
  

  

  

    

    

    

 

 

     

     

      

               

       

     

       

     

     

         

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

   

    

平成 21 年第４回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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２階小ホール 

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）

（概要）

○マクロ経済運営について

（吉川議員） 説明資料「経済復興に向けて政策の総動員を」に基づき説明する。 


４ページの上段の参考１に実質ＧＤＰ成長率の推移が描かれているが、08 年の

10～12 月の成長率は前期マイナス 3.3％。そのうち外需の寄与度はマイナス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ある。 

同ページ下段のグラフは、過去の景気循環における鉱工業生産指数である。ゼロ

のところを景気の山にして、左側が拡張期、右側が後退期であり、破線が第１次オ

イルショック時、細い実線がバブル崩壊後の状況を表している。一番太い実線が今

回であるが、第１次オイルショック後やバブル崩壊後と比較しても、今回は極めて

急激な落ち方となっており、まさに異常な落ち込みを示している。 

現状は非常に厳しい。失業率の上昇についても警戒感を持たなければいけない。
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翻って日本経済の現状を見ると、５ページのグラフ（参考の２）にあるように輸

出への依存度が極めて高くなっている。このグラフは、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、百分比で見たものだ。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を示している。時々誤解している人もいるが、高度経済成

長は、決して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、その中で

も消費が相当に大きな寄与をしていたことが分かる。 

その後、日本経済は、輸出依存体質を強めてきて、バブル崩壊後、90 年代に入る

と、極めて輸出依存体質が強くなったことがわかる。逆に消費の方は、どんどん寄

与を低めた。消費が弱く、輸出依存であり、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現状である。 

説明資料の１ページ目に戻る。そうした現状の中で「輸出頼みの経済からの脱却」、

古くから言われているが、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

いうことが大きな命題である。また、雇用の問題が懸念されているわけで、いかに

雇用の劣化を食い止めて、家計の安心というものを産み出すか、これが昀大の課題

である。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必要

がある。 

経済政策の方向性であるが、我が国の経済対策は、先進諸国と比較しても遜色な

いが、政策実行スピードが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ヶ月程度で決定されているが、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。 

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こと

は当然課題であるが、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、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。 

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が、論点を６点挙

げている。 

（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、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。 

これについては、参考資料「エコノミストヒアリング（報告）」を配布している

が、民間のエコノミスト 10 名程の方々からヒアリングを行い、やはり消費低迷の

一つの重要な背景として、国民は社会保障制度の将来に不安を持っている、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、高齢者の居住する住

宅･不動産の流動化と併せてコンパクトシティー等への住み替えを支援する。 

（５）日本の雇用は、米国ほど流動性が高くなく、企業の人材育成への貢献が大
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きい。日本型の雇用制度改革を迅速に実施するなど、ミスマッチ対策や職業訓練、

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、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であるが、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。 

現状は戦後昀悪の不況であることは間違いないわけであるから、政策を総動員す

る必要がある。 

世界的には、保護主義的な動きもある。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る。

「１．財政」であるが、昀初にキーワードとして「Wise Spending」を掲げてい

る。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」であるが、もとより Spending の内容が Wise という

意味合いだが、我々は金だけ付ければうまくいくとは必ずしも思っていない。金プ

ラスしかるべき知恵や改革等が伴って実現するものだと考えている。その点でも具

体的な成長戦略づくりが大切であると考えているし、また、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ことも活用しながら、

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、お金も然るべき必要

なものは付けていくということで、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。 

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景気対

策だと当然考えている。 

３番目として財政規律との関連であるが、参考資料「ＧＤＰギャップの動向につ

いて」にあるように、ＧＤＰギャップは昨年末の時点でＧＤＰ比の約４％、実額で

20 兆円となっており、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

とが望ましいとは考えていない。 

６ページの参考３に日本の公共投資の実績を示しているが、バブル崩壊後、90

年代の初頭から累積で 450 兆円、500 兆円のＧＤＰにほとんど迫るほどの公共投資

を行ってきている。また、フローで見ても、我が国は依然として公共投資の水準が

高い状況にある。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う。

３ページに戻り「２．金融」であるが、これは資金繰り、あるいは貸し渋りの状

況等にしかるべく政府として対応する。不安を取り除く。 

また、日本銀行においても、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期待している。 

「３．雇用」であるが、まず１つは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るから、早期にこれを実行すべきである。 

２番目であるが、雇用創出が課題であるが、これも短期的な雇用を生み出すので

はなく、職業訓練等を通して、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。雇用を創出するわけであるから、その雇
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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。そのようなセクターとして、多くの人たちが医療や介護、あるいは農業

ということを言っているわけだが、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、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。 

昀後に、岩田議員と私で、民間エコノミストからヒアリングを行ったが、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」ということ。もう

