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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 4月 7日（火） 17:30～18:14 

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） 

                （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     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）経済危機克服の道筋 

（２）経済危機克服のための「有識者会合」への対応 

3.閉会 

 

（説明資料） 

○経済危機克服のための道筋について（Ⅱ）（有識者議員提出資料） 

○経済危機克服のための「有識者会合」提言概要（内閣府） 

○「有識者会合」での提言の「対策」等への活用について（有識者議員提出資料） 

 

（配布資料） 

○経済危機克服のための「有識者会合」84名の発言のポイント（内閣府） 

 

 

（本文） 

○議事の紹介 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第９回） 
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（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。 

 議題にはございませんけれども、本日、日本銀行におきまして、金融政策決定会

合がございましたので、白川議員より簡単に御説明をいただきます。 

（白川議員） 年度明けの我が国の金融市場を見ますと、これまでとってきました様々

な措置の効果もありまして、いわゆるターム物金利、つまり金融機関が企業に対

して貸付を行うときの基準金利ともなるものですけれども、その３か月のターム

物金利が緩やかに低下しているほか、ＣＰの発行レートも高格付け先では一段と

低下をしております。もっともターム物金利の水準はなお高く、社債市場では投

資家がリスクを回避する姿勢を崩していないなど、全体として見ますと、なお緊

張した状態が続いていると判断しています。 

 こうした状況の下で、本日の金融政策決定会合でございますけれども、政府や地

方公共団体など公的部門に対する証書貸付債権につきまして、担保として受け入れ

る範囲を拡大することを決定いたしました。一定の条件を前提に計算をしますと、

４兆円から５兆円くらい担保の受入れ金額が増えるという試算になります。現状、

金融機関は担保に不足しているということではございませんけれども、資金を潤沢

に供給する上で、担保の面でも更に拡大を図るということであります。この措置は

金融機関が日銀から資金を借りる際に利用できる担保を増加させて、金融調節の一

層の円滑化を図ることを通じて、金融市場の安定確保を図ることを狙ったものであ

ります。 

 この金融政策決定会合ではございませんけれども、昨晩、日本銀行、欧州中央銀

行、イングランド銀行、スイス国民銀行の４つの中央銀行は、米国ＦＲＢとの間で

スワップ協定を締結しまして、それを原資にＦＲＢが米国系の金融機関に対して、

先ほど申し上げた４つの中央銀行の通貨を供給できる体制を整えました。例えば、

日本銀行はＦＲＢに対して最大限 10兆円の資金を供給できるという体制を組みま

した。したがいまして、今は別にそういう状況にあるわけでは全くありませんけれ

ども、もし米国系の金融機関が円資金が不足するというときに、ＦＲＢは日本銀行

から円資金を調達して、それを原資にＦＲＢが当該金融機関に円資金を供給すると

いうことが可能になりました。これは４つの中央銀行の金額を合計いたしますと、

ドル換算で 2,860億ドルという金額になりますけれども、そうした体制を整えまし

た。これは去年の秋に日本銀行も行いましたドル資金供給オペ、これの反対側であ

りますけれども、そうした形で協調体制を組んでいるということでございます。ま

た、日本銀行は先週、実は韓国との間でもスワップ協定の増額した分につきまして、

期限延長を行いました。今 200億ドル相当の円資金を供給するということになって

おりますけれども、この措置を延長するということを決定いたしました。こうした

ことはすべて国際金融市場の安定に貢献するものと考えております。 

 以上でございます。 

（麻生議長） その前の方の話で、例えばある県への債権をある銀行が日本銀行に持

ち込んで、資金を得るということですか。 

（白川議員） ある銀行が日本銀行にある県への債権を差し入れて、これは担保です
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から、それを基に日本銀行が資金を調達するわけです。そのお金をある銀行がど

