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（開催要領） 

1．2009 年 5 月 29 日（金） 18:00～18:34 

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 

臨時議員 舛 添   要 一 厚生労働大臣 

（議事次第） 

1.開 会

2.議 事

安心実現集中審議：その４－とりまとめ

3.閉 会

（説明資料） 

○安心と活力が両立する社会の実現に向けて（有識者議員提出資料）

（本文） 

○安心実現集中審議：その４－とりまとめ

（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、舛添厚生労働大臣にも御参加をいただき「安心実現集中審議」の第４

回目として、これまでの議論のとりまとめに向けた御審議をいただきます。 

 初めに、吉川議員から御説明をお願いいたします。 

（吉川議員） それでは、私から「安心と活力が両立する社会の実現に向けて」とい

う資料を御説明いたします。 

経済財政諮問会議 議 事 録 （平成 21 年第 14 回）



 
平成 21 年第 14 回 議事録 

 

 2

   社会保障制度は、時代とともに世の中が変わるにつれて「制度と現実のミスマ

ッチ」が生じております。具体的には、少子高齢化の進展、家族の変容、グロー

バル化、経済の長期停滞。こうした中で、格差の固定化に対する懸念や、社会保

障制度の「綻び」等の問題が表面化してきております。 

   「安心社会」の再構築を我が国の最優先課題として、現状を見据えた制度再設

計への取組を従来にも増して加速していくことが必要であると私たちは考えてお

り、５つの基本方針を掲げております。 

   「基本方針１」は、次代の日本を担う若者世代・子育て世代の支援・育成を強

化していくこと。 

   「基本方針２」は、意欲あるすべての世代の人々が働ける環境づくりが大切で

ある。これは「雇用の安心」ということですが、安心社会実現会議の方では「雇

用の安心」というものはやはり安心の扇のかなめではないかという表現を使って

います。この「雇用の安心」というものがやはり安心の一つの大きな主軸になる

のではないか。 

   「基本方針３」は、社会保障政策及びその関連分野の有機的連携が大切である

こと。 

   「基本方針４」は「社会保障制度の綻び」の修復は、それに要する負担、すな

わちその費用について安定財源を確保することと併せて、最優先で行っていくこ

と。 

２ページ目にまいります。「基本方針５」は、一時避難的な安心から自立できる

安心へと重点を移していくということ。 

それから、取組に当たって幾つかの原則を掲げております。 

「原則１」は、透明性の向上や“見える化”というものが大切。 

「原則２」は、努力するほど報われることが可能となる制度設計。 

「原則３」は、国民本位の制度横断的な対応。 

「原則４」は「サービス・給付」と「財源」の一体的検討と同時実行。 

「原則５」は、行政体制・執行の担い手の見直し。この点については、この会

議でも必ずしも議論を深めていませんので少し説明させていただきますが、安心に

関連する行政基盤を強化するため、閣僚主導の発揮できる規模、国民本位・現場重

視の責任体制の確立、政府横断的な協力体制の構築を早急に確立すること。 

あるいは政府・自治体に加え、地域企業・ＮＰＯ・コミュニティなどが公機能を

支え合えるよう、その適切な役割分担と協力を行うことを最優先とした制度設計

（明確な位置づけと財政支援等）をすること。その際、地域の多様性を踏まえた柔

軟な取組にも配慮するということです。 

４ページ目、「３．安心社会実現の時間軸と目標」ですが、時間軸として３つの

時期を区別しております。 

１つ目は「安心再構築フェーズ」で、本年 2009～2011 年。この間、安心保障番

号・カードを前提として、安心基盤の具体設計をなるべく早期に行い、国民に提示

する。これは別紙３、別紙４に具体的に書いてございます。 
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時間軸について、２つ目のフェーズが「安心回復フェーズ」となっていますが、

