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同     高 市  早 苗  内閣府特命担当大臣（少子化・男女共同参画） 

 

      山谷 えり子  内閣総理大臣補佐官（教育再生担当） 

            

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）教育再生（大学・大学院改革を中心に）について 

（２）少子化対策について 

（３）「基本方針 2007」に向けて 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

○教育再生会議第二次報告について（山谷内閣総理大臣補佐官提出資料） 
○教育の再生について（伊吹臨時議員提出資料） 
○大学・大学院改革について（有識者議員提出資料） 
○少子化対策について（高市臨時議員提出資料） 
○少子化対策の進め方について（有識者議員提出資料） 
○基本方針 2007（素案） 

 

（配付資料） 

○教育再生会議第二次報告（山谷内閣総理大臣補佐官提出資料） 
○少子化対策について（参考資料）４分科会の「議論の整理」（高市臨時議員提出資料） 
○少子化対策について（参考資料）関連データ等（高市臨時議員提出資料） 
○我が国経済社会の基盤としての安心・安全の確立（参考資料）（菅議員提出資料） 
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（概要） 
○教育再生（大学・大学院改革を中心に）について 

（山谷内閣総理大臣補佐官、以下「山谷補佐官」）  教育再生会議では６月１日に、第

二次報告を取りまとめた。60 年ぶりに改正された教育基本法を踏まえ、本年１月に

第一次報告を取りまとめ、今国会において、教員の質の向上、教育委員会、学校の

責任体制の確立のための教育３法が、これを元に審議中である。第二次報告は、第

一次報告に続くもので、社会総がかりで公教育を再生し、教育新時代を切り開く具

体策を提言している。 

    なお、経済財政諮問会議の民間議員の方からは、国立大学運営費交付金で基礎的

部分をきちんと支えると同時に、競争的資金を大幅に拡大することを盛り込んだ教

育再生会議報告を高く評価いただいたことを感謝している。 

    第二次報告につき資料に基づいて手短に説明させていただく。 

    第一に学力向上のための具体策、第二に徳育の充実、第三に大学・大学院の改革、

第四に財政基盤の在り方を書いている。大学・大学院の改革については、経済財政

諮問会議から伊藤議員に教育再生会議に２度にわたって御出席いただき、関係５会

議と連携して取りまとめたものである。 

    １ページ目「Ｉ．学力向上にあらゆる手立てで取り組む」。 

    「提言１」授業時数 10％増。必要に応じて土曜日の授業も可能にする。これは、

世論調査では８割支持していただいている。「提言２」魅力ある授業。ＩＴの活用

や一人ひとりのニーズに合わせた教育。「提言３」教員の質を高める。社会人採用

のための特別免許状の活用促進、メリハリある教員給与体系の実現、教育環境の向

上。「提言４」学校問題解決支援チームを創設して、学校が抱える課題に機動的に

対処したいということと、43 年ぶりに行われた全国学力調査により、困難を抱えて

いる地域、学校を徹底的に検証し、教員定数や予算面で支援していきたい。「提言

５」創意工夫による取組の支援。習熟度別指導・少人数指導、図書の充実、専科教

員の配置など。 

    ２ページ目「II．心と体－調和の取れた人間形成を目指す」。 

    「提言１」徳育の教科化。今の道徳の時間よりも充実させたい。「提言２」体験

活動の充実。すべての小学生に１週間の自然体験。中学生に１週間の職場体験。高

校では奉仕活動の必修化。「提言３」家庭教育の支援。幼児教育の充実。「提言４」

と「提言５」は、地域ぐるみの教育再生。「放課後子どもプラン」の全国での完全

実施や、それを実現させるためのネットワーク、コーディネーターの養成、確保。 

    ３ページ目「III．地域、世界に貢献する大学・大学院の再生」。 

    「提言１」大学教育の質の保証。卒業認定の厳格化、外部評価の推進、奨学金拡

充や学費免除、教員の教育力の向上。「提言２」国際化・多様化を通じ、世界から

優秀な学生が集まる大学にする。９月入学の大幅促進、教員の国際公募、ダブルデ

ィグリーの推進、国家戦略としての留学生政策。「提言３」世界トップレベルの教

育水準を目指す大学院教育の改革。「提言４」国公私を通じた「大学地域コンソー

シアム」や大学院の共同設置、地方の大学教育の充実。「提言５」大胆な再編統合

の推進、一つの国立大学法人による複数大学の設置運営など。なお、大学・大学院

改革についての残された課題や提言のフォローアップについては、引き続き教育再

生会議において、関係５会議と適宜連携しながら検討してまいりたい。 

    ４ページ目「IV．『教育新時代』にふさわしい財政基盤の在り方」。 

    教育財政基盤の在り方であるが、社会総がかりで教育新時代を開くためにも、教

育予算の内容の充実が重要である。効率化を徹底し、メリハリを付けながらも、教
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育再生のために必要な教育政策に対しては、重点的な財政投資を行うよう提言して

