
           

平成 17 年第 13 回経済財政諮問会議 

1

平成 17 年第 13 回経済財政諮問会議議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（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） 
○ 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 
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○ 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 
 
 
（概要） 
○竹中内閣府特命担当大臣（経済財政政策）から、４月 28 日の閣僚懇で申し合わせた

とおり、本日からノーネクタイ、ノー上着とする旨の発言があった。 

 

○社会保障制度の一体的見直しについて 

（奥田議員） 「社会保障給付費の伸び率管理について」を説明する。 

   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る。したがって、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。総理も前回こうした観点から、

「何らかの指標によって給付費を管理する」という指示をされたと認識している。

その点をこの資料で再確認させていただきたい。 

   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のとおり、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。 

   ②のとおり、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。一般歳出の４割を占める巨額の歳出が今後増加し続けると、他の歳出を大幅

に切り詰めざるを得なくなる。 

   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、負担面の制約

を十分に考慮し、給付を効率化・重点化することを前提に選択すべきであると思う。 

   具体的には、負担面では所得（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る伸びがあると言われていることから、例えば

「高齢化修正ＧＤＰ」を指標として管理し、効率化・重点化を進めていくことを提

案している。 

   民間議員からは、以前から、こうした点を主張してきており、④のとおり、「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」と書かれているが、医療総

額の抑制は未だ実現しないというのが実情。 

   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。尾辻臨時議

員が言われるように、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。 

   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。また、国が果たすべき役割も不明確になる上、抑制策を確

実にする担保もないということになる。したがって、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、国・県等が個々の抑制策の目標値の見直し、

あるいは進捗の管理、さらなる改善を行うといったＰＤＣＡサイクルを回していく

必要がある。 

   尾辻臨時議員からは、一部の抑制策について 10 年、20 年先の予想効果が示され

ているが、まず来年からの５年間を対象に、給付範囲の見直しを含めた具体的な抑

制策を網羅し、５年後と、毎年の達成目標を示していただくようお願いしたい。 

   これまでの諮問会議の議論では、「何らかの指標を置いて管理する」ということ

で合意ができていると思う。引き続き、どういった指標が適切であるか、諮問会議

で十分に詰めていく必要がある。 
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（尾辻臨時議員） 社会保障給付費とりわけ医療費の抑制については、これまで何度も

説明しているが、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た

ので、このことを真摯に受けとめ、考え得る医療費の伸びの抑制策について、真剣

に検討してきた。ただ、技術的に大変難しい問題であり、今後とも十分な検討が必

要であるため、本日は現段階で考えていることを報告し、皆様方の御意見も伺いた

いと思う。 

   資料「社会保障制度の一体的見直しについて」の１ページでは、社会保障の伸び

率管理について、前回民間議員から提案のあった「高齢化修正ＧＤＰ」という指標

に対する私どもの考え方を改めて申し上げている。 

   資料の３～４ページのように、大きな制度改正のあった時期を除くと、診療報酬

改定がなかった場合の医療費の伸びは、大体３～４％である。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ここで申し上げている。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すると、患者数の伸びについては、患者負担

の増加等の制度改正によって低下するのだが、これは一時的な効果しかないという

ことはおわかりいただけると思う。他方、１日当たり医療費の伸びについては、診

療報酬改定等の影響を除くと、経済成長率の高低や制度改正の有無にかかわらず３

～４％でほぼ一定となっている。すなわち、医療費には、経済成長に関係のない自

然増が存在しているということである。 

   医療費の伸びと名目ＧＤＰの成長率とは連動していないため、御提案のようにＧ

ＤＰ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いて若干のプ

ラスαを見込んでも、経済成長率が高い時期には当然甘い目標となるし、逆に経済

成長率が低い時期には目標が厳し過ぎる結果となるという問題がある。これは前回

も申し上げたとおりである。 

   厚生労働省としては、これまでも様々な改革を進め、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だが、これらは一時的な抑制効果しか持た

