
 

 
 

 

 

 

     

  

       

       

       

      

       

       

       

         

  

   

 

 

 

 

  

平成 16 年第 27 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 2  7 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2004 年 11 月４日(木) 17:19～18:53 

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 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 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 中山 成彬 文部科学大臣 

同     尾辻 秀久 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）社会保障制度改革について 

（２）教育の基本的なあり方について 

（３）三位一体の改革について 

（４）その他 

3.閉会 

(説明資料) 

○介護保険制度改革について（尾辻臨時議員提出資料） 

○一体的見直しの一環としての介護保険制度改革について（有識者議員提出資料） 

○甦れ、日本！（中山臨時議員提出資料） 

○三位一体改革「全体像」の論点整理－地方財政計画・地方交付税について－

（竹中議員提出資料） 

（本文) 
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○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年27回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

本日は前回に続きまして、尾辻大臣においでをいただき、社会保障制度につい

て議論します。その後、中山大臣においでをいただきまして、教育の基本的なあ

り方、更に三位一体の改革について御審議をいただきます。 

なお、奥田議員は、本日、出張のために欠席でございます。また、麻生大臣は

国会の関係で遅れてお見えになるということでございます。また、細田官房長官

も国会の関係で、この後、席を外されるということになっておられますので、申

し訳ございませんがお願いいたします。 

それでは、前回に続きまして尾辻大臣に御参加をいただき、社会保障制度改革

について御審議をいただきます。尾辻大臣から御説明をお願いいたします。 

（尾辻臨時議員） 介護保険制度改革につきましては、前回の会議では、御説明申し

上げる時間がございませんでしたので、本日、改めて前回提出させていただきま

した資料に沿って御報告を申し上げたいと存じます。 

１ページおめくりをいただきたいと存じます。ページで１ページと打ってある

ところでございます。介護保険制度は、平成12年４月に施行されて４年７か月が

経過いたしましたけれども、サービス利用は特に在宅サービスを中心に大幅に拡

大しておりまして、制度全体に対する評価も年々高まってきておるところでござ

います。この介護保険制度を考えましたときに、特に日本の介護というのは家族

に頼っている、しかも、それが女性の皆さんにしわ寄せされている。そこを何と

かしたいと思ってこの制度をつくったわけでありますが、このことは、一言で言

うと大変うまく進んできたと、こういうふうに思うところでございます。そして

そのときに初めてのことでしたから、とにかくやってみなきゃわからんというの

が正直なところでありましたので、施行後５年を目途にして制度全体にわたる見

直しを行おうと、こういうことが附則で決めてございました。今回の見直しはそ

のまさに５年目の見直しになるところでございます。本年７月30日に社会保障審

議会介護保険部会から改革の基本方向についての報告が出されまして、現在、来

年の通常国会に法案を提出すべく具体化の作業を進めているところでございます。

なお、見直しの検討項目の一つでございます被保険者受給者の範囲につきまし

ては、これはいろいろ議論があるものですから、７月の審議会報告の段階では一

定の方向性を出すに至っておりませんで、現在引き続き、関係者による審議を行

っているところでございます。 

どうぞ２ページ目をお開きください。価格の位置づけでございます。この諮問

会議におきましては、社会保障の総合化、一体的見直しということが大きなテー

マになっておるところでございますが、介護保険制度は創設当初から、例えば保

険料の年金からの天引きシステムを導入したり、高齢者医療に先駆けて、高齢者

自身の保険料負担や、利用者負担の定率１割を導入するなど、いわば社会保障改

革の「フロントランナー」としての役割を果たしてきたと考えております。そこ
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で、今回の改革におきましても、こうしたほかの社会保障制度との調整や連携を

視野に入れて、社会保障全体を効率的・効果的な体系へと見直していく先駆けと

なるようにしていきたいと考えておるところでございます。 

具体的には、今お開きのページに書いてありますように、介護予防の視点から、

制度全体を予防重視型システムへと転換していくことは、今後の医療制度改革や

保健事業の再編にもつながっていくと考えておりまして、また、骨太の方針にお

いて、これまで何度も御指摘いただいておりますけれども、施設入所者の年金と、

介護給付の調整につきましても、見直しを行いたいと考えておるところでござい

ます。また、介護保険制度は、民間事業者を含め多様な事業主体の参入、株式会

社なども含めておりますが、そうしたものの参入を認め、これもまたフロントラ

ンナーとしての役割を果たしてきたと思うところでございますけれども、基礎的

な自治体である市町村を運営・財政の責任主体とするなど、規制改革や地方分権

の観点からも牽引役を果たしてまいりましたが、今回の見直しでは、保険者機能

の強化など、更なる改革に取り組んでいきたいと考えております。 

更に介護保険が基本理念として掲げました在宅重視を徹底いたしまして、重度

になっても、またひとり暮らしでもできる限り住み慣れた地域で過ごせるよう、

ケア付き住宅のような多様な住まいの普及や、医療と介護の連携を進めていきた

いと考えております。 

次に、資料の３ページ目でございます。介護保険財政の現状でございますけれ

ども、サービス利用の増大に伴いまして、介護保険の総費用、給付費は、年10％

を超える伸びで急速に増加しておりまして、3.6 兆円でスタートしました総費用

は、今や６兆円を超え７兆円にも達する勢いでございます。65歳以上の高齢者が

納めております保険料は、各市町村によってこれは異なるのでありますが、全国

平均では現在3,300 円程度でございますけれども、平成18年４月から始まる第３

期には、このままでいきますと、約1,000 円アップの4,300 円程度にもなると見

込まれております。サービス利用の拡大は、制度の普及・定着という観点からは

望ましいことでございますが、一方で負担可能性ということから考えますと、今

回の見直しでは、給付全体を再点検して、効率化すべきところは思い切った見直

しを行う必要があると考えております。 

次に４ページ目でございます。そこで、今回の見直しの基本的な視点について

でございますが、３つの視点があると考えております。１つは、制度の「持続可

能性」を高めていくことでございまして、このためには、給付の効率化・重点化

を思い切って行っていきたいと考えております。２点目は、「明るく活力ある超高

齢社会」の構築でございまして、このためには、「骨太方針2004」にもありますよ

うに、健康フロンティア戦略との連携を含め、制度全体を予防重視型システムへ

と転換していくことが必要であると考えております。３点目は、社会保障の総合

化でございまして、施設入所者の年金と介護給付の調整や医療との連携強化など

を通じまして、社会保障制度体系全体を効率的・効果的なものへと見直していく

必要があると考えております。 
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次に、５ページ目でございます。先ほど介護給付費は、年10％を超える伸びで

増大していると申し上げたところでございますが、給付の効率化・重点化という

観点から伸びの要因を分析いたしますと、大きく２つの要因が挙げられます。第

１は、在宅の軽度者の人数増でございます。施行から４年余りで要介護・要支援

という認定を受けた人は８割近く増大しておりまして、特に要支援・要介護１と

いった軽度の方が急速に増えておりまして、現在では、こうした軽度者が認定を

受けた人の半数近くを占めるに至っております。一方で、こうした軽度者の方々

へのサービスは必ずしも状態の悪化防止にはつながっていない。こういう指摘も

ございまして、今後いわゆる団塊の世代が高齢期に入ります前に、効果的な予防

サービス基盤をつくっていくことが必要であると考えております。 

資料の５ページを御覧いただいておりますけれども、ここにありますように、

今回の見直しでは、介護予防の視点から給付の内容や、ケアマネジメントのあり

方を大きく見直そうと考えております。具体的には、まず現在の要支援・要介護

１といった軽度者への給付の内容を見直した「新・予防給付」を創設し、これに

より重度化を防止していくことでございます。また要支援・要介護状態になる手

前のいわば予備軍的な層に対する介護予防サービスにつきましても、介護保険制

度の中に「地域支援事業（仮称）」として位置づけまして、一貫性・持続性のある

介護予防システムをつくっていきたいと考えております。 

次に、６ページ目でございます。給付の効率化・重点化という観点から重要な

もう一つの柱が施設給付の見直しでございます。これは既に骨太方針、規制改革

会議等からも御指摘をいただいておるところでございますが、御覧いただいてお

りますように、在宅と施設のバランス、介護保険と年金の調整という２つの観点

から見直しを行いたいと考えておるところでございます。具体的には、特別養護

老人ホームなどの施設入所者に対する介護給付につきましては、食費、居住費用

を保険外とし、低所得の方々への配慮は行いますものの、基本的には利用者に御

負担いただくという方向で見直したいと考えておるところでございます。 

次に７ページでございます。介護給付費は、現行制度をそのまま推移いたしま

すと、御覧いただいておりますように、今からおおよそ10年後の第５期には、10.6

兆円と現在の倍近くになると見込まれておりますが、今申し上げてきたような改

革を進めることにより約２兆円、率にして約２割減の8.7 兆円程度にまで効率化

できるものと推計をいたしております。給付の効率化につきましては、利用者負

担の率を現在の１割から２割に引上げてはどうかとの御意見もいただいていると

ころでございますけれども、今回の見直しでは、実質これと同じ程度の効果が得

られるものであり、一律に２割引上げるよりは、在宅と施設のバランスを見極め

つつ、メリハリの効いた形で見直しをする方が適切ではないかと考えておるとこ

ろでございます。 

最後に８ページ目でございます。また、65歳以上の高齢者に御負担いただく１

号保険料についてでございますが、全国平均で見ますと、現行制度のまま推移い

たしますと、平成18年４月から始まります第３期には4,300 円となりまして、第
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５期には6,000 円に達すると見込まれておるところでございますが、改革を行う

