
 

 

     

   

    

   

       

      

      

      

   

      

     

 

 

 

 
 

 

 

 

平成 21 年第 10 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 17 日(金） 18:05 ～ 18:49 

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）「経済危機対策」について 

（２）「未来開拓戦略」について 

（３）「安心実現集中審議」について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○ 中長期的な財政健全化に向けて（有識者議員提出資料） 

○ 未来開拓戦略の概要（二階議員提出資料） 

○ 安心実現集中審議に向けて（有識者議員提出資料） 

(配布資料) 

○ 「経済危機対策」－骨格－（内閣府） 

○ 経済危機対策（平成 21 年４月 10 日「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済

対策閣僚会議合同会議決定） 

○ 未来開拓戦略の概要（参考資料）（二階議員提出資料） 

○ 未来開拓戦略（J リカバリー・プラン）（内閣府・経済産業省） 

（概要）

○経済危機対策について

（与謝野議員） ４月 10 日に、政府与党にてとりまとめた「経済危機対策」について、山

崎統括官より御説明申し上げる。 

（山崎内閣府政策統括官）	 お手元の資料「『経済危機対策』－骨格－」に沿って御説明申
し上げる。 
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まず、左側に今回の基本スタンスであるが「経済危機克服の道筋」が書いてある。「短

期的な危機」及び「構造的な危機」という２つの危機に直面しているという認識である。 

その上で「危機克服」の基本方針として、１つ目は国民一体となった対応。２つ目に

経済局面に応じた対応。３つ目に多年度を視野に入れた包括的な対応という形で臨んで

いる。 

具体的には資料右上で、大きく４つある。 

１番目に「Ｉ．緊急的な対策－『底割れ』の回避」で、雇用対策、金融対策、事業の

前倒し執行と、３つの対策がある。 

２番目に「Ⅱ．成長戦略－未来への投資」で、低炭素革命、健康長寿・子育て、底力

発揮・21 世紀型インフラ整備である。 

右上の「Ⅲ．『安心と活力』の実現－政策総動員」で、地域活性化、安全・安心確保、

地方公共団体への配慮である。 

そして「Ⅳ．税制改正」で、３つの項目について挙げている。 

全体の財源・規模等で、一番下に書いてあるように、国費で 15.4 兆円程度、事業費

ベースで 56.8 兆円程度である。 

左側の下の方に、対策の規模と具体的な効果が書いてあるが、平成 21 年度実質ＧＤ

Ｐ成長率の押し上げ効果として２％程度を見込んでいる。需要拡大による雇用創出とし

て１年間で 40 万～50 万人程度を見込んでいる。 

なお、今回の「経済危機対策」をとりまとめるに当たり、先般の「有識者会合」で、

84 名の方の御意見を伺い、大体 300 項目にわたったが、そのうち約６割、200 項目は今

回の対策に反映させている。また、既に対応しているもの、対応可能なものが２割程度

あるので、合わせて８割程度は、今回の対策を含め対応したという状況になっている。

（岩田議員） 資料「中長期的な財政健全化に向けて」をごらんいただきたい。 

中長期的な財政健全化については、総理からこれまでも繰り返し「短期は大胆、中期

は責任」ということをおっしゃっており、その観点から、これまで経済財政運営を行っ

てきた。説明のあった「経済危機対策」は、その「大胆な政策」の部分だということ。

しかし、同時に中長期的な財政再建の取組方針を提示して「中期の責任」を果たして

いくことが必要ではないか。 

昀初に、信頼性のある取組方針というものを提示する必要があるのではないかという

ことである。現在、経済危機の中で税収が大幅に減り、更に様々な対応を取っているの

で、各国とも財政状況は急速に悪化し、日本も同様である。 

こういうときにこそ、財政規律を維持する。市場からも信認を得るために、信頼性の

ある財政健全化の取組方針を提示することが大切だと思う。特に今、市場ではＣＤＳス

プレッドが注目されており、特にヨーロッパのアイルランドやギリシャなどでは、クレ

ジット・デフォルト・スワップのスプレッドがかなり高く、300 とか 400 といったとこ

ろまで上がってきている。イギリスなども 150 ベースポイントというように、先進国に

ついても上がってきており、マーケットは注意深く財政状況をモニターしていると考え

る。 

いずれにしても、信頼性のある、マーケットの関心に十分たえられるような財政健全

化の取組みの方針を、中長期的にきちっと示すことが重要ではないか。「基本方針 2009」

に向けて、検討を進める必要がある。 

検討に当たっては、現在、経済財政状況が大幅に変化していることを踏まえて、“10

年展望”の経済財政展望のシナリオを検証するということ。そして、財政の持続可能性

を確認すべきではないかというのが第１点。 

第２点目は、同時に、取組方針を出すだけでは十分ではなく、政治的にコミットする
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ことが大切かと思う。総理が繰り返し「中期は責任」とおっしゃっていて、私は、これ

