
  

  

  

  

    

    

    

    

 

 

     

     

      

       

      

               

     

       

     

    

     

         

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

平成 21 年第２回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

(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）
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（概要）

○「経済財政の中長期方針と 10 年展望」について

（与謝野議員） 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いる。 

本日提出の「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ある。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いる。詳しくは、齋藤内閣府計量分析室長が説明する。 

（齋藤内閣府計量分析室長） お手元の資料「経済財政の中長期方針と 10 年展望 比

較試算」について概略を説明する。 

１ページ目。一番上「１．基本的考え方」であるが、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している。 

「２．経済想定」であるが、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、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

設定している。 

「３．財政想定」であるが、社会保障機能強化、消費税率、歳出のパターンにつ

いて、記載のとおり様々なケースを想定している。特に消費税率については、（２）

にあるように、税率を引き上げない場合も含めて、引上げ開始時期や引上げ幅にバ

リエーションを設けて、合計６つのケースを想定している。 

試算結果を３ページ以降にグラフと計数表で示している。今回の試算結果につい

てはポイントだけ４つ申し上げる。 

１つ目は、４ページ目上の「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、足元の税収は大幅に悪化している。

2011 年度には、いずれのケースでも赤字が残る姿となっている。 

２つ目は、基礎的財政収支が黒字化するタイミングであるが、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、非社会

保障歳出を名目額横ばいに抑制することを想定した黄色部分の上線に沿った場合

に、収支は 2018 年度にようやく黒字化する結果になる。また、下の図「公債等残

高（対名目ＧＤＰ）」であるが、順調回復シナリオの下においては、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額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。 

３つ目は、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るが、実質成長率は、引き上げた場合に比べると、特に 2010

年代の前半については多少高くなっている。他方、財政については、６ページ目上

の「国・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

も 2018 年度までには黒字化しない結果になる。 

昀後に４つ目は、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ある。例えば、先程の４ページ目上の

図で見ても、急回復シナリオで消費税率を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、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いる。また、８ページ目では消費税率引上げ幅の
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違いによる比較を示しているが、消費税率を据え置く場合から７％引上げの場合ま

で、財政の姿は大きな幅を持って異なってくる。 

（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。試

算の読み方は人によって様々であろうが、私自身が試算から何を読み取ったかを話

させていただく。 

１つ目。今回、消費税引上げについて様々なパターンを想定し試算を行っている。

７ページ目及び８ページ目には様々なケースがあるが、１つは消費税を引上げない

ケース、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。 

比較をする際３つのポイントがある。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、である。消費税を引き上げない場合は社会保障の機能強化

はやらない、消費税を引き上げた場合は社会保障の機能強化もやるということにな

っている。 

まず成長率について見ると、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る

が、2018 年まで全体として見ると、一言で言えばそれほど大きな違いはない。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、若干の違いは勿論ある

ものの、平均的な成長率にそれほど大きな違いはない。 

違いは後の２つ。財政再建のペースについては８ページ目にあるが、予想どおり、

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 年度でも赤字であり、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。 

社会保障への影響では、初めに申し上げたとおり、消費税を引き上げない場合は

社会保障の機能強化をしないことになる。全部を総合すれば、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う。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。成長率はそれほど大きく違わないのに、

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。このように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、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。

二つ目。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、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のか、内

閣府が今回シミュレーションをやっているが、上のグラフの実質成長率を見ると、

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う。 

以上の２点が、今回のシミュレーションから得られる主要なメッセージではない

かと思う。 

（鳩山議員） 以前話したことの繰り返しですが、中期プログラムでは偏在性の小さい

地方消費税の充実が触れられていると思う。消費税の引上げについては全く異論も

ないが、社会保障にかかる費用を計算する際、例えば国民健康保険や介護保険など

で計算すると、国３に対して地方１という考え方が出てくるが、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、これを加える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、
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消費税率を引き上げていく際には是非御勘案願いたい。 

（岩田議員） 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る。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ないという

結果だった。 

こういう結果が得られるのは、中長期の成長率は技術進歩率、資本蓄積率及び人

口の増加率、大まかに言うとこの３つで決まってくるためである。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。労働参加率によっても若干違うが、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。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。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、中長期の成長率が一応置ける。 

