
平成 18 年第 10 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2006 年４月 27 日(木) 17:34～19:06 

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    安倍 晋三 内閣官房長官 

同 与謝野 馨 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同     竹中 平蔵 総務大臣 

同     谷垣 禎一 財務大臣 

同     二階 俊博 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 小坂 憲次 文部科学大臣 

同     中馬 弘毅 行政改革担当大臣 

中野 清 厚生労働副大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）歳出・歳入一体改革について（総人件費改革）

（２）歳出・歳入一体改革について（公共事業）

（３）成長力・競争力強化について

３．閉 会

（説明資料） 

○ 総人件費改革の徹底に向けて（有識者議員提出資料）

○ 総人件費改革の現状と取組（中馬臨時議員提出資料）

○ 歳出・歳入一体改革―公共投資の改革（有識者議員提出資料）

○ 歳出・歳入一体改革―公共投資の改革（竹中議員提出資料）

○ 人材の養成・確保について（有識者議員提出資料）

○ 人材の国際競争力の強化（小坂臨時議員提出資料）

○ グローバル化と人口減少の下での人材育成・活用戦略（川崎臨時議員提出資料）

○ 「人財立国」の実現について（二階議員提出資料）

（配付資料） 

○ 総人件費改革の現状と取組（参考資料）（中馬臨時議員提出資料）

○ 歳出・歳入一体改革―総人件費改革関係（参考資料）（竹中議員提出資料）

○ 人材の国際競争力の強化（参考資料）（小坂臨時議員提出資料）
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○ 目で見る小泉改革の５年間 －改革の芽を大きな木に－


（概要） 

○歳出・歳入一体改革について（総人件費改革）

（本間議員） それでは、資料「総人件費改革の徹底に向けて」を説明させていただく。

総人件費改革は、まさに歳出・歳入一体改革の柱であり、簡素で効率的な政府、

あるいは質的に高い競争力を持つ政府を実現する上で、不可欠な取り組みであると

考えている。量的にも、国・地方を合わせた一般歳出 107 兆円（2006 年ＳＮＡベ

ース）のうち、約 30 兆円、このうち５兆円が国、そして地方が 25 兆円と大きな割

合を占めており、地方においても、非常に大きな影響を及ぼす改革である。

したがって、国・地方を通じて全力で総人件費改革に取り組み、単に人件費の圧

縮ということだけではなく、質的な面において、能力・実績主義の徹底、士気とモ

ラルの維持・向上、人材の流動化の観点も踏まえた、抜本的な公務員制度改革に着

手すべきであると考えている。

その第１ステージとして、今、行革推進法案が国会に上程されているが、同法に

よる人件費削減の実現は最低条件であるということを確認すべきだと思う。これを

速やかに確実に実現する。また、行政減量・効率化有識者会議とも連携しつつ、諮

問会議においても特に以下の点について、実行されているか否か、あるいは進行し

ているかどうかをチェックすべきであると考えている。

   まず、国家公務員定員の５年間で５％以上の純減と地方公務員定員の５年間で

4.6 ％以上の純減。これは３枚目にグラフがあるが、2001 年度時点で対ＧＤＰ比

で 6.4 ％であったのが、2006 年度予算ベースで 5.9 ％、つまり 0.5 ％削減してい

る。国が 2001 年度から 2005 年度まで 5.13％の定員削減、地方が 1999 年度から

2004 年度まで 4.6 ％の定員純減を果たして、この水準が達成されている。金額的

には 31.6 兆円が 30.1 兆円ということになっている。このペースをしっかりと守り、

かつ、加速化することが重要なポイントであると思う。

さらに定員純減の具体化。現在、行政減量・効率化有識者会議でご苦労いただい

ているが、この具体化を早急に詰めていく必要性があると思う。北海道開発関係、

ハローワーク関係、社会保険庁関係、官庁営繕関係、地方支分部局等の重点的な見

直しの具体的な内容及び具体的な定数の純減数、これを早期に提示し、決定してい

かなければならないと考えている。

さらに、それを出発点にしながら、可能な限り、削減可能金額及び具体的に何を

詰めるかということを明示しながら、結論を早期に得ることが重要であると思う。

２ページ目にその際に検討しなければならない項目がある。今申し上げたように、

2011 年度までにきっちりとこれまでのペースを守る、あるいはそれ以上にすると

同時に、2011 年度以降についても、さらなる定員の純減をすること。国家公務員

から外れた非公務員型を含めた独立行政法人・国立大学法人の人件費削減に向けた

具体的な目標設定。これは運営費交付金という形の人件費の束があるが、その削減

等も含めて検討するということ。特別職公務員の人件費に関する不断の見直し、抑

制。福祉や施設整備等、住民サービスのために地方自治体が行う事業に関する国の

基準の廃止を通じた国・地方の定員の削減。これは、義務づけられているというよ

うな不満もあることから、この点について、きちんとした仕分けというものが必要

になってくると考える。

それから、そもそも国あるいは地方公共団体がすべきかどうかということを検証

していくためには、市場化テストの聖域なき本格導入に向けた制度整備を早急に実
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現していくことも重要になってくる。また、国・地方を通じた総人件費削減の優良

