審議過程の議論を、そもそも論をもうちょっと深

く掘り下げてやりながら、この改革の方向の具体化を打ち出させていただきたい、

このように思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。では、方向だけ３点で整理させてい

ただきます。 

まず、河村大臣に引き続きお願いすることとしましては、今日、お示しくださ

いました河村プランについて、その実行のスケジュールと具体案について更に検

討をいただいて、また、こういう機会にぜひ御報告をいただきたいということで

あろうかと思います。また、地域間格差の実態について、この実態の把握につい

てぜひお努めをいただきたい。また、それについても報告をいただきたい。河村

大臣にお願いすることとして、特に今の２点であったのかなと思います。 

今日の議論の中で、義務教育の重要性、それに関して機会均等、水準確保、そ

して財源の保障というのが大変重要であるということだったと思いますが、その

財源の保障の仕方、形態については、実は議論が少し分かれているということな

のだと思います。補助負担金なのか、一般財源的な税で保障するのか、もちろん、

その場合には交付税の役割を含めてでありますけれども、この点については、財

源の確保、財源の保障の仕方については引き続き議論をしていく、経済改革の議

論に併せてしていくということなのではなかったかと思います。 

第３番目には、やはり教育のそもそも論、今日の議論をスタートとして、それ

を更に進めていく。具体的には、「日本２１世紀ビジョン」の研究会がスタート

いたしますので、その中で教育の問題をしっかりと取り上げていく。そこに文部

科学省の方々にもしっかりと御参加をいただく。そのような３点ではなかったか
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と思います。 

教育について、総理お願いします。 

（小泉議長） はい、いいです。 

（竹中議員） それではどうもありがとうございました。しっかりと対応してまいり

たいと思います。河村大臣どうもありがとうございました。 

（文部科学大臣退室） 

（地方六団体代表入室） 

○国から地方への改革の加速

（竹中議員） それでは、本日はお忙しいところお出でをいただきまして大変ありが

とうございます。 

本日は、地方六団体から、まず全国知事会の梶原会長、そして全国都道府県議

会議長会の上田会長、そして全国市長会の山出会長、全国市議会議長会の片山会

長、全国町村会の山本会長、そして全国町村議会議長会の中川会長にお出でをい

ただいております。お忙しいところありがとうございます。 

早速でございますけれども、今般、政府からお願いをいたしまして、地方六団

体におかれましては、国庫補助負担金等に関する改革案を大変御苦労をいただい

ておまとめをいただいたと承知をしております。そのとりまとめをいただきまし

た具体案についての御説明をお願いしたいと存じます。梶原会長よろしくお願い

します。 

（梶原全国知事会会長） それでは、便宜、私とりまとめて説明させていただきます。 

先ほど小泉総理に３時にお会いできまして、改革案を正式に提出させていただ

きました。その改革案につきまして御説明をしたいと思います。 

お手元に「『国庫補助負担金等に関する改革案』の概要」という４枚をお届け

いたしております。まず、それに沿って御説明したいと思います。 

その３ページを御覧いただきたいと思いますが、上から２つ目、６月４日に骨

太の方針が決まりまして、６月９日に官房長官から地方の方で補助負担金改革の

具体案をとりまとめたらどうか、こういう御要請がございました。私どもは３兆

円規模の税源移譲を先行して、地方のことは地方でという小泉総理の御勇断、御

決断、これに真剣に応えなければいかぬだろうということで、６月以降、六団体

で一生懸命、いろいろと議論を重ねてきた。ただ地方のためだけじゃない、日本

のために頑張ろう、財政再建もしなければいかぬと、こういう思いで頑張ってき

ました。三位一体改革というのは、決して地方にいいことばっかりじゃないんで

す。むしろ、泥をかぶらなきゃいかぬ面があるんです。これをあえてやろうとい

うことですね。今日、六団体の会長御本人全部が御出席でございますけれども、

そういう真剣な気持ちで取り組んできたということですね。小泉総理の国の形を

変えていこうじゃないか。今こそそれに応えるべきだという考えで今日まで来た

ということをまず御理解をいただきたいというふうに思います。 

いろいろ紆余曲折がございましたけれども、小異を捨て大同につくという基本
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方針で御理解いただきまして、私ども全国知事会が一番遅れましたけれども、過