ことにより、第３期は3,900 円、第５期には4,900 円まで抑えられると推計をい

たしております。 

以上、介護保険制度改革の基本方向について、現在までに概ねの合意が得られ

ておる部分について御報告させていただいたところでございます。基本方向は、

本年６月の骨太方針の方向に沿ったものと考えておりまして、申し上げましよう

に、来年の通常国会への法案提出を目指し、更に細部を詰めてまいりたいと考え

ておるところでございます。以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。先ほど失礼いたしました。麻生大臣到着ま

での間、今井副大臣においでをいただいておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

文科大臣、すみませんが、しばらくお待ちいただきたいと思います。 

それでは、今の介護に関しまして、民間議員からお願いします。 

（吉川議員） それでは私から、民間議員４名の名前が書いてあります「一体的見直

しの一環としての介護保険制度改革について」という紙を説明させていただきま

す。 

介護保険は、比較的新しい制度であるわけですが、しかしそうは言っても、や

はり給付の伸びが少し早すぎるのではないか、急過ぎるのではないかと、こうい

う認識を我々は持っているわけであります。したがって、厚生労働省としての改

革、これはスケジュールどおりだろうと思いますが、この際それを少し見直すべ

きではないか。今、大臣から御説明がありましたが、我々としては、保険料につ

いてはやはり伸びを抑える、給付についてはすべて一律に切っていくというよう

なことはよくないんでしょうが、“選択と集中”を進めて、必要なところに給付が

いくように、そうした形で給付を抑えていくことが必要なのではないかと、この

ように考えているわけであります。 

ちなみに、同じ考えは医療についても当てはまると考えております。以下、民

間議員４人でこの問題を話し合って一応合意した我々の主張を５つにまとめてお

ります。 

まず１番目、これは先ほど大臣の御説明の中にはありませんでしたが、一部で

は、保険の加入者・受給者の対象年限を現時点で拡大すべきだ、こういう考えが

あるんだろうと思います。 

つまり若い人まで含めようという、こういう議論があると思いますが、我々は

それは拙速で行うべきではないと、考えております。その前に徹底した給付の効

率化を行うべきだ、それがやはり先だと考えております。例えば20代の人からも

保険料をもらおうというようなことをしても、今、年金についてすら、これだけ

大きな未納の問題があるわけですから、20代の人たちが介護保険に対して保険料

を払う用意があるのかと考えたとき、我々民間議員はやはり無理があるのではな

いかと思う。どんどん保険制度のサイズを膨らませていくよりも、今のリソース

のもとで給付の方をよく考えてみるという方が大切なのではないか。場合によっ
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ては、将来、介護保険について、サイズを少し大きくした方がいいということが

出てくるかもしれません。そういうことがあるかもしれないけれども、それは社

会保障全体の一体的な見直しの中で考えればいいのであって、今すぐに若い人ま

でというのは、いわゆる拙速ではないかと思う。したがって、繰り返しになるが、

保険の加入者・受給者の対象年齢を現時点で若い方まで膨らますということに、

我々は反対であります。これが１番目です。 

２番目は、介護保険の給付についてです。これは社会保障の一体的見直しのと

ころでも、我々主張したわけですか、やはりトータルで管理をしていく、目標を

明示して、例えばＧＤＰの伸び以下に抑制するというような、こうした数値目標

を掲げるのが賢明なのではないか。何兆円というサイズのお金がかかるわけです

から、それを全体でマネージしていくためは、マクロの数値目標というのを物差

しとして用意した方がいい。これが２番目の主張であります。 

３番目は、介護保険の改革は、初めから保険料をとる人を多くしてサイズを膨

らますのではなくて、給付の方をスリム化していくのが先だと申し上げたわけで

すが、給付のスリム化につきましては、先ほど尾辻大臣から既に幾つかの改革案

が出されました。大臣が御説明になった改革案と、我々が考えていることは、方

向としては同じですので、基本的にわれわれはこれを支持いたします。以下、具

体的な論点が幾つか挙げてあります。 

例えば、大臣が既に御説明になったわけでありますが、施設に入っている方の

居住費、食費というのは、低所得者については一定の配慮が必要かもしれません

が、これは介護保険の給付対象外から外す。これを平成17年度からやった方がい

いのではないか、こういう提案であります。社会保障の改革の場合、給付をカッ

トするというと、何が何でもカットして渋い話を出してくるという感じがあるか

もしれませんが、食費とか居住費というのは、施設に入らない場合、自宅にいれ

ば当然自分で負担しているわけですから、これは施設に入っても、その部分につ

いては自分で負担していただいて、介護保険はあくまでも本来の目的である介護

のところを支えるようにする。これは、私は考え方として非常によくわかる合理

的な考え方、理にかなった考えであって、きちんと説明すれば、多くの国民が理

解することなのではないかと思います。したがって、先ほど大臣が御説明になっ

たご提案を我々としても支持させていただきたい、こういうことであります。 

次に、先ほどのお話もありましたが、予防給付については、介護予防の効果が

どれぐらいあるのかが重要なポイントになる。効果が余りないところに一生懸命

お金を出していても、これはちょっとよくわからないことになるわけですから、

効果の検証ということが大変重要なことであって、それに基づいて見直しをして

いく。しかし考え方としては、我々としても理解できることであります。 

その次ですが、社会的な入院や施設介護への過度のシフトは、これは是正する

ような給付体系にすべきだ。それからもう１つ、自己負担については、大臣から

お話もありましたけれども、我々としては、ある程度以上の所得の人であれば、

１割から２割に上げるというようなことも、更に踏み込んで検討してもいいので
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はないかと、このように考えております。 

以上、いずれにしても、まず給付の効率化ということを進める、これが介護保

険改革の第一歩であるべきだ。これを平成17年度に行うべきだというのが私ども

の考え方であります。以上が３番目であります。 

４番目に、自治体ごとに給付の費用とその効果を比較する。医療の場合もそう

ですが、それぞれの地方、それぞれの地域でやっているわけですけれども、随分

ばらつきがあるわけですね。そうしたばらつきの実態を明らかにすることによっ

て、はじめて我々はなぜ大きなばらつきがあるのだろうか、なぜある地域の成績

はよくないのだろうかというようなことを考えて、そこから改革というのは始ま

る。したがってこうした情報を公開して、ぜひとも検証を進めていただきたい。 

最後に５番目は、介護サービスを提供する事業者について、これも当然ですけ

れども、利用者が評価できるように情報整備する必要がある。 

以上５点挙げております。 

介護保険については以上なのでありますが、尾辻大臣が出席されていますので、

我々民間議員で話し合いをしているときに、もう一つ話題になりました医療と非

常に関係の深い中医協の改革について一言発言させていただきたい。医療は大変

重要な問題で、これから大いに議論されていくことになると思うのですが、どう

いう組織でどういう人たちがその制度を決めているのか。「人」が大変大切だと

我々考えております。その点で現在の中医協のあり方というのは、中立性という

点から見て大いに問題あるのではないかというのが我々の考え方です。法律で決

まっている数字からは少しずれているようですが、いずれにせよ現状では、15人

のうち５人が医師会の方々ということですが、やはりそれは余りに当事者が突出

したメンバー構成なのではないか。我々は中立性を保つという観点から、もう少

し中立的な人たちがこの委員であるべきではないか。そうした中立的な立場から

改革が進められるべきではないかと考えております。 

少し具体的に言えば、医療ですから当然専門性が必要なことが多いと思います

が、そうであれば実際に医療保険に利害関係を持つ人たちではない、例えば大学

の医学部の方々とか、そういう方々がもうちょっと中医協に入るというようなこ

とも一つの考え方かもしれません。いずれにしても、利害関係者が余りに突出し

た会議というのは問題があるのではないかというのが我々の考え。そこで中医協

の改革ということですが、中医協の改革といっても、そもそも改革する人たちが

自分の利害にかかわっているのでは、改革そのものに迫力が出ない。私たちが話

し合ったときには、例えば現在官邸で官房長官のところでしょうか、「社会保障に

あり方に関する懇談会」というものが開かれていると理解しておりますが、そう

した懇談会で中医協の改革というものをまとめるということもあっていいのでは

ないか。中医協の改革というものが日本の医療制度を考える上では重要なのでは

ないかというのが私たちが話し合ったことであります。介護保険とはちょっと別

件ではありますけれども、尾辻大臣が出席されていますので、私たちの意見を述

べさせていただきました。以上です。 
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（竹中議員） ありがとうございます。尾辻大臣にまとめて後でお話しいただくよう

