
 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

 

   

   

   

   

 

   

 

 

  

平成 16 年第 34 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 16 年第 3  4 回）

（開催要領） 

1. 開催日時：2004 年 12 月 20 日(月) 13:35～15:37 

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 経済財産業大臣 

同     福井 俊彦 日本銀行総裁 

同     牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同     奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同     本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同     吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 南野 知惠子 法務大臣 

同     町村 信孝 外務大臣 

同     中山 成彬 文部科学大臣 

同     尾辻 秀久 厚生労働大臣 

同     島村 宜伸 農林水産大臣 

      鳥居 泰彦 中央教育審議会会長 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）ＦＴＡについて 

（２）教育の基本的あり方について 

（３）平成１７年度政府経済見通しについて（報告） 

（４）平成１７年度予算編成等について 

3.閉会 

(説明資料) 

○構造改革の推進を通じたＦＴＡへの取組の強化について（有識者議員提出資料） 

○今後の経済連携の方向性について（中川議員提出資料） 

1




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年第 34 回 議事録 

○農林水産分野におけるアジア諸国とのＥＰＡ推進について（島村臨時議員提出資料）

○中央教育審議会について（鳥居中央教育審議会会長提出資料） 

○今後の教育改革について（有識者議員提出資料） 

○谷垣議員提出資料 

（本文) 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、ただいまから今年34回目の経済財政諮問会議を開催いたし

ます。 

本日の議題でありますが、まず南野大臣、町村大臣、尾辻大臣、島村大臣にお

出でをいただいておりまして、ＦＴＡについて御審議をいただきます。次に、後

ほど中山大臣と鳥居中央教育審会長にお出でをいただきまして、教育の基本的な

あり方について御審議をいただきます。その他今日午前に閣議了解されました、

平成17年度の経済見通しの報告、また後ほど谷垣大臣から、平成17年度予算編成

等についての御報告をいただくことになっております。 

○ＦＴＡについて

（竹中議員） それでは、ＦＴＡについての御審議をいただきます。 

まず、民間議員から資料が提出されておりますので御説明を、これは奥田議員

にお願いいたします。 

（奥田議員） 11月15日に時間がなくなりまして、ＦＴＡの説明をすることを今日ま

で延びたわけでございますので、本日、資料出させていただいております。内容

につきまして、私から簡単に御説明をさせていただきます。 

ＦＴＡをはじめとする、いわゆるグローバル化への対応ということは申し上げ

るまでもなく、通商立国である我が国にとっては、これは急務であると、「骨太

方針の2004」にもございますように、我が国経済の活性化のため、これは極めて

重要な課題であると、このように考えております。したがいまして、中国をはじ

めとする他国に遅れることなく、東アジア諸国をはじめ、我が国とって重要な国、

地域との間で、特にスピード感を持って包括的であり、またかつ高水準の協定を

実現するために、ＦＴＡ推進に向けた基本的な方向性を確立して、農業、それか

らサービス、人の移動、こういうものにつきまして、国内の構造改革に本格的に

取組ながら、政府一丸となってＦＴＡを推進すべきであると、このように考えて

おります。 

具体的には、まず国内の構造改革としては、我が国農業の競争力強化等の観点

から、「食料・農業・農村基本計画」の見直し作業を急ぎまして、改革工程を明

確に定めるとともに、各国との交渉においては相手国の要望にも柔軟に対応して

いく必要がある、このように思います。同時に、外国人労働者の受け入れにつき

ましては、早急に検討の場を設けまして、来春を目途にまとめられる「第三次出
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平成 16 年第 34 回 議事録 

入国管理基本計画」等に方向を明示し、受入体制の整備を進める必要がある、こ

のように考えております。 

このような国内構造改革と並行して、ＦＴＡを戦略的、また効率的に対応する

ためには、縦割り行政の弊害を排除して、総理のリーダーシップのもとで、政府

一体になって推進を図るための体制の改革、あるいは整備、こういうものを行う

べきであると考えております。 

これらを含めまして、ＦＴＡにおいて実現すべき内容、優先的に取り組む国、

あるいは地域、関連する構造改革、ＦＴＡの影響や効果の分析体制、ＯＤＡの戦

略的活用、こういうものを内容とするＦＴＡ推進に当たっての基本的な方向性を

政府として早急に確立すべきであると、このように考えております。 

この基本的な方向性につきましては、我々からも意見もその都度申し上げてい

きたいと思っておりますので、是非とも諮問会議においても、引き続き議論する

機会を設けていただきたいと思います。 

私は各大臣が各国を訪問される直前に、東南アジアの４か国を回ってきたわけ

ですが、そこで出た生々しい声を申し上げます。 

中国の薄煕来（ハク・キライ）さんから「ＦＴＡをやりたい」と話があり、「国

へ帰って考えます」と言いましたら、「日本は中国とＦＴＡとやるつもりはある

のか、中国はＦＴＡを各国と実際やっており、これからも広げていく」と、こう

いう話がございました。 

タイのタクシン首相は、「日本から色々な人が来過ぎる。あらゆる省庁から何

十人も人がやってきて、それに応対するのに大変で、一体誰と話をすれば良いか

よく分からない。内容も非常に細かくて、もう少し何とかならないのか」と言っ

ておりました。また、フィリピンはアロヨ大統領がおそらく新聞記事に対する反

応であろうが、「フィリピンの看護師は非常に優秀で、世界中どこでも需要があ

る。100 人しか入れてくれないようなことだったら、何も日本に受け入れてもら

わなくても結構です」と、かなり厳しい口調の発言があった。 

（竹中議員） 関連して牛尾議員から発言があります。 

（牛尾議員） 今、奥田議員からの御報告でほぼ総括されているわけですが、ちょう

ど同じ頃に私もアジアを回りましたので、その印象を込めて申しますと、やはり、

みんな日本とＦＴＡを早くやりたがっている。これは、話しているとひしひしと

感じられるのです。特にタイやマレーシアはそうした思いが非常に強い。それに

対して、日本からは各省各課が大集団で行って、縦で個別に交渉するものですか

らイライラしてしまう。結局こうしたいと言うと、じゃ、おまえこうしろという

ふうに各課レベルで、それぞれの意見を主張し合うものですから、インフォーマ

ルなオーソリティのある人が来て、わっと話せばすぐまとまるのではないかとい

うような感じを持っているんですね。 

民間企業の場合は、強い、余裕のある企業が発展途上の企業と提携する時には、

相当、大きい方が相当譲らないとまとまらないわけです。対等じゃなくて譲って

やる、それで一緒になって流れができれば、長い目では十分効果があるので、目
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先だけで対等な交渉をするところに苛立ちがある。 

今、日本というのは、特に21世紀に入って、人口問題も含め色々な意味を込め

て、アジアの中の日本としての国づくりを考えなければいけないわけですから、

特にアジアの各国とは積極的に相当譲るものは譲って、アジアを日本が支え、拡

大を考えるという精神が非常に必要であるが、残念ながら非常にスピードが遅い。

タイに行ってびっくりしたのですが、まだボンレスチキンか肉かという話をして

いるのです。20年前から同じ議論が出て全然進んでいないわけです。やはりスピ

ーディーにやるためには、日本もこれだけの国になって、しかも構造改革を標榜

しているわけですから、一体になった交渉で成果目標でもつくって、「２年間ぐ

らいでここまで進むんだ」というようなことを考えていかないと、個別の分野の

議論では前に進まなくなってしまっている。 

タイのケース１つとっても、中国とアメリカは先にやっているのに、日本は未

だに取り残されたままになっている。 

先ほどアロヨ大統領の話が出ましたけれども、やはり日本で働きたいという一

番の希望はＡＳＥＡＮの人が持っているし、日本語の勉強もみんな一生懸命して

いるわけですから、需要も日本に山ほどあるわけですから、そこの障害が取れれ

ば、一気に流れ始めて、５年、10年単位であれば、絶対プラスになることは間違

いないと私は思いますので、そういう高い、広い見地で政治家の方が進まれるこ

とを心から期待したいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、各大臣にお願い申し上げますが、

まず町村大臣にお願いいたします。 

（町村臨時議員） 今交渉が進行中のところが御指摘のようにフィリピン、タイ、韓

国、マレーシアとあるわけでありまして、とにかくこれらについては、来年の早

いうち、あるいは来年いっぱいにはこれらは必ずまとめたい。また、来年の４月

からＡＳＥＡＮを全体として交渉を始めるわけでありますけれども、これらにつ

いても、とにかくスピーディーにやりたいというふうに考えております。 

実は中川大臣などは前々から、この問題に大変熱心に取り組んでおられるわけ

でございますけれども、政府全体もやってきたつもりであります。スタートが遅

かったのは実際事実でございます。そこで、明日、経済連携促進関係閣僚会議で、

改めてこの経済連携協定の推進についての基本方針で決めたいと、こう思ってお

ります。 

中身は、当たり前のことをばかりが書いてあるかもしれませんけれども、日本

の対外経済関係の発展、日本の利益に寄与すると同時に、日本の構造改革のみな

らず、相手国の構造改革にも資する、そういう形でやっていきたい。その際に、

先ほど来お話があった東アジア、特に小泉首相が昨年シンガポールで東アジア共

同体ということを謳いあげられました。その東アジア共同体の構築を促すという

ことを中心において、世界の色々な国々からオファーがあったりするわけですけ

れども、特に東アジアということに当面は昀重点を置いて進めていきたいという
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ことであります。 

また、相手の国との関係で、ＦＴＡばかりではなくて、投資協定とか、あるい

は相互承認協定とか、投資環境の整備とか、そういうものの方が当面は非常に有

効だというケースもございます。特に中国は、ＦＴＡというと国内的にはまとま

らない部分があるかもしれませんけれども、投資は随分進んでおり、それにまつ

わるトラブルというのが随分あるわけです。したがって、中国にはむしろ投資協

定でいこうという話をし、先方は「それは嫌だ」と言っているというような実情

もございます。そんなようなことで、その国その国に応じた形、昀適な形という

のはあるのではなかろうかと、こういうことであります。 

それから、スピードアップするには、先ほど人手がかかり過ぎているという御

批判もいただきましたけれども、現実に、私も臨時国会でも日本とメキシコの投

資協定という30センチぐらいの資料がどんと積まれるわけです。というのは、譲

許表で１項目ずつ全部書いてあるわけです。それはきちんとやるとそうならざる

を得ない。このために要するマンパワーというのは、例えば、外務省の国際法局

などは、幾ら人手があっても追いつかない。今４本走っていますから、これが同

時に国会にかかるのだったら、膨大な資料を作成しなければいけないということ

になって、これは外務省のみならず、各省それぞれ大変な実はマンパワーが必要

となる。 

さりとて行革でそう簡単に人を増やせないといった問題もありますので、その

際には、民間の専門家のお知恵とお力も借りるといったことを含め、もちろん交

渉のやり方の簡素化というのも考えなければいけませんが、そんなこともやって

いきたい、こう思っているところでございます。いずれにしても、先ほどいただ

いた御指摘を踏まえながらやっていきたいと思っております。 

ただ、例えばアメリカのＵＳＴＲ的なものを念頭に置いて、そこで一元的にや

ったらどうかというお話も先ほどの行政の交渉体制ということもお話がありまし

た。これは前からある議論でありまして、それはそれで一案かもしれませんけれ

ども、結局、ＵＳＴＲも確かに外に出ていくと一元的な交渉権限を持つけれども、

結局国内に持ち帰ってみると、農務省その他と相談をするという意味では、実は

そう変わりがない。ただ、日本側のやり方というのは、ある意味ではきめ細かや

過ぎるというか、丁寧過ぎるというか、しかし決まった暁にはすっと進むという

メリットも他方あるのでありまして、これはなかなか日本にまたＵＳＴＲをつく

るというと、多分、屋上屋を重ねてまた同じことになるのではなかろうかと思っ

たりもしておりまして、この辺はなかなか正直言って悩ましい問題ではあるかな

と、こう思っております。 

ただ、先ほど御指摘をいただいたところ、特に「ＯＤＡを戦略的に使っていけ」

といったような御提言は、大変もっともだと思いますので、是非こういう方向で

努力をしてまいりたいと、かように考えております。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございました。中川大臣お願いいたします。 
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（中川議員） 今の御指摘を重く受け止めながら説明をさせていただきたいと思いま