通常言われている一つの議論は、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、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ことがある。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、そのクラウド・アウトする部分が緩和されているところ

があると思う。その結果で、消費税を引き上げない場合の方が、成長率が昀初の短

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う。 

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う。 

（与謝野議員）鳩山議員の話は、33 ページのなお書きで、鳩山議員の意見も踏まえた形

式で提示されているので、それで御了解いただきたい。 

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したいが、よろしい

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する。 

本方針は、19 日に閣議決定を行う予定である。 

○現下の金融・雇用情勢について（金融）

（中川議員） 配布資料「現下の経済金融情勢と我が国の対応について」１ページ目。

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

の経営問題が世界的な金融・資本市場全体の混乱へ繋がってきた。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、

破綻金融機関もなく、比較して健全だと思うが、景気については、生産や輸出、雇

用等を含め、悪化している。 

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するという作業に入っており、財政面では減税も含め

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。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。国際金融面でも、去年 11 月のＧ20 で麻生議長からＩＭＦ

へ昀大 1,000 億ドル、約 10 兆円規模の融資の表明があり、また、世界銀行にも 20

億ドルを出すことにしている。 

２ページ目。具体的施策の代表例として、改正金融機能強化法。これは健全な金
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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、金融仲介機能を更

に強化するというもの。早急にやる必要があるため、成立から５日後に施行という

極めて異例の対応をした。10 年前の公的資本注入のように、悪いから注入するので

はないかとの恐れがあるが、それは逆で、申請があれば、計画を出して頂いて、我々

はきちんと審査をし、資金を出す。むしろ、資本参加できることは、ある意味では

健全性の証明となる。参加枠は、現在の２兆円から 12 兆円になる。 

次に金融機関への要請。年末に向けて、日本銀行と連絡を取りながら様々行って

きた。金融機関には何度か要請をしており、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。年度末に向けて、改めて要請を行いたい。 

そして、銀行等保有株式取得機構の活用・強化。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ている。また、政

府保証枠も 20 兆円にしている。これも積極的に活用していただきたい。 

３ページ目。政策金融を活用した企業の資金繰り対策。中小企業金融については、

二階議員に鋭意やっていただいているが、日本政策金融公庫法に基づき、２次補正

予算において、セーフティネット貸付等を 10 兆円規模まで拡大したい。また、緊

急保証についても 20 兆円規模にしたい。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るが、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、短期のＣＰ買取２兆円を準備したい。更には、

国際業務、ＪＢＩＣの業務として、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る。先進国にある日本の企業が、その国の経済が悪化

し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

に追加したところだ。 

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。 

（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るが、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

いることから、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。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

いうまでもない。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。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いる。 

配布資料「企業の資金繰り対策について」の１ページ目。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。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 億円であった。これ

も年末は休み返上で関係者が対応してくれたお陰だと思っている。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きた。ちなみに、30 日は保証枠だけでやは

り 500 億円出ている。そういうことからして、頑張っておるところは頑張っている

わけであるが、厳しい状況は今後も継続するだろうと見なければならない。 

当面の山としては、年度末の資金繰り対策が控えている。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。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時ごろまで金融機関に考え
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ていただいているが、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るから、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うが、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。 

２ページ目。中堅・大企業対策であるが、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たが、急激に景気が落ち込むと、当然のことではあるが、中

堅業・大企業の資金繰りにも配慮せざるを得ない。経済産業省にも様々な方が相談

に来られるようになったが、これらに十分対応できるように、２ページ目のとおり、

中堅・大企業向けの資金繰り対策を２次補正で３兆円規模に拡大することにしてい

る。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る。今後の状況次第で、財務省や日本銀行と相談しながら、

追加策についても検討しなければならないと思っている。 

３ページ目。海外事業対策であるが、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。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。一

刻も早くこれを活用してもらえるように、目下、財務省の協力をいただいて、早急

に準備を進めているところである。 

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。

中小企業は勿論のことであるが、大企業・中堅企業についても、現場を預かってい

る経済産業省として、地方の出先も活用し、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、しっかりと相談に乗っていきたいということだ。金融対策は