いる。初等中等教育については、全国どこでも教育の機会均等を実現することを重

視し「必要なところに重点的な支援」、「メリハリある教員給与体系の実現」、「地方

における教育費の確保」を提言している。 

    ５ページ目は大学・大学院。 

    「選択と集中」、「多様な財源」、「評価に基づく配分」を基本とし、基盤的経費と

競争的資金の適切な組合せ、一律的配分から評価に基づくより効率的な資金配分へ

のシフトを図る。経済活動に短期的・直接的に結び付かない分野や世界的な課題で

ある分野については、優れた教育研究が長期的・安定的に行われるように留意する。

具体策３「国立大学法人運営費交付金の改革」であるが、国立大学法人運営費交付

金で、教育研究の基礎的な部分をきちんと支えると同時に、競争的資金を大幅に拡

充する。また、次期中期目標・計画（平成 22 年度～）に向けて、各大学の努力と

成果を踏まえたものとなるよう、新たな配分の在り方の具体的検討に着手というこ

とが提言されている。 

    ６ページ目は「４つの対応」として、特に優先的に期限を定めて確実に取り組ん

でいただきたいもの。土曜日を自由に使えるように、平成 19 年度中に学習指導要

領などの改訂。徳育の教科化に関しても、同じく 19 年度中に学習指導要領などの

改訂。 

    「３  良き教師を確保するため、メリハリのある教員給与体系の実現」は、平成

20 年４月をめどに教員給与特別措置法などの改正。 

    また「４  国際化を通じた大学・大学院改革」は、大学の４月入学原則を一層弾

力化して、全国立大学の９月入学枠設定を実現するというものであるが、平成 19

年度中に学校教育法施行規則の改正、国立大学の中期目標策定時のガイドライン、

運営費交付金等で支援することなどが書き込まれている。 

    効率化を徹底しながら、メリハリを付けて教育再生に真に必要な予算について財

源を確保したい。 

    終わりに、野依座長から、「基本方針 2007」をまとめるに際しては、教育再生に

ついて、経済財政と関連するものはしっかりと位置づけられることを強く要望する

と述べられたところであり、教育再生会議委員の期待も大きいので、経済財政諮問

会議においては、是非よろしくお願いしたい。 

（伊吹臨時議員）  今、山谷補佐官がおっしゃったことについては、現実にはいろいろ

な制約があり、関係者を説得し苦しみながら実現していくのが文部科学省の役割で

ある。 

    そこで、基本的な考え方をペーパーに沿って申し上げる。 

    まず、我が国がここまで経済成長を果たしたのは、言うまでもなく人材があった

からだ。しかも、少子長寿化という、働き手が少なくなり社会保障支出が多くなる

社会の下でも、なお国際社会を生き抜いていくには、人材が必要なことは当然であ

る。 

    経済成長を支えるのは、イノベーションと勤勉な労働力だが、大学の基礎の上に

初めてイノベーションという応用の科学技術が成り立つ。よき大学生は、また充実

した初等中等教育の上に成り立つ。応用的な技術開発だけをいいものだと考えれば

基礎は崩れるし、大学だけでモノがなると思えば、大学へ行く人材が崩れていく。

これは当然のことで、教育は国家の先行投資であるというのは、まさにそうだと思

う。「米百俵」の精神と言われるのは、今、食べたいものはあるが、それを我慢し

てでも将来の先行投資をやろうというものだと思う。予算編成について御協議をい
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ただくことになるが、予算の編成調整権は当然財務大臣にある。しかし、予算は内

