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（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 

      山    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） 
○ 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） 
 
 
 

 1



 

 

（概要）          

（竹中議員） 本日から集中審議である。今日はまず「教育の基本的あり方」について

審議をいただき、その後「国から地方への改革の加速」の議題について、地方六団

体の代表の方に参加いただき、国庫補助負担金等に関する改革案についての提案な

どをお話しいただきたい。 

 

○教育の基本的あり方について 

（河村臨時議員） 資料を中心に説明させていただく。申しあげるまでもないが、人づ

くりは国づくりだと言われ、今日の日本の繁栄は、やはり教育にある。国民の努力、

勤勉さは世界が認め、コンセンサスがある。総理からも就任の時に、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、という強い指

示をいただいた。今、オリンピックでは日本選手が活躍しており、新聞の社説でも、

「人間力花開く」、「ニッポンやるじゃない」というものがあり、これまでの日本の

いい面も出ている。しかし一方では、「教育これでよいのか」という指摘もたくさ

んあり、一連の学校をめぐる事件や社会における子どもたちの非行等々が増大して

いる。公立学校などが国民の期待に応えているか、ということは大いに反省すべき

分野であり、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認識して

いる。 

   １ページ、現在の教育の課題だが、不登校、いじめについてはかなりの努力をし

てきて、去年あたりから減少する傾向にあるが、それでも小・中学校で不登校生徒

が 13 万人もいるという現状は由々しい問題だと思っている。 

   ２ページ、そうした意味で、学校がどのようにあるべきかということをまず考え

たい。私は、基本的に学校での学力低下があってはならないし、豊かな心や体を育

てる基礎、基本づくりも必要だと思っている。保護者、住民など地域の教育力を借

りて学校をきちんとしたものにしていくべきであろう。そのためには、教員の質を

上げ、学校をもっとオープンにして評価していくということが考えられる。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るよう、そのためのお

金についての心配があってはならないと思う。 

   特に義務教育について言えば、憲法第 26 条で国民が等しく教育を受ける権利、

まさに教育の機会均等が定められるとともに、それを保護者に義務づけているとい

う面がある。全国どこへ行っても差のない教育が無償で受けられるためには、地域

の財政力が弱いから教育が低いということは許されず、これまでも日本はそうした

ことがないよう取り組んできた。 

   私は先般、改革案を出し、マスコミにもとりあげられたりしたが、私はまさにこ

れまでの教育を振り返り、これからの教育をどうするか、どこへ焦点を置くのかと

いうことを強調したかったわけであり、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、ということを言いたかったもの。 

   義務教育の根幹は、機会均等、水準確保、無償制であり、これらは国全体が取り

組まなければならない。３ページ、これからの改革のあり方だが、話題になった義

務教育の制度の弾力化については、小中学校の区切りを例えば、５・４制とするこ

となども可能とするものである。これは１つの例示であり、既に小中一貫で行って

いるところはたくさんある。私の田舎の小学校は、子どもが減ってきたせいもあり、

小中が同じ校舎の中にある。しかし、同じ校舎にいながら、教員室は別になってい

る。決まりを取り払い、一貫にするといった柔軟なことがやれるような仕組みをこ
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れから行うという１つの例である。もちろん中教審や皆さんの意見も聞き、簡単に

できることでもないので、実験校もつくってやっている。 

   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である。問

題のある先生は教壇に立たせないようにしなければならないが、高学歴化の時代で

もあり、教員免許の高度化も必要である。特に免許に期限をつけて更新するといっ

たことをきちんと検討する。さきの教育改革国民会議でも提言されて、まだ実現し

ていないが、ちゃんと取り上げ検討する。それから、専門職大学院で高いレベルの

勉強をして教壇に立っていただくことも必要だろう。これらの改革にスピード感を

もって取り組みたいと思っている。 

   教育委員会が非常に形骸化しているという話もあり、必要ないとも言われている

が、教育の中立性という点からその役割には重要なものがある。このことについて

は、今中教審で議論されているが、学校・先生の評価を行い、優秀な先生はしっか

り処遇し、問題のある先生は教壇に立たせないといったことを強化するのが大事で

ある。教員の人事や学級編制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、県と市町村の教育委員会のあり方な

