
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

平成 17 年第 13 回 議事録 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 17 年第 1  3 回）

（開催要領） 

1．開催日時：2005 年６月１日(水) 17:35～18:58 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 小泉 純一郎 内閣総理大臣 

議員 細田 博之 内閣官房長官 

同 竹中 平蔵 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同 麻生 太郎 総務大臣 

同 谷垣 禎一 財務大臣 

同 福井 俊彦 日本銀行総裁 

同 牛尾 治朗 ウシオ電機(株)代表取締役会長 

同 奥田 碩 トヨタ自動車(株)取締役会長 

同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授 

同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 

臨時議員 中山 成彬 文部科学大臣 

同 尾辻 秀久 厚生労働大臣 

保坂 三蔵 経済産業副大臣 

鳥居 泰彦 中央教育審議会会長 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）社会保障制度の一体的見直しについて 

（２）人間力（教育）について 

（３）「基本方針 2005」に向けて 

3.閉会 

(説明資料) 

○ 社会保障給付費の伸び率管理について（有識者議員提出資料） 

○ 社会保障制度の一体的見直しについて（尾辻臨時議員提出資料） 

○ 人間力の強化に向けた教育改革（有識者議員提出資料） 

○ 「人間力」の抜本的な強化に向けて（中山臨時議員提出資料） 

○ 中央教育審議会 義務教育特別部会における審議経過報告（鳥居中央教育審議会会長提出資料）
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平成 17 年第 13 回 議事録 

○ 経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００５（骨子案） 

○ 細田議員提出資料 

(配付資料) 

○ 資金の流れの変化について 

○ 郵政民営化・政策金融改革による資金の流れの変化について 

○ 尾辻臨時議員配布資料 

○ 中山臨時議員提出資料 

○ 鳥居中央教育審議会会長提出資料 

（本文） 

○議事の紹介

（竹中議員） それでは、今年 13 回目の経済財政諮問会議を開催いたします。 

本日、６月１日でありますので、４月 28 日の閣僚懇で申し合わせしておりまし

て、閣僚及び事務方はノーネクタイ、ノー上着とさせていただいております。民間

議員もそうなっておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

また、本日から新たに内閣府経済社会総合研究所の所長に就任されました黒田昌

裕所長が参加をしておられます。黒田先生、どうも今後よろしくお願いを申し上げ

ます。 

（黒田内閣府経済社会総合研究所長） 黒田と申します。よろしくお願いいたします。 

（竹中議員） それでは、議事に移らせていただきます。 

本日、中川大臣は御出張でございまして、保坂副大臣にお出でをいただいており

ます。 

○社会保障制度の一体的見直しについて

（竹中議員） それでは、本日の議題でございますが、まず、尾辻大臣にお出でをい

ただいておりまして、社会保障制度の一体的見直しについての御審議をいただきま

す。後ほど中山大臣と鳥居中教審会長に御参加をいただきまして、人間力（教育）

について御審議をいただきます。その後、「基本方針 2005」に向けた御審議をいた

だきます。 

それでは、まず社会保障制度の一体的見直しについてでございますが、まず、民

間議員から御説明をお願いします。奥田議員。 

（奥田議員） お手元にございます「社保障給付費の伸び率管理について」の民間議

員ペーパーについて御説明をいたします。 

民間議員がこの指標の必要性を主張してきた目的は、これから来る超高齢社会を

乗り切るための社会保障制度を構築することであります。したがいまして、資料の

冒頭にありますとおり、指標は、経済の規模とリンクしているということが当然の

前提であると、このように考えております。総理も前回こうした観点から、「何ら
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平成 17 年第 13 回 議事録 

かの指標によって給付費を管理する」という御指示をされたと、このような認識を

しております。この点をこのペーパーで再度確認させていただきたいということで

ございます。 

経済の規模と関連する指標が必要である理由は、資料の①にありますが、我が国

経済の“身の丈”に合った社会保障制度でなければ、持続可能ではないということ

であります。 

また、②にありますが、政府全体が「小さな政府」を目指す中で、社会保障給付

も例外ではないということが挙げられます。一般歳出の４割を占める巨額な歳出が

今後増加をし続けると、他の歳出を大幅に切り詰めざるを得なくなるということで

あります。 

こうしたことから、③のように社会保障給付の規模（伸び率）は、負担面を制約

に十分に考慮して、給付を効率化・重点化するということを全体に選択をすべきで

ある、このように思います。 

具体的には、負担面で見ると、所得（名目ＧＤＰ）の伸びにリンクさせる必要が

ある一方で、給付面では高齢化要因等によって、こういう伸びがあると、このよう

に言われます。これを例えば「高齢化修正ＧＤＰ」と申し上げまして、この指標と

して管理して、効率化・重点化を進めていくということを提案しているわけでござ

います。 

民間議員からは、以前より、こうした点を主張してまいりました。④にあります

とおり、「基本方針 2001」にも「経済の動向と大きく乖離しないよう、目標となる

医療費の伸び率を設定し、伸びを抑制するための枠組みを構築する」と書かれてお

りますが、医療総額の抑制は未だ実現しない、こういうのが実情だと思います。 

公的医療給付費を効率化・重点化するには、現場での取組みが必要であります。尾

辻大臣がおっしゃるように、個別の抑制策について、県別に目標を立てて計画的に

実施するということをぜひ進めていただきたいと考えております。 

しかし、県別に個々の抑制策を積み上げただけでは、負担力との関係で十分な抑

制か否か判断できないということもございます。また、国が果たすべき役割も不明

確なる上、抑制策を確実にする担保もないということになります。したがって、先

ほど申し上げましたマクロ指標を国全体の目標として決め、それをベンチマークと

して、国・県等の各々が個々の抑制策について目標値の見直し、あるいは進捗の管

理、更なる改善を行うなど、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回していく必要があると、

このように考えております。 

尾辻大臣からは、一部の抑制策について 10 年、20 年先の予想効果が示されてお

りますが、ぜひ来年からの５年間をとりあえず対象に、給付範囲の見直しを含めて

具体的な抑制策を網羅して、５年後と、それから毎年の達成目標を示していただき

たいと、このようにお願いいたします。 

これまでの諮問会議での議論では、「何らかの指標を置いて管理する」、そういう

ことで合意ができていると思います。引き続き、どういった指標が適切であるのか、

諮問会議で十分詰めていく必要が今後あるのではないか、このように考えておりま
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す。 