閣が共同して責任を持って国会に提出をし、国会の議決を経て初めて実現をする。

したがって、まず内閣として国家戦力の中で何に重点を置くかということ、つまり

予算は内閣の全政策を金銭で表示したバランスシートであるから、これを明確にす

る必要がある。 

    60 年ぶりに、安倍総理の強い思いで教育基本法を改正し、新しい時代の教育の理

念が明確になった。これを実現していくためには、当然、国民の権利・義務に関わ

ることであるから、関係法令の改正をし、必要な予算の確保をしなければならない。

そして、文部科学省は当然のこととして、末端の先生に至るまで意識改革を行うこ

とで、初めて新しい教育再生は行われる。私も６年ばかり主計局で仕事をしたから、

予算の編成は個別事情を言い出すとなかなかできないという事情もよくわかって

いる。「骨太方針 2006」の方針は方針として堅持をするのは結構だが、最終的にな

お足らざるものがあったときに内閣として何を重視するかは、最終的に安倍総理の

決断を待たねばならないことだ。 

    具体的な内容について若干申し上げる。国会の審議等でもいろいろ指摘されてい

るが、行革推進法は、少子化時代であるから児童生徒の数の減少に合わせて教員を

減らす、しかし、それを上回る率で教員を減らすというものだ。「骨太方針 2006」

には、１万人の教職員を減らすということが書いてある。 

    結局どういうことが現場で起こっているかというと、教師を支える事務職員、給

食職員、そして教師に至るまで、数がやはり減ってきている。そのことが結果的に、

家庭と地域社会が崩壊した中で、多くのことが期待される現場の初等・中等教師に

大変な重荷になっていて、子どもに十分向き合う時間が取れていない。１か月の平

均の教師の超過勤務の時間は 34 時間である。地方公務員の地方交付税算定上の基

準財政需要の１か月当たりの超勤時間は 9.7 時間である。教員が優遇されていると

いう超勤の算定として、超勤のかわりに提供されている教職調整額を時間数に直す

と８時間である。つまり、一般公務員よりも超勤の時間は算定上は少ない。優遇分

の 2.76％は、4.2 時間であるから、4.2 時間と８時間を足して 12 時間。しかし、実

際の超勤は 34 時間やっているという状況であり、これをどう考えていただくか。

その上に、山谷補佐官がおっしゃった授業時間数の増、あるいは習熟別少人数指導、

特別支援教育等を提言しておられるわけだから、これをやれば更に教師の数は増え

てくる。 

    大学については、山谷補佐官がおっしゃったことですべてが尽きている。何をも

って効率的な研究開発という判断をするかは非常に難しく、産業化に結び付くもの、

実社会にすぐに結び付くものに集中的に資金を入れることは、私は当然あっていい

と思う。しかし、それを担っている人材は、基礎の運営費交付金によって教育を受

けている人、そして初・中の教育を受けている人が大学生になる。大学生は突然出

てくるわけではないから、基礎的なお金を減らして、競争的資金を増やすというこ

とだと、人材が確保できている時点では、ある程度効果はあると思うが、いずれこ

の応用を担当する人材が枯渇してくるおそれがある。国家百年の大計と言われるの

は、まさにそういうことだろう。このことだけは十分御理解をいただきたい。なぜ、

国立大学が国立大学法人になったのか。なぜ今、経済財政諮問会議がこの基盤的経

費を減らして、競争的資金を拡充しろと言っておられるのか。大学の実情はよくわ

かり、私もそれは否定はしないが、その流れの中で、基礎的なもの、リベラル・ア

ーツ的なものを切ることについて大きな危険が存することだけは、御理解いただき

たい。 
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    あとは、個別のことになるから、以上をもって説明としたい 

（伊藤議員）  教育再生会議の第二次報告について御説明を受け、非常によくできてい

る報告であると思う。非常に高く評価したい。これまで諮問会議や、私が教育再生

会議に呼ばれて発言した内容は、大学・大学院改革に限られているので、それ以外

の部分は非常によくできているが、コメントはここでは差し控えたい。以下では国

立大学の運営費交付金の問題、あるいは競争的研究資金の問題等に限って、若干の

コメントをしたい。特に向かっている方向は一緒であり、今後は次のような検討を

していきたい。 

    １番目に、提言の実施時期あるいは数値目標を、できるだけ具体的に示していき

たい。２番目に、提言されている内容を、更に具体化して進めていただきたい。３

番目に、教育再生会議における総理及び官房長官の指示を踏まえ、平成 20 年度予

算編成における対応について、具体的に検討していきたい。経済財政諮問会議にお

いても、教育再生会議等の関連会議と連携し、引き続き検討を行うこととしたい。 

    次に３点、具体的な点についてコメントをさせていただきたい。 

    第１に、運営費交付金の問題。競争力のある大学をつくっていくという気持ちは

一緒である。基盤的経費と競争的資金の適切な組合せにより、一律的な配分から各

大学の努力と成果を踏まえた配分へ見直していく、これも一緒だと思う。併せて無

駄を省いていく必要もある。平成 22 年度からの次期中期目標に向けて、国立大学

運営費交付金の新たな配分の在り方の具体的な検討に着手し、実施時期目標を決め

るという点に関連してくるが、できれば年度内に見直しの方向性を明らかにしてい

ただきたい。その際に、以下の点が重要であるということを確認したい。①国立大

学運営費交付金の現在の配分ルールがどうなっているかということと、その成果の

検証。②事務局・事務職員の改革・合理化が必要ではないか。③大学病院の改革、

これは伊吹臨時議員も触れられているが、具体的な検討を始めていただきたい。非

常に難しい問題が入っていることは十分承知の上で、これからいろいろ御相談させ

ていただきたい。④国立大学の大胆な再編統合等を促進する具体的方策。 

一点補足したい。これまで運営費交付金に関しては、基盤的な経費と呼ばれてい

るかと思うが、我々が特に問題にしてきたのは、配分ルールについてメリハリの付

いたものにしましょうということで、総額を大きく変更して、例えば運営費交付金

を大幅に減らして競争的研究資金を大幅に増やすといった提案はしたことがない。

つまり運営費交付金は、少なくとも現在に関しては１％減という大枠がはまってい

て、その中でもしこれを続けるのであれば、その中でメリハリを付けたものにしま

しょうということは強く主張しているが、教育を全くないがしろにして、すべて研

究の成果に応じて分配するといった提案は全くしていないので、その点は誤解され

ないようにしていただきたい。教育と研究の分離、機能分化という点は確かに主張

してきたが、教育の部分を減らして、そこも研究で成果配分するとは一言も提案し

ていない。 

    第２に、国立大学の入試実施日の分散化と複数合格の重要性という点を再度強調

させていただきたい。教育再生会議の第二次報告にあるように、入試日の分散、複

数合格と書かれているが、その具体的な姿をできるだけ早急に検討していただきた

い。ひとつのアイデアだが、例えば、各国立大学においては、従来型の入試は１回

とするが、入試日、実施日を少なくとも５グループぐらいに分散することによって、

受験生が複数合格を可能とすることができる。つまり各国立大学が、今は前期日程

と後期日程の２回やっているが、これを５回にしろということは言っていない。む

しろ今、前期日程と呼ばれているものを１回やっているが、その実施日を分散する
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ことが非常に重要である。その結果として、国立大学の中で、合格者に対し競争的

