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（開催要領） 

1．開催日時：2009 年６月９日(火） 17:15 ～17:58 

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     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 

 

山 口   廣 秀   日本銀行副総裁  

 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

（１）財政健全化目標の在り方 

（２）「基本方針 2009」及び「中期プログラム」（一部改正）に向けて 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

○ 新たな財政健全化目標について（有識者議員提出資料） 

 経済財政の中長期試算（有識者議員提出資料参考）  

○ 基本方針 2009（素案）  

○ 持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」（一部改正） 

（素案）  

 

（概要） 

○財政健全化目標の在り方 

（与謝野議員） 初めに、財政健全化目標の在り方について審議をいただく。内閣府の齋

藤計量分析室長から説明を行う。 

（齋藤内閣府計量分析室長） 有識者議員提出の参考資料「経済財政の中長期試算」につ

いて説明する。 

 この資料は前回の諮問会議で説明した暫定的な試算結果を精査した上でとりまとめ

たものである。 

 まず１ページ目の一番上にある「１．基本的考え方」について。経済見通しの暫定試

算、１－３月期ＧＤＰ速報、平成 21 年度補正予算、あるいは企業収益の悪化に伴う税
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収の減少など、足元の経済財政の動向を反映した上で、１月に公表した比較試算の考え

方に基づいて試算をしている。なお、今回の試算では試算期間を 2023 年度までとして

いる。 

 その上で、設定する経済想定と財政想定については、基本的に比較試算と同じである。

試算結果については２ページ以降にグラフと計数表で示している。以下、４つのポイン

トに絞って説明する。 

 ３ページを開きながら、お聞きいただきたい。 

まず第１に、足元である 2009 年度の基礎的財政収支が大幅に悪化している。 

 ３ページの一番上の図にあるように、税収の減少や補正予算による歳出増を受けて、

2009 年度の赤字幅は対ＧＤＰ比で 8.1％程度にまで拡大をしている。仮に景気対策に伴

う補正予算分を除いたとしても、これはバツ印で示しているが、5.7％程度の赤字とな

る。 

 第２に、これまでの黒字化目標年度であった 2011 年度時点での基礎的財政収支は、

いずれのケースでも大幅な赤字が残る姿となっている。これも一番上の図からわかるが、

これを見ると 2011 年度における基礎的財政収支の黒字化は困難な状況にあるというこ

とがわかる。 

 第３に、試算を行っているさまざまなケースのうち、試算期間中に基礎的財政収支が

黒字化するのは、限られたケースにとどまっている。しかも基礎的財政収支は黒字化す

るケースでも、黒字化する年度を１月時点の比較試算と比べると、いずれも後ずれをし

ている。 

 今回の試算で黒字化するのは、例えば３ページの一番上の図にあるように、茶色の線

で示されている順調回復シナリオ、青色の線で示されている急回復シナリオの２つのケ

ースである。ここで前提とされているのは、社会保障の機能強化を行うこと、消費税率

を５％引き上げること、歳出については 2011 年度まで 14.3 兆円の歳出削減を行い、そ

の後は非社会保障歳出について、名目額を横ばいとするということである。この下で２

つのケースでは黒字化する。 

 このほかに黒字化しているケースとしては、５ページの一番上の図にある順調回復シ

ナリオの下で消費税を７％引き上げるケース、青色の線である。この場合には黒字化す

るが、これらのケース以外では黒字化をしていない。 

 しかも黒字化する年度は、３ページの一番上の図にある茶色の線の順調回復シナリオ

で見ていただくと、ここでは 2021 年度となっている。１月の比較試算ではこのケース

で黒字化するのは 2018 年度となっていた。結果的に黒字化の年度が３年後ずれをする

ということである。 

 第４に、公債等残高の対名目ＧＤＰ比が発散しないケースも限られている。同じく３

ページの一番下の図を見ていただきたい。茶色の線で示している順調回復シナリオの場

合には、公債等残高の名目ＧＤＰ比は試算期間中、おおむね横ばいとなっている。 

 低下傾向が見られるケースとしては、同じく３ページの一番下の図にある急回復シナ