どをきちんと議論しながら進めていきたい。 

   教育内容について５・４制のことを話したのは、小学校が戦前からもともと義務

化されていて、その上に戦後中学校を乗せたという経緯があったからだ。いじめな

どが起きるのは小学校から中学校への接続の問題があり、まず９年間でどういう人

間をつくり、学力をどうするかという到達目標をもっと明確にする必要がある。そ

の上に更に個別的な習熟度教育、少人数教育、特に基礎・基本を確実にやるべきだ

ろう。オリンピックでも、基礎・基本があって初めて高度な体操などができるとい

うことである。それを踏まえ、道徳教育、奉仕活動、体験活動なども必要になって

きている。ゆとり教育と言われたのは、ゆとりをもって体験的な学習を行うという

ことに力をいれたいということであり、学力低下や、「ゆるみ教育」になってはな

らない。人間力とは、こうしたものが備わり、学力が底辺にあるけれども、道徳、

社会体験などをきちんと持って社会へ出ていくことであり、それは、義務教育でき

ちんとやることが必要である。 

   「国による義務教育保障機能の明確化」の問題だが、義務教育費国庫負担制度は

先生方の給与を国が財源保障し、その２分の１を持つというものである。これまで

給与の決め方も細かく定めていたが、今年度から、国立大学の独立行政法人化にも

伴い「総額裁量制」とし、総額は決めるが中身については地方で決めてもらうこと

とした。これまでは国立大学の付属小中学校の給与をもとに地方の給与も決めてい

たが、国立大学の法人化によりこの根拠もなくなったので制度変更した。いい先生

と問題のある先生との処遇の差などについても、県条例で県の裁量でやっていただ

きたいと思う。 

   私は就任以来いつも、文部科学省は上から見ずに、対等に、地方が一生懸命やっ

ている色々な取組み、教育をしっかり支える立場でなければいけないと強調してお

り、総額裁量制もそういう視点に立っている。教育分野における地方分権は、相当

進んでいると思う。 

   しかし、地方には地方の声があり、謙虚に耳を傾けなければならない。教育の機

会均等と言うが、離島やへき地に行っても同じような教育が受けられるには、財源

が伴っていないとできない。地方の財源だけで支えるとなれば、やはり格差が生ま

れるのではないかと心配になってしまう。国庫負担制度をやめて、地方に財源移譲

するという方向が今打ち出されているが、税源移譲は 100 ％できるのか。金額的
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には全ての税源移譲をフラット税制でやっても、税収の少ない高知県では約 46％

の減収になる。残りは交付税で、国からもらうことになってきて、税源の見直し、

交付税の見直しがなされれば、教育費に全額充てられるのか心配になる。知事さん

方の熱意というのは私もよく分かるが、教育費については、制度としてきちんと保

障される必要があると思う。 

   参考資料の 12 ページ、実はシャウプ勧告で地方分権の時代だと言われ、義務教

育費国庫負担をやめて地方平衡交付金化を行ったが、３年間で破綻し、元に戻した。

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が、格差を生む税

金のあり方について、この懸念は拭えず、議論が必要であろう。あらゆる面で地方

の自由度を拡大するという方向で義務教育費国庫負担制度の改革をしたいと思う

が、この懸念が払えない以上、この制度を教育の根幹を守る制度として残すべきと

いうのが私の基本的な考え方であり、国・地方の役割分担を議論せずに、この問題

を前に進めるわけにはいかないと考えている。 

   参考資料の 13・14 ページは世界の動きについてだが、地方にある程度給与を任

せているところ、国が全てやっているところをＰＩＳＡの世界共通のテストという

学力の面から見たものである。州・地方に任せているドイツは先進国で最下位のレ

ベルになり、大騒ぎになっている。同様に州と地方に任せているアメリカも決して

良くはない。国が全てを負担しているフランス･韓国などは比較的上位におり、日

本も半々の負担であるが、上位である。 

   また、統計によれば、地方に任せた国の点数には非常にばらつきが出ている。地

域によって格差が生まれている。アメリカの州の格差は非常に大きく、連邦政府は

別にまた予算を組み込んで教育に投資する時代になっている。やはり教育投資は、

国の意思が必要ではないかと思う。できるだけ地方にということは分かるが、現実

にそういうことが現れている。 

   この義務教育費国庫負担制度の問題は、これからの新しい教育のあり方も考えな

ければならないが、やはり義務教育の根幹は国に責任があると思う。これまでの流

れを見ても、平成 14 年 12 月に３大臣合意があり、18 年度末までに結論を出そう

ということになった。大臣合意を受けて平成 15 年に出された「骨太の方針 2003」

でも、教育改革を中央教育審議会が進めているが、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、となっている。与党との協議会でも、こ

の義務教育費国庫負担制度の一般財源化は、義務教育はどうあるべきかという話と

併せて 18 年度末までに、となっている。今日このような機会を作っていただき感

謝しているが、この問題はこれからの国の教育方針にかかわる、国の根幹にかかわ

る一つの大きな問題でもあり、今日をスタートとして考えていただきたい。 

    知事会の意向も私は具体的に聞きたいと思っており、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をお願いしたい。これは国家の

基本にかかわる問題なので、抵抗勢力だといったこととは関係なく、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きたい。３大臣を中心とした

議論の中に、皆さんに入っていただいても結構なので検討の場を設けていただき、

ぜひこれを今回のスタートとしたい。 

（竹中議員） 関連して、麻生議員から資料の説明をお願いしたい。 

（麻生議員） 私は、義務教育はどうして 15 歳までやらなければいけないのか、昔は

12 歳だったのが 15 歳になってどうだったとか、アメリカのように義務教育が高校

までというのはいいのか、よくないのかなどなど、そのようなものが教育のそもそ

も論だと思っているが、今回の私の話はそういうそもそも論というのではなく、国
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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、と思う。 

    １ページ、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、特に日本のように資源のない国においては、特に重要と思

っている。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事務等は、すべて国の指揮監督下に置かれる機関委

任事務から自治事務に既に移管されている。これを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、としている。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も

一定水準の教育を受けられることが保障されるように、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同時に、その所要財源を確実に保障する

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である。この点に関し

ては全くそうだと思う。ただ、その所要財源の保障の形態については、国費によら

ねばならないのか、又は今の時代、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

いうことである。 

   ２ページ、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意見を聞く

が、２ページの上のところの昭和 27 年の平衡交付金の時代は、１人当たりの教職

員の人件費の東京都と茨城県の差は 1.88 倍であったが、国庫負担金が復活した後

の昭和 32 年の方が、2.08 倍と格差が広がっている。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。下のグラフの昭和 25 年、28 年の