にしまして、御意見ある方は、今お出しいただきたいと思います。本間議員。 

（本間議員） 吉川議員の方から包括的に我々の考え方を説明していただきましたが、

やはり第１期、第２期の間での介護保険の総ざらい、総点検をもう一段階やらな

いと、安易にカバーする年齢を下に広げていくということは、私は見直しが甘く

なっているのではないかという気がいたします。年々10％も介護費用が増大をし

ていくということは、明らかに制度上どこかに大きな歯止めがきかない部分があ

るというぐあいに考えられますので、ぜひここは、私はやっぱり第３期というの

は制度の総点検をしながら、国民にどのような方策がいいのかということも、費

用負担の範囲の拡大も含めて問題提起をしていただく時期に当たるのではないか

という感想を持っております。 

それからもう１つ、中医協の問題でございます。医療制度を制度的にサポート

する、その審議会や、あるいは徴収をする診療保険の現場、これは大変な問題を

持っておるという具合に認識しておりまして、それだけ難しいということも十分

理解はするわけでありますけれども、もともとの中医協が、やはり利害関係者が

突出してその意見にかかわると、あるいは決定にかかわるというのは、これはや

はり国民から見ましても、大きな疑問を抱かれるところでございます。今回の不

幸な日歯の問題も、これは利害関係者同士のインサイダー同士のやりとりの中で

こういう問題が起こっておるわけでございますので、ぜひ中立的な委員構成をき

ちんと確立した上で、これは国民に負担を求める以上、説明責任の向上というこ

とも求められていく非常に重要な分野だと思いますので、ぜひその辺のところを

御検討いただきたいというぐあいに思います。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございましょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、尾辻大臣お願いします。 

（尾辻臨時議員） まずもう少し大胆に見直せというの話がございました。このこと

に関しましては、先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、５年前

にこの制度をつくりますときに、やってみなきゃわからないというのが正直なと

ころでございました。とにかくやってみようと。そこでその５年間しっかりその

間のことを検証し直して、もう一回見直そうと。これがまさに今度の見直しでご

ざいますから、私は今省内で言っておりますのは、「単なる定期点検ではないぞ」

ということを常に言っております。まさしくこの５年間、もう一回きっちり見直

してやるべきだと思っております。 

したがいまして、今の御指摘は、私どもも肝に銘じておるところでございます。

そこで、大胆に見直したつもりでありますけれども、やはりまだ不十分だという

御意見も今承りましたので、私どもがこれで十分なのかということは、もう一回

見直してみようと思います。特に今の10％の伸びについてのお話でございますが、

こうしたことについては、私どもなりのもう一度反省も加えてみたいと、こうい

うふうに思うところでございます。 

そこで、５点の御指摘いただきましたけれども、特にそのことに関しまして、
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３点だけちょっと申し上げさせていただきたいというふうに思います。 

まず１番目の被保険者・受給者の対象年齢を拡大すべきではないという御意見

でございます。これはまさにいろんな御意見がございます。そして先ほどちょっ

と御心配いただきました、いわゆる年金のいつも言われるような空洞化のような

ことにならないかという御指摘をいただいたところでありますが、このことに関

してだけちょっと言わせていただきます。 

先ほどフロントランナーとして頑張ってきたつもりでありますという中でも申

し上げましたように、65歳以上の方々のところにつきましては、年金から天引き

するというシステムにしてありますし、今度は40歳から、この間の皆さん方から

は医療保険からいただくということにもなっておりますから、もし引き下げると、

また同じシステムを導入すれば、ややそこのところはできる部分もあるかなと思

っておりますが、これはちょっとあえて申し上げただけでございまして、いずれ

にいたしましても、この問題は非常に御議論がございます。７月の審議会報告の

段階では、先ほど申し上げましたように、一定の方向性を出すに至りませんで、

現在、引き続き審議を行っているところでございますので、今しばらく議論させ

ていただければありがたいですということを申し上げるところでございます。 

それから２番目に、ＧＤＰの伸び率に抑制することを目標にせよと、こういう

ことでございます。私どもも社会保障費の抑制ということは、これは当然やるべ

きことで絶えず頭の中に入れておりますけれども、言い訳するわけじゃありませ

んけれども、介護についていいますと、これだけお年寄りが増えますと、どうし

ても必然的に増える部分を持っている、そこのところの御理解だけをいただきた

いと思います。だからと言うつもりもありませんけれども、介護について言うと、

これだけお年寄りが増えると、努力にもある面で限界があるようなところも持っ

ていますということも申し上げます。 

ただ、社会保障全体の中で、その分をまたどこかでというようなことは当然私

どもは考えなきゃいかんと思っておりますので、介護に関してはどうしてもとい

うところがありますことだけをとりあえず申し上げて御理解をいただければと思

います。特にこのまま伸びますと、このことで言いますと、伸び率をもしＧＤＰ

伸び率以下に抑制すると、今度は給付の方は、これは私どもの試算でありますけ

れども、５割以上カットせざるを得なくなるというような試算にもなるというこ

とで、この辺のところを私どももしばらくいろいろとまた悩みながら考えてまい

りたいと思います。 

それから１割から２割の引上げなんですが、これは率直に御説明申し上げてお

いた方がいいと思いますので、この資料をお出しすればよかったんですが、私の

手元にある資料でちょっと御覧いただけますでしょうか、お手元に差し上げてい

ないと思いますので、この資料で御説明いたします。 

今１割負担なんです。こちらが在宅でこちらが施設の方なんでございますが、

在宅が1.9 万円の１割負担でいただいています。そうしますと、これが２割負担

になりますと２倍になりますから3.8 万円になります。まずそのことから申し上
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げますと、そうすると、今度は施設の方は3.5 万円でございますから２割にして

２倍になると７万円になる。こういう数字になるわけですが、今や高額介護サー

ビス費という枠が一つはまっておりまして、そこが３万7,200円でございますから、

２割にした途端にもうどっちもこれを超えます。そうすると、在宅の場合も施設

の場合も、結局、頭打ちのところにたちまち引っかかるものですから同額いただ

くということになるんです。それじゃ、これを上げればいいだろうという御意見

に当然なるわけでございますが、これが今、医療保険と併せて考えなくてはなら

なくなっていまして、勝手にいじれないという事情もございます。１割、２割の

話は、実はそういう面を持つということだけをちょっと御理解いただいておきた

いと思いまして申し上げたところでございます。今後の検討事項だろうとは思っ

ておりますので、ただ、そのことだけを申し上げたところでございます。 

以上、簡単に申し上げて、今日の私からのお答えにさせていただきたいと思い

ます。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは簡単な整理だけさせていただきま

すが、尾辻大臣から……。 

（尾辻臨時議員） すみません、それから中医協の話がございましたが……。 

（竹中議員） もし何かございましたら、どうぞ。 

（尾辻臨時議員） これはほんとにやらなきゃいかんことだと思っております。それ

で、法律でやらなきゃいかん部分と、法律まではいじらなくていい部分と両方あ

ると思います。先生方御指摘のメンバー構成の話は、法律に「８・８・４」と書

いてありますから、じゃ、これまでいじって考えるか、今の「８」の中でいろい

ろ考えるかというようなこともございますし、それからまた診療報酬体系とどう

しても絡む話でもございますから、いずれ、私ども、これはまた介護保険制度改

革の次の作業になると思います。そうした中でも十分考えていきたいと思ってい

ます。もう問題意識は先生方がおっしゃったものと全く同じ認識をいたしており

ますので、努力してまいりたいということだけ申し上げておきたいと思います。 

（竹中議員） 大臣からのお話は、今日は介護に関しては、給付の効率化と予防重視、

それと社会保障の総合化という３つの視点で、民間議員からの御提案も、基本的

にはそのラインに沿った形で具体的に５つの御提言があったということだったと

思います。今日は結論を出す場ではございませんので、今日の５つの点は踏まえ

ていただいた上で、尾辻大臣の方には介護保険制度の改革案をぜひよろしくお願

い申し上げます。 

それと、中医協の改革については、民間議員の提案で一つ具体的な点は、第三

者によるといいますか、特定の利害から独立した方々によって少し議論してもら

ってはどうかということであったと思いますので、その点はぜひ尾辻大臣の方で

御検討をお願いしたいと思います。 

（尾辻臨時議員） わかりました。 

（竹中議員） また民間議員からは、官房長官主宰の場の「社会保障のあり方に関す

る懇談会」でも検討できるのではないか、という御指摘もありましたので、これ
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につきましても、また官房長官にもいろいろ御検討を賜ればというふうに思いま