事例の全国的導入のための仕組みを構築するということも重要になってくるかと

思う。内閣府においては、行革コンペを東京と大阪で２回やっているが、こういう

場における発表等を活用しながら、全国に普及するための工夫を急ぐべきだと考え

ている。

国については、給与水準の民間準拠の精緻化のための比較対象事業所規模の早期

の見直し、地方支分部局における本省とは異なる給与体系の導入など、検討すべき

事柄がまだ残っている。

地方においては、給与水準の官民比較方法の見直しの早期具体化、それに基づく

給与水準適正化の実現。特殊勤務手当の早期是正。これはいわゆる色々な形での福

利厚生手当の重複受給に当たるものだが、こういうものを排除していくということ

である。そして生徒数の減少に応じた教職員数の削減、教職員給与水準の見直し。

これは人材確保法の廃止を含めて検討していくテーマであろうと考えている。地方

における人事委員会制度の見直し。国家公務員準拠主義から民間給与準拠主義への

転換や、自治体間の横並びの是正、人事委員会制度そのものの在り方の見直し、こ

ういうこともやっていかなければならないと考えている。

 ３.は抜本的な改革に向けて、これまで幾分タブー視されてきたような問題につい

ても、この際、議論を進めていく必要性があるということ。能力・実績主義の人事

管理の徹底、再就職管理の適正化の観点に立った改革を進めていくということはも

ちろんだが、我が国の労働市場全体を見据えながら、例えば以下のような点を含め

て、抜本的な改革を押し進める。

まず、年功序列型賃金体制の抜本的な見直し、あるいは成果型給与体系の本格導

入。官民交流のための関係制度の見直し。これは、総人件費の改革が幾分公務員叩

きのような形で受け取られている部分があるが、良質な人が公務員に応募し、国を

担う、地方のサービスを担うという誇り高い公務員を実現するためには、やはり、

官民交流のための関係制度の見直しということは避けて通ることはできないと考

えているので、この点についても深く検討しなければならないと考える。最後に人

事院勧告制度のあり方。これはＩＬＯの関係があるが、労働基本権の見直し等など

も含めてこの議論を進展させ、それによって改革を進めていくというスタンスを維

持強化すべきだと考えている。

（中馬臨時議員） 「総人件費改革の現状と取組」について説明させていただく。

まず、33 万 2,000 人の５年間で５％の純減について、昨年の諮問会議で決定し

ていただいた業務の大胆な整理、抜本的な民間委託、非公務員型独立行政法人等を

内容とする基本指針に沿って、実行計画を閣議決定し、それを法案化して、現在、

行政改革推進法案を国会において審議していただいているところである。この法案

の早期成立によって、着実に推進していきたいと考えている。

まず、資料の１枚目だが、本年１月に発足した行政減量・効率化有識者会議の知

見をいただきながら、現在、議論を進めている。有識者会議では、基本指針で明示

された事項以外の「２月 10 日要請７事項」とを合わせた 15 事項を中心に、関係省

庁からヒアリングを行い、３月末に中間とりまとめが決定された。また、政府にお

いては、５％以上の定員純減の円滑な実施のため、配置転換、採用抑制といった取

組みについても、少なくとも３割程度の採用抑制との見通しを念頭に置いて、19 
年度採用への対応などを盛り込んだ枠組を３月末に提示したところである。今後、

遅くとも６月ごろまでに定員純減に向けた配置転換等を含む政府の方針、計画を決

定したいと、強い決意を持って当たっているところである。
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２枚目をご覧いただきたい。今まで各省庁とすり合わせた結果について、途中経

過を出している。有識者会議では、定員純減に向けて精力的にご審議いただいてお

り、現時点でのヒアリング結果は資料のとおりである。

例えば、農水省関係の３つの事項では、かなり大きく 6,900 人程度の純減が示さ

れた。こうした一部の事項では、既に相当規模の純減案が提示されているが、現在

途中段階なので、純減数が示されていない、またはなお不十分な事項も、まだある。

提示のあった事項について、その減員数を単純に足し上げると、１万 8,000 人の減

になる。これは既定の定員合理化計画による削減数を含んだものであり、このほか

に真に必要な純増を考慮する必要等があるが、そういったことはカウントされてい

ない。

治安その他の事項における真に必要な純増を考慮すると、平成 18 年度実績では、

純増が大体年に 400 人ぐらいであるから、５年間だと 2,000 人、これから引かな

いといけない。そうすると、１万 8,000 人ではなくて１万 6,000 人弱ぐらいとな

り、そうすると、目標の１万 7,000 人にはまだ届かないということである。

したがって、政府全体として５％を上回る純減を確実に確保するためには、純減

数が示されていない、またはなお不十分な事項については、業務の大胆な見直しを

進めて、純減数の一層の上乗せを行う必要がある。厳格な定員管理を担当する総務

大臣にもお願いして、連携をとりながら、政府の成案を得ていきたいと考えている。

資料の３枚目だが、国の行政機関以外の定員純減の取組みを簡単にまとめている。

自衛官とか、人事院についても、国の行政機関に準じて定員の純減を実施すべきだ

ということである。国会、裁判所、会計検査院に対しては、国の行政機関に準じた

取組みを要請したところである。地方公務員については、５年で 4.6 ％以上の純減

の一層の上積みなどを要請しているところである。

給与制度の見直しについては、国家公務員給与については、人事院の検討状況を

踏まえて、必要な措置を順次講じることにしており、地方公務員給与についても、

先ほど民間議員ペーパーにもあったが、国家公務員給与に準じた措置を実施するこ

ととしている。

また、独立行政法人については、人件費を５年で５％以上減少させることを基本

に取り組んでいる。具体的には中期目標、及びこれに基づく中期計画を改定し、こ

れに沿った人件費削減の取組みを踏まえ、人件費代わりに渡している各年度の運営

費交付金の抑制をしていくこととしている。また、独立行政法人については、非公

務員化を推進していきたいと考えている。

民間議員ペーパーに対する我が方のコメントをさせていただきたい。

さらなる総人件費改革への取組みとして示されているものの中に、昨年の諮問会

議の基本指針を踏まえ、現在、国会で審議中の行革法案にも盛り込まれている既定

方針があり、まずこれを着実に実施、推進していく必要があると考えている。ご指

摘をいただいたが、これはやっているところであるので、そのようにご認識いただ

きたい。

また、国家公務員の総人件費については、対ＧＤＰ比で見て、今後 10 年間で概

ね半減させるといったような長期的な目安も念頭に置くと、これも法案にはっきり

と書いている。５年経った以後についても引き続き努力するのは当然のことであり、

2011 年度以降も定員の純減に取り組んでいく必要があることは当然である。

独立行政法人等の取組みについては、独立行政法人・国立大学法人等については、

先ほど説明したとおり、５年、５％以上の人件費削減を基本として取り組むことと

している。また、行革推進法案では、国の歳出の縮減を図る見地から、独法の組織、
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業務等の見直しを行うことも書いている。こうした取組みが運営費交付金等の抑制

に資するものと考えている。このように、この法律案において、ご指摘の趣旨は、

既に織り込み済みだということもあわせて強調させていただきたい。また、基本方

針を踏まえて、特定独立行政法人の非公務員化も進めていくこととしている。

地方公務員の総人件費については、実行計画において、国家公務員の総人件費を

10 年間で対ＧＤＰ比で概ね半減という長期的な目安を念頭に置いた国の取組みを

踏まえ、地方も更なる削減に努力するよう、これも要請している。

国において郵政民営化等の大胆な取組みを進めているように、地方においても公

営企業、公立大学、福祉施設等の独立行政法人化、あるいは民営化、包括的・抜本

的な民間委託、市場化テスト等、これの拡大に思い切った取組みをしていただく必

要があると、これは総務大臣にもお願いをしながら頑張っていきたいと考えている。

（谷垣議員） 人件費改革については、行革推進法案に沿って改革が進められることに

なるが、まだその内容が具体化されていない課題が残されているということで、４ 

月 20 日の財政制度等審議会でも幾つかご指摘をいただいた点がある。１つは本間

議員から説明をいただいたペーパーにもあったが、公務員給与の比較対象企業規模

を従業者数 100 人以上から 50 人以上に見直して、それを今年の人事院勧告から反

映すべきではないかというご意見。それから、５％以上の定員純減に関して、中馬

臨時議員のところの行政減量・効率化有識者会議において６月までに具体化を図る

べきではないかといったご意見もあり、改革を強力に進めてほしいということだっ

た。 

今後、まずは行政改革推進法案に沿って、国・地方一緒に努力するということだ

と思うが、本間議員に１つ質問したい。民間議員ペーパーの２ページ目にある「特

別職公務員の人件費に関する不断の見直し、抑制」というのは、具体的には、どの

ようなことを考えているのか。 

（本間議員） 聖域なく国家公務員を見直していく際に特別職を枠外に置くことは、国

民の理解・納得も得られないということで、特別職公務員についてもきちんとした

枠組の中で議論していただきたいという一般論である。 

（小泉議長） わかりやすく国会議員と言えばいい。それは当然だ。 

（谷垣議員） 知事の退職金は、地方でも議論になっている。 

（小泉議長） 知事や市長などは退職金をあれほどもらう必要はない。国会議員は退職

金、何もない。各大臣や総理大臣の退職金もあれほどないのだから。知事や市長は、

どうしてあれほどたくさんもらうのか。 

（与謝野議員） 東京都の 23 区の区長でも１期４年で 2,000 万円。 

（中馬臨時議員） １期だけずつもらえばまだしも、例えば、３期やった人などは１億

数千万円もらえる。 

（小泉議長） それはおかしい。総理大臣も各大臣も退職金は要らないから、知事、市

長も、もっと退職金について考えてほしい。多過ぎるのではないか。それは書いて

おいた方がいい。 

（本間議員） わかりました。 

（竹中議員） この間、宮城県で退職金をとらないということを掲げて当選した方がい

た。 

（牛尾議員） イシューになるんだな、そういうことは。 

（小泉議長） 県議会とか、市議会で決めればいいのではないか。 

（本間議員） そうだと思う。 

（竹中議員） その通り。大体都道府県や政令市はどこも、特別職のための審議会があ
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って、そこがきちんと議論している。市町村、都道府県が決めればできること。 

