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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 2月 19日（木） 17:30～18:06 

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） 

                （兼）財務大臣 

同     鳩 山    夫   総務大臣 

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     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 

マクロ経済運営について 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○経済復興に向けて政策の総動員を（有識者議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○ＧＤＰギャップの動向について（内閣府提出資料） 

○エコノミストヒアリング（報告）（岩田議員、吉川議員提出資料） 

○東アジアの経済・金融情勢について（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。本日は、張議員

が御欠席でございます。 

 それでは、議事に入ります。 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第４回） 
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○マクロ経済運営について 

（与謝野議員） 本日は、現下の厳しい経済情勢におけるマクロ経済運営について御

議論をいただきます。本議題については、忌憚のない御意見を賜りたいと思いま

す。御自由に御発言いただければと思います。 

 まず、吉川議員から御発言をいただきます。 

（吉川議員） それでは、私から、民間議員４名の名前が書いてあります「経済復興

に向けて政策の総動員を」という資料について御説明いたします。 

 この紙の後ろに参考図が３つ付いておりますが、まず、参考の１、４ページです

が、これを見ていただきますと、既に皆様方御存じのとおり、2008年の 10～12月

の成長率が出まして、これが前期比マイナス 3.3％、外需の寄与度がそのうちマイ

ナス３％ということで、輸出の落ち込みによって大変急激に落ちたわけでございま

す。 

 今回の落ち込みというのは、４ページの下段にある図を見ていただきますと、こ

れは過去の景気循環における鉱工業生産指数でありますが、下に細かい数字であり

ますが、ゼロのところを景気の山にしまして、左側が拡張期、山を迎えてゼロの線

の右側で落ちていくわけでありますが、破線が第１次オイルショックのときであり

ます。それから、細い実線がバブル崩壊後、一番太い実線が一昨年の 10月末まで

のものになりますが、これを見ていただきますと、第１次オイルショック後、それ

からバブル崩壊後と比較しましても、極めて急激な落ち方と、まさに異常な落ち込

みを示しているということがおわかりになると思います。 

 現状は非常に厳しいということであります。後ほど岩田議員からもお話があると

思いますが、失業率の上昇ということについても警戒感を持たなければいけない。 

 翻って日本経済の現状というのを考えてみますと、５ページ目の参考２でありま

すが、要するに、輸出依存体質というのは極めて大きくなっている。これはかなり

古くから、つまりは、一番左側、高度成長期から景気の拡張期に輸出と消費がどれ

ぐらい成長に貢献しているか。これは横軸を見ていただきますと、百分比で 10％

成長したとしたら、その 10％のうち何割が消費によって生み出されたか、何割が

輸出によって生み出されたか、百分比で示している。これは時々誤解している人も

いますけれども、高度成長というのは、必ずしも輸出主導ではなくて、基本的には

内需主導であったわけでありますし、ご覧になっておわかりのとおり、その中でも

消費というのが相当に高い寄与率といいますが、寄与をしていたということがおわ

かりになると思います。 

 その後、日本経済というのは、輸出依存体質を強めてきて、とりわけこの右端の

方に行っていただきますと、バブル崩壊後、1990 年代に入りますと、極めて輸出

依存体質が強くなったということがおわかりになると思います。逆に消費の方は、

どんどん寄与を低めていくということであって、要するに、消費が弱いと、輸出依

存だと、そのことが世界経済が今回のような状況になる中で輸出が落ち込み、日本

経済を直撃したというのが、先ほど見ていただいた現状ということでございます。 
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 説明資料の１ページ目に戻りまして、そうした中でかぎ括弧が付いておりますが