す。いずれにしても、今の点は、実は今年の「骨太2004」の中に書かれているこ

とでもございますので、ひとつ前向きに御対処をお願いしたいと存じます。ここ

までで総理お願いします。 

（小泉議長） いいです。 

（竹中議員） それでは、大臣どうもありがとうございました。 

（尾辻臨時議員退室） 

○教育の基本的なあり方について

（竹中議員） 中山大臣、大変お待たせして申し訳ありませんでした。それでは、中

山大臣に御参加をいただきまして、教育の基本的なあり方についての御検討をお

願いします。 

８月24日の諮問会議で河村前文部科学大臣から「義務教育の改革」について御

説明をいただきました。その際、前大臣には２点お願いしております。１つ目は、

義務教育改革実行のスケジュールと具体案について更に詰めていただけないかと

いうこと。そして２つ目は、教育の地域間格差の実態把握等々についても何か御

努力をいただけないかということでございました。 

そうした点も踏まえまして、教育のそもそも論、基本的な問題について御議論

いただきたいと思います。 

まず大臣からお願いを申し上げます。 

（中山臨時議員） 文部科学大臣を拝命いたしました中山成彬でございます。よろし

くお願い申し上げます。 

私は今まで、どちらかと言うと教育以外の分野を中心に仕事をしてまいりまし

た。特に最近はバブルの崩壊、そして長引く景気低迷、この中でもう一度日本経

済を活性化したいと、そういう思いでずっと取り組んできたわけでございます。

なかなか景気低迷から脱し切れない中で、本当に残念ながら銀行とか企業とか、

あるいはゴルフ場までも外資に買い占められてしまうようなことでございます。

もう少し日本人もファンドを立ち上げて何とか頑張れないものかと、歯がゆい思

いもしてまいりました。そういった中で、一方では非常に意欲のない若者が増え

ているというような状況でもございます。いわゆるフリーターとか、ニートとか、

そういう若者が増えているわけでございます。こういったことは大変な問題でご

ざいますが、少子化と相まって、このままでは日本は東洋の老小国になってしま

う。一方では中国とか、そういった国が大変な躍進をしているわけでございます。

そういうふうに日本の現状、そして将来を非常に憂えているとき、「いろんな小泉

改革が進められておりますが、改革の基盤となっているのはやはり人だ。人材が

大事だ。教育が大事だ。」ということを再認識しているときに文部科学大臣を拝命

したわけでございます。そういう意味では大変ありがたいと、こう思っていまし

て、教育改革ということに一生懸命取り組んでまいりたいと、こう考えていると

ころでございます。 
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何と言いまして、日本というのは、ここにありますように、人材こそが資源で

あるということをついつい忘れてしまいがちでございます。資源のない国では、

いかにして有能な人材を育てていくかということが非常に大事であると、このよ

うに認識しているところでございます。そういった中でやはり世界を見ましても、

世界の国々も国家戦略としての教育ということを考えていまして、まさに国際的

な大競争の時代でございまして、どの国も国家の命運をかけて教育改革を推進し

ているわけでございます。予算の面からだけで見ましても、アメリカのブッシュ

大統領は、再選でよかったなと思いますけれども、１年間で１兆円増やして、国、

連邦の教育予算を４兆円に増やすとか、あるいはイギリスでは、サッチャー首相

のころから、これは日本の教育制度を見習ったということもございますが、教育

改革に取り組んできました。しかし、地方に任せておっても、例えば予算が違う

ところに使われているとかいろんなことがございまして、イギリスでは、来年、

再来年までかかりまして、教育の予算は全部国が持つということを決めていると

いうふうな状況でございます。そういった中で、義務教育の国庫負担をどうする

かという議論が出ているわけでございます。検討されている方向というのは、そ

ういった世界の趨勢に逆行して、日本は国としての教育には力を入れないんだと、

そういうようなメッセージを発しているような気がしてしょうがないわけでござ

います。このところをしっかり踏ん張っていかなきゃいかんと、こう考えている

ところでございます。 

そこで河村前大臣、この席で８月にいろいろ御説明したと思いますが、私はそ

ういう意味で河村前大臣の方針を踏襲していく。先ほど来申し上げましたように、

もう少し日本人はチャレンジする精神が必要ではないかと、もっと頑張らないと

このままでは本当にだめになると。そういう気持ちでございまして、先ほど言い

ましたフリーターとかニートというのも、学校から、一般社会に出ますと激しい

競争の時代が待っているわけでございます。そのギャップにたじろいでいるとい

うのが現状ではないかと思うわけでございます。そういう意味で、ぜひ学校時代

から頑張ることを応援するようなそういう教育、頑張った子どもに対しては、「よ

くやったな」と褒めたたえるような、そういった教育がしたいなと、無気力な子

どもが増える中で、そういう意味で前向きの挑戦する精神を持つような子どもた

ちをどうしてもこれからの日本のために育てていかなきゃいかんと、こういうふ

うに考えているところでございます。 

そこで、今、竹中大臣から御指摘もありましたことにも関連するわけでござい

ますが、義務教育の改革は２年間で仕上げたいと、このように考えてございます。 

そこにありますように、１つは、教育基本法の改正でございます。教育基本法

の改正によりまして、新しい時代の日本人像ということを示したいと思っている

わけでございます。 

そして学力向上でございますが、まだ今のところ、日本の子どもたちの学力水

準というのは、それほど下がっているわけではございません。しかし下がる傾向

にあります。しかし何のために勉強するんだとか、あるいは勉強する時間が本当
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に少なくなっているわけでございます。このままではいけないと。日本の学力、

先ほど言いましたように、人材こそが資源でございますから、学力を世界のトッ

プに押し上げるような、そういった教育改革をしたいなと思っているわけでござ

います。子どものころから競い合い、お互いに切磋琢磨する、そういった意識を

涵養するということと、一時はいろいろ言われましたが、まさに大学全入の時代

でございますから、全国で学力テストだけでなくて、体力テストも併せてやった

らいいんじゃないかと思うんですけれども、そういったことも私はやっていくべ

きではないかと考えております。 

３番目の教員の質の向上、これも河村前大臣が説明したとおりでございまして、

まさに教育は人であるということは実感しているところでございます。 

４番目の現場主義でございますが、これは今、文部科学省も進めておりますが、

人事とか予算、こういったものは市町村、小さいところは広域になっております

けれども、こちらの方にどんどん権限を移譲する。そして、そちらで創意工夫を

しながらやってもらう。そしてまた、どういうふうにやったかということについ

ては、きちんと内部・外部から評価する制度というものを確立したいと、このよ

うに考えております。 

５番目が義務教育費国庫負担制度の改革でございまして、大きく言いますと、

義務教育は国が基本的な基準を設定する。そして水準を確保し、機会均等を実現

する。しかし、その具体的な教育内容等につきましては、地方の自由度を高めな

がら、そのような財源というのはしっかり国が保障する。今進めております総額

裁量制というものをもっと進めていきたいと、このように考えております。 

そこで、やはりいろんな昨今の社会情勢等を考えなからわかりやすく教育改革

をうたいあげるものがないかなと考えておりまして、子どもたちに対しては、こ

こにありますけれども、「くじけるな、ウソをつくな、弱いものいじめをするな」、

大人に対しては、「ほめよう、叱ろう、励まそう」と、これを掲げたいと思ってい

るところでございます。なお、この「くじけるな」というのは、もともと私は「負

けるな」ということを言いたいと思ったんですけれども、この前、総理と話しま

したら「負けるな、はどうか。負けるが勝ち、ということもあるよ。」と言われま

して、もう一回文部科学省でいろいろと考えまして、皆さんと相談しましたら、「く

じけるな」がいいかなということになったことを御披露申し上げたいと思います。

そこでもう１つ、「中山臨時議員提出資料」というのがございます。この１ペー

ジ、２ページに義務教育の在り方ということの説明がございます。先ほどから言

っていますように、義務教育というのは国家戦略として、国家・社会の形成者た

る国民を養成するんだということだろうと思っております。国民として、共通に

身につけるべき基礎・基本を習得させ、そして社会規範の尊重、あるいは伝統・

文化の継承、そして国民経済の諸活動を営むための基礎となる資質能力を培って

いくということだろうと思っているわけでございます。まさに小泉総理がこの前

の所信表明でも言われましたが、新しい時代の国づくりの基盤となるのは「人」

である。このことを義務教育でやっている、ということじゃないかと思っていま
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す。 