（本間議員） 横浜市長の退職金が１期で 4,000 万円という話もあるので、そういう問

題を念頭に置きながら書いたもの。 

（小泉議長） 具体的に示して促した方がいい。 

（与謝野議員） 他にご意見は。 

（竹中議員） 私は行管担当の大臣としては、中馬臨時議員に協力して国の定員削減を

やる立場。そして地方に対しては、この諮問会議での議論を受けて、厳しく要請す

るという立場。 

地方公務員について、５年間で 4.6％以上の純減を厳しく要請して、ある種大号

令をかけてきたわけだが、現状の時点でのとりまとめを提出しているのでご報告す

る。 

   42  都道府県の過去５年間の純減率 4.6％を上回るよう要請してきたが、大体４分

の３ぐらいの地方公共団体の数字が出そろった段階で、要請の効果もあり、6.2％ 

の純減という試算値が出ている。これは小泉議長が今話された加速という方向には

行っているものと思う。ただ、東京などの大きな地方公共団体がまだ策定中である

ので、数字は最終的には変わるが、4. 6％をかなり上回るように、ぜひしっかりと

要請していきたいと思っている。 

   あと民間議員ペーパーの２ページ目にある国家公務員準拠主義を見直せという

ことに関しては、総務省としては、研究会の報告もあり、そういう方針を持ってい

るので、そこはその方向でぜひ進めていく。 

これは質問だが、民間議員ペーパーの２ページ目にある「地方支分部局における

本省とは異なる給与体系の導入」は、私よりも中馬臨時議員にご心配いただくこと

かもしれないが、この意味が地方の物価水準を考えろという意味なのか、全く違う

給与体系を導入しろという意味なのか。もし後者であるならば、かなり大がかりな

話だと思う。もし前者であるならば、実はそういう改革を昨年、人事院で一応やっ

ていることになっている。ここはどういう意味なのか教えていただきたい。 

（本間議員） 身分形態の問題にもかかわっているが、全国と霞が関を行ったり来たり

する働き方と、エリアが限定的な働き方の場合がある。これらが一律でいいのかど

うか、それから、地方公務員とのバランスはどうかなど、そういうものを抜本的に

一度考え直してみる必要性もあるのではないかということ。 

（竹中議員） そうすると、かなり抜本的な体系の見直しになるので、中馬大臣のとこ

ろで相当大きな問題としてご検討いただかなくてはいけないということになる。 

（中馬臨時議員） 公務員制度改革の両方とあわせて。 

（小泉議長） 公務員の改革について、中馬臨時議員にお願いしたい。今、行革推進法

案を国会で審議しているが、野党でもいいことを言っている点もあるから、整理し

て、これからどう対応するか、我々に見せるように。与党や国会にも見せるように。 

具体的に言えば、例えば天下り基準について昨日質問があった。閣議決定をしな

がら、この基準というのを勝手に変えてしまうというのは問題がある。そういう点

についても役所には出させているわけだ。野党が言っているように、閣議決定で決

まったことがどうしてすり抜けたのか。この基準の問題点を整理してほしい。 

それとまた関連するが、退職年齢の議論に３年、５年かかっている。もっと短く

できないのか。将来 60 歳まで働けるようにするのが望ましい。どうしたらできる

か。こういう点も役所はどうやったらできるか考えてほしい。できないという答え

が多いけれども。 

それと今色々な公務員の人員削減をやっているが、人員削減するためには仕事や
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権限を減らさなければならない。仕事も減らさない、権限も減らさないで、人員を

減らしたら、過重労働になってしまう。役所にとっても仕事を減らすといいと思う

が、どうしてかじりつくのかわからない。今まで言っても返事が来ないところは、

減らしたらどうかというところでも、「国自らが行うべき業務であり、移行すべき

業務とは認められない」などと言う。そういう役所の答えと、どうやったら減らす

ことができるかという人の議論を聞いて出したらどうだ。どうやったら減らせるか。

ただ、減らせというのではなくて、役所はなぜ減らせられないのか、移行できない

のか。色々答えが出てきている。そういう点を整理して、今言った早期退職、定年

まで働くようにする制度、天下り、今の国会での審議などについてよく調べて、問

題点を整理して、わかりやすく出してほしい。これからは役所の考えを与党にも見

せて、改革するんだったら与党も協力してほしい。聞きっぱなし、答弁しっぱなし

ではなくて、よく整理してほしい。 

（中馬臨時議員） そうですね。はっきりこの間、小泉議長におっしゃっていただいた

ので。 

（与謝野議員） 人件費は国・地方合わせた一般歳出 107 兆円のうち 30 兆円と大きな

割合を占めている。そのため、公務員の総人件費改革は歳出改革の観点から非常に

重要であるとともに、「簡素で効率的な政府」の実現にも不可欠であり、今後も全

力を挙げて取り組むべきであるという共通の認識があったと思う。また小泉議長か

らのご指示があった点は、いずれ中馬臨時議員から報告をお願いしたいと思ってい

る。 

また、今日、党の方から連絡があり、党の方でも人件費改革については、いずれ

今よりも厳しい、高い数値目標を出すということで仕事を進めたいという話があっ

た。 

それでは、諮問会議としてもこの問題については、関連する施策等を「基本方針

2006」に盛り込むということで作業を進めてまいりたい。 

（中馬臨時議員退室） 

○歳出・歳入一体改革について（公共事業）

（吉川議員） それでは、私から公共投資の改革についての民間議員ペーパーをご説明

する。 

公共投資については、「ムダがある」、「高コストである」等、国民の目も大変厳

しいものがある。財政が非常に厳しい中で、過去５年間、小泉内閣の下で「景気対

策のための大幅な増加が行われた以前の水準」を目安として抑制してきた。具体的

には、国は 2002 年度予算でまず 11％の削減を行い、その後も毎年３％を上回る削

減を行ってきた。あわせて地方も国を上回る削減を行ってきた。こうした削減と同

時に、アウトカム（成果）目標の重視、すなわち従来は、公共投資はいくらお金を

注ぎ込むべきだという目標があったわけだが、そうした金額での目標ではなくて、

成果の目標を重視すべきだというように変わってきた。また分野別にたくさんあっ

た長期計画を統合した。さらに事業評価の厳格化、コスト縮減、ＰＦＩの活用等、

制度面での改革も行ってきた。これが過去５年間の公共投資に対する基本的な政策

の成果である。 

これから歳出・歳入一体改革において、2010 年代初頭にプライマリー・バランス

の黒字化を目指すということで大きな歳出削減を行っていくわけだから、そうした

中で公共投資については、結論的には今後５年間、さらに前年度比で３％以上の削

減をする、こうした削減努力を継続すべきである、これが民間議員の考えである。
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その根拠だが、１つは、先ほど述べたように、過去５年間で、公共投資は大分削