私からは以上でございます。 

（竹中議員） ありがとうございました。尾辻大臣お願い申し上げます。 

（尾辻臨時議員） 社会保障給付、とりわけ医療費の抑制につきましては、これまで

私の方からも何度も説明をさせていただいておりますけれども、前回、総理から「何

らかの指標が必要」というお考えが示されましたので、このことを真摯に受けとめ

まして、考え得る医療費の伸びの抑制策について、真剣に検討してまいりました。

ただ、大変技術的に難しい問題でありますために、今後とも十分な検討が必要であ

りまして、本日は現段階で考えておりますことを御報告させていただき、また、皆

様方の御意見も伺いたいと存じます。 

資料「社会保障制度の一体的見直しについて」の１ページに書いてあることから

申し上げたいと存じます。まず社会保障の伸び率管理につきまして、前回民間議員

の方々から提案されました「高齢化修正ＧＤＰ」という指標に対する私どもの考え

方について、改めて申し上げておきたいと存じます。 

この資料の３～４ページにありますように、大きな制度改正のあった時期を除き

ますと、診療報酬改定がなかった場合の医療費の伸びというのは、大体３～４％で

あります。医療費の伸びには、経済成長と連動しない要素があることをまずここで

申し上げておるところでございます。御覧のとおりに、医療費を患者数の伸びと一

日当たり医療費の伸びに分解してみますと、患者数の伸びにつきましては、患者負

担の増加等の制度改正により低下するのでありますが、これは一時的な効果しかな

いということはよくおわかりいただけると思います。また他方、一日当たり医療費

の伸びにつきましては、診療報酬改定等の影響を除きますと、経済成長率の高低や

軽度改正の有無によらず、申し上げたように３～４％でほぼ一定となっております。

申し上げておりますことは、医療費には、経済成長に関係のない自然増が存在して

おるということでございます。 

こうして見ますと、医療費の伸びと名目ＧＤＰの成長率とは連動しておりません

から、そうした中で、御提案のようにＧＤＰを基本に医療費の伸びの目標を設定す

ると、高齢化の要素に基づき、若干のプラスαを見込んだといたしましても、経済

成長率が高い時期には当然甘い目標になりますし、逆に経済成長率が低い時期には

目標が激し過ぎる結果となってしまうという問題があると考えております。これは

前回も申し上げたとおりであります。 

厚生労働省としては、これまでも様々な改革を進めまして、患者一部負担引上げ

や、診療報酬改定による抑制を行ってきたところでございますけれども、これらは

今も申し上げましたように、一時的な抑制効果しか持ちませんので、医療費の適正

化を継続的に進めるには、自然増により医療費の伸び自体を抑制するような構造的

な対策が必要であると考えておるところでございます。 

また、医療費の水準には、都道府県ごとに大きな格差がありまして、地域におけ

る医療提供体制の状況や、保険事業及び介護サービスの実施状況等も関連がござい

ます。 
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平成 17 年第 13 回 議事録 

以上申し上げたようなことを踏まえますと、むしろ、高齢化の進展等によって増

大する医療費につきまして、医療費の伸びに内在する要素をもとに、全国単位で目

標を設定し、それを踏まえて都道府県ごとに計画を定めることによって、医療費の

自然増を中長期的・構造的に抑制する政策を展開し、医療費の伸びそのものを計画

的に抑制していくことがより適当であると考えておるところでございます。 

次に、差し上げてございます配付資料の２ページ目を御覧いただきたいのであり

ますけれども、具体的な医療費の計画的抑制策として、これまでも御説明申し上げ

てきましたけれども、都道府県ごとに生活習慣病対策の推進、医療機能の分化・連

携の推進、平均在院日数の短縮、地域における高齢者の生活機能の重視、といった

点を特に重視した「医療費適正化計画」を作成し、都道府県ごとの取組みの目標を

設定しつつ、計画的な医療費適正化を図っていきたいと考えておるところでござい

ます。 

なお、この計画につきましては、御提案の中にもありますように、定期的に達成

状況を検証し、必要に応じて改善措置を講じていくことを考えておるところでござ

います。こうしたことに加えまして、もちろん、公的保険給付の内容及び範囲の見

直し等の短期的医療費抑制策についても検討してまいります。我々としては、こう

した計画的な取組みの中で医療費適正化を推進していくつもりでございます。 

これに関連して、更に何らかの指標を検討していくに当たりましては、第一に、

名目ＧＤＰの伸びを基本として、医療給付費の伸びを抑制すると、高齢化、技術進

歩等による医療費の自然増がある中で、必要な医療の確保に支障が生じかねないこ

とから、指標を設けることの影響について十分な検討が必要でございますし、また、

指標を設定することと、この指標に沿って実現可能性のある具体策を講ずることは、

一体的に考えなければなりませんので、先に指標だけ設定しても、実現可能性のあ

る方策と併せて議論しなければ、かえって無用の不安を与えかねないことといった

ようなこともありますので、十分勘案すべきものと考えております。 

したがいまして、指標のあり方については、医療保険制度改正案について年末ま

でに検討し、結論を得ることになっておりますので、これを踏まえて結論を得てい

く方がより適切であると今のところで考えておるところでございます。そのため、

国民の安心や生活の質を揺るがせない形で、どのような指標が現実的にあり得るの

か引き続きこの場でも御議論を深めていただければと考えておるところでござい

ます。 

なお、５月 17 日に、官房長官の下、各方面の有識者や、この場におられる関係

大臣の御参加もいただいております「社会保障の在り方に関する懇談会」において、

これまでの議論の整理が行われましたので、簡単に御報告をさせていただきたいと

存じます。 

その内容につきましては、概略、別途のお手元の資料に差し上げてあるとおりで

ございますが、医療費の伸びの適正化が必要であるという点については見解が一致

しておりますけれども、名目ＧＤＰのようなマクロ指標を用いた伸び率間に関して

は、賛否両論様々な御意見となっております。本日は１枚のごく簡単な資料にさせ
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ていただきましたけれども、議論の整理というものが出ておりますから、そのもの

について、議員の方々についても、ぜひお目通しをいただければありがたいと存じ

ます。 

それから本日いただきました、今お聞きをいたしました民間議員の方々のペーパ

ーの中について一言申し上げたいと存じますのは、この④でございます。このこと

については、私どもも極めて強い努力をいたしたことは御記憶のとおりでございま

す。この方針に基づきまして、平成 14 年改正時に「医療制度改革試案」の中で、

老人医療費の伸び率管理について私どもも提案をいたしております。ただ、提案い

たしたのでありますけれども、政府・与党で検討を行った結果、様々な問題点が出

てまいりまして、この問題については今日申し上げませんけれども、いろんな問題

点を指摘されて、導入しないことで決着が一遍ついておると、こういうものでござ

います。 

したがいまして、まだこの辺の経緯というのは、関係の皆さんの記憶に新しいと

ころでございます。このことは申し上げざるを得ないものであります。そして、こ

のときの代替措置として、厚生労働省としては伸び率管理を引っ込めざるを得ませ

んでしたので、引っ込める代替措置として、国会での御議論も経た上で法改正を行

いまして、「老人医療費の伸びを適正化するための指針」を作成いたしまして、こ

れに基づく施策は着実に進めておるところでございます。４番目として、今日お話

がございましたので、あえて触れさせていただいたところでございます。 

それから昀後に中医協のあり方について御報告を申し上げておきたいと存じま

す。中医協のあり方の見直しにつきましては、昨年末の村上規制改革担当大臣と私

との間で基本的な合意に基づきまして、本年２月に「中医協の在り方に関する有識

者会議」を設置いたしまして、これは完全公開の場といたしまして、精力的に検討

を行っていただいておるところでございます。有識者会議は、これまで既に４回開

催しておりまして、前回、中医協の機能・役割、公益機能の強化及び委員構成の見

直しといった論点について御論議をいただいたところでございまして、一定の方向

性はお示しをいただきました。 

具体的に申し上げますと、例えば、中医協の機能・役割につきましては、基本的

な医療政策の審議については、厚生労働省大臣の下における他の諮問機関に委ね、

そこで診療報酬改定に係る基本方針を定める。すなわち中医協以外のところで、そ

うした議論はまず行われるべきだということ。それから、いつも問題になります改

定率については、予算編成過程を通じて内閣が決める問題であるということを明確

に確認する。それから診療報酬の改定につきましては、今申し上げた改定率及び基

本方針に基づいて、中医協において審議を行う。こういった中医協の役割について、

極めて明確に考え方を示していただいておるものでございます。引き続き、私の下

で精力的な検討を行うことといたしておりまして、実は今日この後もまた議論をし

ていただくことになっておりますことを申し添えます。 

以上にさせていただきます。 

（竹中議員） ありがとうございました。どうぞ御議論いただきたいと思います。吉
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川議員。 