それから、これは憲法の要請でございますが、国民の教育を受ける権利を保障

するということは、憲法第26条によりまして、全国どこにおきましても、すべて

の国民に対して等しく無償で提供される、これが義務教育であると私たちは考え

ているところでございます。２ページには、そのことを図で表していますが、義

務教育の根幹というのは、機会均等、水準の確保、無償制であろうと、こう考え

ているわけでございまして、次世代を育成するために、現世代が社会全体で共同

で義務教育システムを支える行財政の仕組みが不可欠であると、このように考え

ているわけでございます。地域の財政力や保護者の所得による格差を生じさせな

い。要するに、どんなところに、どんな山間へき地に生まれても、学校を卒業す

る時点におきましては、同じスタートラインに立たせてスタートさせることがで

きるような、そういったことを保障したいと、このように考えているところでご

ざいます。 

３ページにありますが、現在、先ほど言いましたように、国と都道府県と市町

村の適切な役割分担・協力によりまして教育行政が遂行されているということを

図でもって示しているところでございます。下の方にありますが、負担割合は、

大体義務教育関係では10兆円かかっておりますけれども、国３：都道府県４：市

町村３という割合になっているということでございます。 

それから先ほど申し上げましたが、次のページでございますが、先進主要国は、

国として教育の充実を図っておりまして、ここにありますが、アメリカ「教育は

私の政策の最重要課題である」（ブッシュ大統領）、イギリス「第一に教育、第二

に教育、そして第三に教育」（ブレア首相）でございます。一番右の方には、小泉

総理の「米百俵の精神」を書いてあるところでございます。 

この下の各国の国と地方の教員給与負担比率でございますが、フランスは全部

国、アメリカは大体10％が国、そして約50％が州、約40％が地方でございますが、

先ほど申し上げましたように、１兆円増やして、その国の関与を強めているとい

うことでございます。なお、イギリスも先ほど申し上げましたとおり、地方の分

はもう国が全部見るというふうなことでやろうとしているところでございます。

ドイツは、州が持つことになっていますが、州ごとの格差があるということが大

きな問題になっているというふうに聞いております。日本は半々でございます。 

なお、一番下に初等中等教育費のＧＤＰに対する比率でございますが、一番左

のフランスが4.0 ％でございますが、一番右の方に日本は2.7 ％ということにな

っていまして、そういう意味では、極めて効率的な投資をしているというふうに

言えるんじゃないかなと、こう思っております。 

次のページでございます。５ページでございますが、義務教育改革の内容とス

ケジュール、先ほど竹中大臣が言われたところでございまして、左の方にいろん

な項目がありまして、右の方で平成16、17、18年度でどのようにやっていくかと

いうことが明示されているわけでございます。個別のことについては申し上げま

せんが、いずれにしましても、既に推進しているものもございますし、中教審で
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検討中もございます。答申をいただきまして、平成18年度までには制度改正をす

る、こういう方向で今詰めているところでございます。 

次の６ページも同様に、各項目についての改革のスケジュールを具体的に掲げ

ているわけでございます。そして一番下にございますように、義務教育費国庫負

担制度の改革につきましては、これは平成18年度末までに義務教育制度の在り方

の一環として検討するということでございまして、中教審からは５月に中間報告

をいただいておりますが、今、更に精力的に検討を進めていただいているという

ことでございます。 

次の７ページは、まさに先ほどの御質問でございますが、現在、公立小中学校

の大都市、都市、町村の間の学力格差は余りないというふうな数字でございます。

これを見ていただきますと、大都市、都市、町村大体同じような線が流れており

ます。英語が右下でございますが、少し町村が４％ぐらいだそうですけれども、

落ちているというふうなことが言われていますが、大体平均しているなというこ

とでございます。 

それに対しまして、８ページを見ていただきたいんですけれども、昭和30年代

のころはまだまだへき地とか農山村部で低く、そして都会地では高いというふう

な、そういった学力調査報告書が出ているわけでございます。左の方は地域類型

別平均点でございまして、市街地から住宅地、ずっと右側にきまして、漁村、山

村にいきますとずっと下がってきているのが読み取っていただけるかと思います。

右の方は全地域とへき地を分けまして図示したわけでございますが、これを見ま

しても、かつてはへき地というのは遅れていたといいますか、低かったというこ

とがわかるわけでございますが、前のページにありますように、現在では非常に

平均化してきているということを御理解いただけるかと思います。 

以下は参考ということで付けさせていただきましたので、後で見ていただけれ

ばよろしいかと思いますけれども、11ページに前回、麻生総務大臣からお話のご

ざいました「平成12年の分権一括法で、教育というのは自治事務になったんじゃ

ないか。」とこういうふうなお話がありましたが、「戦前はこれは国の事務でござ

いましたが、戦後は一貫して教育というのは地方の事務だというふうになってお

りまして、12年度はそれをきちっと整理したに過ぎない。」と私どもは考えている

ところでございます。 

以上で、私の説明を終わらせていただきたいと思うわけでございますけれども、

いろんなところで、この義務教育費国庫負担制度の堅持を要請されているわけで

ございますが、私といたしましては、やはり教育をおろそかにする国に未来はな

いという思いで、これからも教育改革に取り組んでまいりたいと、このように考

えているところでございます。よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。それでは、どうぞ御議論いただきた

いと思います。牛尾議員。 

（牛尾議員） 前回、前河村文部大臣からいろんな新しい改革案の説明がありまして、

実は私は前河村文部大臣の私的諮問機関の「これからの教育を語る懇談会」の座
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長をしておりました。その中には、中教審の鳥居会長をはじめ、黒川日本学術会

議会長、奥田経団連会長等々といろいろ議論しました。そのときに一番大きくク

ローズアップしていたのは、教える側の教師の資質が低い。優秀な人もいるけれ

ども、非常に低い人がいる。３年前の教育改革国民会議では、そういう人が大体

4,000 人か5,000 人いてなかなか異動させられない。私はするべきだというふう

に議論したんですが、現在でも、そのうちの200 名ぐらいしか動いていないと聞

いていいる。そういう意味で教員免許更新制というものを提案したいというのが

文部科学省当局からありまして、これは画期的な提案でありますけれども、その

前提として、学校とか、教員の評価システムをきちっと公表して開示する必要が

ある。 

もう１つは、そういうものをつかさどる教育委員会をもっと改革して、活性化

する必要がある。そういうものをやった上で、義務教育制度というものが弾力化

するんだろうというふうに我々は考えている。これを当時の河村大臣が来年に向

かって法制化をして、ぜひ実現をしたいというところで、今御説明にもあった中

山大臣の方に引き継ぎをされたわけであります。 

基本的に日本の初等教育というのは、かつて世界では非常に評価の高いもので

あったのが、やはり環境の変化についていけなかったのではないかという気がし

ます。というのは、貧しい時代の教育は、日本は昔から二宮尊徳をはじめ、清貧

という言葉があるように、貧しさの中で立派であるというのは、いろんな先賢の

言葉がある。しかし、豊かさの中で立派になるという経験が余り過去にはないわ

けです。豊かになったということと非常に多様性、いろんな種類の人が出てきて、

いろんな生活態度があらわれてきた。それと同時に開国して、もっと国際化して、

日本人だけの教育というものから開かれたものに変わってきた。 

さらにもう１つは情報化です。いわゆる最近の10年間ぐらいのコンピュータ、

インターネットなどＥメールを中心とした情報によって、子どもの持つ情報量が

教師の10倍、20倍になってきた。これは昔から、そういう傾向があるんですが、

最近顕著になってきた。小学校の３年生、４年生でＥメールを始めるのは当たり

前になってきたわけです。それともう一つは高齢化現象で老人が増えた。少子化

現象で子どもが減ったということは、教育環境に大きな激変でありまして、そう

いう変化にどう対応するかという議論が、残念ながら、やはり国も地方も教育委

員会もやや怠慢であると言わざるを得ない。その結果、男女共同参画というよう

なことが出てまいりますと、家庭教育を誰がかわりにやるのかということも従来

と違った状況になってきたわけです。そういうよかったものが環境が変化したと

きに、どう対応するかということについて、血が出るような議論をしないといけ

ないのに、成り行きに任せてしまったというところに教育問題の問題点があると

私は思っております。 

そういう点からいって、教育をどう変えるかといったときに、さらに厳しい条

件は、2006年からついに日本の人口は減ることになります。しかも高齢化を伴い

ながら人口が減るということはゆゆしきことであって、恐らく、2025年ぐらいで
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経済が大きく成長する国で人口が減るのは日本だけだろうと思いますが、この傾