すが、通商国家であるという、冒頭の戦略はそのとおりであります。 

通商国家としてよって立つべきものは何かというと、今、町村大臣、私が申し

上げたいことの多くを言っていただいたわけですけれども、ウルグアイラウンド

のときには、日本とアメリカはＷＴＯありきで走っていって、途中で「これはち

ょっとおかしいぞ」ということでＮＡＦＴＡができたわけでありますが、今逆に

ＦＴＡありきでＷＴＯが消えてしまっている、霞んでしまっているという感じを

正直言って持ちます。私は両方大事だろうというふうに思っております。 

通商国家である以上は、例えばアフリカなどは、私どもお会いしたりすると、

ものすごく日本に感謝をしているわけでありまして、これはＷＴＯのルール、途

上国への配慮、あるいはＯＤＡが効いているわけで、ＦＴＡをアフリカのＬＤＣ

と結ぶなんていうことはお互いあんまり感じていないわけでありますから、ＷＴ

ＯのＧＡＴＴ24条に則ったＦＴＡという中で、全体の通商戦略の中でのＦＴＡ戦

略という位置づけが必要ではないかと思います。 

東アジアがとりわけ大事であると、ほかにインドとか、チリもスタートライン

についた状況になっておりまして、これも重要でありますけれども、東アジアは

地理的に言っても、また経済的な関係からもとりわけ重要であるというふうに考

えております。 

戦略の中で、例えば中国の話が出ましたが、中国は選挙がない、議会がない、

マスコミもうるさくないというところが決定的に異なり、ＦＴＡは選挙や条約を

議会で承認しなければいけない。 

先ほど、奥田議員からアロヨ大統領のお話がありましたが、アロヨ大統領が私

どもの関係で、品目も含めて、後出しでどんどんと出てきたのも、結局、議会に

説明ができるか、議会を通るかというところを大変心配された、というふうに私

どもは分析をしております。 

アメリカのＦＴＡ戦略は何かと私なりに判断をいたしますと、経済性ももとよ

りですけれども、政治性も非常に考えております。中東のサウジとやりたいとか、

モロッコとやりたいとか、あるいはオーストラリアとやったのに、オーストラリ

アと経済的にかなり緊密なニュージーランドの申し込みをなぜアメリカは断った

のか。これはイラクの問題が響いているのではないかと、私も考えております。

それぞれ各国戦略があって、その上でもちろん日本にとってプラスになるように

しなければいけない。 

資料（２）の③に書いてありますけれども、Ｗｉｎ－Ｗｉｎというのは、ゼロ

サムの世界から、両方ともプラスになるということで、言葉はとっても良いので

すが、実は痛みも分かち合うということでセットでなければいけない。したがっ

て守るべきものは守り、譲るべきものは譲るということだろうと思っております。

それから、相手国にとっての配慮というお話がありました。そのとおりであり

まして、特にＡＳＥＡＮ等は、途上国でありますから、同じＷｉｎと言っても、

分母が違うわけでありますから、そこは配慮をするという意味で今御指摘のあり
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ました「ＯＤＡの戦略的活用等」とありますけれども、広い意味でのキャパシテ

ィビルディングは極めて重要なことだろうというふうに思っております。 

昀後に「進め方」というのがございますけれども、シンガポールはほとんど産

業がない、貿易立国としての関係だったが、メキシコ、チリは、ある意味ではＦ

ＴＡ大国といいましょうか、先進国でありまして、日本にとってみれば、初めて

の経験を色々学ばせていただきました。 

今、御指摘のありました点については重々気をつけなければいけませんが、私

どもの経験としては、外務省、農水省、経済産業省、３大臣が一体となって、と

にかく譲るべきは譲り、守るべきは守ってまとめろという総理のリーダーシップ

の下で、昀後の首席交渉官ベース、そして大臣ベースでは、そんなにばらばらだ

ったとは正直思っておりませんし、今後もそういうことはあってはならないとい

うふうに思っております。 

総理の強いリーダーシップの下で我々がやっていかなければなりませんし、や

っていけば、「ばらばらだ」といった御指摘がないように努力をしていかなけれ

ばいけないと思っております。 

いずれにいたしましても、ＦＴＡというのはバイの交渉ですから、オーダーメ

イドといいましょうか、それぞれ相手が違うということで、相手との関係、それ

から、これは経済界、あるいは農業団体の方も含めた直接関係者ベースで情報交

換なり、話し合いなりをしていただいて、国を挙げて一致団結してお互いＷｉｎ

－Ｗｉｎの関係でやっていくということで、今後東アジア、あるいはまた、それ

以外の国も含めてやれるものからスピード感をもってやっていく必要があるとい

うことで、今の４議員の御提案を重く受け止めさせていただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） それでは、島村大臣お願いいたします。 

（島村臨時議員） 私からはＥＰＡ、農林水産物交渉に積極的に臨む方針としてまと

めました「みどりのアジアＥＰＡ推進戦略」について御説明させていただくわけ

でありますが、その前に、民間議員の皆様から御指摘をいただいた農業の構造改

革について、少し申し上げたいと思います。 

農政改革につきましては、来年３月の閣議決定に向けて「食料・農業・農村基

本計画」の見直し作業を進めておりまして、これにより、担い手の明確化と施策

の集中化・重点化、あるいは農地の利用集積、経営規模の拡大による生産性の向

上等を通じ、我が国農業の構造改革を推進していく考えであります。また、株式

会社の農業参入に関しましては、特区で行ってきたリース方式での農業参入を、

農地制度の中にどのように組み入れて全国展開につなげていくか検討し、次期通

常国会に法律改正案を提出していきたいと考えています。さらに攻めの農政への

展開の柱の一つとして、海外へ挑戦する取組を積極的に支援してまいります。 

これらの重点施策については、施策の具体化と推進に当たっての工程管理をし

っかりと行い、着実に実施していきたいと考えております。 

このように農政改革に積極的に取り組む一方、先般の内閣改造に際し、内閣の
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基本方針としてアジア各国の経済連携協定の締結に積極的に取り組むことが掲げ

られたことを受けて、先月、ＥＰＡ農林水産物交渉に向けての「みどりのアジア

ＥＰＡ推進戦略」をまとめたところであります。 

具体的にはお手元の資料にありますように、アジア各国とのＥＰＡ交渉の農林

水産分野における意義・目的として、①我が国食料輸入の安定化・多元化、②安

全・安心な食料の輸入の確保、③ニッポン・ブランドの農林水産物・食品の輸出

促進、④我が国食品産業のビジネス環境の整備、⑤アジアの農山漁村地域の貧困

等の解消、⑥地球環境の保全、資源の持続可能な利用の６つのポイントを掲げて、

その実現に向けて、積極的に交渉に取り組むこととするものであります。 

なお、先月末に大筋合意に至ったフィリピンとの交渉におきましても、この戦

略の趣旨を実現し、フィリピンにおける農林漁業者の生活向上に寄与するため、

主にフィリピンの小規模農家が生産している小さなバナナやパイナップル等につ

いて市場アクセスを改善するとともに、農林水産分野における国際協力を効果的

に実施することとしました。このフィリピンとの合意は、マレーシア、タイ、韓

国との交渉や来年４月から開始されますＡＳＥＡＮ全体との交渉のモデルとなる

ものと考えております。 

なお、先ほど民間議員の皆様からの御意見については、まさに守るべきものは

守り、譲れるものは譲るとの考えのもと、農林水産分野の交渉に取り組んでおり

まして、これまでもメキシコ、フィリピンとの交渉では、農林水産分野が先行す

る形で大筋合意に至ったところでありまして、経済産業省に遅れをとるようなこ

とがないように、これからも相連携して頑張っていきたいと、こう思っていると

ころでございます。 

なお、ＥＰＡ推進について外務大臣からも御説明があったように、関係閣僚間

で調整しているところでありますが、関係省庁間の連絡・調整も密に行われてい

るところでありますので、諮問会議でさらに議論していただく必要はないのでは

ないかと考えるところであります。 

なお、先ほど経済産業大臣から通商国家のお話がありましたけれども、我が国

は同時に農業国家でございまして、この狭い国土が寒帯から亜熱帯に細長く延び

ておりますが、７割は急峻な山に占められておって、しかも太平洋側と日本海側

に分断しているような状況にあるものですから、やはり農業の果たす多面的機能

というものを無視すると、これからの国土の保全、自然環境の保護が色々な意味

で問題が生じかねません。その一方で、自給率40％というのは先進国の昀低の極

端に低い水準にあるわけでございます。そういう意味で、これから食育等をさら

に推進して、日本の農業のあり方を少し変えて食料の自給率を高めたいと思って

いる次第です。昭和35年には、これが79％、８割あったわけでありまして、これ

が年々落ちてきて、現在40％、しかしこの原因を探りますと、生産量、あるいは

生産能力に限界があったのではなくて、逆に食の洋風化に起因することが分かっ

ておりますので、先ほど申したように、食育その他に大いに力を入れていきたい

と思うわけであります。 
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結びに１つ是非付け加えていただきたいのですが、ＥＰＡにおいて実現すべき

