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平成 16 年第 34 回経済財政諮問会議議事要旨 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 
○ 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 
 
(配付資料) 
○ 平成17年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(平成16年12月20日閣議了解） 
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(概要) 
○ＦＴＡについて 
（奥田議員） ＦＴＡをはじめとするグローバル化への対応は、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急務であり、「骨太の方針 2004」にもあるように、
我が国経済の活性化のためには極めて重要な課題である。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、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、農業、サービス、人の移動など、国内の構造改革に
本格的に取組みながら、政府一丸となってＦＴＡを推進すべきである。 
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、改革工程を明確に定め、相手国の要望
にも柔軟に対応していく必要がある。同時に、外国人労働者の受入れについては、
早急に検討の場を設け、来春を目途にまとめられる「第三次出入国管理基本計画」
等に方向を明示し、受入体制の整備を進める必要がある。 
国内構造改革と並行して、ＦＴＡに戦略的、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、政府一体となって推進を
図るための体制の改革、整備を行うべきである。 
これらを含めて、ＦＴＡにおいて実現すべき内容、優先的に取り組む国や地域、

関連する構造改革、ＦＴＡの影響や効果の分析体制、ＯＤＡの戦略的活用などを内
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。基本的な方向性については、我々もその都度意見したいと思っており、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。 
私は各大臣が各国を訪問される直前に、東南アジアの４カ国を回ったので、そこ

で出た声を申し上げたい。中国の薄煕来（ハク・キライ）さんからＦＴＡをやりた
いとの話があり、国へ帰って考えますと言ったら、日本は中国とＦＴＡとやるつも
りがあるのか、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い
う話があった。 
タイのタクシン首相は、日本からたくさんの人、あらゆる省庁から何十人も人が

やってくるので、一体誰と話をすればいいか分からず、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いた。また、フィリピンで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のに 100 人しか入れてくれないなら、日本に受け入れても
らわなくても結構と、かなり激しい口調の発言があった。 

（牛尾議員） 私も同じ頃にアジアを回ったので、その印象を込めて申し上げると、日
本とＦＴＡを早くやりたがっているというのがひしひしと感じられる。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からイライラしてしまう。結局こうしたいと言うと、
各課レベルでそれぞれの意見を主張し合うので、インフォーマルなオーソリティの
ある人が来て、話した方がすぐまとまるのではないかという感じを持っている。 
民間企業の場合、強い、余裕のある企業が発展途上の企業と提携するときには、

大きい方が相当譲らないとまとまらない。対等でなくても、譲ることで一緒になっ
て流れができれば、長い目でみれば十分効果があるので、目先だけで対等な交渉を
するところにいら立ちがある。 
日本は、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ならず、特にアジア各国とは積極的に譲



 

 3 

るものは譲り、アジアを日本が支え、拡大を考えるといった精神が必要であるが、
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だが、まだボンレ
スチキンか骨付きチキンかという話をしており、20 年前からの同じ議論が全然進ん
でいない。日本もこれだけの国になり、構造改革を標榜しているので、スピーディ
ーにやるためにも一体となった交渉で成果目標でもつくり、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いる。タイのケース１つとっても、中国と
アメリカは先に進んでいるのに、日本は未だに取り残されたままである。 
先ほどアロヨ大統領の話が出たが、日本で働きたいという一番の希望はＡＳＥＡ

Ｎの人が持っており、日本語の勉強も一生懸命しているわけで、需要も山ほどある。
その障害がとれれば、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思う。そうした高い、広い見地で政治家の方が進まれるこ
とを期待したい。 

（町村臨時議員） 現在交渉が進行中なのはフィリピン、タイ、韓国、マレーシアとあ
り、来年の早いうち、あるいは来年いっぱいには必ずまとめたい。また、来年の４
月からＡＳＥＡＮ全体と交渉を始めるわけだが、これらも、とにかくスピーディー
にやりたいと考えている。 
スタートが遅かったのは事実で、経済連携協定の推進についての基本方針を明日

の経済連携促進関係閣僚会議で決めたいと思っている。 
中身は、当たり前のことばかりかもしれないが、日本の対外経済関係の発展、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
形でやっていきたい。その際には、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たので、その東アジア共同体の構築を促
すことを中心におく。世界中の色々な国からオファーがあるが、特に東アジアに当
面は最重点をおいて進めていきたい。 
また、相手の国との関係では、ＦＴＡばかりではなくて、投資協定、相互承認協

定、投資環境の整備などの方が、当面は非常に有効だというケースもある。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ないが、投資は
随分進んでおり、それにまつわるトラブルが随分ある。したがって、中国にはむし
ろ投資協定でいこうと話をしているが、先方は嫌だと言っているという実情もある。
各国に応じた、最適な形があるのではないだろうか。 
また、スピードアップするには、人手がかかり過ぎているというご批判もあった

が、現実に、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。譲許表で１項目ずつ全部書いてあるので、きちんとやろうと
す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をいうのは、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本走っているので、
これが同時に国会にかかるとすれば、膨大な資料を作成することによって外務省の
みならず、各省とも大変なマンパワーが必要である。しかし行革でそう簡単に人を
増やせないという問題もあるので、民間の専門家の知恵、力を借りることを含め、
交渉のやり方の簡素化も考えつつ、やっていきたい。いずれにしても、先程の御指
摘を踏まえながらやっていきたい。 
ただ、例えば、アメリカのＵＳＴＲ的なものを念頭に置いて、一元的にやったら