リオ、これは青色の線で示されているケース。あるいは５ページの一番下の図で青色の

線で示されている、順調回復シナリオの下で、消費税率を７％引き上げるケースである。

これら以外のケースでは公債等残高のＧＤＰ比は上昇傾向を示し、発散するということ

になっている。 

（岩田議員） 資料「新たな財政健全化目標について」を御説明申し上げる。 

 「１．新たな財政健全化目標について」。短期は大胆、中期は責任という方針の下、

経済成長や社会保障制度の持続可能性を確保するため、３つの目標を掲げて、財政健全

化の取組みを進める必要がある。 
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 １つ目は、財政の持続可能性を確保するため、財政健全化の目標の基本として、国と

地方の債務残高対名目ＧＤＰ比率を位置づけるということ。これを 2010 年代半ばにか

けて少なくとも安定化させて、2020 年代初めには安定的に引き下げる。これが基本的

な目標。 

 ２つ目は、この基本的な目標を達成するため、中間の操作目標としての、国と地方の

プライマリー・バランス黒字化の確実な達成を目指すということ。 

 この黒字化というところに１つポイントがあり、単にゼロではいけない。出発時点の

名目ＧＤＰ比で見た利払い費が大きいと、その分を黒字化しないと発散してしまうこと

が知られている。そのため、黒字化する必要があるということ。 

 言い換えると、日本の債務残高が他国に類例を見ないほど高い水準にあり、利払い費

が大きくなっていくということなので、利払い費を含む財政収支の均衡を視野に入れて、

収支改善努力を続けるということ。 

 ３つ目は、当面の経済財政運営に当たり、まず景気をしっかり回復させ、５年を待た

ずに国、地方のプライマリー・バランス赤字の対ＧＤＰ比率を少なくとも半減させるこ

とを目指すということ。 

 プライマリー・バランス赤字の直接の大きさは、2009 年度は 8.1％ということだが、

景気対策によるものを除くと 5.7％なので、これを 2013 年度には半減させるというこ

とになる。大まかに言えば６％程度の赤字を３％程度にしていくという目標。 

 アメリカのオバマ政権は 2013 年１月までに、名目ＧＤＰ比で見た財政赤字を３％に

するという目標をおいている。しかし、その基準となるのは、経済対策 7,800 億ドル程

度の部分を除いて、ブッシュ政権の下で既に存在していた 1.3 兆ドルの大きさの赤字を

半減させること。今回の目標は、ある意味では、アメリカと同様に経済対策の部分を除

いたプライマリー・バランスの赤字についての目標である。 

 この 5.7％という数字は、小泉政権の下で基礎的収支を黒字化するという目標を掲げ

た 2002 年度の大きさとほぼ同じで、出発点としては 2002 年度のところに戻っている。

それを５年を待たずに半減させるということ。この目標については、現在の世界経済等

の情勢は流動的な要素もかなりあるので、時宜に応じて検証を行っていく必要がある。 

 「２．財政健全化の実現に向けて」。今後の社会保障関係費の増大見込み等を踏まえ

ると、社会保障と財源の持続可能性を早期に確保していくことは必要であり、試算結果

も踏まえつつ、財政健全化目標を着実に達成していく必要がある。 

 １番目は、まず景気回復をしっかりし、成長力を強化することが極めて重要。速やか

な景気回復を実現するとともに、未来開拓戦略を始めとする成長戦略、成長力を引き上

げる規制改革・制度改革等を大胆に進める。成長が大事だということ。 

 ２番目は、経済状況が好転した後に、本格的な財政健全化の取組みの実行を加速する

ということ。財政健全化の時期を遅らせないように、経済状況が好転した後には、歳出

改革の徹底や「中期プログラム」に則った消費税を含む税制抜本改革の着実な実施等、

本格的な財政健全化の取組みを実行・加速していく必要がある。 

 ３番目は、目標達成のための取組み。新たな財政健全化目標は、経済財政状況の先行

きにもよるが、意欲的な目標でもある。試算では、順調回復シナリオでプライマリー・

バランスの黒字化は 2021 年である。2019 年の時点ではまだ若干赤字なわけであるので、

この試算の結果よりももう少し努力しないと、この目標が達成できないということ。歳

出・歳入改革や成長政策を確実に実施していく必要がある。 

 ４番目は、現世代の安心を確保すると同時に将来世代への責任のバランスを両方考え

る必要がある。社会保障の機能強化により現世代の安心を確保するとともに、次世代へ

の負担先送りを解消する。そして、現行の社会保障制度を安定化させることが重要であ
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ると考えている。2011 年度頃、2010 年代半ば、2020 年代初めといった安心社会実現の

