
  

  

    

平成 19 年第 27 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2007 年 11 月 14 日(水） 17:30～18:27 

2．場 所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長 福 田 康 夫 内閣総理大臣 

議員 町 村 信 孝 内閣官房長官 

同  大 田  弘 子 内閣府特命担当大臣(経済財政政策） 

同 増 田 寛 也 総務大臣 

同 額 賀 福志郎 財務大臣 

同  福 井  俊 彦 日本銀行総裁 

同  伊 藤  隆 敏  東京大学大学院経済学研究科教授 


（兼）公共政策大学院教授 

同     丹羽 宇一郎 伊藤忠商事株式会社取締役会長 

地方分権改革推進委員会委員長 

同  八 代  尚 宏 国際基督教大学教養学部教授 

臨時議員 舛 添 要 一 厚生労働大臣 

新 藤 義 孝 経済産業副大臣 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について 

１）医療・介護のコスト構造是正策について 

２）議論の整理について 


（２）地域経済の建て直しについて（地方分権改革） 

（３）平成 20 年度予算編成の基本方針（事項案）について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムの実施状況について 

（舛添臨時議員提出資料） 

○公立病院改革について（増田議員提出資料） 

○診療報酬体系の見直しに向けて（有識者議員提出資料） 

○社会保障と税の一体的改革の推進について（議論の整理）（大田議員提出資料） 

○丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料 

○地方分権の加速に向けて（有識者議員提出資料） 

○「平成 20 年度予算編成の基本方針」事項案 

（配布資料） 

○医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムの実施状況について（参考資料） 

（舛添臨時議員提出資料） 
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○丹羽地方分権改革推進委員会委員長提出資料（参考資料） 

○「中小企業生産性向上プロジェクト」のポイント（甘利議員提出資料） 

○中小企業生産性向上プロジェクト（甘利議員提出資料） 

（概要） 

○社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について 	 １）医療・介護のコスト構造

是正策について

（舛添臨時議員） お手元の資料「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラムの

実施状況について」を御覧いただきたい。このプログラムは、平成 18 年度医療制

度改革を進め、医療費適正化を行った上で、更に必要な医療・介護サービスの確保

と質の向上を図りつつ、効率化を目指すために作成されたもの。目標期間は基本的

に平成 20 年度から平成 24 年度までの５年間として、可能な限り定量的な指標を盛

り込んでいる。また、各取組みの着実な実施を図るためのフォローアップの手段と

して、プログラムの実施状況について、関係審議会で必要な検証を行い、政策手段

の見直しにつなげることとしている。 

プログラムは、平成 20 年４月より開始することとされているが、それに先立ち、

質の向上・効率化の取組みを進めている。全部で 20 項目の政策の実施状況につい

ては、時間の関係もあるので、「参考資料」を後ほど御覧いただきたい。 

資料の２ページ。（１）は予防重視の観点から、生活習慣病対策の推進について、

平成 27 年度までにメタボリックシンドロームの該当者及び予備群を 25％以上減少

させることを目標にしている。平成20年４月の医療制度改革関連法の施行に向け、

各医療保険者において、特定健康診査等実施計画の作成を進めるとともに「健やか

な生活習慣」を実感し自ら行動変容を行うことによって生活習慣病の予防を図る国

民運動を実施してまいりたい。（２）はサービスの質向上・効率化の観点から、ジ

ェネリック、つまり後発医薬品の使用促進について、平成 24 年度までにシェアを

現状から倍増の 30％以上にする。10 月には「後発医薬品の安心使用促進アクショ

ンプログラム」を策定するとともに、平成 20 年度の診療報酬改定に向け、後発医

薬品の使用促進策を検討しているところ。30％という数値は、医薬品について、処

方の半数以上でジェネリックが使用される水準である。（３）は診療報酬体系等の

見直し。ＤＰＣ、包括支払対象病院数を３倍増の 1,000 にする。これを平成 24 年

度までの目標としている。後期高齢者の診療報酬の基本方針も取りまとめたところ

であり、現在、具体的な診療報酬改定に向けた検討を行っている。 

３ページの（４）は国民の利便性向上の観点から、「情報化グランドデザイン」

に沿い、レセプトのオンライン化など、医療のＩＴ化を積極的に進めている。また、

「社会保障カード（仮称）」の導入に向け、年内を目途に基本構想を取りまとめる

べく、現在、有識者からなる検討会で検討を進めている。最後に、（５）は国民の

安全・安心を支える良質かつ適正なサービスの確保の観点から、医師確保対策など

地域医療体制の整備につき、医師の偏在に対する拠点病院づくりと医師確保対策を

着実かつきめ細やかに推進するとともに、医療計画を通じた医療体制を構築してい

く。今朝、全国知事会と懇談したが、この問題がほとんどであった。 

今後とも、このようなプログラムを実施することにより、必要な医療・介護サー

ビスの確保と質の向上を図りつつ、効率化を進めてまいりたい。 

（増田議員） 	 「公立病院改革について」という資料を御覧いただきたい。１ページ。

公立病院は御承知のとおり、へき地や救急医療など、採算性が非常に難しい医療に

なっている。不採算部門を担っている場合が大変多い。診療報酬の問題、医師不足
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による診療科の閉鎖の問題、職員給与の問題等々、いろいろ原因があるが、赤字の

