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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 1月 6日（火） 17:30～17:53 

2．場所：官邸４階大会議室 

3．出席議員： 

議長    麻 生   太 郎   内閣総理大臣 

議員    河 村   建 夫   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     鳩 山    夫   総務大臣 

同     中 川   昭 一   財務大臣 

同     二 階   俊 博   経済産業大臣 

同     白 川   方 明   日本銀行総裁 

同     岩 田   一 政   内閣府経済社会総合研究所長 

同     張     富士夫   トヨタ自動車株式会社取締役会長 

同     三 村   明 夫   新日本製鐵株式会社代表取締役会長 

同     吉 川      洋   東京大学大学院経済学研究科教授 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）「経済財政の中長期方針と 10年展望（仮称）」（原案）について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○経済財政の中長期方針と 10年展望（仮称）（原案） 

 

 

（本文） 

○「経済財政の中長期方針と 10年展望（仮称）」（原案）について 

（与謝野議員） ただいまから経済財政諮問会議を開催いたします。 

 本日は「経済財政の中長期方針と 10年展望（仮称）」の原案を御審議いただきま

す。前回お示しした素案から議論を踏まえた修正を行っており、また、新たに財政

健全化部分をお示ししております。 

原案については、松元内閣府政策統括官から説明させます。 

（松元内閣府政策統括官） 「経済財政の中長期方針と 10 年展望（仮称）」の原案に

ついて、新たにお示ししている財政健全化部分を中心に変更点を説明する。 
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説明資料「経済財政の中長期方針と 10年展望（仮称）（原案）」の５ページにあ

る「３．財政健全化に向けて」をご覧いただきたい。 

まず「基礎的財政収支の動向」について、世界的な金融危機と経済悪化を受けて、

我が国経済及び税収が想定外のペースで落ち込んでいる状況、また、2011 年まで

の黒字化達成の前提とされていた歳入改革についても実施されていない状況の下、

これらを背景に、我が国の財政収支が急激に悪化しており、2011 年度までに国・

地方の基礎的（初期的）財政収支、プライマリーバランスを黒字化させるとの目標

の達成が困難になっていることを記述している。 

「財政健全化目標について」部分は読み上げさせていただく。 

「基礎的（初期的）財政収支の黒字化は、『持続可能な財政』に向けた『一里塚』

であり、過去に前例のない不透明な内外経済状況に弾力的に対応しつつも、できる

限り早期に達成することが必要である。 

しかしながら、経済情勢が極めて流動的・不透明な中では、一定の確度をもって

見通すことは困難であることから、当面、財政規律の観点から、現行の努力目標の

下で、景気回復を最優先としつつ、財政健全化の取組を進める。急変する世界経済

の状況等により目標達成時期が遅れる場合であっても、その遅れをできる限り短く

するよう、財政健全化に取り組む。 

また、国・地方の債務残高対ＧＤＰ比の発散を止め、安定的に引き下げることを

確保することは、財政の持続可能性を確保する上で極めて重要な規準である。団塊

世代がすべて年金受給者となる 2010年代半ばまでにこれを達成するとの目標に向

けて、適切な経済財政運営を行っていく」としている。 

次に「財政健全化の取組」であるが、中期的な財政健全化のため、「①歳出」、「②

歳入」、「③成長政策」の観点から取組を行うこととしている。 

「①歳出」においては、国民生活を守る観点から果断な対応を機動的・弾力的に

行うとしているが、そういった中でも、予算の重点化、メリハリのある予算配分を

行っていくことを記述している。 

「②歳入」においては、「中期プログラム」にしたがって、消費税を含む税制抜

本改革の着実な具体化を図ることと、これにあわせて社会保障の機能強化の具体化

を図るとしている。 

「③成長政策」においては、世界の潮流変化を先取りした成長政策に集中的に取

り組むことにより、景気回復の下支えと中長期的な経済成長を実現し、その成果に

より将来世代を含む国民負担増を圧縮するとしている。 

財政健全化については、以上である。 

その他、主要な変更点として、８ページをご覧いただきたい。 

前回の経済財政諮問会議での議論を受けて、８ページの１行目に「ものづくり産

業のような我が国のこれまでの強みを活かす」という記述を追加している。 

続いて、11 ページの４行目で、前回の経済財政諮問会議における二階議員から

の御指摘を踏まえ、観光立国について記述している。読み上げさせていただくと、

「さらに、観光立国の実現を通じ、様々な分野において内外との交流を拡大するこ
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とにより新たな需要や雇用を創出し、我が国全体の活力を維持・強化する」として