政府として手抜かりがあってはならないことを十分頭に入れ、万全の対策を尽くし

てまいりたい。 

（白川議員） 昨年秋以降の日本銀行の政策対応と、昀近の金融市場の動向について、

「白川議員提出資料」に基づき説明する。 

１ページ目をご覧頂きたい。経済財政諮問会議でも折に触れて説明してきたが、

日本銀行が行った政策対応は大きく分けて３つに分けることができる。 

第１に、政策金利の引き下げである。昨年 10 月、12 月の２回にわたって引き下

げを決定し、現在の政策金利の水準は 0.1％である。 

第２に、金融市場安定化のための措置である。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、円資金についても、補完当座預金制度という新たな制

度を導入して、年末越え資金の供給を例年以上の規模で実施した。また、金融調節

を円滑に行うために、長期国債の買入れを増額している。 

今、申し上げた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

あるが、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る。ＣＰ

については、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、買切りを行うことを決定し、現在、その詳細を検討している。

また、日本銀行の与信の適格担保として受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て、格付けにして、従来はＡ格以上であったが、現在はＢＢＢ

格のものまで受け入れている。この措置を取った後、企業債務の担保としての受入

れ残高が大きく増加している。更に、差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」

を導入した。年明け後に実施した第１回分では、1.2 兆円を上回る資金を供給した。

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る。 
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２ページには、昀近の我が国の金融市場の動向について記載している。 

上段は無担保コールレート（オーバーナイト物）を示しており、0.1％前後で推

移している。米国で日本のコールレートに相当するものはフェデラル・ファンド・

レートだが、こちらの方も 0.1％前後で推移している。よく米国についてゼロ金利、

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るが、コールレート、

あるいはそれに対応するフェデラル・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る。 

中段は銀行間のターム物金利、これはある程度期間のある金利であるが、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、幾分低下している。

それから、下段はＣＰレートの対短期国債スプレッドである。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るが、このグラフ

のとおり、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

っている。また、海外との比較で言うと、日本のＣＰスプレッドの水準は低いわけ

であるが、この秋口以降、これが大きく高まった。もっとも、足もとの動きについ

ては、市場からの情報によると、12 月下旬以降、この金利差が幾分縮小している模

様である。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る。このよう

な足もとの改善状況には、政策投資銀行の買入れ開始、それから、日本銀行の買切

り発表といった政策対応も効いていると考えている。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るので、今後とも注意は怠れないと考え

ている。 

３ページ目をご覧頂きたい。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たが、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る。我が国の株価も、こうした米欧の株価の動きや、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る。 

中段の各国の長期金利は、１月初旬にかけて上昇した後、幾分低下している。 

下段の為替市場であるが、１月初旬にかけてドルが買われたが、その後、円が買

い戻されているという展開である。 

日本銀行としては、先ほど説明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方針である。 

（三村議員） 我々の実情であるが、今、第４四半期の生産計画をつくり上げるのに苦

労している。営業が各ユーザーと話をするが、各ユーザーでも生産レベルが確定し

ない。何らかの計画を基につくらなければならないが、これまでずっとフル能力で

来たところ、相当の減産を強いられているのが実態である。キャッシュフロー的に

も非常に苦しいが、過去の蓄積があるので、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る。 

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。株価が下落すると、当然貸し出し抑制があるので、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る。 

（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るが、これまで日銀による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る。

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や具体的な内容がまだ分からない
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というようなものもある。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、

私どもとしては、取引先などに決定済みの対策につい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る。 

現下の金融情勢は日を追って厳しさを増しており、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。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るが、与

信の厳格化や貸し渋りもあり、内外の資金調達環境は日増しに悪化しているのが現

状である。さまざまな企業が、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、日本経団連としても、金融安定化策の早急な実施を求める緊急提言を出そう

と準備している。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。 

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る。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る。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るので、日本におい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。 

昀後に、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色々な支援をしている。

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である。

（岩田議員） 今、欧米の話が出た。白川総裁からもフェデラル・ファンド・レートと

我が国の政策金利がほとんど 0.1％であるという説明があり、同時にバランスシー

トの方を見ると、連邦準備のバランスシートは、この間、特に 10 月以降、物すご

い速さで拡大しており、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、スピードが物すごく速く、規模が大きい。色々な資産を買って、そ