事業数がこの中で４分の３以上になっている。今、経営が極めて厳しい状況にある。

そこで、公立病院改革懇談会で、公立病院改革のガイドラインの案を先般取りまと

めた。ガイドラインの案のポイントが５点書いてあるが、特に３点目だが、経営指

標として経常収支比率、職員給与費比率、病床利用率等につき数値目標を設定し、

病床利用率が、８割以上が望ましいが、過去３年連続して 70％未満の病院は抜本的

な見直しを個別に要請していくことにしている。また、医師不足解消に向けて再

編・ネットワーク化を推進することがどうしても必要になるので、その基本的なパ

ターンを提示し、それを参考にしながら、今後、再編・ネットワーク化を推進して

いただく。経営形態についてもやはり考えていただく必要があるので、独法化や指

定管理者制度等についての考え方を示している。 

   11  月 12  日にガイドラインの案をまとめたところで、今、地方公共団体の意見を

聞いている。その上で 12 月までにガイドラインを決定し、関係する地方公共団体

には、このガイドラインに沿って、平成 20 年度内に個々に改革プランを策定して

いただく。その上で経営改善に取り組んでいただくこととしている。 

（八代議員） 民間議員ペーパー「診療報酬体系の見直しに向けて」を説明させていた

だく。舛添臨時議員から御説明があったように、「医療・介護サービスの質向上・

効率化プログラム」の実施に当たっては診療報酬体系の見直しがかぎである。サー

ビスの質の維持・向上を図りつつ、効率化によるトータルコストの削減努力を最大

限行うことが不可欠。そのためには、以下のようなポイントがある。 

第１は、勤務医と開業医との格差の是正。今、医師不足が非常に深刻になってい

るが、開業医と比べた勤務医の収入や労働時間の格差が一層大きくなっている。こ

の解消に向けて、例えば不足している産科・小児科等の急性期の病院医療に対する

報酬の充実と、全体のコストを抑えつつ、病院と診療所間の医療費の配分を見直す

必要がある。 

第２は、診療所・病院・介護施設の役割分担。症状に応じて医療機関を受診する

体系的な流れが出来ていない。軽い病気でも病院に行く患者が増えており、休日・

時間外に診療所に行く患者数は過去５年間に半減している。身近な主治医の不在や

高度な病院への集中が起きている。地域の実情を踏まえつつ、患者の立場に立って、

診療所、病院、介護施設の分担・連携の仕組みをつくる必要がある。 

第３に、医療介護従事者の役割・養成システムの見直し。病院勤務医の厳しい勤

務環境や専門職不足が深刻な問題となっている。利用者のニーズに応えられるよう、

医師、看護職、介護職のレベルアップや、それぞれの業務範囲の見直しなどを行う

べき。看護師が医師の仕事を一部担うというような形で、不足している医師の業務

を補うことができるのではないか。欧米の家庭医に相当するホームドクター制の構

築等が大事であろう。 

第４に、診療行為の効率化、ＩＴ化の推進。医薬品の使用や検査の効率化を進め

る必要がある。また、遅れている医療分野のＩＴ活用を飛躍的に進め、利便性の向

上と効率化を推進する必要がある。 

第５に、増田議員が説明された公立病院の再編・効率化。御説明があったように、

人件費の高さ、空きベッドの多さなどの構造的な問題を抱えている公立病院につき、

地域のニーズを踏まえつつ再編や経営の効率化を進める必要がある。 

（丹羽議員） 医療改革は、全国一律で行うものとそうでないもの、長期と短期で行う

ものがあると思う。長期的に見た場合は医師不足の問題があるが、地域によってか

なりの差がある。各都道府県の医学部生の定員増は５名以内ということになってい
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るが、医師不足の実情は各県によって大きく異なる。都道府県が地域の実情に応じ