「輸出頼みの経済からの脱却」、古くから言われておりますが、内需主導あるいは

その中でも消費をいかに回復するかということが一つの大きな命題でありますし、

また、雇用の問題が懸念されているわけで、いかにその雇用の劣化を食い止めて、

一方で家庭の安心というものを産み出すか、これが最大の課題。そうした中で経済

政策を具体化する中で、民需主導の持続的な成長を実現していくということであり

ます。 

 経済政策の方向でありますが、我が国の経済対策というのは、冷静に見ますと先

進諸国と比較しても遜色ないわけでありますが、何といっても、政策実行スピード

に決定的に欠けている。諸先進国では概ね政策が立案されてから、１ヶ月程度でそ

れが決定されているわけですけれども、我が国の場合には、残念ながら政策実行ス

ピードに欠けていることがございます。 

 米国やその他の先進国の政策の焼き直しではなくて、日本の強みや経済社会構造

を踏まえて施策を立案する。また、マイナス成長からできるだけ早く脱却するとい

うことは当然課題なのですが、その後の成長に弾みをつけるために、今から計画的、

戦略的に準備・立案し実行に移していくことが不可欠である。 

 つまり、足元のマイナス成長をいかに食い止めるか、頑張るかということと、中

長期的な将来の持続的な成長を、両にらみで考える必要があるということでござい

ます。 

 具体的には、今後の経済財政諮問会議で議論していく必要があると思いますが、

論点を６点挙げております。 

 （１）外需については、アジア諸国の人口増と所得増の潜在力を活かして、アジ

ア大での貿易・投資構造を深化・拡大させることで、域内需要を拡大し、早期の景

気回復を実現する。 

 （２）高齢化が進む日本にあって、医療のＩＴ化、社会保障カード（仮称）の整

備等を通じた社会保障制度における安心の確保と、医療介護等の分野でのサービス

需要の拡大、それを支える個人資産の活用により、個人消費を牽引する。 

 これは、本日、参考資料で「エコノミストヒアリング（報告）」を配付しており

ますが、岩田議員と私、民間のエコノミスト 10人ほどの方々からヒアリングを行

いましたが、10 人の民間方々も、やはり消費低迷の一つの重要な背景は、国民は

社会保障制度の将来に不安を持っているんだと、したがって、そこのところをきっ

ちり立て直さなければいけないという意見をいただいている。 

 （３）設備投資・消費については、日本の強みを生かして新成長分野を開拓する。

そのためのインフラ整備、規制改革、人材面での隘路の克服等を進める。 

 （４）住宅投資の面では、居住空間の拡大や耐震化に加えて、高齢者の居住する

住宅・不動産、次のページに行きますが、流動化と併せてコンパクトシティーとい

ったことも支援する。 

 （５）日本の雇用というのは、米国ほど流動性が高くないわけで、企業の人材育

成への貢献が大きい。日本型の雇用制度改革を迅速に実施するなどして、ミスマッ
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チ対策や職業訓練、人材投資などを進めていく必要がある。 