日、新潟で最終案をまとめたということでございます。そして正式に六団体とい

たしまして、８月19日、これは３ページの一番下でございますが、最終合意がで

きまして、共同声明を発表したということでございます。これだけ強固な結束で

地方六団体がまとまったというのも有史以来のことでございます。 

それで１ページでございますが、改革案を提示したいんですけれども、総理に

もお話ししましたけれども、ボールを投げていただいて、ボールを用意して投げ

返すんですが、ボールを投げたけれども、ミットがなくて、受け皿がなくてネッ

ト際でボールがごろごろしていると、そんなことでは我々の意味が、やってきた

努力が無になってしまう。総理にもお願いして、受け皿のミットをしっかり用意

してくださいと。この１ページの一番上にございますように、協議機関もつくろ

うと、それからいろんな具体的な内容がございますが、誠実に対応すると、こう

いう２点につきまして総理の御理解をいただいて、その前提で改革案を正式に提

出させていただいた。これは六団体の共通の意見として、こういう前提条件を付

けさせていただいたということでございます。その点を第２点目として特に御理

解をいただきたいということでございます。 

それから、１ページの真ん中の全体像でございますが、いろいろ議論をいたし

まして、平成16、17、18年度というだけでは部分的なので、やはり地方のことは

地方へという基本精神で一定のところに持っていくためには、２期というものを

用意しなければいけないんじゃないかという我々の考え方で、第２期改革（19年

度～21年度）までを想定いたしまして、その全体像で２の（２）にございますよ

うに、国から地方へ８兆円程度、国庫補助負担金の見直し９兆円程度、こういう

大きな線を出しました。それから地方交付税の見直し、今回十分議論ができなく

て、早速この議論に入らなければいかぬと思いますが、地方交付税も現状でいい

とは思っておりません。あるべき姿に改革しなきゃいけないと思っております。 

そこで１期目の17年度、18年度でございますが、一番下にございますように、

移譲対象補助金３兆2,000 億円、税源移譲額３兆円程度という考え方でとりまと

めたと。世間では辻つま合わせ、数字合わせというお話がございますけれども、

個別に我々は本当に真剣に議論をした結果であるということを申し添えたいと思

います。 

２ページ目でございますが、移譲対象補助金の内容ですね、例示でございます

けれども、①から⑤まで打ち出してございます。④の公共事業、それから⑤の義

務教育、いろんな意見が出ましたが、とりあえず、我々として共通の意見をとり

まとめた。税源移譲については、個人住民税の10％比例税率化により、所得税か

ら住民税へ３兆円程度移譲。こういう線を出しておるわけでございます。 

特に市町村におかれましては、非常に心配されているのは（４）でございまし

て、補助負担金の廃止によって財政困難にならないように、地方交付税による措

置を必ずやってほしいと、こういうことでございます。 

それから直轄事業の負担金、これは大変強い地方団体側の要望がございまして、
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廃止をすべきである。まずは維持管理費の負担金を早急に廃止すべき、こういう

ことになりました。 

それから、（６）の国の行財政改革の断行と地方行財政の更なる効率化。私ど

もは定数の削減等、各自治体一生懸命改革をやっております。なかなか東京の方

ではそれが見えなくて、何かぜいたくしているんじゃないかと。熊しか通らない

ところに道路をつくっておるとか大げさな話がございますけれども、そんな道路

があったら見に来てくださいといつも言っておるんですが、各自治体も真剣に今

改革をやっております。私のところ、岐阜県のことを申し上げて恐縮ですが、平

成13年度までに建設事業のコスト縮減20％をやりました、約1,000 億円。それか

ら平成14年度以降の改革を職員が自主的に申し出てさらに15％、トータルで35％

ですけれども、平成11年度から平成18年度までにやってしまう。こういう国から

何も指示されたわけでもない、そういう中で一生懸命やっているということを御

理解いただきたい。国の方もしっかりやってもらいたいというのが我々の気持ち

なんです。平成16年度の予算を見ますと、公的部門、トータルではマイナスとい

う話ですけれども、地方部分はマイナス1.8 ％、国の方はプラス1.9 ％なんです。

ですから、地方の犠牲において国の予算が増えているなんていう馬鹿な話はない

と思います。 

それから、２ページ目の一番下に国による関与・規制ですね。お金と同時に規

制緩和をぜひやっていただきたいということを併記いたしております。 

４ページ目に、８月19日の国庫補助負担金等の改革案を提出するに当たっての

共同声明を出しておりまして、今申し上げましたように、我々六団体は小異を捨

て大同につくという本当に苦しい、産みの苦しみを味わいながらまとめたんです。

しかも、六団体共通案をまとめたということでございます。これは真の地方分権

改革を今やらなければいけないという強い思いでまとめたということを重ねて申

し上げたいというふうに思います。その後段でございますが、国会決議とか、地

方分権一括法で国と地方は対等だと言われておりましたが、なかなか現実はそう

でもない。この際そういう経緯も確認していただいて、この改革案を真摯に受け

止めていただきたいというふうに思います。 

そして、本文については時間がございませんので説明を十分にできませんけれ

ども、12ページを御覧いただきたいと思います。12ページに「おわりに」という

のがございます。そこで我々が地方分権改革をどういう気持ちで進めて、それが

国家財政再建とどう関係するか。ここの12ページに書いてございますように、12

ページの５行目ですね。地方公共団体も国への依存体質を脱却していくと、そし

て全国一律、画一的な施策を転換して、住民の負担に見合った効率的な行政を実

現していくと。そして各地域の創意工夫にあふれた、総理がいつもおっしゃる地

方のことは地方にと、こういうことで任せていただいて、自由なサービス競争を

展開する。行政に競争原理を導入するというところが大きな眼目になってくると

思います。今までは、甘ったれて国にぶら下がっていると、そうすれば何とかな

るだろうということで、実際、無駄もしてきたと思います。そういうことのない
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ようにしなければいけない。やはり自己責任をして競争原理を導入するというこ