て過不足のない医療提供体制の整備に主体的な役割を担えるように考えていくべ

きではないか。もう一つは、ホームドクター制度が提案されているが、これは大変

大事なこと。病気を診察できても、病人が診れない医師がかなり増えている。昔の

赤ひげドクター、医は仁術なりというような、主治医制度のようなものをつくって

いくと、患者にとっても安心できる医療体制になるだろう。そうすれば、プライマ

リーケアで大学病院を利用することも減るだろう。 

短期的には、後発医薬品の普及。まだまだ国民にはなじみが薄い。健保組合だけ

ではなく、国においても抵抗感をなくするようなキャンペーンを積極的に行ってい

く必要があるのではないか。また、価格を下げていく必要もある。価格を下げるた

めには、もう一つ、新薬の投資回収が短期にできるような工夫、例えば治験や承認

審査期間の短縮など、開発促進型のメリハリのきいた薬価の設定も併せて考えてい

くべきではないか。 

（伊藤議員） 今、子どもを産むこと、育てることに対して、非常に不安感が出ている。

産婦人科、小児科という特定の診療科に大きな需給ギャップが生じており、これを

解消するための方策が問われている。これは、社会主義的な数量計画ではうまくい

かない。経済インセンティブを活用することが重要。すなわち、供給を増やしたい

診療の診療報酬点数を引き上げ、余っていると思われる診療の点数を引き下げるな

ど、メリハリのついた診療報酬の設定が求められていることだろう。更に、診療報

酬以外の方策、例えば、無過失保険の導入も特定の診療科にとっては重要なこと。

（額賀議員） 今、民間議員からも、また財務省の財政制度等審議会でもあったが、こ

れから効率化をきちんと図っていかなければならないということは誰もが考えて

いることだろう。我々も、医師確保対策などはきちんとやっていくが、メリハリを

つけ、来年度の予算編成はきちんとしなければならない。是非、コスト抑制等々に

十分に対応していただきたい。 

（舛添臨時議員） 丹羽議員からあった新薬承認について、今、５か年計画で既にスタ

ートさせ、４年かかっているものが、５年後には 1.5 年になる。これでアメリカ並

みになる。現実に動き始めている。抗がん剤やムコ多糖症のような非常に急ぐもの

は、１年かからないでやれるような体制でやっている。この点はもう実施に移して

いる。 

診療報酬体系の見直しについても既に検討を行っている。地元出身者枠の設定そ

の他は、文部科学省と総務省と連携しながらきちんとやっていきたい。公立病院の

運営についてもそうだが、公立病院は過去、地域の医療のネットワークの中核をな

していたため、民営化しても何の問題もないはずだが、やはり官でやっていること

の権威、安心感のようなものが今まであったと思う。そういうものをどういうふう

にうまく展開していくかというのが課題だろう。 

（大田議員） 民間議員からの色々な御提案は、おおむねこんな方向でよろしいという

ことか。 

（舛添臨時議員） これはほとんど現実に実施をしているところ。例えば、医療のアド

ミニストレーションをやる方のアシスタントも診療報酬の中できちんと対応する。

レセプトの整理だけでも相当時間が取られるので、これをやってもらう。「社会保

障カード（仮称）」の導入も基本的には進めているし、レセプトのオンライン化も

先ほど申し上げたとおり。このラインで我々も進んでいる。 

（町村議員） 都道府県に医学部の定員を割り振るということは既に決めていることだ

が、全国へ動いてしまう。例えば北海道に旭川医大があるが、卒業後に旭川にいる
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人はほとんどいない。東京や札幌などへ行ってしまう。地方の各大学に定員を割り