ういうふうに使うかはもちろん、ある銀行の自由ですけれども、ある銀行は資金

を調達できるということになります。 

 ただ、１点補足いたしますと、今回の措置は従来から地方債、つまり公募地方

債を担保にとっておりましたから、今回のものは公募地方債とは別に新たに証書

貸付債権を適格担保としてとるということでございます。債権は有価証券でござ

いますけれども、貸付債権を担保にしてとるという措置でございます。 

（与謝野議員） よろしいですか。 

 それでは、前回に引き続きまして、経済危機克服の道筋について、御審議をい

ただきます。吉川議員から御説明がございます。 

 

○経済危機克服の道筋 

（吉川議員） 資料「経済危機克服のための道筋について（Ⅱ）」に基づき御説明させ

ていただきます。 

 １番目に「世界的な大調整への対応」ということで、危機克服に当たって２つ

の大きな目的があるだろうと。１つは当面の景気の底割れを防ぐとともに、雇用

を確保し、国民生活の安定に全力を注ぐ必要がある。それと同時にもう一つ、新

たな内需と新たな輸出競争力に立脚した、新しい成長を実現する。将来につなが

るようなことをする必要があるということを言っているわけです。 

 ２番目に、「規模に関する考え方」。この対策の規模をどれぐらいにするかとい

うことがある。昨日、総理からもお話があったと理解しておりますが、１ページ

目の下は、いわゆる乗数についての分析を紹介しているということであります。 

 ２ページ目にまいりますが、規模については、やはりなぜこうした規模なのか

政府としても世の中に対して説明する必要があるということだと思いますが、ま

ず、大きな状況としては、各国ともゼロ金利に近づき、金融政策の発動の余地が

小さくなってきている。先ほど白川議員からもお話がありましたけれども、金利

政策とは別のことでいろいろ工夫されているということですけれども、しかし、

金融政策の余地が小さくなってきているので、そうした状況の下では世界的に財

政政策の出番であるということになってきている。 

その際に、需要不足をすべて埋めるわけではなくて、マクロ経済運営の観点か

ら、どのような規模の対策を打つ必要があるのか。この考え方を整理しておく必

要があるだろうと。また、総合的に判断するにしても、政府としても世の中に説

明することが必要になるだろうと思うわけですが、以下、幾つかの考え方を紹介

しているわけであります。 

 結論的には、必要となる需要創出の規模は、ばらつきはありますが概ね 10兆円

台ということになります。 

１番目は「内需底割れ防止」ということですので、今回、内需がどれだけ落ち

ているのか、それをこれだけは埋め合わせようということで、数字も書いてあり

ますが、内需の落ち込みをどれだけ支えるのか。ちなみに、一番最後に大きな図
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も付いているわけですが、内需の落ち込みを埋める。 