時間軸と歩調を合わせて「中期プログラム」の具体化・実行を推進していく必要がある。 

 ５番目は、生活安心保障政策の具体化と財源等。今回の試算には盛り込まれていない

生活安心保障政策とそれに必要な財源について、今後、検討と制度設計を含めて、具体

的に明らかにすべきである。安定財源なくして制度改正なしということ。 

（吉川議員） 財政の健全化目標として国・地方の債務や公債残高対ＧＤＰ比を位置づけ

ることは、当然のことと思っている。 

 財政赤字の問題は、例えて言えば船底に浸水しながら航行を続けている船。ある時点

で船底にたまっている水の量が公債残高に当たる。どれほど危険かということは、船の

大きさに依存する。船の大きさが経済の大きさであるＧＤＰとなるから、公債残高の対

ＧＤＰ比は船の大きさとの相対で見た浸水した水の量になる。毎時間ごと浸水してきて

いる水の流れ、フローは年々歳々の財政赤字になる。 

 船の場合、命取りになるのは、船の大きさとの相対における浸水した水の量だが、デ

ットのＧＤＰ比が一方的に上昇していくことはまさにそういう意味であり、危険な状態

になるということ。そうした状況は何としても避けなければいけない選択肢ということ

になる。 

 その点で、資料「経済財政の中長期試算」にある中長期試算を見ると、さまざまな選

択肢が書かれているが、公債残高の対ＧＤＰ比が発散していくようなケースがある。こ

うした試算はある程度の幅を持って解釈しなければいけないと思うが、公債残高の対Ｇ

ＤＰ比が発散するケースは明らかに避けなければいけないケース。 

 ３ページの試算によると、経済が中長期的に停滞するような状況では公債残高の対Ｇ

ＤＰ比が発散してしまう。財政再建のためには、健全な経済の成長が必要だという教訓

がここから読み取れるということである。 

 ２番目に、５ページにある幾つかの選択肢を見ると、2010 年代あるいはそれ以降、

消費税率を据え置くケースも公債残高対ＧＤＰ比発散ケースである。したがって 2010

年代を通して今後ずっと消費税率を据え置くということは、船の大きさと比べて船底に

たまった水の量がどんどん危険な状態になっていくというケースで、まさに私たちが避

けなければいけないケース。麻生議長は「短期は大胆、中期は責任」という方針をかか

げられているが、「中期は責任」という責任にかなわないケースになってしまう。この

ことは、国民、国政のリーダーの方々が認識すべき点であり、この試算から読み取れる

大きな教訓と考えている。 

（与謝野議員） 財政健全化目標については、本日の有識者議員の御提案で、大筋の合意

ができたと思う。「基本方針 2009」に向けて、必要な調整を行ってまいりたい。 

 

○「基本方針 2009」及び「中期プログラム」（一部改正）に向けて 

（与謝野議員） 山崎内閣府政策統括官より「基本方針 2009（素案）」について説明を行う。 

（山崎内閣府政策統括官） 目次をご覧いただきたい。「基本方針 2009（素案）」は４章立

てになっている。 

 「第１章 危機克服の道筋」 

 「第２章 成長力の強化」 

 「第３章 安心社会の実現」 

 「第４章 今後の財政運営の在り方」 

 となっている。 

 １ページ目に、基本的考え方として、「危機克服の道筋」を書いている。「１．経済の

現状と課題」、「２．社会の現状と課題」となっている。 
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 ２ページ目の「３．『安心と活力』の両立を目指して」では、「安心と活力」の両立を