振るのは一見よさそうだが、実際の効果はどうか。それよりは、医者が足りている

のかあるいは過剰なのか、厚生労働省がそこをいつまでもはっきり言わないことが

一番のポイントではないか。足りないなら足りないできちんと医学部の定員を全国

的に増やせばよい。絶対に過剰とも不足とも言わないところが微妙なところだ。 

（舛添臨時議員） それは分野別だろう。産科は減っている、小児科はさほど減っては

いない、病理学専門は減っている、外科が減りつつあるといった状況とともに、開

業医と勤務医とのバランスが取れていない。開業医は土日は休めるし、時間外勤務

がない。そこで、開業医で時間外をやる人に少しインセンティブを与えたり、勤務

医の勤務条件の改善ということが考えられる。 

（町村議員） 足りているということを言っておられるのか。 

（舛添臨時議員） 足りている、足りていないとは一概に言えない。分野別だ。 

（町村議員） しかし、そんなことを言っていたら、医学部の定員は決めようがない。

（舛添臨時議員） 私は、基本的にもっと増やすべきだと思っている。足りていない。

（町村議員） そうですか。わかりました。 

（舛添臨時議員） 今まで抑制で来て、もう限界に来ている。増やすべきだ。旭川医大

は北海道が奨学金を出して、例えば奨学金を償還する 10 年間は旭川にいなさいと

義務づけるというようなことを、今、文科省と検討したいと思っている。 

（町村議員） 足りないなら、はっきりと文科省と調整して全国的に定員を増やすよう

にするべき。よく共通認識を持つようにしていただきたい。 

（舛添臨時議員） 役所のレベルではっきり言わないのは、要するに全体の医療費を抑

制しなければいけないという大きな目標がある中で、今言ったように、分野によっ

て過不足はばらばらだからだろう。ただ、私が大臣になって個人的に思うのは、革

命的に今までの考え方を改めないと、とてもではないが、地域の医療ニーズに対応

できないと思っている。 

（大田議員） 今日は、主に診療報酬体系の見直しを通じた具体化方策を議論していた

だいた。診療報酬の診療行為内で無駄をなくすインセンティブをつけたり、メリハ

リをつけるといったところで、おおむね民間議員の御提案に同意いただけたと思う。

引き続き、このプログラムの進捗をよろしくお願いする。 

○社会保障制度と財源のあり方（社会保障と税）について（議論の整理について）

（大田議員）これまで、税と社会保障の一体改革について議論してきた。これまでの議

論をここで一通り整理し、これからの議論の土台としたい。私の方で議論を整理し

たペーパー「社会保障と税の一体的改革の推進について（議論の整理）」を用意し

ている。 

これまでの議論は、主に10月 17日の諮問会議で民間議員から御提案のあった「安

心・持続のための５原則」に沿って議論を行ってきた。目的は、少子高齢化が進む

中で、給付と負担の両面から社会保障制度のあるべき姿を描いて、そのための安定

的な財源を確保することにある。この議論はこれからも引き続き行うことが必要な

ので、今日は５原則に沿って、これまでの議論を整理させていただく。 

「原則１：経済活力の向上」。高齢化を乗り切るには、やはり成長力を強化しな

くてはいけない。成長率の違いで、将来の負担増が大きく異なる点が試算によって

示された。また、働き方の選択に中立的な制度、少子化対策、地域医療や雇用不安

の解消が重要。 

「原則２：受益と負担の世代間格差の是正」。試算にも出たように、給付を維持
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するには負担増が避けられず、負担を上げないとすれば給付減が避けられないとい

う厳しい状況であるが、この認識を出発点として知恵を絞っていきたい。世代間の

給付と負担のバランスを常に点検する必要がある。高齢世代内の所得格差は非常に

大きい現状にあり、所得の高い高齢者に対しては相応の負担を求める。 

「原則３：社会保障と税の一体的・整合的見直し」。基礎年金の安定性を高める

ためには、国庫負担割合を確実に２分の１に引き上げることが是非とも必要。全額

税方式は、広く国民的議論が必要となる課題。所得税のあり方については、控除の

見直しを行う。諸外国との比較の中で、企業の負担水準を遜色のないものとし、日

本での企業立地を促進し、雇用を拡大する。リスクへの挑戦を促す観点から、金融

所得課税の一体化を進めるとともにベンチャーを促進する。あらゆる世代で広く負

担を分かち合うことができ、景気変動に相対的に左右されにくい消費税の役割を高

めていくことについて検討する。 

「原則４：制度の信頼性・透明性」。現行の国民皆年金の下での保険料方式につ

いては、未納対策に早急に取り組まねばならない。年金記録問題を確実に解決する。

最後に「原則５：中期的な財政健全化との両立」。まず 2011 年度に基礎的財政収

支を黒字化することが非常に重要。医療・介護サービスについては、今日、御議論

いただいたように、トータルコストの削減努力を最大限行って、今後の負担増を最

小に抑えることが重要ということで議論を整理させていただいた。 

（舛添臨時議員） 「原則２：受益と負担の世代間格差の是正」のところで、負担を維

持するなら給付削減が避けられない、という点について。介護の場合もそうだが、

これだけのサービスしかあげませんよといったときに、結局私の体験からしても、

足りない分は自分で金を出す。ということは、例えば消費税で１％余分に払い２兆

5,000 億円を捻出するか、そうではないならば、自分の財布から持ち出すことにな

る。給付削減が避けられないなら、その削減した分をだれが負担するかというと、

やはり結局国民の負担になるので、現場は介護でも子育てでもそう簡単ではないで

すよというのが１点。 

また、２ページ一番最初の高齢者負担については、医療では、今でも現役並みの

収入がある方には、現役と同じように３割負担を要求しているので、何もやってい

ないわけではない。年金にマクロスライド方式を導入したし、給料が一定以上高い

人はそもそも年金はもらえない。そういう状況にあり、負担を今、我々が努力して

いる以上に求めることについては、かなり説得の論理が必要だと思う。 

（大田議員） １点目は、あくまで公的負担ということで考えたい。２点目の所得の高

い高齢者の議論は、税のところで出てきたが、例えば公的年金等控除を年金財源に

充てるということも考えられるのではないかという議論の中で出てきた。 

（八代議員） １点目について、患者自己負担のような画一的な負担に対して、自分の

財布でする負担は、ある程度選択の余地がある。質の高いサービスであれば、より

多くの負担をしてもいいという選択肢があれば、かなり個人の負担感は減るはずな

ので、そこは区別して考える必要があるのではないか。 

（舛添臨時議員） それも実はバランスの問題で、余りに負担が多過ぎると、選択の余

地なく強制的にやらざるを得ないので、上手なバランスが必要だろう。 

（大田議員） ここではあくまで公的負担ということで考えていきたい。 

それでは、今の舛添臨時議員の御意見も踏まえた上で、これを一応整理とさせて

いただくということで、共通認識を得たということでよろしいか。 

（「はい」と声あり） 

（大田議員） 総理に、先ほどの議題とまとめてお願いする。 
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（福田議長） 先ほどのお話にあった医療の問題だが、診療報酬見直しをこれからやる