 （６）巨額な債務残高を抱える中で、公需への依存には限界があるが、経済危機

に対しては大胆に対応する。 

 ２ページのⅢでありますが、政策資源を総動員する必要がある。既に述べた方向

性の下で、財政、金融、雇用など、各分野の政策資源を総動員して対処しなければ

ならない。 

 与謝野議員も先日おっしゃいましたが、現状は一番初めにお話ししたとおり、戦

後最悪の不況であることは間違いないわけでありますから、政策を総動員する必要

がある。 

 世界的には、保護主義的な動きというのもございます。こうしたことを防止する。

ただし、金融市場の安定化、その他、各国との連携を行う必要もあるということは

当然であります。 

以下、政策につきまして「１．財政」であります。最初にキーワードとして「Wise 

Spending」というものを掲げました。これは場当たり的ではなくて、中長期的な成

長力を高め、将来的に民需主導の持続的な成長を実現できるような Spendingであ

る。具体的には「低炭素革命」、「健康長寿」、「底力発揮」を掲げる成長づくりが、

Wise Spendingの内容を具体化する指針となる。 

ちなみに「Wise Spending」でありますが、もとより Spendingの内容が Wiseと

いう意味合いですが、我々は Wise Spending、お金だけ付ければうまくいくとは必

ずしも思っておりません。お金プラス、しかるべき知恵といいますか、改革とか、

それが伴って実現するものだと私たちは考えております。その点でも具体的な成長

戦略づくりというものが大切だと思いますし、また、先ほど挙げました医療、介護、

あるいは農業等について、モデルケース、あるいはモデル地域というようなことも

活用しながら、少しモデルになるような良いケースを後押しする。それについて、

お金もしかるべき必要なものは付けていくというようなことで、スピード感を出し

たらどうかということも申し上げたいと思います。 

２番目は第２次補正予算、21 年度予算の早期実行。これは大変に重要な一つの

景気対策だと当然考えております。 

それから、３番目として財政規律との関連でありますが、内閣府の参考資料「Ｇ

ＤＰギャップの動向について」にあるとおり、ＧＤＰギャップが昨年末の時点でＧ

ＤＰ比の約４％、実額で 20兆円あるわけでありますけれども、これをすべて公需

で埋める。なかんずく公共事業で埋めることが望ましいとは私たちは考えておりま

せん。 

後ろに付けてあります６ページ、参考３が日本の公共投資の実績でありますが、

バブル崩壊後、1990年代の初頭から累積ですと 450兆円、500兆円のＧＤＰにほと

んど迫るほどの公共投資をやったわけであります。また、フローで見ましても、下

の方ですが、我が国は依然として公共投資の水準が高い状況にございます。量もさ

ることながら、やはり内容ということが言えるかと思います。 

３ページに戻り「２．金融」でありますが、これは資金繰り、あるいは貸し渋り
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の状況等にしかるべく政府として対応する。不安を取り除く。当然であります。 

また、日本銀行におかれても、企業金融の円滑化措置を含めて、金融面から景気

の下支えに資する多様な政策措置を講じられるものというふうに期待しておりま

す。 

「３．雇用」でありますが、これにつきましても、まず１つは第二次補正予算を

早期に実行し、4,000 億円の基金による雇用創出を早急に進めるべきである。また、

21 年度予算においても、非正規労働者への雇用保険の充実や雇用創出等のための

１兆円の地方交付税増額等を盛り込んでいるわけでありますから、早期にこれを実

行すべきである。 

２番目でありますが、雇用創出が課題でありますけれども、これも短期的な雇用

を生み出すというよりは、職業訓練等を通して、一番下に書いてありますが、文章

の最後に、介護・農業など新規分野への事業転換とつながるような形で雇用を創出

していく必要があるだろう。雇用を創出するわけでありますから、その雇用の受け

皿となるようなセクター、あるいは産業がしっかりとしていてもらわなければ困る。

ですから、そういうセクターとしてどういうセクターがあるかといいますと、多く

の人たちが医療とか、介護とか、あるいは農業ということを言っているわけですけ

れども、そこは必ずしも 100点満点でない。そこで、モデルケースでそこを応援す

るような形でお金も使う。それが Wise Spendingではないか。そういうことによっ

て、持続性のある雇用を生み出す。経済全体として、輸出依存の製造業から、大き

く見れば国内の産業、とりわけ、医療、介護、農業といった分野に雇用を転換して

いく必要があるだろう。こういうことを言っております。 

最後に、岩田議員と私で、先ほど申し上げたとおり、民間エコノミストからヒア

リングをいたしましたけれども、民間の方々が異口同音におっしゃるのは、１つは

「スピードを上げよ」。もう一つは、「せっかく政府も色々な施策をやっているのだ

から、国民とのコミュニケーションをもっと上手くやったらどうか」。これが民間

エコノミストの皆さん方が異口同音におっしゃったことであります。 

以上であります。 

（与謝野議員） 続きまして、岩田議員、続けてやっていただけますか。 

（岩田議員） それでは、やや補足をさせていただきたいと思いますが、幾らか補足

説明をさせていただきたいと思います。 

 今、吉川議員の方からお話があったことは、ＧＤＰギャップが仮にふくらんだと

しても、そのもの全部を財政支出で埋めるというようなことは必ずしも取る必要は

ない。しかしながら、雇用の創出ということは極めて重要だ。特に製造業で、これ

から雇用が恐らく大幅に減るわけですけれども、それをうまく非製造業の部分に円

滑に転換していくことが必要だというお話だったと思うのです。 

この雇用をどうやったらば増やすかということなのですが、重要なことは、今、

吉川議員の方からお話がありましたけれども、日本の将来の社会にとって戦略的に

重要な分野で、ここでは医療、介護、それから、低炭素社会ということで環境の問

題。それから、底力とＩＴの部分、あるいは農業という、この分野というものは、
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これから雇用を拡大していくことが恐らく求められていますし、しかも潜在的に拡