それから、本文２ページ目の２番目の考え方は、現在の不況というのは、世界

同時不況で世界中で落ち込んでいるわけでありますから、日本の場合には御承知

のとおり、その影響が輸出を通して極めて大きく出ているのですけれども、世界

で落ち込んでいる。それは世界同時不況なのですけれども、それ以上に日本で特

別落ち込んでいる部分、追加的に日本で落ち込んでいる部分、平均を下回る日本

経済の落ち込みを埋め合わせるべきではないかという考え方も一つあり得るだろ

うと思います。 

３番目は、ＧＤＰの落ち込みも、もとより重要なポイントなのですが、それと

は別に雇用ということも経済を見るときに大変重要だ。とりわけ、格差とかそう

いう問題。これは以前のこの会議でも指摘させていただいたわけですが、経済が

落ち込むときに、その落ち込みをすべての人が均等に負担するわけではなくて、

言ってみれば不況のコストは一部の人に乗っかってくるわけですので、そうした

観点からも、結局は雇用ということが一つの重要なポイントになる。その雇用と

いう面から失業率に注目しまして、残念ながら、現状、失業率は上昇していって

いるわけですけれども、ＧＤＰが落ちれば、経済の活動水準が落ちれば当然雇用

は落ち、逆に失業率が上がる。過去の最悪の失業率の水準は 5.5％ですが、これ

以上に失業率が上がるということを是非とも避けようではないか、こうした考え

方も一つあり得ると思うのです。その場合には、過去最悪の失業率以上に失業率

が上がることを避けるために、どれぐらい需要創出が必要になってくるのか。こ

うした考え方もある。 

いずれにしても、色々な角度があるということですけれども、こうした考え方

も考慮に入れながら、規模について世の中に説明していく必要があるだろうと思

います。 

その際に、関連するのですが、２ページ目の「持続可能性との両立」というこ

とで、やはり規模を考える場合には、民需主動の持続的な経済成長にどうやって

つなげていくのかということが重要ですし、３ページ目にいきますと、御承知の

とおり、中長期的には日本の財政は非常に厳しいので、先進諸国の中でも最悪の

状況ですから、財政の持続可能性、財政再建との兼ね合いも忘れてはいけないと

いうことを言っております。 

３ページ目の「Ⅲ．対策に盛り込む施策の考え方」。これについては昔から「Wise 

Spending（賢明な支出）」ということを言っているのですが、既に総理からもお話

があったと聞いておりますが、重点化された、時宜を得た、一時的な措置という

ことで考えるべきではないか。基準を幾つか挙げております。時間もありますの

で、ごく簡単に、１つ目は重点化ということで言っております。これは、前々か

らこの会議でも私ども主張していることであります。２つ目の時宜を得た、迅速

実行が大事だということも当たり前であります。３つ目は、だらだらやるのでは

なくて、速やかにやるべきことをきちっとやるということです。 

４ページ目のⅣ。こうした対策にはお金を使うわけですけれども、いわゆる対
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策と合わせて、次のことが大事だと我々は考えております。 

対策としてお金を使う中には、確かにお金を使えば、例えば公共工事のような

ものは、物が完成すればそれでとりあえずは目的を完遂したことになるものもあ

るかもしれませんが、しかし、中には必要な規制改革とか法改正を合わせてやら

ないと、実効が上がらないものもあると思います。これは、とりわけ医療・介護、

あるいは保育所等、やはり社会保障関連でそういうものが多いかと思いますが、

例えば医師と看護師の職の切り分け、分担とか、保育所等についてもさまざまな

ことが言われております。規制等ですね。そうした規制改革、法改正と合わせて

初めて実効が上がるものもあるわけですから、そうしたものについては、きちっ

と、できるだけ早く政府として対応していただく、またそのための議論を諮問会

議できちっとやっていくことが必要ではないか。こんなことも言っております。 

最後ですが、対策については、やはり国民へわかりやすい形で説明していただ

く必要がある。そのためには、目玉のプロジェクトも必要でしょうし、何よりも

表現、わかりやすい言葉で国民に語りかけていただきたいということでございま

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） 先般、総理からも新しい経済対策の基本支援として、先ずこの際「10

兆円」ということを打ち出されたわけでありますが、過去最高のものとして、私

は大変時宜に適したものだと思っております。 

 今日の経済危機を乗り切るという点において、中小・小規模企業のことについて、

今まで何回か申し上げてまいりましたし、御協力をお願いしてまいりましたが、こ

このところへ来て、中堅企業及び大企業に対する資金繰りの万全を期すことも重要

ではないかと考えております。事業にいそしむ皆さんが安心できるような、十分な

規模の融資枠を確保すべきだと考えております。 

 未来の成長力を強化するという点で、間もなく取りまとめを行う新しい成長シナ

リオに沿って、今後３年間で重点的、集中的な投資を行い、できるだけ大きな需要

と雇用を創出するという点に力を注いでいかなくてはならないと思っております。 

 したがって、あらゆる対策を政府が打つ場合に、必ずいずれの政策についても、

雇用はどの程度確保できるかという視点でやはり見ておく必要がある。私ども経済

産業省で中小企業を対象に、先般、1,000社の皆さんに人を雇っていただきたいと

いうことをお願いして回ったわけでありますが、トータルしますと 1,400社出てま

いりました。1,400社出てまいりましたよということを地方というか、知事や県へ

そのままの情報としてお伝えし、更に「一緒にやりましょう」ということを申し上

げましたら、5,800社が新しく「国の政策に協力しましょう」という話が出てまい

りましたことなどを思うと、我々はもっともっときめ細かく対応していきたい。 

 ちなみに、5,800社というは、県の数で言いますと 21県であります。残ってい

る県については、なお協力を要請しようと思っております。 

 最後に、今、申し上げたようなことも大変大事なことでありますが、やはり我々



 
平成 21年第９回 議事録 

 