ないので、医療費の適正化を継続的に進めるには、自然増による医療費の伸び自体

を抑制するような構造的な対策が必要であると考えている。 

   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、地域における医療

提供体制の状況や保健事業及び介護サービスの実施状況等も関連がある。 

   高齢化の進展等によって増大する医療費について、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いる。 

 資料の２ページ目だが、具体的な医療費の計画的抑制策として、これまでも説明

したとおり、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いる。 

   なお、この計画については、御提案の中にもあるように、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いる。こうしたことに加え

て、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

していく。厚生労働省としては、こうした計画的な取組の中で医療費適正化を推進

していくつもりである。 

   これに関連して、更に何らかの指標を検討していくには、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
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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。また、指標の設定と、指標に沿った

実現可能性のある具体策の実施は、一体的に考えなければならず、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

与えかねないので、十分勘案すべき。 

   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いるので、これを踏まえて結論を得ていく方がより適切である

と考えている。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、引き続き議論を深めていただきたいと考えている。 

   なお、５月 17 日に、官房長官の下、各方面の有識者や関係大臣に参加いただい

ている「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

われたので、簡単に報告をする。 

   内容については、資料のとおりであり、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いるが、名目ＧＤＰのようなマクロ指標を用いた伸

び率管理に関しては、賛否両論様々な意見となっている 

 本日の民間議員の資料の④について申し上げたい。私どもも極めて強い努力をし

たことは御記憶のとおりだが、この方針に基づいて、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提案をしている。提案した

のだが、政府・与党で検討を行った結果、様々な問題点を指摘され、導入しないこ

とで、一度決着がついている。 

 この辺りの経緯は、皆様の記憶に新しいところだが、このことは申し上げざるを

得ないものである。そして、厚生労働省としては伸び率管理を引っ込めざるを得ず、

引っ込める代替措置として、国会での議論も経た上で法改正を行い、「老人医療費

の伸びを適正化するための指針」を作成して、これに基づく施策を着実に進めてい

るところである。 

 後に、中医協のあり方の見直しについては、昨年末の村上内閣府特命担当大臣

（規制改革）と私との間での基本的合意に基づいて、本年２月に完全公開の「中医

協の在り方に関する有識者会議」を設置し、精力的に検討を行っていただいている

ところ。有識者会議は、既に４回開催しており、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議論いただき、一定の方向

性をお示しいただいた。 

 具体的には、例えば、中医協の機能・役割に関しては、基本的な医療政策の審議

について、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、そうした議論は、中医協以外のところでまず

行われるべきだということ。それから、いつも問題になる改定率については、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。診療報酬

の改定については、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

だいているものである。引き続き、私の下で精力的な検討を行うこととしており、

今日もこの後、議論していただくことになっている。 

（吉川議員） 尾辻臨時議員から厚生労働省のお考えを伺って、再度明確にしたい点が

幾つかある。 

 １つは、厚生労働省として、医療についてはその給付が、必ずしも名目ＧＤＰの

動きなど経済のサイズと、特に短期的には連動しない自律的な動きがある、という

指摘があった。諮問会議でも、尾辻臨時議員は再三述べられているが、そのことに
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対して何の反対もしていない。我々の資料でも、給付については高齢化等の要因に

よる自律的な動きがある、と書いている。これは医療について当然だが、公的な医

療保険を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。この

ことを再三指摘している。 

 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、そのもとで公的医

療費は、経済とは独立の自律的な動きをする。このことは当然のことであって、誰

も否定しない。しかしながら、負担を考えると、経済の大きさを考えなければいけ

ないわけだから、給付が今の制度の下で仮にどんどん膨らむのであれば、制度の方

を変える必要が出てくるわけである。こうしたことを指摘している。 

 その際、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

なければならない。この点について、私たちは合意していると思う。つまり、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、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、