減したわけだが、それでもなお国際的に見ると、先進国の中でかなり高い水準にあ

る。具体的には、日本の公共投資、正確にはIg だが、対ＧＤＰ比で2004 年は3.9 ％。

同年の他の先進国を見ると、アメリカで 2.5 ％、イギリス・ドイツは１％台であり、

日本の 3.9 ％は、アメリカの 2.5 ％と比べてもまだ１％以上の差がある。ちなみ

に、日本のＧＤＰ比１％というと、実額だと約５兆円ぐらい。 

公共投資に限らず、日本が他の先進国の真似をすればいいというものではないが、

他方、先進諸国の中での国際比較は大変重要な一つの物差しだというのが我々の考

えである。公共投資については、まだ日本は先進国の中で少し高い水準にあるわけ

だから、先ほども申し上げた通り、今後５年間、前年度比で３％以上の削減を継続

すべきであるし、またその後も中期的に公共投資は抑制基調を続けるべきであると

考えている。 

次に、内容について幾つか指摘したい。 

１番目は、そもそも景気対策としてではなく、真に必要な社会資本整備を進める

べきだということ。これは当たり前のことである。 

２番目は、競争入札の拡大。未だに談合等が問題になっているが、競争入札の拡

大、規格の見直しなどにより、さらに大幅なコスト引下げを実現する。後ろに参考

資料がついているので最後のページを見ていただくと、建築工事費の官民比較のグ

ラフがある。それぞれの項目について分けたものもあるが、一番右の棒グラフがい

わば全体の合計で、官民で未だに２割強の格差がある。こうした事実も踏まえ、競

争入札の拡大等を通して、さらなるコスト引下げを実現するべきだ。 

３番目は、人口減少等経済社会の環境の変化を踏まえて、維持更新費も含めて評

価を厳格化するべきであるということ。 

４番目は、ご承知の通り、公共投資というのは、国だけではなくて地方の方が多

いわけだが、地方の主体性が発揮されるような、また、それを通して、重複行政が

排除されるような公共投資の整備が望まれるということ。具体的には、地方単独事

業についても、国と同様の削減を進める。さらにその上で、国の補助事業はさらに

削減して、地方の財政力の改善に合わせて地方の主体性を生かせるような独自の事

業に転換を進めるべきだと考えている。 

５番目に、とりわけ農業分野では、ハードからソフトへのさらなる転換が必要だ

ということ。 

６番目、道路特定財源については、行政改革推進法に基づき、一般財源化を図る

ことを前提に納税者の理解を得つつ、具体案をとりまとめる必要があるということ

である。 

(谷垣議員) 歳出・歳入一体改革を進めるに当たっては、公共事業について、これまで

の削減により、平成 14 年１月に決めた「改革と展望」に示された目安、これを一

応達成したわけであるが、これをもってよしとするのではなくて、今、吉川議員の

話にもあった通り、引き続き改革を進めることが必要だと考えている。 

すなわち、今後の公共事業については、社会資本整備も著しく進捗してきたこと、

人口減少社会が来ること、こういうことを踏まえると、引き続き重点化を進める余

地は大きいと思う。また、コスト縮減や入札改革の徹底により、実質的な事業量を

確保していくということは可能ではないかと考える。 

それから諸外国との比較でも、吉川議員の話にあったが、我が国の公共投資は依

然として規模は大きい。さらなる重点化・効率化の取組みを進めながら、引き続き、

総額の削減を図っていくということが必要である。 
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公共事業の歳出改革については、与党でも検討の場を設けて議論を開始している

し、削減の具体的な目安を含め、次回以降の諮問会議でも、国土交通大臣に来てい

ただいて議論があるものと理解している。 

また、財政制度等審議会でも、公共事業を含めた歳出改革の具体論を審議してい

ただく予定にしており、そうした議論を踏まえて、財務省としても、今後、公共事

業のさらなる改革について検討を進めていきたい。 

（竹中議員） 公共事業に関して、引き続き、しっかりとした改革を、ぜひしていかな

ければいけない。 

前からよく言われる無駄な公共事業というのは、一体どうして出てくるのかとい

うことを考えていたが、行管、行政評価の担当大臣になり、これは実は需要予測に

よるものだとわかった。どういう需要が出てくるかという予測が非常に過大に見積

もられて、結果的に後から見ると無駄だというものができていると思うので、そこ

をしっかりと見るようにしている。 

１つの例であるが、資料の１ページ目に書いているのは、政策評価により、例え

ば 14 年度から４年間で約 3.2 兆円の事業の廃止・中止又は休止を実現していると

いうことである。 

２ページ目に厚生労働省の例を出しているが、こういう例はまだたくさんあるの

ではないかと思う。旭川市の水資源、水道水資源のため、人口が今後どのように推

移してダムが必要になるということを示す需要予測である。赤い点、これだけ人口

が増えていくので、オレンジ色のところから人口が増えた分、ダムが必要というこ

とで公共事業をやるというのだが、これは本当かと厳しく精査するとやはり違うわ

けである。下に 35 万人のマルポツを書いているが、旭川市の基本構想では、人口

はむしろ減っていくと予測している。にもかかわらず、こういう需要予測に基づい

て建設、投資が行われようとしている。ここはぜひ行政評価で厳しく見ていきたい。

そういうことを積み重ねれば、まだ改革の余地は大いにあると思う。 

（吉川議員） この事例でいうと 18 年度完成予定とあるが、ほとんどできているとい

うことか。 

（竹中議員） 完成はしていないと思う。厚生労働省の話なので、よくわからないが、

とにかく事前にチェックすることが必要だということ。 

（吉川議員） そのとおりだと思う。 

（本間議員） 竹中議員の問題提起とも重なるが、こういう過大な需要を予測するのは、

Ｂ／Ｃで数値を１よりも大きくしたいということが背景にある。日本の場合には、

Ｂ／Ｃで将来の受益とコストを計算して１を超えると、予算の評価の段階では、ほ

とんどそれが活用されなくなる。諸外国では、例えばニュージーランドでは、４以

上にならないと予算の対象にしない。将来の受益の方がコストの４倍にならないと

予算の検討の対象にしないというところまで、これを活用している。日本の場合は、

計算はするけれども、１を超えていると予算のところではフリーパスのようになっ

ていて、そこら辺を結びつけていくということが重要なポイントになっていくので

はないか。もちろん、Ｂ／Ｃの算出の仕方がおかしいというケースもたくさんある。

（牛尾議員） 制度化した方がいいだろう。 

（本間議員） はい。 

（小泉議長） Ｂ／Ｃとはベネフィット・バイ・コストか。 

（本間議員） はい。 

（小泉議長） 費用対効果と言ってくれれば分かりやすい。それが１以上だといいのか。

（本間議員） 日本の場合は１以上なら予算の検討の対象にするという形になっている。
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１を超えたら利益の方が大きいのでいいだろうと、非常にラフなハードルとしてし