（吉川議員） 私たちの考え方は、この１枚紙に書いてあるとおりです。先ほど奥田

議員から十分な御説明があったと思います。今、尾辻大臣から厚生労働省のお考え

の説明を伺っていて、幾つかもう一回明確にしたい点がございます。 

１つは、厚生労働省のお考えとして、医療についてはその給付が、必ずしも例え

ば名目ＧＤＰの動きなどの経済のサイズと、特に短期的には連動しないような自立

的な動きがある、という御指摘があったと思います。これは再三、大臣、この席で

もお考えを述べられていると思いますが、そのことに対して何の反対もしておりま

せん。我々の紙でも、給付については高齢化等の要因による自立的な動きがある、

と書いております。これは医療について当然であります。しかし公的な医療保険持

続可能なものにするためには、負担の面も考えなければいけないではないか、こう

いうことを再三指摘しているわけです。 

負担となると、財布の大きさ、すなわち経済の大きさと何らかの形でリンクして

議論しなければならない。医療保険制度を所与とすれば、当然、そのもとでの公的

医療費というのは、経済とはやや独立な自立的な動きをする。これは当然のことで

あって、誰も否定しない。しかしながら、負担ということを考えると、経済の大き

さを考えなければいけないわけですから、給付の方が今の制度の下でどんどん仮に

膨らむのであれば、制度の方を変える必要が出てくるわけです。こういうことを指

摘しているわけです。 

その際に、給付をコントロールしていく医療の改革は、きめ細かいミクロの政策

でなければいけない。この点について、私たちは合意していると思います。つまり、

やや荒っぽいキャップ制と呼ばれるようなものをやってはいけないということは、

これは厚生労働省も我々も合意している。 

ただし、そうしたきめ細かいミクロの政策を積み上げた上で、それを数年に一度、

とりわけ負担という方面から見て、経済のサイズ、経済の規模と何らかの形でリン

クしたマクロの指標と突き合わせて、うまく管理ができて、医療保険が持続可能で

あるかをチェックする必要があるだろう。このことを繰り返し申し上げてきたわけ

です。 

この点に関して、確認したいのだが、先ほどの尾辻大臣のお話は、そうした指標

を設けることについては、基本的には合意している、というように伺った。私たち

としては、そもそも前回の諮問会議でこのことを議論したときに、何らかのマクロ

指標が必要だということについては、この会議で合意できたと考えているわけです。

それが私たちの紙に書いてあるわけですが、その点について、本日の尾辻大臣のお

話では、そうした指標を考えることは良いのだけれども、マクロの指標は、ミクロ

のきめ細かい政策と独立に決めるのではやや問題があるから、もう少し時間をかけ

て、具体的なミクロの医療改革の内容といわば並行してマクロの指標についても考

えていきたいと、このようなことをおっしゃったように私は理解したんですが、そ

れでよろしいかどうか、その点を確認させていただければと思います。 

（尾辻臨時議員） その点については、先ほどこういう表現をしたと思います。 

7




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 17 年第 13 回 議事録 

名目ＧＤＰの伸びを基本として医療給付費の伸びを抑制すると、高齢化、技術進

歩等による医療費の自然増がある中で必要な医療の確保に支障が生じかねないこ

とから、指標を設けることの影響については、十分な検討が必要であるというふう

な表現にいたしたところであります。 

今のお話のように、負担の方から考えるというのは当然のことでありますが、負

担が国民の財布であり、国民の財布の総体がＧＤＰだから、負担をＧＤＰに対して

合わせるべきだ、という今のお話なわけでありますが、国民の財布の総額ＧＤＰだ

からという、その辺のところについても議論してみる必要があるのかなと思います。

先ほど資料の３ページ、４ページ目でお示ししましたように、医療費の伸びという

のが結局そうしたものとリンクしていないというのが現実で、ＧＤＰを、改めて負

担だからというような根拠のもとに、その伸びに合わすというのはどうか、という

議論は十分してみる必要があるということを今日申し上げておるところでござい

ます。 

そして、ミクロの我々の努力を積み重ねて、それが合えばというのは、私が今お

聞きした範囲においては、私どもの考え方と別に変わってはいないと思うわけであ

りますが、第二として申し上げておりますように、実現可能なりますものでなけれ

ばいけないということがやはりどうしてもありますから、実現可能であるかどうか

というのをよく検証した上で、まさにそういうミクロの積み重ねで実現可能だなと

いうことを見極めて何らかの指標を設けるべきということを申し上げたところで

ございます。 

今日、申し上げておりますことは、私どもも真剣に考えておりますけれども、ま

だ率直に申し上げて私どもの答えを出すに至っておりませんので、もう少し私ども

にも検討の時間をお与えいただきたいということを申し上げたところであります。

（竹中議員） 谷垣大臣。 

（谷垣議員） 今もいろいろ御議論があったわけでありますが、総理から前回、「何ら

かの管理の指標が必要だ」というお話がございまして、私としても、社会保障給付

については、国民が負担できる水準というのはどの辺なのかというのを見極めなが

ら、経済財政とのバランスを踏まえて目標をつくっていただいて、その伸びが目標

と整合的なものになるように、タイムリーに制度改革や、あるいはサービス提供コ

ストの効率化に取り組んでいただく必要があるのではないかと思います。 

今も御議論がありましたように、医療費の伸びは経済成長と連動しないところが

あるのは、私もそのとおりだと思いますが、負担の方からいきますと、これは関係

ないというわけにはいきませんので、引き続き、そこは厚生労働大臣に御検討いた

だきたいと思うんです。 

それから、今日の尾辻大臣のお話の中でもう一つ大事なことを言っていただきま

したのは、短期的医療費抑制策もやっていくんだというお話で、これは現下の医療

財政、医療保険、あるいは国の厳しい財政状況を考えますと、極めて大事なポイン

トではないかと思います。中長期的な取組みだけではなくて、公的保険給付の内容、

範囲をどう見直せるか、あるいは高齢者の自己負担というのはどうあるべきかとい
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うような、即効性のあるというと少し言葉が悪いかもしれませんが、そういったこ

とも御検討いただくようお願いしたいと思います。 

（竹中議員） 本間議員。 

（本間議員） これは、尾辻大臣、御理解いただいておると思いますけれども、医療

費を裏側から見ますと、要素所得に分解できるわけですね。人件費が半分とか、そ

れから医療機器の投資的経費がどうだとか、それから医薬品が作業的にどのような

金額であるとか。そして、ここで言われている自然増というのは、それらに加え実

態として起こってくる医療費を残渣部分であり、それが医療の質の向上と説明され

ておられるわけですね。自然体の伸びの部分でどのように適正化できるのかという

問題は、その基本的として要素所得、つまりＧＤＰとの関連の部分で説明できると

いうことと、きちんと連動する、「高齢化修正マクロ指標」というのは、極めて合

理的な提案だと見ておるわけでありまして、その点でやはり幾分議論が曖昧な形に

なり過ぎてはいないか。ここら辺は我々も協力いたしますけれども、医療の支払い

の内容についての精査というものはやっていく必要性があるのではないかと思っ

ております。 

（竹中議員） それでは、先に意見を出していただきたいと思います。麻生大臣どう

ぞ。 

（麻生議員） マクロ的に何らかの形で指標を管理することに関しては、ＧＤＰを使

うか何か別にして、パイは決まっているのだからとにかく指標をつくらなければい

けない。問題は、どうやってその指標をつくるかという点と、それを実現するため

にどうすればいいかという点の２つなんだと思う。 

ここで見ていると、全国単位で目標を設定するということになって、それはミク

ロの積み上げなのだという話になっているのですが、目標設定のために国としては

何をするんですか。このためにこうするんです、ああするんですというのが１つと、

それによって目標が本当に達成できるのですかという２つを明確にしていただけ

ないといけない。 

これは単に地方でやれということになりますと、知事とか市長さんとかいろいろ

人によって違いますから、地方でさらに格差がつくことになってしまう。全国の例

は知っているわけだから、そういった意味では、適正化の責任というので、こうい

うものという目標とそのやり方、そして本当にこうすればこうなるという具体例を、

少し時間をかけて検討すべきである。 

老人医療というのは、かかりつけの医者が「ここに来ている患者が一日３キロ歩

いてくれたら、ここに来る客は４割減る」とよく言っているけれども、事実そうな

んだと思うんです。そういったようなことをさせるためにどうするかとか、インセ

ンティブは付けられるとか、何か手段が必要だと思うんですね。うまくやったとこ

ろなんかの例を引かれて、意見を聴取されるようにされたらどうかなと思います。

（竹中議員） それでは牛尾議員、保坂副大臣の順番でお願いします。 

（牛尾議員） 経済の規模と無関係に必要な歳出を認めることは簡単ではない、とい

うことは尾辻大臣も十分おっしゃっていると理解していますけれども、個別に見る
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と、やはり医療の無駄というのは四方八方にある。現実にこれだけ財政的に個人ベ

