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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 1月 16日（金） 17:30～19:14 

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 

                内閣府特命担当大臣（金融） 

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 

       臨時議員  舛 添   要 一      厚生労働大臣 

 

（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」について 

（２）現下の金融・雇用情勢について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○ 経済財政の中長期方針と 10年展望 

○ 経済財政の中長期方針と 10年展望 比較試算（内閣府） 

○ 現下の経済金融情勢と我が国の対応について（中川議員提出資料） 

○ 企業の資金繰り対策について（二階議員提出資料） 

○ 白川議員提出資料 

○ 雇用問題について（有識者議員提出資料） 

○ 現下の雇用失業情勢について（舛添臨時議員提出資料） 

○ 雇用の創出及びミスマッチ解消に向けた取組について（二階議員提出資料） 

 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第２回） 
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（配布資料） 

○ 内閣総理大臣からの諮問第 25号について 

○ 現下の雇用失業情勢について（参考資料）（舛添臨時議員提出資料） 

○ ソーシャルビジネスによる雇用拡大のイメージ（参考資料）（二階議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

（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。 

   初めに、麻生議長から、手元の資料のとおり、「経済財政の中長期方針と 10 年

展望」について諮問をいただいております。 

本日提出しております「経済財政の中長期方針と 10年展望」（案）は、前回示し

たものから調整の上、所要の修正を行ったものでございます。また、本日は、参考

資料として、内閣府による試算を配付しております。詳しくは、齋藤内閣府計量分

析室長から御説明をいたします。 

 

○「経済財政の中長期方針と 10年展望」について 

（齋藤内閣府計量分析室長） それでは、お手元にお配りしております資料「経済財

政の中長期方針と 10年展望 比較試算」について概略を御説明いたします。 

１ページ目をお開きいただきたいと思います。一番上「１．基本的考え方」でご

ざいますが、今回の試算では、経済の先行きについての不確実性が極めて高くなっ

ていること、また、世界経済が大きく変動し、長期にわたる構造的な潮流変化も生

じていることから、経済及び財政について決め打ちせずに、様々な想定を置いて試

算を行っております。 

「２．経済想定」でございますが、世界経済の回復スピード、成長政策の政策効

果の発現などによる生産性上昇の程度、それから、労働参加率の上昇度合いなどに

差を設けまして、順調回復シナリオ、急回復シナリオ、底ばい継続シナリオの３つ

のシナリオを設定しております。 

「３．財政想定」でございますが、社会保障機能強化、消費税率、歳出パターン

について、記載のとおり様々なケースを想定しております。特に消費税率につきま

しては、（２）にありますように、税率を引き上げない場合も含めまして、引上げ

開始時期や引上げ幅にバリエーションを設けまして、合計６つのケースを想定して

おります。 

試算結果を３ページ以降にグラフと計数表で示しております。昨年末に１回御説

明していますので、今回の試算結果についてはポイントだけ４つ申し上げます。 

１つ目は、４ページ目上の図「国・地方の基礎的財政収支（対名目ＧＤＰ比）」

のとおり、景気後退に伴う法人税収の悪化を受けまして、足元の税収は大幅に悪化

しております。2011 年度には、いずれのケースで見ましても赤字が残る姿となっ

ています。 
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２つ目は、基礎的財政収支が黒字化するタイミングでございますが、４ページ目、

上の順調回復シナリオの下、社会保障の機能強化と消費税率５％引き上げに加えま

して、非社会保障歳出を名目横ばいに抑制することを想定した黄色の部分の上線に

沿った場合に、収支は 2018年度に黒字化するという結果になります。また、下の

図の「公債等残高（対名目ＧＤＰ）」でございますが、順調回復シナリオの下にお

きましては、成長が次第に高まっていく中で、基礎的財政収支の赤字が縮小してい

く。それから、過去の金利が低かった時期に発行された公債が残高として残ってい

るといったことから、2010 年代の前半に上昇傾向は止まり、特に非社会保障歳出

を名目横ばいに抑制することを想定した下の線の場合には、その後、緩やかな低下

傾向を示すことになります。 

３つ目でございますけれども、５ページ目から６ページ目では消費税を引き上げ

ない場合についての試算結果を示していますが、これを見ていただきますと、実質

成長率は、引き上げた場合に比べますと、特に 2010年代の前半につきましては多

少高くなっています。他方、財政について見ていただきますと、６ページ目、上で

ございますが「国と地方の基礎的財政収支（対名目ＧＤＰ比）」のとおり、順調回

復シナリオでありましても 2018年度までには黒字化しないという結果になってお

ります。 

最後に４つ目でございますけれども、経済の将来展望や歳出歳入面での政策対応

の違いによって財政の姿は大きな幅を持つものとなるという点でございます。例え

ば、先程の４ページ目、上の図で見ましても、急回復シナリオで消費税を５％引き

上げる場合には 2010年代半ばに黒字化が達成される一方で、底ばい継続シナリオ

で消費税を据え置く場合には基礎的財政収支の大幅な赤字が続いております。また、

少し飛んでいただいて８ページ目でございますが、消費税率引上げ幅の違いによる

比較を示しておりますけれども、消費税率を据え置く場合から７％引き上げの場合

まで、財政の姿は大きな幅を持って異なってくるということでございます。 

御説明は以上でございます。 

（与謝野議員） それでは、吉川議員より御発言がございます。 

（吉川議員） 今説明のあった比較試算は多くのケースについて試算を行っていると

いうことでございますが、試算の読み方は人によって様々であると思いますが、

私自身がこの試算から何を読み取ったかということを話させていただきます。 

１つ目は、今回、消費税の引き上げについて様々なパターンを想定して試算を行

っているということ。７ページ目及び８ページ目には、いろいろなケースがあるの

ですが、１つは消費税を引上げないケース。これは消費税据え置きのケースという

ことで、十字で表されている。もう１つは 2011年度から 2015年度にかけて１％ず

つ、全体として５％引き上げているケースがあるところだと思います。 

比較をする際３つポイントがあると思うのです。１つは経済成長率にどういう違

いが出てくるか。次に財政再建のペースがどう違ってくるか。３つ目は社会保障の

整備にどういう違いが出てくるか、であります。消費税を引き上げない場合は、い

わゆる社会保障の機能強化はやらないということ、消費税を引き上げた場合は、社
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会保障の機能強化もやるということになっています。 

まず成長率について見ますと、７ページ目の図のとおり、確かに 2011年度では

消費税を引き上げたケースは、引き上げないケースに比べて成長率が低くなってい

ますが、2018 年まで全体として見ますと、一言で言えば、それほど大きな違いは

ない。つまりは、例えば 2016年度などでは消費税を引き上げるケースの方が消費

税を引き上げないケースの上に来るということもあり、全体として大きく見れば、

若干の違いはもちろんあるものの、平均的な成長率にそれほど大きな違いはないこ

とになるわけです。 

そうなると、違いは後の２つです。財政再建のペースについては８ページ目にあ

るのですが、これは予想どおりですけれども、消費税を引き上げた場合には、2018

年度にプライマリーバランスの黒字化が実現できる。しかし、消費税を引き上げな

いケースでは、2018 年度でも赤字で、公債等残高の対名目ＧＤＰ比も直線的に上

がっていってしまう。 

 それから、社会保障への影響では、初めに申し上げたとおり、消費税を上げない

場合は社会保障の機能強化をしないことになるわけです。今のことを全部総合すれ

ば、私は消費税を上げないことは、メリットはなくデメリットだけが残ると思いま

す。なぜならば、社会保障の機能強化という買い物も、国民の目線から見ればでき

ない。それから、成長率はそれほど大きくは違わないのに、消費税を引き上げない

と社会保障の機能強化の買い物もできない。さらに、財政再建の見通しも立たない

ということです。このようにみればプラスはほとんどなく、２つの点でマイナスが

残るということが、この７ページ目から８ページ目のシミュレーションから読み取

れると私は思っています。 

２つ目。11 ページ目にあるとおり、消費税を５％引き上げていく場合に、一気

に引き上げるのと１年に１％ずつ引き上げていくのではどのような違いがあるか

ということも、内閣府が今回シミュレーションをやっていますが、上のグラフの実

質成長率を見ると、１％ずつ徐々に上げていくケースが四角です。それから、2015

年度に５％上げるケースがダイヤモンドで表されていますが、一気に引き上げるの

はやはり経済を不安定化する。グラデュアルに、徐々に引き上げた方が成長率ので

こぼこを小さくできるということが今回のシミュレーションから得られていると

思います。 

以上の２点が、私が今回のシミュレーションを見させていただいて、得られる主

要なメッセージではないかと思います。 

以上です。 

（与謝野議員） それでは、他に御発言はありますか。 

鳩山議員、どうぞ。 

（鳩山議員） 以前にお話ししたことの繰り返しなのですけれども、中期プログラム

では偏在性の小さい地方消費税の充実ということが触れられていると思う。それ

で、消費税の引上げについては全く異論もないのですが、社会保障にかかる費用

をこれから計算される際、例えば国民健康保険や介護保険などで計算しますと、
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国が３に対して地方が１という、３対１という考え方が出てくるのですけれども、