数字からも、一般財源化は教育水準の低下を招くというのとは逆の現象になってい

て、国庫負担金が復活した後の方が水準が下がってきた。少なくとも明らかによく

なってきたのは、標準法が施行された昭和 34 年からである。財源の種類というよ

りも、むしろ算定ルールをきちんと明確にしておいて、必要な財源を確実にするこ

とが重要ではないかと思う。 

   ３ページ、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いるが、

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いる。少子化の傾向も考慮

しないといけないが、少人数学級への積極的な取組みもあり、１学級に児童・生徒

数は 30 人前後となっているというのが事実で、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されている。一般財源化して地方に任したら教育水準の

確保が困難ということは言えないのではないかと思う。 

   ４ページ目は、去る８月 19 日に行われた全国知事会のアンケート調査結果につ

いてである。このアンケート調査によると、「義務教育は自治事務とすべきだ」と

いうのが 43 団体。更に「地域の自由度を拡大し、その水準の向上を図りたい」と

希望するのが 45 団体、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 団体となっている。 

   最後５ページでは、海外との比較について、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その教員はすべて国家公務員だと記憶しているが、しか

し、イタリアの教育の水準は、先進国の中ではそんなに高くはないと思う。ＯＥＣ

Ｄの調査だったと思うが、イタリアは読解力が 20 位、数学が 26 位、科学は 23 位

であった。逆にカナダの方は連邦政府だけれども特定の目的の補助金はほとんどな

い。けれども、学力は読解力が２位、数学が６位、科学は５位になっている。その
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意味からすると、これは国だからきちんとやれるというのは少々違うのではないか

と思う。私どもとしては、財源よりはルールの方が大事だと考える。義務教育のそ

もそも論は、教育者にしていただき、この種の制度は別にやっていただかないと、

義務教育の話を金の話から入るのだけは極めて危険であると思う。重ねてそれを申

し上げさせていただくが、財源のルールの明確化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思う。 

（竹中議員）  それでは御議論をいただきたい。今日の趣旨は、経済財政には関連する

が、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

ら持たれている。 

（吉川議員） 河村臨時議員がおっしゃったように、教育の問題は非常に大切だ。その

中でも義務教育は、大もとであるから最も大切な部分である。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う。義務教育を良くしようというこ

とで、河村臨時議員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

くが、リーダーシップを発揮されたことに、私は敬意を表したい。 

   河村臨時議員が言われている理念には、私は同感である。しかしながら、最後に

残る大きな問題が、義務教育の国庫負担のところである。河村臨時議員は、国が先

生の給料の半分を持つという制度があるから地域間の格差も抑えられるのだ、とお

っしゃっている。そこで私は、文科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欲しい、と内閣府を通してお願いしたが、そうし

た調査はないということであった。これは驚くべきことだと思う。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だが、実態がどうなのかということに

ついて実態調査がない。私はそういうことこそ、国の役所としての文科省が常に調

査をして、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

のが役割ではないかと思う。 

   そこで私としても、どういう調査があるのか調べてみると、昨年荒川区で区中の

学校ごとの学力格差の調査をした結果がある。それを見ると、100 点満点で学校ご

とに 20 点ぐらいの差がある。当然給料の出し方とかそのようなことは全部同じな

のに、格差はある。このように教育の問題は、先生の給料をどのように出すかとい

うことではなく、もっと違ったところに大きな問題があると思う。格差は地域だけ

ではなく、学校ごとでもあると思う。それは当然直さなければならない。しかし問

題は、先生の給料をどのように出すかということは独立した問題であって、そのこ

とに関して言えば、これは地方の裁量を広げるというのが正しいことだと思う。し

たがって、今年度から始まった総額裁量制というのは、第一歩としては評価される

けれども、最終形としては、これは麻生議員もサジェストされたと思うが、地方に

任せるような形にするのが合理的だと思う。その上で、義務教育なので国が責任を

持ってできるだけ格差をなくすようにする。その第一歩として調査をきちっとやる。

そして、どこかの自治体、あるいは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。国は義務教育というものに当然関与すべきだと思う

が、その関与すべきあり方は、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、と思う。 

   それともう１つ、河村臨時議員のプランを拝読して、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だが、

専門職の大学院を利用しようという提案、それはもしかしたら良い提案なのかもし

れないが、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
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門的な意見として申し上げるわけではないが、小中学校の先生は、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だと思う。

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で担保され

るのかどうか若干疑問なところがある。これは必ずしも反対ではないが、そのよう

なことを感じた。 

（奥田議員） 前回にもお話ししたことがあるが、私は、今、河村臨時議員が努力され

ている過程というか、あるいは内容というか、これについては全く同感であり、義

務教育がこういう形で行われれば非常にいいと思っている。ただ問題として、塾の

存在というのがある。もし、義務教育が、今、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考えてい

るのか。もう１つは、最近、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、そうでない人はだめだと、こういうような話をよく聞く。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。 

（牛尾議員） 河村臨時議員のお話は非常に当を得たところが多いと思う。私も河村臨

時議員のこれからの教育を語る懇談会の座長もしているので、非常に複雑な感じに

あるわけだが、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については、非常

に賛成である。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だから、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う。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が、今の河村臨時議員の考え

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。そういう改革のスケジュール、具体的制度改革の手法については、文部科学省