とで、その次のパラグラフに書いてありますが、この三位一体改革は、低コスト

で住民満足度の高い社会の仕組みへ構造改革することであると。これが国・地方

を通じた財政再建に資するということですね。 

世間で国と地方の財源の奪い合いという印象がございますが、そういうことの

ないように我々も注意しなければいけません。我々としては、そういう低次元の

争いではなくて、構造的に日本の甘えの構造を変えて、自己責任社会にしていく

ということが、究極、日本の行財政のスリム化に通ずると、こういう思いでやっ

ております。 

１枚紙を急きょ出させていただきまして、「地方分権は何故必要か」、「高コ

スト・不満足社会」から「低コスト・満足社会」へもっていくと、こういうこと

でございまして、現在非常にお金を使っていますが、満足度は非常に低いんです。

なぜかということも、我々勉強いたしまして、第１に硬直な社会から柔軟な社会

に持っていく。今の中央集権で一律・画一な行政というのは非常に無駄を生んで

おります。 

それから、２番目にどうしても中央官庁は縦割りですから、これは永久に横割

りにはできないという宿命がございます。ですから、総合的な受け皿である地方

自治体に任せれば、総合的・複合的な行政が可能でございまして、私ども岐阜県

の例を挙げて恐縮ですが、北欧の福祉で言えば小規模多機能施設、なるべく身近

なところで子どもさんの面倒をみる、痴呆性老人の方の面倒もみる。あるいは若

い母親がそこに来て育児の相談にのってもらえるという多機能な施設、これは北

欧でやっておるんですけれども、今の制度ではできないんです。私どもは単独事

業で託老所ですね、老人を扱う託老所に託児所機能を持たせる。そうしますと痴

呆性老人が小さな子どもたちの面倒をみると目の色が変わってきて痴呆症も改善

されているんです。これは重複複合行政で可能なんですね。今の行政ですと、何々

省の何局の何課の何係ということで補助金対象になっていますから、まとめてや

ると補助金返せ、会計検査院に叱れると、こういう変な仕組みになっているんで

す。ですから、横割りにすることによって、お金は要らないし住民も喜ぶ。 

それで３番目ですが、顧客満足というのは行政の永遠の課題なんですが、企業

と違って行政の顧客満足度というのは、市民の参加度合いと比例するということ

がようやく私どもわかってきまして、なんぼ金を積んで、施設をつくっても物的

欲望というのは限界がない。それで市民参加でやりますと、お金は少なくても満

足度が非常に高まるんです。スウェーデンなんか地区委員会にどんとお金を渡し

て、痴呆性老人対策なんか、それぞれ知恵を絞って、自分たちが考えて自分たち

がやっている。これが満足度を高めていくんですね。そういうこととか、さっき

申し上げましたように、依存社会から競争社会、今までみんな国にぶら下がって、

陳情競争をやって、たくさん金をもらってきて、もらった金だから使わなければ

損と、極端に言えば、そういう構造でした。それで自分でやれと、それで自分で

知恵を出しなさいと、そして、よりよい行政というものを競争でやりなさいと、
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怠けている首長は落選すると。こういう競争原理を持ち込まないと、今の状態で

は、いやいや国が悪いからだめだとか、自己責任の方に向いていかないんですよ。

だから、競争でよりよい政治行政をやるというメカニズムを地方行政に持ち込ま

ないと日本はよくならないと、こんなふうに思うんです。 

そんなことでたくさん金を使っておりながら満足度が低い現状の「高コスト・

不満足社会」から、そうした競争原理も入れてきて「低コスト・満足度の高い社

会」へ持っていきたい。これが究極の構造改革であって、国全体の財政のスリム

化につながるというふうに私たちは考えている。さっき申し上げましたように、

決して三位一体改革は地方にとってバラ色でも何でもないんです。泥をかぶらな

ければいかんのです。それをあえて日本のために頑張ろうと。せっかく総理が３

兆円の税源移譲というものを、いろいろ抵抗のある中でどんと先に打ち出された、

その御決断、御勇断に我々は応えていきたい。先ほど総理にも直接申し上げまし

たけれども、そういう思いで我々六団体は一致して決めてきたということを、ぜ

ひこの際御理解をいただきたい。 

私たちも真摯に受け止めてボールを投げ返すということをしたわけですから、

政府、国側もそれを真摯に受けとめていただきたいということで、もしお許しが

あれば、六団体の会長さん、それぞれ１分以下で、私だけしゃべって申し訳なか

ったけれども、コメントしてください。 

（上田全国都道府県議会議長会会長） それでは、全国都道府県議会議長会の会長の

富山県議長の上田でございます。 

議長会を開いて、この問題についていろいろと議論をさせていただきました。

御案内のとおり、集中豪雨で水害の問題が出ておりまして、いろいろな問題が出

ております。当然、話題になっております公共事業、義務教育の問題も出てまい

りました。様々な意見が出ておって議論百出でございました。しかし、あえて我々

は地方分権という流れの中で、地方自治体は議会が主体性を持っていかなければ

ならない。自らが地域づくりのために汗をかくために我々は議員になっているん

だから、我々の手で地域づくりをやろうじゃなかろうか。そのためにはこの三位

一体の改革をすることによって主体性が持てるというような思いから、大局的見

地でもって皆さん方の賛同を得て今日の提出になったところでございまして、そ

ういう思いを地方議会の自己責任と自己決定の権限を与えていただければ、しっ

かり地方自治の発展のために頑張ってまいる、このことを皆さんと話し合って、

今日の日に至ったことを御報告させていただきたいと思います。どうかよろしく

お願いいたします。 

（山出全国市長会会長） 市長会であります。今、市長会のメンバーは718 ございま

す。それぞれに事情が異なりますけれども、しかし、市長会としては大局に立っ

て分権のためにやろうということになりました。同時に知事会とも町村会とも意

見の一致を見て、共同案という形で提案することができた。私はそういう意味で

大変よかったというふうに思っています。ただ、いろんな審議の過程で起きてく

る意見というのは、本当に三位一体改革ができるのか、担保はあるのか、こうい
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う議論に尽きたわけでありまして、そういう意味で、それでは政府と六団体の間