に是非来ていただきたいという競争が起き、そこで大学間の競争が促進される。歩

留りあるいは定員割れを評価につなげることができると考えている。 

    第３に、競争的研究資金の間接経費の充実。これは教育再生会議報告やイノベー

ション 25 にもあり、３割を目指すというのは既に起きていることであるが、将来

的には是非米国並みの６割を目標とするということの検討を始めていただきたい。

これによって大学間で、競争的研究資金を獲得できる研究者の誘致競争というもの

が起きる。更に間接費を使って研究環境を良くしていくことができると考えている。

なお、教育再生全体の財政基盤に関しては、教育再生会議の第二次報告に盛り込ま

れたように、教育予算については、効率化を徹底させながら、メリハリを付けて教

育再生に真に必要なものについて財源を確保するという考え方に沿って、財政健全

化と整合的なものとしていく必要がある。 

（八代議員）  伊藤議員が言われたことを若干補足したい。伊吹臨時議員の資料の中に、

国家的先行投資として必要な措置を講じると書いてある。これは勿論大事なことで

はあるが、同時に「進路と戦略」で閣議決定した予算編成の５原則、すなわち、新

たに必要な歳出を行う際は、原則として他の経費の削減で対応ということと整合性

を取っていただく必要がある。 

    教育は非常に重要であるが、伊藤議員も言ったように、特に国立大学の事務局・

事務職員の比率は、私学に比べてはるかに大きい。なぜそんなに多くの事務職員が

いるのか。しかもその中には文科省から派遣され、国立大学に数年いて、また文科

省に戻っていくという、言わば親会社と子会社の関係のような人事慣行がいまだに

行われている。こういうところは自然減を活用するなど、まだまだ切り込む余地が

あるのではないか。是非、集中と選択の原則で、教育予算も考えていただく必要が

あるのではないか。 

    大学病院の改革についても極めて重要な点。資料には、大学病院の予算について

は、別途の配慮を行うべきと書いてあるが、単に現状のままでお金が足りないから

別途の配慮を行うということではなく、大学病院というのは教育なのか研究なのか、

あるいは治療を行う場所なのか、現状の複雑な仕組みをきちんと整理すべき。研究

機関であれば科研費の活用という手もあり、地域医療の拠点であれば特定の地域に

余りにも集中しており、果たして１つの大学に１つの病院が必要なのかという問題

もあるので、こういう改革と一緒に必要な予算を付けることが大事ではないか。 

（尾身議員）  教育再生については、今般取りまとめていただいた第二次報告に基づき、

総理が示された４項目を中心に省庁間の連携を取りつつ、社会の総がかりで取り組

んでいく必要がある。 

    国立だけではなしに、私立大学も視野に入れた大改革を推進していただきたい。

今までのレポートでは、何となく国立大学中心のような感じがあり、私立大学をど

う位置づけるかについての、はっきりした哲学がまだない。そこについて是非今後

御検討をいただきたい。 

    運営費交付金の交付については、やはり大学の評価を踏まえた上での配分をお願

いしたい。そういう中で、教育予算について、教育の質の向上に資する真に必要な

予算は何かを見極めていく必要がある。先般の閣僚懇談会で総理から御指示をいた

だいたとおり、これまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく、引き

続き「基本方針 2006」にのっとって、最大限の削減に取り組んでいく必要がある。

今後の教育予算については、これまでの国会で繰り返し総理が答弁されているとお

り、効率化を徹底しながら、メリハリを付けて、教育再生に真に必要な予算につい
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ては財源を確保していく方向でまいりたいと思っている。 