大する余地のある分野だと思います。 

こういった分野で、今、各省の方にいろいろお伺いしておりますが、「これから

10 年先ぐらいにはどのくらい市場が大きくなって、雇用が増えますか」というヒ

アリングをしていますが、これは私なりに３年分でまとめてみますと、今、出てい

る数字を集計してみますと、３年間で大体 150万人ぐらい増えていく力があるとい

うことであります。だから、この潜在的な需要があり、しかも日本の将来にとって

極めて重要な分野で雇用を増やしていくことが極めて重要ではないかと思います。

例えば３年間で 200万人雇用を創出するというような戦略的分野を中心として、例

えばそういうことを考えたらどうか。このように思います。 

しかし、その対策の中身としては、先ほど吉川議員の方からお話がありましたけ

れども、製造業から非製造業へのシフトを容易にするものでなければいけない。そ

れから、同時に教育訓練とか職業訓練というものを強化することによって、人々の

生産性がなるだけ高まるような方向で、しかも雇用を増やすという、非常に難しい

んですが、単に数だけを増やすのではなくて、質も高めていくことが必要なのでは

ないかと思います。 

今、日本は、実は教育訓練のための支出というものを調べてみますと、ＯＥＣＤ

諸国の平均はＧＤＰの 0.17％を支出していますが、日本の場合は 0.04％なんです。

４分の１ぐらいしかない。特にどこが抜けているかと思いますと、やはり雇用保険

と生活保護の中間にある方々です。ここがうまくカバーされていない部分がありま

して、そういった人々に対して重点的に教育訓練ができるような仕組みをつくって、

そこにはしっかりお金を付けてやるようなことが求められているのではないかと

思います。 

必要なことは、これまで既に取った対策というものが実はあって、それがまだ動

いていないわけです。ですから、今、取った政策がどのくらいの効果を持つのか。

例えば 200万人の雇用を創出する上でどのくらい増えるのか。更に足らない分をど

ういうところに資源を配分したならば、効率的に雇用を、しかも質の高い雇用を作

っていくことができるか。こういうことが一番重要なところではないかと思ってお

ります。 

以上です。 

（与謝野議員） 白川議員、お願いします。 

（白川議員） 本日、金融政策決定会合を開きましたので、その内容を報告させてい

ただきます。 

 本日の会合では、一段と厳しさを増しています金融経済情勢を踏まえまして、企

業金融の支援と金融市場の安定を図る観点から、さまざまな決定を行いました。資

料はございませんけれども、ポイントだけ説明させていただきます。 

 まず、企業金融をより強く支援していくための措置でございます。 

 第１に、この席でも何回か御紹介いたしましたけれども、企業金融支援特別オペ

という、昨年 12月に導入しました新たな資金供給手段を更に強化することにいた
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しました。このオペは、0.1％という低利で民間企業債務の担保の範囲内で、金融