に協議機関をと、こういう意見になったわけでございますが、今日は、総理から

協議機関を設置すると大変力強い明快なお答えがございましてうれしく思ってい

る次第であります。私どもは、そういうふうな担保という声が出ますということ

は、昨年の実績に鑑みまして、国庫補助負担金は削られた、交付税は大幅にガサ

ッと切られた、それじゃ税源移譲はどうだったかといったら、そんなにたくさん

もらえなかったということから、国に対する不信感というものは拭い切れない。

私にとりますと大変不幸なことであります。 

国と地方の間に信頼関係がないということは大変不幸なことでありまして、私

は国民に対しても、このことは申し訳ないなというふうに思っていまして、やは

り約束事は守るべきである。とりわけ、ここに参りまして、あるいは、いろんな

最近の我々の仕事の過程におきまして、抵抗まがいのことがないと言ったら私は

うそになるというふうに思っています。しかし、よくよく考えてみますと、衆議

院・参議院で国会分権の決議案をなさったというのは平成５年度ですから、もう

10年経つわけであります。これを基本にして基本法ができて、そして一括法がで

きて、一括法ができてからもう５年経つわけであります。そういたしますと、国

会決議なり法律というものは国民の意思だということについて、国のお役人はや

はり改めて認識をしてほしい。こんなふうに実は思いますし、同時に税源移譲は

総理がお決めいただいたわけでございまして、この総理の御決断を閣議決定をし

て、だから、これは政府の方針だと踏まえます。だとしたら、国のお役人はこの

ことを重く受け止めて、そして真剣に対応してほしい、こういう思いでございま

す。 

「巧詐は拙誠に如かず」という言葉がありますけれども、国の役人は巧みで、

そして表現力も豊か。地方はやり方は下手かもしれません。つたないかもしれな

いけれども、私どもは誠を持っておる、こう申し上げてはばかりません。だとす

ると、君らは上手じゃないけど、しっかりやれよと、こういう我々に対して温か

い言葉をかけてくれる。これが国の役人の態度であるべきだと、そう思っており

まして、こういう姿とものの考え方こそ、分権の基本ではなかろうか。今の時期

をおいたら分権はあり得ないと思いますので、どうぞひとつよろしくお願いしま

す。よろしくどうぞ。 

（片山全国市議会議長会会長） １分でまとめるのは難しいんですが、私ども今、山

出全国市長会会長が話したように、718 市の市長とそれぞれの地方の市議会では

大いに議論していた。しかし、この三位一体改革については、市長会とすべて共

同歩調をとっていくぞという確認をとって、そして会議を進めてまいりました。

だから、それぞれの議長、あるいは議員については、「あれもするよ、これもす

るよ。」という安受け合いは、これからはだめですよ。「できないものはできな

いとしっかり断れるような地方議会であるべきだ。」ということを皆さんに了解

を求めてまとめたつもりで、８月17日、18日の知事会を、それこそ一喜一憂して

見守っておりまして、「まとまったな」というのが心情でございます。ぜひこの
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点をお汲み取りをいただいて、この案が通ればいいなというのが今日の願いでも

ございます。 以上でございます。 

（山本全国町村会長） 今の地方行政の中で苦労しているのは皆さん御存じのとおり

ですけれども、そんなことを言うと自分のことを言うようですけれども、町村が

一番今苦しいんじゃないでしょうか。だから、これからの時代を築いていくため

に、町村合併をやれと言われておりますが、この町村合併で一番苦労するのもま

た町村なんです。ですから、町村の皆さんは、今、新しい時代の地方自治体をつ

くり上げていくんだということで一生懸命に努力をしているときでございます。

そういう町村に対して、今年、いわゆる平成16年度の財政措置というのは極めて

厳しいものがあったと思います。 

しかも、予算編成直前に交付税をこれぐらい減額したんですから財政対策債ぐ

らいは増額してくれるかなと思ったら、それの方がうんと下げたわけです。だか

ら、表面で言われているのは、地方交付税はこれぐらい下がるけれども、これだ

けなんです。だから、これで地方は頑張ってやってくれと、こういうお話です。

ところが、財政対策債をうんと下げたもんですから、我々町村は身動きができな

いようになりました。 

中には、職員の給料が半年分しか持てないようになりましたと、これは一体ど

うしたらいいでしょうという、そういう嘆きの意見を出されている人もおりまし

た。予算編成ができませんので、半年分だけ組みましたと、こういう意見もあっ

たんです。しかし、それを何とかみんな力を合わせて乗り切っていこうじゃない

かという話し合いを私どもはしました。 

したがって、今回の三位一体の財政改革で、３兆円の補助負担金を見直し、税

交付金の地方移譲ということについては、「よし、これで一つの新しい時代をつ

くっていこうじゃないか。」とそういうことで私も熱心に、それこそ努力をして

きて、この３兆円の補助金の削減等々については、頑張ったつもりでございます。

結局、お手元に差し上げているような結果になったんですけれども、皆さんが自

分たちの苦しみを乗り越えて、いや、これも今の財政状態からいくならば、この

ぐらいの削減はもうやむを得ないということで皆さんも、それこそ悲痛な気持ち

が取り組んでつくり上げたのが、今回の私ども町村会としての改革削減案でござ

いました。 

そして、市長会との意見もようやく一致しまして、「じゃ、これでいいじゃな

いか」ということになったんです。それを今度は知事会の方に出して、市長会、

町村会の共同の案として出して、またこれが知事会の方もよく理解をしていただ

いて、非常に困っただろうと思うんですけれども、３兆2,000 億円の改革案をつ

くられた。こういう経緯でございます。ですから、いかに私ども地方自治体、特

に町村がこれに悲痛な決意のもとで努力をしてきたかということでございます。

ですから、何としてでも決められた３兆2,000 億円については、ぜひともひとつ

地方自治体へ移譲できるよう、最大限の御配慮をいただきますようお願いを申し

上げたいと思います。 以上です。 
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（中川全国町村議会議長会会長） 町村議長会の中川でございます。今、山本会長か