（丹羽議員）  八代議員からも話があったが、足らざる分については国家的先行投資と

いうことになろうが、「進路と戦略」で閣議決定した予算編成の５原則を崩すわけ

にはいかない。その辺は当然おわかりのことと思うので、その方針で是非お願いし

たい。 

    もう一つ、メリハリのある教員の給与体系について。教育再生会議の第二次報告

の４ページに出ているが、全体の教員の給与を一律優遇ということではなく、民間

企業がやっているように絶対評価と相対評価というものもあるし、あるいは事務職

員の給与の問題もある。教員の間の給与の差は、当然のことながら付けていく必要

がある。メリの部分を下げるのは難しいがハリの部分だけ上がるということでは、

競争原理や給与の新しい体系を維持することは不可能だと思うので、評価にメリハ

リを付けていくということを是非お願いしたい。 

（伊吹臨時議員）  入試日の件について。ずっと御意見を伺っているが、もう今や国立

大学ではない。国立大学のときは、国の大学であるから、国が何か言えばきちんと

そのとおりされる。しかし、それが余りにも親方日の丸だから、彼らの意思決定権

と自由を与えたわけでしょう。何かやるべきときだけ国が介入するというのは、や

はりできない。そういう形に促していくために、運営費交付金や何かを使うという

ことは、大いにあってよいと思うし、ある程度分散させるということであれば、そ

ういうことがあると思うが、制度としては、東京大学も含め、もはや国は物事を決

める立場にない。そのことだけはひとつ確認しておきたい。 

    ここで余り骨張ったことを言うのは好まないが、予算の提出権については憲法上

最終的に内閣が共同して国会に提出して責任を負うということを申し上げた。「進

路と戦略」という閣議決定をしているが、今後安倍内閣において、皆さんの御意見

も伺いながら、どう考えていくのか、どこに一番重点を置いてやっていくのかとい

うこと。私は、どちらかといえば財政再建派である。しかし、法律も従来の法律を

国権の最高機関で直しており、その中でどうするかということについては、日本の

統治のシステムとして、皆さんの御意見を参考にしながら、最終的には内閣が共同

して責任を負う、その中で総理の御判断を仰ぐという仕組みになるのは当然のこと

だと思う。 

（大田議員）  教育再生会議の大変いい御報告をありがとうございました。これからは、

民間議員から提案のあったことも含め、引き続き諮問会議と教育再生会議が連携を

取りながら検討させていただきたい。 

（安倍議長）  再生会議の第二次取りまとめ、大変すばらしい取りまとめをしていただ

いたと思うので、「骨太 2007」に、これを踏まえて取りまとめをお願いしたい。 

    また、教育予算、財源であるが、基本的に、私どもが示している財政再建を今後

ともしっかりと進めていく。歳出・歳入一体改革を進めていくという方針は、不動

の方針である。その上で、教育予算についても更に効率化を進めていただき、メリ

ハリを付けていく中において、真に必要な教育のための財源を確保していくという

努力は続けていただかなければならない。 

    また、伊吹臨時議員がおっしゃったように、教育の再生は私の内閣の最重要課題

の一つであるから、理念としては、伊吹大臣がおっしゃった理念について、よくそ

れを踏まえて取りまとめていくことも必要であろうと思う。 

（大田議員）  今の総理の御発言を踏まえて、「骨太 2007」を取りまとめさせていただ

く。また、事務的にも調整させていただく。   

（伊吹臨時議員、山谷補佐官 退室） 
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（高市臨時議員 入室） 

 

○少子化対策について 

（塩崎議員）  「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議を立ち上げているが、

自分が議長になっている。冒頭少しお話しし、あとは高市臨時議員にお願いしたい。 

    ６月１日に第２回の検討会議を開催し、中間報告をまとめた。これを「骨太 2007」

に反映させ、今後本年末の全体像の取りまとめに向け、税制改正等の議論も見極め

ながら、具体的な施策について検討を進めていくこととしている。 

    中間報告では、さらなる少子化の原因、背景には、働き続けることと結婚して子

どもを持つこととの二者選択を迫られている状況、多様な働き方を選択できないこ

とや長時間労働など、働き方を巡るさまざまな課題の存在などがあるとされている。 

重点戦略の大きな方向としては、ワーク・ライフ・バランスの実現のための働き

方の改革が、最優先の課題ではないか。また、多様な働き方に対応できるように、

子育て支援策を再構築すべきではないか。さらに、実効ある家族政策を持続的に展

開するための財源規模や負担の在り方について、税制の抜本的見直しの議論と並行

して、国民的議論を行う。こういったことを示している。 

    中間報告の具体的な内容は、高市臨時議員から御説明をいただきたい。 

（高市臨時議員） 提出資料の１ページ目をごらんいただきたい。重点戦略を策定する

ことになった背景であるが、一昨年、我が国は人口減少社会が到来し、出生数 106 万

人、合計特殊出生率 1.26 と、過去最低を記録した。昨年末に公表された将来推計

人口でも、今後一層少子高齢化が進むとの見通しが示された。一方で、結婚や出生

行動に対する国民の希望が一定程度叶えば、合計特殊出生率は 1.75 程度まで改善

されるとの試算もあるので、そうした国民の希望を実現するには何が必要であるか

に焦点を当て、対策の効果的な再構築、実行を図ることが今回の戦略の狙いである。

検討状況等については塩崎議員から御説明があったので省略する。 

    ２ページ目の２つ目。「今後の人口構造の変化を展望した戦略的対応の必要性」

であるが、①国民の結婚や出産・子育ての実現によって、少子化の流れを変える、

②若者や女性、高齢者の就業促進を図るという２つの要請に応えていく。そのため

にも、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指した働き方の改革を最優先課題とし

ている。 

「ワーク・ライフ・バランス実現の重要性」について。これは個人、社会、企業

にとって望ましい豊かな社会の実現の基盤であり、個別の労使のみならず社会全体

で取り組むべき課題と位置づけている。 

    諸外国の家族政策をレビューし評価をしたところ、1990 年代以降の諸外国の家族

政策を見ると、経済支援中心から両立支援を目指したサービス支援に転換しつつあ

る。少子化対策の成功例とされるフランスやスウェーデンでは、長時間労働は少な

く多様な働き方が可能で、これに対応した柔軟なサービス提供を実施しているとい

う特徴が見られる。家族政策関連支出の規模は、日本はＧＤＰ比 0.75％、米国は

0.7 ％、欧米諸国でおおむね２～３％を投入している。いずれも事業主拠出を含ん

でいる。 

    諸外国の家族政策に照らした我が国の少子化対策の課題をみると、特に育児休業

明けなど３歳未満の弾力的な保育など、質と量、両面でのサービス基盤の整備が必

要。過密な労働が求められる正規の労働者と経済的基盤の確保が難しい非正規労働

者という二極分化の状況など、ワーク・ライフ・コンフリクトの増大に見られる働

き方の改革に向けた取組が弱い。育児休業利用の増加が、就業継続の増加につなが
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っていない、産休・育休から保育サービスの切れ目ない移行など、施策間の整合性・