どうかという行政の交渉体制の話もあった。これは前からある議論であり一案かも
しれないが、ＵＳＴＲも確かに外に出ていくと一元的な交渉権限を持つが、結局国
内に持ち帰れば各省と相談しており、実はそう変わりない。日本側は、丁寧過ぎる
かもしれないが、決まった暁にはすっと進むというメリットもある。日本にＵＳＴ
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Ｒをつくるのは、屋上屋を重ねることになるのではないかとも思い、正直言って悩
ましい問題ではあると思っている。 
ただ、ＯＤＡを戦略的に使っていけといったような御提言は、大変もっともなの

で、ぜひそうした方向で努力をしてまいりたい。 
（中川議員） 通商国家としてよって立つべきものは何かというと、町村臨時議員に多

くを言っていただいたわけだが、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、途中でこれはちょっとおかしいぞということでＮＡＦＴ
Ａができたが、今はＦＴＡありきでＷＴＯが消えてしまっているという感じを持っ
ている。私は両方大事だろうと思っている。 
アフリカなどは、私どもがお会いすると、ものすごく日本に感謝をしており、こ

れはＷＴＯのルール、途上国への配慮、ＯＤＡが効いている。ＦＴＡをアフリカの
ＬＤＣと結ぶといったことはお互いあまり感じていないので、ＷＴＯのガット 24
条にのっとった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
づけが必要だと思う。 
インド、チリもスタートラインについた状況になっており、重要であるが、東ア

ジアは地理的、経済的な関係からもとりわけ重要であると考えている。 
戦略の中で、中国の話が出たが、中国は選挙がない、議会もない、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は条約を選挙や議会で承認しな
ければいけない。アロヨ大統領の話があったが、アロヨ大統領が私どもとの関係で、
品目も含めて、後出しでどんどん出してきたのも、結局、議会に説明できるか、議
会を通るかを大変心配をされたものと私どもは分析している。 
アメリカのＦＴＡ戦略は何かを私なりに判断すると、経済性はもとより、政治性

も非常に考えている。中東のサウジアラビア、モロッコとやりたいとか、オースト
ラリアとはやったのに、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とか。イラク問題が響いていると言われて
いる。それぞれ各国戦略があって、その上で日本にプラスになるようにしなければ
いけない。 
資料（２）の③に書いてあるけれども、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、言葉はとてもよいが、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。 
それから、相手国にとっての配慮という話はそのとおりで、特にＡＳＥＡＮ等は、

途上国であり、同じＷｉｎと言っても、分母が違うわけで、そこは配慮するという
意味で御指摘のあったＯＤＡの戦略的活用等、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。 
最後に「進め方」について。シンガポールはほとんど産業がない貿易立国との関

係だったが、メキシコ、チリは、ある意味ではＦＴＡ大国、先進国であり、日本に
とってみれば、初めての経験をいろいろ学ばせてもらった。外務省、農林水産省、
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、最後の首席交渉官ベース、大臣ベース
では、そんなにばらばらだったとは思っておらず、今後もそういうことはあっては
ならない。総理の強いリーダーシップの下で我々がやっていき、ばらばらだといっ
た指摘がないように努力をしていかなければならない。 
いずれにしても、ＦＴＡはバイの交渉なので、オーダーメイドというか、それぞ

れ相手が違うので、相手との関係、それから、経済界、農業団体の方も含めた直接
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関係者ベース情報交換、話し合いをし、国を挙げて一致団結してお互いＷｉｎ－Ｗ
ｉｎの関係で、今後東アジア、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、４議員の御提案を重く受け止めさせて
いただきたいと思う。 

（島村臨時議員） ＥＰＡ農林水産物交渉に積極的に臨む方針としてまとめた「みどり
のアジアＥＰＡ推進戦略」について説明させていただく。その前に、民間議員から
御指摘のあった農業の構造改革について申し上げたい。 
農政改革については、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、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る。また、株式会社の農業参入に関しては、
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
いと考えている。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する。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いる。 
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、内閣の基

本方針としてアジア各国と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Ｅ
ＰＡ推進戦略」をまとめたところである。 
具体的には、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。 
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いても、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月からのＡＳＥＡＮ全体との交渉のモデルとなるものと考えている。 
先ほどの民間議員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、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、経済産業省に遅れをとることがないように、これからも相連携して
頑張っていきたいと思っている。 
なお、ＥＰＡ推進について町村臨時議員からも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、関係省庁間の連絡・調整も密に行われているので、
諮問会議でさらに議論する必要はないのではないかと考えている。 
中川議員から通商国家の話があったが、我が国は同時に農業国家であり、この狭

い国土が、寒帯から亜熱帯に細長く延び、７割は急峻な山に占められ、しかも太平
洋側と日本海側に分断されている状況にあるものだから、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、自然環境の保護に色々な意味で
問題が生じかねない。その一方で、自給率 40％というのは先進国最低で、極端に低
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い水準にある。そういう意味で、これから食育等をさらに推進して、日本農業のあ
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。昭和 35 年には、これ
が 79％あったが、年々落ちてきて、現在 40％。この原因を探ると、生産量あるい
は生産能力に限界があったのではなく、食の洋風化に起因することがわかっている
ので、食育その他に大いに力を入れていきたいと思う。 
結びに、ぜひ付け加えたいのが、ＥＰＡにおいて実現すべき内容は相手国によっ

ても異なり、事前に詳細に定めると、実際の交渉において柔軟性を失うおそれがあ
ると考える。例えば、我が国の場合は、基幹品目として米などがあり、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るが、これらについては、国を守る
という意識に立って守らなければいけないものであり、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考えている。 