向がどんどん進んでいくわけです。そういうときに、国というのはどうやって生

き延びていくか、競争力をどう維持するかというのは非常に難しい問題です。と

にかく、総理がよく前からからおっしゃっておられる、やはり、国を小さな政府

にして、効率を高めて競争力を維持しながら、日本の活力を維持しないといけな

い。教育というものは大きく変化に即応しないといけない。 

そういう問題を抱えているときに、今、大臣がいろいろとおっしゃったことは

非常に結構なことである。しかし、この変化に即応することについては、やや希

薄な部分がある。企業はこういう変化に即応した企業が全部生き残ったわけです。

経営というのは変化があれば必ず生き延びられるんです。というのは、変化にど

う即応するかというのが経営の質のいい悪いを決めるからです。だから、企業に

とっては変化のないときは一番辛いということになります。辛いどころか変化の

連続であって、ドッグイヤーとも言われるようにすごい勢いで変わっている。そ

れがどちらかと言えば、官の世界というものは変化の即応が一番不得意でありま

して、前例に基づいて、慣例に基づいてということで、変化するということは非

常に難しい。 

しかし、現実は人口減少と高齢化というものを基礎にして、日本の社会制度は

ものすごい変化に直面している。今、いろんなことをやっていますけど、全部10

年前と同じような感覚でやっていますからね。それを抜本的に改革していかない

といけないというのが、「改革なくして」というお話になると思うので、そういう

ことを考えていくと、やはり高等教育に関しては、教育改革国民会議のときの提

案がほとんど法律で通って大改革をした。国立大学まで独立法人化した。これは

未曽有の変化に挑戦しておりますから、今、日本の国立大学はものすごい変化と

闘っているわけであります。しかし、義務教育だけはまだ、過去に評価が高かっ

ただけに何となく放っておいても変化に即応するだろうと思った節があるので、

そういう意味では、変化にどうチャレンジして新しい教育環境をつくるかという

ことについては非常に問題がある。しかもお金は余りかけられないということが

ある。 

しかし、企業で言えば、マーケットは半分に減っているわけです。１世代250 万

人だったのが今は120 万人ぐらい。もう需要の生徒数は半分に減っている。しか

し、教師の数は一緒ですから、１クラス当たりの生徒数が減るのは当たり前であ

って、これもこれから合理化していくしかない。そして、二十歳代の先生と五十

歳代の先生は環境に伴った発想が全然違う。５つの世代の人が共存しているのが

義務教育の世界でありますから、そういう意味では相当大きなチャレンジだと思

う。教育基本法というのは、21世紀の新しい教育、ヒューマニズムにあふれた世

界を１つと考える教育が一番大事だということで、教育会議、国民会議もそれを

書いたわけです。伝統的なことも大事ですが、非常にグローバルになった世界で

も人間のあり方というのは非常に大事であって、そういうことを踏まえるとやは

り大きく変えないといけないということだけは認識する必要がある。 
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どう変えるかというのは、文部省の最大の課題でありますから、幸い文部省と

科学技術庁が一緒になったということは、変革としてはすばらしい改革であった

と思うので、科学技術の要素を入れながら、今、中山大臣のおっしゃっているこ

とを着実に、新しい環境の中で、それを生かすにはどうすればいいかということ

を、ぜひ考えてほしいと思います。以上であります。 

（竹中議員） 吉川議員、中川大臣の順番でお願いいたします。 

（吉川議員） 義務教育費国庫負担制度について、中山大臣にお願いしたいことがあ

ります。１つは、国庫負担制度。国の負担分を「地方に移譲したらどうか」とい

う議論があるわけですが、「地方に移譲したらどうか」という人たちは、教育は大

切でないと思っている、あるいは、義務教育にかける費用をどんどん小さくして

いけばいいと考えているというような論点整理は、私はフェアでないと思う。義

務教育は大変大切だと、皆思っている。そこにかける費用を削っていけばいいと

は誰も考えていない。義務教育は非常に大切で、それに相応の費用をかけるべき

だということは、誰もがそう考えている。「地方へ移譲したらどうか」という人た

ちは、国と地方でどういうふうに負担するかということは、それだけとれば、教

育にとって必ずしも本質的ではないのではないかと考えているのだと思う。 

その点に関して、ぜひとも文部科学省にはさらに説明責任を果たしていただき

たいと思う。中山大臣の御説明資料、やや細かくなりますが、地域格差等の資料

を出していただきました。しかし、これは世の中で大変な議論を呼んでいるわけ

ですが、それに対して国庫負担制度が格差を抑えているという論拠にはなってい

ないと思います。それどころか９ページには図があって、昭和28年に国庫負担制

度が復活という形で導入されたとあるわけですが、１ページ前の８ページで、昭

和37年にはまだ格差が残っていると大臣がおっしゃっているわけですから、国庫

負担制度ができて10年経っても格差が残っていたということである。したがって、

国庫負担制度が格差を抑えているという主張には、御説明のあった資料は裏づけ

ていないと思います。私が言いたいことは、細かいことをいろいろ申し上げると

いうよりは、文部科学省という役所として、これだけ多くの人が、国庫負担制度

が地域間格差の是正にどういう役割を果たしているのかということに関心を持っ

ているわけですから、さらに丁寧に説明していただく必要があるのではないかと

いうことです。以上です。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） 産業政策といいましょうか、経済の実態から、この前、「新産業創造戦

略」というのを出させていただきましたが、最後は人材ということになるので、

今、人材のための投資とか、あるいは税とか、制度とかを作業している最中でご

ざいますが、業種によって新規な優秀な人材を、これは時代によっても変わって

くるんだと思いますけれども、基本はものづくり、別にそれは情報でも何でもい

いんですけれども、とにかくものづくりというときに、特に化学とか、原子力の

人材がものすごく枯渇しているという話を業界からよく聞きます。化学ですが、

そうすると、日本がこれから競争力を持っていかなければいけない、例えば、医
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薬品だとか、そういう世界で人材がそもそも非常に少なくなってくる。そういう

ことがあって、人材をどうやって育成していくかというのは、誰もが、文部大臣

でなくても、私の立場でそう思う。先ほど牛尾議員がおっしゃったこととかなり

重なっちゃう部分があるんですが、大事だと思うんですけれども、今の義務教育

の子どもたちが、どういう条件の中で生きているんだろうというと、私はいつも

考えている。平和、少子化、都市化、国際化、そして情報化という中で育ってい

ることによるプラスマイナスというものが、当然、まず与件として子どもは備わ

ってきちゃうのだろうと思うんです。 

もちろん、平和は結構だと思います。ただ、団塊の世代という方々は、平和に

なってから急にわっと増えちゃったというときに比べると、平和な時代にどんど

ん子どもが減っていっている。それから少子化、さっき大臣が「負け」という言

葉はよくないと言い、私も負けとか、挫折というものは体験しない方がいいんで

すけれども、ほかの国が体験しているのに、日本の子どもたちが体験していない

ことのデメリットというのも、やはり直視しなければいけないのではないかと思

います。 

それから、都市化。都市化ということは本物とか、体験とかという言葉が、あ

えて情報化とも関連しますが、バーチャルとリアリティとの隔絶というものがあ

る。それから、情報化によって、例えば、文字離れとか、メールなんていうのは

文章になっていないようなものが子どもたちの間に飛び交っている。本が必要な

い。これでいいんだろうかという危機感を持っております。 

それから、国際化ということになりますと、もちろん国際化に対して、英語が

できるのも結構ですし、いいんですけれども、肝心の日本の歴史なり、文化を知

らずに国際化というのは本当にあるんだろうかというふうに考えるわけでござい

ます。中国も韓国も日本以上に少子化が進んでいることは間違いない。何も日本

だけが進んでいるわけじゃないんですけれども、しかし、子どもたちを徹底的に

絞り上げるという面では、はるかに日本はゆとりなのか、何だかよく知りません

けれども、競争していかなければいけない、経済で頑張っていかなければいけな

い日本の中で、子どもたちがどうやって、さっき意欲というお話がありましたが、

意欲の前に刺激があるんだろうと思っております。 

最後に大臣のペーパーで「くじけるな、ウソをつくな、弱いものいじめをする

な」と、これは学校で教える前に家庭でまず教えるべき問題で、親がまず自分の

子どもに対して、一番の教育のプロでないといけないというふうに思っておりま

すので、最近、そうじゃないという事件がときどき出てきますけれども、そうい

う意味では、まず家庭があって、社会があって、学校があって、そして意欲があ

って、刺激があって、人材というものができ上がってくるんだと思います。中山

大臣は日ごろからお付き合いさせていただいて、よくわかっておりますけれども、

どうぞいいことづくめだけの教育改革じゃなくて、厳しいところを直視しながら、

それを乗り越えていかないと人材は育っていかないし、日本が今後成り立ってい

かないというところを、ぜひ積極的に取り入れていただいてやっていかないと非
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常に心配だなというふうに思っております。よろしくお願いします。 

（麻生臨時議員入室、今井総務副大臣退室） 

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 手短に申し上げます。国と地方の教育における役割分担は何なのかと