１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」ということ。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る。 

（岩田議員） 今、吉川議員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だが、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。 

この雇用をどうやって増やすかということだが、重要なことは、今、吉川議員か

らお話があったが、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分野は、これから雇用を拡大していくことが恐らく求

められているし、しかも潜在的に拡大する余地のある分野である。 

こういった分野について、今、各省の方に「これから 10 年先ぐらいにはどのく

らい市場が大きくなり、雇用が増えるか」というヒアリングをしているが、私なり

に３年分でまとめてみると、３年間で大体 150 万人ぐらい増えていく力がある。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。例えば３年間で 200 万人雇用を創

出するというようなことを戦略的分野を中心として考えたらどうか。 

しかし、その対策の中身としては、先ほど吉川議員からお話があったが、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を強化することにより、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、非常に難しいが、単に数だけを増やすので

はなく、質も高めていくことが必要なのではないか。 

日本の教育訓練のための支出を調べてみると、ＯＥＣＤ諸国の平均はＧＤＰの

0.17％を支出しているが、日本の場合は 0.04％で、４分の１ぐらいしかない。特に

どこが抜けているかというと、雇用保険と生活保護の中間にある方々である。ここ

がうまくカバーされていない部分があり、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り、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。 

これまで既に取った経済対策が実はあり、それがまだ動いていない。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ら、効率的に雇用を、し

かも質の高い雇用をつく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。 

（白川議員） 本日、金融政策決定会合を開いたので、その内容を報告させていただく。 
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本日の会合では、一段と厳しさを増している金融経済情勢を踏まえ、企業金融の

支援と金融市場の安定を図る観点から、様々な決定を行った。 

まず、企業金融をより強く支援していくための措置についてである。 

第１に、企業金融支援特別オペという、昨年 12 月に導入した新たな資金供給手

段を、更に強化することにした。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て無制限に資金を供給するという、大変強力な手

法である。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ったが、

既に３兆円という当初の見込みを大幅に上回っており、現在、約４兆円の資金を供

給している。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、

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、９月末まで続けることにした。 

第２に、ＣＰの買入れに続き、中央銀行として異例かつ大胆な措置となるが、社

債の買入れについ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

した。買入総額は１兆円を上限とし、９月末まで買入れを実施する。 

第３に、今、申し述べたＣＰの買入れなど、これまで実施してきた各種の時限措

置を半年程度延長することにした。このうち、本年１月末から実施しているＣＰの

買入れについては、既に１兆円を上回る買入れ規模となっている。 

次に、金融市場の安定を図るための措置について、御説明する。 

第１に、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ったが、

これを日本銀行の適格担保とした。 

日本銀行としては、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、中央銀行として異例かつ大胆な対応も含め、様々な措置を実施してきた。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ある。 

（二階議員） 資料をお配りしているが、それはあくまでも参考にご覧をいただきたい。

もう既に皆さん御承知のとおりであるが、現在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いる。中小企業は、言うまでもないが、一部、中

堅、さらに大企業の資金繰りも逼迫している。ただいまお話のあったとおり、日銀

にもいろいろ対策を講じてもらっているが、政府全体が、いわゆる臨戦態勢で対応

することが必要ではないかと実感している。 

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

りであるが、予想を超えた事態に対処するために、中小企業の保証の対象業種を 760

業種に拡大することにした。今、新たに策定しようとする成長プランについて簡単

に申し上げると、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

とで、効果的なプランの策定でなくてはならない。 

目指すべき将来像と、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

の策定を急ぐことが大事である。そして、立派なものに仕上げていきたい。 

アジア経済であるが、国内経済への対応だけではなく、この苦境から脱するため

には、アジア経済への対応なくしては難しい。欧米の情勢は、マスコミ等を通じ把

握できる部分も多いが、足下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。 

   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
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ていただいているので、後ほどご覧いただきたい。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る。現地の金融機関の貸し渋りの声

も聞こえてくる。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協力を、ＥＲＩＡ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いる。 

（与謝野議員） 昀後にプレスが入り、総理から御発言いただきます。 

（麻生議長） 先日、公表された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いる。日本は戦後昀大

の難局に直面していると考えているので、この難局に対しては、大胆、かつ、迅速

に事に当たっていかねばならない。 

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が、昀大の

景気対策と考えている。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。その他の事業についても、関連

法案が成立し次第、執行を直ちに開始し、速やかな実施を図りたい。 

   平成  21 年度の当初予算についても、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

ではないので、国際協調を大切にしつつ、国民各層、各企業、各地域・団体の皆さ

んとともに、オールジャパンが、一体となって積極的に対応していかなければなら

ない事態だと思っているので、よろしくお願い申し上げる。 

（以 上）
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