ースで薬は余っているし、捨てる人はいるし、しかも３時間ぐらい待って 10 分し

か診てもらえない。これは時間の無駄ですからね。そういうものをもっともっと積

み上げて、やはり経済性を高める質の高さというものにもっと努力をする必要があ

るのではないだろうか。特に平成 18 年からの５年間というのは、経済が浮上する

ときですから、ここは歳出は何としても詰めたいと。自立した健全な財政を組める

ようにしたいという一番大事な５年間。全然無駄がないならだめですけれども、い

ろんなところに無駄があるのなら、そういうものを集めていってでも、名目成長の

範囲内におさめる努力をやってみるということをぜひもう一度お考え願いたいと

私は思います。 

（竹中議員） 保坂副大臣どうぞ。 

（保坂経済産業副大臣） 今の国民の立場から言うと、給付は厚く、負担は軽くとい

うようなことは、そう大勢の国民が願っていても、実現可能とは思っていないと思

うんですね。むしろ、一層高齢化が進む中で考えられることは、持続可能な社会保

障制度そのものをつくってもらうことが急務だと、このように訴えているような気

がするんです。となれば、当然ながら、社会保障給付費は経済規模に見合うような

形で考えていくことが必要と考えざるを得ないのではないか。今までの基本的な流

れの中で御斟酌をいただきたいと、このように思います。 

（竹中議員） それでは、尾辻大臣どうぞ。 

（尾辻臨時議員） いろいろ御指摘いただきましたことは、真剣に受けとめて、検討

させていただき、答えもまた見つけさせていただきたいと思っております。今日は、

そのことだけを申し上げておきたいというふうに思います。 

（竹中議員） ありがとうございました。まとめさせていただきますけれども、この

会議の総意としてと申し上げてよいと思いますが、先般、総理からも指示がありま

したが、中長期的には、やはり政府そのものの身の丈に合った形にして、持続可能

性を持たせなければならない。これは負担という観点から見て当然である。その観

点から何らかの管理のための指標が必要だということは、合意事項なのだと思いま

す。したがって、マクロ的な管理指標が必要だということについては、これは否定

しがたいのだと思います。 

しかし今日、尾辻大臣から改めて、こういった社会保障、医療の特性をどう考え

るかということと、マクロの管理指標が必要としても、それを具体的に実現するた

めの方策とセットで議論をしたいということ、ミクロ的な視点を入れたいというこ

と、この点は麻生大臣からも御指摘があったところでございます。そのために時間

をもう少しかけたいと。 

そういう方向は間違いないけれども、今日は、尾辻大臣は年末までに結論という

ふうにおっしゃったのでございますが、今後、当然のことながら、できるだけ早く

というようなことにはなろうかと思いますが、この点については、今日の確認事項

であろうかと思います。 

それもう一点、谷垣大臣からお話がございましたが、尾辻大臣におかれましては、
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公的給付の内容、範囲の見直しなどを短期的な医療費抑制策についても、その具体

化をぜひ御検討いただきたい、そのようなことであったかと存じます。 

総理。 

（小泉議長） かねがね皆さんが言っている議論、私も厚生大臣の経験でよくわかっ

ている。今までの高い薬を使い過ぎると言われてきたが、結構直ってきているね。

出来高払い制度だと、検査は必要ないのに何でも検査してしまう。だから、出来高

払い制度から一定額の定額払い制度へ包括払いにしようと。 

（尾辻臨時議員） 国立病院では大分やってきたんですけどね。 

（小泉議長） 実際導入してどうなっただろうかと検証が必要だと思うんだよね。ど

の制度でも一長一短だから。このままの状況だったら、高齢者はどんどん増えるん

だよ。どんどん負担が増えていかないと、この給付は保てない。誰でもわかってい

る。 

今、朝飯食べない子どもが多い。歯を磨いたことがない子どもも多い。だから、

本来、一番健康で大事なのは、食生活と運動と休養なんだけど、これは大人が守る

ことが大事である。特に妊娠したお母さんね、妊娠してから１年間の食事を見れば、

どういう子が生まれるかわかるというお医者さんがたくさんいるんだから、食生活

がいかに大事か。そういう長期的な健康教育、健康習慣、これが大事だと思うんだ。

厚生労働省だけではできないんですよ。恐らく歯を磨いたことがない子に毎日歯を

磨がかせれば、歯医者さんに行かないで済む子もたくさんいると思うんだよ。食生

活もそうでしょう。朝飯食べないで、お金を与えて買い食いばかりさせる、これで

は、健康な子なんかできるわけないよ。 

そういう短期的な制度面と国民運動的な生活習慣、両方考えてやるべきだと思う。

しかし、何らかの管理目標は必要だよ。それをよく考えていただきたいと思います。

（尾辻臨時議員） 我々も健康フロンティア戦略を持っておりますが、もっと幅広く

頑張ってまいりたいと思っております。 

（竹中議員） どうもありがとうございました。 

（厚生労働大臣退室） 

（竹中議員） それでは、今、中山大臣、鳥居会長が入室されます。 

（文部科学大臣、中教審会長入室） 

○人間力（教育）について

（竹中議員） それでは中山大臣、鳥居会長、本日はありがとうございます。鳥居会

長、政府の側はこういうふうに夏の軽装をしておりますので、お許しをいただきた

いと思います。 

（鳥居会長） こちらこそ、こんな格好で失礼させていただきます。 

（竹中議員） それでは審議に入りたいと思いますが、まず民間議員から資料が提出
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されております。吉川議員。 