内容は、相手国によっても異なり、事前に詳細に定めますと、実際の交渉におい

て、柔軟性を失う恐れがあると考えるところであります。例えば、我が国の場合

は、基幹品目として米などがありますし、地域の農林水産業においては、重要品

目として砂糖などがありますが、これらについては、やはりこれからの国を守る

という意識に立っても、守らなければいけないものでありますし、他方、譲れる

ものは大いに譲って、この交渉をさらに前進させていきたいと、そう考えている

ところであります。 

以上です。 

（竹中議員） 尾辻大臣お願いします。 

（尾辻臨時議員） 厚生労働省でございます。 

厚生労働省、このＦＴＡ交渉に当たっておりますのは実質２人であります。２

人が頻繁に私のところに報告に来るのですが、私からは、「また行くのか、また

行くのか」と言っております。したがって、何十人も行っているはずはないけど

なと思いながら、さっきのお話を伺っておりました。そしてこの２人が帰ってく

る度に「交渉だから、だんだん近寄ってくれれば良いのに、どんどん遠いところ

へ行ってしまう」とかなり怒って言っております。交渉ですから、双方色々な言

い分があるのだろうなと思いながら、先ほどのお話を伺っておりました。 

厚生労働省としての交渉に当たる基本方針でございますが、これは平成11年８

月の閣議決定に基づいております。具体的には、大きく２つありまして、１つは、

我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、専門的・技術的分野

の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する。それからもう１つ、いわゆる

単純労働者の受入れについては、国民のコンセンサスを踏まえつつ、十分に慎重

に対応することが不可欠である。大きく２つの基本方針に基づいて対応いたして

おります。 

まず、専門的・技術的分野の労働者の受入れについてでございますが、入国管

理制度上、就労可能な16の在留資格がございますが、こうしたものについても、

受入れ上限数を設定しておりません。こうしたことから、多くの欧米諸国と比べ

ても、むしろ門戸は広くなっております。また、専門的・技術的分野における外

国人求職者専門のハローワークの窓口も設けて就労支援に当たっておりますし、

日本での就職を希望する留学生に対しても、就職ガイダンス、職業紹介など支援

いたしておりますので、こちらの方の問題というのは、そう大きくないのだろう

と思っております。 

ただ、大きな方針の２つ目の方でございます。単純労働者の受け入れでござい

ますが、これは申し上げましたように、十分慎重に対応することが不可欠、こう

いうふうになっております。その理由としては、１つには、雇用機会が不足して

おる高齢者、女性等への圧迫が生じる、そういう問題があります。それからまた、

労働市場において、労働条件が低い外国人が付加価値の低い分野に入ることによ

って、生産性の向上や産業構造の転換が阻害される、あるいはまた、景気後退局
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面において、外国人労働者の失業問題が発生する恐れがある。 

さらに、新たな社会的費用の負担等が懸念される。こうしたことでございます。

そして現在、実際には、就労に制限のない日系外国人が多く我が国に入国いたし

ておりまして、こうした日系人が単純労働者として働いております。そして、こ

れらの日系人が多く集まり住んでおります都市においては、様々な問題、例えば

外国人子弟の教育のこと、非行の問題、地域コミュニティでの摩擦など問題も生

じておると聞いておるところでございます。今後、外国人の受入れを単純労働分

野にまで一般的に広げた場合には、こうした問題が生じることを懸念しておると

ころでございます。 

こうした面があるからだろうと思いますが、本年５月に出されました世論調査

を見ましても、単純労働者の受入れについては、まず受け入れる前に、高齢者や

女性の活用をすべきとする意見が多くございまして、就労は認めない方針を続け

るべきという意見もむしろ増加をいたしておるところであります。申し上げまし

たように、外国人の受入れが雇用労働問題をはじめとして、国民生活に与える影

響というのは、これまた極めて大きなものがございまして、一般の国民の皆さん

の関心も極めて高くなっております。したがいまして、こうした議論というのは、

幅広い見地、長期的な視点から、国民的コンセンサスを踏まえて、十分慎重に対

応することが必要であろうと考えております。 

それからもう一点、付け加えて申し上げますけれども、今、少子高齢化も大変

な勢いで進んでおります。その労働力不足対策として外国人を受け入れるべきだ

という御議論がございます。このことについてちょっと申し上げておきますけれ

ども、私ども厚生労働省としては、高齢者とか、若者だとか、女性とか、こうし

た人たちの労働市場参入ということを促しております。そして、そういうことに

よって、今後10年程度でありますが、国内労働力人口は大幅には減少しない、減

少する状況にはないというふうに見ております。したがいまして、労働力供給と

いう観点から外国人を受け入れる必要はない。そういう観点で見て、外国人を受

け入れる必要はないと考えておるということを申し上げておきたいと思います。 

いずれにいたしましても、今、私どもは10月より雇用政策研究会を開催いたし

ております。ここでの色々な御議論も踏まえながら、この問題を整理していきた

い、こういうふうに考えておるところでございます。 

以上であります。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、南野大臣お願いします。 

（南野臨時議員） 法務省、法務大臣の立場でございますが、外国人労働者の受入れ

につきましては、我が国経済の活性化や一層の国際化に資するものと考えており

ます。国民生活への影響という観点から、受け入れるに当たりましては、我が国

社会の安全と秩序の維持にも十分配慮しながら、円滑な受入れを図ることが国の

内外から要請されていると認識いたしております。 

不法滞在などを企図する外国人を水際で阻止し、あるいは国内における外国人

の違法な活動を阻止することも私に課せられた責務でありますので、民間議員の
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先生方の御指摘の適切な受入れ条件や国内管理体制の強化が重要であるものとい

うふうにも考えております。 

なお、外国人労働者の受入問題につきましては、私的懇談会である「出入国管

理政策懇談会」におきまして、有識者の方々の御議論をいただいており、近々、

その御報告が提出されると聞いておりますので、その内容を十分に踏まえさせて

いただきながら、「第三次出入国管理基本計画」の検討を行ってまいりたいと考

えております。 

また、経済連携協定におきます各国からの人の移動分野に関する要望に対しま

しても、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進してい

くとの基本方針に則り、各国と交渉が行われておりますところ、的確・適正な出

入国管理という観点を踏まえ、真に国民生活の向上に資するよりよい受入れ制度

となるように関係省庁とも緊密に連絡をさせていただきながら、交渉を推進して

まいりたいと考えております。 

以上で私からの説明を終わらせていただきます。 

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

思います。本間議員。 

（本間議員） それぞれの大臣のお話を伺いまして、前向きにこの問題について対応

していただいているということで、ほっとしている部分もあります。しかし、そ

のスピード感において、私は幾分懸念いたしております。このＦＴＡの問題は、

御存じのとおり、貿易関係の強化を通じて、比較優位の原則に則って双方が利益

を得ると、そういう流れの中で進められているわけでありまして、その点でよく

聞かれる「国益」という言葉が非常に狭い意味で使われているということに関し

て、我々経済学者としてちょっと懸念を持っております。 

と申しますのは、全然、産業構造上の変化をもたらさずに、この問題が解決で

きるかということになりますと、それは比較優位の原則の中ではある程度縮小し、

マイナスの面も生じる。しかし、それが消費者・国民の相対的な利益に対してプ

ラスになると、こういう流れの中で論点を整理してまいりませんと、双方の側が

一方において被害者という意識だけで進めるということになれば、私はスピード

感において極めて遅れたものになっていく危険性があるということを強調させて

いただきたいと思います。 

それから２番目は、我々、先ほど尾辻大臣の方からお話がございました、もち

ろん、人口の供給を外国人労働者に依存するということは非常に問題があるとい

うことは私自身も認識はいたしておりますけれども、しかし、2050年等の状況を

考えますと、外国人と共に生きるということがこの国の経済の維持・強化にとっ

て不可欠なテーマになってくるのではないかと。 

その意味で、人口減少下におけるグローバル戦略を今から意識して構築してい

かなければ、我が国は人口の減少だけで潜在的成長率は落ちるわけでありまして、

少子高齢化の中で現役世代に負担が増大するということになれば、さらに供給側

の要因は深刻化するということでございます。是非その点におけるグローバル戦
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略の中で積極的に位置づけるべき点であろうと思います。 

３番目の問題は、外国人労働者のイミグレーションの問題でございます。この

点、先ほど南野大臣のお話にもございました安全と秩序ということ、これは非常

に重要なポイントだろうと思います。しかし私は、実は自分の学生がこの問題に

ついて統計上極めて詳細な分析いたしまして、外国人労働者が犯罪率を上げると

いうことは、これは統計上棄却される。むしろ入管をした人々に対して分子の不

法入国者を犯罪率の中に参入した形で計算をいたしましても、日本人と外国人の

犯罪率は格差がなく、分母を調整いたしますと、かえって外国人労働者の方が実

は犯罪率が低いと、こういう結果になっておるわけであります。そのことが余り

にも強調され過ぎることによって、極めて閉鎖的な意識、共に生きるという観点

が国民の中で実は醸成されないこと自身が、国際化の中での日本人の有り様とし

て、将来に大きな問題を残すのではないかと、そういう点が実はございます。 

私、夏にタイに参りまして、私の弟子がチュラロンコン大学で助教授をしてお

りますけれども、その友人たちとこういうような問題について議論をいたしまし

た。交渉の方法・態度というものが、先進国側の立場に立って、そして進めてい

くということが必ずしも対象国にとってみると愉快なことではない。極めて蔑視

的な感覚の中で取り上げられているということも、我々は十分現場のものとして

心しなければならないテーマではないかと考えますので、是非、現場の交渉の段

階においては、対等な立場の中で将来にそのことが禍根を残さないような状況を

つくり上げる上で是非フレンドシップな関係の強化の観点からも、この点につい

て対処していただきたいと思います。 

以上です。 

（竹中議員） 大臣には後でお答えいただくとしまして、先に御議論ある方、お願い

します。奥田議員。 

（奥田議員） 話は若干ずれてきていると思いますけれども、少子化の問題と関連し

てお話ししたいのですが、今、出生率の状況について、数字がそのまま続いてい

けば、もちろん尾辻大臣が話されたように、第一に参入してもらうのは女性であ

るし、それから高齢者、これは当然だと思います。その上にさらに、ＩＴ化をも

っと促進して、プロセスエンジニアリングのところでもっと人を活用していくと、

こういうことがあると思います。 

当然、これを考えに入れて我々と人の移動の問題を言っておるのであって、単

に労働力不足という問題ではなくて、やっぱりこれからの日本というのは多様性

というものを重視しないと、日本は日本人だけでやっていくのだとか、そういう

ようなことを言っておったら、これは日本が世界の中で益々孤立化していくと、

こういう問題が出るのではないかということは一つ懸念しております。 

というのは、少子高齢化の問題というのは何十年もかかって影響を及ぼす話で

あって、今10年というふうに簡単に言われましたけれども、やはり30年、50年と

いうスパンで物を考えていかなければいけないということが１つです。 

もう１つは、若年のフリーターとか失業者が何百万人とおるということで、こ
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れは頭の痛いところなのですが、なぜ３Ｋ職場に日系外国人の人たちしかいかな