いわゆる地方単独でいろいろ行っていることが結構あるため、これを加えますと、

社会保障にかかる費用は３対２となる。どちらが負担するかということで、地方

消費税との関係において、消費税率を引き上げていく際には、是非、それを御勘

案願いたいということでございます。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（岩田議員） １点、コメントを申し上げたいと思います。 

今、７ページ目の消費税を引き上げる場合と引き上げがない場合のケースについ

て、成長率について余りに差がないという結果になっています。特に 2010年前後

ではむしろ引き上げない方が高いが、少し中長期的に見れば両方余り違いがありま

せんという結果だったと思う。 

こういう結果が得られるのは、中長期の成長率というものは技術進歩率、資本蓄

積率及び人口の増加率、大まかに言いますとこの３つで決まってくるためでありま

す。人口は、移民政策などを実施しない限りは余り変わらない。これは労働参加率

によっても若干違いますけれども、将来、0.5～１％ぐらいの範囲の伸びで大体マ

イナスに寄与するわけです。技術進歩率は３通りのケースに分けて外生的に置いて

いる。そうしますと、残りは資本ストック、つまり資本の蓄積の度合いがどのくら

いかで、中長期に考えた場合の成長率というものが一応置けるということなのです。 

それで、通常言われています一つの議論は、財政赤字が膨らみ公債残高が非常に

増えた場合には、金利が上昇してしまい民間の投資が抑制されるのではないか、あ

るいは財政部門の赤字、つまり政府の貯蓄のマイナス幅が更に拡大しますので、全

体として資本ストックの上昇を抑えるのではないかというのが普通言われている

わけです。このシミュレーションには、金融政策の方も何らかの影響があり得ると

いうことで、そのクラウド・アウトする部分が緩和されているところがあるだろう

と思います。そこは金融政策との関連も出てくる部分だと思いますが、その結果で、

消費税を引き上げない場合の方が、成長率が最初の短期的な部分で若干高目に出る

結果になっているのではないかと思います。 

それから、今、足元の生産の落ち込みが極めて大きいので、出発点のところが、

現実にはもう少しリスクのある部分ではないかと思っています。 

（与謝野議員） 他に御意見がなければ、鳩山議員のお話は、33ページのなお書きを

読んでいただきますと、鳩山議員の御意見も踏まえた形式で提示されております

ので、それで御了解をいただきたいと思います。 

それでは、お手元の案を経済財政諮問会議の答申として決定いたしたいと思いま

すが、よろしゅうございますか。 

 

（「異議なし」と声あり） 

 

（与謝野議員） それでは、本案を経済財政諮問会議の答申として決定いたします。 

本方針は、１月 19日に閣議決定を行う予定でございます。 
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次の議題である、現下の金融・雇用情勢に移ります。 

まず、金融情勢として、企業の資金繰りについて、御議論をいただきます。 

初めに、中川議員から御説明をいただきます。 

 

○現下の金融・雇用情勢について（金融） 

（中川議員） お手元の配布資料「現下の経済金融情勢と我が国の対応について」で

ございます。１ページ目。言うまでもなく、サブプライムローンなどの証券化商

品等への不十分なリスク管理や欧米金融機関の経営問題が、今日もアメリカの大

銀行についていろいろなニュースが流れておりますけれども、世界的な金融・資

本市場全体の混乱へ繋がってきたということです。この混乱が実体経済に影響し、

世界中で急速に経済が悪化している。日本の金融システム自体は、破綻金融機関

もありませんし、比較して健全だと思うけれども、景気については、生産や輸出、

雇用等を含めて、悪化しているということであります。 

麻生議長のリーダーシップにより、当面は景気対策、中期的には財政再建、中長

期的には改革による経済成長ということで、当面は景気対策にあらゆることを対応

し、やるべきことからやっていく。第１次補正予算、第２次補正予算、そして来年

度予算と間断なく政策を実行していくという作業に入っており、財政面では減税も

含めまして 12 兆円程度、金融面では 63 兆円程度を決定しており、75 兆円規模の

経済対策を取っているところであります。これは破綻金融機関を抱えている欧米諸

国に比べても、決してＧＤＰ比率で低いものではないと考えております。国際金融

面でも、去年 11 月のＧ20 で麻生議長からＩＭＦへ最大 1,000 億ドル、約 10 兆円

規模の融資の表明があり、また、世界銀行の方にも 20億ドルを出すことにしてい

ます。 

２ページ目。具体的な施策の代表例といたしまして、改正金融機能強化法。これ

は健全な金融機関に国の公的資金が参加をして、更に自己資本を充実させて、金融

仲介機能を更に強化するということです。これを早急にやる必要があるということ

で、成立から５日後に施行するという極めて異例の対応をしたところです。10 年

前の公的資本注入のように、悪いから注入するのではないかという恐れがあります

が、それは逆で、申請があれば、計画を出していただいて、我々はきちんと審査を

して、資金を出すということ。むしろ、資本参加できるということは、ある意味で

は健全性の証明となると考えています。参加枠は、現在の２兆円から 12兆円にな

ります。 

次に金融機関への要請。年末に向けて、日本銀行といろいろと連携を取りながら

様々行ってきました。金融機関には何回か要請をしており、また、経済産業省とも

共同で中小企業等への対策も行ったところです。年度末に向けて、改めて要請を行

いたいと思っています。 

そして、銀行等保有株式取得機構の活用・強化ということ。これも今までのよう

に銀行がまず相手先の株を買ってもらうという旧制度から、事業法人が先行して持

っている銀行株を機構に売却すること、どちらからでもできるように機能を拡大し
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ています。また、政府保証枠も 20兆円にしています。これも積極的に活用してい

ただきたいと思います。 

３ページ目。政策金融を活用した企業の資金繰り対策であります。左側の中小企

業金融については、二階議員の方で鋭意やっていただいておりますが、日本政策金

融公庫法に基づき、第２次補正予算において、セーフティネット貸付等を 10兆円

規模にまで拡大したい。また、緊急保証につきましても 20兆円規模にしたいと考

えております。それから、法律に基づく危機対応業務。日本政策金融公庫から指定

金融機関、実際に手を挙げたのは日本政策投資銀行、商工組合中央金庫であります

が、これらを通じ、危機対応業務として中堅・大企業向けに長期資金貸付１兆円の

実施に加えまして、短期のＣＰ買い取り２兆円を準備したいと思っています。更に

は、国際業務、ＪＢＩＣの業務としまして、先進国向けの投資金融、それから、主

に途上国向けの輸出金融を拡大しています。特に、先進国にある日本の企業が、そ

の国の経済が悪化した結果、状況が厳しくなることに対して、ＪＢＩＣの業務とし

て対応ができることを新たに追加したところです。 

今後も世界情勢、あるいは３月に向けて、引き続き緊張感を持って対応していき

たいと思っています。 

以上です。 

（与謝野議員） 続きまして、二階議員、お願いします。 

（二階議員） 金融情勢、資金繰り支援のための金融対策についてでありますが、特

に中小・小規模企業など、倒れる必要のない、倒れる理由のない企業が大変困難

に直面しているわけでありますから、何とかして守ることについて、政府を挙げ

て対応していくことが重要だと考えております。雇用対策や景気対策を講ずるに

当たり、この金融問題は大前提であることはいうまでもありません。決して足り

ないとか、あるいは手遅れになったとかということがあってはならないと思いま

す。そこに万全を期することが経済産業省、中小企業庁及び自らの使命であると

考えております。 

配付資料「企業の資金繰り対策について」の１ページ目をご覧ください。おわか

りのとおり、中小・小規模企業の年末の資金繰りのニーズには何とかお応えするこ

とができたと考えております。緊急保証が 19万件、４兆 3,000億円。セーフティ

ネット貸付が約５万件、5,600億円となっております。これも年末は休み返上で関

係者が対応したお陰だと思っています。困っている中小企業者を潰してはならない

という関係者の熱い思いで、12月は土日返上、祝日も返上、30日も店を開くとい

う対応をしてまいりました。ちなみに、30 日は保証枠だけでやはり 500 億円出て

います。そういうことからして、頑張っているところは頑張っているわけでありま

すが、厳しい状況は今後も継続するだろうと見なければなりません。 

当面の山としては、年度末の資金繰り対策が控えています。企業者が安心できる

ような状況をつくるためには、まず一日も早く第２次補正の 30兆円枠を用意する

とともに、執行面においていろいろな工夫が必要であろうと思っています。例えば

休日をどうするか。夜間の相談体制をどうするか。今、電話相談等を夜の７時ごろ
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まで金融機関に考えていただいていますが、こうしたことに対してどう対応してい