れでドルを出しており、色々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。日本もかつて量的緩和政策を取って、その時にやはりバランス

シートをかなり拡大したが、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

ピーチをされたが、日銀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

大しているが、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・ポリシーであると言われている。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る。だから、日本銀行のバランスシートで言うと、資産の側の

中身を重視した政策である。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、ということであるから、負債側で見た政

策であるという違いがある。更に違いがあると思うのは、今のところ、目標がない。

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。

そこのところも、実は今の連邦準備制度の施策に入っていない。 

そういうことで幾つか違いがあるが、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
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相当株などを買ったが、比率で言うと相当違いがある。 

もう１点は、米国の場合を見ると、色々な形で財務省との連係プレーをしている。

例えばＧＭＡＣの例だと、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。 

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

かと思う。簡単にお金が借りられてしまって、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、単にお金を借りるということになっ

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るが、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、それでバブルが物すごくふくれてしまった。だから、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う。 

米国との比較であるが、もう一つは、やはり日本の場合も、どこの国とも同じで

あるが、クレジットマーケットがうまく機能していない。グローバルに見ると、ク

レジットのスプレッドは、指数のつくり方によるが、平均すると今は 400 ベーシポ

イントぐらいである。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」格付の社債であると 50 ベーシポイント、「ＢＢＢ」格付であると、

200 ベーシポイントというように若干下回るぐらいである。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

きない状況である。それで銀行の貸し出しが、今、昀新月で 4.6％ぐらい増えてい

るが、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う。 

この間、日本銀行も色々努力されて、色々範囲を広げられたりなどされているが、

「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、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うので、是非、ＣＰ

の買い取り、また、社債や証書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考える。 

（白川議員） 日本銀行のことについて言及があったので、幾つかコメントをさせて頂

く。 

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る。そ

れから、二階議員から御指摘があったが、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る。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、そうした点は、我々が強く意識し

ている点である。 

それから、銀行貸出であるが、現在、銀行貸出は、岩田議員から御指摘があった

とおり、むしろ非常に増えている。これは理由が３つあり、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、

100 年に１回とも言われる状況のもと、手元資金を厚く持つ動きが見られることで

ある。 

この 10－12 月については、ＣＰ発行の減少を上回って、銀行貸出が増えている。

そういう意味では、全体的には、企業の手元資金は増えているというのが足もとの

状況である。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

てくると思われる。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
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加しているのが足もとの状況である。 

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る。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ＦＲＢ

が各種金融資産を買切るということを行っているが、これも岩田議員の御指摘のと

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る。ＴＡＲＰと言われて

いる 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る。そうした政策は極めて異例の

政策であり、そこまで、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

る。 

日本の場合には、相当、足もとの状況が悪化しているが、米国に比べれば、悪化

の度合いは限られている。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

財務省と相談して行っているが、日本銀行も、先般、決定会合で議論を行い、ＣＰ

の買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、真剣に検討している。 

（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か。 

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

いう影響があるのか。 

（岩田議員） 金利について言うと、米国の金利がほかの国と比べてどのくらい低くな

るか。短期金利で言うと、両国一緒になっている。長期金利で言うと、まだ米国の

方が高い状況である。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るので、そういう可能性もある。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う。 

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、もっと増えると思う。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ある。 

今、足元で起こっているもので非常に興味深く思っているのが、ＣＤＳのスプレ

ッドである。ＣＤＳ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分かるようになっている。勿論、本当に正しく信用リス

クを表しているかどうかは分からないが、それが、これまで米国の方が若干低かっ

たが、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。 

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う。しかし、これは日本の場合も、先ほどのシミュレーショ

ンのところで言うのを忘れてしまったが、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ると、標準の場合でも発散形になっている。そうすると、

長い目で見ると、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、今は日本の長期国債の金利は低いが、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。 

だから、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

だが、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。円に対しては安

くなっている。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。ところが、去年ぐらいからそれを減らし始め
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たわけである。ロスが色々出たので、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

ることで、本国回帰と呼ぶ。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など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。 

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うが、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

強くなる要因となる。だから、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う。だから、景気回復の強さと、金融面の色々な