んです。何しろ 30 兆円という巨大な金額で、医療費の 30 兆円の配分を決定するの

だから、これはなかなか重大な問題だと思う。舛添臨時議員には是非、国民の安心

のために必要なところには充実ということが必要だが、一方、効率化できるところ

は大胆に削るという明確な姿勢で臨んでいただき、そのためのリーダーシップを発

揮していただきたい。 

社会保障と税の一体的な見直しは、国民生活や働き方に直結しており、引き続き

議論を深めていく必要がある。これまでの議論の整理を土台として、今後ともよろ

しくお願いしたい。 

（舛添臨時議員退室） 

○地域経済の建て直しについて（地方分権改革）

（丹羽議員） 審議の経過を少しお話しする。地方分権改革推進委員会は、５月 30 日

に基本的な考え方を取りまとめてから、６月から７月にかけ、全国で地方分権懇談

会を開き、市長村長から現場の生の声を聞いて意見交換を行ってきた。また、地方

から課題の提供を受け、各府省に対するヒアリングで見解を求め、検証する方式を

基本としてきた。さらに、民間議員からは、以前提案があった国の出先機関の大胆

な見直しについても、各府省の見解あるいはデータの提供を求め、今後の本格的な

議論に向けた準備を整えてきた。「中間的な取りまとめ」は、今後の勧告に向けた

第一歩を期するものであり、改革の方向性を示す羅針盤という位置付けである。 

昨日、地方分権改革推進委員会で議論された「中間的な取りまとめ」の原案につ

いて、資料に沿って御説明する。『地方が主役の国づくり』に向けた取組みとして

「地方政府の確立のための権限移譲」「完全自治体の実現」「行政の総合性の確保」

「地方活性化」「自治を担う能力の向上」を掲げている。 

地方の自由度を奪っている義務付け・枠付け、関与の徹底的な見直しと条例制定

権の拡大、地方自治体への権限移譲の推進については、特に力を入れることとして

いる。 

こうした考え方に立ちつつ、個別の行政分野についても、国と地方の適切な役割

分担を踏まえて抜本的な見直しを行い、国民、住民本位の分権改革を進めていくこ

ととしている。あくまでも視点は、国民、住民の視点に立って改革を進めようとい

うことである。具体的には「①医療」「②生活保護」「③幼保一元化」「④義務教育」

「⑤道路」「⑥河川」「⑦農業」等の重点分野を始めとして、行政分野ごとに見直し

の具体的な方向性を示している。 

また、地方分権改革と地域の再生について、過疎化する中心市街地や地域集落、

いわゆる限界集落の再生への道筋としてコンパクトシティ等も取り上げている。 

さらに、税財政や分権型社会への転換に向けた行政体制の見直しについて、現時

点での基本的な考え方を示している。総理の分権改革に対する思いをしっかり受け

止めながら、16 日の取りまとめに向けて全力を傾けてまいりたい。 

今後のスケジュールについては、今般の取りまとめを得て、来春以降、順次勧告

を行っていきたい。政府においても、それを踏まえて、地方分権改革の推進を積極

的に支援し、取り組んでいただくようお願いしたい。 

（八代議員）	 民間議員ペーパー「地方分権の加速に向けて～地方の本格再生は分権か

ら～」を御説明する。地方再生の真の解決策は、地域間格差の是正策にとどまって

はならず、本格的な地方分権でなければならない。地方分権改革委員会の中間的取

りまとめは、そのための貴重な一歩であり、第一次勧告に向けて、以下の点を重視

7


平成 19 年第 27 回経済財政諮問会議 



して取り組んでいただきたい。地方分権改革委員会の勧告が着実に実行されるよう、

総理のリーダーシップのもと、政府全体の合意が形成されなくてはならない。 

第１は、「中間的取りまとめ」から「第一次勧告」に向けての課題。１番目に、

何よりも二重行政を排除することが大事。住民の立場で、国・県・市町村の同じよ

うなサービスを一元化すべきである。例えば地域内で一般国道、県道、市町村道が

混在し、管理も個別にされている。先日、大田・伊藤議員と一緒に青森に行った。

豪雪地域であるが、積雪があった場合、国道の除雪が済んだ後、たとえ余力があっ

ても県道や市町村道の除雪はできないという極めて非効率的な状況になっている。

こういうことは総合的にやるべきではないか。２番目は、“自治”事務を真の自治

事務にする。別紙の「１ 国にしばられている地方自治体」にあるとおり、小中高

教職員、警察官、消防職員等の基準付けは全て国でやられていて、自治体が地域の

実情に応じて自らの判断や工夫ができない。国の関与は原則として廃止し、自治体

の裁量に委ねる部分は大きいのではないか。３番目は、県から市町村へ分権すべき

である。これまでは“国と地方”間の分権に焦点が当てられていたが、“地方”間

の分権も極めて大事ではないか。例えば市町村立の小中学校の教職員の人事権は県

の教育委員会にあり、学級編制も都道府県の同意が必要である。もっと基礎自治体

の権限を強くすることによって、義務教育の効率化も進むのではないか。勿論、教

育の基本は国で決めなければいけないが、実際の実施面では基礎自治体の権限を重

視する必要があるのではないか。 

第２は、地方税財政の改革について。補助金・税源配分・地方交付税・地方債を

一体とした税財政改革は地方分権改革の最重要課題。具体策は今後の検討に委ねら

れているが、これまで我々が提案してきたことを改めて確認したい。一つは交付税

の改革。国の基準づけや規制を極力なくし、それに応じて人口・面積基準で配分す

る交付税の割合を増やす必要がある。また、補助金・交付税等の削減額の一定割合

を税源移譲し、国と地方の税収費５：５を目指す必要がある。やはり地方分権をす