いる。 

それ以外、若干の修正はあるが、内容の変更を伴わない字句修正である。 

（与謝野議員） 御発言がございましたら、どうぞ。 

 吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員） 厳しい経済状況の中でも財政規律をきちんと守らなければいけないと

いう大きなメッセージに賛成である。 

もう一つは政府へのお願いである。７ページの下部の「こうした中で」という段

落で、「将来展望を欠いたまま、場当たり的に対応しているだけでは、大きな方針

を誤ることになる」と書いてあるが、私は、現在の大きな課題として、やはり雇用

の問題というのがあると考えている。 

雇用創出についても、８ページの上部の「こうした考えの下」という段落の５行

目に「また、現下の経済危機を乗り越えるための対策を講じる上でも、このシナリ

オ」、つまりは将来展望を踏まえてということであるが「安定的な雇用を創出する

ことを目指す」という文章になっている。これは大変重要な指摘である。現在、雇

用問題が大きな問題であることは御存じのとおりだが、場当たり的な雇用創出とい

うことでは限界があるわけであるから、ここに述べられているような将来展望を踏

まえて雇用を創出する。 

具体的には、とりわけ農業あるいは介護、それから先ほど御指摘があった観光と

いった分野が労働集約的であり、付加価値とは別に将来の雇用創出ということで言

えば、とりわけ重要なセクターではないかと考えている。政府におかれては、こう

した分野における雇用創出を、将来展望を踏まえて生み出していただきたい。全体

として、この展望に私は賛成である。 

（与謝野議員） 三村議員、どうぞ。 

（三村議員） 全体として非常によくできていると思う。全面的に賛成である。 

８ページに「ものづくり産業のような我が国のこれまでの強みを活かすととも

に」と入れていただいた。現状では 26兆円のエネルギー・食糧の輸入があるが、

その外貨を稼いでいるのは、やはり伝統的な産業である。自動車、産業機械、ある

いは半導体、それから、鉄鋼も入っているわけだが、新しい産業を創出すると同時

に、こういう産業の強みを更に活かす、この両面のバランスの取れた運用がやはり

非常に大切だと考えているので、このことだけを付け加えさせていただきたい。 

（与謝野議員） 岩田議員、どうぞ。 

（岩田議員） ２点申し上げたい。 

１つは財政健全化についての、先ほど御説明のあった、特に６ページ目の点だが、

基礎的収支の努力目標をきちんとはっきりさせた上で歳出改革を堅持することと、

公債残高と名目ＧＤＰ比率を安定化させ、それを下げていくという、言わば、フロ

ーとストックの両方の目標を常に持っていることはやはり大事なことであろうと

思う。 

それから、ＥＵの場合でも、財政収支だとＧＤＰ比で３％とか、あるいは公債残
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高だと、名目ＧＤＰ比率で 60％とか、フローとストックの両方を考えているが、