リスクや金利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う。 

（舛添臨時議員入室） 

○現下の金融・雇用情勢について（雇用）

（吉川議員） 民間議員ペーパー「雇用問題について」について説明する。 

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る。また、各国ともそれに続くことが予想さ

れる。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る。 

雇用問題は、政府が昀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くことが重要

である。 

   まず「１．基本的考え方」であるが、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。なかなか問題は複雑である。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

に直結する問題であるから、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」であるが、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る。 

   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

を措置すべき。ちなみに、昀後のセーフティ・ネットは全額公費で賄われているわ

けだが、生活保護という制度もある。 

   次に「（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）」の案を掲載している。これは、ポイントは２つある。１点目が、現
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在、雇用創出を問題にしているわけだが、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る。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。ＯＪ

Ｔということである。この２つのポイントがあるわけだが、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るが、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る。写真がたくさん載っているが、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

る。この写真だけを見ると当たり前のような写真であるがが、制度ということから

見ると、こういうことが想定されていない。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、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ＮＰＯ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。 

そこでフレキシブルという名前が付いているわけだが、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、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だが、

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。 

次に、民間議員ペーパーの２ページ目の「（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

大臣の下で経産省で行われていることだが、雇用という観点から以下の点に留意す

べきだ。 

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。 

   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。 

これも一つの先導モデルで、あくまでも一例であるが、５ページ目の別紙２に「高

齢者独り暮らし・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言うと、高齢化社会が来た時、高齢者を本当

に支援するモデルは、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。モデルを打ち立てるのは、ある種、総

力戦である。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、

勿論、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だが、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だから、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である。 
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２ページの本文に戻るが、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。 

昀後に「３．雇用システム改革」であるが、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るが、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

ことである。ちなみに、この点については、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る。 

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る。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。昀後に、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る。

（舛添臨時議員） 資料「現下の雇用失業情勢について」をご覧いただきたい。 

まず、１ページ目。この情勢が非常に厳しい状況にあり、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 倍まで悪化している。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いる。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ると、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 件を超えている。平成 20 年の上場企業

倒産件数は 33 件で、戦後昀多を更新している。 

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

め状況については、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、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る。今後、更に悪化することが懸念されている。 

２ページ目。それでは、どういう施策をやっているかであるが、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、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る。 

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る。 

更に、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いる。 

これらの施策の実施状況についてだが、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 件となっている。また、雇用調整助成金
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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る。

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る。 

今後については、２次補正、そして、来年度予算において、雇用創出のための過

去昀大の 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る。 

更に、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いる。 

このように、官民一体となって必要な施策を行っている。 

３ページ目。「医療・介護分野等における雇用の拡大について」であるが、片一

方で人手不足がこういう分野で叫ばれているので、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、省内に、そのための拡大プロジェ

クトチームを組んだ。 

そして、今日、会見でも御説明したが、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いる。 

今、こういうことをやっている。 

（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。 

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ページ目であるが、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伺うが、そうしたことを

我々はもっと広げていきたい。 

また、２ページ目で、電子政府の推進が重要な課題であるが、そのボトルネック

である、紙の行政情報の電子化を一気に進めるなどにより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る。 

現在、総理から御指示を受けている、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る。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る。 

３ページ目で、また不況期こそ人材確保のチャンスだ。昀近、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が、これを

幾らかでも解消するチャンスだととらえて取り組もうとしていることは大変大事

なことである。 
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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、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るが、地域の連携イベントなどもこれとともに実施して

いく。これらにより雇用のミスマッチ解消に万全を期していきたい。 

（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る。 

それから、総理が１兆円の地方交付税の増額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が、総理か

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、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、地方で使っていただく。あとの 5,000

億円はいろんな形にちりばめ、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

かはわからないが、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、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するということで、各地方

自治体に全部手紙を出し、連絡をしている。 

（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

させていただきたい。 

まず、１ページ目の「１．基本的考え方」に３つ○があるが、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」なのだが「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

になっているので、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

とがある。だから、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。 

もう一つのコメントは、２ページ目の「３．雇用システム改革」の論点の４つ「－」

があるが、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、

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。だから、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ると思う。 

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。そうすると、アウトソーシングで、つまり、

選択と集中をずっと言ってきたわけだから、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るので、ここはもう少し議論を詰める必要があると思う。