らございましたように、町村は今、本当に存亡の危機にあるわけでありまして、

そもそも町村合併にその端を発しているわけでありますが、地方分権一括法が施

行されまして、その地方分権の受け皿という形の中で、合併というのは手段であ

るというふうに当初認識をいたしておったわけであります。しかし、合併だけが

先行いたしまして、現在は合併が目的化しているということが、地方の議員はそ

のことに怒りを感じておるわけであります。そうした中で、今回の参議院の選挙

等でも、そのような怒りの爆発があったわけであります。 

今回この六団体がこうしてまとめた改革案をぜひとも実現していただくことに

よって、真の三位一体の改革が、本当に合併して、この受け皿としての手段であ

ったんだなということを、今こそそれを取り戻すチャンスでありますし、地方議

会人といたしましては、そのことを願っております。そうした痛みを今味わって

おります町村にとって、この改革案を実現することによって、その合併がいかさ

れる合併でありますように、ぜひとも皆様方にお願いを申し上げておきたいとい

うふうに思います。よろしくお願いします。 

（梶原全国知事会会長） 以上、時間をとりまして恐縮でございましたが、８月１日

現在、全国の都道府県市町村の数は3,134 ございますが、その3,134 の自治体が、

こうして一致結束して頑張っていこうと、そういう取り決めをしたわけでござい

まして、3,134 の集合体がイコール日本なんです。そういう日本としての立場で

日本を変えていこうという、そういう気持ちで我々取り組んできたということを

ぜひとも御理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございます。今、六会長からお話があったことに関しまし

て、御意見なり、御質問等々がもし議員の皆さんからありましたらどうぞ。 

（谷垣議員） 今お話を伺っておりましても、大変な御苦労で六団体がこの案をおと

りまとめいただいたと思っております。私としても、御労苦を心から評価させて

いただきたいと思っております。 

それから、この中身につきましても、例えば、国による関与・規制の具体的事

例といったものをつくっていただいておりますね。これは具体的な中身はこれか

ら政策的にきちんと議論をしなければいけないと思いますけれども、政府として

規制改革などを進めていく上でも、大変これは参考になるものだというふうに拝

見いたしているところでございます。 

一方、地方の改革案に挙げていただいた個別の補助金について、これもまたこ

れからの議論でございますが、いろいろ議論はあると思うんです。例えば、義務

教育費の国庫負担金のうち、中学の分を廃止しようということでございますけれ

ども、その背後には、当然どこまで国がやるべきかといった議論があると思いま

すし、災害復旧に関しましても、これは削減対象から除外されているわけですけ

れども、一方で、災害防止に密接に関連する公共事業などは削減対象としている。

これはどういう切り取り方といいますか、政策的な立て方かといったようなこと

も議論の余地があるのだろうと思う。 
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それぞれの官庁の政策のあり方、それから、その中で国と地方の役割分担とい