2011 年ごろ～2010 年代の半ばごろ。 

３つ目のフェーズが「安心充実フェーズ」となっていますが、2010 年代の半ば

～2020 年代初頭、おおよそ 10 年後くらいまでを見通すということでございます。 

別紙を用いて具体的に説明を補足させていただきます。６ページに別紙１が、横

長になっておりますが、これについては頭の概念整理ということで、既に前回の会

議でも御説明いたしました。 

左側に「中期プログラム」があって、そこには全体として大きく２つの社会保障

関係のアイテムがあります。 

１つは社会保障国民会議で議論いたしました、社会保障機能の強化。これは内訳

で見ますと、年金、医療、介護、少子化対策です。 

もう一つ、現行の社会保障制度についても問題があります。とりわけ負担に関し

て問題ありとうことで、社会保障財源の次世代への負担先送り解消という課題もご

ざいます。 

一方、真ん中の枠ですが「格差の是正・固定化防止」。これは、経済財政諮問会

議でも４回議論を重ねてまいりました。また、安心社会実現会議等でも議論されて

おります。 

左側の「中期プログラム」とオーバーラップするところがあるわけですが、具体

的には少子化対策や教育の問題、それから、雇用の問題といったものがございます。 

このオーバーラップしているグレーゾーンにつきまして、具体的にどういうもの

があり、一体、いくらぐらいかかるのかというのを次の７ページ、別紙２で見てお

ります。 

少し説明が細かくなりますが、この別紙２の右下の「育児休業給付」は実は正確

に言えば、既に社会保障国民会議で議論いたしました。したがって、この部分は「中

期プログラム」、あるいは社会保障国民会議の方で、財源が幾らぐらい要るのかと

いうところで既に織り込まれている部分でございます。 

その他４つは社会保障国民会議で議論していない部分でありますが、例えば「給

付付き児童勤労税額控除」は規模をどのくらいにするかということで、当然、対応

額が違ってくるわけであります。 

「幼児教育費」。この無償化ということも経済財政諮問会議の議論になったわけ

ですが、これもどれだけやるかで当然違ってまいります。 

「就労支援付き生活保障」、「職業訓練・リカレント教育」はとりわけ若年者の雇

用、いわゆる非正規労働等と関係します。これにつきましては今日、失業率の数字

が新しく出たわけですけれども、若年、つまり 15 歳から 24 歳につきましては３月

が 11.3％、４月が少し下がりまして 9.6％ということです。15 歳から 24 歳という

ことで、全体の失業率ではありません。年齢別で見ると若年の失業率は非常に厳し

い状況であり、とにかく非正規も含めてこうした人たちを応援するのに一体幾らぐ

らいかかるのかを見たものです。 

別紙２の図で見たものが、別紙１の真ん中の教育、雇用、あるいは少子化対策と



 
平成 21 年第 14 回 議事録 

 