としては積極的に具体的な案を提出するべきだと思う。 

   この辺のところは、別に平成 18 年までにを掲げている３大臣と協議する話では

なくて、文部科学省の専権事項だと思うので、文部科学省の方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るが、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」に中にお

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。今、確かに麻生議員が

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のではないか、といった

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止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、適切な調整をすることが一番望

ましい。 

（本間議員） 今、各議員おっしゃっているとおりであるが、この三位一体の改革がス

タートして、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ではないかと、こ

ういうことがあった面は否めないと思う。その面では同情に値する部分があるのだ

ろうと思う。しかし、各議員がおっしゃっているとおり、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
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ってくるのではないかと思う。 

   その意味で河村臨時議員に提案いただいている内容の基本線についてはもっと

もであり、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する。その

点で、麻生議員がおっしゃった「そもそも論」の部分のところについては、従来、

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ころがあったのではないか、と思う。も

っと社会・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ことができる

のではないかと思うので、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

部分を接合するような形での、開かれた審議を是非お願いをいたしたい。 

   そして、先ほど牛尾議員の方からもお話が出たけれども、経済財政の観点からも

「日本経済２１世紀ビジョン」というものがある。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審議に参加をしていただき、

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思う。 

（河村臨時議員） 貴重な意見をいただいた。麻生議員から指摘があった点については、

文部科学省が考えている点と共有する点もあるが、資料を突き合わせながら、更に

指摘があった点について、期を得て議論をしていきたい。 

   基本的には、質のコントロール、国の介入の仕方、教育の責任の持ち方をどうす

るかという問題で、財源がきちっと保障される仕組みがあれば、基本的にいいと思

っている。文部科学省の予算がどうなるかは全く関係ない。小泉総理からも文部科

学省の仕事を減らすよう指示があり、現実に大学を法人化し、職員を非公務員とし

ていくことだけでも大変な改革であった。郵便局の非公務員化がなぜできないのか

と思うぐらいの改革をやっている。それから、株式会社の大学教育への参入につい

ても特区で実施した。こういう視点を持ってしても、やはり、きちっと教育ができ

る仕組みが必要であり、国庫負担制度は最もいい仕組みだと思っている。それが地

方の自由度を縛ると言われることについては、これをどう解くかについて、話をし

たいと思う。 

   それから吉川議員から、学力調査をやっていないのではとの指摘があった。確か

に全体の６～８％の生徒しか抽出しておらず、統計のとり方が少ないので、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いる。これをもっと広げる必要

があると思う。それによって実際の格差がどうか。もっと明確に公表すべきと思う。 

   専門職大学院については、貴重な意見をいただいた。これをやれば、全てが解決

するという問題ではないので、採用の際に、先生の人格、熱意等をしっかりと見る

仕組みをつくることが必要である。いずれにしても、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ので、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う。 

   それから、奥田議員のご質問はこの前も聞いたが、これはなかなか難しい問題で

ある。この前、日教組の委員長が来たので、お互いの責任のなすり合いはもうやめ

て、真剣に考えようと提案した。ただ、今の大学の入試制度を考えるには私学の問

題もある。どちら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ない。県知事は、県立高校は交付税で

やっているので任せて欲しいというが、実際に頑張っているのは、実は私学という

面もある。甲子園でも多くは私学が活躍している。このように教育の二重構造があ

る。これをどう考えるのか。しかし一方では、今回の補助金の中には私学助成も交
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付税と言われている。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

ているので、これが上がってくるのはわかるが、こういう問題も実は抱えている。

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らない。また、今の入学制

度のあり方、大学の入試制度については、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すべきという主張が多い。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。大学に入る意味がもっと明確になっていく

必要がある。現実に、東大生の家庭の平均給与が最も高いと言われている。そうい

うことから、今指摘の点は現実に起きているのではないか。特に難しい私学に行く

なら、塾に行かなければいけない。地方から東京に出て、高校時代から下宿させた

りすると、お金もかかる。そういう面で、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、抜本的に解決するために正面から取り組んでいきたい。 

   それから、牛尾議員から発言があった点であるが、現実に今のフラット税制でい

った場合に、どうしても交付税でもらわなければいけない県が出ることをどう考え

るか。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

り、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りな

くなるという現状が起きるのではないか。この点の懸念を私は未だ払拭ができてい

ない。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議員が

発言されたので、ぜひこの議論をしていきたい。審議会についても、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いるので、こ

れはぜひ受け止めていきたい。これをきっかけとして、今の議論、審議過程の議論、

そもそも論をもうちょっと深く掘り下げてやりながら、この改革の方向を具体化し

ていきたいと思う。 

（竹中議員）  方向だけ３点で整理したい。まず、河村臨時議員に引き続きお願いする

ことは、今日示していただい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し、こういう機会に再び報告して欲しい。また、地域間格差

の実態について、把握に努め、それについても報告して欲しい。河村臨時議員にお

願いすることは、この２点である。 

   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うが、その財源の保

障の仕方、形態については、議論が少し分かれていると思う。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

あるが、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、経済改革の

議論に併せてしていく、ということであったと思う。 

   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する

ので、その中で教育の問題をしっかりと取り上げていく。そこに文部科学省にもし

っかりと参加してもらう。そのような３点だったと思う。しっかりと対応していき

たい。 

（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） 本日は、地方六団体から、全国知事会の梶原会長、全国都道府県議会議