か活用されていない。 

（竹中議員） これは査定の問題である。 

（谷垣議員） よくその辺は研究させる。 

（小泉議長） そうだ。 

（牛尾議員） 状況が変わったから。 

（小泉議長） 変えるのが政治力という固定観念があるから。数字ではなくて。 

（奥田議員） 民間議員ペーパーの最後に書いてある、（６）の道路特定財源について

は、昨年末に政府・与党の基本方針が示され、その中で真に必要な道路は計画的に

整備を進めると明記されているが、「真に必要な道路」について、十分な議論がな

されているとは思えない。特定財源制度見直しの議論の前提として、真に必要な道

路とは一体何なのか、そのためにどの程度の投資額が必要か、こういうことについ

て具体的な数字をベースにして特定財源制度の見直しの具体的案をつくっていっ

てはどうかと思っている。 

（小泉議長） 「真に必要な道路」というのはまさに費用対効果ではないか。 

（奥田議員） ところが、そうでもない。便利になるというものもあるから。 

（小泉議長） 一つの基準、どのぐらい工事費用がかかるか、料金を課してどのぐらい

で効果が出るか。料金がない場合は、やはり地域の必要度だろう。 

（奥田議員） そうだ。 

（小泉議長） そこが難しいところ。税金がどのぐらい負担すればできるかということ

だ。 

（本間議員） 道路の場合は、ネットワーク効果をどのように算定するかという問題が

ある。 

（小泉議長） 地域の税負担と国の税負担と両方あるだろう。 

（本間議員） そうだと思う。 

（竹中議員） アメリカのランド研究所でその話を聞いたことがある。ランド研究所は

そういうことを初めて行ったところの一つである。突き詰めれば今の話で、コスト

はわかりやすいが、ベネフィットは非常にわかりにくいので、いつもある一定のと

ころから話が進まなくなる理由である。 

（小泉議長） 必要でも、どのぐらい地域が税負担の覚悟があるかということだ。 

（竹中議員） そういうことである。 

（本間議員） 財務省でも、こういう費用対効果の問題について、それぞれの事例など

も勉強をしているので、そういうものの成果を活かしつつ、査定の方に反映してい

ただきたいと思う。 

（与謝野議員） 公共投資の規模については、３％以上の削減を継続し、中期的にも抑

制基調を続けていくべきという民間議員のご提案について、諮問会議のメンバーの

間では一定のご理解をいただいたものと考えている。 

またコスト面では、公共工事は民間を 22％も上回るという大きな官民格差があり、

さらに改革を要するという指摘もあった。次回の諮問会議では、これらの点を含め、

公共事業の担当大臣をお呼びして、さらに審議を続けてまいりたいと思う。 

（小坂臨時議員、中野厚生労働副大臣入室） 

○成長力・競争力強化について

（吉川議員） 	 「人材の養成・確保について」という民間議員ペーパーを説明する。 

今後、国際競争力も厳しくなる、日本では人口が減っていく、労働力人口も減っ
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ていく、そうした中で日本の将来の経済社会を支えるのは、資本の貢献もあるが、

人的資本、人間力、様々な表現があるが、広い意味での人材が最も重要なポイント

になると考えている。 

そこで、今日は大きく２つの点について指摘したい。 

１つは、経済活動を現場で支える人材の養成・確保。人材といっても様々な面が

あるが、具体的に 2010 年までに国際学力調査において世界トップレベルを達成す

る必要があるということ。人間力、人材というのは、学力だけに限られるわけでは

ないが、学力も一つの重要な指標である。理数教育やＩＣＴ教育の充実、小学校で

の英語の教育も今後進めていく必要があるのではないか。 

２番目は、年齢・性別を問わず、すべての人がどのような働き方を選んでも安心・

納得して働くことができ、再チャレンジが可能となる社会を実現する必要があると

いうこと。これは、就業形態間での行き来の可能性、あるいは均衡処遇の促進。特

にパートとか、フリーターと言われる人の処遇が問題になっている。また、個人ご

とに柔軟な採用・育成・処遇を重視する企業の先進的な成功事例の収集・普及。能

力開発機会の拡充。働き方に中立な労働契約のルール、税制、社会保障制度の構築。

こうしたことが重要だということ。現在、内閣官房長官の下に設置された「多様な

機会のある社会」推進会議、いわゆる「再チャレンジ推進会議」において、具体的

な施策目標を明確にした上で、各府省における具体的な取組みについてとりまとめ

るということだが、これは大変重要なことだと思っている。 

将来の日本の経済社会にとっては、人材、人的資本が大切だが、足元では、残念

ながら、若年者において、そうした理想に反することが起きている。全体の失業率

は足元で 4.1 ％だが、15 歳から 24 歳だとまだ８％ぐらい、ティーンエイジャー、

15 歳から 19 歳だと 10％くらいだ。このように失業率も高い。さらに３人に１人が

フリーター、パートだと言われており、ニートが 70 万人弱いる状況。人的資本の

形成は、当然、若いときに技能等を身に付けるわけだが、人材が大事だと一方で言

っていながら、若い人の雇用環境というのは必ずしもよくない、そこに齟齬がある。

これは、政府にとって大変重要な一つの課題だと考えている。 

資料に戻るが、３番目、平成 19 年度に向けて、人材の自立を支援する。具体的

には 2010 年までにフリーターを２割減少させる。学校、家庭、地域、企業の連携

による勤労観、職業観の養成も重要な課題だということである。 

２枚目、大きな２つ目の点として、大学、大学院の教育環境の強化ということを

言っている。大学自体が新しい時代に即応してもっと変わらなければいけないとい

うことも言っている。 

具体的には、専門職の大学院における法務、会計等専門分野の人材の養成機能を

強化する必要がある。大学院の充実については、先進諸国で大学院の学生の数と、

学部の学生の数を比べると、その比率が日本はほかの先進国に比べると、まだ低い。

したがって大学院の充実が望まれるということだと思う。ただ、もう一方では課題

もある。これは小坂臨時議員が一番よくご存じだと思うが、法科大学院や専門職の

大学院が充実していかなければいけないというのは一方では正しいが、既にできて

いる大学院の運営も、改善の余地はあると思う。そうしたことに注意しながら、さ

らに大学院教育を充実していく必要があると考えている。 

また、大学院の教育プログラムの開発や産学共同による高度な職業人材の養成。

これは当然大事であり、マネジメント機能を強化しつつ、入学資格の多様化や、産

業界や国際的なニーズに対応した学部・学科の創設・再編を推進する必要がある。

各大学の蓄積・能力の結集による教育研究機能の相互補完・強化を図るための大学
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間連携、あるいは複数分野での学位取得を可能とするコース設計を一層推進するこ