とりわけ負担の方面から見て、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なもの

になっているかをチェックする必要がある。このことを繰り返し申し上げてきた。 

 この点に関して、確認したいのだが、先ほどの尾辻臨時議員のお話は、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、何らかのマクロ指標が必要だというこ

とについては合意できたと考えている。それが私たちの資料に書いてある。その点

について、本日の尾辻臨時議員のお話では、そうした指標を考えることは良いが、

マクロ指標は、ミクロの細かい政策と独立に決めるのでは問題があるため、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並行してマクロの指標も考え

ていきたい、と言われたと理解したのだが、それでよろしいか。 

（尾辻臨時議員） その点については、先ほど、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、と表現した。 

 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るが、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、という今のお話については、国民の財布の総額がＧＤＰだからという

ところについても議論する必要があると思う。先ほど資料の３、４ページ目でお示

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、そうした中で、ＧＤＰを、改めて負担だからという根拠で、その伸び

に合わすというのはどうか、という議論を十分にする必要がある。 

 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

聞きした範囲では、私どもの考え方と別に変わってはいないと思うが、第二として

申し上げているように、実現可能なものでなければいけないので、実現可能である

かどうか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とい

うことを見極めた上で、何らかの指標を設けるべき、ということを申し上げた。 

   今日申し上げたことは、私どもも真剣に考えているが、率直に申し上げて未だ私

どもの答えを出すに至っていないので、もう少し検討の時間を与えていただきたい。 

（谷垣議員） 総理から前回、「何らかの管理の指標が必要だ」というお話があり、私
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としても、社会保障給付について、国民が負担できる水準というのはどの辺りなの

かということを見極めながら、経済財政とのバランスを踏まえて目標をつくって、

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と思う。 

   今も議論があったように、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うが、負担の方からいくと、これは関係ないというわけ

にはいかないので、引き続き、尾辻臨時議員に御検討いただきたい。 

 今日の尾辻臨時議員のお話の中でもう１つ大事なことを言っていただいたのは、

短期的医療費抑制策もやっていくというお話で、現下の医療保険、あるいは国の厳

しい財政状況を考えると、極めて大事なポイントである。中長期的な取組だけでは

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うような、語弊があるかもしれないが即効性のある

ことも検討していただきたい。 

（本間議員） 尾辻臨時議員にも御理解いただいていると思うが、医療費を裏側から見

ると、要素所得に分解できる。人件費が半分とか、医療機器の投資的経費とか、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の残差部分があり、それが

医療の質の向上と説明されている。それが妥当なものか否かということが実は問題

である。自然体の伸びの部分でどのように適正化できるかという問題は、その基本

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

おり、その点でやはり議論が曖昧な形になり過ぎてはいないか。この辺りは我々も

協力するが、医療の支払いの内容についての精査はやっていく必要性があるのでは

ないかと思っている。 

（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

かどうかは別にして、パイは決まっているからとにかく指標を作らなければいけな

い。問題は、どうやって指標を作るかという点と、それを実現するためにどうする

かという点の２つ。 

   全国単位で目標を設定する、それはミクロの積み上げだという話になっているが、

目標設定のために国としては何をするのか。このためにこうする、ああするという

のが１つと、それによって目標が本当に達成できるという２つを明確にしていただ

かないといけない。 

   これは単に地方でやれということになると、知事とか市長とか人によって違うの

で、地方でさらに格差がつくことになる。少なくとも、少し問題が起きてくるだろ

うという感じはする。全国の例は知っているわけだから、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。 

   老人医療というのは、かかりつけの医者が「病院に来る患者が一日３キロ歩いて

くれたら、ここに来る患者は４割減る」とよく言っているが、事実そうなのだと思

う。そういう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か

とか、何か手段が必要。うまくやっているところの例を引いて、幅広く意見を聴取

されたらどうか。 

（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

ことは尾辻臨時議員も十分おっしゃっていると理解しているが、個別に見るとやは

り医療の無駄は四方八方にある。現実にこれだけ個人ベースで薬は余っているし、

捨てる人もいるし、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
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時間の無駄。そういうものを積み上げて、経済性を高めることに努力する必要があ