くか。そして、これは 100％保証を政府が行っていますから、この趣旨を理解して

いただいて、金利等の貸し付け条件の見直しは当然のことだと思いますが、具体化

していくためにはさらに、しっかり努力しなければならないと思っています。 

２ページ目。中堅・大企業対策でありますが、これまで中小・小規模企業の資金

繰りだけに関心を寄せていましたが、急激に景気が落ち込むと、これは当然のこと

でありますが、中堅・大企業の資金繰りにも配慮せざるを得ない。そういう状況で

あります。経済産業省にも様々な方々が相談に来られるようになりましたが、これ

らに十分対応できるように、資料の２ページ目のとおり、中堅・大企業向けの資金

繰り対策を第２次補正で３兆円規模に拡大することにしています。補正予算成立後、

直ちに対応できるように、既に申請の相談を受け付けており、実質的な審査を行っ

ています。今後の状況次第で、財務省や日本銀行とも御相談をしながら、追加策に

ついても検討しなければならないのではないかと思っています。 

３ページ目。海外事業対策でありますが、資料をご覧いただくと、今日のような

世界的な景気後退下では、足元だけを見ていたのでは十分な対応ができない。海外

の事業が破綻して、それが必ず国内に波及することも十分念頭に入れて対応してい

かなければならないと思っています。昨年末に、日本貿易保険やＪＢＩＣの支援対

象の拡充に麻生内閣を挙げて取り組んだ。このことによって、一刻も早くこれを活

用してもらえるように、目下、財務省の御協力をいただいて、早急に準備を進めて

いるところであります。 

金融情勢が危機的な状況の中で、今後、想定外のことも起こらないとも限らない

わけであります。中小企業はもちろんのことでありますが、中堅企業・大企業につ

いても、現場を預かっています経済産業省として、地方の出先も活用して、目を見

開いて積極的な対応をしていきたい。言い換えれば、しっかり相談に乗っていきた

いということを考えているところであります。先に申し上げましたとおり、金融対

策は政府としても手抜かりがあってはならないということを十分頭に入れて、万全

の対策を尽くしてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

（与謝野議員） 続いて、白川議員、お願いします。 

（白川議員） 本日は、昨年秋以降の日本銀行の政策対応と、最近の金融市場の動向

について、「白川議員提出資料」に基づき御説明いたします。 

１ページ目をご覧いただきたい。経済財政諮問会議でも折に触れて説明してまい

りましたけれども、日本銀行が行ってきました政策対応は大きく分けて３つに分け

ることができます。 

第１に、政策金利の引き下げであります。昨年 10月、12月の２回にわたりまし

て引き下げを決定し、現在の政策金利の水準は 0.1％であります。 

第２に、金融市場安定化のための措置であります。各国の中央銀行と協調してド

ル資金の供給を行っているほか、円資金につきましても、補完当座預金制度という

新たな制度を導入しまして、年末越え資金の供給を例年以上の規模で実施いたしま
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した。また、金融調節を円滑に行うために長期国債の買い入れを増額しています。 

今、申し上げました２つの措置は、いずれも企業金融の円滑化にも効果を持つも

のでありますけれども、更に、第３に、企業金融をより直接的に支援する措置も講

じています。ＣＰにつきましては、買現先オペの頻度、金額を大幅に引き上げて実

施しているほか、時限措置として、先般、買い切りを行うことを決定し、現在、そ

の詳細を検討しております。また、日本銀行の与信の適格担保として受け入れる社

債と企業向け証書貸付債権の範囲を時限的に拡充しまして、格付けにして、従来は

Ａ格以上であったけれども、現在はＢＢＢ格のものまで受け入れています。この措

置を取った後、こうした企業債務の担保としての受け入れ残高が大きく増加してい

ます。更に、差し入れた民間企業債務の担保の範囲内ならば無制限に、低利で、年

度末越え資金を供給する、いわゆる「企業金融支援特別オペ」というものを導入い

たしました。年明け後に実施しました第１回分では、1.2兆円を上回る資金を供給

しました。今後も定期的に実施し、年度末越えの資金供給に万全を期する考えであ

ります。 

次に２ページには、最近の我が国の金融市場の動向について記載しています。 

上段は無担保コールレート（オーバーナイト物）を示していますけれども、0.1％

前後で推移しています。米国で日本のコールレートに相当しますものはフェデラ

ル・ファンド・レートですけれども、こちらの方も 0.1％前後で推移しています。

よく米国についてゼロ金利であるとか、もしくは事実上のゼロ金利政策が採用され

ているように言われますけれども、コールレート、あるいはそれに対応しますフェ

デラル・ファンド・レートを見ると、日米とも、現在 0.1％前後ということで、同

水準で推移しています。 

中段は銀行間のターム物金利、これはある程度の期間のある金利でありますけれ

ども、３か月物の銀行間取引の金利は、日本銀行の政策金利の引き下げ以降、幾分

低下をしています。 

それから、下段はＣＰレートの対短期国債スプレッドであります。企業がＣＰに

よって調達する際の金利と、リスクのない短期国債の利回りの差でありますけれど

も、このグラフにありますとおり、昨年10月から11月にかけて大きく拡大した後、

12 月はほぼ横ばいとなっています。また、海外との比較で言いますと、日本のＣ

Ｐスプレッドの水準は低いわけですけれども、この秋口以降、これが大きく高まっ

たということであります。もっとも、足元の動きについては、市場からの情報によ

りますと、12月下旬以降、この金利差が幾分縮小している模様であります。また、

発行の量という面でも幾分改善の動きが見られています。このような足元の改善状

況には、政策投資銀行の買い入れ開始、それから、日本銀行の買い切り発表といっ

た政策対応も効いていると考えています。一方で、年末越え資金の目途がついたと

いう季節的な要因も影響していますので、今後とも注意は怠れないと考えています。 

３ページ目をご覧いただきたい。米欧の株価は、米国のオバマ新政権の景気対策

に対する期待等から、１月初旬にかけて上昇しましたけれども、その後、実体経済

を巡る懸念の強まり等を背景に低下しています。我が国の株価も、こうした米欧の
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株価の動きや、日本経済の先行き懸念等を背景に、振れの大きい動きとなっていま

す。 

中段の各国の長期金利は、１月初旬にかけて上昇した後、幾分低下をしています。 

下段の為替市場ですけれども、１月初旬にかけてドルが買われましたが、その後、

円が買い戻されているという展開であります。 

日本銀行としましては、先ほど御説明しました措置も活用しながら、引き続き、

金融市場の安定確保に努めるとともに、適切な金融政策運営を行っていくという方

針であります。 

以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございます。それでは、三村議員、張議員、岩田議員か

らそれぞれ御発言があればお願いします。 

（三村議員） 我々の実情でありますけれども、今、第４四半期の生産計画をつくり

上げるのに苦労しています。営業が各ユーザーと話をするのですが、各ユーザー

でも生産レベルが確定しない。ただ、今のところ、何らかの計画を基につくらな

ければいけないのですが、これまではずっとフル能力で来たところ、相当の減産

を強いられているというのが実態であります。これは大変なことでありまして、

キャッシュフロー的にも非常に苦しいのですけれども、過去の蓄積がありますの

で、一兵たりとも川を渡るのに残すなという形でグループとして対応しています。 

関係者は皆、今のところ、とりあえずは何とか年末を越えられたということです

が、年度末に対して、いよいよ株価の下落も含めて大手銀行がどのような態度を取

るのかということを非常に心配しているというのが実際のところであります。株価

が下落しますと、当然貸し出し抑制がありますので、その辺の対策が今後どうなる

のかを心配しているところであります。 

（与謝野議員） 続いて、張議員、お願いします。 

（張議員） 景気が急速に悪化している状況の中で、とりわけ資金需要の高まる年度

末にかけてあらゆる対策を取る必要があると考えていますけれども、これまで日

本銀行によるＣＰ買い取り、それから、政府金融機関による緊急融資の拡大、中

小企業の資金繰り対策など、さまざまな対策を決定いただいていることは大変あ

りがたいと思っています。感謝申し上げます。 

しかし、中には実施を決定したものの開始時期とか具体的な内容がまだ分からな

いというようなものもあります。使えるものがあるのに知らないということを大変

恐れており、今、実際には私どもとしては、取引先などに決定済みの対策について

呼びかけまして、情報提供などしているが、まだ実施に至っていないものがありま

す。 

現下の金融情勢は日を追って厳しさを増しておりまして、特に内外の社債・ＣＰ

市場で発行環境が悪化して、格付けの高い大企業でも資金調達コストが大幅に上昇

している。先ほどの二階議員のお話のとおりであります。このため、企業は銀行か

らの借り入れなどの間接金融にシフトしていますけれども、与信の厳格化や貸し渋

りもありまして、内外の資金調達環境は日増しに悪化しているのが現状であります。
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さまざまな企業は、こうした状況に対して悲鳴を上げているのが実態でありまして、