 4

重複している、いわゆるグレーゾーンのところです。こうしたものにつき、一体ど

のようにしていくのか。例えば少子化のところは「中期プログラム」に織り込んで

いくとか、あるいは雇用とか教育に関しては、支援を補強するというのであれば、

安定財源のことも含めて、今後、議論していかなければならないということであり

ます。 

（与謝野議員） それでは、御意見のある方は御自由に御発言ください。 

   岩田議員、お願いします。 

（岩田議員） 今、吉川議員の方から御説明がありました別紙２の具体的な例ですが

「給付付き児童勤労税額控除」はアメリカの実施規模と比べてどうかというよう

な表がございまして、４兆円から１兆円という額が並んでいます。内閣府経済社

会総合研究所で国際共同研究を、一橋大学の経済研究所と、オーストラリア、ニ

ュージーランドの大学と行っているのですが、そこでアメリカのやっている勤労

所得税額控除という制度をそのまま日本に制度輸入したらどのくらいかかるかと

いう、マイクロシミュレーションをやったところ、実は約１兆円かかるというこ

となのです。 

ただ、アメリカの場合にはシングルマザーを主にターゲットにして制度ができて

おりますので、日本の場合には恐らく、今、吉川議員から御指摘がありましたけれ

ども、若くて、しかし子供もいて低所得というワーキングプアの層が大きい問題な

のではないかと思うのです。 

イギリスの場合ですと、これはもう少し規模を手厚くしています。それぞれの国

のどの層をターゲットとして制度設計すべきかというようなことは、これからもう

少し具体的に詰めるというようなことが必要かと思っております。 

（与謝野議員） 張議員、どうぞ。 

（張議員） 私からは２つ申し上げたいと思います。 

１つ目は全世代、全生涯にわたる安心確保の重要性です。従来の社会保障改革は

とかく高齢者対象で、若年層のリスクとか子育て、子どもの教育を受ける権利とい

う観点ではなかなか議論が進まなかったのが実態でございますが、今回、若年者に

スポットを当てたことによりまして、自助努力をすれば生涯にわたり安心を確保で

きる社会の枠組みを示したという意味で大変意義が大きいと思っております。 

２つ目は、今後、負担を含めた具体的な制度設計について、特に財源の在り方に

ついて考え方を明確にしておく必要があるということでございます。社会保障の財

源は消費税とよく言われております。また「中期プログラム」でも社会保障と消費

税の関係は強く認識されておりますが、今回取り上げた雇用や教育など、広義の社

会保障も含めて何でも消費税というわけにはいかないと考えております。 

年金、医療、介護という従来から議論されている社会保障分野に関しましては、

受益と負担の原則に照らしまして、税を充てるべきか、保険料負担とすべきかを議

論してまいりました。とりわけ、高齢者も含めて国民全体で支えるべきものにつき

ましては消費税を重視してきた経緯があると思いますが、広義の社会保障の財源の

在り方につきましては、今、申し上げました経緯も踏まえて、消費税以外の税目を
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含めた税制抜本改革の中での位置付け、更には歳出・歳入全体の改革との関係も含

めて議論し、その考え方を明確にすべきであると思っております。 

今後「中期プログラム」の具体化に向けて、国民の納得を得ていくためにこうし

たプロセスを踏むことが必要なのではないかと考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。他に御発言はございませんか。 

（鳩山議員） 「給付付き児童勤労税額控除」についてですが、アメリカで「児童」

とは年齢はいくつからいくつまでなのですか。 

（吉川議員） 私は、今そこまで詳細に存じません。後ほど事務方から説明していた

だければと思います。 

（二階議員） 短く言わせていただきます。 

ただ今の吉川議員からの御説明は、私どもも大いに賛成で、御協力申し上げなけ

ればならないと思っております。 

まず、安心と成長を車の両輪と位置付けることについては誠にそのとおりであり

ます。この際、安心の確保に当たっては成長につながる方向で設計するという視点

を大切にしていかなければいけないと思っております。例えばセーフティーネット

についても、就業支援を軸とした方向性が望ましいのではないか。 

私ども経済産業省としても、産業のニーズにマッチした職業訓練が就業への橋渡

しに向けて努力をし、また貢献していきたいと思っております。いずれにしまして

も、この安心に向けた政策と成長戦略が相互に補完し合うということが重要だと思

いますので、その方向を目指すべきだと考えております。 

そして、少し飛躍しますが、アジアとの連携というようなことも、真剣に考えて

おく必要があると思います。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

（岩田議員） 一言、先ほどの「児童」の御質問ですが、イギリスの例は 16 歳以下の

扶養家族です。それから、アメリカの勤労所得税額控除の場合は 19 歳未満の扶養

家族です。ですから必ずしも児童ということではなくて、扶養される子どもとい

う意味です。 

（与謝野議員） 他に御意見はありますか。 

（河村議員） １つだけ。お陰様で補正予算が本日成立をいたしました。財務大臣は、

これで景気の底割れは防げたのではないかとおっしゃっておりますが、日銀総裁

がお見えになっていますので、これからの景気、あるいは金融等々、評価をどの

ように評価されているのかと思って、少しお聞きしたいと思います。 

（白川議員） この席でも何回か、企業金融について御議論がございましたが、今か

ら振り返ってみますと、リーマンの破綻から金融市場における緊張感が高まり、

大企業に絞ってみますと、資金調達環境が最も逼迫したのはやはり 12 月期であっ

たと思います。 

それで年が明けて、もちろん、１月と２月はまだずっと緊張状態が続いていまし

たけれども、だんだんにそれが和らいできたという感じがします。 
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大企業に限ってみますと、相当前倒しして資金調達をしましたから、手元には厚