長会の上田会長、全国市長会の山出会長、全国市議会議長会の山会長、全国町村

会の山本会長、全国町村議会議長会の中川会長にお出でをいただいている。忙しい

ところありがとうございます。 
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   早速であるが、今般、政府からお願いをして、地方六団体において、国庫補助負

担金等に関する改革案を大変苦労をしてまとめていただいた。そのとりまとめた具

体案についての説明をお願いしたいと思う。梶原会長よろしくお願いします。 

（梶原全国知事会会長） 適宜とりまとめて説明させていただく。先ほど小泉総理にお

会いして、改革案を正式に提出させていただいた。その改革案について御説明した

い。 

   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枚をお届けし

ている。まずそれを御説明する。 

   ３ページを御覧いただきたい。上から２つ目、６月４日に骨太の方針が決まり、

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、こういう御要請があった。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とい

うことで、６月以降、六団体で一生懸命議論を重ねて頑張ってきた。三位一体改革

というのは、決して地方にいいことばかりではない。むしろ泥をかぶらなければな

らない面がある。これをあえてやろうということ。今日、六団体の会長御本人全員

が御出席であるが、そういう真剣な気持ちで取り組んできた。小泉総理の国の形を

変えていこうという思いに、今こそ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思う。いろいろ紆余曲折があったが、小異を捨

て大同につくという基本方針で御理解いただき、私ども全国知事会が一番遅れたが、

過日、新潟で最終案をまとめた。そして正式に六団体として、８月 19 日、これは

３ページの一番下であるが、最終合意ができ、共同声明を発表した。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ある。 

   １ページ、改革案を提示したい。総理にもお話したが、ボールを投げていただい

て、ボールを用意して投げ返すのだが、ボールを投げたけれども、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やってきた努力が

無になってしまう。受け皿のミットをしっかり用意してくださいと総理にお願いし

た。この１ページの一番上にあるように、協議機関もつくろうと、それからいろん

な具体的な内容があるが、誠実に対応すると、こういう２点について総理の御理解

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。その点を第２点目

として特に御理解をいただきたい。 

   それから、１ページの真ん中の全体像。いろいろ議論をして、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とい

うのが我々の考え方で、第２期改革（19 年度～21 年度）までを想定して、その全

体像で２の（２）にあるように、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けないと思うが、地方交付税

も現状でいいとは思ってない。あるべき姿に改革しなければいけないと思っている。

そこで１期目の 17 年度、18 年度であるが、一番下にあるように、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。世間では

辻つま合わせ、数字合わせというお話があるが、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う。 

   ２ページ目、移譲対象補助金の内容。例示であるが、①から⑤まで打ち出してあ

る。④の公共事業、それから⑤の義務教育、色々な意見が出たが、とりあえず、我々
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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いる。特

に市町村におかれては、非常に心配されているのは（４）であり、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

ということ。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あり、

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

とになった。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いる。なかなか東京の

方ではそれが見えなくて、熊しか通らないところに道路をつくっているとか大げさ

な話があるが、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り、各自

治体も真剣に今改革をやっている。岐阜県のことを申し上げて恐縮だが、平成 13

年度までに建設事業のコスト縮減約 1,000 億円、20％縮減をやった。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％縮減

だが、平成 11 年度から平成 18 年度までにやってしまう。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。平成 16 年度の予算

を見ると、公的部門、トータルではマイナスという話だが、地方部分はマイナス

1.8 ％、国の方はプラス 1.9 ％。だから、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う。それから、２ページ目の一番下に国による

関与・規制の見直し。お金と同時に規制緩和を是非やっていただきたいということ

を併記してある。 

   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、今申し上げたように、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。しかも、六団体共通

案をまとめた。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。その後段であるが、国会決議や、地

方分権一括法で国と地方は対等だと言われていたが、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

きたいと思う。そして、本文については時間がないので説明を十分にできないが、

12 ページの「おわりに」を御覧いただきたい。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。５行目、地方公共団体も国

への依存体質を脱却していき、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う。今までは国にぶら下がっていれば、何とかなるだ

ろう、という面もあったが、これからは自己責任と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るが、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をすることであると。これが国・地方を通

じた財政再建に資するということ。世間で国と地方の財源の奪い合いという印象が

あるが、そういうことのないように我々も注意しなければいけない。我々としては

低次元の争いではなくて、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い

る。 

   １枚紙を急きょ配付させていただく。「地方分権は何故必要か」、「高コスト・不
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満足社会」から「低コスト・満足社会」へもっていく。現在、非常にお金を使って

いるが、満足度は非常に低い。なぜかということを我々勉強して、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

に無駄を生んでいる。それから、２番目にどうしても中央官庁は縦割りであり、こ

れは永久に横割りにはできないという宿命があるから、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。岐阜県の例を挙げて恐縮だが、

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いるが、今の制度ではでき

ない。私どもは単独事業で託老所、老人を扱う託老所に託児所機能を持たせる。そ

うする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。これは重複複合行政で可能。今の行政だと、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るから、まとめてやると補助金返

せ、会計検査院に叱られると、こういう変な仕組みになっている。だから、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。 

   ３番目、顧客満足というのは行政の永遠の課題だが、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

てきた。いくら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

で市民参加でやると、お金は少なくても満足度が非常に高まる。スウェーデンでは

地区委員会にどんとお金を渡して、痴呆性老人対策等について、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。先程

申し上げたように、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だった。それで自分でやれと、それで自分で知恵を出せ

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、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。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思う。これら