と。それから教育研究のための資金の確保と産業のニーズも踏まえた第三者評価に

基づく重点投資の促進。こうしたことをしなければいけないということだが、国立

大学も独法化して、自由化されて制度は整ってきている。いわばボールは大学の方

に投げられているので、今許されている中で、大学の方で進んでやらなければいけ

ないことも多いと思うが、もう一方で、大学を取り巻く制度についても、さらに整

えていく必要があるということは言うまでもない。政府としてもこうしたことに取

り組んでいただきたい。 

（小坂臨時議員） 「人材の国際競争力の強化」という資料を説明する。 

本日の議題である人材の養成確保について、大変重要な課題だと認識しているが、

まずは、役所としての考え方を述べ、また一部、後ほど私、個人としての考え方も

述べたい。 

天然資源に恵まれない我が国においては、人材こそ国の宝ということは言うまで

もない。人材の育成に向けた重点的な投資はまさに未来への先行投資と考えている。

このために、文部科学省では「国際社会の中で活躍できる心豊かでたくましい人

づくり」に向けた諸施策の推進に努めている。本日は、この下段の４つの主要項目

について説明する。 

「１．初等中等教育の充実」だが、初等中等教育はあらゆる分野の人材育成の基

礎となるものであり、その充実は必要不可欠である。学習指導要領の見直しや習熟

度別少人数指導の一層の推進を図る。また英語教育、理科教育の充実をはじめとす

る教育内容・方法の充実強化を図り、世界トップレベルの学力を達成する。端的に

言えば、行きたくなる学校、学びたくなる授業を実現していく必要がある。 

２番目は、コミュニティスクールの設置促進等を通じて、地域住民や保護者の学

校運営への参加を推進し、地域の実情に応じた学校選択制の普及や人事権の中核市

等への移譲を進めるなどの教育の現場主義の徹底を図って、ニーズの多様化に対応

していくということ。 

３番目は、学校評価システムの構築や、全国的な学力調査の実施等により、学校

教育の成果の検証と結果に基づく改善を図って、いわゆるＰＤＣＡ（プラン・ドゥ

ー・チェック・アクション）というサイクルを確立していく。既に行われている自

治体の学力調査と全国学力調査というものの重複は、調整して避けるべきであり、

そういった無駄を省くと同時に、自治体と国が共通の物差しをもって評価に臨むと

いうことである。 

４番目は、幼児教育の充実や体験活動、キャリア教育の推進を通じた子どもたち

の社会性・公共性の育成を図ることが必要であり、心豊かでたくましい人材を育成

していきたいということ。 

「２．自立し挑戦する若者の育成」だが、経済活動を支える職業人材を確保する

ためには、自立しチャレンジ精神あふれる若者の育成が必要だと考えている。しか

し現状では、一時よりは持ち直したというものの、若年層の失業率が依然として厳

しい状況にあり、いわゆるフリーターやニートが増加傾向にある。このため、文部

科学省としては、ニート等にならないように、若者の職業能力の向上を図ることが

第一だと考え、取組むとともに、仮に失敗しても再チャレンジができる環境整備を

推進していくことが必要だと考えている。具体的には、左上にあるような普通科高

校をはじめ、各学校段階を通じた体系的なキャリア教育等の充実を図る。それから

左の下の部分だが、産学連携を通じた高度・専門的な人材の育成を図っていく。ま

た、右側の部分、社会人やフリーター、ニート等を対象とした「学び直し」の機会
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の提供等、再チャレンジができる環境整備に取り組んでいくことが必要だと考えて

いる。 

「３．大学院改革の推進」だが、国際競争力向上のためには、高度な人材育成の

拠点である大学院の充実が不可欠である。我が国の大学院については、量的な整備

は着実に進んでいるものの、組織的、体系的に教育を展開するという点や、若手研

究者の研究環境の整備の面などで多くの課題があり、今後、国際的な通用性や信頼

性を高めていくことが必要だと考えている。 

このため、第１番目に、組織的・体系的な教育を促すための制度改革や、各大学

院の優れた取組みへの支援の充実による大学院の教育機能の飛躍的な充実を図っ

ていくことが必要である。 

２番目に、ポスト「21 世紀ＣＯＥプログラム」の実施による世界的な教育拠点の

形成である。これには、外国人研究者の誘致について、魅力的な教育環境の整備、

研究者家族の日本における生活も考えた上での環境整備が必要だと考えている。 

３番目に、産業界等の社会のニーズと大学院教育のマッチングの促進である。ど

の産業分野で将来どういうものが必要とされているか、それに対して、各大学の研

究者はどういうことを研究していて、どこにそういうシーズがあるかということの

マッチングがしっかりできるようにしていきたい。 

４番目に、学生への経済的支援の強化も必要である。 

また、５番目として、留学生交流の推進等、教育研究を通じた国際貢献・交流の

促進などを図る必要がある。 

「４．学校・家庭・地域等の連携による子どもたちの『人間力』の向上」だが、

左上の部分にあるように、近年、地域の教育力が低下しており、あるいは右側の上

にあるように、子どもたちの基本的生活習慣が大きく乱れていることなどが指摘さ

れている。このため、左下にあるように、地域の大人の協力を得て、子どもたちが

様々な体験・交流活動や学習活動ができる安全・安心な子どもの居場所づくりを推

進することが必要と考えている。来年度からは、教職を目指す大学生や退職した教

員の力を借りながら、家庭の経済力にかかわらず、学ぶ意欲のある子どもたちに対

して放課後等に学習の機会を提供する場をつくりたいと、厚生労働大臣、また猪口

大臣とも調整をしながら今考えているところ。 

また右下にあるように、「早寝早起き朝ごはん」運動の全国展開により、子ども

たちの基本的生活習慣の確立のための機運の醸成を図ることや、食育の推進を図る

ことが重要だと考えている。 

文部科学省としては、引き続き、これらの施策の充実を通じて、人材の国際競争

力の強化を図っていくこととしており、今後ともご支援をよろしくお願いしたい。

また、前回私が退席した後に、教育分野関係のバウチャー、教育委員会等のお話

があったようだが、できれば、私もそういった議論に参加をさせていただければあ

りがたいと思っている。ぜひとも、そのようなご配慮をお願い申し上げる。 

（中野厚生労働副大臣） 「グローバル化と人口減少の下での人材育成・活用戦略」に

ついて、川崎臨時議員に代わり説明させていただく。 

１ページ目、現在の雇用労働を取り巻く状況を見ると、経済のグローバル化が進

展するとともに人口減少時代に突入し、労働力人口も減少している。雇用失業情勢

は改善しているが、仕事と生活のバランスの欠如、正規・非正規間の格差、就職氷

河期世代の若年者の年長フリーター化等の問題が現れており、子育て世代、非正規

労働者、若年者等がそれぞれ持てる能力を十分発揮しない状況が見られる。 

このような中で、国際競争力を強化し経済社会の活力を維持するには、国民一人
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一人が能力を高め、最大限に発揮し、社会を皆で支えていくこと、つまりは「労働