いますか、責任分担に関する政策論は、今後相当詰めていただく必要があるのじ

ゃないかなと思っております。ですから、具体的な所管官庁である各府省が中心

となって、地方あるいは総務省とも御議論していただいて、政策論を詰めていく

必要があるのかなと思いながら伺いました。 

それから、これは私の立場から地方六団体のお考えとは若干違うわけですが、

この改革案では、生活保護の国庫負担金は移譲対象としないという整理をしてい

ただいております。今までもこれを言っておりますと大変お叱りを受けてきたわ

けですけれども、一方、去年の末の政府与党協議会の合意では、生活保護負担金

については検討を行って、その結果に基づいて平成17年度に見直しを行う、とい

う一応去年の整理がございまして、私どもにとりましては、これも一つの重きを

おくものになっているということがざいます。 

財務省としては、こういうような政策論議をやっていただかなければきゃなら

ないし、そういったことを踏まえて税源移譲についての具体的な検討を行ってい

かなければならないと思っております。その際、廃止する補助事業について、そ

もそもその事業が必要なのかどうか、つまり引き続き地方が主体となってやって

いただく必要があるものなのかどうか、あるいは義務的な事業についても十分な

効率化が図られているかどうかという点、これは納税者の視点からといっていい

と思いますが、精査を行っていくことが今後の作業のポイントなのではないかと

思います。 

それから、これも地方団体のお考えと私どもの考えとは若干違うわけですが、

スリム化を前提とした建設国債を財源とした公共投資関連事業ですが、これにつ

いては、私どもは移譲すべき財源がないという考え方から税源移譲の対象としな

いという整理をしてきた。これもこれから議論させていただく必要があろうかな

と思っております。こういうふうに、今後関係者間で十分な議論をさせていただ

く協議会といいますか、そういうものも官房長官のもとでやらせていただくとい

うことでございますから、我々も一生懸命議論させていただきたいと思っており

ます。 

それから、地方歳出につきましては、大幅にスリム化をしていくことがやはり

必要だというふうに私どもは思っておりまして、今度の案におきましても、この

スリム化のため、行政財政改革を推進するということを書いていただいておりま

すが、一層の地方歳出スリム化ということをお願いしたいと思っております。三

位一体改革として補助金改革、それから税源移譲というのと並びまして、地方交

付税の改革も行うということでやってまいりましたので、この点を御理解、御協

力いただきたいと思っております。 

それで、とりあえず口頭でこういうことを申し上げましたけれども、今後の諮

問会議でこの問題を集中的に議論するということになっておりますので、私ども

もそれまで、この提案をよく精査させていただきまして、私どもの考え方も文書

にして今後の諮問会議の席に出させていただきたいと思っておりますので、よろ
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しくお願い申し上げます。 

（竹中議員） 奥田議員。 

（奥田議員） 非常に努力された提案をされまして、我々としては大いに敬服してい

るわけでございますが、正直申し上げまして、昨日と一昨日あたりから、出され

た提案について各省庁からいろんな異論が我々のところへ来ておりまして、言っ

てみれば陳情みたいな話なんですけれども、こういうことについて、地方六団体

は今後、その調整というのは具体的にどういう場でどういうふうにやっていくの

か、どういう考え方をお持ちなんでしょうか。 

（梶原全国知事会会長） ボールを投げていただいて、それを真摯に受け止めて、こ

のボールを投げ返させていただいたということで、我々として調整をやるという

ことは出過ぎたことで、政府、国会の御健闘を祈ると、こういうことではないか

と思うんですよね。何省がどうこう言っているなんていうことを一々我々が取り

上げて、役人さんは、私もやっていましたけれども、仕事がなくなることを抵抗

しますよ。なくなりゃ自分の首も危なくなるから抵抗する、これは本能ですから、

いろんな意見が出てくるのは当たり前のことなんですよ。そんなものは一々我々

六団体が真剣に取り上げることはできませんよ。これは官房長官のところに設置

される協議会の座長の御健闘を祈ると、こういうことですよ。 

（奥田議員） 12ページのところの一番最後のところで「地方六団体は、今後の予算

編成や税制改正の場において、この改革案が具体的に実施されていくことについ

て重大な関心を持ち、注視していくとともに、提示した立場として、その推進に

でき得る限り努力を傾注していく覚悟である」とあり、これが多分覚悟だと思う

んですけど、結局これは六団体としてはやるべきことはやったから、あとは政府

の中の話だと、こういう話ですか。 

（梶原全国知事会会長） 我々の内部でものすごく激論しながら異論百出の中でまと

めてきたんですよ。政府も頑張ってもらいたいと思うんですよね。各省庁がそれ

ぞれ独立の政府じゃないはずですので、しっかりやってもらわなきゃいけない。

大臣の皆さんにも役人の言うとおりしゃべってないで、しっかり政治家として国

家のことを考えて発言をしていただきたいと。外野からこんなことを言うと僣越

ですけれども、それでどこの省がどうと言っているから地方六団体はどう考える、

そんなことはちょっと筋違いだと思いますよ。 

（竹中議員） 基本的にはボールを確かに投げ返していただいていますので、我々で

しっかり議論する。また、協議の状況等についていろいろ意見交換をさせていた

だく、そのようなことであろうと思っております。 

（梶原全国知事会会長） 財務大臣の発言でちょっといいですか。私ね、いろいろ問

題があることはみんな承知しているんです。御指摘もいろいろいただきました。

それは承知の上ですが、一番大事なことは、国と我々が信頼関係を崩さないとい

うことなんです。何回も申し上げているように、我々は日本の一部を背負ってい

るという責任感を持っています。ですから、何でも頼む頼む、お願いお願いで金

をたくさんとればいいというふうには思っておりませんので、やはり信頼関係の
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中で総理が決断していただいた協議会もできますし、そこで胸襟を開いて議論し

ていけば、自ずからの結論は出てくると思うんですよ。お互いに国のことを思っ

ていることは共通なんですから、そこだけはぜひお願いしたい。信頼関係を裏切

るような役人ベースでいろいろ進むとそうなるんですよ。勝手なことをやります

からお役人は。そこらのところがないように、地方六団体が国を信頼し、総理を

信頼し、一生懸命やってきた信頼感を裏切らないようにぜひお願いしたい。であ

れば、私たちは一生懸命協力していくことにやぶさかではございません。 

（竹中議員） ほかにございますでしょうか、御意見ございますでしょうか。よろし

ゅうございますか。 

（本間議員） 民間議員としての意見は、この後ですか。 

（竹中議員） 後でやろうと思います。では、総理から。 

（小泉議長） せっかく今、六団体の皆さんが議論百出、賛否両論ある中でまとめて

きてくれたわけですから、官房長官を中心にして協議機関を設置します。その場

で今言った議論をしていただいて、政府は責任を持って皆さんの提言を真摯に受

け止め、この地方分権の本旨にのっとった三位一体の改革に向かって対応して、

この17年度予算にまずはいかしていくように最大限努力します。よろしく御協力

いただきたいと思います。協議機関の場でまた積極的に各論・具体論を出してい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