を通じて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。先程申し上げたように、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。泥をかぶらなければいけない。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たが、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だから、政府、国側もそれを真摯に

受けとめていただきたい。 

（上田全国都道府県議会議長会会長） 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いた。御案内のとおり、集中豪雨で水害の問題が出ており、い

ろいろな問題が出ている。当然、話題になっている公共事業、義務教育の問題も出

てきた。様々な意見が出て、議論百出であった。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のだから、我々の手
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で地域づくりをやろうじゃないかと。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あり、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

う。どうかよろしくお願いしたい。 

（山出全国市長会会長） 今、市長会のメンバーは 718 自治体。それぞれに事情が異な

るが、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っ

た。同時に知事会と町村会と意見の一致を見て、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思っている。ただ、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

いう議論に尽きたわけで、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あり、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ありうれしく思っている次第である。私どもは、そのよう

な担保という声が出るのは、昨年の実績に鑑み、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が拭い

切れないからである。大変不幸なことである。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、私は国民に対しても、このことは申し訳ないと思

っており、やはり約束事は守るべきである。とりわけ、ここに参って、あるいは、

いろんな最近の我々の仕事の過程において、抵抗まがいのことがないと言ったら私

はうそになると思っている。しかし、よくよく考えてみると、衆議院・参議院で分

権の決議をなさったのは平成５年度、もう 10 年経つ。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。そうすると、

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、国のお役人は改

めて認識をしてほしいし、同時に税源移譲は総理がお決めいただいたわけで、この

総理の御決断を閣議決定して、だから、これは政府の方針だと踏まえる。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。「巧

詐は拙誠に如かず」という言葉があるが、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ない、つたないかもしれないが、私どもは誠を持って

おる、こう申し上げてはばからない。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、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うので、どうぞひ

とつよろしくお願いしたい。 

（山全国市議会議長会会長） 今、山出全国市長会会長が話したように、今までは、

718 市の市長とそれぞれの市議会では大いに議論していたが、三位一体改革につい

ては市長会と全て共同歩調をとっていくという確認をとって会議を進めてきた。そ

れぞれの議長或いは議員に対しては「あれもする、これもするという安受け合いは

だめ。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。」

ということを了解いただいてまとめたつもりだ。８月 17 日、18 日の知事会を一喜

一憂して見守り、「まとまったな」というのが心情である。この点を汲み取ってい

ただき、この案が通ることが願いだ。 

（山本全国町村会長） 今の地方行政が苦労しているのは御存じのとおりで、自分のこ

とを言うようだが、町村が一番苦しいのではないだろうか。これからの時代を築い
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ていくために、町村合併の推進が言われているが、町村合併で一番苦労するのもま

た町村である。町村の皆さんは、今、新しい時代の地方自治体を創り上げていくと

いうことで一生懸命に努力をしている時である。そういう町村に対して、平成 16

年度の財政措置というのは極めて厳しいものであったと思う。しかも、予算編成直

前に交付税を減額し、交付税を減らしたのだから財政対策債の増額はあるかと思っ

たら、その方がうんと下がった。財政対策債をうんと下げたものだから、我々町村

は身動きができなくなった。中には、職員の給料が半年分しか出せなくなり一体ど

うしたらいいのだろうという嘆きの意見を出されている人もあった。予算編成がで

きないので、半年分だけ組んだという意見もあった。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話し合った。 

    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、税と

して地方移譲するということについては、「よし、これで一つの新しい時代を創っ

ていこうじゃないか。」と私も熱心に努力をし、この３兆円の補助金の削減等々に

ついては、頑張ったつもりである。皆さんが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悲痛な気

持ちで取り組んでまとめ上げたのが、今回の町村会としての改革案である。そして、

市長会との意見もようやく一致し、今度は知事会に市長会・町村会の共同の案とし

て出し、非常に困ったと思うが、知事会の方でも理解していただき、３兆 2,000 億

円の改革案をまとめられた。こういう経緯であり、いかに地方自治体、特に町村が

悲痛な決意のもとで努力をしてきたかということであるので、何としてでも決めら

れた３兆 2,000 億円については、地方自治体へ移譲できるよう最大限の御配慮を

いただくようお願いしたい。 

（中川全国町村議会議長会会長） 今、山本全国町村会長から話があったように、町村

は今、本当に存亡の危機にある。そもそも町村合併にその端を発しているのだが、

地方分権一括法が施行され地方分権の受け皿という形の中で、合併というのは手段

であると当初は認識をしていた。しかし、合併だけが先行し、現在では合併が目的

化しているということに、地方議員としては怒りを感じている。今回の参議院選挙

等でも、そのような怒りの爆発があった。今回、地方六団体がこうしてまとめた改

革案を実現した真の三位一体の改革を実現することが、合併が受け皿としての手段

であるという信頼感を取り戻すチャンスであり、地方議会人としては、そのことを

願っている。そうした痛みを味わっている町村にとって、この改革案を実現するこ

とによって、その合併が活かされる合併であるように、ぜひとも皆様方にお願いを

申し上げておきたい。 

（梶原全国知事会会長） ８月１日現在、全国の都道府県市町村数は 3,134 あるが、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いう取り決めをし

たわけであり、 3,134 の集合体がイコール日本である。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気持ちで取り組んできたということを御理解を賜