る。特に平成 18 年からの５年間は、経済が浮上するときであり、ここは歳出を何

としても切り詰めたい、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だが、いろいろな無駄があるなら、そういう

ものを集めていって、この５年間だけでも名目成長の範囲内におさめる努力をする

ことをぜひお考え願いたい。 

（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

ことは、大勢の国民が願ってはいても、実現可能とは思っていないと思う。むしろ、

一層高齢化が進む中では、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

が急務だと訴えている気がする。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。 

（尾辻臨時議員） いろいろ御指摘いただいたことは、真剣に受けとめて、検討させて

いただき、答えを見つけていきたいと思っている。 

（竹中議員） この会議の総意として、と申し上げてよいと思うが、先般、総理からも

指示があったが、中長期的には、やはり政府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であるということは、合意事項なのだと思

う。したがって、マクロ的な管理指標が必要だということは否定しがたい。 

   しかし、尾辻臨時議員から、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、そ

のために時間をもう少しかけたいという話があった。 

そういう方向は間違いない。今日は、尾辻臨時議員は年末までに結論と言われた

が、当然のことながらできるだけ早くということになるかと思うが、この点につい

ては、今日の確認事項かと思う。 

   もう一点、谷垣議員からお話があったが、尾辻臨時議員におかれては、公的給付

の内容、範囲の見直しなど短期的な医療費抑制策についても、その具体化をぜひ検

討いただきたい。 

（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。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。出来高払い制

度では、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にしようという意見もある。 

（尾辻臨時議員） 国立病院では大分やってきている。 

（小泉議長） 実際導入してどうなっただろうかという検証が必要だ。どの制度でも一

長一短だから。このままの状況であれば、高齢者はどんどん増える。どんどん負担

が増えていかないと、この給付は保てないということは、誰でもわかっている。 

今、朝食を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。本来、

一番健康で大事なのは、食生活と運動と休養だが、これは大人が守ることが大事だ。

特に妊娠した母親は、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

かわかるという医者がたくさんいる。食生活がいかに大事かということだ。そうい

う長期的な健康教育、健康習慣、これが大事だ。厚生労働省だけではできない。恐

らく歯を磨いたことがない子に毎日歯を磨かせれば、歯医者に行かないで済む子も

たくさんいると思う。食生活もそうだ。朝食を食べないで、お金を与えて買い食い

ばかりさせる、これでは、健康な子などできるわけがない。 
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   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。しか

し、何らかの管理目標は必要である。それをよく考えていただきたい。 

（尾辻臨時議員） 我々も健康フロンティア戦略を持っているが、もっと幅広く頑張っ

てまいりたい。 

（尾辻臨時議員退室） 

 

（中山臨時議員、鳥居会長入室） 

○人間力（教育）について 

（吉川議員） 資料「人間力の強化に向けた教育改革」を説明させていただく。 

   教育の改革は、それ自体として大変大切なことで、中教審、文科省として取り組

んでいただいているが、我々もこれまでに学校間の競争と新規参入、利用者の学校

の選択について、その選択肢を広げるという観点から、教育改革の方向を提言して

きた。中教審においても、以下に述べるような点を踏まえ、更に検討を深めていた

だきたい。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。教育の問

題は非常に広範囲の問題で、経済・社会にも大きな影響があるので、経済財政諮問

会議でも引き続き検討することとしたい。 

   本日、提案するのは、今後の教育改革の検討に当たっての３つの指針。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

だ。この指針に即した具体的な取組みが下の方に書いてあるので、簡単に御説明す

る。 

   １番目の指針は学校の評価システムの強化。学校について外部評価を行い、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。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。 

   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。具

体的には、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。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。さらに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。 

   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。学校選択制を全国的に

本格導入すべきだ。また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。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。こうしたことを私どもは提案す