（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ある。
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大臣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

お話があったが、大賛成だが、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」で異なる。勿論、制度の趣旨は

私は理解しているつもりだが、実際には、会社都合なのに自己都合というふうにな

ってしまっていることは、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、どういうふうにしたらいいのかをいろいろ考えて

みたらどうかと思う。 

（舛添臨時議員） ハローワークに職探しに来る。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、どういうふ

うにしてあなたは辞めたのか。そうすると、実際は会社都合だった。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ことを現場でやっている。 

だから、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

ってくるので、それは相当厳しくやっているので、これを徹底させればと思ってい

る。 

（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る。 

（岩田議員） 舛添臨時議員から、先ほど国際競争力あるいは質の高い人的資本につい

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。 

日本の場合は、伝統的に言うと、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、これはトヨタに代表されるようなものだが、人を育てていく。どちらか

といえば企業に特殊な能力の部分が多いが、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、雇用者全体の 34％になってしまっ

た。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 月の数字を見るとまだプラスで１％というので、むしろ増えて

いる。だから、問題は非正規の雇用者の方の教育訓練というか、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。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だが、フランスもやはり派遣社員が相当いて、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が、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。これは労使が両方で相談して基金をつくり、そこで教育訓

練をやって、いろいろな資格を取れるような仕組みがつくってある。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、日本型の何らかのそういう仕組みをやはりつくっていな

いと、なかなか、今回の雇用問題は解決が難しい。 

雇用の問題について言うと、やはり速度がすごく速い。調整速度は、過去と比べ

ると恐らく４倍ぐらい速い。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

に失業の増大が、今、課題である。しかも、中国で 2.3 億人の出稼ぎ労働者がいる
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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 件という話があっ

たが、中国は１日当たりで 360 件、月当たりで１万幾らの倒産があり、倒産して、

そこで勿論、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。それも勿論、問題である。 

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。そこが減ってしまうと何が起こるかというと、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

ては前期比年率でも１～２％まで落ちているのではないかとか、いろんな憶測が流

れている。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。景気後退があっても、

必ず１％ぐらいは伸びていた。ところが、今度、雇用調整が非常に早いということ

になると、雇用が悪化し、その結果、消費の方も調整し、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内在している。 

もう一つ、先ほど自動車の生産とのお話があったが、自動車産業はとても波及効

果が大きい。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

いるんだろう。 

そういうことなので、雇用の問題はこれからもっと大きくなることを考えながら

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、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。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。質が高くなるどころではなく、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「人材昀大活用社会」と書いてあるが、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。というのは、ある推計によると、アンケート

をみると、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。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。 

（張議員） 舛添臨時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、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特に国際的に競争している企業は、品質や、原

価や、その他サービスなどでも、これまで優位に立ってきた。 

こうした強みを何とか残しながら制度設計していかなければいけないと思って

いる。 

（三村議員） 舛添臨時議員の御質問だが、今、経営者はみんな悩んでいる。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、このバランスで非常に悩ん

でいる。それで恐らく、今は統一見解はない。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。これは一つのテーマ設定だから、これをどう解決する

のかというのは誠に難しい、大事なことであり、おっしゃったことについては、私

は賛成である。 

もう一つ言いたいのは、足元の状況について、11 月では失業率が 3.9％。これ自

体は悪い数字ではない。更にこれが悪化していると思うが、3.9％の意味するとこ
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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ある。中

小企業はそうだし、介護がそうだし、だから、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、大事なことである。 

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うが、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い

る。 

３番目だが、これは中長期の雇用機会創出と書いてあるが、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、雇用創出というふうになるようなことであればいいと思っている。だから、

そういうものを是非とも取り入れていただきたい。 

（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。 

（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

まっている。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、

今回答申いただいた。 

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る。「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、誠にありがとう

ございました。 

雇用の創出については、今日、民間議員の方からも、即効性のある、色々な提言

があったが、省庁横断的なものを含め、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。 

今後、雇用は更に厳しくなると思っている。１－３月は間違いなくきつい。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

果は出ているが、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。よろしく

お願い申し上げる。 

（以 上）

18


平成 21 年第２回経済財政諮問会議 