いのか。こういう問題を根本的に考え直す対策を国として採らないと、これは先

進国ではほとんどそういう状況が起こっているらしいですが、結局、外国人の人

たちに３Ｋ職場の仕事を押し付けて、自分たちは別の仕事をやっていると。これ

はあってはならない状況である。そういった意味で、もうちょっと中長期的に物

事は考えていただきたいと、そういうふうにお願いしたいと思います。 

（竹中議員） ほかによろしゅうございますでしょうか。 

それでは、大臣方の中から、今の御発言等々に関して御発言がございましたら。

尾辻大臣。 

（尾辻臨時議員） 本間議員がおっしゃった３点目というのは、実は私も大変気にな

っております。先ほどもそういう資料はあるのかといって、私の側の立場から言

うと、持ってきた資料はあるのです。どこの人がどうだというような話でありま

すから具体名を挙げて申し上げることはしない。そしてまた、本間先生がおっし

ゃったように、分母分子をどうとるかによって、これは随分変化するわけであり

ますから、１人しか来ていない外国人が犯罪したといって、１分の１にすれば

100 ％になりますし、家族４人来ていれば４分の１になるしとか、こんな話は色々

あって非常に微妙な話だというのはよく承知した上で申し上げるのですが、私が

集めた資料によると、若干そういう傾向があると思いますし、今、本間先生御指

摘のような答えの出し方もあるだろうと思いますから、是非そういうものはお出

しをいただいたり、お見せいただいたりしながら、この問題は、冷静な議論をし

なければいけないと思っております。是非資料はお見せいただくとありがたいと

いうことだけを申し上げておきたいと思います。 

（竹中議員） よろしゅうございますでしょうか。 

それでは、簡単にとりまとめをさせていただきますが、日本が人口減少社会に

入っていきます中で、恐らくアジアの中の日本、特に中川大臣の言葉としては、

通商国家としてのグローバル化を味方にしていくというような意味で、日本の戦

略的ＦＴＡというのは大変重要であるというのは、これは皆さん一致しておられ

るのではないかと思います。特にその場合、やはり先に色々動いて、システムを

つくっていくということが国際社会の中では有利な位置をとり得るという意味で、

スピード感を持ってやっていくということについても、皆さん御異論のないとこ

ろだと思います。同時に、他国からの日本に対する期待、そして民間部門から見

た場合の期待、そして現実の政府の対応ということから行きますと、今後さらに

詰めなければいけない問題が多いということではないかと思います。 

今日の民間議員の提案の中に、基本的方向性について引き続き議論するという

ことでございましたが、これは島村大臣がおっしゃった交渉は交渉で大変高度な

ものでございますから、そこの邪魔をしないといいますか、そこの障害のならな

いような形で基本的な方向は、是非諮問会議としても引き続き議論をしていかな

ければいけないのだと思います。 

各論の中では、民間議員のペーパーの中にあります農業と人の移動とサービス
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というのが特に重要になってくると存じます。「第三次出入国管理基本計画」等々、

予定されている基本計画の策定等々に当たりましては、この点を是非御配慮いた

だきたい。 

労働市場の需給がどうなっていくのかということとか、安全性が人の受入れで

どうなるのかということに関しては、まず事実といいますか、事実関係等々につ

いて、恐らくもっとコンセンサスを得なければいけない問題があると思いますの

で、その点につきましても各省庁協力をして、さらに詰めが必要だと思います。 

また昀後に、これも民間議員ペーパーの中にあります交渉体制につきましては、

なかなか難しい問題もあるかと思います。まずは政府の内部で引き続き、しっか

りと努力をするということが必要だと思いますし、様々な意見があることを踏ま

えまして、内閣としても引き続き問題意識を持って考えていくということではな

いかと思います。 

総理、何かございますでしょうか。 

（小泉議長） ＦＴＡで担当大臣を置けばいいではないかということをよく経済界で

も言われるが、現実を考えると、担当大臣を仮に置いても同じである。だから、

むしろ担当大臣は、総理である私がやらざるを得ない。そして外務省、経済産業

省、農林水産省等、それぞれ連携を取るということが大事である。今の状況を考

えると、担当大臣を置いても大して効果ない。役所が個別に議論してしまう。問

題として、大名行列の弊害はある。この前、アロヨ大統領と会った時にも、こん

なに人数が多いのかと思った。フィリピンも同じである。役所ばかり大勢集まり、

大統領のところに役人が準備をしている。私の方が怒ったよ。「もういい加減に

したらどうだ、首脳会談だろう」と。「こんな細かいことになったら、私、大統

領と首脳会談にする必要ないよ。大枠決めて、あとは担当者に任せれば良いじゃ

ないか」と言ったぐらいだ。相手もそうだ。だから、大名行列の弊害はよく考え

なくてはいけない。今はＩＴの時代なのだから、今までみたいに慣例に従って、

この交渉するからといって全然関係のない、仮にこういうことがあったらどうだ

ろうと、また押しつけて、ほとんど役に立たない。そういう点はもっと新しい時

代に合わせて、できるだけ役人行列にならないように少数に絞って、大臣が出た

ら、大臣にふさわしい会談がありますよ。細かい事務的な交渉まで大臣にさせる

というのもおかしい。そういう点をよく考えて整理する必要があると思う。ＦＴ

Ａというのは大事なので、今の指摘を考えてより一層推進していかなければなら

ないと思っています。 

（竹中議員） それでは、ありがとうございました。各大臣、今日はありがとうござ

いました。 

（尾辻臨時議員、島村臨時議員、町村臨時議員、南野臨時議員退室） 

○平成１７年度政府経済見通しについて（報告）

（竹中議員） 	それでは、今、中山大臣と鳥居会長がお見えになりますので、お待ち

ください。 
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それでは、今の時間を利用させていただきまして、今朝ほど、平成17年度の経

済見通しを閣議了解いただきましたので、民間議員の皆様方には報告書をご覧い

ただきたいと思います。 

平成16年度の国内総生産の実質成長率は2.1 ％程度、名目成長率はO.8 ％程度

と見込んでおります。平成17年度におきましては、世界経済の回復が続く中で、

引き続き民間需要中心の緩やかな回復を続けるということで、実質成長率は

1.6 ％程度、名目成長率は1.3 ％程度と見込んでおります。 

経済見通しの前提となる経済財政運営の基本的態度につきましては、政府は、

各分野にわたる構造改革を引き続きスピード感を持って一体的かつ整合的に推進

するとともに、日本銀行と一体となってデフレ克服を目指した政策努力をさらに

強化していくということでございます。以上簡単でございますが、報告をさせて

いただきます。 

（中山臨時議員、鳥居中央教育審議会会長入室） 

○教育の基本的あり方について

（竹中議員） それでは、中山大臣、鳥居会長、本日はまことにありがとうございま

す。お二方をお招きいたしまして、教育の基本的なあり方についての御審議をい

ただきたいと思います。 

それでは、中山大臣にまず御発言をお願いしてよろしゅうございますでしょう

か。 

（中山臨時議員） 年末予算編成で大変お忙しい中にこういった会を催していただき

ましてほんとにありがとうございます。 

これは御承知のように、11月の４日でしたか、三位一体改革の中で義務教育の

問題というものを経済財政諮問会議で議論される場合に、是非とも教育の立場か

らできれば、中央教育審議会の先生方の話も聞いてほしいと、こういうことを実

は発言したのを覚えておりますが、そのことをお取り上げいただいたのではない

かと思うわけでございます。本日は鳥居中教審会長におこしいただきましたので、

是非お話を聞いていただきたいということでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

（竹中議員） ありがとうございます。それでは、鳥居会長よろしくお願いいたしま

す。 

（鳥居会長） 今日はお招きいただきましてありがとうございます。早速でございま

すけれども、御説明をいたします。 

まず昀初に、中央教育審議会が何をしているのかということを御説明したい。

お手元にこういう資料を御覧いただきたいと思います。 

１ページ目をお開けいただきますと、真ん中辺に書いてありますように、平成

13年１月６日に既存の６つの、６つと書いてありますけれども、実際は７つです。

７つの審議会の機能を全部一つにまとめた形で新中教審として発足いたしました。

７つというのは旧中教審を含めまして７つでございます。 
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次のページを御覧いただきたいのですけれども、2-1 ページでございます。中

央教育審議会は５つの分科会からなる形で再発足いたしました。この中央教育審

議会の５つの分科会についてちょっと違う角度から御説明したいのですが、一般

的には分科会は分立しており、独立している。審議会の名前を分科会に付け替え

ただけで、審議会が減ったということになっているというのに近い。 

ところが中教審は違う。 

中教審は分科会の中で議論するもの全部について私が出席する。次のページを

御覧いただきたいのですが、実際には現在動いている部会がこれだけございます。

この部会には全て私が出席します。この部会で上がってきたものは、全部分科会

に必ず上げます。審議会令により分科会の議決をもって総会の議決とすることが

できるが、中教審は必ず総会に上げます。どんなものでも途中段階で総会に何度

も上げて総会で議論して、フィードバックして部会まで戻すというやりとりをし

ます。それを全部私が出席しております。 

中教審は何を審議しているのかなんですけれども、まず旧審議会は何をやって

いたかを御覧いただきますと、3-1 ページでございますが、一番上です。旧中教

審は昭和28年に発足いたしまして、まず義務教育に関する答申を出しました。 

これが今日の６・３制の堅持を求めたものです。以来、平成11年の12月まで34

の答申を出してまいりました。中には非常に重要な答申がございまして、第22回

答申、いわゆる46答申と呼ばれるもの、「今後における学校教育の総合的な拡充

整備のための基本的施策について」。この46答申の中に今日我々が抱えている教

育問題の多くが網羅的に載っています。それだけのことを46年に出しておりなが

ら、そのすべてを実現するわけにはいかないで、未だに苦労しているというのが

実態でございます。 

次のページにまいりまして、3-2 ページには旧生涯学習審議会、理科教育・産

業教育審議会、それから教育職員養成審議会の答申が出ております。 

それから3-3 ページには教育課程審議会の答申、これも旧教育課程議会ですが、

昭和25年以来の答申が全部出ています。これの１番を御覧いただきますと、「『小

学校の教育課程をどのように改善すべきなのか』に対する答申」、これがもとに

なりまして、こういう学習指導要領というものができるわけです。 

第１回の学習指導要領をつくったのがこの１番目の昭和25年答申。そして学習

指導要領は大体10年の一度改訂をしてきておりまして、15番目を御覧いただきま

すと、「小学校・中学校教育課程の改善について」昭和33年答申というのが出て

います。ここで昭和33年の学習指導要領ができ上がったわけです。それが今度は

22番と23番、昭和42年、43年答申で小学校と中学校の学習指導要領が改訂されま

して、27番、昭和51年にまた改訂が行われました。29番、昭和62年の答申は、約

10年後であり、幼稚園から高等学校までの学習指導要領が改訂されました。ここ

には載っておりませんけれども、平成15年に一部改訂いたしました。ここにあり

ます昀新の学習指導要領は平成10年の告示で平成15年に一部改正ということにな

っています。この一部改正というのは、いわゆる、ゆとり教育でありますとか、
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今問題になっている色々なところを一部改正したものでございます。 