はある意味でコミットメントを果たされていると思う。 

更に、ほかの国の状況を見ると、例えばコミットメントの方法として、ドイツでは、

今回、連邦政府で構造財政赤字をＧＤＰ比で 0.35％以内に収めるという規定を盛り込

むための憲法改正案を議会で議論しているということである。 

構造財政赤字はどういうことかというと、資料の３枚目に図が付けてある。ドイツの

財政収支について、一般政府なので、連邦政府以外に地方政府も入っているが、赤字の

多くは、連邦政府によるところが多いと思う。 

ここで示したＯＥＣＤの計算は、財政収支を循環的な財政収支と、構造的な財政収支

の２つの部分に分けている。 

構造的な財政収支とは何か。簡単に言うと、経済がほぼ完全雇用にあったとすれば、

景気が順調で、失業率も低いところで推移している。こういう経済であったときに、財

政収支が幾らか。それを構造的な財政収支と呼んでいる。 

逆に、循環的な財政収支とは、景気が悪くなると、税収が減って、あるいは失業手当

で支出が出てしまう。これは以前、自動安定化効果と申し上げたことがあるが、その部

分が循環的な財政収支。したがって、構造的な財政収支というものは、自動安定化効果

の部分を除いたところということ。 

ＥＵでは、財政収支について一般政府で赤字は３％までの範囲内に収めることがマー

ストリヒト条約で決まっているが、今回のドイツの議論は、連邦政府についてだが、構

造的な部分を 0.35％のところに収めるという考え方を示している。 

これは現実を見ると、2008 年ぐらいまでは明らかに具合がいいが、その後、様々な

対策を取っており、経済の状況も大幅に悪化しているということで、循環的な財政収支

の方も悪化し、構造的な部分も悪化している。このため、足元を見ると相当、構造的な

赤字の部分も拡大しており、これからも拡大するわけだが、そういうことにならないよ

うに、中長期的には 0.35％でとどめよう、しかも憲法で規定するということなので、

これはある意味では一番強いコミットメントではないかと思う。 

アメリカはオバマ政権の下でやはり、今、様々な財政政策の対応を取っているが、議

会での演説でオバマ大統領は、2013 年１月までに赤字を半減するということをおっし

ゃっている。これもやはり、中長期的に財政収支が余り大幅に悪化することは望ましく

ないということで、アメリカではよく財政ギャップと呼んでいるが、公債残高のＧＤＰ

比を、例えば今の足元のままに維持するとしたならば、例えば 2030 年にどうなってい

るか。仮にそれが上がっているようであれば、何か埋めるように努力しなくてはいけな

いという議論も行われている。 

そういうことで、政治的なコミットメントというものはやはり重要である。成長、歳

出改革、歳入改革の３つを整えることで、財政健全化を進めるべきというのは、これま

でも何度もここで議論があった。そのような取組方針について政治的なコミットメント

を行う。それから、これは国民の皆様の御理解を受けないと、実現することの難しい、

大変な課題だと思う。 

「３．財政の持続可能性にむけた着実な取組」であるが、機動的・弾力的に経済状況

に応じて対応することと同時に、「基本方針 2006」がある。そこで歳出改革の姿が出て

いるが、この歳出改革というものは、本年度の予算というベースで財政規律を維持する

ことは、着実にこれに取り組んでいくということが重要。勿論、経済状況が好転する場

合には、中期プログラムにのっとって、社会保障の安定財源の確保を図る中、厳格な財

政規律を確保する必要があるということ。 

（張議員） 今の岩田議員のお話をもう一度なぞることになるかもしれないが、今回、政
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府がまとめた「経済危機対策」は、現下の経済情勢に大変機動的に、大胆に対応すると