機関に対し無制限に資金を供給するという大変強力な手法であると思っています。

もともとは年度末越え対策の時限措置として導入したものでありましたけれども、

既に３兆円という当初の見込みを大幅に上回っておりまして、現在、約４兆円の資

金を供給しております。こういった市場の反応や、更に現下の厳しい企業金融の状

況を踏まえまして、資金供給の期間を３か月の固定に長期化した上で、実施頻度を

これまでの月２回ペースから月４回ペースに引き上げまして、９月末まで続けるこ

とにいたしました。 

 第２に、ＣＰの買い入れに続きまして、中央銀行として、異例かつ大胆な措置と

なりますけれども、社債の買い入れにつきましても、具体的なスキームを決定し、

３月の初めから実施することにいたしました。買い入れ総額は１兆円を上限とし、

９月末まで買い入れを実施いたします。 

 第３に、今、申し述べましたＣＰの買い入れなど、これまで実施してきました各

種の時限措置を半年程度延長することにいたしました。このうち、本年１月末から

実施していますＣＰの買い入れにつきましては、既に１兆円を上回る買い入れ規模

となっております。 

 次に、金融市場の安定を図るための措置について説明いたします。 

 第１は、ドル資金供給オペと補完当座預金制度の実施期限を延長することにしま

した。 

 第２に、今般、日本政策金融公庫が、政策投資銀行によるＣＰ買取を資金面から

サポートするための原資として、政府保証付きのＣＰを発行することになりました

けれども、これを日本銀行の適格担保といたしました。 

日本銀行としましては、昨年秋以降、政策金利の引き下げや、積極的な流動性供

給に加えまして、中央銀行として、異例、かつ、大胆な対応も含めまして、さまざ

まな措置を実施してきました。今後とも、我が国経済が物価安定の下での持続的な

成長経路へ復帰していくために、全力を挙げていく方針でございます。 

（与謝野議員） 今日は、時間がございませんので、二階議員から短縮してやってい

ただけますか。 

（二階議員） それでは、資料をお配りしておりますが、それはあくまでも参考にご

覧をいただきたいと思います。もう既に皆さん御承知のとおりでございますが、

現代の経済情勢を考えると、年度末とさらに５、６月の決算発表時期での、経営

者や市場の安心実現も見据えた資金繰り対策が当面の課題であると認識しており

ます。中小企業は、言うまでもありませんが、一部、中堅、更に大企業の資金繰

りも逼迫している。ただいまのお話のとおり、日銀にもいろいろ対策を講じても

らっておりますが、政府全体が、いわゆる臨戦態勢で対応するということが必要

ではないかと実感しております。 

 中小企業向けの緊急保証には、かなり御協力をいただき、万全を期してきたつも

りでありますが、予想を超えた事態に対処するためには、中小企業の保証の対象業

種を 760業種に拡大することにいたしました。今、ときどきお耳に達するかと思い
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ますが、新たに策定しようとする成長プランについて簡単に申し上げますと、厳し

い経済情勢の中で、社会全体が萎縮してはいけないということに対して、効果的な

プランの策定でなくてはならないと思っております。 

 目指すべき将来像というのは、今、官民がなすべき行動を明らかにする新たな成

長プランの策定を急ぐということが大事だと思っております。そして、立派なもの

に仕上げていきたいと思っております。 

 アジア経済でありますが、国内経済への対応だけではなくて、この苦境から脱す

ることは、アジア経済への対応をなくしては難しい。欧米の情勢は、マスコミ等を

通じて把握できる部分も多いが、足元のアジアの状況についてもしっかり見つめて

おく必要がある。 

 そこで、私どもが在外ネットワークを活用して集めた生の声を参考資料として付

けさせていただいておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。欧米経済

の悪化で、輸出型産業を中心に急速な減産が顕在化している現状であります。現地

の金融機関の貸し渋りの声も聞こえてまいります。このため、進出日系企業の資金

繰り支援に万全を期すとともに、アジアの成長力強化と内需拡大のための強力を、

ＥＲＩＡ（東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター）を活用しながら、経済協力や

官民連携をしっかりと展開していくことが必要だと感じております。 

 以上でございます。 

（与謝野議員） 議論が生煮えのまま会議を終了するのは大変申し訳ないのですが、

最後にプレスが入りまして、議長の御発言がありますので、よろしくお願いしま

す。 

（報道関係者入室） 

（与謝野議員） それでは、議長、お願いいたします。 

（麻生議長） 先日、発表されましたＧＤＰの速報値で、実質経済成長率は年率でマ

イナス 12.7％、日本の景気は急速に悪化しているという数値が出ております。こ

れは、はっきり言って日本は戦後最大の難局に直面していると考えておりますの

で、この難局に対しましては、大胆、かつ、迅速に事に当たっていかねばならぬ

と思っております。 

 政府としては、総額 75兆円の景気対策を速やかに実行していくことこそが、最

大の景気対策と考えております。まずは、第二次補正予算のうち、財源関連法案の

必要のない公共事業について、可能な限り執行を促進する。その他の事業につきま

しても、関連法案が成立し次第、執行を直ちに開始し、速やかに実施を図りたいと

思っております。 

 平成 21年度の当初予算につきましても、当然早期の成立に努めて、年度当初か

ら速やかな執行を図りたい。 

もとより今回の世界不況というのは、日本だけの努力で十分な対応ができるもの

ではないということは、もうはっきりいたしておりますので、国際協調というもの

を大切にしつつ、国民各層はもちろん、各企業、また、地域・団体の皆さんととも

に、これはオールジャパンが、一体となって積極的に対応していかねばならない事
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態だと思っておりますので、よろしくお願い申し上げて、発言に代えさせていただ

きます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

（与謝野議員） どうもありがとうございました。 

（報道関係者退室） 

（与謝野議員） それでは、以上をもちまして平成 21年第４回経済財政諮問会議を閉

会させていただきます。どうもありがとうございました。 

（以 上） 