それから3-4ページは旧大学審議会、これは私が昀後の会長を務めた審議会です

が、そこの答申が出ております。この大学審議会も非常に重要な答申をたくさん

出してまいりました。 

3-5ページは旧保健体育審議会の答申。 

それから４ページにまいりまして、先ほど冒頭に構造図を見ていただきました

が、以上申し上げました旧審議会が一つにまとめられた中央教育審議会が出して

きた答申をあげた。平成14年から16年、わずか３年半の間にこれだけの答申を出

しました。 

この中で重要なものは第１回答申の大学の教養教育のあり方、見直しですね。

これは平成３年に教養教育のあり方について大きな改正がありまして、各大学が

自主的に教養学部を廃止して、そして占領軍から押しつけられた設置基準を自由

化していただいたわけですが、その結果、各大学から教養教育が消えてしまった

ような感じになっておるのが現状です。そこで、教養教育のあり方についての答

申を新中央教育審議会の第１回答申として出したわけです。その後、色々なこと

がありましたのは、第９回答申を御覧いただきますと、「新しい時代にふさわし

い教育基本法と教育振興基本計画のあり方について」答申をしておりまして、平

成15年３月20日、これはアメリカがイラクに攻め込んだ日に、まさにそのニュー

スを聞きながら答申をお出ししたというわけでございます。そのほかいろいろ大

事な答申をしてきたつもりでございますが、こういった仕事を現在やっておりま

す。 

次の５ページには現在の総会の委員の名簿が付してございます。 

６ページを御覧いただきますと、この中央教育審議会の色々な部会の中の１つ

に地方教育行政部会というのがございます。これは実は教育委員会制度、義務教

育の根幹であります教育委員会制度を根本的に審議し直そう、洗い直そうという

ことで今やっている部会でございます。この部会の構成を御覧いただきますと、

金沢市の石原教育長、佐賀県立女性センター、生涯学習センターの稲田館長、そ

れから片山鳥取県知事、門川京都市教育長、盛岡市の佐藤教育委員会委員長、埼

玉県の千代松伏町長、東京都の横山教育長と土屋武蔵野市長といったような方々

を地方の代表としてお招きをしている。こういう地方にかかわる大切な議論をい

たします時には、この程度、地方の方々に参加していただくことが重要ではない

かというふうに考えております。 

次のページを御覧いただきたいのですが、今日現在、中教審が受けております

諮問、代表的なものを３つ挙げてございます。平成15年５月に、これは遠山文部

科学大臣のときですが、「今後の初等中等教育改革の推進方策について」という

包括諮問をいただきまして、現在その審議をしているところでございます。 

それから２番目、平成16年３月には、河村大臣の時代になりますけれども、「地

方分権時代における教育委員会の在り方について」諮問を受けまして、その前の

ページで御説明いたしましたような教育委員会問題についての審議の引き金にな
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った諮問でございます。現在も審議中でございます。 

平成16年には現中山大臣の下で、「今後の教員養成・免許制度の在り方につい

て」諮問をいただきまして、教員養成のための専門職大学院の導入、教員免許更

新制の導入について審議しているところでございます。 

以上３つが一番大きなテーマとしてやっている問題でございます。 

次のページを御覧いただきたいのですが、この度の三位一体改革に関連いたし

まして、義務教育の在り方についてもっと総合的に考えてはどうかということが

中教審の中からも出てまいりました。また、文部科学大臣とも御相談いたしまし

て、それから三位一体改革にかかわる色々なお願いの過程で、各大臣あるいは御

関係の方々ともお話をいたしまして、皆さんからいただいた御意見は、中教審が

義務教育の在り方について、網羅的にここで洗い直すべきではないかというお話

をいただきまして、誠にそのとおりでございますので、去る12月17日、中教審の

総会におきまして、会長試案として今後の中教審の義務教育に関する審議の進め

方について、論点の試案を提示いたしました。 

それがこの８ページそのものでございます。これから中教審の中に義務教育特

別委員会を設置いたしまして、これは総会直属の部会としたいと考えております

が、来年の秋までを目途にこの論点をたたき台として審議をしたいと考えており

ます。 

概略を御説明いたしますが、義務教育の目的は、憲法にも書いてあることでも

ありますし、教育基本法でも、また学校教育法でもうたっていることの繰り返し

になりますが、個々の国民の、一人一人の国民の人間形成と、それから国家社会

の形成者の育成という２つ大切な目的がございます。この目的のために、すべて

の国民に上質な教育を均等に確保することが義務教育にとっては一番大切なこと

でございます。 

それから（２）に、義務教育で育成すべき国民の資質・能力ですが、大きくそ

こでは５つの事柄を挙げてあります。①健やかな体をつくり運動能力を養い、た

くましい精神力を養う。また、豊かな情操を与えることもまた大切な仕事でござ

います。 

②番目に社会規範と道徳を教える。この道徳に関しましては、学習指導要領の

第３章で道徳では何を教えるかが書いてございます。例えば、中学校の道徳につ

いては23項目の項目を挙げてあり、それを必ず教えることになっているが、その

項目の昀後に「世界の中の日本人として自覚を持ち、国際的視野に立って、世界

の平和と人類の幸福に貢献するためにどうしたらいいか」を教えるというのがあ

ります。その１つ手前に「日本人としての自覚を持って国を愛し、国家の発展に

務めるとともに、優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献する」というのが

あります。このような趣旨の文言は20年以上ずっと学習指導要領の中に書いてあ

るが、教育基本法の中で改めてその文言を入れようとすると反対の声が上がると

いう実態があるということを御理解いただきたいと思います。 

それから元へ戻りまして、（２）の③でございますが、学習の仕方、学習の習
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慣を教えるということを大切にしなければなりません。フランスの教育基本法で

は、すべての国民は、その能力に応じて教育を受ける権利と学習をする権利を持

っている。そして教育者や学校は学習の仕方を教える義務があると書いてありま

す。日本では、その言葉がなかなか法律にはならないので入っていないわけです

が、学習指導要領の上では学習の仕方を教えるということを大切にしています。 

④番でございますが、ここから先は当然のことですが、義務教育の一番大事な

仕事、基礎的な知識を与え、技能を与える。これは非常に大事です。ただ、小学

校の学習指導要領を御覧いただくと分かりますが、小学校１年生の国語の時間か

ら人の言っていることがよく分かるようにとか、人に良い話ができるようにとい

うところから始まるのですが、「良い字を書けるように」という言葉が出てこな

いのです。立派な字が書けるようにということを、これからここに書き込まなけ

ればならない。まだまだ、私たちはやらなければならないことはたくさんありま

す。「基礎的な知識・技能」の「技能」というのは、立派な字が書けるところか

ら始まるのではないかと思います。 

それから⑤番目でございますが、応用力と抽象的に理解・思考する力です。 

今後の検討事項でございますが、５つ挙げてあります。（１）といたしまして、

「義務教育の制度・教育内容の在り方」を審議したいと考えております。特に義

務教育の教育内容について、一番大きな問題は学習指導要領と教科書。それから

教育方法の改善。これは先生方に教育方法をどう体得させるか。つまり学校の教

員の養成の問題でもあります。それから、教育年限の問題、これは一応、今、教

育基本法に義務教育は９年とするということが書いてありますが、それでこれか

らもよろしいのかどうか。もう一度審議をしてみたいと考えております。 

（２）でございますが、「国と地方の関係・役割の在り方」。これについても

審議を改めてもう一度したいと考えております。これにつきましては、８ページ

の説明が終わりました後で少し御説明を加えたいと思っております。 

（３）でございますが、「学校と教育委員会の在り方」。これにつきましても

今審議中でございますので、後ほど少し解説をさせていただきます。 

（４）「義務教育に係る費用負担の在り方」。これが三位一体と非常に大きな

関わりを持っておりますが、これについて集中審議をしたいと考えております。 

それから（５）に今、家庭の教育力が全く崩壊状態でございますし、地域の教

育力も同様でございますので、これをいかにして改めて、再活性化するかという

ことについて審議をしたいというふうに考えております。 

以上、お配りしました資料の説明は終わります。 

続きまして、教育改革について少し現在の動向をお話しさせていただきたいと

思います。 

今、世界の主要国は教育改革を断行している昀中でございます。この教育改革

の大きな波が起こりましたのは1980年です。教育改革はなぜ必要になったかとい

いますと、これは不思議なほどよく似ているのですが、戦後、1945年から80年ぐ

らいにかけて各国が非常によく似た経過をたどりました。 
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その１つが、まず労働組合主義が非常に盛んになりまして、学校が労働組合の

活動の場になっていった。 

それからもう一つは、地方分権ということが重視されるようになりまして、そ

して地方に権限を移譲するという動きが盛んになっていった。それが良かったと

いう国は割と少なくて、地方分権の行き過ぎを改めて是正しなければならないと

いうことになってまいりました。 

３番目は国家批判教育です。これは不思議なぐらい先進国に共通して起こりま

した。それらについての反省が盛んになってきたのが1980年頃です。 

それから４番目に、子ども中心主義という考え方が盛んになりました。子ども

の好きなようなさせてやれという授業がイギリスなどではトピック学習といいま

して、本人が好きなトピックを勉強させろというのがトピック学習の時間という

のですが、これが非常に盛んになりまして、子どもたちに系統制のない、システ

マティックでない授業をやらせるようになっていったわけでございます。 

それから５番目に、非常に偏ったテキストが増え始めまして、今月号の『正論』

でしたか、安倍晋三先生とイギリスを視察してこられた自民党の国会議員の方々

と、下村文部科学政務官による座談会が収録されている。これを御覧いただくと

分かりますけれども、イギリスの歴史教科書が何とイギリスの地図が人間のドク

ロで埋めつくされ、そしてイギリス人はその上に立っているのだと、それがごく

普通の子どもたちに使っているイギリスの歴史教科書なのですね。イギリスとい

う国は世界で昀も不当な植民地支配の上に成り立っている国であるということを

少し過度に教え過ぎている。そういう教科書も普通にイギリスで使われていたと

いうことが紹介されています。 

６番目には予算です。地方分権の考え方から予算を地方に任せるということが

行われてきました。 

以上６つの何といいますか、戦後の１つの傾向であったものに警鐘を慣らした

のがサッチャー元英国首相です。1979年の総理に就任されると直ちに教育改革に

取り組まれまして、1980年の昀初にまずイギリスの教育法の改正案を議会に上程

されまして、1987年まで約８年をかけまして、5,000 回ぐらいの修正提案を受け

たそうでございますが、そして昀終的に1988年法と呼ばれる法律にまとめ上げら

れました。238 条からなっている膨大な法律でございます。 

この法律をつくるに際してサッチャー元英国首相は、イギリスの国民に呼びか

け、それから議会にも呼びかけておられます。有名なブラックプール演説という

のがございまして、保守党の大会が1987年の10月に開かれておりますが、そのブ

ラックプールの大会で「今国会の昀重要課題は教育質の向上である。国と父母と

子どもにとって昀重要課題である。イギリスが、日本と西ドイツとアメリカに対

してより有利に競争していくためには、良い教育を受け、よく訓練され、創造力

に満ちた若者が必要である。今、教育に立ち遅れることは、明日の国力の衰退に

つながる」という演説を打ったわけであります。 

彼女の指摘したイギリスの教育の問題点、それは学校の教育能力の低下、基礎
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的能力の低下、特に読み書き計算の力が低下している。規律の低下、校内を徘徊