（吉川議員） それでは、私の方から民間議員の紙を説明させていただきます。お手

元に「人間力の強化に向けた教育改革」という１枚紙があるかと思います。 

教育の改革というのは、これはもうそれ自体としては大変大切なことで、中教審、

文科省としてもちろん取り組んでいただいているわけですが、我々もこれまでに学

校間の競争と新規参入、あるいは利用者の学校の選択について、その選択肢を広げ

るといったような観点から、教育改革の方向を提言してまいりました。中教審にお

かれましても、以下に述べるような点を踏まえて、更に検討を深めていただきたい。

また、文科省としても可能なものは速やかに実施していただきたい。また、教育の

問題というのは非常に広範囲の問題で、経済・社会にも大きな影響がありますので、

この問題を経済財政諮問会議でも引き続き検討することにしたい。こういうことで

あります。 

本日、我々が提案いたしますのは、今後の教育改革の検討に当たっての３つの指

針ということであります。１番目は評価の充実、２番目が多様性の拡大、３番目が

競争と選択の導入という３つの指針であります。この３つの指針に即した具体的な

取組みが下の方に書いてありますので、簡単に御説明いたします。 

１番目の指針は学校の評価システムの強化である。学校について外部評価を行っ

て、評価結果を公表するシステムを確立する。文科省はそのためのガイドラインを

平成 17 年度中に策定する必要があるのではないか。あるいは、この評価システム

と関連して全国的な学力調査を平成 17 年度中に実施する、こういうことを言って

おります。 

２番目の指針は多様な人材の導入による教員の質の向上、教育内容の多様化であ

る。具体的に外部人材の活用の拡大のため、教員免許の特例措置の拡大等の具体的

方策について検討する。あるいは職業に関する教育や経済教育等の実践的な教育を

もう少し積極的に導入したらどうか。あるいは現場の裁量の拡大に向けて、校長の

権限強化、教育委員会改革に更に取り組む必要があると言っております。 

３番目の指針は学校間の競争促進と利用者の選択の拡大。これは学校選択性を全

国的に本格導入すべきだ。あるいは教育におけるバウチャー制度の導入を平成 17

年度中に検討し、結論を得る必要があるのではないか。さらに現在特区で認められ

ている株式会社等の学校法人への参入を速やかに全国展開する必要があるのでは

ないか。こうしたことを私どもは提案しておきます。 

以上です。 

（竹中議員） それでは中山大臣お願いします。 

（中山臨時議員） 資料と参考資料と２つ用意させていただきましたので、これをも

とに説明させていただきたいと思います。 

参考１の１ページにありますように、現在、子どもたちの学力の低下傾向が明ら

かになっているわけでございまして、学校現場の努力によりまして、若干の成果も

あらわれ始めておりますが、学力の向上というのは、引き続き大きな課題であると、

このように考えております。 
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また、参考の２ページにありますように、教員免許状を持たない多様な人材の学

校教育の登用も進んでおりまして、特別非常勤講師は平成 15 年度で２万人を超え

ておるところでございます。また、教育委員会の関与を減らしまして、学校の裁量

を拡大する教育委員会も増えているわけでございまして、ここにありますように、

教育課程の許可・承認を廃止した教育委員会が平成 10 年度の４割から平成 16 年度

は７割となっております。保護者や地域住民の評価を取り入れた外部評価を実施し

ている学校も増えているところでございまして、平成 14 年の４割強から平成 15

年度は６割強と増えております。しかし、いずれの改革も道半ばであると考えてお

りまして、改善の兆しを一層確かな成果に結びつけるべく改革を更に進める考えで

ございます。 

この資料の１ページを見ていただきたいと思うんですが、「子どもたちの“人間

力”を強化」と右にありますけれども、“人間力”、“教師力”、“学校力”と３つを

掲げております。まず、子どもたちの人間力の強化についてでございますけれども、

学習指導要領の見直しにつきましては、去るに２月に中教審に対しまして、具体的

な検討課題を示して、全体的な見直しを検討いただいているところでございます。

この中で国語力の育成、理数教育の充実、総合的な学習の時間のあり方など例外を

設けず審議していただきまして、今年の秋までに基本的な方向性を示していただく

ことになっております。 

児童・生徒の学力状況を客観的に把握し、教育の成果を評価するために、全国学

力調査の実施が必要であると考えておりまして、その実施内容や方法について現在

検討中でございます。平成 18 年度の概算要求に所要の経費を盛り込みたいと考え

ております。なお、今、民間議員から話がありましたけれども、平成 17 年度中の

実施は困難であると考えております。それから習熟度別の指導、発展的学習などの

取組みも一層推進していきたいと、こう考えております。 

また、今実施をしておりますスクールミーティングでは、少人数教育のための教

員の配置を望む声が保護者からも多く出されております。学級編成や教職員形成に

つきましては、中教審におきまして、習熟度別授業や教育の一層の充実について積

極的な意見が多かったことを踏まえまして、現在、専門的な調査研究を行っており

まして、早急にとりまとめたいと考えております。 

次に教師力の強化でございます。教師力の強化のため、中教審で教員免許更新制

の導入及び教員養成の専門職大学院のあり方について検討をいただいております。

専門職大学院では、教育学部以外からも幅広く学生を受け入れつつ、実践的な指導

力を養成するものとなるように検討中でございます。今年の秋までに検討をいただ

きまして、速やかに制度改正をしたいと思っております。また、退職教員あるいは

企業の方など、学校外の多様な人材を積極的に登用することは有意義であると考え

ておりまして、教員免許を有しない者を登用する特別非常勤講師制度などの積極的

活用を図りまして一層推進していきたい、このように考えております。 

次に学校力の強化でございますが、私は就任以来、市町村、学校の権限、責任を

確立し、自治体や学校が競い合って教育の質を高めることが重要であるということ
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を訴え続けているわけでございます。小中学校の設置者であります市町村の責任を

確立するため、市町村への教職員人事権の移譲ということの検討も進めております。

また、民間議員からも御提案がありましたけれども、人事、予算、学級編成、教育

の内容の面での学校裁量の拡大も進めることとしております。更に学校の自己評価

と結果の公表の義務付けや保護者、地域住民による外部評価の推進も図ることとし

ております。御提案のありましたガイドラインも含め、積極的に推進したいと考え

ております。 

以上の方策によりまして、学校力を強化し、現場の裁量を発揮した教育を推進す

るためには、その土台として全国的な水準の確保や機会均等が担保をされているこ

とが不可欠であると考えております。 

前に申し上げましたが、この少人数教育を求める声は非常に大きく、そして今後

教員の大量退職、そして大量採用期を迎えるという課題もございます。全国学力調

査も実施しなければならないと、このように考えておりまして、このように義務教

育改革の推進のためには、それだけの投資も必要になってくると考えておりまして、

主要各国が教育投資を拡大する中で、我が国もいかに義務教育の充実を図っていく

か、しっかり検討する必要があると考えております。 

改革のスケジュールでございますけれども、５月 23 日の審議経過の報告から今

後更に審議を進めてまいりまして、広く国民の意見を聴取した上で、秋に結論をい

ただきたいと考えております。 

その後、中教審の結論に即しまして、平成 18 年度中を目途として逐次具体化を

図っていくことにしたいと考えております。義務教育国庫負担制度については、昨

年 11 月の政府・与党合意におきまして、本年秋までに義務教育のあり方について

中教審で結論を得ることとされていたことを重く受けとめまして、現在、週１回の

ペースで特別部会を開き、精力的に御審議いただいております。地方六団体の方も

含め、委員の皆様、いずれも大変御多忙の中、御出席いただきまして、教育論から

始まり、費用負担のあり方について、義務教育改革全体の中で真剣に議論をしてい

ただいているところでございます。私といたしましても、中教審におきます真剣な

議論に応え、国の責任をしっかり果たすように対処していきたいと考えております。

次に２ページを開いていただきたいと思います。近年、高校生、大学生の厳しい

就職状況、あるいは、いわゆるフリーター・ニートの増加が大きな社会問題になっ

ておりまして、文部科学省では若者自立挑戦プランに基づきまして、社会人となる

ための準備教育に関する施策を積極的に推進しておりまして、勤労感、職業感の育

成を図り、若者の人間力の強化を図っていっているところでございます。 

具体的には、各学校段階を通じた体系的なキャリア教育等の計画的な推進を図る

ため、小学校では１週間以上の宿泊、自然体験等を推進し、中学校では今年度から

実施しております１週間にわたって、職場体験を行う「キャリアスタートウィーク」

を、今後、平成 19 年度までに全国展開をする予定でございます。また、高等学校

につきましても、同じく平成 19 年度までに、普通科高校においては５割、専門高

校においては、概ねすべての学校でインターンシップを実施することとしておりま
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す。更に、各大学におきますキャリア教育に対する支援、青少年の体験活動の推進、