るためには、それに必要な財源を確保する必要がある。地方債の自由化について、

10 年後までに地方債の発行を完全自由化し、その際には政府の暗黙の保証を外し、

市場の規律に委ねるべきではないか。 

第３は、地方出先機関の抜本見直しについて。地方出先機関の見直しは将来の道

州制導入に向けての不可欠なステップ。政府機能の見直しの中心的課題でもある。

５月 25 日の提案を踏まえ、大胆な見直しが必要。早期に見直し案をつくる必要が

あり、提案した分類を参考に早期に地方出先機関の抜本的見直しの第一次案を取り

まとめていただき、諮問会議に御報告していただきたい。事業の仕分けについても、

来春に中期プログラム策定を予定しているので、政府機能の見直しの主要課題とし

て、地方出先機関の改革を位置づける必要がある。 

権限、責任、財源をセットで地方分権することにより、住民の立場に立った行政

サービスの提供や地方の実情に合った経済の活性化が実現する。 

（増田議員） 丹羽委員長の御尽力に感謝申し上げたい。また、私どもも民間議員ペー

パーと同じような考え方に立っているということを申し上げたい。 

その上で、触れられていたが、やはり自治事務でも地方に対する義務付け、枠付

け等がまだ存在しているので、この具体的な解消が何よりも重要という認識に立っ

ている。分権委員会でも見直しの共通基準を設定し、これを基にすべての個別法令

を徹底的に今後見直していくという取組みをされると聞いているが、これについて

も是非よろしくお願い申し上げたい。 

地方支分部局についてもお話があったとおり、地方との重複事務の廃止や大胆な
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権限移譲といったような抜本的な見直しが必要となるので、その点についても御審

議をいただきたい。 

申し上げたような点につき、私ども、更に諮問会議も、地方分権改革の推進に強

力に取り組んでいく立場に立ちたいと思っているので、よろしくお願い申し上げる。

（額賀議員） 国と地方の税収比について、５：５を目指すべきという話があった。理

想的にはそのとおりだし、私も地方分権や将来の道州制構想は大賛成だが、現実に

具体的なアプローチをしていく場合は、実際問題として交付税の配分後は４：６に

なっているし、実際に５：５にしてしまうと、地方間の財政力の差が現実的には拡

大してしまう。そこをこれからどのように是正しながら将来に向かっていくかとい

うことを考えていくことが我々のアプローチの仕方ではないか。 

（伊藤議員） 地方分権の進展ということは、地方に自由度が増してくるということだ

が、自由度が増すことに伴い、やはり規律をいかに保つかということが重要になっ

てくる。これまで国ががんじがらめの規制や基準で縛っていたが、それが自由にな

るということは、ひょっとしたら規律を踏み外す可能性も出てくる。そこをどうや

って規律を付けるかというときに、私はやはり市場、マーケットが規律を働かせる

ような仕組みをつくることが重要だと思う。 

具体的には、民間議員ペーパーの２ページ目の「●地方債の自由化」というとこ

ろに書いてあるが、地方債を改革することで、その発行条件等を自由化するという

ことは結構だが、そこでマーケットの規律を働かせることが重要。政府がこれまで

暗黙に地方債の償還を保証しているということを外す、保証をなくすということが

非常に重要。したがって、地方自治体が万が一債務不履行に陥った場合には、地方

債を購入した投資家も責任を取るということをあらかじめ決めておくことが重要。

そういうことによって、発行する段階で地方自治体に貸してもいいものか、あるプ

ロジェクトをやろうとしている地方自治体に投資すべきかということを投資家が

判断するようになる。そこで金利差、スプレッドが生じると思う。そのスプレッド

が地方の信用力を表わし、それを見ながら地方政府があるプロジェクトをやってい

いものかどうかということを判断するようになってくる。つまり投資家と地方自治

体が一緒になり、あるプロジェクトにお金を使っていいのかということを判断でき

るようになる。こういうことを明確に導入することが必要。 

したがって、国としては、地方自治体に万が一不履行が起きた場合には救済しな

いということをはっきりさせることが重要。そうすると、国と地方の役割分担の抜

本的な見直しと並行して、地方債に対する交付税措置の段階的な廃止が重要になっ

てくると考えている。 

（増田議員） 今の関連だが、地方債の発行をできるだけ自由化したり、伊藤議員から

お話があったとおり、市場の規律にできるだけ委ねていくといった方向を目指のは、

私も同感。ただ、そのときに、今の地方公共団体の財政基盤を併せて拡充すること

が必要になる。まさに財政力支出が非常に弱いところで行っている義務教育など、

いろいろな仕事がある。伊藤議員がおっしゃったように段階的に、どういうステッ

プを踏んでそちらの方向を目指していくのか。 

また、社会資本整備に対する財源のあり方等についても、併せて広く議論した上

で、言われたような方向を目指していくということであれば、いろいろな公共団体

の方も対応できると思う。その点についての議論を深める必要がある。 

（丹羽議員） この点は実は議論をしており、参考資料の 31 ページに「（５）財政規律」

という項目がある。公会計の改革、６月に成立した地方公共団体の財政の健全化に

関する法律、財政指標、外部評価の仕組み、財政運営の透明性、説明責任というこ
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ともあるし、コスト意識の徹底、いろんな分野で、自由度が広がれば、それだけの