（尾辻臨時議員） 厚生労働省では、ＦＴＡ交渉に当たっているのは実質２人である。
２人が頻繁に報告に来るのだが、私からは「また行くのか、また行くのか」と言わ
れている。したがって、何十人も行っているはずはないと思いながら、先のお話を
伺っていた。そして、この２人が帰ってくる度に「交渉だから、段々近寄ってくれ
れば良いのに、どんどん遠いところへ行ってしまう」と、かなり厳しく言っている。
交渉だから、双方色々な言い分があるだろうと思いながら、先ほどのお話を伺って
いた。 
厚生労働省としての交渉に当たる基本方針だが、これは平成 11 年８月の閣議決

定に基づいている。具体的には、大きく２つある。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をしている。 
まず、専門的・技術的分野の労働者の受入れについて、入国管理制度上、就労可

能な 16 の在留資格があるが、受入上限数を設定していない。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いる。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、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
ど支援をしているので、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
思っている。 
大きな方針の２つ目、単純労働者の受入れについて、これは十分慎重に対応する

ことが不可欠となっている。その理由としては、１つには、雇用機会が不足してい
る高齢者、女性等への圧迫が生じるという問題がある。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、あるいは景気後退局面において外国人労働者の失業
問題が発生するおそれがある。さらに、新たな社会的費用の負担等が懸念される。
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入国しており、こうし
た日系外国人が単純労働者として働いている。そして、これらの日系外国人が多く
集まり住んでいる都市においては、様々な問題、例えば外国人子弟の教育、非行の
問題、地域コミュニティでの摩擦なども生じていると聞いている。今後、外国人の
受入れを単純労働分野にまで広げた場合には、こうした問題が生じることを懸念し
ている。 
本年５月の世論調査を見ても、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あり、就労は認めない方針を続
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けるべきという意見もむしろ増加している。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極めて大きなものがあり、国民の関心
も極めて高くなっている。したがって、こうした議論は、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ると
考えている。 
もう１点付け加えると、今、少子高齢化も大変な勢いで進んでいる。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議論がある。このことについて、
厚生労働省としては、高齢者、若者、女性といった方々の労働市場参入ということ
を促している。そして、そういうことによって、今後 10 年程度は国内労働力人口
は大幅には減少しない、減少する状況にはないと見ている。したがって、労働力供
給という観点から見て、外国人を受け入れる必要はないと考えているということを
申し上げておきたい。 
今、私どもは 10 月から「雇用政策研究会」を開催している。ここでの色々な議

論も踏まえながら、この問題を整理していきたいと考えている。 
（南野臨時議員） 法務省、法務大臣の立場として、外国人労働者の受入れについては、

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いる。国民生活への影響
という観点から、受け入れるに当たっては、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し
ている。 
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るので、民間議員御指摘の
適切な受入条件や国内管理体制の強化が重要であるとも考えている。 
なお、外国人労働者の受入問題については、私的懇談会である「出入国管理政策

懇談会」において議論いただいており、近々、その報告が提出されるので、その内
容を十分に踏まえながら「第三次出入国管理基本計画」の検討を行って参りたいと
考えている。 
また、経済連携協定における各国からの人の移動分野に関する要望に対しても、

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
方針に則って各国と交渉が行われているところ、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良い受入制度となるように関係省庁
とも緊密に連絡しながら、交渉を推進して参りたいと考えている。 

（本間議員） それぞれの議員の話を伺い、前向きにこの問題について対応していると
いうことで、ほっとしている部分もある。しかし、そのスピード感において、私は
幾分懸念をしている。ＦＴＡの問題は、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いう流れの中で進められており、その点で「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を、経済学者として懸念を持
っている。というのは、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ると、それは比較優位の原則の中ではある程度マイナスの
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
いう流れの中で論点を整理しないで、双方の側が一方において被害者という意識だ
けで進めることになれば、スピード感において極めて遅れたものになる危険性があ
ることを強調したい。 
２番目は、先ほど尾辻臨時議員から話があった国内労働人口の供給を外国人労働

者に依存することは非常に問題があるということは、私自身も認識しているが、
2050 年等の状況を考えると、外国人と共に生きるということがこの国の経済の維
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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。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、人口の減少
だけで我が国の潜在的成長率は落ちるのであり、少子高齢化の中で現役世代の負担
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。グローバル戦
略の中で積極的に位置付けるべき点であると思う。 
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ある。この点、南野

臨時議員のお話にもあった安全と秩序ということは、非常に重要なポイントだろう
と思う。しかし、実は私の学生がこの問題について統計上極めて詳細な分析をして
おり、外国人労働者が犯罪率を上げるということ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、分母を調整すると却って外国人労働者
の方が実は犯罪率が低いという結果になっている。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いう点がある。 
夏にタイに行き、私の弟子がチュラロンコン大学で助教授をしているのだが、そ

の友人達とこのような問題について議論をした。交渉の方法・態度が、我々が先進
国側の立場に立っ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、
我々は現場のものとして十分心しなければならないテーマではないかと考える。ぜ
ひ、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、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う。 

（奥田議員） 少子化問題と関連してお話ししたい。今の出生率の状況について、数字
がそのまま続いていけば、もちろん尾辻臨時議員の話されたように、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、これは当然だと思う。その上にさら
にＩＴ化を促進して、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
いくということがある。当然、これを考えに入れて人の移動の問題を言っているの
であり、単に労働力不足という問題ではなく、これからの日本は多様性を重視しな
いと、日本は日本人だけでやっていくのだというようなことを言っていたら、日本
が世界の中で益々孤立化していくという問題が出るのではないかということを懸
念している。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 年と言われたが、やはり 30 年、50 年というスパンで、も
のを考えていかなければいけない。 
もう１つは、若年のフリーターとか失業者が何百万人といるということで、これ

は頭の痛いところだが、なぜ３Ｋ職場に日系外国人の人達しかいかないのか。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が、結局、外国人に３Ｋ職場の仕事を押し付
けて、自分達は別の仕事をやっている。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を考えていただきたいとお願いした
い。 