りたい。 

（竹中議員） 今、六会長からお話があったことに関し、意見、質問等があればどうぞ。 

（谷垣議員） 今お話を伺い、大変な御苦労でこの案を取りまとめいただき、私として

も、御労苦を心から評価したいと思っている。 

   それから、例えば、国による関与・規制の具体的事例をつくっていただいており、

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ならないが、政府とし

て規制改革等を進めていく上でも、大変参考になるものと拝見している。 

   一方、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
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議論であるが、例えば、義務教育費の国庫負担金のうち、中学校の分を廃止しよう

ということだが、当然その背後には、どこまで国がやるべきかといった議論がある。

災害復旧に関しても削減対象から除外されているわけだが、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、切り取り方或いは政策

的な立て方といったことも議論の余地があると思う。それぞれの官庁の政策のあり

方、その中で国と地方の役割分担というか、責任分担に関する政策論は、今後相当

詰めていく必要があるのではないかと思っている。だから、具体的な所管官庁であ

る各府省が中心となって、地方或いは総務省と議論して政策論を詰めていく必要が

あると思う。 

   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異なるのだが、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となっている。

去年の末の政府与党協議会の合意で、生活保護負担金については検討の結果に基づ

いて平成 17 年度に見直しを行う、という一応の整理があり、これも一つの重きを

おくものとなっている。 

   財務省としては、こういうような政策論議をやっていかなければならないし、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

ならないと思っている。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る必要があるものなのか

どうか、或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という点、

これは納税者の視点からと言って良いと思うが、精査を行うことが今後の作業のポ

イントとなるのではないかと思う。 

   それから、これも地方六団体のお考えと若干異なるが、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について、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

議論する必要があろうかと思う。このように、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ったものを官房長官のもとに設置するということであり、我々

も一生懸命議論させていただきたいと思っている。 

   それから、地方歳出については、大幅にスリム化をしていくことが必要だと私ど

もは思っており、今度の案においても、スリム化のために行財政改革を推進すると

書いていただいているが、一層の地方歳出のスリム化をお願いしたいと思っている。

三位一体改革として補助金改革、それから税源移譲と並んで地方交付税の改革も行

うということであり、この点を御理解、御協力いただきたいと思っている。 

   取り敢えず口頭で申し上げたが、今後の諮問会議で三位一体改革を集中的に議論

する予定であるので、それまでにこの提案をよく精査させていただき、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いる。 

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

申し上げ、昨日と一昨日あたりから、出された提案について、各省庁から色々な異

論が我々のところへ来ており、地方六団体は今後、その調整を具体的にどういう場

でどういうふうにやっていくのか、どういう考え方を持っているのか。 

（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

ボールを投げ返したということで、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いうことかと思う。何省が、どうこう言ってい

るといったことを一々我々が取り上げても、役人は仕事がなくなることを抵抗する。

なくなれば自分の首も危なくなるから抵抗する、これは本能だから、色々な意見が

出てくるのは当たり前のこと。一々六団体が真剣に取り上げることはできない。こ
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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しかない。 

（奥田議員） 12 ページ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。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、こういう理解で

よいか。 

（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。政府も頑張ってもらいたい。各省庁がそれぞれ独立の政府ではないはず

であり、しっかりやってもらわなければいけない。大臣の皆さんにも役人の言うと

おりでなく、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。

外野からこんなことを言うと僣越だが、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、といったようなことは筋違いだと思う。 

（竹中議員） 基本的にはボールは確かに投げ返していただいているので、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。 

（梶原全国知事会会長） 谷垣議員の発言について、色々問題があることは皆承知して

いる。御指摘も色々いただいた。それは承知の上だが、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。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る。だから、何でも頼む頼む、お願いお

願いで金をたくさん取れば良いというふうには思っていない。やはり信頼関係の中

で総理が決断していただいた協議会もできるし、そこで胸襟を開いて議論していけ

ば、自ずから結論は出てくると思う。お互いに国のことを思っていることは共通な

のだから。信頼関係を裏切るような役人ベースで進めることがないように、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。そうであれば、私たちは一生懸命協力していくことに吝かでは

ない。 

（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

きてくれたのであるから、官房長官を中心にして協議機関を設置することとする。

その場で、先ほどなされたような議論をしていただきたい。政府は、責任を持って

皆さんの提言を真摯に受け止め、地方分権の本旨に則った三位一体の改革に向かっ

て対応し、まずは 17 年度予算に活かしていくように最大限努力する。よろしく御

協力いただきたい。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

たいと思う。 

（梶原全国知事会会長） よろしくお願いする。 

（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く。常時六団

体にご出席いただくというということでも良いが、都道府県と市と町村から代表の

方にご出席いただいたり、例えば、事業毎に「今日はある省を呼んで協議をしよう。」

という場合もあると思う。基本的には、私も含めて、経済財政政策担当大臣、財務

大臣、総務大臣が常時出席するような形になると思うが、それ以外については、そ

れぞれ各論もあるため、柔軟なあり方で協議をさせていただくのはどうかと考えて

いる。この点、御了解願いたい。 

（小泉議長） 協議機関の人選については、後ほどよく調整していただきたい。 

（梶原全国知事会会長） 官房長官が示唆されたような方向でまとめたいと思う。 

（竹中議員） 大変ありがとうございました。 

（小泉議長） 御苦労様でした。 
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              （地方六団体代表退室） 