日本経済団体連合会としましても、金融安定化策の早急な実施を求める緊急提言を

出そうと準備しています。資金需要の緊急性にかんがみ、一刻も早く各対策を開始

していただくことをお願い申し上げたいと思います。 

また、欧米各国では公的資金の注入だけでなくて、預金保護や銀行債務への政府

保証など、さまざまな手段を講じています。また、大変スピードが速い。それから、

規模においても日本との差が大きいと感じています。このままでは日本企業の国際

競争力に大きく影響することが懸念されますので、日本におきましてもあらゆる手

段を講じるよう、政府、日銀の迅速かつ大胆な取組みをお願い申し上げたいと思い

ます。 

最後に、少し具体的な例を自動車の分野で申しますと、ＥＵ、フランス、ドイツ、

英国、米国、韓国、中国の各国が、自国メーカーに対していろいろな支援をしてい

ます。自動車に限らず、自国産業を支援する国が増える中で闘うのはなかなか大変

だというところであります。 

以上でございます。 

（与謝野議員） 岩田議員、お願いします。 

（岩田議員） 今、欧米の話が出ました。それから、白川議員の方からもフェデラル・

ファンド・レートと我が国の政策金利がほとんど 0.1％でとあるという説明があり

ましたが、同時にバランスシートの方を見てみますと、連邦準備のバランスシー

トは、この間、特に 10月以降、ものすごい速さで拡大をしておりまして、従来は

0.9兆ドルぐらいだったものが、今は恐らく 2.2兆ドルぐらいで、スピードがもの

すごく速く、規模が大きい。それだけ、いろいろな資産を買って、それでドルを

出しており、いろいろなファシリティーをつくって出しているのが状況なのでは

ないかと思うのです。日本もかつて量的緩和政策を取りまして、その時にやはり

バランスシートをかなり拡大したのですが、スピードから見ると、今回の連邦準

備の動きはかなり速い。 

もう１点、バーナンキ氏が先日、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでス

ピーチをされたのですが、日本銀行の量的緩和政策と違うところがある、バランス

シートを拡大しているのですけれども、我々がやっているのは、クォンティティ・

イージング・ポリシーではなくて、クレジット・イージング・ポリシーだと言われ

ている。といいますのは、リスクのある資産を直接買い取って、それで資金繰りが

うまくいくようにするということに重点を置いた政策であります。ですから、日本

銀行バランスシートで言いますと、資産の側の中身を重視した政策であります。日

本銀行が取ったのは、民間銀行が日本銀行に預けてある当座預金の残高を増やして

いきます、ということでありますから、負債側で見た政策であるという違いがあり

ます。更に違いがあると思いますのは、今のところ、目標がないのです。2.2兆ド

ルぐらいであって、これからはどのくらい量を増やすのかの目標がない。日本銀行

の場合には量的緩和政策を取ったときに、消費者物価が安定的にプラスになれば止

めますという、ある意味、出口を事前にコミットしているところがあるのです。そ
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このところも、実は今の連邦準備制度の施策に入っていないところだろうと思うの

です。 

そういうことで幾つか違いがあるのですけれども、やはり重要な違いは、リスク

のある資産を直接買い取るとか、リスクのある資産を担保にして流動性を出すこと

をかなり大規模でやっている。今、増えたうちの３割以上はリスクのあるものを買

うなり、あるいはそれを担保として流動性を出すという政策を出している。かつて

の日本銀行も相当株とかを買いましたけれども、比率で言いますと相当違いがある

というのが１つです。 

もう１点は、米国の場合を見ますと、いろいろな形で財務省との連係プレーをし

ています。例えばＧＭＡＣの例でありますと、財務省がお金を出したり、ＧＭＡＣ

を銀行持ち株会社にすると、それに対して連邦準備が今度は資金を出すという仕組

みになっていて、その連携をかなり強化しながらやっているところも一つの特徴で

はないかと思っています。 

ただ、ＧＭＡＣの問題については、やや少し長い目で見ると問題がないのだろう

かと思います。なぜなら、簡単にお金が借りられてしまって、つまり、リストラな

ど本来立て直しをやらなければいけないものが置き去りにされた形で、単にお金を

借りますということになってしまうと、銀行のシステムが歪んでくる。今回の問題

が起こった一つの源は、影の銀行システムと呼ばれていますけれども、表でやらな

いで、裏でいろいろ証券化のビジネスをやって、それでバブルがものすごくふくれ

てしまった。ですから、そういうモラルハザードなどに関する問題を考えないでお

金だけを出し続けるというような仕組みにしたのであれば、後に問題を残すのでは

ないかとも思っています。 

そういうものが米国との比較なのですが、もう一つは、やはり日本の場合も、ど

この国とも同じですけれども、クレジットマーケットがうまく機能していない。グ

ローバルに見ますと、クレジットのスプレッドとは、指数のつくり方によりますけ

れども、平均しますと今は 400ベーシポイントぐらいです。日本の場合には、今、

このＣＰだけを取ると 80ベーシポイントで、「Ａ」格付の社債だと 50ベーシポイ

ント、「ＢＢＢ」格付ですと、200 ベーシポイントというように若干下回るぐらい

であります。しかし、これは通常と比べるとやはり異常な高さであって、簡単には

なかなか資本市場からお金が調達できないという状況であると思うのです。それで

銀行の貸し出しが、今、最新月で 4.6％ぐらい増えているのですが、資本市場で調

達できたものができなくなったので、仕方なしに銀行から借りているということな

のだろうと思います。 

そういうことなので、この間、日本銀行もいろいろ努力されて、いろいろ範囲を

広げられたりなどをされているのですが、今後とも「ＣＰの買い取りをします」と

言ったら、ＣＰのスプレッドが少し下がるとか、あるいは取引の規模が少し戻るな

ど、明らかに政策の効果はあると思いますので、是非、ＣＰの買い取り、また、社

債や証券貸付債券といったものについても買取りを検討するということが必要に

なるのではないかと思います。 



 
平成 21年第２回 議事録 

 