（尾辻臨時議員） 本間議員がおっしゃった３点目は、実は私も大変気になっている。
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。どこの人がどうだという話なので具体名を挙げて申し上げることはし
ない。また、本間議員が言われたように、分母分子をどうとるかによって、随分変
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化する。１人しか来ていない外国人が犯罪したら、１分の１で 100 ％になるし、他
方、家族４人で来ていれば４分の１になる。このような話はいろいろあり非常に微
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うし、今、本間議員御指摘のような答えの出し方もある
だろうと思うので、ぜひそういうものはお出しをいただいたり、お見せをいただい
たりしながら、この問題について、冷静な議論をしなくてはいけないと思っている。
ぜひ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
思う。 

（竹中議員） とりまとめをさせていただく。日本が人口減少社会に入っていく中で、
アジアの中の日本、特に中川議員の言葉としては、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、全員一致していると思う。特にその場合、先にいろいろ動いて、
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、全員異論のな
いところだと思う。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いくと、今後さらに詰めな
ければいけない問題が多いと思う。 
今日の民間議員の提案の中で、基本的方向性について引き続き議論するというこ

とであったが、これは島村臨時議員が言われた交渉は交渉で大変高度なものなので、
その邪魔をしないというか、その障害にならないような形で、基本的な方向につい
てはぜひ諮問会議としても引き続き議論をしていかなければならないと思う。 
各論の中では、民間議員のペーパーの中にある農業と人の移動とサービスという

のが特に重要になってくると思う。「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っては、この点をぜひ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や、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、まず事実関係等々について、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うので、その点についても各省庁協力をして、
さらに詰めが必要だと思う。 
また最後に、民間議員ペーパーの中にある交渉体制については、なかなか難しい

問題もあると思う。まずは政府の内部で引き続き、しっかりと努力をすることが必
要だし、様々な意見があることを踏まえて、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だと思う。 

（小泉議長） ＦＴＡで担当大臣を置けばいいの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。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、経産省、農水省等、そ
れぞれ連携を取ることが大事である。今の状況を考えると、担当大臣を置いても大
して効果がない。役所が個別に議論をしてしまう。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。もういい加減にしたらどうだ、これは首脳会談だろうと。
こんな細かいことになったら、私が、大統領と首脳会談する必要がないよ。大枠決
めて、あとは担当者に任せればいいのではないか、と言ったくらいだ。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ならない。今はＩＴの時代なのだ
から、今までみたいに慣例に従って、この交渉を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
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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る。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。ＦＴＡ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
いかなくてはいけないと思っている。 

 
（南野臨時議員、町村臨時議員、尾辻臨時議員、島村臨時議員 退室） 

 
○平成１７年度政府経済見通しについて（報告） 
（竹中議員） 今朝、平成 17 年度の経済見通しを閣議了解いただいたので報告する。 

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
見込んでいる。平成 17 年度においては、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 ％程度と見込んでいる。 
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いては、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
いくということである。 

 
（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 
（中山臨時議員） 11 月４日に、三位一体改革の中で義務教育の問題を経済財政諮問会

議で議論される場合に、ぜひとも教育の立場から中央教育審議会の先生方の話も聞
いてほしいと発言した。そのことを取り上げていただいたと思う。本日は鳥居中教
審会長におこしいただいたので、ぜひお話を聞いていただきたい。 

（鳥居中央教育審議会会長 以下「鳥居会長」） 最初に、中央教育審議会が何をして
いるのかをごく簡単に御説明したい。 
資料の１ページ目。平成 13 年１月６日に既存の７つの審議会の機能を全部１つ

にまとめた形で新中教審として発足した。 
2-1 ページ。中央教育審議会は５つの分科会からなる形で再発足した。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。中教審は分科会の全ての議論について私が出席する。次のページを御覧いた
だきたい。実際には現在動いている部会がこれだけある。この部会には全部私が出
席する。この部会で上がってきたものは、全部分科会に必ず上る。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もできるが、中教審は必ず総会に上げ
る。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行う。それに全部私が出席している。 
中教審は何を審議しているかであるが、まず旧審議会は何をやっていたかを見て

いただくと、3-1 ページの一番上。旧中教審は昭和 28 年に発足し、まず義務教育
に関する答申を出した。これが現在の６・３制の堅持を求めたもの。以来、平成11
年の 12 月までに 34 の答申を出してきた。中には第 22 回答申、「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」いわゆる 46 答申と呼ばれ
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るものなど、非常に重要な答申がある。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る。それだけのことを46年に出していながら、
そのすべてを実現するわけにはいかないで、いまだに苦労しているというのが実態
である。 
3-2 ページには旧生涯学習審議会、理科教育及び産業教育審議会、教育職員養成

審議会の答申が出ている。3-3 ページには教育課程審議会の答申として、昭和 25
年以来の答申が全部出ている。これの１番を御覧いただくと、「『小学校の教育課程
をどのように改善すべきか』に対する答申」、これが基になり、学習指導要領がで
きた。学習指導要領は大体 10 年に一度改訂をしてきており、15 番目を御覧いただ
くと、「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
る。ここで昭和 33 年の学習指導要領ができ上がった。続いて 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、27 番、昭和51 年答
申により改訂が行われた。29 番、昭和62 年の答申は、約 10 年であり、幼稚園から
高等学校までの学習指導要領が改訂された。ここには載ってないが、平成 10 年の
改訂については平成 15 年に一部改訂している。ここにある最新の学習指導要領は
平成 10 年に告示したものを平成 15 年に一部改正したということになっている。こ
の一部改正というのは、今課題となっている多様な部分を改正したものである。 
3-4 ページは旧大学審議会。これは私が最後の会長を務めた審議会だが、そこの