る。 

（中山臨時議員） 資料と参考資料と２つ用意したので、これをもとに説明する。 

   参考資料の１ページ、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。

学校現場の努力により若干の成果もあらわれ始めているが、学力の向上は、引き続

き大きな課題である。 

   参考の２ページ、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、特別非常勤講師は平成 15 年度で２万人を超えている。また、教育委員会の関

与を減らし、学校の裁量を拡大する教育委員会も増えている。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割となっている。

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おり、

平成 14 年度の４割強から平成 15 年度は６割強と増えている。しかし、いずれの改

革も道半ばであると考えており、改善の兆しを一層確かな成果に結びつけるべく改
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革を更に進める。 

   提出資料の１ページ、右側に“人間力”、“教師力”、“学校力”と３つを掲げてい

る。まず、子どもたちの人間力の強化だが、学習指導要領の見直しについては、去

る２月に中教審に対して具体的な検討課題を示し、全体的な見直しを検討していた

だいている。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、今年の秋までに基本的な方向性を示していただく。 

   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いる。実施内容や方法について現在検討中であ

り、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いる。なお、今、

民間議員から話があったが、そういうことで平成 17 年度中の実施は困難である。

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。 

   また、今実施している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いる。学級編制や教職員配置については、

中教審でも習熟度別指導や少人数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、現在、専門的な調査研究を行っており、早急にとりまとめたい。 

   次に教師力の強化。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いる。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検討中。今

年の秋までに検討していただき、速やかに制度改正したい。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り、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、一層

推進していきたい。 

   次に学校力の強化。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訴え続けている。小中学

校の設置者である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の

検討も進めている。また、民間議員からも御提案があったが、人事、予算、学級編

制、教育の内容の面での学校裁量の拡大も進める。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。御提案のあったガ

イドラインも含め、積極的に推進したい。 

   以上の方策により学校力を強化し、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されていることが不可欠

である。 

   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、大量採用期

を迎えるという課題もある。全国学力調査も実施しなければならないと考えており、

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。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。 

   改革のスケジュールだが、５月23日の審議経過の報告から今後更に審議を進め、

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いる。その後、

中教審の結論に即し、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。義務教育費国庫負担制度については、昨年 11 月の政府・与党合意で本年

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、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

ている。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出席いただ

き、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
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に議論をしていただいている。中教審での真剣な議論に応え、国の責任をしっかり

果たすように対処していきたい。 

   参考資料の２ページについて。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、文部科学

省では若者自立挑戦プランに基づいて、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、勤労観、職業観の育成を図り、若者の人間力の強化を図

っているところである。 

   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ている。また、中学校では、

今年度から実施している、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する予定である。高等学校につい

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いる。更に、各大

学における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いきたいと考えている。なお、民間議員から御提案

のあっ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していきたい。 

    参考資料の３ページについて。少子化社会における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。とりわけ 近、「赤ん坊を一度も抱いたことがない」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や社会性、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ある。 

   このため、地域の学校を核としつつ、これまで「子どもの居場所」として整備し

てきた子どもの活動拠点や、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 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が

重要であると考えている。これにより、社会全体で子ども同士の仲間集団による活

動の活性化、いわば子ども社会の再生を図り、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

づくりを図りたいと考えている。 

    次に参考資料４ページについて。大学改革の推進については、これまで国立大学

法人化等による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

の導入による質の保証のための制度改革に取り組んできた。「知識基盤社会」と言

われる 21 世紀においては、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、きめ細や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。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、学生への経済的支援の強化などに

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

えている。とりわけ大学院教育の振興については、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、

積極的に支援していくことが必要である。 

    なお、先ほど民間議員から学校間の競争促進と利用者の選択の拡大について提案

があったが、小中学校の通学区域については、法令上の定めはない。市町村の判断
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で任意に設けられているものである。近年、学校選択制を導入する自治体も増加し