めに保有されているとみられます。 

大企業からしますと、とりあえず資金繰り上の最悪期の緊張感は過ぎ去ったわけ

ですけれども、基本的にこの後の最終需要の回復がどの程度かということについて

は、まだ決して楽観できないと思います。 

とりあえず、今後は在庫調整の進捗に伴って、生産は持ち直しに転じると思われ

ますが、最終的にどのぐらい需要が回復するか。そこについての安心感は、やはり

まだ持てていないように思います。 

何かのきっかけでまた金融市場が不安定になるという可能性はやはり否定でき

ませんから、そういう意味で日本銀行としては企業金融についてまだ注意をしなが

ら見ていく必要があると考えております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

（麻生議長） 前月比が良くなって、対前年同月期はまだずっと下がっているという

ことですね。 

（白川議員） はい。 

（三村議員） レベルはまだしも、方向性がよくなったということだと思います。 

（河村議員） この補正予算の効果というのですか、心理的なものもあるだろうと思

います。 

（白川議員） 補正予算も若干効いていると思いますけれども、やはり主に在庫調整

の進捗と中国の需要持ち直しの影響が大きいと思います。 

（張議員） しかし、補正がなかったら大変なことになっていたのではないか。これ

でしっかり支えたという感じです。 

（麻生議長） 私どもは 1.9％ぐらい押し上げたと考えています。いろいろ人に聞くと、

何となく、お陰様でどうも助かりましたという話を聞きますが、それでは、前年

度比で売上げが伸びたかというと、いや、とてもそこまで行っておりませんとよ

く言われます。 

（舛添臨時議員） やはり雇用調整助成金の効果が非常に大きく、皆さんに喜ばれて

おり、あれはもう 250 万人ぐらいの方々に利用していただいています。 

（与謝野議員） 今日は第１に、本日の民間議員ペーパーやこれまでの集中審議にお

ける御議論。 

   第２に、安心社会実現会議でとりまとめられつつある考え方や内容。 

   第３に、安心のための行政基盤強化に向けて、官房長官、甘利大臣と与党との

間で検討を始めていただいている考え方の整理。 

   これらを中心に、安心実現の具体策を「基本方針 2009」にしっかり盛り込んで

いきたいと思っております。また「中期プログラム」についても、所要の修正を

行い「基本方針 2009」と同時に決定したいと考えております。 

   ここでプレスが入りまして、総理から御発言をいただきます。 

 

（報道関係者入室） 
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（麻生議長） 昨日、安心社会実現会議で安心社会に向けた国家戦略の考え方が提示

されております。この諮問会議でも、格差の分析や今後講ずべき政策についての

議論をこれまでしてきたところですが、安心社会実現会議と諮問会議の議論を踏

まえて、従来の年金・医療・介護のいろいろな綻びの修復に加えて、この際、若

者や子育て世代への支援の強化、雇用の安心の再構築に向けて、財源を確保しな

がら進める必要があると思っております。この考え方に沿って「基本方針 2009」

をとりまとめていただきたいと思っております。 

   また、本日の閣僚懇談会において、これまでのコスト削減という「量の改革」

とともに、行政サービスの「生産性の向上」と「顧客満足度」を高める「質の改

革」を重視した行政改革の取組を進めるよう、各大臣に指示をしたところでもあ

ります。今後、業務改革の具体的な取組をやっていくなかで「基本方針 2009」に

きちんとそれを位置付けた上で行政改革を進めていっていただきたいと思ってお

ります。 

   平成 22 年度以降の定員の合理化計画につきましては、定員の再配置と行政のス

リム化を進める観点から、鳩山総務大臣に対して、新たな定員合理化計画の策定

と出先機関の改革に伴う人員の地方移管の推進を指示したところであります。こ

れらにつきましても「基本方針」に反映をして、徹底して取り組んでいただくよ

うお願いを申し上げます。 

（報道関係者退室） 

 

（与謝野議員） それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了させ

ていただきます。 

（以 上） 