生産性」と「就業率」を高めていくことが必要である。 

そこで、左下Ⅰ、Ⅱのとおり、生産現場やサービスの第一線を支える中核的な人

材の能力向上、労働時間制度の見直し等による能力を最大限に発揮できる環境の整

備、非正規労働者の再挑戦、若年者の人間力強化、子育て世代等の仕事と生活の調

和が課題となっている。 

２ページ目、第１の課題の中核的人材の労働生産性の向上については、まず１番

目に、各世代に必要とされる職業能力の開発のため、「実践型人材養成システム」

の整備、2007 年問題に対応した熟年技能の継承等、また２番目として、能力を最大

限に発揮できる働き方の実現のため、労働時間制度の見直し、労働契約法制の整備、

男女雇用機会均等の推進に取り組んでいるところである。 

３ページ目、第２の課題の就業率の向上について。まず、非正規労働者について

は、正社員との均衡のとれた訓練の確保や正社員挑戦の支援を行う。２番目として、

短時間正社員制度の普及や、パート労働者の均衡処遇のための法的整備を含めた取

組みの強化が必要だと考えている。若年者については、これまでの対策の効果もあ

り、フリーター数は減少に転じたが、若年失業率は低下したとはいえ、８％台と依

然として高水準となっている。安易なフリーター化、ニート化の防止とともに、特

に就職氷河期に正社員就職に失敗し、そのままフリーターとして年齢を重ねる年長

フリーター、主に 25 歳以上の方の正社員化支援が重要と考えている。 

仕事と生活の調和については、長時間労働の抑制等の観点から労働時間法制の見

直し、マザーズハローワーク等による再就職支援の強化により、子育て世代が家庭

生活と仕事を両立させることができる働き方を推進していく。 

これらの人材育成活用のための諸施策は、経済活性はもちろん、少子化の流れ転

換、格差固定化の回避、社会の安定化、社会保障制度の持続可能性の確保にも資す

ると考えているのでよろしくお願いしたい。 

（二階議員） 先ほど本間議員から大変重要なご指摘をいただいた。我々も大いに参考

にさせていただきたいと思う。 

経済産業省として、かねてより人材の国際競争力強化に向けて「新経済成長戦略」

の柱として検討を進めている「人財立国」について、ご説明を申し上げる。「『人財

立国』の実現について」という資料をご覧いただきたい。 

資料にあるように、「人財立国」に向けては、三つの改革が必要である。 

第一に、資料の「２.（１） 一人ひとりが輝ける社会を作る」のところであるが、

一人ひとりが持てる力を最大限に発揮し、輝ける社会を作ること。個人の夢や希望

に応じた柔軟な学び方・働き方を実現するために大学及び大学院への入学資格を多

様化すること、企業内の柔軟なキャリアパスを促すこと等が重要となってくる。 

第二に「２.（２）企業・学校・地域の力を結集する」のところであるが、実社

会のニーズに直結した、役に立つ教育の拡大を図るために、企業・学校・地域の力

を結集させることが重要である。 

例えば、３ページ目の事例１に示しているように、これは新聞等にも掲載されて

いたが、岩手大学では、本年度より地元産業界との連携のもとに、金型・鋳造の専

門職の大学院を開設し、実践的な教育を導入している。こうした取組みを進める観

点から、民間議員ペーパーに記載されている質の高い専門職大学院における人材の

養成機能の強化や、入学資格の多様化は大変重要と考えている。 

最後に、資料２ページ目の「２.（３）グローバルな人材交流を進める」につい

て。特に経済関係が深まるアジアとの間で若者レベルの交流を進めるため、アジア
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各国から留学生や研究者として優秀な若者の受入れを拡大することが重要である。

これを「アジア人財資金（仮称）」という構想で検討している。 

人口減少社会が到来する中、こうした「将来を担う人財のための投資」を、今こ

の時期に思い切って進めなければならない。本年３月に、中間とりまとめをした「新

経済成長戦略」にも、こうした人財立国に向けた取組みを盛り込み、関係府省と一

体となり、その実現に全力を尽くすつもりであるので、よろしくお願い申し上げる。

（奥田議員） 経済界の実情を申し上げると、最近の雇用情勢は、２月は有効求人倍率

が 1.04 倍、失業率が 4.1％と、かなり改善が進んでいると認識している。主要企業

の来春の新規採用は約２割増、中途採用が約 15％増と増えている。非正規社員を正

規社員に登用する例も増えており、パートの賃金も現在上昇傾向にある。 

このように景気回復に伴い、雇用に関して全体が底上げされつつあるという実情

だが、依然として職種、能力、地域の面で、需給のミスマッチが残っている。民間

企業においても、生産性や競争力を高めていくために人材育成を進めるということ

で頑張りたいと思うが、政府においても、教育制度、職業能力の開発等、効果的な

取組みを進めることが重要であると思う。 

それから、私がいつも懸念している人口の動態だが、一口に人口減少社会という

言葉が度々使われるが、一体どこで止めるのかという打ち止め感のある数字が全然

出てこない。要するに減るということと、こういう対策を打ちますよ、ということ

は分かるが、最終的に日本の人口は、一体何人要るのかという話を今まであまり聞

いたことがない。これは、政府も民間も、国全体として考えなければならない数字

ではないか。 

１億人か、１億 2,000 万人なのか。学生のとき、昭和 30 年くらいに、当時の人

口は 8,000 万人くらいだったと思うが、中山伊知郎氏や東畑精一氏から、日本の人

口は１億人要るんだと講義で聞いた。当時はそういうターゲットがあったが、最近

は推計ばかり、減りますよという数字ばかり。生産年齢人口でいうと、2012 年、13 

年、14 年は、年間 100 万人ずつ減っていく。率で見ると何ということはないが、絶

対額で見ると、100 万人ずつ減るというのは大変なことで、高齢者、女性、ＩＴの

活用などで頑張るのだろうが、それで本当にこの100 万人を埋められるのか。特に、

生産性がそれだけ上がるのか。そういうことは経済界としても考えており、いろい

ろな対策を打ちながら、どこかで打ち止め感が出てくると思うが、その数字は、や

はり目標値として出すべきではないかと思う。 

（小泉議長） 適正規模ということか。 

（奥田議員） 適正規模である。 

（小泉議長） 今、日本は未だかつてないほど人口が多い。１億 2,000 万人。 

（奥田議員） １億 2,776 万人。 

（小泉議長） ドイツやフランスよりも多いだろう。それでは適正規模というのは、ま

だ分からない。 

（奥田議員） 未だかつて検討されたことがないから。 

（竹中議員） ここのところ、景気がいいと言われているが、実は年間で見ると雇用者

数で多分 40 万人、50 万人近く増えている。40 万人、50 万人が新たに雇用される中

で景気がいいという実感が今ようやく出ている。ところが奥田議員が言われたよう

に、2010 年代以降になると、年間 100 万人人口が減ってくる。こういう中で、本当

に人口が減ってくるということの意味を経済との関係で議論するのは、ある時点で

は必要だと思う。 

ところが人口、子どもを産むか産まないかは個人の問題であり、国家がそれに関
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わることに対し、我々はすごく躊躇するところがあった。子どもを持つか持たない