規律を持たなければいけない。今後も国による事務の義務付けの廃止、国庫補助金

の改革、税源移譲、交付金、あるいは地方債など、行政全体についての分権改革が

進む中で、債務調整の導入についても検討を続けていきたい。その辺は十分認識し

ながら改革の議論を進めていきたいと思っている。 

（大田議員） 今までの民間議員ペーパーも含め、何かあるか。 

（丹羽議員） 真の地方再生のためにも分権の本格的な取組みを急ぐべきという、各議

員の強い思いをよく理解した。本日説明しました中間的な取りまとめを羅針盤とし

て、来春以降順次勧告を行うこととしている。今後の委員会の審議のスケジュール

の中でできるだけ、先ほど額賀議員からお話があった点も含め、期待に応えられる

ように現実的に議論を進めていきたい。翌朝目が覚めたらきれいになっていたとい

うことではないので、時間をかけながら、実効力のある現実的な勧告を是非進めて

いきたい。 

（大田議員） 今日はいろいろな御議論があったが、将来の税源移譲が５：５というと

ころは、現実的な対応が必要であるという御議論があった。地方債の自由化につい

ても順次条件整備しながらやらなければいけないという意見があった。丹羽委員長

には、今後とも第一次勧告に向けて、精力的な御議論をお願いしたい。 

（福田議長） 本格的な地方分権、これはただいま御指摘があったように、現内閣で大

胆に進めていきたい。各省庁の抵抗は大きいと思う。それをどうやって乗り越えて

いくかという問題だと思う。 

中間的取りまとめは、これから地方分権のあり方を示す重要な第一歩となるもの

であるので、丹羽委員長におかれては、内容をより具体化して、地方の出先機関の

抜本的改革を含めた、さらなる御議論をお願いしたい。 

増田担当大臣におかれては、政府全体の合意形成に向けて、しっかり議論を進め

ていただきたい。 

また、国の関与をなくしていくためにも、地方自らが人材を育成し、経済的にも

自立していけるような努力をすることが重要だと思っている。 

○平成 20 年度予算編成の基本方針（事項案）について

（大田議員） 平成 20 年度予算編成の基本方針を、今月末から来月初めに向けて御審

議いただく。今日は事項案をお示ししているので、簡単に御説明させていただく。

諮問会議としては、これまでの福田総理の所信表明演説を始め、内閣発足後の御議

論などを踏まえた項目建てで作成したいと考えている。 

「Ｉ 安定した経済成長と改革の推進」、ここでは日本経済の現状と見通し、成

長力強化、地方の自立と再生、歳出・歳入一体改革の推進などについて記述する。

「II 平成 20 年度予算の基本的考え方」として、歳出改革の推進、税制改革など

について記述する。「III 『希望と安心』の国に向けた予算の重点化・効率化」。「希

望と安心」の国に向けて、「１ 活力ある経済社会の実現」「２ 地方の自立と再生」

「３ 国民が安全で安心して暮らせる社会の実現」の３つの分野に施策を集中する

ことを考えている。１では、成長力強化に向けた取組、だれもが能力を発揮して働

ける環境づくりなどについて記述する。２では、地域経済の建て直し、中小企業の

生産性向上、活力ある農林水産業などについて記述する。３では、信頼でき持続す

る社会保障制度の整備、教育再生など、次世代のための環境づくり、地球環境と両

立する社会への転換、生活における安全・安心の確保などについて記述する。 

今後、予算編成作業の中で、予算の重点化・効率化をしっかりと進め、基本方針
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2006 及び 2007 などで示した歳出改革を着実に実現する必要がある。 