連携の欠如、政策の一元性・サービスの一貫性の欠如といったことが挙げられる。

また、税制や年金、医療等の他の社会保障制度を視野に入れた対策の弱さ、手厚い

家族制度を支える国民負担について、まだ国民の合意が形成されていないといった

ことがある。 

    国民負担については、例えばフランスでは国民負担率は６割以上で、事業主が給

与総額の 5.4 ％、給付総額では約 50％に相当する分を家族政策の財源として拠出

している状況。 

    ３ページ目。少子化の進行の原因・背景や諸外国の経験に照らした、我が国の少

子化対策の課題を踏まえ、中間報告では６つの重点戦略策定の大きな方向性を示し

ている。 

    １つ目は、働き方の改革によるワーク・ライフ・バランスの実現。先ほど申し上

げたように、労使の自主的な取組を基本に置く、社会全体の取組となるように、「ワ

ーク・ライフ・バランス憲章」「働き方の改革を推進する行動指針」を政策のパッ

ケージとして策定することなど。 

    ２つ目は「包括的な次世代育成支援の制度的枠組みの構築」。例えば、３歳未満

児に対する家庭的保育の充実を含めた多様で弾力的な保育の拡充。地域の子育て支

援拠点の面的な整備。産休・育休から保育サービスへの移行等、利用者本位の切れ

目ない支援の提供など。 

    ３つ目は「税制・他の社会保障制度での対応を含めた総合的な対応」。具体的に

は、子育てをしながら就業を継続する受け皿となる社会サービス基盤の整備と、働

き方の改革の双方を総合的に進める必要がある。税や社会保障制度を始め、幅広い

分野で働き方をより自由に選択できる制度や運用の在り方を総合的に検討する。実

効ある対策を進めていくための一定規模の財政投入に必要な財源については、税制

改革や社会保障制度改革の中で総合的に検討する。 

    ４つ目は、基礎自治体が地域の実情に応じた施策展開を進められるように、財源

の確保を含めた制度的な枠組みの検討など。 

    ５つ目は、「少子化対策への効果的な財政投入」。諸外国の家族政策関連支出の規

模と我が国の状況を比較するとき、働き方、男性の育児参加などの社会状況や負担

に対する国民意識の違いに留意が必要。一方で有効な少子化対策の実施のためには、

一定規模の効果的な財政投入の検討も必要。次世代の負担によって賄うことのない

ように、必要な財源は現時点で手当する必要がある。個別施策の実効性の検証、現

物給付や現金給付のバランス等を配慮しつつ、実効ある家族政策を持続的に展開す

るための財源規模や負担の在り方につき、税制の抜本的見直しの議論と並行して、

国民的な議論を行う必要がある。 

    ６つ目は、「施策の実効性の担保」。利用者の視点に立って、施策の有効性を点検

評価するための手法の開発。数値目標の見直しや新たな数値目標の設定を含めた、

「子ども・子育て応援プラン」の改定や次世代育成支援に関する地域行動計画の見

直し、ＰＤＣＡサイクルの定着による効果的かつ計画的な施策遂行など。 

    以上が中間報告の基本的な考え方の内容。是非とも「骨太の方針 2007」にしっか

りと盛り込んでいただきたいと思う。今後、年末の全体像の取りまとめ、ここで具

体的に施策に落としていくので、しっかりと検討してまいりたい。 

（八代議員）  民間議員ペーパー「少子化対策の進め方について」を御説明する。 

    塩崎議員、高市臨時議員から御説明があった中間報告書は、少子化対策について

の重点戦略の方向性を示すものとして高く評価されるものだと思う。今後、具体的
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な取組においては、以下の点に留意しながら、効率的な施策の推進をお願いしたい。 