したり、校内暴力、不登校が激増している。トピック学習の弊害も大きい。そこ

で具体的には、ナショナル・カリキュラムをつくり、教科書をつくり直し、そし

て国民に対して呼びかけをするということをしたわけでございます。 

イギリスでは、ナショナル・カリキュラムの他に宗教教育が必須となっており、

すべての公立学校で礼拝や黙想の時間があります。子どもによって違う宗教を信

じておりますので、それぞれの宗教の祈りを捧げるという意味で、モーメント・

オブ・サイレンスをやろうということで、今それが実行されています。それとは

別に、世界の自分で選んだ４大宗教について学ぶという授業があります。ほとん

どの子どもがカトリックとイスラム教とユダヤ教と、それから仏教を選んでいる

そうですけれども、そして人々がどういう考え方で宗教を信じているかを理解す

るということをやって、イギリス人の世界観をもう一回つくり直そうというわけ

であります。 

そのほか英語、数学、理科のコア・カリキュラムというのがあります。それか

ら学力の評価のために統一試験が行われています。我が国も統一試験をそろそろ

復活しなければということを、今、中山大臣が提案しておられるわけですけれど

も、統一試験をいたしまして、その結果を評価いたしまして、評価はもちろん公

表いたしますけれども、その結果によって問題のある学校には、さらに予算を追

加して与えるということをやっております。 

現在イギリスでは、このサッチャー元英国首相の考え方がそのまま継承されま

して、ブレア内閣になりましても、なお一層それが強化されています。イギリス

では現在、現行制度では日本の交付税に相当するものが約９兆円投下されまして、

それに地方税が４兆円、９兆円と４兆円合計合わせて13兆円で公立学校の教育予

算が成り立っています。ポンドで申しますと450 億ポンド（９兆円）と200 億ポ

ンド（４兆円）でございます。これが2006年から新しい制度に変わります。この

新しい制度では、９兆円の交付税から５兆円が独立しまして、そして地方は、５

兆円そのまま義務教育費に使うことになります。したがって、国の負担がほぼ90％

以上という形になります。これもイギリス独特の考え方と言えば、そうなのだと

思いますけれども、今までのイギリスの教育改革の経験から地方の教育当局、イ

ギリスでは地方の教育のオーソリティ、当局という言葉を使っていますが、そこ

に予算を預けていた時代を卒業して、改めて国が交付税の形でほぼ全額見ていく

という形になろうとしています。 

それから教育改革のもう１つの大事な教訓になりますのは、アメリカです。ア

メリカは1983年にレーガン大統領の時代に、「危機に瀕する国家」という有名な

膨大な報告書が出されました。そこでは、「アメリカの学校は教育能力を失って

いる、復活しなければならない」ということが強く主張されました。そして国家

予算、州予算だけではなくて、連邦予算を含めて教育改革に投下しようというこ

とが提唱されました。それがだんだんに実るようになってまいりまして、現在ア

メリカでは、公立学校の総予算の7.3 ％が連邦予算で賄われています。その7.3 ％
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の連邦予算は何に使われているかと言いますと、ノーチャイルド・レフト・ビハ

インド、１人の子どもも取りこぼすことなく、落ちこぼれなしに教育していこう、

そのために例えば先生をもっと強化しようとか、色々なそういう予算に使われて

います。 

このレーガンレポートの昀後の文章は、我々にとって非常に教訓的な言葉だと

思います。「卓越した国民をつくるのにはコストがかかる。そのコストを節約し

ていると、凡庸な国民の山を築くことになる。凡庸な国民の山を築けば、その後

始末のコストがもっとかかる」という言葉で、レーガンレポートの昀後の文章が

締めくくられていますけれども、これはやはり我々にとって非常に重要な教訓だ

と思います。 

アメリカでは現在、今申しましたノーチャイルド・レフト・ビハインドの政策

が非常に積極的に行われていまして、学力テストの実施、結果の公表、それから

州と地方の裁量を拡大する。ただし、州と地方の裁量拡大と同時に並行して、今

申しました連邦予算７％を投下する。それから基礎学力の向上政策への集中投資、

それから教育機会の選択拡大、要するに、子どもたちが自由に学校を選べるよう

にしようということでございます。 

以上、２つの先進国の例を御紹介いたしましたが、我が国におきましても、こ

のようなことを参考にしながら、今後の計画を考えていくべきではないかという

ふうに思っております。 

さて、日本の義務教育の問題に移りますが、日本の義務教育は、私から申し上

げるまでもなく、国の義務教育費国庫負担金と都道府県の負担分と、そして一部

市町村の負担分とからなっています。ちなみにモデル的な各学年２クラスで児童

数310 人ぐらいの学校を想定して、実際にどのような経費負担になっているかを

御紹介いたしますと、児童数310 人の学校の年間経費は２億4,000 万円です。２

億4,000 万円のうち、市町村が負担するのは約5,400 万円でございまして、都道

府県が約１億円、そして国が約8,000 万円を負担しております。大体そういう負

担割合になっています。 

その中で人件費だけを見ますと、大体児童数310 人と言いますと、先生は18人

ぐらいで働いていることになるのですが、18人の教員の人件費は約１億5,000 万

円です。それを半分半分で国と都道府県が持っていたというのが今までの実態で

ございます。国が完全に負担しているのは教科書と、それから経済的に困難な子

どもの支援の半分、それ以外は都道府県と市町村が持っている。こういう感じに

なっています。一体これは何のためにこうなっているのかということだが、もち

ろん法律制度上は憲法に定められている憲法26条、教育基本法の第４条、そして

義務教育費国庫負担法、その三重に国が負担することが法律で定められているわ

けですけれども、それはそれとして、一体その定めはどこから来ているのかとい

うことを是非御理解いただきたいと思います。 

これは１つは、戦後教育委員会制度に基づいて義務教育を行うことになったわ

けですから、その義務教育を動かしている教育委員会の仕組みに国ができるだけ
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地方分権の自主権を与えて、その代わり財政的な負担だけは支えていってあげよ

うとした。なぜ支える必要があるかといえば、もしこれがなくなりますと、都道

府県によって教育費用が大きくなるところ、１校当たりの費用が大きいところと

小さいところが出てくる。もともと実はこの制度は、義務教育費は自費負担であ

ったのが明治33年までで、それから、自費負担から公費負担に切りかえられたわ

けです。その公費負担に切りかえられましてから、市町村と国庫で負担した時代

が昭和15年まで続きました。昭和10年代に市町村負担から県費負担にしようとい

う運動が起こり、そして昭和15年から完全に県と国による負担になったわけです。

そのとき、国費負担を昀も強く主張されたのは、総理のおじいさまをはじめとす

る立憲民政党内閣だそうでございます。ということをこの間、私、森先生から伺

ってまいりました。 

（小泉議長） 立憲政友会が「地方に任せろ」と言ったのです。選挙キャンペーンの

ポスターは。祖父は民政党なのですよ。あの頃、盛んにポスターで、「地方に任

せろ」「、いや中央に任せろ」と、大正の終わり頃から地方分権と中央集権の争

いがあったのではないか。普選運動と絡んで、地方分権か中央集権かの争いが今

から100 年ぐらい前からあったのだと。 

（鳥居会長） そのときのポスターをもらってきました。これです。 

（小泉議長） それそれ、そうそう。立憲政友会と民政党で両方が、地方分権、中央

集権を訴えた。 

（鳥居会長） そんなこともございまして、昭和15年から国費負担になりまして、せ

っかくやってきたのですが、義務教育費国庫負担法が、それから昭和24年にシャ

ウプ勧告で地方の任せることになった。やってみたらうまくいかないので、昭和

28年のもう一回、今の義務教育国庫負担法ができたということでございます。 

まだ、ほかにも教科書問題とかいろいろありますが、要するに、教科書の問題

一つとっても、あるいは教員の問題をとっても、色々な政治的な動きがあって、

それらの間をくぐり抜けて地方分権と言われている教育行政の手綱をとっていく、

そういうことからこの制度ができ上がってきたのだと思われますので、是非、ま

たそのところを御検討いただければと思います。 

話が長くなってもいけませんので、一旦ここで切らせていただきます。ありが

とうございました。 

（竹中議員） どうも大変貴重な御丁寧な説明をいただきましてありがとうございま

した。それでは民間議員から資料の提出がございますので、吉川議員。 

（吉川議員） それでは、私から「今後の教育改革について」という民間議員４名の

名前が書いてある紙を御説明いたします。 

紙の説明に入る前に、我々民間議員、教育の問題についても色々議論するわけ

ですが、まず第一に、義務教育、初等中等教育について、国あるいは文部科学省

が一定の責任を持つべきだということについては、これは何の異存もございませ

ん。ただ、どういう形で国が関わるのがよいのか、色々な議論をしているところ

であります。それともう一つ、国全体として教育のコスト、あるいは予算、それ
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をどんどん削減していく縮減していくのが良い、とりわけ、義務教育、初等中等