いう議論が進んでいるわけですが、そういう中で国の教育行政を司られる中山大

臣が国が責任を持つべきことは何だ、国が担保しなきゃならないことはなんだと

いう視角から議論されるのは、私は当然のことだと思うんです。 

ただ、若干危惧されるのは、そういう議論のときに、さっきの吉川先生の議論

とやや通ずるんですが、どっちにやった方が金が確保できるのかというような議

論が多くて、それも必要な議論だと思いますが、やはり自由度が拡大していく中

で質を高めていくにはどうしたらいいか、そういう中で国が担保すべきものは何

だという、こういう議論をもう少し詰めていただく必要がある。最後は国の責任

は何だという議論になってくると思いますから、今、私が申し上げたような中で、

国が果たすべき責任は何なんだというのを詰めていただけたらと思っております。

（細田議員） ちょっと一言だけ。この間、４大臣と中山文部科学大臣との間で議論

した際に、私から申し上げたのは、資料の３ページの中で、ここに「指導、助言、

援助」と書いてありますが、国がこれまでやってきた指導、助言は具体的に何な

のか。国の立場でやらなければならなかった指導、助言は何なのか。これからも

必要な指導、助言は何なのか。そのこととお金は関係があるのか、ないのか。い

ろいろ基本法だとか、ここにある程度出てきているんですが、これらは一体、国

がやらなければならないとしても、国のお金がないとできないことなのかどうか、

という点を仕分けてほしいということをお願いしているので、まだ、もうちょっ

と深堀して検討した方がいいなという感じがするんでございます。 

（竹中議員） おいでになったばかりで恐縮でございますが、麻生大臣、教育の基本

的なことについて、もし御発言がございましたら、時間がもうあれなもんですか

ら。 

（麻生議員） さっきまで委員会をやっておりましたので、いまいち雰囲気がわから

ず、なかなか乗りにくいところなんですが、公立の小学校、中学校で、例えば大

都市との間で格差がなくなったとか、それから昭和30年代は貧富の格差があった

ので、山村部ではいろいろ地域間に格差があったという話を、私どもよく聞くと

ころでありますが、これが解消されたのは、国庫補助負担金のおかげかと言われ

れば、果たしてそうかなと率直なところ思っております。 

これは文部科学省の決めた、いわゆる標準法という教職員数の拡充というのを

きちんとはめたりなんかしたというのも大事なところだと思いますし、塾などと

いうものが、これは通産省所管のサービス業なんですが、塾というものが教育の

補完業務としてはかなり充実されたという点も否めない事実だと思うんです。 

それから、やはり国土の均衡ある発展等々によって、地域間格差がかなり昔に

比べて解消されて、山の中でもテレビが見られ、電話がその場で通じ、いろんな

形でそういった地域間格差がなくなったことによるところが大きいのであって、
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教職員の給料を払ったから格差がなくなったということにはならない。むしろ、

標準法できちんとやった結果として言えるのではないかという点が一番大事なと

ころで、今回の中でいろいろ地方にという話が出ておりますけれども、私の考え

から申し上げれば、きちんと教職員、学校、その他標準法等々、こうあるべきと

いうのがきちんと決めていただければ、地方はそれでいいのではないか。むしろ、

それをやめたら、その地域の住民からのブーイングというのに、よほどちゃんと

応えないといかんことになろうと思いますので、工夫はいろいろされるとは思い

ますけれども、私は、金だけの話ではいかがなものかというのは率直な実感であ

ります。 

（竹中議員） それでは、いろいろありますが、中山大臣、まとめてお願いできます

か。 

（中山臨時議員） いろいろと示唆に富んだ御意見をいただきましてありがとうござ

います。牛尾議員から言われましたけれども、文部科学省はこういう時代の流れ

を的確に捉えて、本当に対応してきたんだろうかということにつきましては、私

も外からずっと見ていたんですけれども、かなり鈍かったのではないかなと思っ

ておりまして、そういう意味では、まさに御指摘いただきましたいろんなことが、

本当にそうだと思います。文部科学省がそういった対応に対して、不得意だった

ということは否めないと思っています。やはり、そういう意味でいろんなことを

含めて、抜本的な改革というのが、今こそ求められているんじゃないかなという

ことをお話を聞きながら痛切に感じたところでございます。 

簡単に申し上げますが、あと吉川議員からの話でございますが、この資料がな

いんですね、以前のものが。昭和30年代初頭のころの数字があるといいんですけ

れども、調査がございませんので、これを使わせていただいたということでござ

いまして、義務教育費国庫負担制度があったから格差が縮まったんだと、それだ

けを言うつもりはございません。また麻生大臣が言われましたように、まさに国

土が発展してまいりました。また、塾のことがあったかもしれませんが、塾はむ

しろ都会の方が多いので、地方の方は塾に通っている子どもたちも少ないですか

ら、そういう意味では、学校の教育というのが大きな担保になったんじゃないか

なと、こんな感じがしているところでございます。 

中川大臣の御意見について、まさにそのとおりだと思っていまして、家庭教育

ということも本当に大事でございます。ここに私が掲げました子どもの「くじけ

るな、ウソをつくな、弱いものいじめするな」、これは学校の話ではなくて、旧薩

摩藩で、小泉総理もそうですが、この地域で郷中教育というのをやられていまし

て、そこで小さいころからたたき込まれた。これは家庭でも地域でも、学校では

やられたことはありませんが、そういったものだということで、それを参考にし

て、総理の御助言もありまして、「負けるな」というのはどうかなということで、

「くじけるな」に変えたということを御理解いただきたいと思います。 

あと、細田長官から助言とか、指導とか、援助というのは、どういうことなん

だということについては、宿題をいただいたと思っています。今、省内でいろい
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ろ検討しているということを御理解いただきたいなと思っています。 

それから、麻生大臣に言われましたが、標準法というのがあって、それでこう

なったんじゃないか。まさに、それもそういうことだと思いますが、標準法があ

って、それを担保する予算措置をちゃんとしてきたということが大きかったんじ

ゃないか。標準法だけやって、あとは自分たちでやれと言われても、財政力の乏

しいところはできないわけでございますから、実はそこを一番心配するわけでご

ざいます。補助金カットということで義務教育負担を地方にやらせるということ

で一番心配しますのは、まさに極めて都会と地方といいますか、経済格差がつい

てきているわけでございます。かつてもそうでございましたが、知事さん方が教

育に力を入れないということじゃないと思うんです。もちろん、選挙で選ばれる

方ですから、教育も力を入れると思うんですけれども、これから交付税の改革等

もありますと、本当に教育に力も入れたくてもない袖は触れないといいますか、

できない場面が出てくると思うわけでございまして、そこのところを少なくとも、

国がここだけはしっかり持つよというものがなければいけないのではないかなと

いうことを強く皆さん方に訴えたい、こう思っているところでございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。いろいろさらに御意見があろうかと思いま

すが、一応３点に要約をさせていただきたいと思います。 

まず、中山大臣からは２年間で５つの改革を進めていくというプランを示して

いただきました。この中には前回も御議論ありましたような教員免許の更新制、

それと評価システム、さらには教育委員会の改革等々盛り込まれておりますので、

ぜひ精力的に、このプランをお進めいただきたい。これがまず第１のポイントだ

と思います。 

第２のポイントは、やはり今日、部分的ではありますけれども、教育のそもそ

も論を続けることが極めて重要であるということだと思います。もちろん、これ

は文部科学省において引き続き、ぜひ続けていただきたい。それと長期的な問題

は、「日本２１世紀ビジョン」の中でも、教育のことを扱うことにしておりますの

で、また皆さんの御協力をいただいて、ぜひしっかりと進めていきたいと思いま

す。それに加えて、さらに多様な形で、「そもそもどうあるべきか」ということを、

さらにやっていく必要があるのかどうか、これは皆さんにいろんな御意見をいた

だきたいというふうに思っております。 

第３番目としては、特に具体的な義務教育に関しては、国と地方の役割の中で、

国の責任の果たし方はどうあるべきなのかという点について、さらに議論を具体

的に煮つめなければいけない。その点については、まだ幾つかの意見があるとい

うことなのではないかと思います。こうした点に関しましては、これは４大臣会

合の場等々もございますので、引き続きしっかりと議論をさせていただくという

ことかと思っております。総理、これに関しまして。 

（小泉議長） 教育だけじゃないんだけど、先ほど牛尾さんも言われたように、少子

高齢化社会が今まで世界に例を見ないほど日本は進んでいる。これは悲観的な見

方が多いんだけれども、大変だ大変だと子どもを増やすことだけに今非常に重点
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的に取り組んでいるんだけれども、果たしてそうだろうか。追いつき追い越せで