かはチョイスであり、そういう選択肢を与えるために、子育てと両立しようという

ことで政策を位置づけているわけだが、いま一歩、もう半歩踏み出して、人口のこ

とを正面から議論するということが、政府の決断としてあってもよいのではないか

と思う。私も奥田議員と同じ考え。 

（小泉議長） 昨日、総合科学技術会議があった。そのとき、理数教育の重要性が指摘

されたが、小坂臨時議員の資料を見ると、国語力の重視、理数教育の充実、英語教

育の必修化とみんな大事ということになる。 

（小坂臨時議員） それぞれの段階で。 

（小泉議長） 科学技術オリンピックというのを毎年やっているということを知らなか

ったが、これはどういう形で日本組が出ているのか。もっと宣伝というか、国民に

知ってもらう努力が必要ではないか。毎年出ている。こういう人たちが、学校単位

で出ているのかどうか、それも分からない。こういう人たちが世界のオリンピック

に出ているんだと日本国民に知らせて、何か目標があると励みになるのではないか。

今、学校単位でロボコンなどもやっているだろう。 

（吉川議員） 数学オリンピックは私もよく知っているが、個人単位である。 

（小泉議長） 高校野球のように、スポーツには目標がある。目標があるからみんな練

習に一生懸命励んでいる。県で優勝するまでが大変で、そして全国大会がある。個

人ではなくて、学校単位であのような目標を与えた方がいいのではないか。日本全

国で、小学校、中学校・高校・大学単位で、国語・算数・理数なりのオリンピック

のようなものを行い、それを国民に知らせると励みが出るのではないか。 

昨日、総合科学技術会議の先生が言われたが、最近の子どもたちはトンボやセミ

や魚に触ったことがない、むしろ触りたくないと怖がると。10 歳からそういうもの

に触れさせようと言われていたが、我々は 10 歳より前に、セミもトンボも魚も毎

日触っていた。時代が違う。我々の 10 歳前の遊びで一番面白かったのはベーゴマ

と面子とビー玉だが、今の子どもたちは全然面白く感じないだろう。それよりも、

パソコン、携帯電話、テレビゲームなどで、我々ができないようなことを簡単にや

ってしまう。我々の感覚で子どもにこうやれと言っても無理なのだから、その点も

考えて、学校教育以外に、オリンピックや高校野球のような、団体で励みが出るこ

とを考えるといいのではないか。 

（小坂臨時議員） 吉川議員からお話があったが、数学オリンピック、生物オリンピッ

ク、科学オリンピックは、クラブの先輩に勧められて出る人の参加率が一番多い。

要するに、先輩が、「今までチャレンジしたけど俺はメダルまでいかなかった、お

まえの才能なら行けそうだから頑張ってみろよ」ということで、夢をもってチャレ

ンジしている。今回の科学技術週間の頭に、毛利さんを始めとする皆さんに来てい

ただいて、そのオリンピックに参加した青年との交流会が丸ビルであった。私もそ

のとき初めてそのオリンピックのことを知ったのだが、いいことだと思うのでもっ

と広く知らせるといい。総理のご発言のように、目標意識を持たせるのはいいこと

だと思う。 

（小泉議長） オリンピックに出ていればみんな応援する。今はどこの学校がオリンピ

ックに出ているのか分からないのだから。 

（小坂臨時議員） ともかく今、都会の子どもは虫に接しようと思ったら、田舎へ行か

ない限り日常生活では触れられないのだろう。 

（本間議員） 小坂臨時議員に伺いたい。学力テストの公表などは、政治的な問題があ

ってなかなかできなかったことも過去にあった。そういう問題について、今の総理
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のお話を受けてだが、あらゆる領域で、成果が目に見えることで子どもたちのモチ

ベーションを高めていくという仕組みが必要だ。例えば、子どもを大学院に行かせ

たいかと親に問うと、日本では３～４％にとどまっているのに、韓国では一桁高い

レベルで行かせたいという感じで動いている。グローバル化が進むと、今までのよ

うな閉鎖的な意識ではなかなか対応できないので、成果が出てくる仕組み・仕掛け

を作り上げていくことは非常に重要だと思う。 

（小坂臨時議員） あらゆる領域でというお話があったが、当面の学力テストの対象は

国語と算数ということになった。それも、ゆとり教育の問題や教育に関する様々な

議論があるので、一つの同じ尺度を持たなければいけない。地方自治体の実施して

いる教育・学力テストが、点数をよくするために易しくやってみたりしているので、

国として一つの基準を設けてこれをやらせる必要があるということから、中山前大

臣からご提案があって、こういう形で準備を進めてきた。実際に現場で、自分は一

体どれぐらいの学力があるのか、教師も自分のクラスがどのくらいの学力を持った

のか、そういうことに評価がつながるようにしたい。単年度では無理だが、経年の

中でそういうものを把握できる学力調査にしていかないと意味がないと考えてい

る。そういう方向に少しずつシフトするように話を進めている。 

（小泉議長） 体操にも団体戦と個人戦がある。スポーツではない頭脳のオリンピック

があることを多くの人は知らないから、学校教育だけではなくて励みが出るような、

才能ある者をみんなが応援するような仕組みを文部科学省が考えたらどうか。 

（小坂臨時議員） 今はテレビの時代だから、全国数学オリンピックのようなものをテ

レビで中継して、優勝者がクローズアップされるようになると、みんな憧れてそこ

を目指してくる。そういう取組も総務省と組みながらやっていくといいと思う。 

（小泉議長） それをやった方がいい。ロボコンなどはテレビでやっている。あれは学

校、団体で必死にやっていて、いいことだと思う。 

（小坂臨時議員） 高等専門学校は学校を挙げてやっている。 

（本間議員） 現場での経験を踏まえて、大学院のことで小坂臨時議員にお願いしたい。

新しい高度職業人養成のために大学を拡充する形で動いているが、各大学の教員の

数と質が非常に限定されている。看板はいいが質が伴っていないということは、非

常に重要な問題だと思う。その点で、大学間の連携を文部科学省の施策の一つとし

て進めていくことを明確に打ち出すことが重要ではないか。例えば、関西では、京

大、阪大、神戸大などが同じようなことばかりやっている。ところが、みんなが集

まってやれば、いい質で、かつボリューム的にも十分にこなせる部分がある。これ

は、博士論文などをどこが出すかという問題に関連しているわけだが、ぜひこうい

う点についても、プロモーションと、制度的な緩和とをお願いしたい。 

（小坂臨時議員） 事務方がどういう研究をしているか分からないが、省庁の縦割りで

はないような、大学間の連携で人材を有効に活用するという大変いい御提案だと思

うので、研究したい。 

（与謝野議員） それぞれ大変有意義な御意見を頂いた。これらの御意見に沿って、人

材の養成・確保については、その施策の充実を図ってまいりたい。 

経済産業大臣から御説明のあった「人財立国」については、更に御検討を深めて

いただきたい。 

官房長官の再チャレンジ推進会議の取組については、来月の諮問会議で御報告を

頂きたい。 

   なお、今朝、中川政調会長からの申し出があったので、付け加えさせていただく。

成長力強化については、自民党の「上げ潮政策」、伊藤元重教授が参加している「グ
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ローバル戦略」、二階議員の「新経済成長戦略」とそれぞれ検討が続けられてきて

いるが、具体論に入るこの段階で、成長戦略大綱及び工程表のような形でそれぞれ

の内容を一つに統合し、中川政調会長、二階議員、私の３人が密接に連絡を取りな

がら、骨太方針に向けて二階大臣の取りまとめをお手伝いしたいと考えている。そ

のことを中川政調会長は要望されており、また、中川政調会長と二階議員とで既に

話し合いをされていると聞いている。 

（二階議員） 「新経済成長戦略」の検討を始めた段階から、この新しい経済成長を実

現していくことは、政府を挙げて取り組むべき最重要の課題だと考えてきた。今、

与謝野議員から話があった通り、今朝ほど自民党本部で中川政調会長と私との話し

合いの場があった。そこで、中川政調会長から、経済のさらなる成長を目指して党

を挙げて取り組んでいきたいと思うので、経済産業省は、今までの取組みに加えて、

もう少し幅広く対応していくことが必要ではないかというご指摘があった。そこは

また与謝野議員や中川政調会長と色々とご相談させていただきながら、各省庁と連

携をとることが大事であるので、そういうご指示をいただければ、経済産業省とし

ては、それぞれの省庁と緊密に連絡を取りながらまとめていきたいと考えている。

「新経済成長戦略」については、５月末ぐらいに総仕上げをしたいと思っている

ので、自民党との調整、あるいは民間議員との調整等は５月半ば過ぎぐらいまでに

まとめたいと思っている。ご意見、ご指導をよろしくお願いしたい。 

（与謝野議員） 本日の会議を終了する。 

                               （  以 上）  
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