いうもので、高く評価ができるのではないか。今後は、この対策を昀大限に活かして、

確実に景気を底入れさせて、回復成長の軌道に乗せる必要があるだろう。ただ、世界経

済、日本経済がどのような形・タイミングで巡航路線に回復するかは、現時点ではまだ

極めて不透明な状況であると思っている。場合によっては、日本としては更にもう一段

の対策に踏み込まなければならない状況もあり得るかもしれない。 

一方、今、岩田先生のお話にあったように、欧米など諸外国においては景気回復に昀

大限取り組みつつも、中長期の財政に関しても一定の規律を持ちながら、それぞれの政

府における責任を果たそうとしているように見える。景気回復をにらみながら、我が国

も財政再建をしていくことは極めて難しい局面であるが、国民、そして、将来世代に対

する責任を果たすためにも明確にしていく必要があると考える。この点で歳出改革を今

後も引き続き行っていくことは、歳出の質を高め、まさに Wise Spending を実現すると

いう観点からも大変重要なことであると認識している。 

何が正常で、何が異常か、すなわち、何が緊急対策なのかという認識がないと財政需

要だけがどんどん積み上がるという結果になりかねず、それは将来、禍根を残すことに

もなる。中期の財政を展開するに当たっても、現下の厳しい経済情勢を考えれば、2011

年プライマリーバランス黒字化という目標は少し現実にも合わなくなってきているか

なと思っており、その見直しは必要だろう。見直しに当たっては、今後の経済の回復、

成長のスピードや規模等を十分に考慮して、現実的な財政再建目標とすることが重要で

あろう。加えて、信頼性のある目標にするためには、目標の前提条件を明確化して、経

済動向の節目において、それらを検証していくことが必要ではないかと考える。 

（与謝野議員） 財務大臣として、地方向け交付金の執行について発言させていただく。 

「経済危機対策」における地方向け交付金は、公共投資用が１兆 4,000 億円、ソフト

事業用が１兆円となっている。この２兆 4,000 億円が確実かつ早期に地方において事業

が実施されることが経済対策の観点から極めて重要である。このため、地方において公

共投資用交付金を活用して、公共事業等の追加事業を確実に実施していただくよう、総

務大臣に地方を御指導いただくようにお願いを申し上げる。 

また、ソフト事業の交付金１兆円については、地方において単なる財源振替ではなく、

追加の需要が創出されるよう、これも総務大臣に実施計画段階から御指導いただき、加

えて執行面にもきちんと目が行き届くようにしていただきたいと思っている。 

（鳩山議員） 与謝野議員のおっしゃるとおりで、そうしなければ史上昀大の作戦は成功

しない。 

ソフト事業の交付金１兆円であるが、２次補正でも 6,000 億円の地域活性化・生活対

策臨時交付金があり、非常に使い勝手が良いと喜んでもらえた。これは検証して、更に

改善をする必要があるだろう。 

それから、前回は交付対象を財政力指数の 1.05 で切った。それ以上の自治体は対象

にしなかったわけだが、今回は財政力が 1.05 を上回っていても、交付することを考え

ている。 

公共投資用の交付金１兆 4,000 億円であるが、実質 95％補助みたいな形にするのだ

ろうが、それでもしり込みするというようなことがあっては困るので、１つ１つの自治

体と連絡を取って、できるだけ効果があるように使っていただきたいと考えている。 

（与謝野議員） 今回の議論を踏まえて、「基本方針 2009」に向けて、財政健全化について

の議論を行っていきたい。 

○「未来開拓戦略」について
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（与謝野議員） これまで４回にわたり集中審議を行ってきた成長戦略を、「未来開拓戦略」