学び直しの機会の提供等についても取り組んでまいりたいと考えております。なお、

民間議員から御提案のありました職業に関する教育や経済教育等の実践的な教育

も一層推進まいりたいと考えております。 

次に３ページを御覧いただきたいと思います。少子化社会におきます子どもの健

やかな育成を図るためには、学校・家庭・地域が一体となって幼児期からの人間力

の向上を図っていくことが重要であると考えております。とりわけ昀近、「赤ん坊

を一度も抱いたことがない」という子どもが 34.5％、「高齢者と話をしたり、世話

をしたことが一度もない」子どもが 27.6％、「海や川で魚釣りをした経験が一度も

ない」子どもが 47.4％に上るなど、子ども同士の仲間集団での活動や異年齢、年

の違った集団との交流活動が影を潜める一方で、これらの活動を通じて育成されて

きた対人関係能力とか社会性、規範意識、基本的生活習慣などが子どもたちに十分

身に付いていない、という課題が生じているわけでございます。 

このため、地域の学校を核としつつ、これまで「子ども居場所」として整備して

まいりました子どもの活動拠点とか、あるいは指導ボランティアとしての地域の大

人のマンパワーなどを昀大限活用して、地域を挙げて異学年・異年齢交流を推進す

ることは重要であると考えている。これによりまして、社会全体で子ども同士の仲

間集団によります活動の活性化、いわば子ども社会の再生を図りまして、子どもた

ちの対人関係能力等を育成するとともに、先ほど説明いたしましたフリーター・ニ

ート対策など若者の自立支援の基盤づくりを図ってまいりたい、このように考えて

おります。 

次に４ページを御覧いただきたいと思います。大学改革の推進につきましては、

これまで国立大学法人化等によります運営システムの改革、設置認可の弾力化及び

大学の第三者評価制度の導入によります質の保証のための制度改革に取り組んで

まいりました。「知識基盤社会」と言われます 21 世紀におきましては、今後はまず、

国際競争力の確保などの国家戦略の上で、大学等の特色や機能に応じたきめ細かな

財政支援システムを構築していくことが不可欠であると考えております。その上で

特に教養と専門的素養を兼ね備えた人材を養成するための「学部教育」の充実、国

際的に魅力ある「大学院」を形成するための大学院教育の飛躍的充実、世界的な教

育研究拠点の形成、学生への経済支援の強化などに資する施策の体系的・集中的な

推進などの施策に重点的に取り組んでいきたいと考えております。とりわけ大学院

教育の振興につきましては、その人材養成機能の強化のため、各課程の目的に沿っ

た体系的・集中的な教育プログラムが編成・実践されるように積極的に支援してい

くことが必要であると考えております。 

なお、先ほど民間議員から学校間の競争促進と利用者も選択の拡大について提案

がございました。小中学校の通学区域につきましては、法令上の定めはありません。

市町村の判断で任意に設けられているものでございます。近年、学校選択制を導入

する自治体も増加しておるわけでございます。なお、この通学区域の設定の有無と

いうのは、市町村が判断すべきものでございまして、国が一律にその撤廃等を働き
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かけることは適当でないと考えております。また、いわゆる教育バウチャーにつき

ましては、規制改革民間開放推進会議において、平成 17 年度より十分な研究・検

討を開始する旨の答申が出されまして、３月末に閣議決定をされているところでご

ざいます。文部科学省におきましては、昨年度民間の調査機関に委託しまして、先

月海外の実施例やその類型等の調査結果をとりまとめたところでございまして、今

後外部の有識者も加えた研究の場を設けるなどいたしまして、その制度の意義とか、

問題点等の分析を含め、研究を行うこととしておりますが、これは慎重を検討が必

要だと考えているところでございます。 

株式会社の学校経営の参入の全国化に関しましては、今年２月の構造改革特別区

域推進本部決定におきまして、評価の手法に関する検討結果を踏まえて、平成 17

年度下半期に評価を行うこととされておりまして、特区制度の下で弊害の発生等に

関して、十分な評価検証を行う必要がございまして、直ちに全国化することは困難

であると考えております。 

文部科学省におきましては、今後とも引き続き人間力の抜本的な強化に向けた諸

施策を推進に進めていくこととしておりまして、今後とも御支援をよろしくお願い

申し上げます。 

以上でございます。 

（竹中議員） それでは鳥居会長お願いいたします。 

（鳥居中央教育審議会会長 以下、「鳥居会長」） 私は２つ資料をお配りしてござい

ます。１つは、「中央教育審議会義務教育特別部会における審議経過報告」でござ

います。それからもう一つは、参考資料というのがございます。これは開いていた

だきますと、憲法その他の抜粋が載っております。これらを使いまして御説明いた

します。 

中央教育審議会は、義務教育特別部会で義務教育についての審議を行う一方、た

だいま大臣からもお話がございましたように、大学の問題と高等教育の問題につい

ては、大学分科会で審議をしております。そのほか生涯学習分科会等々でいろいろ

議論を進めておりますが、それらを通じて、ぜひお願いしたいことがございますが、

国家の基本方針の中に、教育が昀優先課題であるということを、ぜひ取り上げてい

ただきたいというふうに思っております。「基本方針 2004」の中にも随分いろいろ

と書いていただいておりますが、国家戦略として義務教育と、特に今、大臣が４ペ

ージを使って御説明くださいました大学の充実ですね、そこについて、ぜひ取り上

げていただきたいと思います。その際、公財政支出の拡充がどうしても必要である

ということを御配慮いただきたいと思います。このことは大学分科会でも、それか

ら義務教育特別部会でもいろいろな意見の方がおられますけれども、それらを通じ

て全員一致した意見でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

義務教育の問題に入ります前に、そのことを少しわかりやすく御説明させていた

だきたいと思いますが、現在、小学校の教育予算というのは、総額で６兆 5,000

億円ぐらいです。中学校が３兆 5,000 億円、合わせて 10 兆円です。高等学校が３

兆円、大学が２兆 3,000 億円です。これを学校の数で割るとすぐわかるんですけ
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れども、一番わかりやすいのは大学なので申し上げますが、２兆 3,000 億円のうち、