 13 

（与謝野議員） 他に御発言はございませんか。 

白川議員、どうぞ。 

（白川議員） 若干、日本銀行のことについても言及がございましたので、幾つかコ

メントをさせていただきたい。 

まず第１に、日本の企業が海外との競争に参戦するのと全く同じ意識であります。

それから、二階議員から御指摘がありましたけれども、日本銀行が行った施策の中

で、金融機関から一番評価をされているのは、ドル資金の供給オペレーションであ

ります。日本の金融機関にドルを供給するということは、海外で活動している日本

の企業のドル資金繰りを支えているというのが実質的な機能でありまして、そうい

う点は、まさに我々が強く意識している点であります。 

それから、銀行貸出しでありますけれども、現在、銀行貸出は、直前に岩田議員

から御指摘がありましたとおり、数字としては、むしろ非常に増えています。これ

は理由が３つありまして、１つ目は売上減少に伴う運転資金需要。２つ目はＣＰ・

社債発行の振り替わり需要。それから、３つ目は、これは 100年に１回とも言われ

ている状況のもと、非常に身構えて、手元資金を厚く持つ動きが見られることであ

ります。 

この 10－12月につきましては、実はＣＰ発行の減少を上回って、それ以上に、

銀行貸出が増えています。そういう意味では、全体的には、今、企業の手元資金は

増えているというのが足もとの状況であります。ただ今後は、これまでの減産の影

響や売上減少の影響が１－３月に出てくると思われます。しかし、銀行貸出はむし

ろＣＰ・社債発行の減少を上回って増加しているのが足もとの状況であります。 

また、ＦＲＢのバランスシートの件は、岩田議員の御指摘のとおりであります。

これは、米国の金融市場の機能が著しく低下している状況下、それを補うためにＦ

ＲＢが各種金融資産を買切るということを行っていますけれども、これも岩田議員

が御指摘のとおり、実は政府が損失を補填する中で実施している話であります。Ｔ

ＡＲＰと言われています 7,000億ドルの資金を使って、ＦＲＢの買切りに損失が発

生した場合には政府が損失を補填する、というのが基本的な思想であります。そう

した政策は極めて異例の政策でありますけれども、そこまで、今、米国の金融資本

市場の機能が低下しているということであります。 

日本の場合には、相当、足もとの状況が悪化していますけれども、米国に比べれ

ば、悪化の度合いは限られています。そうした中、日本が米国と全く同じ措置を取

ると、金融資本市場の機能を低下させてしまう。ＦＲＢもバランスを取りながら、

政策設計を財務省と相談しながら行っていますが、日本銀行も、先般、金融政策決

定会合で議論を行い、ＣＰの買い取りも含めて他の金融資産についてどういった対

応があり得るかということを、現在、真剣に検討しています。 

（与謝野議員） 他に御発言はございますか。 

どうぞ。 

（麻生議長） ＦＲＢが色々な資産を買い、また金利も下げているが、これはドルに

どのように影響するのですか。 
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また、米国の 7,000億ドルの対策に関して、国債を出す場合、金利や為替にどう

いう影響があるのですか。 

（岩田議員） 金利について言いますと、米国の金利がほかの国と比べてどのくらい

低くなるか。短期金利で言いますと、両方一緒になっています。長期金利で言い

ますと、まだ米国の方が高い状況であります。これから長期国債も買う可能性も、

例えば米国のバーナンキ氏はそういうことをおっしゃっていますので、そういう

可能性もあります。その時にはまた長期金利が下がる可能性があって、金利だけ

で考え、金利差に着目して動く資金があるとすれば、おっしゃるようなところが

一つあると思います。 

ただ重要なことは、御指摘のように、財政赤字が膨らんで、例えば 1.2兆ドルに

なる。それは今度の 7,750億ドルは入っていないので、もっと増えるということだ

と思うのです。そうすると、国債に関してリスクプレミアムが乗っかってくるわけ

です。 

今、足元で起こっているもので非常に興味深く思っていますのが、ＣＤＳのスプ

レッドであります。ＣＤＳというのはクレジット・デフォルト・スワップという金

融派生商品で、信用リスクがこれで見るとわかるようになっています。もちろん、

本当に正しく信用リスクを表しているかどうかはわからないのですが、それが、こ

れまで米国の方が若干低かったのですけれども、今は日本の国債よりも米国が若干

高い状況が生まれているのです。 

これは、ある意味では、そういうリスク、財政赤字が拡大して、財政部門が不安

定化するのではないか、ともし仮に投資家が思い始めれば、これはドル安の要因に

なるということかと思います。しかし、これは日本の場合も、先ほどのシミュレー

ションで言うのを忘れてしまったのですが、仮に消費税などを上げない場合に、公

債残高はどうなるのかを見ますと、標準の場合でも発散形になっているというのが

あります。そうすると、長い目で見ますと、国債残高をうまくコントロールできな

いような財政部門はやはり不安定になると思って、今、日本の長期国債の金利は低

いですけれども、そこにリスクプレミアムが乗っかってくるという問題があると思

うのです。 

ですから、御指摘のような２つの要因はどちらかといえばドル安の要因になるわ

けですけれども、もう一つ、ドルはユーロに対して決して安くなっていないのです。

円に対しては安くなっています。基本的な理由は、米国の投資家がこれまでたくさ

ん海外に資産を持っていた。それを増やしてきていたのです。ところが、去年ぐら

いからそれを減らし始めたわけです。ロスがいろいろ出たので、リスクのある、特

に外貨建てのものを売却する。その結果、ある意味ではドルが強くなっている。こ

れまで出たものが戻ってくるということで、本国回帰と呼びます。民間の投資家の

レベルでそういうことがかなり起こっていて、それがユーロに対してはドルの方が

より強くなるようなことが起こる。日本の場合も実は同じことで、円キャリートレ

ードで相当出ていたものがまた戻ってくる。そうすると、これは円を強くするよう

な要因になる。 
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それから、もう少し基本的な理由は、今度のオバマ政権のあのような刺激策と金

融政策の組み合わせは相当強力だと私は思いますけれども、それがうまく功を奏し

て、うまく回復軌道に乗るというような確信をマーケットの参加者が持てれば、こ

れはドルが強くなる要因なのです。ですから、日本が一番早く回復すると、それは

恐らく、どちらかといえば円を強くするはずだと思います。ですから、景気回復の

強さと、金融面のいろいろなリスクとか金利とかというものとの組み合わせで、ど

ちらの方が強くなるか。これまで起こっていることは、必ずしもドルは弱くなって

いなくて、むしろ実効レートで見ても強くなってきたということかと思います。 

（与謝野議員） 他に御発言がなければ、次の議題に移りたいと思います。 

それでは、雇用情勢について、御議論をいただきます。舛添臨時議員が入ってこ

られます。しばらくお待ちください。 

 

（舛添臨時議員入室） 

 

○現下の金融・雇用情勢について（雇用） 

（与謝野議員） それでは、まず初めに吉川議員から、資料の御説明をいただきます。 

（吉川議員） それでは、私から民間議員ペーパー「雇用問題について」を御説明い

たします。 

世界主要国の景況が急速に悪化する中で、御承知のとおり、米国では雇用情勢が

過去に例を見ないペースで悪化しています。また、各国ともそれに続くことが予想

されます。我が国においても、輸出型製造業における派遣労働者の解雇・雇い止め

の問題や、新規学卒の内定取り消し、期間工の失業問題などが社会問題化している

のは御承知のとおりであります。 

雇用問題は、政府が最優先して対応すべき課題であるが、問題によっては、事態

の急迫性のみを重視した対応により、かえって将来における多様な雇用機会を狭め

たり、失業問題を悪化させる懸念もある。経済全体の大きな流れを踏まえた上で、

時間軸と影響の広がりに応じて問題を整理し、戦略的に取り組んでいることが重要

だということであります。 

まず「１．基本的考え方」でありますが、一国の雇用システムは、労働法制のみ

ならず、産業構造、企業の雇用慣行、労使関係、教育システムなどさまざまな要素

から構成されている。要するに、なかなか問題は複雑であります。したがって「雇

用制度改革」については専門的な観点からの十分な検討を行うことが必要である。

一方で、雇用は生活に直結する問題ですから、余り悠長なことを言っているだけで

もいけない。支援措置の強化や雇用機会の創出といった「上乗せ」的な「雇用対策」

には、迅速かつ大胆に取り組むことが適切であるということです。 

「２．雇用対策・雇用創出」でありますが、時間軸に沿って３つに分けて、同時

並行的にそれぞれに取り組むことが必要であります。 

まず「（１）生活防衛としての非正規中心のセーフティ・ネットの充実」。雇用維

持、失業者対策、失業給付や住居・生活支援、職業訓練等の観点から、生活防衛策
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を措置すべき。ちなみに、最後のセーフティ・ネットというものは全額公費で賄わ

