
  

  

  

    

    

    

 

 

   

   

        

               

       

     

       

     

         

     

        

   

 

  

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

平成 21 年第 14 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：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）

（概要） 

（与謝野議員） 本日は、舛添臨時議員にも御参加いただき、「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て御審議いただく。 

（吉川議員） 資料「安心と活力が両立する社会の実現に向けて」を御説明する。

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」

が生じている。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いる。

「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

取組みを従来にも増して加速していくことが必要であると考えており、５つの基本方針

を掲げている。

「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、意欲ある全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」ということであり、安心社会実現会議では「雇用の安心」というも

のは安心の扇のかなめではないかという表現を使っている。この「雇用の安心」という
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ものが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。

「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。「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。

それから、取組みに当たって幾つかの原則を掲げている。

「原則１」は、透明性の向上や“みえる化”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。

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みにも配

慮するということ。

４ページ目。「３．安心社会実現の時間軸と目標」では、時間軸として３つの時期を

区別している。

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に具体的に書いてある。

時間軸について、２つ目のフェーズが「安心回復フェーズ」となっており、2011 年
頃～2010年代の半ば頃。
３つ目のフェーズが「安心充実フェーズ」となっており、 2010年代の半ば～2020年

代初頭、全体としておおよそ 10年後くらいまでを見通すということ。
別紙を用いて少し説明を補足させていただく。

別紙１について、左側に「中期プログラム」があり、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る。

１つは社会保障国民会議で議論した、社会保障機能の強化。これは内訳で見ると、年

金、医療、介護、少子化対策である。

もう１つ、現行の社会保障制度についても問題あり。とりわけ負担に関して問題あり

ということで、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ある。

一方、真ん中の枠で「格差の是正・固定化防止」。これは、経済財政諮問会議でも４

回議論を重ねており、また、安心社会実現会議等でも議論されている。

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。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である。

オーバーラップしているグレーゾーンについて、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を、別紙２で見ている。

「育児休業給付」は、既に社会保障国民会議で議論した。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、財源がいく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ある。

その他の４つは社会保障国民会議で議論していない部分である。「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、要対応額が違ってくるわ
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けである。

「幼児教育費」。この無償化ということも経済財政諮問会議で議論になったが、これ

もどれだけやるかで当然違ってくる。

「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する。今日、失業率の数字が新しく出ており、 15 歳から 
24歳の若年については３月は 11.3％、４月は少し下がって 9.6％だ。全体の失業率では
なく 15歳から 24歳だが、約 10％の失業率になっている。このように年齢別で見ると
若年の失業率は非常に厳しい状況であり、非正規も含めてこうした人たちを応援するの

に一体いくらぐらいかかるのかを見たものである。

別紙２の図で見たものが、別紙１の真ん中の教育、雇用、少子化対策と重複している

グレーゾーンのところである。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、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。

（岩田議員） 別紙２の具体的な例だが、「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表があり、４兆円から１兆円という額が並んでいる。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おり、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、約１兆円かかるということである。

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いる

が、日本の場合には恐らく、若くて、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。

イギリスの場合だと、もう少し規模を手厚くしている。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

ということが必要かと思っている。

（張議員） ２点申し上げる。１点目は全世代、全生涯にわたる安心確保の重要性。従来

の社会保障改革は、とかく高齢者対象で、若年層のリスクや子育て、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ある。今回、若年者に

スポットを当てたことによって、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う。

２点目は、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ある。社会保障の財源は消費税とよ

く言われている。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

ているが、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いる。年金、医療、介護という従来から議論されている社

会保障分野に関しては、受益と負担の原則に照らして、税を充てるべきか、保険料負担

とすべきかを議論してきた。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

いては、消費税を重視してきた経緯があると思うが、広義の社会保障の財源の在り方に

ついては、今、申し上げた経緯も踏まえて、消費税以外の税目を含めた税制抜本改革の

中での位置づけ、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いる。

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いる。

（鳩山議員） 「給付付き児童勤労税額控除」についてだが、アメリカで「児童」とは年
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齢はいくつからいくつまでなのか。

（岩田議員） 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ある。だから
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ある。

（二階議員） ただ今、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

げたいと思っている。

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。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による就業への橋渡

しに向けて努力し、また貢献していきたいと思っている。いずれにしても、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と思うので、その方向を目

指すべきだと考えている。

そして、少し飛躍するが、アジアとの連携ということも、真剣に考えておく必要があ

ると思う。

（河村議員） お陰様で補正予算が今日成立した。日銀総裁がお見えになっているので、

これからの景気や金融等を考えた際に、どのような評価をされているのかお聞きしたい。

（白川議員） これまでの経済財政諮問会議でも、企業金融について御議論があったが、

今から振り返ってみると、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

業に絞ってみると、資金調達環境が最も逼迫したのは 12 月末にかけての時期であった。

年明け後も、１月と２月はまだ緊張状態が続いていたが、それが徐々に和らいできたと

いう感じがする。大企業に限ってみると、資金調達を前倒しして行った結果、手元資金

は既に厚めに保有されているとみられる。

大企業にとっては、ひとまず、資金繰り上の最悪期の緊張感は過ぎ去ったわけだが、

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

と思う。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るが、最終

的にどの程度需要が回復するかについての安心感は、まだないように思う。何かのきっ

かけで再び金融市場が不安定になるという可能性は否定できないので、日本銀行として

は、企業金融についてまだ注意してみていく必要があると考えている。

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

か。

（白川議員） そうである。

（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う。

（河村議員） 補正予算の効果は、心理的なものもあるのだろうと思う。

（白川議員） 補正予算も効いていると思うが、在庫調整の進捗や中国の需要持ち直しの

影響も大きいと思う。

（張議員） 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

えているという感じである。

（麻生議長） 私どもは 1.9％ぐらい押し上げたと考えている。
（舛添臨時議員） 雇用調整助成金の効果は非常に大きく、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る。
（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」
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にしっかり盛り込んでいきたいと思っている。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いる。
（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

た。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議論をこれまでしてき

たところである。

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・介護の色々な綻

びの修復に加えて、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。

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。
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

た行政改革の取組みを進めるよう、各大臣に指示をしたところである。

今後、業務改革の具体的な取組みをやっていく上で、「基本方針 2009」にきちんとそ
れを位置づけた上で、行政改革を進めていっていただきたいと思っている。

 平成  22年度以降の定員の合理化計画については、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る。これらについても、「基本方

針」に反映して、徹底して取り組んでいただくようお願いを申し上げる。

（以 上）
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