教育の予算とかリソースを縮減していくのが良いとは全く考えておりません。教

育は非常に大切なことだ、初等中等教育はその中でも昀も大切かもしれない、こ

ういう考えを我々４人とも持っております。そのことを申し上げた上で、しかし、

日本の初等中等教育については改善の余地があり、改革は必要なのではないかと

考えているわけで、幾つかの提言、問題提起をさせていただいております。 

資料の１番目、日本経済の要は「人間力」である。先ほど鳥居先生から指導要

領について御説明していただきましたが、そこにもありましたように初等中等教

育において「徳育」とか、あるいは「体育」というものか非常に大切なことだと

いうことは、我々、皆よく認識しているつもりですが、しかし、「学力」という

ものも大切である。この点で昀近の国際調査等で示された、いわゆる学力低下は

由々しい問題であって、その背景・原因の分析、対策の検討を期限を設けて早急

に行う必要がある。このように我々は考えております。 

ちなみに文部科学省が行っている学力調査、３年前の結果の基礎資料が未だに

公開されていないという教育学者の指摘もございます。学力がどういうことにな

っているのか国民的に非常に関心があるわけですし、またこうした調査はこの問

題をめぐる議論の基礎的な資料になるわけでありますから、是非とも早急に開示

していただく必要があると思います。万事早急にスピード感を持って改革を行う

必要があるのではないかというのが私どもの考え方でございます。中教審におか

れましても御検討いただいて、また御報告いただければ幸いだと考えております。

可能な改革につきましては、政府の「基本方針2005」に反映されるべきだと考え

ております。 

第２点は教育の質の向上を図っていくためには、学校間の競争促進と教員の質

の向上を本格的に検討する必要がある、このように我々は考えております。具体

的には、とりわけ下記の３つの観点からの検討が重要であると考えます。 

まず１つ目は、多様な学校、他分野からの人材を教育界に参入させる。さらに

具体的には、地方の創意工夫が活かされる教育制度・教育内容とする。あるいは

教員養成の大学院や教員免許更新制を検討する際には、他分野からの産業障壁に

ならないようにする。２つ目は、現場に権限を移譲し、現場の創意工夫を活かす。

具体的には、学校長への権限移譲等現場への権限移譲を積極的に推進する。その

際、成果の事後評価の厳格化とセットで導入する。３つ目は、個人の選択を機能

させる。教育バウチャー制度の平成18年度予算からの導入を積極的に検討する。

以上が大きな２点目であります。 

３つ目は上記の観点からの教育のあり方については、経済財政諮問会議におい

ても引き続き議論が必要である。今後とも意見交換の機会を持ち、中教審等と連

携しながら検討をしていくことにさせていただきたい。 

以上であります。 

（竹中議員） それではどうぞ。時間が少し押してまいりましたので、手短に御発言

をお願い申し上げます。 
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（奥田議員） 資料「中央教育審議会について」の3- 3ページですが、「教育課程審

議会における答申」というので、今、鳥居さんからお話がございましたが、22、

23、27、29、31とそれぞれ義務教育、あるいは小学校、中学校教育、こういうこ

とで色々改善とかが出ておるのですが、こういうのがあって、なぜ現在、我々が

この教育の問題、特に先生が書かれました、８ページに書いてありますが、義務

教育で育成すべき資質・能力、健やかな体を云々とか、社会規範、道徳、こうい

うのが出てくるというのは、今までの中央教育審議会の答申の中では書いていな

かったのですか。 

（竹中議員） 会長、後でまとめて御発言をいただくということにいたしまして、他

に御発言のある方はいらっしゃいますでしょうか。谷垣大臣。 

（谷垣議員） 今日は中教審の会長から大変幅広い視野を与えていただくお話をいた

だきましてありがとうございました。私、三位一体の議論は教育の質の向上とい

うことにつながらなければ意味がないと思っておりますので、当然のことながら、

今後ともそのようなお立場で御議論を進めていただきたいと思っております。 

それから、吉川先生に御説明いただいたペーパーの「２、」のところも、教育

の質の向上を図っていくという観点で、これは全体として賛成なのですが、バウ

チャー制度のことがここでも今まで何回か議論になりましたけれども、今、仕組

みとしては、私学助成等の機関助成という形でやっておりますので、一体それと

バウチャー精度とどういう関係に立っているのかということをよくよく詰めてお

きませんと、違うものを継ぎはぎにしますと、個人の自主性を重んずるというこ

とで単なる金のばらまきみたいなことになってしまいはしないかということを恐

れるわけです。ですから、今の機関助成みたいなあり方とどういう関係に立つの

かというのは、これはよくよく御議論をいただくべきことかなと思います。 

（竹中議員） 中川大臣。 

（中川議員） これだけ吉川先生の資料の２の②、「現場に権限を移譲し」、これは

もちろん総論としては大賛成なのですが、全体としては大分良くなってきたので

しょう。昔の北九州とか広島とか良くなってきていると思います。私の地元はま

だひどい。それは選挙運動を平日堂々とファックスで回して、学校のファックス

番号が書いてありますから、どこが送ってきたかというのははっきりわかる。あ

るいは教科書採択もひどい。学校長が幾ら頑張っても、数的には少ないにしても、

活動量なり極端な脅迫みたいなものも現にあるわけで、これは北海道の中でもご

く一部、札幌の近く、小樽とか私のところが特にひどいようですから、現場に権

限を移譲してもにっちもさっちもいかない、はっきり言えば、30年前のまさに政

治闘争の先頭を切っていたような教育現場がまだあるという中で、それでは、教

育委員会はしっかりしていますか、自治体の市町村はしっかりしていますかとい

うと、それはまた非常に不安ということもあるので、もちろん、この言葉に反対

でも異論を差しはさむものでもないのですが、地域によっては、それによって果

たして今中教審が出された答申の方向で進んでいけるのかどうかということにな

ると、残念ながら、私が日ごろ言っていることと、地元の一部とか全く違うとい
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う現実もあるということを、是非御理解をいただきたいと思います。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 私は、この経済財政諮問会議で教育をやるのかはいかがかと、しかも

お金の話から教育に入るのはいかがなものかと昨年に申し上げたのが昀初なので

すが、１年経ちましてこのような形で、少なくとも中教審に出ていただいて、８

ページに書いてあります内容のものを検討いただけるようになったというのは大

変にありがたいと思っております。 

鳥居先生に伺いたいが、そもそも義務教育というのは中学までほんとにやらな

いといけないのか。アメリカは高校までやっているけど、義務教育のレベルはそ

んなに高くない。だから色々問題になっている。ホームスクールの数が激増した

のも間違いない事実であって、危ないから学校に行かない。だから、子どもを家

庭で教育するという家庭が100 万世帯を超えて、昀近だと、200 万世帯に近いと

いう話もあります。そういった状態になっているのである。傍ら、公文式という

ものが英語になって、ＫＵＭＯＮという学問がそこに入ってきている。イギリス

も同じであります。 

そういった実態を見るにつけましても、私どもはもう１回教育というのは、そ

もそも義務教育というのは何なのか。例を申し上げれば、因数分解が果たして義

務教育で必要か。我々国会議員は、ドント方式以上、義務教育のレベルで因数分

解を使った経験はない。正直に申し上げて私は国会議員になってからは。連立方

程式の複雑な三次元方程式のやつが限度だと思っております。そういったものが

果たして義務教育なのか。今、学校で落ちこぼれができますのは２つあって、分

数を教えた時と因数分解を教えた時と、大体２つの時にタイミングが決まってお

ります。そういった意味では、果たして中学は義務なのか、９年制だというので

あれば、むしろ低学年化させて幼稚園の３年と小学校の６年を９年で義務教育、

中学、高校は一貫教育にして５年制にするとか、これは昭和24年以来の大改革と

いうような発想で、私どもはこの６・３・３・４制というのは昀初から問題だっ

た話なので、義務教育費から入ってきたところが何となくちょっといかがわしさ

を感じられるところなのかもしれませんけれども、こういったものをもう一回考

えるなど、是非、根本的な話をここで論議をしていただければというのが率直な

お願いであります。 

これは色々な考え方がありますので、教育を語らせると１億2,000 万人総評論

家になりますので、とめどもない話になりますのを避けたいと思いますが、「人

間力」とか、「人材育成」とか、「人材立国」とか、色々な表現はあると思いま

すけれども、この教育だけは、少なくとも私どもとして昀も手間暇をかけ、そし

てやっていかなければいけないところなのに、いつの間にか師範学校はなくなり、

そして「多様な人材」という表現が民間議員のペーパーに使ってありますけれど

も、多様な人材もピンからキリまでおりますので、そういった「多様な」であれ

ば良いのかというわけにもまいりませんし、そういった意味では、この種の話に

つきましては、是非プロの先生方の率直な意見というものを聞かせていただいて、
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事を急ぐようで恐縮ですけれども、１年ということを申し上げております。 

私は、基本的には教育理念、そういったものは国が決める。ただし、実行に移

すのは現場、地方ということになろうかと、私は基本的にそういう分け方できち

んと明確に分けられるものだと思っておりますので、是非、そういった意味での

答申が出していただければというのを心から期待をするものであります。 

（竹中議員） 手短にお願いします。 

（本間議員） 教育の問題で私、パラドックスがあるのかというぐあいに思っており

ます。我々の時代に比べて、教育関連の支出と環境というのは極めて充実してい

るにもかかわらず、少子化の中で１人当たりの予算もそれほど大きく激減してい

ない状況の中で、なぜ学力が落ちるのか。これについて、我々が納得できるよう

な基本的な説明、回答がこれまでなかった。この辺のところについて、その要因

分析、そしてそれを克服するためには何が必要かということをきちんと定性的な

レベルから定量的な部分のところも含めて議論を詰めていく必要性があるのでは

ないか。これは質問を兼ねましてお願いいたしたいと思います。 

（竹中議員） 牛尾議員。 

（牛尾議員） 麻生議員の発言の中身が結果としては一緒かもしれませんが、100 年

前から「国か地方か」という議論があったという主張も継続性という観点からは

分からないことはないが、この20年間の教育をめぐる環境の変化というのはすご

いものがあるわけです。国際化の醸成やＩＴ化など、あらゆるものが変わって、

しかも早熟化する。 

そして日本独自には少子化・高齢化現象がある。そういう状況の中で、今、本

間さんもおっしゃったけれども、読むものは山ほどある。教科書を読む暇はあま

りないのに、情報は山のごとくある。誰でもアプローチできる。あらゆる状況が

変わってきている中で、「状況の変化というものをどう捉えるか」という状況に

対応する教育の現場、教育のあり方、教育の理念というのもきちんと入れて議論

する必要の時代であるというふうに申し上げておきます。 

（竹中議員） それでは、鳥居会長、中山大臣、お願いします。 

（鳥居会長） 簡単にお答えできるところだけお答え申し上げます。 

まず昀初に、ＯＥＣＤとＩＥＡの学力調査の件ですけれども、これは文部科学

省も、それからまた中教審もかなり深刻に受け止めておりまして、中教審として

も、これから十分審議しなければならない。それもできるだけ早急に審議したい

というふうに考えています。 

それから、学校間の競争の促進のお話が出ましたが、競争の促進そのものにつ

いては、中山大臣による資料「甦れ、日本！」でも指摘されておりまして、これ

もできるだけ早い時期に評価、公開、全国学力調査といったことについての可能

性を検討し、実行に移すべきだと考えております。学校を競わせるという問題と

して、学校間の競争というのは色々な種類がありまして、公立学校と私立学校を

競わせるという問題がまずあるわけです。日本全国で小学校は24,000校あるので

す。その中に私立の小学校は178 校しかなく、0.0 何％という割合の子どもしか
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私立の小学校へ行っていませんから競争にならないのですね。どんなに私立の小