答申が出ている。この大学審議会も非常に重要な答申をたくさん出してきた。 
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、冒頭で構造図を見ていただいたが、以上申し上げた旧審議

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
らわずか３年の間に 15 の答申を出した。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について。平成３年に教養教育のあり方について大学設置基準
の大きな改正があったが、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
ているのが現状。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。その後、第９回答申として、「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」答申を出したが、これは平成 15
年３月 20 日、アメリカがイラクに攻め込んだ日に、そのニュースを聞きながら答
申を出した。そのほかいろいろ大事な答申をしてきたつもりであるが、こういった
仕事を現在やっている。 
５ページには現在の総会の委員の名簿が付してある。６ページを御覧いただくと、

この中央教育審議会のいろいろな部会の中の１つに地方教育行政部会というのが
ある。これは、義務教育の根幹である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やっている部会。この部会の構成を御覧いただくと金沢市の
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するときには、この
ように、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考えている。 
７ページで現在、中教審が受けている諮問を３つ挙げてある。平成 15 年５月、

これは遠山文部科学大臣のときであるが、「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、現在その審議をしているところである。それ
から平成 16 年３月には、河村大臣のときに「地方分権時代における教育委員会の
在り方について」の諮問を受け、これが前のページで御説明をしたような教育委員
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会問題についての審議の引き金になった。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」の諮問をいただき、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をしているところである。
以上３つが一番大きなテーマとしてやっている問題である。 
８ページ。この度の三位一体改革に関連して、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きた。また、中山文
部科学大臣とも相談して、それから三位一体改革に関わるいろいろなお願いの過程
で、各大臣あるいは関係の方々ともお話をして、中教審が義務教育の在り方につい
て、網羅的に洗い直すべきではないか、となり去る 12 月 17 日に中教審の総会にお
いて、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」
という論点を提示した。それがこの８ページのものである。これから中教審の中に
義務教育特別委員会を総会直属の部会で設置し、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いる。概略を説明すると、義務教育の目的は、
憲法にも書いてあることでもあるし、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るが、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つがある。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あ
る。 
それから（２）に、義務教育で育成すべき国民の資質・能力であるが、大きくそ

こでは５つの事柄を挙げてある。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である。②に社会規範と
道徳を教える。この道徳に関しては、学習指導要領の第３章で道徳では何を教える
かが書いてある。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、その項目の最後に「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」を教える
というのがある。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
発展に努めるとともに、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
のがある。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う。 
それから元へ戻って、（２）の③であるが、学習の仕方、学習の習慣を教えると

いうことを大切にしなければならない。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る。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る。 
④であるが、ここから先は当然のことだが、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。ただ、小学校の学習指導要領を
御覧いただくとわかるが、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
くわかるようにとか、人にいい話ができるようにというところから始まるが、「よ
い字を書けるように」という言葉が出てこない。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る。「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んじゃないかと思う。それから⑤には、応用力
と抽象的に理解・思考する力。 
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今後の検討事項であるが、５つ挙げてある。（１）として、「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いる。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。これは教員に
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る。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
が書いてあるが、それでこれからもよいのかどうか。もう一度審議をしてみたいと
考えている。 
（２）の「国と地方の関係・役割の在り方」。これについても、もう一度改めて

審議をしたいと考えている。このことは、８ページの説明が終わった後で少し御説
明を加えたいと思っている。 
（３）の「学校と教育委員会の在り方」。これについても今審議中であるので、

後ほど少し解説をさせていただく。 
（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

りを持っているが、これについて集中審議をしたいと考えている。 
（５）に今、家庭の教育力が全く崩壊状態であるし、地域の教育力も同様である

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
と考えている。 
続いて、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う。 
今、世界の主要国は教育改革を断行している最中である。この教育改革の大きな

波が起こったのは 1980 年。教育改革はなぜ必要になったかというと、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っている。その１つ
が、まず労働組合主義が非常に盛んになり、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、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。それがよかったという国
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
になっていった。 
３番目は国家批判教育。これは不思議なぐらい先進国に共通して起こった。それ

らについての反省が盛んになってきたのが 1980 年ごろ。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った。子どもの好きなようにさせてやれという
授業、イギリスなどではトピック学習というが、本人が好きなトピックを勉強する
というのが非常に盛んになり、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。５番目に、非常に偏ったテキストが増え始め
た。今月号の『正論』に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
ただくとわかるが、イギリスのかつての歴史教科書で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んだと、それがごく普
通の子どもたちが使われていた歴史教科書である。イギリスという国は世界で最も
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
ぎていた。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
ている。６番目には予算。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
行われてきた。 
以上６つの戦後の１つの傾向に警鐘を鳴らしたのがサッチャー元英国首相であ

る。1979 年、総理に就任されると直ちに教育改革に取り組み、1980 年にまずイギ
リスの教育法の改正案を議会に提出し、1987 年までの約８年をかけて、5,000 回ぐ
らいの修正提案を受け、そして最終的に 1988 年法と呼ばれる 238 条からなる法律
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にまとめ上げられた。この法律をつくるに際してサッチャー元英国首相は、ブラッ
クプール演説で「今国会の最重要課題は教育の質の向上である。これは国と父母と
子どもの利益に関わることである。イギリスが、日本と西ドイツとアメリカに対し
て競争で成功するには、よい教育を受け、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
説をした。 
彼女の指摘したイギリス教育の問題点は、学校の教育能力の低下、基礎的能力、