 6 

はこのピンチを打開していくためには、アジアが成長センターであるというところ

を重視していかなくてはならない。したがって、「東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究

センター」、いわゆるＥＲＩＡを軸にして、アジアを総動員するということについ

て、日本がリーダーシップを発揮すべきである。 

 今度、総理も東アジアサミットにお出かけになりますが、そういう意味では、大

変重要なチャンスを前にしているという感じがいたします。 

 以上でございます。 

（与謝野議員） それでは、自由に御発言ください。 

 岩田議員、どうぞ。 

（岩田議員） 今、吉川議員から御説明のあった民間議員のペーパー「経済危機克服

のための道筋について（Ⅱ）」について、２点ほど補足させていただきたいと思い

ます。 

１つ目は、最後の４ページの「Ⅴ．国民へのわかりやすいメッセージの発出」

というのは大変重要で、ポイントは、やはりこの対策なら未来に確信が持てる。

つまり、中長期で見て、日本の生活水準がこれから上がっていくのだ、あるいは

生産性が高まっていくのだということが国民に納得のいくものであるということ

が重要だと思っています。 

これはアメリカでちょうど 1930年代、33年にルーズベルト大統領が就任して

すぐ、バンキングホリデーをやって、１週間で銀行のバランスシートを点検して、

内容が悪い 10％ぐらいは、実はそこで閉鎖したわけです。 

それと同時に、新たな財政政策を行ったのですが、実は、現実の財政の拡大規

模自身はそれほど大きくなかったと言われています。それは、前のフーバー大統

領の時の増税の効果が残っていたり、地方政府が実は均衡財政なので動かなかっ

た。むしろ引き締めたりしてしまったので、ネットではそれほど大きくなかった

のだけれども、しかし、「この大統領は何か新しいことをやってくれる」という希

望を国民に与えたということが、その後２年続けて成長率が 10％以上まで上昇す

るということになったのです。ですから、メッセージというのは、規模も大事な

のですが、とても重要なことだと思っています。 

もう一つのレッスンというのは、実は 1937年にもう安心してしまって、財政も

金融も大幅に引き締めてしまったのですね。そうしましたら、また不況になりま

して、失業率がまた 19％まで上がってしまって、結局戦争が始まるまでは完全に

は回復しなかった。だから、財政政策は必ずしもうまくいかなかったのではない

かという批判さえもあります。 

やはり油断してよく見極めないと、つまり民間部門が実は相当立ち直ってきた

のですが、まだ本戻りではなかったときに、財政と金融の両方とも相当の引き締

めをやってしまった。その結果、もう一度、腰が砕けてしまったということがあ

りまして、それもやはりよく注意する必要があるということを大統領経済諮問委

員会のクリスティーナ・ローマー委員長が最近のスピーチでおっしゃっているの

です。 
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つまり、民間の活力といいますか、経済が本当にソリッドなところへ戻ってき