学校が良い教育をやってみせても刺激にならない。それから今度は公立と公立の

間の競争というのも機能しないのです。ですから、公立と公立の間の競争を機能

させるようにする仕組みをこれから考えなければいけない。それから地方と地方、

町と町、村と村、都道府県と都道府県が競争するという時代の方がむしろ今は割

とよく機能しています。これをこれからもう一回再評価してやっていきたいと考

えています。 

それから、外部人材の登用でございますけれども、これもその他の御質問と全

部関連するのですが、要するに70万人の先生がいるわけです。その70万人の先生

の質を一遍によくする方法はないのです。そのためにごく一部、１人か２人外部

人材を登用してみても、それだけでは問題の解決にならないので、決して外部人

材登用は悪いことではないのですけれども、それで問題はほとんど解決しないと

いうふうに思っています。 

次に、現場の創意工夫の問題ですが、基本的な方向と方針は国がナショナルミ

ニマム、ナショナルスタンダードを示して、その上でそれぞれの現場が工夫して

いくという仕組みにしていきたいと考えています。現場主義を目指した学校と教

育委員会の改革を中山大臣も掲げておられますけれども、我々としてもそれを考

えていきたいと思います。 

それから教員の問題と同時に、今私たちが取り組んでいるもう一つが教育委員

会問題なのです。例えば、町村合併が起こります。町村合併をやりますと何人か

の町長が要らなくなったり、村長が要らなくなります。そうすると、「教育委員

になってもらうから」という話が出てくるわけです。現実にそれがあるらしいの

です。私も何か所も視察をして歩きました。行って率直に聞いてみると、「それ

は無きにしもあらず」だと。要するに教育委員が名誉職になっているのです。ち

っとも地方分権とか地方自治にならないのですね。これをどうするかという問題

があります。それから教育委員会の質の向上というのは非常に大きな問題です。 

それからバウチャーの問題なのですけれども、これはバウチャーというのは、

言うは易く、行うは非常に難しいです。バウチャーには３種類あります。１つ目

は、利用者に対してクーポンを発券するタイプです。２つ目は、奨学金としてバ

ウチャーを特定の個人に支給する。３つ目は、学生１人当たりの授業料に相当す

る額を補助金として学校に支給する、これもバウチャーの一種です。このいずれ

かの方法で各国やっているわけですが、アメリカ、イギリス、スウェーデン等々

比べてみますと、いずれも実は貧困世帯に対するバウチャーしかやっていない。

要するに貧しい家の子どもがアメリカの場合ですと、公立学校にいたら教育はミ

ゼラブルですから、何とかして良い私立の学校に行きたいわけです。それにはお

金が無い。そこでバウチャーをもらって、一定額は保障してもらって私立の良い

学校に行く、それが機能しているのです。それを全部の子どもにバウチャーを渡

せというのは、それは財務大臣もおっしゃっていたことですから、ちょっと無理

があるのではないかというふうに思います。それで、バウチャーについては相当
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詳しい調査を私どもやっておりますので、また機会がありましたら何かの形で資

料をお届けしたいと思いますが、バウチャーというのは、いざやってみようとす

ると非常に難しいと思います。 

それから、麻生大臣からお話のありました義務教育の問題ですが、今の６・３

制は、資料「中央教育審議会について」3-1ページにありましたように、昭和28年

に「義務教育は６・３制を堅持する」ことを中教審が答申をして、そこから走り

出して今日に至っています。これは色々な意見がございます。麻生大臣の御意見

もございます。逆に高校まで延ばすという御意見もあるわけです。色々な意見を

これから伺っていく、そういう作業に入らなければならないと思っています。た

だ、これも麻生大臣がおっしゃっておられましたように、うっかり声高にこの作

業に入りますと、国中が大騒ぎになってしまいますから、静かにやり始めるしか

ないと思っています。 

因数分解の話が出ましたけれども、私の考えでは、やっぱりその程度ぐらいは

必要かと思いますが、因数分解が良いかどうかは別として、どうしても教えなけ

ればならない範囲というのがございますので、そこは我々考えていきたいと思っ

ています。 

それから、学力低下はなぜ起こったのか、という本間議員からのお話ですが、

一番大きな原因は、先生の教育だと思うのです。２番目は教科書のいじり過ぎで

す。戦後60年かけて教科書はどんどん改善されてきましたが、本当に改善なのか、

あるいは改悪なのか。いじり過ぎたのではないかというふうに思います。私達の

子どもの時の教科書は非常に分かりやすかったと思うのです。この両方からこれ

から学力の低下の根本原因を洗い直していく必要があるのではないかというふう

に思っています。 

時間がないようですから、このぐらいしておきます。 

（竹中議員） ちょっと申し訳ございません。時間があれなので、中山大臣、何かご

ざいますでしょうか。 

（中山臨時議員） 申し上げたいことはたくさんあるのが、時間がありませんので、

１つ、２つ申し上げますが、たくさん答申出していただいているのですが、一体

これをどういうふうに具体化して、それをどういうふうに効果があったのか、な

かったのか。このチェックをやっていないような気がしたものですから、事務方

に命じまして、「一体どうなっているんだ」と、「これだけのことをやっている

なら少しは良くなっているはずではないか」ということで今やらせていただいて

いる。これが１つ。 

学力低下につきましては、ゆとり教育とのことが色々言われるのですが、ゆと

りが即学力低下になったとか、あるいは、あんまり騒ぐこともどうかなと思いま

すが、20年、30年前に比べると確かに落ちていることは事実なのです。ですから、

それは「何故なのか」ということですが、それよりも問題は、子どもたちが勉強

しなくなった。何のために勉強するのか分からないと。そういう中で、しかしま

だ上を維持しているというのはまだ救いがあるなと思っております。だから、今
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こそ、教育改革をやれば、何とかかつてのように世界一の学力に戻れるのではな

いかということで、学力向上ということも含めて教育改革をやっていかなければ

いけないと、こう思っております。 

あと、バウチャーとか色々な話もありますが、これはまた鳥居会長が言われた

とおりでございまして、イギリスは実施したのだけれども、やめてしまった等の

話もありまして、今、文部科学省の方でも色々調査をやっている段階というふう

に御理解いただきたいと思います。 

（竹中議員） 奥田議員何かございますか。 

（奥田議員） 今の文部科学大臣が昀初に言われましたのと私は同じでございます。

やはり、これだけ答申がたくさん出たのに、全然今までやられてこなかった。今

度は、これをやって本当に実際できるのですかと。実際に書いただけで、また答

申が一つ増えただけでダメになっては困るから、是非実行していただくことが大

事だと思います。 

（鳥居会長） 一言。それこそ色々な県の小学校などを回って歩いてつくづく思いま

すのはまさにそこのところで、我々が中央で答申を幾ら出しても、現場は変わら

なければどうしようもない。現場を変えるために、我々が１つ１つの村や町に飛

び込んでいければ良いのですが、それができませんから、我々が飛び込んでいっ

て、本当に手取り足取りやったのと同じような効果を持たせる仕組みを何か考え

なければいけないというふうに思っています。それはもしかしたら、１つは政治

の力かもしれないというふうに思っております。 

（竹中議員） 今日は本当に大切な御議論をいただきましてありがとうございます。

是非中教審でしっかりと御議論賜りたいということと、「人間力」との関係でま

た是非連携をとってこういう場を持たせていただきたいと思いますので、引き続

き中山大臣、鳥居会長よろしくお願い申し上げます。 

総理。 

（小泉議長） 私も「米百俵」の話をしたけどね、発展途上国の首脳が出ると必ず出

るのだよ。貧困削減が一番の課題なんだ。貧困削減よりももっと重要なのは教育

重視だ。日本がここまで発展してきたのは、教育を重視してきたからなのだとい

うことをよく言っている。ですから、「米百俵」の山本有三の戯曲は、ドナルド・

キーンが戦後英訳しているのです。それを渡すとよく分かるんだよな。あの時代

にあの難しい戯曲をよく英訳したなと。 

それと、教育の分権化と地方制度の分権化以上に、日教組の先生は公務員で選

挙運動してはいけないのに、おおっぴらに選挙運動するんだよな。これは教育の

偏向に資するよ。そして政治的偏向というのがよく言われるけれども、個人とか

自由を尊重する進歩的文化人に限って、旧ソ連の時代から、全く逆の社会主義、

共産主義礼賛論者なんだよな。共産党、社会党がかつて一番強い。教育は閉鎖的

だが、これからは住民参加というのを考えた方が良い。先生の中にも色々な先生

が多いからね、先生ばかりではなく、住民が教育に関与する。教育で一番大事な

のは人だから。そういう点を考えると、地方に対しても住民参加が必要である。
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親は皆、教育には関心を持っているのだから。そういう点も考えてやっていただ

きたいと思います。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

大臣、会長、ほんとうに今日はありがとうございました。 

（中山臨時議員、鳥居中央教育審議会会長退室） 

○平成１７年度予算編成等について

（竹中議員） 総理の時間がほとんどなくなっているんですが、財務大臣から予算に

ついての報告、一言だけ、すみませんが、お願い申し上げます。 

（谷垣議員） 手短に申し上げます。 

ポイントを申し上げますと、第１点は、平成14年度以来３年ぶりに一般歳出に

ついて前年度の水準以下に抑制したということでありまして、これは社会保障等

増加圧力がありますが、三位一体改革その他の努力を積み重ねて、このような形

に落ち着けることができた。それから第２点は、財政規律堅持の姿勢を明確にす

るために新規国債発行を昨年より減額するということを目標としてまいりました

が、これも平成13年度以来、４年ぶりに2.2 兆円減額をすることができた。３点

目は、その結果、いわゆるプライマリーバランスにつきまして、去年に引き続い

て3.1 兆円改善をすることができたということで、歳出改革路線を堅持・強化す

るということが一応できたのではないか。それから予算全体も見直しを行ってメ

リハリをつけることもできたのではないかと思っております。 

具体的には、一般関係予算規模が82兆1,829 億円、これは対前年度720 億増え

ております。それから一般歳出は、先ほど申しましたように前年度3,491 億円減

で、47兆2,829 億円、公債金は２兆2,000 億円減らしまして34兆3,900 億円。そ

れからプライマリーバランスは▲15兆9,478 億円ということであります。24日の

概算閣議へ向けてさらに調整を続けたいと思っております。 

それから財投につきましては、本間先生に財政制度等審議会の財投分科会の会

長を務めていただきまして、対象事業に総点検をしていただいたわけですが、特

に融資残高で大きなウエートを占めます住宅金融公庫、それから都市再生機構に

ついて、事業の撤退を含めた抜本的な見直しを実施するということで、財務上の

懸念を抱える財投機関の問題解決にメドがついたと。詳しくは24日に本間先生か

ら御説明をいただくことになっていると聞いております。その結果、平成17年度

の財投は、総額の抑制、それから事業の重点化・効率化ということで、その規模

は17兆1,518 億円と、昀盛期は40兆円を超しておりましたが、昭和54年度以来26

年ぶりの低い水準になった。 

以上、極めて駆け足でございますが、申し上げさせていただきました。 

（竹中議員） ありがとうございました。それでは、予算編成の昀終局面でございま

すので、引き続き、各位におかれましてはよろしくお願いを申し上げます。あり

がとうございました。 

（小泉議長） どうもありがとうございました。 
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（以 上） 
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