れているわけですが、生活保護という制度もございます。 

「（２）雇用機会の緊急確保」。雇用関連予算について、その採択後直ちに地方公

共団体等が雇用創造支援にとりかかれるよう、関係省が連携し、近々にモデル事業

を提示すべきである。ここでは別紙１に、一例として「フレキシブル支援センター

（仮称）」の案を掲載しています。これは、ポイントは２つあります。１点目が、

現在、雇用創出を問題にしているわけですが、１つは雇用を創出する時に、将来的

に本当にニーズがあるところで雇用を創出すべきであります。２点目は、やはりそ

こで雇用創出すると同時に、新たに雇われた人の技能形成がなされることが望まし

い。ＯＪＴということであります。この２つのポイントがあるわけですが、この点

について、ここではフレキシブル支援センターを一つの例として挙げております。 

４ページに写真が載っていますが、これはそれぞれの地方で行われているフレキ

シブル支援センターの先行的事例であります。写真がたくさん載っていますが、例

えば左上を見ると、お年寄りと並んで、孫の世代の幼い子どもも一緒に写真の中に

写っています。この写真だけを見ますと当たり前のような写真なのですが、制度と

いうことから見ますと、こういうことが想定されていないのです。つまり、高齢者

の方々の施設というのは、それはそれで一つある。それから、幼い子どものための

施設というものがまた別途、それなりに制度としてあるということで、ある意味で

当たり前のように見えるお年寄りと孫の世代の幼い子どもが一緒になっていると

いうことは、必ずしも制度上基本的には想定されていない。ここにある写真はＮＰ

Ｏのような方々がやられて、地域で大変好評を博しているようなものが載っている

ということなのです。 

そこでフレキシブルという名前が付いているわけですが、従来の制度の枠にとら

われないで、言わば小回りのきくようなといいますか、かゆいところに手の届くよ

うな支援センターというものを自治体それぞれの地域のイニシアティブの下に整

えたらどうか。また、こうしたところが雇用を創出するということで新たに人を雇

い入れるわけですが、そうした方々がこのフレキシブル支援センターでの仕事を通

じて技能形成をしていただく。こういうことがなされるのではないかということで

す。 

次に、民間議員ペーパーの２ページ目に移りますが「（３）中長期の雇用機会創

出」。こうしたことは、10年展望に掲げられた新たな成長戦略のとりまとめに向け

て、特に雇用の観点からは、以下の点が重要なのではないか。成長戦略は御存じの

とおり、二階議員の下で経済産業省で行われていることですが、雇用という観点か

ら以下の点に留意すべきだということです。 

まず第１に、高度成長期に見られた「公共事業によって、とにかく直接的に雇用

創出しよう」という発想から転換する必要がある。 

また、高度消費・成熟社会においては、新たな成長戦略による「戦略的市場創出」

による付加価値の高い雇用創出や雇用吸収力の強化、それに応えられる人材育成が

急務である。 
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更に「戦略的市場創出」のためには、産業政策、雇用政策、福祉政策などの垣根

を越えて、横断的に対応することが重要である。政府・自治体はそうした特長を持

つ先導モデルを集中的に支援すべきであるとしています。 

これも一つの先導モデルで、あくまでも一例でありますが、５ページ目の別紙２

に「高齢者の独り暮らし・夫婦世帯に対する生活支援サービス総合モデルのイメー

ジ」を掲載している。これはどういうことかといいますと、高齢化社会が来たとき、

高齢者を本当に支援するモデルは、ある意味では世界中、どこも悩んでいて、世界

全体でのフロンティアの問題であって、正解がまだ見つかっていないと思います。

そのモデルを打ち立てるのは、ある種、総力戦であります。住居・建物の問題もあ

る。移動手段の問題もあるだろう。それから、もちろん、介護保険・医療保険とい

うような保険の設計の問題もある。あるいはさまざまなテクノロジー、例えば介護

ロボットの開発といったようなテクノロジーの問題もあるであろう。とにかく、さ

まざまな側面があるわけでありますが、こうしたことを、高齢化は御承知のとおり、

今世紀中には世界全体の問題になるわけですから、高齢化の進行がとりわけ速い我

が国で、高齢者の支援モデルをつくり上げるべきだと思っています。 

２ページの本文に戻りますが、もう一つ、雇用増分野が労働投入型産業から技術、

サービス両面でのイノベーション主導型産業へと替わっていくのに伴い、幾つかの

ことに注意する必要がある。柔軟な労働市場とセーフティ・ネットの強化を同時一

体で行っていかなければいけない。ＯＪＴと公的職業訓練から、大学も含めた再教

育の機会提供へと人的資本の多様なレベルアップの仕組みをつくる。ミスマッチ解

消の観点から、失業給付・生活支援とこうした再教育機会の提供をセットにして強

化していく。 

最後に「３．雇用システム改革」でありますが、当面の対策はセーフティ・ネッ

トの強化や雇用機会確保を中心としながら、雇用機会・柔軟性創出の視点を踏まえ

ながら、必要な雇用システム改革を十分な議論を行った上で、また年金・医療等の

社会保障改革の取組みと併せて、パッケージとして進めていく。 

論点が幾つか挙げてありますが、雇用保険及び年金・医療等の社会保険について、

ユーザー目線で制度設計すべきではないか。一体的運用、適用拡大の在り方等とい

うことであります。ちなみに、この点につきましては、社会保障国民会議でも、こ

うしたことを実現するために社会保障番号あるいはカードというものを導入する

必要があるという大方のコンセンサスを得ています。 

もう一つ、中期的には労働市場の柔軟性を高めるような制度設計も必要である。

しかし、もう一方で、企業の競争力の源泉となる質の高い人的資本の蓄積が損なわ

れることのないように配慮することも重要であります。職業訓練などの積極的な労

働政策と組み合わせることで、入職を高める仕組みを構築すべきである。最後に、

システム改革に向けて労使双方において応分の対応も必要だということを言って

います。 

以上でございます。 

（与謝野議員） 続きまして、舛添臨時議員、お願いします。 
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（舛添臨時議員） 資料「現下の雇用失業情勢について」という資料をご覧いただき

ながら御説明したいと思います。 

まず、１ページ目でございます。この情勢が非常に厳しい状況にありまして、有

効求人倍率は直近のピークの平成 19年６月の 1.07倍から 0.76倍まで悪化してい

ます。特に 10 月、11 月は、２か月連続で 0.04 ポイントの低下というところで下

げ足を速めております。11 月のハローワークを訪れる事業主都合の離職者が、前

年同月比で 22.3％増加となっている。 

また、東京商工リサーチによりますと、12月の倒産件数は前年同月比 24.1％増

の 1,362件、12月としては６年ぶりに 1,300件を超えています。平成 20年の上場

企業倒産件数は 33件で、戦後最多を更新しています。 

更に、全国の労働局及び職業安定所を通して把握している非正規労働者の雇い止

め状況につきましては、昨年 10月から本年３月まで実施済みまたは実施予定とし

て、12月 19日時点で、全国で 1,415件、８万 5,000人となるなど、この非正規労

働者への対策は急務となっています。今後、更に悪化することが懸念されています。 

２ページ目にお移りください。それでは、どういう施策をやっているかでありま

すけれども、まず緊急のものとして、昨年末から、社員寮などから退去を余儀なく

された住居喪失者に対して、ハローワークにおいて雇用促進住宅への入居あっせん、

賃貸住宅入居のための資金貸付、住み込みで働ける求人の紹介を行っています。 

また、雇用調整助成金制度については、中小企業の助成率を８割に引き上げたほ

か、支給要件の大幅な緩和、それから、対象労働者を被保険者全員に拡大するなど、

解雇することなく雇用を維持できるように施策をやっています。 

さらに、採用内定取消しについては、事業主団体への要請、大学と連携した情報

把握、企業に対する指導、その他、特別相談窓口の設置による学生支援を行ってお

ります。 

これらの施策の実施状況についてでありますが、１月 15日時点で雇用促進住宅

への入居決定数は 2,383件、費用の貸し付けは 428件となっています。また、雇用

調整助成金については、12月１日から 22日までの速報値で２万 402人がこれを受

けています。それから、内定取消しについては 100を超える事業団体に要請をして

います。 

今後につきましては、第２次補正予算、そして、来年度予算におきまして、雇用

創出のための過去最大の 4,000億円の基金を組む。 

それから、再就職支援対策として、年長フリーターや就職未決定者を正規雇用し

た場合に 100万円ないし 50万円の雇入助成を行う。それから、離職者訓練の実施、

訓練期間中の生活保障給付費などの拡大等を盛り込んでいるところであります。 

さらに、雇用保険のセーフティ・ネット機能を強化するということで、適用基準

を１年以上の雇用見込みを６か月以上に緩和する。それから、給付日数も 60日分

延長する。この雇用保険法の改正を国会に提出すべく準備を進めております。 

このように、官民一体となって必要な施策を行っています。 

３ページ目にお移りください。「医療・介護分野等における雇用の拡大について」
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でありますけれども、片一方で人手不足がこういう分野で叫ばれているということ