たかどうかという見極めをうまくしながら、機敏に反応することが大事だと思っ

ております。 

今回の民間議員のペーパーで３つの措置について、「Timelyであって、Targeted

で Temporary」とありますが、これはそのとおりだと思います。Temporaryという

意味は、恒久的に何か財政が負担を負うようなことを取ったために、そういうこ

とはやはり避けるべきだという意味だと思うのです。ですけれども、同時に私は

その状況に応じて機敏に反応し、見極めるという、英語では Contingentという言

葉をよく使っておりまして、ＩＭＦのブランチャード局長というのは、危機に対

する財政施策というペーパーを実は書いているのですが、その中の一つが

Contingentであるべきだと。つまり、よく状況を見極めて対応すべきだというこ

とで、これも大変重要な点だったのではないかと思います。 

続いて２点目であるが、ローマー委員長が強調しているのは、やはり金融政策

の拡大ということが相当に影響した。大恐慌のときも短期金利はほとんどゼロだ

ったのです。ところが、金本位制を停止しまして、その結果、ドルレートが下が

って、金がヨーロッパからアメリカに流れ込んできたのです。ヨーロッパは政治

不安もありました。それが実は、今で言う量的緩和です。金利の方はゼロに近い

ので伸びませんけれども、実は量的にものすごい拡大があったということなので

す。それが実は大統領の新たなメッセージと併せて、一番厳しいときを乗り越え

たということではないかと思っております。 

以上です。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

三村議員、どうぞ。 

（三村議員） ２点申し上げたいと思います。１点目は、今回の対策の規模なのです

けれども、内需の落ち込みをカバーするというのが原則だと思っております。外

需については、やはり世界経済全体が復活したときに、これを我々として把握す

ると、これがベースであり、それによって初めて内需と輸出、この２つの柱に立

脚した日本経済の成長が確保できるのではないだろうかと、まず、思っておりま

す。したがって、10兆円台というのは、非常に納得的だと私は思っております。 

２点目に申し上げたいのは、吉川議員が先ほど述べられた Wise Spendingの実行

に併せてというところなのですけれども、私が心配しているのは、今回の色々な形

で、ジョブの創造、これは非常にいい政策だと思いますが、ところが、そういうと

ころで、規制改革とかあるいは制度改革をやらないと、また新しく成長軌道に乗っ

たところにせっかくそこで働いた人たちが、魅力がないという形でまた元の木阿弥

になってしまう。 

これは我々が今回、大変なお金を費やすわけですけれども、それが Wise Spending

にならないとこういうことになりますので、今回の対策あるいは成長戦略も含めて、

この点を是非とも併せて引き続き経済財政諮問会議で議論しながら進めていただ

きたい。このように思います。 
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 以上であります。 

（与謝野議員） 張議員、どうぞ。 

（張議員） 現在、危機フェーズから、底入れフェーズへの移行がいつになるかとい

うことは、やはり依然として油断を許さない状況にあると認識しておりますけれ

ども、そういう中で２月の完全失業率が 4．4％で、数字の上では過去最悪の状況

に至っておりません。しかし、最近の日銀短観で雇用の過剰感が 20ポイント、前

回調査の４ポイントに比べて大きく悪化しておりまして、各企業の中で、まさに

企業内失業というものが進行しているというのが実態だろうと思います。 

雇用調整助成金の申請件数が増えて、２月の申請者数が 180万人に達していると

いうことでございますけれども、これはある見方をすれば、各企業が必至の努力に

よって、この潜在的な失業を顕在化しないために合理化を行って、雇用維持のため

に奮闘しているのではないかと見ていいのではないかと思っております。 

こうした中で、国民の安心を確保するために何としても今の雇用を維持するため

の対策が大事ではないかと考えている。そのため、先ほど吉川議員も述べられたよ

うに、景気対策ということで、潜在的失業の人に仕事がいくような対策というのは、

当面大変大事なのではないかと考えている。投資効果が高くて将来の成長に資する

ものでなければいけませんけれども、そこをターゲットにしていただくことも大事

だと思っております。 