上位７、８校、旧７帝大プラス一橋、筑波等々を加えたところで半分以上使います。

残った１兆円を 80 の大学が分け合っているわけです。１兆円を 80 で割りますと、

１校当たり 100 億円足らずなんです。私の大学の慶應の場合には、年間予算が

1,200 億円です。それに対して東京芸大が 100 億円にとても至らない数十億円とい

う額でやっています。それではとても学校としては成り立たないのでありまして、

文教予算をそういう角度から一度洗い直してし、私たちも洗い直しますけれども、

政府におかれても洗い直していただければというふうに思います。 

小中学校、高等学校についても同じような計算をしてみると、いかに粗末な予算

ということがわかっていただけると思いますが、今日はここで数字は省きます。 

そこで義務教育特別部会についての御説明に移ります。それは資料を御覧いただ

きながらお聞き取りいただきたいのですが、１ページを御覧いただきたいと思いま

す。 

義務教育特別部会では、今まで４つの事柄について審議をしてまいりました。１

つが質の高い教育の実現です。これは次のページで詳しく説明します。それから教

師のこと。３番目に、現場の主体性と創意工夫を高めること。４番目に費用負担の

こと。この費用負担の問題は、実は今週の日曜日から集中審議を始めます。昨日も

やりましたけれども、いろいろ意見がものすごい対立状態になっておりますが、も

っといろいろ審議を尽くしたいということで、今度の日曜日、それから１週間置い

て土曜、日曜集中審議という形でやることになっています。 

２ページをお開けいただきたいと思います。２ページ、３ページ、４ページに、

今までに浮かび上がってきた事柄を書いてございますので御報告します。 

中教審の答申の中に書き込まれたことというのは、事柄によって制度改正、法改

正につながるもの、それから政府、あるいは文部科学省に対するお願い、あるいは

勧告になるもの、それから一般の国民や学校に対して呼びかけになるもの、いろい

ろなものがございます。それらを取り混ぜて要点を申し上げます。 

２ページの一番上の義務教育の制度の見直し、右側を御覧いただきますと、まず

義務教育９年間で身につけさせる目標を明確化しようと。それから小中一貫教育の

仕組みをもう一度検討しようと。それから、不登校の子どもなどがフリースクール

で学んでおり、そういう子どもたちが増えているわけですが、それらは、就学義務

を履行したことになっていないんですね。せっかくフリースクールで学んではいる

んですが、学校を卒業したことにしてもらえない。それではかわいそうなので、就

学義務の履行とみなす制度にしようではないかということで今検討しております。

それから学習指導要領の見直し、これは中山大臣になられてから本格的に取り組

んでおることでございまして、総合的な学習の時間の問題、右側を御覧いただきま

すと、２段目には、国語力、理数教育、外国語教育、これらについて学習指導要領

の上でも、本気で見直しをしようと。それから次の「○」ですが、習熟度別の指導、

少人数指導、発展的な学習、補充的な指導、こういうものを推進しようと。土曜日

の問題が問題になっておりますので、土曜日の有効活用ですね、これをもう少し検
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討しようということになっています。ちなみに、もう既に東京都でも台東区のある

小学校が中心になって、東京都の教育委員会に強い要望を出しまして、土曜日学校

をやらせてくれということを言ったわけです。それに対して東京都教育委員会が反

応しまして、事実上、土曜日を学校がやれるようにして、先生たちの出勤を夏休み

に振り替えているというようなことをやっています。夏休みに生徒がいないのに先

生が出勤しているわけですね。子どもがいないときと学校へ行かなくてもいいので、

その代わり土曜日やってください、ということで振り替えているような措置もとら

れるようになっています。 

それから次は学力調査。全国的な学力調査を本気でやりましょうと。それから定

数改善、今 40 人学級ということになっていますが、これを弾力的に、例えば小学

校の１、２年は 30 人学級、それも 30 人を１人でも超えたらクラスを分けるなんて

ことをしないで、もう少し弾力的にやりましょうということです。 

時間がないようですから飛ばします。３ページにまいります。 

一番上ですが、「大量採用」という言葉が書いてありますが、実は大量退職時代

が迫っています。45 歳から 60 歳までの高齢な教員が大量にこれから退職する時代

になります。団塊の世代の教員ですね。その人たちの退職期に合わせて新しい教員

を補充していく。そういう時代に入りますので、養成、採用、研修等も十分にそれ

に対応したものにして、抜本的に改善していこうとしています。 

それから教員の専門職大学院をつくろうということ。免許の更新制をもう一度検

討しようということ。それから教員評価を取り入れようということです。それから

先ほどお話が吉川先生からありましたように多様な人材の登用、こういうことを考

えています。 

それから４ページ、昀後でございますが、学校の自主性・自律性。これはいろん

なことが書いてありますが、これは全部読み上げますととても時間がなくなります

ので、簡単に申し上げますと、一番下の四角、右側の四角の中には国がナショナル・

スタンダードを決める。そして地方は地域の昀適な状態を実現できるようにしよう

と。そのためには、その下に書いてありますように、国と都道府県と市町村がそれ

ぞれ必要な財源措置をとろうということまでは合意しております。そしてこれから

先は、先ほど申しましたように、日曜以降の審議で国、都道府県、市町村がどれだ

けのことをやっていくかということを話し合うということになっています。 

昀後に参考資料を御覧いただきたいのですが、そのようなことで、これから財源

の問題に入っていく際に、私たちが一番大切にしなければならないのは法律だと思

います。４ブロックありますが、左の下に義務教育費国庫負担法の第１条が書いて

あります。これを読みますと、随所に憲法 26 条、右上と、教育基本法の第４条、

左の上と、学校教育法、右側の第６条、これが引用されています。つまり、義務教

育費国庫負担法というのは、憲法と教育基本法と学校教育法という上位法に基づい

て成り立っている法律でありまして、やはり、この精神に基づいて現在、義務教育

の国庫負担が行われているんだということをいろんな意見の方に理解していただ

いて、その上で解決の道を図っていきたいと考えております。 
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以上で終わりにします。 

（竹中議員） それでは御発言をいただきたいと思います。時間が限られております

ので、ぜひ手短にお願いを申し上げます。吉川議員。 

（吉川議員） 学校教育の中で昀も大切なものは義務教育だと思いますので、義務教

育について御説明があったことについて、一言だけお願いのようなものをさせてい

ただきたいと思います。 

大臣の御説明にも鳥居会長の御説明にも、少人数教育を義務教育で推進し、例え

ば小学校で 40 人学級を 30 人学級していく必要があるのではないか、という提案が

あった。 

私どもが少し不思議に思っているのは、すべての小学校の生徒の数を学校の先生

の数で割り算して、１人の先生がどれくらいの生徒を見ているかというと、日本が

18.5 人になる。それは国際的に見てほぼ同じぐらいの水準になっている。こうい

うマクロの数字があるんですね。そのことと、文科省あるいは中教審で進められよ

うとしている 30 人学級といったようなものの必要性、これがどういう関係にある

のかというところがいま一つ、先ほど私が言及しました数字からすると納得がいか

ないところがあるんです。これは決して、30 人学級のアイディアとか理想とする

ところとか具体的な提案に反対しているわけではありませんが、今後ともこの義務

教育について諮問会議で議論させていただくことがあるのだろうと思いますが、そ

のときには、文部科学省や中教審の御主張とマクロの数字との整合性については、

ぜひとも更に御説明いただければと思います。 

（竹中議員） それでは、大臣と会長に後でお答えいただきますので、谷垣大臣、麻

生大臣の順番でお願いいたします。 

（谷垣議員） 教育は非常に重要でございますから、今、中教審で義務教育の検討を

していただいている。これはぜひ義務教育の質の向上に結びつくような議論を深め

ていただきたいと思っております。 

と申しますのは、財政はもちろん非常に大事でございますけれども、教育予算に

ついて、ややもすると、財政支出の規模の大きさがそのまま教育の質の水準を決め

るかのごとき議論があるように感ずるわけです。しかし、例えば、近年の児童生徒

１人当たりの教育予算というのは、平成元年度と比べますと８割増しということに

なっているんですが、むしろ子どもをめぐる状況というのは深刻化しているのでは

ないかということになれば、金をかければ教育水準が上がるというものでもないの

だろうと思います。今日、民間議員のペーパーの中に３項目挙げていただいており

ますが、教育効果の厳格な検証・評価であるとか、多様性の拡大など３つの指針が

挙がっているが、その中でも特に、教育現場の創意工夫をどういうふうに吸い上げ

ていけるかとか、あるいは競争原理に基づく支援を重点化するとか、質の向上につ

ながる改革というものを、ぜひ御議論いただきたいなと思っております。 

（竹中議員） 麻生大臣。 

（麻生議員） 吉川先生と発言が重なるが、数字的には、現在１学級の平均児童・生

徒数は、小学校では 26.2 人、中学校で 30.6 人。30 人以下の学級というのは、小
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学校では既に 56％、中学校でも 26％というのが実態である。これらは今、既にそ