ている。なお、この通学区域の設定の有無は、市町村が判断すべきものであり、国

が一律にその撤廃等を働きかけることは適当でないと考えている。また、いわゆる

教育バウチャーについては、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、３月末に閣議決定されている。

文部科学省においては、昨年度民間の調査機関に委託し、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あり、今後外部の有識者も加えた研究の

場を設けるなどして、その制度の意義や、問題点等の分析を含め、研究を行うこと

としているが、これは慎重な検討が必要だと考えている。 

   株式会社の学校経営の参入の全国化に関しては、今年２月の構造改革特別区域推

進本部決定において、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しているので、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あり、直ちに全国化することは困難と考えている。 

   文部科学省においては、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

を推進しており、今後とも御支援をよろしくお願い申し上げる。 

（鳥居中央教育審議会会長 以下、「鳥居会長」）  私は２つ資料を配布している。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、もう１つは、

参考資料である。これは憲法その他の抜粋が載っている。これらを使って説明する。 

   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あったように、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いる。そのほか生涯学習分科会等々でいろいろ議論を進め

ているが、それらを通じて、ぜひお願いしたいことは、国家の基本方針の中に、教

育が 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ことであ

る。「基本方針 2004」の中にも随分いろいろと書いていただいているが、国家戦略

として、義務教育と、特に今、大臣が４ページを使って説明した大学の充実につい

て、ぜひ取り上げていただきたい。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。このことは、大学分科会でも、義務教育特

別部会でもいろいろな意見の方があるが、それらを通じて全員一致した意見である

ので、よろしくお願いしたい。 

   義務教育の問題に入る前に、そのことを少しわかりやすく説明したいと思う。現

在、小学校の教育予算は、総額で６兆 5,000 億円ぐらい。中学校が３兆 5,000 億

円で、合わせて 10 兆円。高等学校が３兆円、大学が２兆 3,000 億円。これを学校

の数で割るとすぐわかるが、一番わかりやすいのは大学なので申し上げるが、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

で半分以上使っている。残った１兆円を 80 の大学が分け合っている。１兆円を 80

で割ると、１校当たり 100 億円足らず。私の大学の慶應の場合には、年間予算が

1,200 億円。それに対して東京芸大が 100 億円にとても至らない数 10 億円という

額でやっている。それではとても学校としては成り立たないので、文教予算をそう

いう角度から一度洗い直し、私たちも洗い直すが、政府におかれても洗い直してい

ただきたい。 

   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ると思うが、今日は数字の説明は省略する。 

   義務教育特別部会についての説明に移る。１ページを見ていただきたい。 

   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きた。１つが質の

高い教育の実現である。これは次のページで詳しく説明する。それから教師のこと。
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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る。昨日もやったが、い

ろいろな意見が対立状態になっている。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

とになっている。 

   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あ

るので報告する。 

   中教審の答申の中に書き込まれることとは、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

のがある。それらを取り混ぜて要点を申し上げる。 

   ２ページの一番上の義務教育の制度の見直し、右側を見ると、まず義務教育９年

間で身につけさせる目標を明確化する。それから小中一貫教育の仕組みをもう一度

検討する。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が、それらは、就学義務を履行したことになっていない。

せっかくフリースクールで学んではいるが、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と今検討してい

る。 

   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

んでいることであり、総合的な学習の時間の問題、右側を見ると、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

しをする。それから次の「○」であるが、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する。土曜日の問題が問題になっている

ので、土曜日の有効活用、これをもう少し検討することになっている。ちなみに、

もう既に、東京都で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、土曜日学校をやらせてくれということを言った。それに対して東京

都教育委員会が反応し、事実上、土曜日を学校がやれるようにして、先生たちの出

勤を夏休みと振り替えている。夏休みに生徒がいないのに先生が出勤している。子

どもがいないときは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ている。 

   それから次は学力調査。全国的な学力調査を本気で行う。それから定数改善、今

40 人学級ということになっているが、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ことをしないで、もう