（与謝野議員） 鳩山議員、どうぞ。 

（鳩山議員） 民間議員ペーパーの４ページのⅣとⅤに当たる Wise Spendingであり、

わかりやすいメッセージになるような事業というのは、我々の方からもいろいろ

申し上げたいと思うのですが、吉川議員、お知恵を拝借できないでしょうか。 

（吉川議員） 具体的な内容ということですか。 

（鳩山議員） ええ、そうです。 

（吉川議員） 既に鳩山議員も御存じのとおりだと思いますが、さまざまなプロジェ

クトなり、対策の内容というのは積み上げられているわけです。ですから、具体

的な対策が、何が Wise かと言われても、お答えのしようがありませんが、ただ、

もう一度繰り返しになるかもしれませんが、我々が今日お出ししたこのペーパー

との関係で言えば、規模というのが一つ問題だろうと思います。その規模のとき

に、マクロの観点から、どういう考え方があり得るのかというのが、先ほど３つ

ぐらい整理して御説明しました。 

ただ、もう一つはまさに今、鳩山議員が言われたような経済対策ということです

から、個別の施策の積み上げというものも、当然、大事だろうと思うのです。積み

上げれば積み上げるほど、それほど Wiseではないものがたくさん入ってくるとい

うのは、ものの道理だろうと思います。 

ですから、もう一つの大きな問題は、先ほど御説明した通り、財政の長期的な持

続可能性、財政規律、財政再建の問題というのは大きなテーマとしてあるわけです。

そこを、両方を見ながら、個別の施策の積み上げと考えて何が正解なのかというの

は、政府として責任を持って決めていただくと。個別の施策については私たちが。 
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（与謝野議員） それでは、次の議題に移りたいと思いますけれども、本日の議論を

踏まえまして、迅速に経済対策を取りまとめてまいりたいと思います。 

 

○経済危機克服のための「有識者会合」への対応 

（与謝野議員） 次に、経済危機克服のための「有識者会合」というのを、３月に総

理の下で行いました。色々な御意見が出てまいりましたので、その御意見をどう

するのかということを山崎内閣府政策統括官から御説明申し上げます。 

（山崎内閣府政策統括官） まず、お手元の資料は２つございます。「経済危機克服の

ための『有識者会合』84名の発言のポイント」というものがございますが、厚い

資料の方が３月 16日から 21日にかけて行われました有識者会合の 10分野、84

名の方の発言のポイントでございます。それぞれについて、各有識者の方に確認

をしまして、まとめさせていただいております。 

 もう一つ、有識者の方々の提言の概要という紙がございます。これに沿って、

多くの方からいただきました提言を中心に御紹介申し上げます。 

 まず１ページ目でございますが、出ました主な提言でございます。 

 「１．非正規労働者等への就労・生活支援」。 

 「２．中堅・中小企業への金融円滑化措置の拡大」。 

 「３．高齢者の資産活用」。 

 「４．小中学校へのグリーン設備、ＩＴ設備等の導入」。 

 「５．保育所の整備」。 

 「６．研究開発インフラ（施設・設備）への重点投資」。 

 「７．地域の活性化・競争力強化の促進」。 

 「８．エコカーの普及促進」。 

 「９．自治体向け交付金の増額」。 

 「10．若者への教育投資の拡大と自立支援」。 

 「11．省エネ機器の普及促進」。 

 「12．羽田空港の更なる拡張」。 

 「13．高度人材の受入れと留学生支援」。こういった点がございました。 

 更に少数の方でございますが、主なものとしましては、電柱地中化の促進、間

伐の促進と森林整備。 

休暇でございますけれども、地区別に分散取得して観光需要の平準化をしたら

どうかという御提言もございました。 

 その他、生産性を上げる観点から農地法改正と規模拡大、漁場の生産力向上と

いった御提言がございました。 

（与謝野議員） 今のところ整理した感じでは、これらの提言はどのぐらいが経済対

策に活かせられるか。大ざっぱでいいです。わからなければいいです。 

（山崎内閣府政策統括官） 現在、対策の方を取りまとめてございますが、今、御指

摘がありましたような主な御指摘については、かなりの部分が実際に対策の方で

項目としては対応させていただけるのではないかと考えております。 
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（与謝野議員） いつまでにまとまりますか。 