（梶原全国知事会会長） よろしくお願いします。 

（竹中議員） どうも会長ありがとうございました。 

（細田議員） 協議のあり方については、これからまた検討させていただきますが、

六団体おられるわけで、常時六団体がお出になるというのもいいんですが、そう

いう場も時にありましょうが、やっぱり都道府県と市と町村というふうに代表の

方にお出になっていただいて、例えば、事業毎に、「ある省を今日は呼んで話を

しよう、協議をしよう。」という場合もあると思うんですね。基本的には、竹中

大臣から財務大臣、総務大臣まで、私も含めて常時出るような格好にはなると思

いますけれども、あとは、それぞれ各論もございますし、柔軟なあり方で規模等

も協議を続けさせていただいてはどうかなとちょっと今考えておりますので、そ

の点も御了解願いたいと思います。 

（小泉議長） 協議機関の人選は、後ほどよく調整していただきたい。 

（梶原全国知事会会長） 私は結構でございますが、六団体いいですか、正式に議論

しますか。 

（小泉議長） この場で議論する問題じゃないよ。これから官房長官と……。 

（梶原全国知事会会長） そういう方向でまとめたいと思いますが。 

（竹中議員） 本日は大変ありがとうございました。 

（小泉議長） 御苦労様でした。 

（地方六団体代表退室） 

（竹中議員） それでは、残された時間も余りございませんけれども、三位一体の改

革の全体像のとりまとめに向けまして、今の議論も踏まえまして、民間議員から
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お願いします。 

（本間議員） それでは、私から民間議員ペーパーを説明させていただきます。 

これまでお話が出ておりましたとおり、地方六団体がこのように改革案を全体

としてまとめるということは画期的なことでありまして、その意味においても、

我々はこれに対して深く敬意を表しつつ、真摯に実現に向けて努力する必要性が

あるのだろうと思います。その点で、まず、三位一体改革の全体像、そして、そ

の後の重点強化期間後の改革のあり方等を明確にしていく必要性があろうかと思

います。その上で、実はこれまでの議論はどうしても補助金と税源移譲のところ

に議論が集中する嫌いがございましたけれども、地方交付税・地方財政計画につ

いても、きちんと議論をする必要性があろうかと思います。 

今後のとりまとめ方、プロセス管理の点では、まず、我々三位一体改革の全体

像を審議・検討し、予算編成の基本方針にこれを結実させるということが非常に

重要なポイントだろうと思います。その意味で経済財政諮問会議は重要な役割を

果たさなければならないと思います。また、その全体像の決定後、中長期的に我々

プライマリーバランスをどのように管理していくかということがございます。そ

の点で、国と地方の財政の今後の推移、これをきちんと追うような形で「改革と

展望」の中にもこれを位置づけていく必要性があろうかと思います。 

２番目は、概ね３兆円規模の税源移譲という枠組みをつくったわけであります

し、「基本方針2004」にこれは明示しておるわけでありまして、ぜひ実現をしな

ければならないということでございます。補助金をきちんと削減対象の中に選別

して、そして税源移譲に結び付けていくということが最大の課題になります。そ

の点で関係府省が地方からの提案に反対するような場合には、なぜそれを反対す

るのか、きちんとした立証・説明責任を果たしていくということができれば、透

明な形で議論を進めていく必要性もあるのではないか。あるいは情報公開をして

いく必要性があるのではないかという感じがいたします。 

それから３番目は、補助金削減額と税源移譲額の関係についてであります。こ

の点については、この六団体の案及び財務大臣が先ほどおっしゃいました、例え

ば、公共事業の問題等、幾分それぞれの立場で解釈をしている向きがございます。

その点、明示的なルールを設定をした上で補助金削減額と税源移譲額の関係とい

うものをしっかりと説明をしていくということが必要である。これが何よりも地

方の国に対する信頼度に結びついていくのだろうと思います。余りその部分のと

ころがテーブルの下等で握られるというような話になりますと、かなりこの点に

ついては抵抗が出てこようかと思いますので、ルールの明確化について、そして

透明なプロセスの管理のあり方について工夫すべきだろうと思います。 

４番目は、地方交付税であります。この点は、我々はまだ十分に議論をしてい

ない危険性がございます。財源保障、財政調整という抽象的な議論はこれまでも

あったわけでありますけれども、具体的にそれをどのように効率化をしながら、

真の分権型社会において、これを位置づけていくかということをきちんと国債・

地方債の発行及び管理の点についても触れてやっていく必要性があろうかと思い
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ます。この点については、できるだけ早期に民間議員の側から御提案をさせてい

ただきたいと思います。 

それから５番目は、国の関与のあり方、これは地方に対する補助金と密接に関

連をいたしておりまして、言葉遣いとして適当かどうかはともかく、「官官規制」

的なものについてはこれを極小化して、地方の裁量を最大化するという形で応え

る必要性があろうかと思います。 

６番目は、先ほどのお話にもございましたけれども、今後政府部内で、あるい

は地方団体とどのようにこれを詰めてきちんとしたものに仕上げていくか、とい

うことでございます。これは官房長官のお話がございましたとおり、ぜひ早急に

立ち上げ、そしてしかも議論の内容というものが国民に十分に情報開示されるよ

うにする点においても工夫をしていただきたいという具合に考えます。 

最後は、この三位一体改革の全体像は平成18年まででございますけれども、地

方６団体の側からも御提案がございますとおり、平成19年から平成21年における

第２期の改革、あるいはその後の改革の問題についても、ある程度見通しを掲げ

ながらやっていく必要性があろうかと思います。これは小泉総理が御指摘の不交

付団体の住民数を全体でどのように引き上げていくのかというようなことを考え

てみましても、平成17年から平成18年だけでは十分な成果が得られないというの

が実情でございまして、この辺のところについて、踏み込んだ考え方の整理とい

うものも詰めながら、それぞれの年度における交付税管理をする必要がある、こ

ういうことでございます。以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。御意見ございますでしょうか。 