少し弾力的に行うということである。 

   ３ページ目、一番上であるが、「大量採用」という言葉が書いてあるが、実は大

量退職時代が迫っている。45 歳から 60 歳までの高齢の教員が、これから大量に退

職する時代になる。団塊の世代の教員、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。そういう時代に入るので、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く。 

   それから、教員の専門職大学院をつくる。免許の更新制をもう一度検討する。教

員評価を取り入れる。先ほど吉川議員から話があったが多様な人材の登用を、こう

考えている。 

   ４ページ目、学校の自主性・自律性。これはいろんなことが書いてあるが、全部

読み上げるととても時間がなくなるので、簡単に申し上げると、一番下の四角、右

側の四角の中にあるように、国がナショナル・スタンダードを決める。そして地方
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は地域の 適な状態を実現できるようにする。そのためには、その下に書いてある

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ることは合意してい

る。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。 

   後に参考資料を見ていただきたい。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である。４ブロックあるが、左の下

に義務教育費国庫負担法の第１条が書いてある。これを読むと、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

されている。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、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ことをいろいろな意見の方に理解

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いる。 

（吉川議員） 学校教育の中で も大切なものは義務教育だと思うので、義務教育につ

いて、一言だけお願いをさせていただきたい。 

   中山臨時議員や鳥居会長の説明に、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 人学級にしていく必要がある、という提案があった。不思議に

思っているのは、すべての小学校の生徒の数を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数字を見ると、日本は 18.5 人になり、こ

れは国際的に見て各国とほぼ同じぐらいの水準になっている。このマクロの数字と、

文部科学省、中教審で進められようとしている 30 人学級の必要性が、どういう関

係にあるのか納得がいかないところがある。これは決して、30 人学級のアイディ

ア・理想に反対しているわけではない。今後とも義務教育について諮問会議で議論

することがあるだろうと思うので、その時には、このようなマクロの数字と文部科

学省や中教審の主張との整合性について、説明頂きたい。 

（谷垣議員） 教育は非常に重要なので、今、中教審で義務教育の検討をしていただい

ているが、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。 

   財政はもちろん非常に大事だが、教育予算についていうと、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

うに感じる。しかし、例えば、近年の児童生徒１人当たりの教育予算は、平成元年

度と比べると８割増しということになっているが、子どもをめぐる状況というのは

むしろ深刻化しているのではないかということを考えると、金をかければ教育水準

が上がるというものでもないであろうと思う。今日、民間議員のペーパーで、教育

効果の厳格な検証・評価、多様性の拡大など３つの指針が挙げてあるが、その中で

も特に、教育現場の創意工夫をどのように吸い上げていくか、あるいは競争原理に

基づく支援の重点化、質の向上につながる改革などについて、ぜひご議論いただき

たい。 

（麻生議員） 吉川議員の発言と重なるが、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 人以下の学級は、小学校では既に

56％、中学校でも 26％となっている。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うが、いずれにしても、一律 30 人学級とい

う話は、今の時代からするといかがなものか。 

   それから、先ほど義務教育に関連して憲法の話が出ていたが、この憲法上の要請

というのは、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。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
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というのが一番肝心なところだと思う。事実、私が小学生の時は、教科書は無償で

はなかったし、昭和 30 年生れ世代ぐらいまでは間違いなく教科書は有償だったと

記憶している。また、昭和 25 年から 27 年まで、義務教育に対する国庫負担はない

ということでやっていたが、そのころでも憲法違反という議論はなかったと思う。

このように、この点については、憲法上の要請は、無償制という意味であり、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考える。 

（鳥居会長） まず、１学級当たりの児童数の問題だが、今、麻生議員から数字を挙げ

ていただいたが、小学校では既に 30 人を平均値では下回っている。しかしそれと

同時に、実は定数改善計画というのがあり、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。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、非常に小さな生徒数になっている小規模学校が増え