として二階議員にとりまとめていただいたので、御説明をお願いします。 

（二階議員） 説明資料「未来開拓戦略の概要」、参考資料「未来開拓戦略の概要（参考資

料）」、「未来開拓戦略（Ｊリカバリー・プラン）」に基づき説明する。 

昨年 11 月 28 日に開催された平成 20 年第 26 回経済財政諮問会議において、麻生総理

より御指示があり、それ以降、とりまとめの作業を進めてきた。 

「未来開拓戦略」については、関係各省、各方面から多大な御協力をいただき、とり

まとめとなったものである。 

４月９日の麻生総理のスピーチにおいてもあったように、世界的な経済危機の下、先

行きの不透明感が増す中で、我が国がどのような未来を切り開いていくのか。それをい

かにして実現するのか。この道筋を国民の皆様にお示しする必要がある。これが、この

戦略のとりまとめの狙いである。 

総理に命名していただき、「未来開拓戦略」とした。そして、この「未来開拓戦略」

では、短期的に景気後退を反転させると同時に、この後には、中長期的に持続的な経済

成長を促進するような二重の効果を持つプロジェクトを選び抜いた。 

日本経済が、このジャパンの「Ｊ」字型の軌道を描いて成長するという願いを込めて、

「未来開拓戦略」のサブタイトルは「Ｊリカバリー・プラン」とした。今後は、この「未

来開拓戦略」に位置づけられたプロジェクトを着実に具体化し、本戦略が描く将来像を

必ず実現していかなければならない。 

本戦略の内容は、４月 10 日に発表された「経済危機対策」においても中核に位置づ

けられており、「経済危機対策」の着実な実行は本戦略実現の第一歩である。更に、2020

年の将来像の実現に向けて、本戦略に掲げられた各プロジェクトを継続的に実行すべき

である。 

（与謝野議員） 経済財政諮問会議として「未来開拓戦略」を了承いたしたいと思うが、

よろしいか。 

（「はい」と声あり） 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

「未来開拓戦略」については、今後の「基本方針 2009」に向けた議論においても、

その内容を反映させてまいりたい。 

○「安心実現集中審議」について

（吉川議員） 説明資料「安心実現集中審議に向けて」に基づき説明する。 

経済危機克服に向けて、当面の経済の底割れ回避と将来の成長につながる新対策を講

じたわけだが、今後は中長期的に社会保障制度の改革を通して国民の安心を確かなもの

にすることが不可欠である。 

資料の２ページ目に今後の流れを描いた図を載せているが、安心実現に向けて経済財

政諮問会議でも集中審議を行う。また、政府では「安心社会実現会議」も開催されてお

り、これと連携して、その成果を「基本方針 2009」及び「中期プログラムの改訂」に

反映すべきである。 

１ページ目に戻り、課題が３つ挙げている。 

「課題１ 格差が固定化されない安心」である。安心、逆にそれを脅かす格差につい

ては、まず実態をしっかりと把握することが出発点になる。現在、私どもも鋭意、実態

把握について研究を進めているところである。また、社会的な一体性の維持に向けた政

策の在り方について、職業訓練、また、新たな対策に伴う負担の仕組みの在り方といっ

たことについて、経済財政諮問会議で議論しなければならないだろうと考えている。 
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「課題２ 質の高い社会保障を受けられる安心」。「経済危機対策」においても、幾つ