目指して、「（１）『経済の危機』と『社会の危機』への一体的対応」、更に「（２）財政

健全化と安心社会実現」という考え方を示している。 

 ４ページ目以降が各論であり、第２章は「成長力の強化」となっている。最初に「１．

成長戦略の推進」と書いているが、これは４月 17 日に経済財政諮問会議で取りまとめ

た「未来開拓戦略」を踏まえて、「（１）低炭素革命」、「（２）健康長寿」、「（３）魅力発

揮」という３本の柱でまとめている。 

 成長力の強化の２番目として、６ページには「２．アジア・世界の持続的成長への貢

献」として、「①アジア経済倍増へ向けた成長構想等」、「②地球温暖化対策の中期目標

の達成」、「③高度人材受入れ促進と対日投資の促進」、「④経済連携、資源外交」、「⑤総

合的な外交力強化」を書いている。なお、「②地球温暖化対策の中期目標の達成」につ

いては現時点では内容は空欄という形で（Ｐ）にさせていただいている。 

 ３番目として、７～８ページには「３．農政改革」を書いている。 

 ４番目が地域経済関係で「４．地域発の成長」。 

 ５番目が９ページにある「５．中小企業の活性化と研究開発の強化」。 

 成長関係の最後が、10 ページの「６．規制・制度改革」である。 

 11 ページ目以降、第３章の「安心社会の実現」である。安心社会の実現のために、

社会保障の機能強化・効率化と雇用を軸とした生活安心保障の再構築を進めるものであ

る。 

 最初に「１．生活安心保障の再構築の考え方」を書いている。その中で「（２）安心

社会実現の道筋」として、３つの局面、「①安心再構築局面（2009 年度～2011 年度）」、

「②安心回復局面（2011 年度頃～2010 年代半ば）」、「③安心充実局面」という、それぞ

れの各局面における取組みについて書いている。 

 「（３）安心社会に向けての行政基盤の強化」という項目に関しては、現時点におい

て内容は空欄とさせていただいている。 

 「２．安全・生活の確保等」について、「消費者政策等」、「生活支援等」、「防災・治

安等」を書いている。 

 14 ページには、「３．教育の再生」ということで、教育関係をまとめて書いている。 

 15 ページ目に、第４章として「今後の財政運営の在り方」について記している。「短

期は大胆、中期は責任」との観点から、今後の財政運営を行うというものであり、まず

「１．平成 22 年度予算の基本的考え方」を書いている。16 ページの「２．財政健全化

目標」に関しては、先ほど御議論いただいた内容を整理して、ここで記述させていただ

いている。 

 17 ページ以降に別紙があり、別紙１は「中期プログラム」の別添工程表のうち 2011

年度までに実施する重要事項を列記している。 

 19 ページには、別紙２として、同じく「中期プログラム」の別添工程表のうち、諸

課題への対応策の具体化についてまとめている。 

（与謝野議員） 続いて、松元内閣府政策統括官より「中期プログラム」の一部改正の素

案について説明を行う。 

（松元内閣府政策統括官） 「中期プログラム」については、昨年 12 月 24 日に閣議決定

していただいたが、今回の改正ではそれ以降の動きを反映させていただいている。改正

部分は見え消しになっている。 

 本年度になって、経済危機対策をとりまとめ、また未来開拓戦略をとりまとめている

ので、その旨を記載して、「当面、総額 75 兆円規模」と記していた部分を、「累次の」

経済対策という形にしている。 
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 また、６ページのⅤの（２）に「税制抜本改革の道筋及び基本的方向性を立法上明ら