（麻生議員） 細目が書いてあるわけじゃありませんので、細かい話を申し上げるつ

もりはないんですが、基本的に今回の三位一体改革の目的は何か。三位一体とい

う言葉の始まった目的は何だったのかと言えば、これは明らかに「小さな政府、

地方分権等々のことをやっていくため」というのが主たる目的であり、そのため

の方法が三位一体、目的はこっちですから。したがって、今お話の中に出てきた

ように、いわゆる税源移譲とか、国庫補助負担金とか、地方交付税の改革とか３

つ一緒にやるところで初めてできますので、地方交付税改革１つだけ出てきたよ

うな感じに、このペーパーを見ているとそんな感じがしますので、これは何とな

く３つ一体でやっていただくというので、これまでも来たと思いますので、それ

でお願いをしておきたいなと思っております。ぱっと見て読んだ感じです。 

（竹中議員） それはそういうことでよろしいわけですよね。 

（本間議員） はい。４番目のところで、交付税のところを強調しているのは、概ね

そういうことでございます。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。特によろしいですか。 

（細田議員） 考え方として、やはり全国の実情を考えると、片方で「乏しきを憂え

ず、等しからざるを憂う」という要素があって、もう片方は非常に努力をして合

併をしたり、合理化をしているところがあって、それがどういうふうに評価とし

て反映されるかという問題がある。それから、経費によっては、例えば教育費等
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のように、要るものは要るというようなかなり切り込み方が難しい性格のものも

ある。他方、公共事業などは７年間で全体を半分にしちゃっているわけだから、

その中でそれを含めて２割切りましたとか言われたって、そんなものはいただき

なので、今まで減ってきてやっている。したがって、一般行政経費をもっと切り

込めないかという行革的センスからどこまでやるんだということを、これは言い

得て実際は難しいんですけど、個々の市町村単位、あるいは県単位で、縦からも

横からも過去の経緯からもみんな見て、できる限り納得が得られるような形には

すべきじゃないか、そこが一番心配ですから、皆さんの心配しているところです

から、そういうアプローチをぜひしたいものだなと思いますけど。 

（麻生議員） 全く私もそうだと思います。そうなんですが、基本的には一番問題に

なるのは、豊かな県、貧しい県、大きな町、小さな町。岩手県岩手郡滝沢川村の

ように人口５万何千人の村がある一方、１万人に満たない市がありますから。北

海道の町に行けば、市でも人口１万人ありませんから、そういったところが同じ

レベルで話し合うと、補助金であればもらえたはずの額が、地方税になったらそ

れだけの額が入ってこないところがあるわけですよ。均等割ですから。「その差

額分は絶対保障してもらえるのか」というのが全国町村会が一番心配した、最大

にもとめた理由ですよ。それは県の負担もあるわけですから、そのへんこのとこ

ろで１カ月間がちゃがちゃになっていた。地方は皆同じ思いでおられて、我々も

前回少なくとも12月に総理の方から、「いわゆる公立保育所園の分は、ちゃんと

そのとおり、言ったとおり実行したろう。そのとおりになっているじゃないか。」

と言っていただいたことで、あれをみんな思い出した。そう言えば、ちゃんと足

りなかった分は埋まったな、と。あれがあったものですから納得した。信頼、信

頼とやたら言うのは、信用していないんですよ、正直なところ。はっきり言って

信用していないから、あんたにはだまされぬとか、それはすごいことになって、

ずっと何回もやってここの席に来て、みんな品よくしゃべっていますけど、二人

でしゃべってごらんなさい、あんな品のいい調子でしゃべりゃしませんから、泉

先生なんかよく知っておられますよね。 

（本間議員） 麻生大臣のおっしゃることはそのとおりでございまして、こういう三

位一体の改革をやったとき、各都道府県、市町村にどういう影響が及ぶかという

ことをある程度ルール化の中で予想がつく、しかも複数年度で予想がつく、とい

う状況をつくるために、どういう形で我々が事前に情報提供するかということが

非常に重要だと思います。これは内閣府がやるのか、あるいは総務省がやるのか、

この辺のところもきちんとした影響分析をやって、そして激変をするのであれば、

その点においてどのような工夫があり得るか、ということを交付税の問題も含め

て考慮する必要性があるんじゃないかという具合に思いますので、周知性という

のは非常に私は大事だという具合に思っております。 

（竹中議員） まさに改革を進めていくに当たって、細心の注意を払いながら細心か

つ大胆にやっていくということじゃないかと思います。三位一体の改革の全体像

は秋に明らかにして年内に決定することとなっておりますので、今後全体像のと
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りまとめに向けて審議を加速していきたいと思っております。 


総理、全体を通していかがですか。 


（小泉議長） 協議機関、地方六団体がようやくまとめてきたわけですから、ここで

人選はよく協議していただいて、十分、地方六団体の提言を受け止めて、実行に

移せるような協議を進めていただきたいと思います。 

（竹中議員） 本日は長時間大変ありがとうございました。以上で終わります。 

（以 上） 
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