うなっているという実態の数字だと思う。31 人になった途端に 15 対 16 に割ると

いうようなことはせず、いろいろ柔軟に行うというのはいいと思いますが、いずれ

にいたしましても、一律 30 人学級というような話になるというのは、今の時代か

らいったらいかがなものかというのは率直なところです。 

それから先ほど義務教育の話で憲法の話が出ておりましたけれども、この憲法上

の要請というのは、この法律を見る限り無償制をうたっているということだと思う

んです。我々の理解では、これは国庫負担を行うということを必ずしも意味するの

ではなく、無償制ということが一番肝心なところだと、私どもの理解ではそういう

ことになります。事実、私ども小学生時代のときは、教科書というのは無償ではあ

りませんでしたし、昭和 30 年生れぐらいまでは間違いなく教科書は有償だったと

記憶するんですね。 

また、昭和 25 年から 27 年まで、事実、義務教育に対する国庫負担はなかったと

いうことでやっております。そのころでも憲法違反という議論はなかったというこ

とになっております。この点につきまして、憲法上の要請は、無償制という意味で

あって、国庫負担制を行うということを意味しないのではないかと私なりに考えて

おります。 

（竹中議員） それでは、時間の関係もございますので、中山大臣、鳥居会長、もし

今のことで御意見がございましたら。では、鳥居会長。 

（鳥居会長） まず、１学級当たりの児童数の問題ですが、今、麻生大臣から数字を

挙げていただきましたが、小学校でも中学校でも既に 30 人を平均値では下回って

います。しかしそれと同時に、実は定数改善計画というのがありまして、新しい定

数改善計画をつくらない限り、制度上、法律上は 40 人学級が標準になっているわ

けです。その 40 人学級が標準となっている現在の定数を実行する際に、まず非常

に小さな学校になっちゃっている学校がたくさん増えているわけです。小規模学校

が増えている。その小規模学校も平均値の中に入ってくるわけです。それがこの数

字を引き下げています。 

それから、できるだけ手厚い教育をしようということで加配ということが行われ

ていまして、その加配によってクラスを持っている先生とは別の先生がいるわけで

す。そういう先生も数に入ってきます。それから、校長、教頭と実際にクラスを担

任しない人の数も入っていますので、実は先生の数が多いように見えるわけです。

現実に40人学級になってしまっている学校を30人前後の少人数の学級にするため

に、定数を改善する必要があるということを言っているわけでございます。 

念のために申し添えますけれども、教員１人当たりの生徒数平均は、ＯＥＣＤで

は小学校で 16.6 人、教員１人当たり 16.6 人、中学校で 14.4 人です。日本もその

線までは何とか目標にしていきたいというふうに考えているわけです。 

それから児童・生徒１人当たりの公財政支出は、日本とＯＥＣＤ各国平均はほぼ

同額で、５千５、６百ドルぐらいのところにいます。もっともはこれは 2002 年の

為替レートの換算で計算していますので、108 円で換算しますと、恐らくもっと小
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さな金額になると思うんですけれども、これはアメリカとか、あるいはフランスと

か、そういったもっと進んでいる国と比べますと非常に小さな金額であります。そ

ういうことをぜひ御配慮いただきたいと思います。 

昀後に法律の解釈の問題は、私はやはり法律の専門家の方々にお願いしたいと思

いますが、憲法の制定の数か月前にもう既に教育基本法が制定されています。その

教育基本法は案文としては書かれていて、公布されることが予定されている憲法を

前提として、授業料はこれを徴収しないというふうに教育基本法の第４条第２項に

書いているわけです。そしてそのことを受けて昭和 22 年同じときにできた学校教

育法の第６条で、義務教育については授業料を徴収しないということが書いてある

わけです。また、義務教育の国庫負担と憲法との関係では、義務教育費国庫負担法

は昭和 27 年８月８日に制定されたが、それまでの昭和 25 年から 27 年まではシャ

ウプ勧告に基づいて全部市町村に負担させていたわけです。全部市町村に任せてい

るのは無理があるということが現実の問題としてわかって、改めて国会で義務教育

費国庫負担法を制定して、昭和 27 年から義務教育国庫負担法があると、こういう

理解だと思います。 

（中山臨時議員） クラス編成のことにつきましては、私も余り人数が少なければい

いというものでもないという考えを実は持っておりまして、その考えは今でも変わ

りません。クラスにある程度人数がいないと集団生活とか、集団性の育成、そうい

ったことはできないんじゃないかと思っていますので、やはり私は２つ分けてソフ

トボールの試合ができるぐらいと、18～20 人ぐらいが一番小さい単位かなと思っ

ています。しかし、現実に学校に行きますと、クラスは 30 人ぐらいありますけれ

ども、それを習熟度別に分けたり、あるいは少人数に分けてやっていると。いろい

ろ学校の現場で創意工夫をしながら柔軟な対応でもってやりつつある。もう既に現

場の方が先行しているという事実がございます。 

（竹中議員） どうぞ。 

（細田議員） 憲法、教育基本法など、確かに戦後すぐに決められたのがたくさんあ

ると思うんです。憲法に従わなければならないということはわかりますが、これだ

け世界一流の先進国になって、高所得国になって、多くの人が塾に子どもを送って

大変なお金をかけるような時代に、やはり憲法も含めて、どういう考え方でやるべ

きかという御議論はぜひいただきたいと思います。もちろん所得が低いとか、交通

事故の遺児であるとか、生活保護を受けているとか、色々な境遇の人はあるとは思

いますから、そういう制度は必要だと思いますが、この戦後すぐに決められたよう

な規則に縛られる必要は全くないのではないかなという気もしますので、もっと自

由な発想で、むしろ、憲法のこの条文を適切に変えたらどうかという御提言すら私

はいただきたいなと思っていますので、個人的な考え方ですけれども、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。大変幅広い奥深い問題でございます。

今日の民間議員の指針も含めまして、また、その他の大臣の御議論も含めまして、

引き続きよろしく御検討をお願い申し上げます。また、議論に沿いまして骨太の方
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針等にも盛り込んでいきたいと思っております。 


時間を超過いたしましたけれども、総理、特に教育について。 


（小泉議長） このとおり“人間力”、“教師力”、“学校力”、言うことないぐらい余す

ことなく述べられていますけどね、米百表の話を申すまでもなくて、明治の教育者、

教育は立派だった、明治はよかったと言うけど、明治と今を比べれば、機会均等、

はるかに進んでいるんですよ。１人当たりの教育費だってはるかにいい。外国に行

くとね、日本は教育すばらしい、すばらしいと褒められるんだよ。日本に帰ると教

育だめだ、だめだと言われている。なかなか難しい問題というのはわかっています

けれども、だんだん改善させて、これを現場で、いかにやる気を出すか、子どもた

ちを教育するか、より一層御努力いただきたいと思います。 

（竹中議員） それでは、大臣ありがとうございました。 

（文部科学大臣、中教審会長退室） 

○「基本方針 2005」に向けて

（竹中議員） 本日更に議論を予定してしたものがございますが、時間の関係で資料

の配付のみとさせていただきます。 

１つは骨子案でございます。骨太 2005 の骨子案、これについてはいろんな御意

見が当然あろうかと思いますが、これは事務方等を通して、ぜひよろしく調整をさ

せていただきたいと思います。 

それから、実は細田官房長官から、これは男女共同参画基本計画のための議論の

御紹介をいただくことになっておりましたが、それは大変申し訳ございませんが次

回にお願いを申し上げたいと思います。 

それと参考資料として、これは慶応大学の跡田教授らによります「郵政民営化・

政策金融改革による資金の流れの変化について」の論文、大変興味深いのが出まし

たので、配付させていただいております。これについてもまた、今後必要に応じて、

ぜひ議論させていただきたいと思っております。 

特に総理、よろしゅうございましょうか。 

（小泉議長） はい、いいです。 

（竹中議員） それでは、今日も長時間ありがとうございました。 

（以 上） 
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