    第１は、塩崎議員にも御説明いただいたが、少子化対策の基本は、国民や企業な

どの行動様式を変えるという構造政策にある。その意味で、現在の行動様式のまま

で、単に予算を増やすことではないことを明確にする必要がある。１つ目は規制改

革。幼保一元化や保育サービスの見直しは長らく言われているが、なかなか実現し

ない。利用者本位の保育サービスへの転換が中間報告にもうたわれているが、その

ためには事実上の措置制度である現状の保育の仕組みを抜本的に変えて、利用者の

多様なニーズに応えて利用者が保育所を自由に選択できるような枠組みに変えて

いく必要があるのではないか。これは既に高齢者介護では実現している仕組みであ

り、保育の世界にも導入する必要があると思います。２つ目は仕事と子育ての両立

のためのワーク・ライフ・バランスの実現。これは高市臨時議員が詳しく説明され

たので省略する。 

    第２に、仮に新たな歳出増が必要とされる場合には、１つ目に、高市臨時議員が

強調されたように、社会保障費の予算構造を見直すことが重要。現在の日本のよう

に、高齢者に著しく偏った社会保障費の予算構造を変える必要があるのでは。過去

の高齢者が少なかった時代に設立され、そのまま現在でも維持されているものを見

直し、子育て支援へと歳出をシフトさせる余地はかなり大きいのではないかと思わ

れる。２つ目に、これまでの少子化対策についても費用対効果を検証し、ムダを排

除するとともに、何が効果的かを検証する。３つ目に、今後実施する施策について

も、ＰＤＣＡサイクルを徹底化する。４つ目に、以上の取組を行った上でなお、一

定規模の財政投入の検討を要する場合には、税制・社会保障全体の改革の議論と並

行して国民的な議論が必要ではないか。 

    第３に、高市臨時議員が言われたように、ワーク・ライフ・バランスの実現に向

け、内閣府を中心に政府横断的な政策方針として年内を目途に策定すべきである。

その際、就業率向上や労働時間短縮などの数値目標を明確に掲げ、実績を検証しな

がら、確実な達成を図るべきと考える。 

（丹羽議員）  １つだけお願いしておきたいが、少子化対策をこれから進める上におい

て、平成 19 年度予算では、一体少子化対策としてどんな施策を打ったか、その有

効性はどうであったか、予算はどのように使われたかという検証をしながら来年度

に向かって施策、具体的な対策を打っていく必要があるだろうと思う。内閣官房で

やっている再チャレンジ支援策は、以前にも言ったが230以上の施策を打っており、

これがどのような進捗状況であるかが、今検証されている。それを見ながら、何が

足りなかったか、これをこうしようと議論するべき。同じような施策をいつもゼロ

から同じように議論するということではないと思う。平成 19 年度少子化対策は、

子育て支援策として、妊娠・出産から乳幼児期まで、未就学期の小学校入学前まで、

小学生期、中学生・高校生・大学生期のそれぞれに幾らぐらいの予算を組んだか、

働き方の改革についても、育児休業の促進のため等にさまざまな施策が打たれてい

る。これに対して、どの程度の有効性があったかを検証しながら、次の具体的な対

策を検討していただきたい。 

（尾身議員）  重点戦略会議で取りまとめられた基本的考え方については、基本的には

大変大事であり、現下の最重要政策課題であると考えている。レポートにもあるが、

子供の世代に財源を先送りしないことが大事であり、必要な財源は現時点で手当を

していかなければならない。 

    民間議員ペーパーの２．①、社会保障費の予算構造を見直し、子育て支援に必要

な予算を取るため、高齢者関係経費を削って回したらどうかという趣旨であるが、
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既に高齢者関係経費については、自然増の伸びに対し５年間で１兆 1,000 億円、毎