（山崎内閣府政策統括官） 今回の経済対策が最初でございますが、その後に中長期

にわたって検討すべき課題もございます。それに関しましては、また経済財政諮

問会議等で御議論いただく形ではないかと思います。 

（与謝野議員） わかりました。 

それでは、三村議員から御発言がございます。 

（三村議員） 今回の84人の有識者から、多くの示唆に富む提言があったと思います。

率直に言って、非常に意味があったと思っております。これらに対しては、すべ

て誠意を持って検討して、今後の政府の取組に積極的に活かしていかなければい

けないと考えております。 

ただ、ここで１つ申し上げておきたいのは、今、山崎政策統括官から話がありま

したけれども、これらの提言について、全体にわたって整理・取りまとめを行うこ

とが必要だと思います。そのポイントというものは、既に対策として着手している

もの、あるいは足元の景気対策として速やかな実行が望まれるもの、中長期的な検

討課題として省庁横断的に実行するもの、個別省庁で対応を行うものなど、一つひ

とつの項目について、あるいは中にはアイデアとして伺うにとどめるものも出てく

ると思いますけれども、そういうことで○×といいますか、一つひとつ仕分けした

上で、是非とも今後の方向づけを行っていくことが必要ではないだろうかと思って

おります。 

したがって、説明資料「『有識者会合』での提言の『対策』等への活用について」

にある「１．『対策』への盛込み」につきましては、ここに書いてございますよう

に、総理からの御指示もありましたし、経済危機を回避するのに大きな効果が見込

まれるもの、しかも中期的な成長にもつながるものについては、今回の経済対策に

入れる。それから「有識者会合」の提言の反映状況、あるいは中長期的に検討する

ものについては、その理由等を明らかにした上で、例えばフィードバックすること

も必要なのではないだろうか。 

 「２．諮問会議での検討」についても、先ほどのオールリストの仕分けが出てき

た上での話ですけれども、このうちのどれを我々として取り上げるのかということ

を明確にして、これをどういうスケジュールでやるのかということもやはり整理す

べきだと思っております。 

それから、各府省での検討事項として整理されているものも、必要であれば経済

財政諮問会議でフォローすることも必要ではないだろうかと思っております。 

最後に一言だけ申し上げれば、いろいろ面白いものがあったのですけれども、例

えば１点に絞ってミッシングリンクを言われたり、あるいは保育所整備による、潜

在的には 100万人の待機児童がいるという具体的な話もありましたので、こういう

ものに対して、政府からは先ほど述べたような整理・取りまとめに基づいて、やは

りメッセージ性のある回答をすることが今回としては必要なのではないだろうか

と思います。 

以上であります。 
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（麻生議長） 発言した人にはね。 

（三村議員） はい。やはり、何らかの形でフィードバックすることが必要だと思っ

ております。 

（与謝野議員） それでは「有識者会合」の御提言については、今、経済対策をやっ

ておりますが、どの程度のものが実現できたらということはきちんと御報告し、

また、御提案者にも何らかのお便りを差し上げることにいたしたいと思っていま

す。 

それでは、最後にプレスが入室した後、締めくくりとして、総理より御発言をい

ただきます。 

（報道関係者入室） 

 

（麻生議長） 新しい経済対策におきましては、政策を総動員して、いわゆる景気の

底割れというものを絶対に防ぐ。かつ、それは未来への成長というものにつなげ

ていけるようなものにしたい。 

したがって、本日の議論を踏まえまして、与謝野大臣においては、早急に取りま

とめていただきたいと思います。 

また、今回「有識者会合」で 84人の方々から御提言をいただいたのですが、今

回の対策に盛り込めるものは、きちんと盛り込む。それ以外の意見につきましては、

中長期を要するものもありましたので、経済財政諮問会議で検討する。また、そう

いったことの提言をいただいた方々にきちんとフィードバックする、説明するとい

うことをよろしくお願いしておきます。 

以上です。 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） 他に、特に御発言はありますか。 

なければ、本日の経済財政諮問会議は以上をもって終了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） 


