
  

  

  

    

    

    

 

   

   

      

               

       

     

       

     

    

     

         

 

 

 

 

 
 

 

平成 21 年第９回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

（概要）

（与謝野議員） 本日、日本銀行にて金融政策決定会合があったので、白川議員より説明

いただく。 

（白川議員） 年度明けの日本の金融市場は、これまでの様々な措置の効果もあり、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

している。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回

避姿勢を崩していないなど、全体としてみると、なお緊張した状態が続いていると判断

している。 

こうした状況の下で、本日の決定会合では、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いて、担保として受け入れる範囲を拡大することを決定した。一定

1


平成 21 年第９回経済財政諮問会議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

の条件を前提にすると、４兆円から５兆円ほど担保として受入れ得る金額が増える試算

になる。現状、金融機関は担保に不足しているということではないが、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る。この措置は、金融機関が

日本銀行から資金を借りる際に利用できる担保を増加させ、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る。 

このほか、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、それを原資に、ＦＲＢが

米国系の金融機関に対して４つの中央銀行の通貨を供給できる体制を整えた。例えば、

日本銀行はＦＲＢに対して最大 10 兆円の資金を供給できる体制とした。したがって、

今はそういう状況にあるわけでは全くないが、もし米国系の金融機関で円資金が不足し

た場合、ＦＲＢは日本銀行から円資金を調達して、それを原資に当該金融機関に円資金

を供給することが可能になった。４つの中央銀行の金額を合計すると、ドル換算で2,860

億ドルになる。また、日本銀行は先週、韓国銀行との間でも、スワップ協定の増額分に

ついて期限延長を行った。現在 200 億ドル相当まで円資金を供給し得ることになってい

るが、この措置を延長することを決定した。こうした措置は、国際金融市場の安定に貢

献すると考えている。 

（麻生議長） 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

いうことか。 

（白川議員） ある銀行が日本銀行にある県への債権を担保として差し入れて、それをも

とに日本銀行から資金を調達できるということである。従来から地方債、つまり公募地

方債などを担保に取っていたが、今回の措置は、新たに証書貸付債権を適格担保とする

ということである。 

○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）」に基づき説明する。 

１番目に「世界的な大調整への対応」。危機克服には２つの大きな目的がある。１つ

は当面の景気の底割れを防ぎ、雇用を確保し、国民生活の安定に全力を注ぐ必要がある。

もう１つは、新たな内需と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

ることをする必要がある。 

２番目に「規模に関する考え方」。対策の規模をどの程度にするか。昨日、総理から

もお話があったと理解しているが、１ページ目の下は、乗数についての分析を紹介して

いる。 

２ページ目。規模について、なぜこの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。まず、大きな状況として、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いる。そのような状況下では世界的に財政政策の出番となってい

る。 

その際に、需要不足をすべて埋めるのではなく、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か。考え方を整理しておく必要がある。総合的に判断

するにしても、政府として世の中に説明する必要があると思うが、以下、幾つかの考え

方を紹介している。 

結論的には、必要な需要創出の規模は、ばらつきはあるが概ね 10 兆円台ということ

になる。 

１番目は「内需底割れ防止」で、今回、内需がこれだけ落ちているからこれだけは埋

め合わせようというもの。数字も書いてあるが、内需の落ち込みを埋める。資料の最後

に図も付いている。 
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２番目に、現在は、世界同時不況により世界中で落ち込んでいるが、日本の場合、影

響が輸出を通して極めて大きく出ている。世界で落ち込んでいる以上に日本で特別、追

加的に落ち込んでいる部分、すなわち世界の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あり得る。 

３番目は、ＧＤＰの落ち込みも重要なポイントだが、経済を見るときには雇用も大変

重要である。とりわけ、格差の問題。以前にも指摘したが、経済の落ち込みをすべての

人が均等に負担するのではなく、不況のコストは一部の人が負担しており、そうした観

点からも雇用が１つの重要なポイントとなる。雇用の面から失業率に注目すると、現状

は、失業率は上昇している。ＧＤＰ、経済の活動水準が低下すれば雇用は低下し、失業

率が上昇する。過去最悪の失業率水準は 5.5％だが、これ以上失業率が上昇することを

是非とも避けたい。その場合にはどれぐらい需要創出が必要なのか。こうした考え方も

ある。 

様々な角度からの考え方を考慮に入れながら、規模について世の中に説明する必要が

ある。 

関連して、２ページ目「持続可能性との両立」について。規模を考える場合、民需主

導の持続的な経済成長にどのようにしてつなげるかが重要。中長期的に日本の財政は非

常に厳しく、先進諸国の中で最悪の状況なので、財政の持続可能性や財政再建との兼ね

合いも忘れてはならない。 

３ページ目「Ⅲ.対策に盛り込む施策の考え方」について。以前から”Wise Spending”