（額賀議員） 来年度の予算編成は、大方、大田議員がおっしゃったところだが、基本

的には歳出・歳入一体改革を進めていかなければならない。その上で、プライマリ

ーバランス黒字化を達成する。これまで色々なヒアリングを行っているが、平成 20

年度予算の基本的な考え方について、公共投資、社会保障、地方財政など分野ごと

に出ているが、教育のこともいろいろと出ている。町村議員も文部大臣を経験され

ているが、平成になって子どもが 500 万人近く減っているが、教員をもうちょっと

きちんと質的に対応させていくことが、基本的な考え方ではないか。そういうこと

もここの中にきちんと入れて議論をしていただきたい。 

（増田議員） 教職員の増員の話が一方で出てきているところがあり、今回、大分地方

の現場が気にしている。御案内のとおり、行革推進法との関係でどうなるかなど、

いろいろ大きな問題があるが、地方公共団体の方で既に教育関係者や住民議会と話

をして、可能な限りの目標を定め、全体として純減を実行中である。文科省の方で

教員の定数増も含め色々と出てきているが、ああいうことが出てくると、現場は大

混乱することになる。この点について慎重な議論が必要だということを、あえて申

し上げておきたい。 

（町村議員） 元文部大臣と言われたのであえて申し上げるが、確かに、子どもの数が

減れば教員の数が減る、それはごもっとも。しかし、昔の時代と今の子どもは違う。

昔は、先生は大体クラス委員などに言っておけば、クラスを全部まとめたり、意思

伝達ができた。今は、30 人いたら 30 通りの対応をしないといけない。今では、人

数が減ったからそれに比例して先生の数を減らすというわけにはいかない。物すご

くクラス運営が難しい。 

一人一人にかける時間が昔と比べてはるかにかかる。しかも放課後、非行が起き

た、先生がそこに駆けつけるような、広い意味での指導時間が、物すごく増えてき

ている。ちょっと子どもの数が減っているから先生の数が減っていいという、それ

ほど単純な話ではないということは、是非御理解いただきたいし、特に総理からも、

子どもと先生がちゃんと向き合える時間を確保しなければいけないという話もあ

る。確かに全体の定数等の問題はわかるが、そのぐらいやらないと、本当に今の教

育現場は難しい。勿論、質の向上も重要で、そのための施策も必要だが、いろいろ

な観点から考えないとこの問題はいけないんだということだけは、一言、元文部大

臣として申し上げさせていただく。 

（増田議員） 文科大臣がおられないので、言いづらくて控え目に申し上げた。 

（伊藤議員） 町村議員のおっしゃったことは、私はある程度同じような考えを持って

いるが、そうだとしたら、重要なのはクラスルーム、教室である。幾ら管理職を増

やしても、おっしゃったようなことは解決できない。いかに教室の中に教員と補助

教員、あるいは何かあったときにすぐ駆けつけられるような先生を置くかというこ

とが重要。 

補助教員という言い方が適切かどうかわからないが、ボランティアで働きたいと

いうお父さん方、お母さん方もいるだろうし、いろいろな対応が可能だと思う。教

室の中でいかに目の数を２つから４つに増やすか、そこが重要だと思う。管理職よ

りも、やはり現場が重要だと思う。 

（額賀議員） やはり我々の時代とは違って、今の親御さんは、ある意味常識では考え

られないようなことを学校に持ち込んだりすることもあるという。勿論、家庭内の

状況も違っているが、そういう問題の処理と勉強を教えることとは、やはり分けて

考えていかないといけないのではないか。そこをごっちゃにして一人の先生に全部
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任せるのはおかしい気がする。 

（町村議員） 確かに現場の先生が増えた方がよいが、やはり学校も組織である。マネ

ージメントというものを考えたときに、それをある程度組織としてやらなければ、

マネージメント的なことから、個別対応から、学力のことから、生活指導から、一

人の先生が全部やるというのはできない。マネージメント的な人も今回要求してい

るのは、そういう背景もある。 

（大田議員） 今日は文部科学大臣はおられないので。 

（丹羽議員） いろいろ歳出増大の要求が強まっていると我々の耳には入ってきている

が、やはり歳出・歳入一体改革の理念に則り、骨太で示された５年間の歳出改革は、

今予算においても公約どおり、是非実行していく必要があるのではないか。その点

は是非お願いしたい。 

（新藤経済産業副大臣） 経済産業省としては、財政再建と経済成長は車の両輪であり、

20 年度予算編成において歳出・歳入一体改革を堅持しつつ、同時に成長力の強化を

実現すべきと考える。このためには、かねてより甘利議員が主張しているが、予算

の質の改善、燃費効率のよい予算を目指したらどうか。一粒で二度おいしい、例え

ば地域産業活性化、イノベーション、ＩＴ、それぞれの政策を絡め合わせることに

より、相乗効果が生まれてくるような工夫を考えたい。 

大田議員から話があった予算の重点化、効率化に大賛成。前回甘利議員が発表し

た中小企業の生産性向上、また農商工連携という新しい産業競争力強化と農業の産

業化という分野について、メリハリのきいた配慮をしていくことが重要ではないか。

（大田議員） 本日の議論を踏まえ、次回、平成 20 年度予算編成の基本方針の原案を

提示し、12 月初めには諮問会議で取りまとめ、閣議決定するよう努力したい。御協

力をよろしくお願いする。 

（福田議長） ごく限られた予算枠の中のことだから大変難しい課題だが、中身を充実

させるということがまず第一。そして、同時に無駄をいかにして排除するか。全体

として歳出改革が進むようにお願いをしたい。 

（大田議員） 最後に、前回の諮問会議で中小企業生産性向上プロジェクトを御審議い

ただいたが、数値目標も含め、このプロジェクトの取りまとめを行っていただいた

ので、資料を配付させていただいている。 

（以 上） 
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