でありますので、雇用の創出という意味でも、この分野での人材を養成するという

ことで、本日、厚生労働省内に、そのための拡大プロジェクトチームを組みました。 

そして、今日、会見でも御説明しましたけれども、こういう分野における雇用吸

収力を実際に雇用に結び付けるための具体的な方策、そして、「経済財政の中長期

方針と 10年展望」の中に示されている、将来展望において、それに向けたシナリ

オの検討作業にも反映できるように実施しております。 

今、こういうことをやっています。 

以上でございます。 

（与謝野議員） 続きまして、二階議員、お願いします。 

（二階議員） 雇用情勢が極めて厳しい中で、第２次補正予算による雇用創出をスピ

ーディーに、しかも効果的に実施することが重要であると思っています。 

具体的に、例えば資料「雇用の創出及びミスマッチ解消に向けた取組について」

の１ページ目でありますが、環境、観光、農業等の分野における地域の社会的課題

を解決するビジネスを支援する。例えば農業分野であれば、交流体験施設の活用、

地域の素材を使った商品の開発。私自身もあちこち回って歩いているのですが、先

般も紀南地方の田辺市の株式会社秋津野が、地域が古い学校を壊してしまう、ある

いは売り払ってしまうという状況の中で、それはもったいないということで、この

学校を中心に「農商工連携等促進人材創出事業」を展開しているのですが、農業と

組んで対応して、新しい雇用を生み出していて、お客様が殺到しているということ

を伺うのですが、そうしたことを我々はもっと広げていきたいと思っています。 

また、２ページ目でありますが、電子政府の推進が重要な課題でありますが、そ

のボトルネックであります、紙の行政情報の電子化を一気に進めるなどによって新

しい雇用の創出を考えていきたい。経済産業省としても、各地域の経済産業局が自

治体における事業検討や事業者とのマッチングをサポートするなど、僭越ながら、

いわゆる知恵の面で協力していきたい、取り組んでいこうとしています。 

現在、総理から御指示を受けています、新たな市場と雇用を創出するための戦略

を関係府省の御協力を得ながら、３月中旬に向けてとりまとめるということで、こ

れから急ぐつもりであります。ただいま御紹介した分野は、これらの中長期的な成

長分野にもつながるものと思っています。 

３ページ目で、また不況期こそ人材確保のチャンスだ。最近、中小企業の皆さん

や地域・地方においては、今までなかなか人材を確保することに困難を来していた

地域や、それぞれの業種においても雇用のミスマッチがずっと存在していたのです

が、これを幾らかでも解消するチャンスだと捉えて取り組もうとしていることは大

変大事なことだと思っています。 

このため、雇用吸収力のある企業を、関係機関を総動員して、とりあえず 1,000

社以上掘り起こして、その魅力を発信していく。ジョブカフェの地方拠点の拡充強

化も補正予算で認められていますが、地域の連携イベントなどもこれとともに実施

していく。これらによって雇用のミスマッチ解消に万全を期していきたいと思って



 
平成 21年第２回 議事録 

 

 20 

います。 

以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

それでは、御発言がありましたらお願いします。 

鳩山議員、どうぞ。 

（鳩山議員） 舛添臨時議員のおっしゃった 4,000 億円は都道府県に基金として積ま

れるわけで、これを有効に使っていただくということにしています。 

それから、議長が１兆円の地方交付税の増額ということを言っていただいて、そ

れが実現したお陰で、マイナスになるはずの地方交付税が 4,100億円プラスになっ

たのですが、議長から、それは雇用だということなので、雇用の特別の推進枠とし

て、１兆円のうち 5,000億円は雇用創出のみで財政需要を積み上げて、地方で使っ

ていただく。あとの 5,000億円はいろいろな形にちりばめ、それもできるだけ雇用

の創出や住居の問題に使っていただくということ。 

もう一つは、4,000億円の仕組みがまだわからないので直ちに動き出せるかどう

かはわからないけれども、その間は特別交付税、特交がまだ 6,800億円配られてい

ない。３月配る分が 6,800億円ありまして、それを使って、地方自治体が雇用の創

出、あるいは住居等で面倒を見て支出する場合は特別交付税をお渡ししますという

ことで、各地方自治体に全部手紙を出し、連絡をしています。 

（与謝野議員） 舛添臨時議員、どうぞ。 

（舛添臨時議員） 吉川議員から御説明のあった民間議員ペーパーで、２点コメント

をさせていただきます。 

まず、１ページ目の「１．基本的考え方」に３つ○がありますけれども、真ん中

の「○ 『雇用制度改革』については専門的な観点からの十分な検討を行なうこと

が必要である」なのですが「専門的な観点」とお書きになっている。御承知のよう

に、ＩＬＯ条約の絡みでも、要するに政労使、とりわけ労使の意見を十分踏まえて

検討することになっていますので、あらゆる審議会、あらゆる政策決定で労使にま

ず話をしていただく。今、連合と経団連とが、昨日、私のところに来まして、その

ときも、まずは労使で話してください、ワークシェアリングの話をするにしても、

まず労使でということがあります。ですから、やはり今の制度設計は、国際的にも

労使中心に議論をした上でいろんな御意見も賜ってということが１つです。 

もう１つのコメントは、２ページ目の「３．雇用システム改革」の論点の４つ「－」

がありますけれども、２番目で「－ 中期的には労働市場の柔軟性を高めるような

制度設計を、企業の競争力の源泉となる質の高い人的資本の蓄積が損なわれること

のないように配慮しつつ、検討すべきではないか」というのは、実は非常に難しい

課題でありまして、こういう状況で、昨日、経団連と連合の皆さんが労使共同宣言

を持ってこられました。その中に、「長期雇用システムが人材の育成及び労使関係

の安定を図り、企業・経済の成長・発達を支えてきたことを再認識し」というよう

な書き方も片一方ではしてあるのです。ですから、まさに柔軟性を高める制度設計

は、それはある意味で、経営の立場から見れば、雇用の調整弁という意味もあり得
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ると思うのです。 

しかし、ここのところはやはり「制度設計」と言っている以上、どういうように

するのか。今、まさに派遣の問題がこれだけ大きくクローズアップされてきている。

それで、まさにワークシェアリングという形もある。だが、例えば私などはこの文

書を読んで、アウトソーシングというものもこの中には入っているのか、入ってい

ないのか。恐らく入っていないと思うのです。そうしますと、アウトソーシングで、

つまり、選択と集中ということをずっと言ってきたわけですから、そのことも含め

て議論をした方がいいのではないかというのがありますので、ここはもう少し議論

を詰める必要があると思います。 

以上です。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（吉川議員） 労使でよく話し合う必要があるというのは、おっしゃるとおりです。 

少し別のことですが、舛添臨時議員が御説明になった中で、雇用保険についても

う少し考え直してみようというお話があったと思うのですが、大賛成ですが、１つ

触れられなかったことで、御承知のとおり、雇用保険の支給の条件は「会社都合」

と「自己都合」で異なります。もちろん、制度の趣旨は私は理解しているつもりな

のですが、実際には、会社都合なのに自己都合というようになってしまっていると

いうことは、職を失った人の目からすると、そういう問題がよく起きるというのは

御承知のとおりなので、そういう辺りも、せっかく雇用保険を考え直すということ

であれば、ひとつ、どういうようにしたらいいのかということをいろいろ考えてみ

たらどうかと思います。 

（舛添臨時議員） それに対する答えをしてもよろしいですか。 

ハローワークに職探しに来ます。それで自己都合と書いてある。しかし、そこで

聞き取りをやって、どういう事情で、どういう形で、いつ、どういうようにしてあ

なたは辞めたのですか。そうしますと、実際は会社都合だったとします。そうする

と、それですぐに介入して、現実にそれを是正するということを現場でやっていま

す。 

ですから、かなり強力にそれをやって、相談に来てもらって、じっくり聞かない

と、雇用保険の適用にならないから、それは自己都合、会社都合で全然適用の条件

が違ってきますので、それは相当厳しくやっていますので、これを徹底させればと

思っています。 

（吉川議員） 運用で対処するということですね。 

（舛添臨時議員） はい。これは既にできています。 

（与謝野議員） 岩田議員、どうぞ。 

（岩田議員） 舛添臨時議員の方から、先ほどの国際競争力とか、あるいは質の高い

人的資本ということについてのコメントがあったので、それについて１つコメン

トしたいと思います。 

日本の場合は、伝統的に言いますと、いわゆる正社員の人的資本の形成はとても

大事にされて、これはトヨタが代表されるようなものですけれども、人を育ててい
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く。どちらかといえば企業に特殊な能力の部分が多いと思いますけれども、それで