（賢明な支出）と言っているが、総理からもお話があったと聞いたが、重点化され、時

宜を得た、一時的な措置として考えるべきではないか。いくつか基準を挙げている。1

つ目が重点化である。これについては、以前より経済財政諮問会議において私どもが主

張していることである。２つ目が時宜を得た、迅速実行である。そして、３つ目が速や

かにやるべきことをきちっとやるということである。 

４ページ目Ⅳ。対策にはお金を使うが、対策と合わせて次のことが重要と考える。 

対策としてお金を使うもので、例えば公共工事などは、完成すれば目的を完遂したこ

とになるかもしれないが、中には必要な規制改革や法改正を合わせないと実効が上がら

ないものもある。これは医療・介護や保育所等、社会保障関連で多いと思う。例えば医

師と看護師の職の切り分けや分担、保育所等についての規制等、様々な意見がある。こ

のように規制改革、法改正と合わせて初めて実効が上がるものもあるので、それについ

ては政府としてきちっと、できるだけ早く対応する。そのための議論を諮問会議でしっ

かりとやることが必要ではないか。 

最後に、対策については国民へわかりやすく説明する必要がある。そのために、目玉

のプロジェクトも必要だし、何よりもわかりやすい表現や言葉で国民に語りかけて欲し

い。 

（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が、過去最高のものとして、大変時宜に適したものだと考え

ている。 

今日の経済危機を乗り切るという点において、中小・小規模企業について、今まで何

回か申し上げて、御協力を願って参りましたが、ここへ来て、中堅企業及び大企業に対

する資金繰りに万全を期すことも重要ではないかと考えている。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いる。 

未来の成長力を強化するという点で、間もなくと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。 
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したがって、あらゆる対策を政府が打つ場合に、必ず何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

回ったが、トータルすると 1,400 社出てきた。1,400 社出てきたということを、知事と

か県へお伝えし、更に「一緒にやりましょう」ということを申し上げたところ、5,800

社が新しく「国の政策に協力しましょう」と出てき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。 

5,800 社というは、県の数で言うと 21 県である。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いる。 

最後に、今、申し上げたようなことも大変大事なことだが、やはり我々はこのピンチ

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こと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ＥＲ

ＩＡ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考えている。 

（岩田議員） 吉川議員から御説明があった民間議員ペーパー「経済危機克服のための道

筋について(Ⅱ)」について、２点補足する。 

１つ目として、４ページの「Ⅴ．国民へのわかりやすいメッセージの発出」というこ

とは大変重要である。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、あるいは生産性が高まっていくということが国民

に納得のいくものであるということが重要である。 

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になってすぐ、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％ぐらいの銀行を閉鎖した。 

それと同時に、新たな財政政策を行ったが、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る。それは、前大統領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り、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が、「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ことが、その後２年続けて成

長率が 10％以上まで上昇することにつながった。規模も大事だが、メッセージもとて

も重要なことである。 

もう一つのレッスンであるが、37 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。そうしたら、今度また不況になり、失業率がまた 19％まで上が

ってしまい、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る。 

やはり油断しないでよく見極めないと、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ので、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スピーチしてい

る。 

つまり、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である。 

今回の民間議員ペーパーで措置の３つの基準について、「Timely であって、Targeted

で Temporary」とあるが、これはそのとおりである。Temporary という意味は、恒久的
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に財政が負担を負うようなことは避けるべきだという意味だと考えている。しかし、同

時に、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

言葉をよく使っているが、ＩＭＦのブランチャード局長が、危機に対する財政政策とい

うペーパーを書いているが、その中でも Contingent であるべきだと記されている。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

はないかと考えている。 

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。大恐慌のときに短期金利はほとんどゼロであった。とこ

ろが、金本位制を停止して、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。ヨーロッパは政治不安もあった。それが実は、今で言う量的