（竹中議員） それでは、三位一体の改革の全体像のとりまとめに向け、今の議論も踏

まえ、民間議員からお願いする。 

（本間議員） それでは、資料「三位一体改革の全体像に向けて」を説明させていただ

く。 

   これまでお話が出ていたとおり、地方六団体がこのように改革案を全体としてま

とめることは画期的なことであり、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がある。そこで、まず、三位一

体改革の全体像及び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があ

ろう。その上で、これまでの議論はどうしても補助金と税源移譲に議論が集中する

傾向があったが、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

性がある。 

今後のとりまとめ方、プロセス管理の点では、まず、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ことが非常に重要なポイント。

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。また、全

体像の決定後、中長期的に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

う問題がある。その点で、国と地方の財政の今後の推移について、これをきちんと

追うような形で「改革と展望」の中に位置づけていく必要がある。 

   ２番目。概ね３兆円規模の税源移譲という枠組みをつくり、基本方針 2004 に明

示しているのであるから、ぜひ実現しなければならない。削減対象の補助金をきち

んと選別し、税源移譲に結び付けていくことが最大の課題になる。その点で、関係

府省が地方からの提案に反対する場合には、なぜ反対するのか、きちんとした立

証・説明責任を果たす。透明な形で議論を進め、情報公開をしていく必要性がある。 

   ３番目。補助金削減額と税源移譲額の関係については、この六団体の案、谷垣議

員が先ほど指摘されていた公共事業の問題、など、幾分それぞれの立場で解釈をし

ている向きがある。その点、明示的なルールを設定した上で補助金削減額と税源移

譲額の関係をしっかりと説明していくことが必要である。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と思う。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ると、かなりの抵抗が出てくると思われるため、ル

ールの明確化、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。 

   ４番目。地方交付税については、我々はまだ十分に議論をしていない恐れがある。

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だが、具体的にそ

れをどのように効率化しながら、真の分権型社会において位置づけていくか、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

必要がある。この点については、できるだけ早期に民間議員から御提案をさせてい

ただきたい。 

   ５番目。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しており、

表現が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、

地方の裁量を最大化するという形で応える必要がある。 

   ６番目は、今後、政府部内で、また地方団体と、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。細田議員からお話があったとおり、ぜ

ひ早急に立ち上げ、しかも議論の内容が国民に十分に情報開示されるようにする点

についても工夫していただきたい。 

   ７番目。三位一体改革の全体像は平成 18 年までだが、地方６団体からも御提案

があるとおり、平成 19 年から平成 21 年における第２期の改革、さらにはその後の
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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がある。小泉

総理が御指摘されている、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、というような問題を考えてみても、平成 17 年から平成 18 年だけでは十分な

成果が得られないのが実情であるため、踏み込んだ考え方の整理をしながら、それ

ぞれの年度における交付税管理をする必要がある。 

（麻生議員） 細かい話を申し上げるつもりはないが、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、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」ということが主たる目的

であり、そのための方法が三位一体。目的はこちらだ。したがって、税源移譲、国

庫補助負担金、地方交付税の改革を３つ一緒にやることで初めてできる。この資料

を見ていると、地方交付税改革が１つだけが出てきているような感じがするが、３

つ一体でやるということでこれまでも来ているため、それでお願いしたい。 

（本間議員） ４番目で、交付税を強調しているのは、概ねそういうことだ。 

（細田議員） 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」というところがあり、もう片方は、非常に努力して合併や合理化をしていると

ころがあり、それがどのように評価に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、例えば教育費などのように、かなり切り込みが難しい性格のもの

もある。他方、公共事業などは、これまで７年間で全体を半分に減らしてきた訳で、

その中で今まで減ってきている。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、どこまでやるかは実際は難しいが、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全て見て、できる限り納得

が得られるような形にすべきではないか。そこが一番皆さんが心配しているところ

であるため、そういうアプローチを是非したいと思う。 

（麻生議員） 全くそのとおりだ。しかし、基本的に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、で事情が異なることだ。岩手県岩手郡滝沢村とい

う人口５万何千人の村がある一方、１万人に満たない市がある。北海道では、市で

も人口が１万人ない。そういったところが同じレベルで話し合う。それが、「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所

がある。その差額分は絶対保障してもらえるのか。」ということが、全国町村会が

一番心配した理由だ。それは県の負担もあるわけだから、そのへんのところが１カ

月間、ガチャガチャになっていた。地方は皆同じ思いでいたが、総理から「いわゆ

る公立保育所の分は、ちゃんとそのとおり、言ったとおり実行しただろう。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、皆が思い出した。そ

う言えば、ちゃんと足りなかった分は埋まったな、と。あれがあったお陰で、納得

した。信頼、信頼、と地方が何度も主張するのは、正直なところ、国を信用してい

ないからだ。 

（本間議員） 麻生議員のご指摘はそのとおりであり、三位一体の改革を行ったとき、

各都道府県や市町村にどういう影響が及ぶか、ということが、ある程度予想がつく、

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う。これは、内閣府がやるのか、

総務省がやるのか、いずれにしてもきちんとした影響分析を行い、激変するのであ

れば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。周知性を確保することが非常に大事だと思っている。 

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

つ大胆にやっていくということではないかと思う。三位一体の改革の全体像は、秋
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に明らかにして年内に決定することとなっているため、今後、全体像のとりまとめ

に向けて審議を加速していきたい。 

（小泉議長） 地方六団体がようやくまとめてきてくれたものであり、協議機関の人選

についてよく協議していただき、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。 

（竹中議員） 本日は、ありがとうございました。 

 
 

（以  上） 