特に読み書きと計算力の低下、校内徘徊、校内暴力、不登校の激増などの規律の低
下、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した。 
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る。子どもによって違う宗教を信じてい
ることもあるなどの宗教問題がある場合は、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・サイレンスを実行している。それとは別に、自分で選
んだ世界の４大宗教について学ぶという授業もある。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ことで、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る。 
そのほか英語、数学、理科のコア・カリキュラムについて、学力評価のために統

一試験が行われている。我が国もそろそろ統一試験を復活しなければということを、
今、中山臨時議員が提案しているが、イギリスでは、統一試験をして、その結果を
評価して、公表し、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いる。 
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て、

ブレア内閣になっても、なお一層それが強化されている。 
イギリスの現在の制度では日本の交付税に相当するものが約９兆円、それに地方

税が４兆円、９兆円と４兆円合計合わせて 13 兆円の地方財政の中から公立学校の
教育予算約５兆円が支出されている。これが 2006 年から新しい制度に変わる。新
しい制度では、９兆円の交付税から５兆円が独立して、地方は、５兆円そのまま義
務教育費に使うことになる。したがって、国の負担で義務教育費が賄われるという
形になる。これもイギリス独特の考え方と言えばそうだが、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に予算を預けていた時代を卒業して、改めて国が
全額見ていくという形になろうとしている。 
それから教育改革のもう１つの大事な教訓になるのは、アメリカである。 
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」という報告

書が出された。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た。それがだ
んだんに実るようになってきて、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る。その 7.3 ％の連邦予算は、ノー・チャイルド・レフト・
ビハインド、１人の子どもも、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、そういうようないろんなことに使われている。 
このレーガンレポートの最後の文章は、我々にとって非常に教訓的な言葉だと思

う。「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最後の文章が締めくくられて
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いる。これは我々にとって非常に重要な教訓だと思う。 
アメリカでは現在、今申し上げたノー・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、それと同時に並行して、連邦予算の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、あと、自由に学校を選べるようにしよ
うという教育機会の選択拡大を実施している。 
以上、２つの先進国の例を御紹介したが、我が国においても、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思っている。 
日本の義務教育は、国の義務教育費国庫負担金と都道府県の負担金と、そして一

部市町村の負担金からなっている。ちなみに、モデル的な各学年２クラスで児童数
310 人の小学校の年間経費は２億 4,000 万円である。２億 4,000 万円のうち、市
町村が負担するのは約 5,400 万円、都道府県が約１億円、そして国が約 8,000 万
円を負担している。その中で人件費だけを見ると、大体児童数 310 人だと、先生は
18 人ぐらいになるが、18 人の教員の人件費は約１億 5,000 万円である。それを国
と都道府県が半分半分で分担していたというのが今までの実態である。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。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で三重に国が負担することが法律で定められているが、一体そ
の定めはどこから来ているのかということをぜひ御理解いただきたい。 
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が、

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地方分権の自
主権を与えて、その代わりに財政的な負担だけは支えようとした。その支えがない
と都道府県によって１校あたりの教育費用が大きくなるところと小さいところが
出てくる。もともとこの制度、義務教育費は自費負担だったのが明治 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。その公費負担に切りかえられて
からは、市町村と国庫で負担した時代が昭和 15 年まで続いた。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。昭和の初期に、国費負担を最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、この間、森先生から伺っ
た。 

（小泉議長）  当時の立憲政友会が「地方に任せろ」と言った。祖父は民政党。あのこ
ろ盛んに選挙キャンペーンのポスターで、「地方に任せろ」、「いや中央に任せろ」
と、大正の終わりごろから地方分権と中央集権の争いがあったんじゃないか。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。 

（鳥居会長） そのときのポスターをもらってきた。 
（小泉議長） そうそう、それそれ。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） そんなこともあり、昭和 15 年から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に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 年に、今の義務教育費国庫負担法ができたということである。 
まだ、ほかにもいろいろあるが、要するに、教科書の問題１つとっても、あるい

は教員の問題をとっても、いろんな政治的な動きがあって、それらの間をくぐり抜
けて地方分権の実現に向けて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と思われるので、ぜひ、またそのところを御検討いただけ
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ればと思う。 
（吉川議員） それでは、私から「今後の教育改革について」という民間議員提出資料

を御説明する。 
資料の説明に入る前に、我々民間議員は教育の問題についてもいろいろ議論して

いるが、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、これは何の異存もない。ただ、どうい
う形で国が関わるのがよいのか、いろいろ議論をしているところである。それとも
う１つ、国全体として教育のコスト、あるいは予算、それを削減、縮減していくの
がいい、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
がいい、とは全く考えてはいない。教育は非常に大切なことだ、初等中等教育はそ
の中でも最も大切かもしれない、こういう考えを我々４人とも持っている。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
ただいている。 
資料の１番目、日本経済の要は「人間力」である。先ほど鳥居会長から指導要領

について説明していただいたが、そこにもあったように、初等中等教育において「徳
育」とか、あるいは「体育」というものが非常に大切なことだということは、認識
しているが、しかし、「学力」というものも大切である。この点で最近の国際調査
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いる。 
ちなみに文部科学省が行っている学力調査で、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ある。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り、またこうした調査はこの問題をめぐる議論の基礎
的な資料になるのだから、ぜひとも早急に開示していただく必要がある。万事早急
にスピード感を持ってこの改革を行う必要があるのではないかというのが私ども
の考え方である。中教審においても御検討いただいて、また御報告いただきたいと
考えている。可能な改革については、政府の「基本方針 2005」に反映されるべきだ
と考えている。 
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。具体的には、下記の３つの観点からの検討
が重要であると考える。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
らの参入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。以上が第２点である。 
第３点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。 