か社会保障関連の措置が盛り込まれたわけだが、これはあくまでも緊急対策である。例

えて言うと、家で雨漏りがしてきたら、バケツを置くとか、場合によっては傘も差さな

ければいけない。これは当然のことであり、やらなければいけない。しかし、更に大事

なことは、そもそも雨漏りをしないように家をきちっと普請することだ。こうしたこと

について、今後、我々は考えていかなければいけない。対策で講じた措置と、中長期的

な社会保障制度の機能強化の関係について、しっかりとした議論をしなければいけない。

その場合、少子化対策の具体化など、機能強化すべき社会保障制度の明確化・工程化

が大変大事なことになる。また、それに付随して「利用者目線」の社会保障サービスと

いうことで、私ども繰り返し申し上げているが、具体論として社会保障番号・カードを

導入すべきである。既に閣議決定されている「中期プログラム」の工程表においても、

2011 年度中を目途に社会保障番号の導入を検討するということになっているので、是

非とも、検討ではなくて実現に向けて動き出すべきではないかと考えている。 

昀後に「課題３ 安定財源を確保し、持続可能な制度とする安心」。経済財政状況の

悪化に伴う、社会保障の持続可能性への影響。そして、社会保障の持続可能性と負担の

関係。これは既に今日、この会議でも議論した中長期的な財政の在り方とコインの裏表

になるわけだが、こうしたこともきちっと議論しなければいけない。 

（三村議員） 格差というものは、吉川議員が言われていたように、いろんな原因から発

生している。だから、何が我々として対処すべき格差なのか。それほど大きな問題にな

らないのか。それをよく峻別した上で対策を取ることが非常に大事だと思っている。 

その中でも、少子化対策について少し申し上げるが、結局、社会の支え手を増やすこ

とで、また、消費を通じて内需の維持・拡大につながるだろう。少子化対策というもの

は恐らく、長期的な意味では、この格差の解消に非常に役立つのではないだろうかと考

えている。したがって、これについても新しい目で、全体がどうなっているのか、追究

してみる価値があるのではないだろうかと思う。 

それから、昀後に申し上げたいのは、格差対策というものは社会政策的な意味で取り

上げられるケースが多いが、本質的には、どういうことをやっても経済が順調に発展す

る、雇用機会がたくさんある、という状態をつくり上げることが、やはり昀大の格差対

策になってくるのではないだろうか。例えば、色々な意味での多様なキャリアパスを準

備するとか、あるいは地方の活性化を図るということである。したがって、格差対策と

経済対策は車の両輪であるということを改めて申し上げたい。 

（鳩山議員） 地デジ移行に伴って昀大 260 万世帯にチューナーを配るわけだが、これは

ＮＨＫ受信料の全額免除の対象となる世帯である。ところが、ＮＨＫが全額免除世帯と

して把握できるのは 120 万世帯しかない。残りの 140 万世帯は契約をしていない。 

だから、どの道免除だからといって契約していただき、契約した人にチューナーを全

部配れば 260 万世帯になるわけである。格差は固定されず、生活保護世帯がしっかりと

した生活ができるようになれば、受信料も入る。契約率も高まる。格差が固定されない

ということは大きな意味があると思う。 

（吉川議員） 先ほど、三村議員から少子化対策の話が出た。日本の社会保障制度は、特

にヨーロッパ諸国と比較すると、高齢者に対するさまざまな給付サービス、それから、

若年世帯、少子化対策、この２つを比べて見ると、やはり日本は高齢者に非常に手厚い。 

逆に若い世帯、少子化対策が非常に手薄になっているという事実がある。「有識者会議」

でも指摘があったように、貧困層の子どもが、再分配後に日本ではその比率が高まると

いう、やや逆説的な事実もある。日本では若い世帯への応援が手薄であるということが、

この問題とやはり関係しているのだろうと思う。今後の社会保障を考えていく上で、少
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子化対策はやはり非常に重要ではないか。 

昨年開催した「社会保障国民会議」でも３つの分科会が設置され、第１分科会では雇

用と年金、第２分科会では医療・介護、第３分科会では少子化対策が議論された。第３

分科会の委員の皆様方から、「何で３番目なんだ。少子化対策こそが１番目ではないか」

という熱い御意見が出た。私も少子化対策は、日本の社会保障制度を考えるときに、あ

る意味で１番に位置づけられてもおかしくないことだろうと考えている。 

（麻生議長） 母子家庭の所得が低いということには問題意識を持っており、どうにかし

なければいけないと思う。 

もう一つは、ＯＥＣＤなどの数字は、現金給付だけで国際比較をしていて、現物給付

も含めた計算であれば再分配効果も少し違ってくるが、そういうこともよく調べる必要

があると思う。 

（与謝野議員） 次回以降の経済財政諮問会議で「安心実現集中審議」を行う。次回は格

差の実態ということで、麻生議長からお話があった子どもの貧困、あるいはＯＥＣＤの

貧困率の問題等々も併せて御議論をいただきたいと考えている。 

（麻生議長） 今回の「経済危機対策」の目的は、第１に、何といっても、景気の底割れ

を防ぐということだが、それと同時に、単なる需要増加にとどまらず、生活者にとって

の安心、そして、未来への成長を見据えた対策ということで、総額 57 兆円、財政出動

で 15 兆円という、過去昀大のものになった。 

私は前々から「短期は大胆、中期は責任」ということを繰り返し申し上げてきたが、

今回、このような大胆な財政出動をするからには、中期の財政責任をもきちんと果たさ

なければならないと思っている。多くの借金を、次の世代に残しておくというのは問題。

そこはきちんとした我々としての心構えを持っておかないと、将来のためにならないの

で、そのためには、経済財政諮問会議において、信頼性のある財政再建の取組方針を、

今後、検討していただかなければならないと考えている。これは日本という国の通貨に

対する信用や、国債の金利など、色々なところにはね返ってくる問題でもあろうと思う。

成長戦略については、今回の経済危機は、世界の経済とか産業をめぐる構造を、本当

に一変させるほどの可能性を秘めていると感じるので、その意味では、これは確かにピ

ンチではあるが、同時に、チャンスに変えねばならない。 

したがって、当面の景気対策、また、財政再建の先にある、未来というものに関して

は、どの産業を伸ばすべきか、また、伸ばすべき産業分野に対してどうするか。それと

同時に、そこに行くまでの工程、道筋も示したものではないかと思っている。いずれに

しても、これに御尽力をいただいた二階大臣に、感謝を申し上げたい。 

これが実りあるものになりますように、これはしっかりフォローアップをしていかな

ければいけないと思うので、今後ともよろしくお願い申し上げる。 

昀後に、次回以降の経済財政諮問会議では、「安心社会実現会議」と密接な論議のす

り合わせをしながら、国民の安心を確実なものにしていかなければならないので、具体

的な政策論を議論していただきたい。 

議論の成果は「基本方針 2009」や「中期プログラムの改訂」に反映していただきた

い。 

（以 上）
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