日本の場合には、この基礎的収支ということでフローの方で代表させて考えている。

そういうことで、財政の健全化について、こういうフローとストック両面で目標を

明示しておくことはやはり重要なことではないか、というのが１点目。 

２点目は、今回、グローバルな金融危機が起こり、これはちょうど 1930年代と

似ていることが多いとおっしゃる方が多い。私もやはり似ているところがあると思

う。金融面のショックの大きさと言うと、大恐慌以来のものだったのではないか。

そういうこともあって金融サミットが開かれたが、その会合では２番目のブレトン

ウッズ会議だというふうにおっしゃる方もおいでになったが、私自身はどちらかと

いえばジェノバ会議に近い会合だったのではないかと思っている。 

いずれにしても、大きな金融面でのショックがあり、危機があり、1930 年代の

場合には市場メカニズムに対する信頼感が、その結果かなり失われ、国によっては

かなり統制的な経済になったところもある。それから、大恐慌になる前には日本と

かフランスもアメリカ型の、どちらかと言うと、市場型の資本主義に非常に近かっ

たが、この大恐慌の時代を経て、言わば、リレーションシップ資本主義と言う方も

いるが、日本の場合だと、もう少しメインバンク制度というようなものの方向、銀

行を中心としたような金融システムに移っていったという経緯がある。 

こういうことがあり、今回の場合も、国際金融システムに何らかのほころびが生

じているということはある。それに対して、どういうふうに対応したらいいのかが

問題になっているが、私は 1930年代のような結果にはならないと思う。1930年代

はどちらかと言うと、最終的には統制経済の方に行ってしまったところが国によっ

てあったわけだが、そういう方向には恐らく行かないと思う。 

大反動の時代が来るかという議論があるが、つまり、1930 年代のように市場の

メカニズムに対する不信感が生まれて、もう少し統制、あるいは規制がすごく強く

なるようなシステムになるのではないかという議論もあるが、私はフランスに昨年

12 月に伺って、フランスの政府の関係者の方ともお話ししたが、ブレトンウッズ

２ということをサルコジ大統領はおっしゃっているが、何ですかと伺ったら、中身

は２つあって、１つは規制で、ヘッジファンド等を含め、あらゆる金融活動をやっ

ている主体については、きちんとこれを監督する体制をつくるのが必要。もう一つ

はグローバルガバナンスの問題で、新興国のボイスをもう少し取り入れるようなこ

とが必要なのではないかというようなことだった。決して、その中身は 1930年代

に戻るとか、そういう話ではないと私は理解をした。 

いずれにしても、この文章では金融の問題について「新たな金融モデルの構築」

が 10ページに書いてあり、これはそのとおりで、文章は正しいことが書いてある

が、具体的には、この新たな金融モデルをどういうふうにつくるのかという、そこ

に至るまでの途中、あるいはそれはどういう姿の金融モデルなのか。これは私の理

解では、日本は、今、市場型の間接金融というようなシステムだと思うが、恐らく、

それをもう少し洗練されたものにしていく方向だと考えている。いずれにしても、

その金融モデルがどうなるかということと、それから、国際金融システムにほころ
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びが出ていることに対し、どういうふうに手当てしたらいいのかという問題がもう

一つ隠れていると思う。 

その国際金融の立て直しについては、今のところ、いろんなアイデアが学者の方

とかいろいろ出ているが、まだ十分、地についたものにはなっていない。私が、個

人的な意見として思っているのは、今、幾つかのフォーラム、あるいは国際機関も、

ＢＩＳ、ＩＭＦ、ＦＳＡというようなものがあるが、基本は複数の専門家集団が機

能に応じて緩やかに連合し、新たなシステムを編成していくようなことが望ましい

のではないかと思っている。 

（与謝野議員） 張議員、どうぞ。 

（張議員） 財政健全化の目標、特に基礎的な財政収支の黒字化に関しては、持続的

な財政に向けた「一里塚」であると同時に、言ってみれば、政府施策の選択と集

中を促す意味で大変重要なものと考えており、今回の提案内容に賛成である。 

また、言うまでもないが、財政健全化を進めるに当たっては、歳出改革を継続的

に行っていくことが必要だが、その一方で、いかに歳入増を図っていくかが大変重

要なポイントである。 

そのためには、日本経済の活力を上向かせることが不可欠であり、そのカギを握

るのが今後の成長戦略だろうと思う。この点をよく踏まえながら、これからの成長

戦略の在り方についていろいろ議論していく必要がある。 

（与謝野議員） 鳩山議員、どうぞ。 

（鳩山議員） 世界食糧危機が大体 2030 年に予想されるとすると、2018 年とか 2019

年、その頃に影響が出ていないはずがない。これは環境による穀物の減産と、人

口の急増とのクロスするところが 2030年と言われており、したがって、これは金

融システムが正常に機能しても、食糧危機になれば大変なことになるので、吉川

議員が触れられた農業については、今のうちからきちんと考えておくべきである。 

（与謝野議員） 農業については、石破農林水産大臣とお話をしていて、経済財政諮

問会議でもいずれ、この問題を取り上げることになると思っている。 

（鳩山議員） 是非、お願いします。 

（与謝野議員） 他に御発言がなければ、今後、これを原案として、与党でも御検討

いただいて、次回の経済財政諮問会議では、内閣府の試算をお示しした上で、諮

問・答申を行いたいと思っております。 

議長、特に何か、よろしいですか。 

（麻生議長） ありません。 

（与謝野議員） それでは、今日は以上で終了させていただきます。 

（以 上） 

 