緩和である。金利の方はゼロに近いが、量的にものすごい拡大があった。それが大統領

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考

えている。 

（三村議員） ２点申し上げる。１点目は、今回の対策の規模であるが、内需の落ち込み

をカバーすることが原則だと考えている。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かと考え

ている。したがって、10 兆円台というのは、非常に納得的な数字だと考えている。 

２点目は、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

であるが、私が心配しているのは、今回色々な形でジョブを創造することは非常に良い

政策だと思うが、一方で、そういうところで、規制改革あるいは制度改革をやらないと、

新しく成長軌道に乗ったところで、せっかくそこで働いた人たちが、魅力がないという

こと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だが、それが Wise Spending にならない

ということになるので、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

て引き続き諮問会議で議論しながら進めていただきたい。 

（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、依然として油断を許さない状況にあると認識しているが、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いない。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、各企業の中で、企業内失業が進行しているというのが実態だろうと思う。 

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 万人に達しているが、こ

れはある見方をすれば、各企業が必死の努力によって、この潜在的な失業を顕在化させ

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と見て良いのではないだろ

うか。 

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。それに加えて、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が、当面大変大事なの

ではないかと考えている。もちろん投資効果が高くて将来の成長に資するものでなけれ

ばいけないが、同時にこうした雇用の現状に即した対応も大事であると考えている。 

（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について、お知恵を拝借できないか。 

（吉川議員） さまざまなプロジェクトや対策が積み上げられているので、具体的にお答

えするのは難しい。もう一度繰り返しになるが、民間議員ペーパーとの関係で言えば、

規模というのがたしかに一つ問題だ。規模については、マクロの観点から、どういう考
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え方があり得るのかということについて、先ほど３つの考え方を整理して説明した。 

ただし、もう１つ、個別の施策の積み上げというものも、当然、大事だ。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う。 

そこで、もう一つの大きな問題として、財政の長期的な持続可能性、財政規律、財政

再建の問題が大きなテーマとして存在している。そうしたことも考慮に入れ、規模と個

別の施策の積み上げと両方を見ながら考えていく必要がある。 

（与謝野議員） 本日の議論を踏まえまして、迅速に経済対策をとりまとめてまいりたい。 

○経済危機克服のための「有識者会合」への対応

（与謝野議員） ３月に総理の下、経済危機克服のための「有識者会合」を開催し、さま

ざまな御意見を頂いた。その御意見への対応について、山崎内閣府政策統括官より説明

する。 

（山崎内閣府政策統括官） 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」に、３月 16 日から 21 日にかけて行われた有識者会合の 10 分野、84 名の

方の発言のポイントを記している。 

説明資料「経済危機克服のための『有識者会合』提言概要」に沿って、多くの有識者

の方々からいただいた提言を中心に御紹介する。 

「１．非正規労働者等への就労・生活支援」という点。 

「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」。 

さらに、電柱地中化の促進、間伐の促進と森林整備。 

休暇について、地区別に分散取得して観光需要を平準化してはどうかという御提言も

あった。 

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

御提言があった。 

（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。 

（山崎内閣府政策統括官） 現在、対策の方をとりまとめているが、今、御説明した主な

御指摘については、かなりの部分が実際に対策の方で対応させていただけるのではない

かと考えている。 

（与謝野議員） いつまでにまとまるのか。 

（山崎内閣府政策統括官） 	今回の経済対策の時にまとめるが、その後に中長期にわたっ
て検討すべき課題もある。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

だく形になるのではないかと考えている。 
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（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。率直に言って、

非常に意味があったと思っている。これらに対しては、すべて誠意を持って検討して、

今後の政府の取組みに積極的に活かしていかなければいけない。 

これらの提言について、全体にわたって整理・とりまとめを行うことが必要である。

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、１つ１つの項目について、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考えている。 

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」については、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

での話だが、このうちのどれを我々として取り上げるのかを明確にして、これをどうい

うスケジュールでやるのかということも整理すべきである。 

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が必要ではないだろうかと思う。 

最後に一言だけ申し上げれば、いろいろ面白い提案があったが、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ついて、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ったので、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・とりまとめに基づいて、メッセージ性のある回答をすること

が必要なのではないだろうか。 

（与謝野議員） 「有識者会合」の御提言については、今、経済対策をやっているが、ど

の程度のものが実現できたか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としたい。 

（麻生議長） 新しい経済対策においては、政策を総動員して、景気の底割れを絶対に防

ぐ。かつ、未来への成長につなげていけるようなものにしたい。 

本日の議論を踏まえて、与謝野大臣においては、早急にとりまとめていただきたい。

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。それ以外の御意見については、中長期を要する

ものもあったので、諮問会議で検討する。また、御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たい。 

（以 上）
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