（奥田議員） 資料「中央教育審議会について」の 3-3 ページ、「教育課程審議会にお
ける答申」というので、今、鳥居会長からお話があったが、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、こういうことでいろいろ改善
とかが出ているが、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
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先生が書かれた、８ページに書いてある、義務教育で育成すべき資質・能力、健や
かな体を云々など、社会規範、道徳というのは、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か。 

（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
いた。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
ないと思っているので、当然のことながら、今後ともそのような立場で議論を進め
ていただきたいと思っている。 
それから、吉川議員に説明いただいた資料の「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だが、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ったが、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いるので、一体それとバウチャー制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かないと、私が一番恐れるのは、違うもの
を継ぎはぎにすると、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うのではないかということである。であるから、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、これはよくよく議論を
いただくべきことかなと思う。 

（中川議員） 吉川議員の資料の２の②、「現場に権限を移譲し」、これはもちろん総論
としては大賛成である。全体としては大分よくなってきたのだろう。昔の北九州や
広島はよくなってきている。私の地元はまだひどい。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るから、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るのか、自治体の市町村はしっかりしているの
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けれども、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、私が日頃言っていることと、地元の一部とかは全く違うとい
う現実もあるということを、ぜひ御理解をいただきたい。 

（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、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最初だが、あれか
ら１年経ってこのような形で、少なくとも中教審に出ていただいて、８ページに書
いてある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
と思っている。 
鳥居会長に伺いたいが、そもそも義務教育というのは中学までやらないといけな

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。だからいろいろ問題になっている。ホームスクールの数が激増したのも事実で、
危ないから学校に行かないのである。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、最近だと、200 万世帯に近いぞという話もある。そういっ
た状態になっているのである。傍ら、公文式がＫＵＭＯＮとなってそこに入ってき
ている。イギリスも同じである。 
そういった実態についても、私どもはもう１回、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
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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
限度だと思っている。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
こぼれができるきっかけは２つあって、分数を教えたときと因数分解を教えたとき
と、大体２つのときにタイミングが決まっている。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年の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制というのは最初から問題だった話でもあり、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ないけれども、
こういったものをもう一回考えるなど、ぜひ、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る。これはいろんな考え方があるので、教育
を語らせると１億 2,000 万人総評論家になるので、とめどもない話になるのを避け
たいと思うが、「人間力」、「人材育成」、「人材立国」など色々表現があるが、ぜひ、
この教育だけは、少なくとも私どもとして最も手間暇をかけ、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るけれども、多様な人材もピン
からキリまでいて、そういった「多様な」であればいいのかというわけにもいかな
い。そういった意味では、この種の話については、ぜひ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、事を急ぐようで恐縮だが、１年ということを申
し上げている。 
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る、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いるので、ぜひ、そういった意味での答申を出していた
だければと心から期待するものである。 

（本間議員） 教育の問題にはパラドックスがあるのではないか、と思っている。我々
の時代に比べて教育関連の支出と環境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減少していない状況の中で、なぜ学力
が落ちるのか。このことについて、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。このことについて、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
まで議論を詰めていく必要があるのではないか。このことを、質問を兼ねて、お願
いしたい。 

（牛尾議員） 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
化はすごいものがある。国際化の醸成やＩＴ化など、あらゆるものが変わり、しか
も早熟化する。そして、日本には少子・高齢化現象がある。そういう状況の中で、
読むものは山ほどある。教科書を読む暇はあまり無いのに、情報は山のごとくあり、
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
の理念についても、きちんと入れて議論する必要がある時代であることを申し上げ
ておく。 

（鳥居会長） まず、ＯＥＣＤとＩＥＡの学力調査の件については、文部科学省および
中教審もかなり深刻に受け止めている。中教審としては、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をしたい、と考えている。 
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次に、学校間の競争の促進について。競争の促進そのものについては、中山臨時
議員による資料「甦れ、日本！」でも指摘されており、できるだけ早い時期に、評
価、公開、全国学力調査などについての可能性を検討し、実行に移すべきだと考え
ている。学校を競わせるという問題として、学校間の競争にはいろいろな種類があ
る。公立学校と私立学校を競わせることはほとんど意味がない。日本全国で小学校
は 24,000 校あるが、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
の子供しか私立の小学校へ行っていないため、競争にならない。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。一方で、公立と公立の間の競
争も機能していない。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
から考えなければならない。地方と地方、町と町、村と村、都道府県と都道府県が
競争するという方が、むしろ今は割と良く機能している。これらをこれからもう一
度再評価してやっていきたいと考えている。 
次に、外部人材の登用について。その他のご質問全てにも関連するのであるが、

70 万人の先生の質を一遍に良くする方法は無い。外部人材の登用は決して悪いこと
ではないが、ごく一部、１人か２人の外部人材を登用してみても、それだけでは問
題はほとんど解決しないと思っている。 
次に、現場の創意工夫の問題については、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、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る。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るが、我々としてもそれを考えていきたい。 
教員の問題と同時に現在我々が取り組んでいるもう１つの問題は、教育委員会の

問題である。例えば、町村合併の際には何人かの町長や村長が不要となるが、「教
育委員にでもなってもらうから」という話が出てくることが現実にある。何か所も
視察をして歩き、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しまっている。これでは、少しも地方分権とか地方
自治にならない。これをどうするかという問題がある。また、教育委員会の質の向
上も非常に大きな問題である。 
次に、バウチャーの問題について。バウチャーは、言うは易く、行うは非常に難