ているため、その小規模学校が平均値の中に入って平均の数字を引き下げている。 

   それから、教員１人当たりの児童生徒数の問題だが、できるだけ手厚い教育をし

ようと、加配ということが行われており、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。そういう先生や校長、教頭など実際にクラスを担任しない教員

の数も平均値の計算には入っているので、実は先生の数が多いように見える。しか

し現実には、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。 

   また、念のために付言すると、教員１人当たりの生徒数平均は、ＯＥＣＤでは小

学校で 16.6 人、中学校で 14.4 人。日本もその線までは何とか目標にしていきたい

と考えている。 

   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、６百ドル程度。ただし、これは 2001 年の為替レートの換算で計

算しているので、現在レートの 108 円で換算すると、恐らくもっと小さな金額にな

ると思う。この数字は、アメリカやフランスなどもっと進んでいる国と比べると非

常に小さな金額。このような事実にぜひ、配慮いただきたいと思う。 

   後に、法律の解釈の問題は、詳しくは法律の専門家にお願いしたいと思うが、

私の理解は以下の通り。教育基本法は、憲法施行の数か月前に公布・施行されてい

るが、施行されることが予定されている憲法の案文を前提とされており、教育基本

法の第４条第２項で、授業料はこれを徴収しないと書いてある。そしてそのことを

受けて同じ昭和 22 年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記載されている。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。

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た

ため、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う。 

（中山臨時議員） クラス編制のことについては、私も単に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、その考えは今でも変わらない。クラ

スにある程度の人数がいないと集団生活や集団性の育成などはできないのではな

いかと思っているので、やはり２つに分けてソフトボールの試合ができるような 18

～20 人程度の規模が一番小さい単位かなと思う。しかし現実に学校に行くと、クラ

スは 30 人ぐらいいるが、それを習熟度別に分けたり、あるいは少人数に分けたり

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をしつつある。もう既に

現場の方が先行しているという事実がある。 
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（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ものがたくさんあ

る。憲法に従わなければならないということはわかるが、これだけ世界一流の先進

国・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

時代には、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議論は、是非

していただきたいと思う。もちろん所得が低い、交通事故の遺児である、生活保護

を受けているなど、色々な境遇の人はいると思うので、そういう保障制度は必要だ

と思う。しかし、個人的な考えだが、この戦後すぐに決められた規則に縛られる必

要は全くないのではないか、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提言すら私はいただきたいと思っているので、よろしくお

願いしたい。 

（竹中議員）  大変幅広い、奥深い問題である。今日の民間議員の指針、また、その他

の議員の議論も含め、引き続き検討をよろしくお願いしたい。また議論に沿って、

骨太の方針等にも盛り込んでいきたいと思う。 

（小泉議長） このとおり“人間力”、“教師力”、“学校力”、に余すことなく述べられ

ていると思う。米百俵の話を出すまでもなく、明治の教育者、教育は立派だった、

明治はよかったと言うが、明治と今を比べれば、機会均等がはるかに進んでいるし、

１人当たりの教育費だってはるかにいい。外国に行くと、日本の教育はすばらしい

と褒められる。しかし、日本に帰ると教育はだめだと言われている。なかなか難し

い問題だというのはわかるが、だんだん改善させて、現場でいかにやる気を出すか、

子どもたちを教育するか、より一層努力してほしい。 

 

○「基本方針 2005」に向けて 

（竹中議員） 本日更に議論を予定していた議題があるが、時間の関係で資料の配付の

みとさせていただく。１つ目は「基本方針 2005」の骨子案。これについては色々な

意見があると思うが、これは事務方等を通して、調整をさせていただきたい。 

   ２つ目は、細田議員から男女共同参画基本計画のための議論の紹介を頂くことに

なっていたが、それは次回にお願いしたい。 

   それと、参考資料として、慶応大学の跡田教授等による論文「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」は大変興味深いので、配付をさせて頂

いた。これについてもまた、今後必要に応じて、議論させていただきたい。 

 

（以 上） 