はなくて、新しい形として、高齢者が本当に年金を受給するだけ、若い人たちに

支えられるだけの存在だろうか。必ずしも、これからはそうじゃないんじゃない

か。それと、女性の社会進出が遅れている、日本はほかの先進国に比べれば。と

いうことは、まだ女性の進出の余地は十分にあるということですね。だから、本

当に人口が少なくなることで、ますます日本の経済はこれから落ち込んでいくん

じゃないかという見方が強いんだけれども、高等教育が進んでいけば、人口が増

えるどころか、子どもの数が増えるどころか、むしろ貧しい地域の子どもが増え

ている。豊かになると子どもが減ってくる。ところが今、苦しいから子どもが減

っているんだという議論が多い。そういう今までの一定の見方と違った新しい、

若い世代が減っても高齢者が増えても活力がある社会ができるんじゃないかとい

うのも検討する必要があるんじゃないですか。 

それと、教育の分野で、教育はみんな大事だよ。私が異議を唱える気は全くな

い。教育で一番大事なのは、親こそ最良の教師だということ。今、親が子どもを

いじめたり、虐待したり、とんでもないことが起こっているけれども、やはり親

になる人、大人の教育が一番大事じゃないか。子どもの教育よりも、先生ね。子

どもというのは先生の影響が大きいんだから、先生に対する教育ということが重

要じゃないかと思うよ。子どもの教育も大事だけれども、親こそ最良の教師とい

う教育の原点。人材確保法で先生の給料をよくして、本当に人材がよくなってい

るのか、そういう点も含めて検討していただきたい。 

三位一体、これは当然やってもらわなきゃいけない。だめだ、だめだ、反論ば

っかりじゃだめだよ、文部科学省は。地方の意見を尊重してやってもらわなきゃ。

知事会、市長会、議長会、町村長会、地方６団体がまとめて提言したんだから。

地方団体はまとまっているけど、実際はばらばらじゃないかという意見があるけ

れども、自民党だってばらばらじゃないか。その反論ばっかりじゃなくて、地方

団体の意見を真摯に受けとめて、三位一体をどうやってもらうかということを文

部科学省は真剣に考えてもらいたい。何だって改革をやろうとすれば賛否両論が

出て大変なことはわかっている中を、ようやく難しい問題をやっているんだから

ね。現状維持で、あれもだめ、これもだめ、今までがいいと言うんじゃ通じない

ですよ。その辺をよく真剣に考えてもらいたいと思います。 

（中山臨時議員） 総理のおっしゃることは誠にそのとおりだと思います。少子化と

いうのを後ろ向きに考えるのではなくて、前向きに考えていきたい。ですから、

これだけ平和で豊かな国ですから、お年寄りの方も元気ですから、極めて成熟し

た教養国家というんですかね。そういったものを世界一の教養国家というものを

目指せるんじゃないか。少なくなる子どもたち、それこそ一騎当千といいますか、

一人一人が本当に力のある輝くような存在であってほしい。これが教育ではない

かと、こういう感じを持っていまして、一生懸命取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

今、竹中大臣から引き続きこの問題については議論を続けろと言われたので、
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本当にありがたいのですが、１つは中教審の先生方との意見交換の場といいます

か、協議の場をつくっていただきたい。もう１つは、今、総理も言われましたよ

うに、いろんな議論の中で地方６団体はあのような案をまとめられたわけですけ

れども、中には、いろんな意見もあったと伺っていまして、そういう意味では、

例えば東京都知事は税源移譲で相当得をすると思うんですけれども、しかし、反

対だと言われた。そういう国家観のある知事さん、地方自治を担当しながら、国

家のことを考えている知事さん方もいらっしゃると思いますので、ぜひ、そうい

った方との意見交換の場もつくっていただければありがたいなと、２つお願い申

し上げたいと思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますか。今の意見も参考にさせていただいて、ぜひ

協議をさせていただきます。ありがとうございました。 

（中山臨時議員退室） 

○三位一体の改革について

（竹中議員） それでは、今日予定された時間がほとんどなくなってしまったんでご

ざいますけれども、一つだけ、「三位一体改革『全体像』の論点整理－地方財政計

画・地方交付税について」という、私の名前のメモがありますので、その説明だ

けさせていただきたいと思います。 

前回も、地方財政計画、地方交付税について御議論いただきました。そこに「１．

基本方針」と書いておりますが、これは前回のとりまとめを再録したものでござ

います。以下の点を基本方針としてはどうか。これは短期、中期、長期でありま

すが、短期的には、この見直しを平成17年度予算に着実に反映する。中期的には、

その見直しを前提に３年程度のビジョンを作成して諮問会議でも議論する。長期

的には、麻生大臣が言われたように、2010年代初頭に不交付団体の人口割合を３

分の１にすることを目指す。これはやはり、一つの目標といいますか、合意事項

にしてはいかがかというふうに思います。 

その際、煮つめなければいけない論点が大きく３つあると思います。 

第１の論点は、地方財政計画の規模をどのようにするかということでございま

す。この第１の点につきましては、これまでの総務大臣、財務大臣の御主張を中

心に２枚目に別紙をつけておりますが、歳出の適正化を目指して、7.8 兆円云々

という財務大臣の御意見。それに対して、総務大臣からは削減のスピードを、予

想されたものを上回っているのではないかというような御指摘。そういうことを

踏まえながらも、プライマリーバランスの回復のために、やはりどこかで目標と

するものを求めながら一致点を見出していかなればいけないのではないだろうか。

その一致点を見出そうではないかというのが第１のポイントでございます。 

第２点は、三位一体改革を平成18年度までにおいて、歳入面で地方団体に何ら

かの対応が必要か。これも別紙をつけておりますが、今までの御意見を要約して

おりますが、これについても現実的に地方団体の予算編成上の困難というものも

踏まえて、何らかの対応が必要かということは、現実問題としては、しっかりと
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議論せねばならないということだと思います。 

そして、３番目、地方財政計画、地方交付税の適正化等の改革をいかに行うか。

これはまさに、特に資源配分の中身をどうするかということも踏まえてでありま

すけれども、この地方財政ビジョンをどのぐらいのスケジュールで策定すべきな

のかということ。その際に、これまで民間議員から提示された算定根拠の明示と

か計画実績乖離の是正などをしっかり折り込んで、どのようなスケジュールでや

るべきかというようなこと。さらには、普通交付税と特別交付税を通じて、引き

続き算定の簡素化、配分ルールの明確化に取り組むべきではないか。その点を論

点として整理をさせていただいたものでございます。これは次回にまた、引き続

き議論をさせていただく必要があると思いますし、引き続き、また事務的にもこ

うした点について、しっかりと議論をさせたいと思います。もし、今日、この時

点で何かどうしてもという御発言がございましたら、総務大臣どうぞ。 

（麻生議員） これは次回にさせていただけるんですね。今日、総務委員会でずっと

朝から加藤紘一先生の直々の御指名までいただいて光栄でしたけれども、丸々７

時間かかりましたので、遅れて前後の話を全然知らないで申し上げますので、こ

れを見た感じで、次回させていただくということなら、私、それで結構なんです

が、ぜひ、今の段階でこれだけはという感じが正直なところでいたしております

のは、過日、ポンと財務大臣から出てきた７兆円から８兆円の話ですけれども、

文部科学省の今の話を聞かれても、何となくと思っておられるでしょうが、地方

の教職員の給与が払えなかったらどうするんだとか、義務教育制度がなくなるん

じゃないかとかという話を、昨日の朝もしておられました。 

この話は、保育園のときがいい例だと思いますが、公立保育園のときには、補

助金をやめて、その分だけはちゃんと交付税で埋めてきちんとしましたから、誰

一人文句を言う人はおらずスムーズにいった。これは現実ですから。その話をす

るとみんな納得する。 

納得したんですが、この間の7.8 兆円が出たもんだから、その交付税というの

は財務省は払わないという話になって、いきなり疑心暗鬼を生んでおり、これく

らい稚拙な手法はないなと従来の財務省には考えられぬと正直思いましたけれど

も、とにかく、そういう手法が出た。昨日の朝、中山大臣とこの４大臣でやりま

したときも、その点を言いましたでしょう、あの人は。だから、それは違うと。

それはちゃんと払うという約束でやっているんだからと言ったけれども、7.8 兆

円の話といろいろ言いますので、谷垣大臣の方から、それはちゃんとやると言っ

ているといって、いろいろあったんですね。 

その点だけは正直、今日の総務委員会もほとんどこの話でやられますので、聞

く相手を間違っておられます。質問される相手は谷垣議員か、竹中議員に聞いて

ください、私に聞くのは間違いですと、総務委員会で、やる場所が違うと言い返

しております(笑)。 

（竹中議員） 今の御意見に対しては、当然、財務大臣からはあると思いますが、ち

ょっと今日は時間がございませんので、このメモの趣旨は、どの数字が正当化さ
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れるとかということではなくて、まさに今、麻生大臣が指摘されたような異なっ

た見方がありますから、その間をしっかりと埋めていき、それを論点にしましょ

うということ。繰り返しますが、一方でプライマリーバランスを回復するために

は、国も地方も汗を流さなければいけない。その点で一致点を見出していきまし

ょうと。そういう点でございますので、次回の諮問会議は15日ぐらいになりまし

て、そのときまでに、こういった点について、大分話をしなければいけない可能

性がありますので、それは事務的にしっかりと、こうした論点について詰めさせ

たいというふうに考えます。その点、ぜひ御了承を賜りたいと思います。総理、

よろしゅうございますか。 

（小泉議長） はい。 

（竹中議員） 最後に２点だけ御報告をさせていただきます。１つは今日、お手元に

構造改革評価報告書を配っております。これはＩＴの進展についての政策評価で

ございますので、重要な論点も含まれておりますので、お目通しをいただきたい

と思います。 

なおもう一点、この場でかつて御議論いただきました統計の整備に関しまして、

これは吉川議員を委員長として専門家を委員とする推進委員会をお手元の資料の

とおり設置をいたしました。本委員会には麻生大臣の御賛同を得まして、総務省

から全面的な協力をいただくことになっております。この点で麻生大臣、発言は

ございますでしょうか。 

（麻生議員） 経済社会統計が今の時代にちょっと合っておらぬのではないかという

のは、昔からありましたので、喫緊の課題だと認識をしております。総務省とし

ても、昨年６月に「統計行政の新たな展開方向」というのをとりまとめて、ＧＤ

Ｐ統計の精度向上、経済のセンサスの検討など、統計の整備というのをやれとい

う話をしておりますので、この推進委員会にも全面的に協力をさせていただきた

いと思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。それではどうもありがとうございました。

また、次回お願いします。 

（以 上） 
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