しい。バウチャーには３種類ある。１つ目は、利用者に対してクーポンを発券する
タイプ。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タイプ。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タイプ
であり、これもバウチャーの一種である。このいずれかの方法により、各国は実施
しているのであるが、アメリカ、イギリス、スウェーデン等々を比べてみると、貧
困世帯に限るなど対象も様々である。アメリカにおける貧しい家の子供の場合、公
立学校にいたら教育はミゼラブルであるため、何とかして良い私立の学校に行きた
いが、お金が無い。そこで、バウチャーを貰うことで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。それを、全部の子供にバウチャーを渡
すとなると、谷垣議員も指摘されていたが、少し無理があると思う。我々は、バウ
チャーについては相当詳しい調査を行っているため、また機会があれば、何かの形
で資料をお届けしたい。いずれにしても、バウチャーはいざやってみようとすると
非常に難しいと思う。 
次に、麻生議員からお話があった義務教育の問題について。現行の６・３制は、

資料「中央教育審議会について」3-1 ページにあったように中教審でも昭和 28 年に
「義務教育は６・３制を堅持する」ことを答申しており、今日に至っている。これ
には、いろいろな意見がある。麻生議員の御意見もあれば、逆に高校まで延ばすと
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いう御意見もある。いろいろな意見をこれから伺っていくという作業に入らなけれ
ばならないと思っている。国中が大騒ぎになるため、静かにやり始めるしかないと
思っている。また、因数分解の話が出された。私の考えでは、やはりその程度ぐら
いは必要かと思うが、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
ばならない範囲があるため、そこは考えていきたい。 
最後に、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についてだが、

一番大きな原因は、先生の教育だと思う。２番目は、教科書のいじり過ぎである。
戦後 60 年かけて教科書はどんどん改善されてきたが、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。私達が子供のときの教科書は非常にわ
かりやすかったと思う。これから、この両方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考えている。 

（中山臨時議員） まず、多くの答申を出していただいているが、どのように具体化し、
どのような効果があったのかのチェックを事務方に命じて、今やらせているところ
である。 
学力低下については、ゆとり教育との関連をいろいろ言われている。ゆとりが即、

学力低下につながったとあまりに騒ぐことはどうかとも思うが、20 年、30 年前に
比べると確かに落ちていることは事実である。そのために、「何故なのか」という
ことになるが、問題は子供たちが勉強しなくなったことだ。「何のために勉強する
のかわからない」と。しかし、そういう中でまだ上位を維持していることはまだ救
いがあると思っている。だからこそ、今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思われるため、学力向上も含めて教育改
革をやっていかなければいけないと考えている。 
バウチャーについては、鳥居会長が言われたとおりである。イギリスは実施した

けれどもやめてしまった等の話もあり、現在文部科学省でいろいろ調査をしている
段階であると御理解いただきたい。 

（奥田議員） 今、中山臨時議員が最初に言われた通り、やはり、これだけ答申がたく
さん出されたのに、今まで全然やられてこなかった。今度は、本当に実際にできる
のか。実際に書いただけで、答申が１つ増えただけでダメになってしまっては困る
ため、ぜひ実行していただくことが大事だと思う。 

（鳥居会長） いろいろな県の小学校などを回って歩いてつくづく思うのは正にそのこ
とであり、我々が中央で答申を幾ら出しても、現場が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いいの
だが、それは不可能であるから、我々が飛び込んで行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思ってい
る。それはもしかしたら、１つは政治の力かもしれない。 

（竹中議員） 今日は本当に大切な御議論をいただいた。ぜひ中教審でしっかりと御議
論いただきたい。また、「人間力」との関係でぜひ連携をとって再度このような場
を持たせていただきたい。引き続き、中山大臣、鳥居会長によろしくお願い申し上
げる。 

（小泉議長） 私は「米百俵」の話をしたが、発展途上国の首脳が出席すると必ず出る。
貧困削減が一番の課題だが、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だとよく言っている。山本有
三の「米百俵」の戯曲はドナルド・キーンが戦後英訳しているが、それを渡すとよ
くわかるようだ。あの時代にあの難しい戯曲をよく英訳したなと思う。 
教育の分権化と地方制度の分権化の問題もあるが、日教組の先生は公務員で選挙
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運動してはいけないのにおおっぴらに選挙運動しているという問題もある。これは、
教育の偏向に資する。政治的偏向とよく言われるが、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・共産主義礼賛論者であ
る。だから、日教組等も、共産党、社会党がかつて一番強かった。教育は閉鎖的だ
が、これからは住民参加を考えた方が良い。先生の中にもいろいろな先生がいるた
め、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、人なの
だから。地方においても、住民参加が必要である。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。 
 

（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 
（谷垣議員） ポイントの第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る。社会保障等増加圧力があるが、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。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
ことを目標としてきたが、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いて、
去年に引き続いて 3.1 兆円改善することができた。歳出改革路線を堅持・強化する
ことが一応できたのではないか。また、予算全体についても、見直しを行い、メリ
ハリをつけることができたのではないかと思っている。 
具体的には、一般関係予算規模が 82 兆 1,829 億円であり、対前年度 720 億円増

えている。一般歳出は、前年度比 3,491 億円減で、47 兆 2,829 億円。公債金は、2
兆 2,000 億円減らして 34 兆 3,900 億円。プライマリーバランスは、▲15 兆 9,478
億円となっている。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いる。 
財投については、本間議員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、対象事業の総点検をしていただいたが、特に融資残高で大きなウエートを占
める住宅金融公庫、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
実施することにより、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。
その結果、平成 17 年度の財投は、総額の抑制、そして事業の重点化・効率化によ
り、その規模は 17 兆 1,518 億円と、最盛期は 40 兆円を超していたが、昭和 54 年
度以来 26 年ぶりの低い水準となった。 

（竹中議員） 予算編成の最終局面であるため、引き続き、各位におかれてはよろしく
お願い申し上げる。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。 

（以 上） 