人を育てていくシステムだったものが、今は、非正規の部分が 1,737万人いて、34％

になってしまったのです。それで、今、雇用調整が大きな問題になっているのはこ

の非正規のところで、常用雇用の方は 11月の数字を見ますとまだプラスで１％と

いうので、むしろ増えているのです。ですから、問題は非正規の雇用者の方の教育

訓練といいますか、人的資本の質を高めることを同時にやることが求められている

と思うのです。つまり、従来型のことだけでは多分足りなくて、それプラスαのこ

とが求められている。 

フランスの例を引いて恐縮ですけれども、フランスもやはり派遣社員が相当いま

して、実はそこは労使のいろいろな話し合いですごく長い歴史を持っているのです

けれども、例えば身分が不安定なので、辞めるときに備えて総報酬額の 10％は契

約終了時の手当を用意するとか、それから、賃金と労働条件に関して正社員と同じ

にするとか、そういうものもあるのですが、私が参考になると思っているのは、派

遣されている労働者について教育訓練のプログラムがあるのです。これは労使が両

方で相談して基金をつくって、そこで教育訓練をやって、そこでいろいろな資格を

取れるような仕組みがつくってあるのです。ですから、そういう仕組みがあると、

例えば派遣で切られてしまったといっても、すぐ教育訓練をして、言ってみれば、

企業横断的、産業横断的に人が動いても、ちゃんと教育訓練を受ける機会があると

いう仕組みを、日本型の何らかそういう仕組みをやはりつくっていないと、なかな

か、今回の雇用問題というものは解決が難しいのかと私は思っています。 

雇用の問題について言いますと、やはり速度がすごく速いのです。調整速度は、

過去と比べると恐らく４倍ぐらい速いのだと思うのです。１年ぐらいかかる話が、

１四半期でどっと出てくる。アメリカのオバマ政権も、これから 300万人から 400

万人、失業者が増えるので、それは困るので 7,750億ドル用意しましたというスト

ーリーになっていて、先進国共通に失業の増大というものが、今、課題であります。

しかも、中国で、2.3億人の出稼ぎ労働者がいると言われていて、これが企業倒産、

先ほど日本は 12 月が 1,367 件という話がありましたけれども、中国は１日に 360

件で月に１万幾らの倒産がありまして、倒産して、そこでもちろん、失業者が出て、

これまで出稼ぎで生きていた方が大量に帰郷していることが起こっているわけで

す。それももちろん、問題なのです。 

もう一つ隠れている問題は、これまで出稼ぎで稼いでいた収入を実は農村に戻し

ていて、その収入が非常に多いのです。そこが減ってしまうと何が起こるかといい

ますと、個人消費が落ちる。それで、中国の経済のいろいろな見通しについて、ま

だ８％は大丈夫とか、現実には５～６％になっているのではないかとか、あるいは

場合によっては年率でも１～２％まで落ちているのではないですかとか、いろいろ

な憶測が流れているのです。日本の雇用調整のスピードが、過去と比べて４倍ぐら

い早い。これまで過去の後退期においては、個人消費はある意味で非常に底固いの

です。景気後退があっても、必ず１％ぐらいは伸びていたのです。ところが、今度、

雇用調整が、時間が非常に早いということになりますと、雇用が悪化して、その結
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果、消費の方の調整し、もしかすると底支えというものは、これまでより弱くなる

リスクも私は内在していると思うのです。 

もう一つ、先ほど張議員の方から自動車の生産とか何かのお話がありましたけれ

ども、自動車産業というものはとても波及効果が大きいのです。例えば関連付加価

値が１兆円減ると、総合すると 3.5兆円ぐらい関連付加価値が減るとか、あるいは

雇用についても非常にインパクトが大きい。そういうところが実は、今、雇用調整

のところに来ているという二重の問題が、今、出ているのだろうと思うのです。 

そういうことなので、雇用問題はこれからもっと大きくなるということを考えな

がら対応を考えていく。制度も、先ほどの教育訓練のところも含めて、労働力人口

は先行き 10 年間 0.5％から１％ぐらい減っていってしまう。つまり、数は減って

いってしまうのです。それで、特に若年の人が例えばこういう派遣で働いていて、

その間、教育訓練が受けられないと質が劣化するのです。質が高くなるどころでは

なくて、質も悪くなってしまう。数も減って質も悪くなれば、将来展望がうまく開

けない。 

今度の方針でも「人材最大活用社会」と書いてあるのですけれども、私は就業形

態とか雇用形態が多様化している方がいいと思うのです。といいますのは、ある推

計によりますと、アンケートを取りますと、これも 1,700万人の非正規の方のうち

400 万人ぐらいが本当は正社員になりたい。残りはむしろ多様な生き方をしたい。

これも明らかにあるわけです。そういうニーズも両方合わせた上で制度を設計して

いくことがどうしても必要ではないかと思います。 

（与謝野議員） どうぞ。 

（張議員） 舛添議員のおっしゃったことに関連して、日本的な雇用というのは、人

を採用した後、しっかり社内で教育をして、家族同様の関係を築くことにより、

従業員は会社の様々な施策に対しても我がことのように全員参加でやる高いロイ

ヤルティを持つ。これが強みになっておりまして、今、特に国際的に競争してい

る企業は、品質とか、原価とか、その他サービスなどでも、これまで優位に立っ

てきたと思うのです。   

これを何とか強みを残しながら制度設計していかなければいけないということ

を思っております。 

（舛添臨時議員） よくわかります。 

（与謝野議員） 三村議員、どうぞ。 

（三村議員） 舛添臨時議員の御質問ですけれども、今、経営者はみんな悩んでいる

のです。要するに国際競争力を確保することと、雇用をどうやって維持するのか、

このバランスでみんな非常に悩んでいるのです。それで恐らく、今は統一見解は

ないと思います。個別企業によって、それから、状況によってみんな違ってくる

と思います。ですから、これは一つのテーマ設定ですから、これをどう解決する

のかというのは誠に難しい、大事なことだと思いますので、おっしゃったことに

ついては、私は賛成であります。 

もう一つ言いたいのは、足元の状況についてですけれども、11 月では失業率が
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3.9％。これ自体は悪い数字ではないのです。更にこれが悪化していると思います

けれども、3.9％の意味するところは、人手が足りないところが必ずたくさん、今、

日本の中にあるわけです。中小企業はそうですし、介護がそうですし、ですから、

恐らく一番効率的なものは、これをいかにマッチングさせるかという点であり、大

事なことだと思っております。 

それから、できれば、１兆円のお金を費やすわけで、雇用創出ということでこれ

から緊急にやらなければいけないと思いますけれども、やはり将来の成長とかそう

いうものに役立つ分野に、できるだけ多くのものが費やされる。これが私は必要だ

と思っております。 

３番目ですけれども、これは中長期の雇用機会創出と書いてありますが、是非と

も、この中身は底力発揮戦略というものと、整合性のある内容がこの中に盛り込ま

れ、それがなおかつ、雇用創出というようになるようなことであればいいと思って

います。ですから、そういうものを是非とも取り入れていただきたいと思っており

ます。 

以上です。 

（与謝野議員） それでは、雇用についても、また金融についても、現状把握のため

に、毎月、レビューをこれからも行ってまいりたいと思っております。 

これでプレスが入りまして、議長からの御発言をいただくことになっております。 

 

（報道関係者入室） 

 

（与謝野議員） 議長、お願いします。 

（麻生議長） 今回は過去に例を見ない世界同時不況で、先行きに極めて不透明感が

高まっています。こういったときに世界第２位の経済大国としてはきちんとした

ものをやらなければいけないということで、この中長期方針と 10年展望をお願い

して、今回答申いただきました。 

当面は景気対策、中期的には財政に対する責任、同時に、中長期的には成長産業

をきちんと育成していく必要があります。「10年展望」は、これらの基本理念を肉

づけしていただいたもので、何かととりまとめには御努力をいただきまして、誠に

ありがとうございました。 

雇用の創出につきましては、今日、民間議員の方からも、即効性のある、いろい

ろな提言がありましたけれども、省庁横断的なものを含めて、予算の成立後、地方

公共団体が実施に移せるようにするために、関係各省が知恵を出して、多くのモデ

ル事業を提示して欲しいと思っております。 

今後、雇用は厳しくなると私どももそう思っています。１－３月は間違いなくき

ついと思っています。企業に対する資金の融資、また保証等を経済産業省でいろい

ろやってもらって、その効果は出ていますが、さらに年度末に備えていろいろな対

策を立てて今後とも努力をしてまいりたいと思いますので、皆様方のお知恵を更に

拝借して対応してまいりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 
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（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） それでは、以上をもちまして終了といたします。どうもありがとう

ございました。 

（以 上） 

 