年 2,200 億円の削減を継続する方針になっており、平成 19 年度の予算編成でもこ

の財源をどうするかということが大変大きな課題になった。他方フランスの実例等

があるが、日本もフランス並みにやるとなると 10 兆円余り要るというのが「基本

的な考え方」の中に出ている。この財源を現在の社会保障費の削減によって出すこ

とは、現実問題としてほとんど不可能に近いのではないか。 

    少子化対策は待ったなしであり、20 年後、25 年後を踏まえれば、今直ちに着手

しなければならない。「基本的な考え方」を実現するためにも、このための財源が

必要であるという点については、答申にあるとおりしっかりと議論して方向性を出

していただきたい。 

（菅議員）  高市臨時議員の資料の中で、地域の実情に応じた施策展開、財源と制度面

の検討ということを書いていただいた。また民間議員ペーパーの中で、予算構造を

子育て支援へとシフトしていくということであるが、意外に子育てというのは地方

でかなりの部分を賄っており、国 1.3 兆円に対して地方は 2.8 兆円と２倍以上にな

っている。また平成 13 年度の決算額を 100 とすると、歳出は平成 17 年度は全体と

して 93 までになっているが、子育て支援については 110 と年々増えていることも

事実である。 

    いずれにせよ、地域がそれぞれ自分の地域の実情にあった形で子育て支援策を進

めることができるよう、制度面の規制緩和は当然大事なことであるし、また財政面

も是非検討していただきたい。 

（八代議員）  尾身議員から、あたかも日本で少子化対策をするときは、フランス並み

の財政支援が必要であるかのようなお話があった。しかし、高市臨時議員からお話

があったように、フランスは既に労働時間が非常に短い国であって、そこで財政と

の効果的な組み合わせが可能になる。日本のような長時間労働のままで幾ら財源を

つぎ込んでも、無駄金になる可能性があるのではないか。そういう意味で、財源を

投入するときは、必要な制度改革と一体的にやる必要があるのではないか。 

（高市臨時議員）  丹羽議員から政策の検証を十分にした上で、という御意見をいただ

いた。点検・評価分科会で十分にこれまでの検証をし、なおかつ運用改善によって

サービスがよりよくなる検討もしていく。既に分科会で多くの意見も出ているので、

十分に心してまいりたい。 

    八代議員から、基本的には国民企業の行動様式を変える、単に予算を増やすとい

うことではない、というお話をいただいたので、十分に心にとめてまいりたい。 

    また、尾身議員からアドバイスをいただいた、財源は現時点で手当しなければい

けないという点は、総理の方針でもあるかと思う。今、少子化対策を非常に幅広に

やっているので、この効果も十分検証し、重点化して財源を捻出する工夫もしたい

と思う。 

    また、菅議員が言われたように、地方で手当をしなければいけないものもあるし、

家庭的な保育サービスといっても、日本では今まで余り見られないシステムである

ので、必要な財源というのは、税の議論とともに進めていかなければならないと思

う。 

    いただいた御指摘を踏まえ、年末まで十分に対応していく。 

（大田議員）  それでは、今後更に具体的な検討を進めていただきたい。 

 

○「基本方針 2007」に向けて 

（藤岡内閣府政策統括官）  資料「骨太の方針 2007（素案）」の概要を簡単に御説明す
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る。 

    目次について。第１章は「新しい日本の国づくりに挑む」としている。第２章１．

のⅢには「イノベーション」という言葉を明示し、第４章では「環境立国宣言」を

「環境立国戦略」に、前回の骨子案から改めている。また、「教育再生」を項目と

して立て、「少子化対策の推進」、「再チャレンジ支援」とあわせて、２．の「未来

への投資」という柱立てをしている。第４章の５．「多様なライフスタイルを支え

る環境整備」の項目を加えている。 

    内容について。「第１章  新しい日本の国づくりに挑む」においては、新しい経

済成長の姿の確立に向けて、人口減少下でも経済構造を変革し、一人当たりの生産

性を上げることを課題とした。また、自由と規律と持続可能性という３つの要素を

兼ね備えた「美しい国」の経済システムの構築に向けた改革の第一歩を、この「骨

太の方針 2007」が示すことをうたっている。 

    「第２章  成長力の強化」においては、４月 25 日の「成長力加速プログラム」

に基づいて具体的な取組を、また、「アジア・ゲートウェイ構想」「イノベーション

25」「経済成長戦略大綱」の推進を記述している。「２．グローバル化改革」におい

ては、ＷＴＯ、ＥＰＡの加速・深化やアジア・オープンスカイへの取組について記

述する予定である。「３．労働市場改革」においては「働き方を変える、日本を変

える行動指針」の策定などについて、また「４．地域活性化」においては「地域の

活力なくして国の活力なし」として、総合的地域活性化政策や農地改革などについ

て記述をしている。 

    「第３章  21 世紀型行財政システムの構築」においては、５月 25 日の経済財政

諮問会議での総理指示及び「骨太方針 2006」を踏まえ、歳出・歳入一体改革の実現

についてまとめている。「２．税制改革の基本哲学」、「３．予算制度改革」、「４．

公務員制度改革」、「５．独立行政法人等の改革」、「６．資産債務改革」、「７．市場

化テストの推進」、「８．地方分権改革」のそれぞれにおいては、諮問会議で議論さ

れたことを中心にまとめている。 

    「第４章  持続的で安心できる社会の実現」においては「１．環境立国戦略（Ｐ）」

として、具体的な手段に（１）京都議定書削減目標の確実な達成に向けた取組の加

速、並びに平成 20 年のサミットに向けて（２）2013 年以降の国際的枠組みの構築

に向けたリーダーシップの発揮を掲げている。「２．未来への投資」においては「教

育再生」について、本日の御議論を踏まえた記述を入れる予定である。「（２）少子

化対策の推進」、「（３）再チャレンジ支援」について、それぞれ記述をしている。「３．

質の高い社会保障サービスの構築」においては、医療・福祉等、年金、社会保障の

情報化の推進について記述している。「４．治安・防災等の強化」。「５．多様なラ

イフスタイルを支える環境整備（Ｐ）」の内容については現在調整中である。 

    「第５章  平成 20 年度予算における基本的考え方」の１．においては、再びデ

フレに戻ることのないよう、政府と日本銀行で共有すべきマクロ経済運営に関する

４つの基本的視点などを掲げている。２．は、まだ調整中だが、平成 20 年度予算

の方向について記述する予定である。 

（甘利議員）  １点だけ絞って。先般総理に４年ぶりの中東訪問などで足がかりを付け

ていただいたが、エネルギー安全保障は、我が国にとって最重要課題の１つである。

現状では治安・防災の項についでに記述されているような印象があるが、「基本方

針 2007」でもしっかりと位置づけていただきたい。 

（尾身議員）  港湾の 24 時間化という問題が、難しいということで入っていない。空

港は入っているが、もちろんいろいろな社会慣行等で難しいと思うが、まさにこう
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いうことこそ骨太方針で方針を出して、港湾の 24 時間化の推進という記述を設け

ていただきたい。できない理由はごまんとあるが、やらないと完全に国際競争に立

ち後れてしまうので、是非港湾の 24 時間化の推進という項目をしっかりと書いて

方針を出していただきたい。 

（菅議員）  私もこれは必要なことだと思う。 

（大田議員）  それでは、今の御意見も踏まえ、今後の作業を進めたいと思う。 

 

（以 上） 
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