かにする」とあったが、今年度の税制改正法の付則において措置されたので、措置済み

という形で記載させていただいている。 

 最後に７ページであるが、「中期プログラム」にある機能強化については、安定財源

を確保した上で、段階的に内容の具体化を図ることになっており、具体的には２ページ

にその旨の記述があるが、経済危機対策で前倒し的、時限的に措置しているものがある。

安定財源を確保したと言えない形で措置されているので、その取扱いについて、７ペー

ジに「（４）『経済危機対策』及び関連補正予算において時限的に講じられた社会保障の

機能強化の措置のその後の対応については、財源確保と併せて検討する」旨を記載させ

ていただいている。 

（二階議員） 「基本方針 2009」の素案は、安心と活力の両立を目指すために不可欠な成

長力強化の具体策として、未来開拓戦略に掲げた政策、地域、中小企業の活性化に役立

つ施策等がきっちりと盛り込まれており、賛成である。 

 また、素案にあるとおり、平成 22 年度の予算においても、総理のリーダーシップで

メリハリの効いた予算編成が重要であると考えている。「未来開拓戦略」の施策の実現

のため必ず重点配分を行うべきであると考えている。 

 各論の中で、ＪＩＣＡの海外投融資機能の復活について前々から御議論をいただいて

いるが、アジアとともに発展するためには、リスクある途上国への民間投資を国が後押

しする取組みが重要である。総理のアジア経済倍増計画を実行するためにも、今秋まで

に実施されるように、この際、時期を明確にしておくべきだと考えている。 

（鳩山議員） ８ページの「４．地域発の成長」に、直轄事業について書かれており、こ

れで大いに結構であるが、地方分権改革推進本部で、また総理からいろいろ御指示いた

だける場合には、維持管理費の問題等もお触れいただくとありがたい。 

（与謝野議員） 何か文章を入れましょうか。 

（鳩山議員） これで良いのだが、もし維持管理の方について、やはりこれは国交大臣の

意見も聞かなければいけないので、まとまっていくような場合にはと申し上げているわ

けである。 

（与謝野議員） わかりました。 

（三村議員） 国民の安心の実現と活力の維持を車の両輪として、今後の経済財政運営の

基本とすることは大賛成である。 

 そのためには、それぞれのボトルネックになるテーマについて、重点的、かつ、速や

かに対応する必要がある。例えば農業改革は、食の安全保障及び地方の活性化にもつな

がる重要なテーマであるし、格差是正、とりわけ子育て世代で低所得世帯への対応、こ

れは将来の経済社会の活力の源泉ともなる少子化対策にもつながると思っている。 

 今回、教育の再生が掲げられているが、これも非常に期待している。第３章にあたる

11 ページと 12 ページと 14 ページに合わせて教育の問題が色々書かれている。公平な

教育機会の確保をうたったことは大変意義深いことであるし、若者を中心とする格差の

固定化を防ぎ、頑張れば報われる社会の実現のためには次世帯を担う若者の誰もが良質

な教育を受ける機会を得られるようにすることも大賛成である。 

 そのためには、公教育の質を向上することとし、各種の施策が挙げられているが、こ

れらは教育関係者が全力を投入して実現しなければいけないことだと思っている。 

 更に子育て家庭が負担する教育の大きさが指摘される中で、その軽減に向けた措置を

充実することとして、更に修学困難な高校生、大学生への公平な教育機会確保のための

制度も充実するなど、安心して教育が受けられる社会の実現に向けた方向性についても

述べられているので、大いに期待している。 
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 私自身もこうした方向性を打ち出されたことに大いに賛意と敬意を評して、改めてそ

の実現に向けて尽力するつもりである。 

（張議員） 平成 22 年度予算の基本的な考え方に関連するが、先ほど二階議員からも予算

のメリハリを付けてというお話があった。今日まで政府が打ち出した経済対策について、

色々な人からのお話を聞いていると、よくやっていただいたと大変評価が高い。但し、

その次には、必ずお金の使い方の話になる。 

 そういう意味では、政府としての歳出削減に対する努力ということをメッセージとし

て国民に対して、きちんと出す必要があると考えている。それは、平成 22 年度予算の

編成のときに、きちんと優先順位やメリハリを付けていると示すことが一つのメッセー

ジになる。そうすれば、お金の使い方のほうでも充分考えて努力しているということを

示すことになるだろう。優先順位を付ける、メリハリを付けるということを是非やって

いくべきだと思う。 

（岩田議員） 今、お話があったように、思い切った補正予算をやったと思うが、この補

正予算が中期的な日本経済の経済力、成長力を高めるような方向でうまく使われるとい

うことが極めて重要だろうと思う。 

 例えば、前回お話しした農業の改革で、大規模集積を進めるとか、それから耕作放棄

地を解消する、こういうことが上手く進むように補正予算を使っていただきたい。 

 もう一点は、科学技術費で、2,700 億円という過去に余り見たことがない画期的な対

策が盛り込まれていると思うが、９ページに出ているように、我が国を代表する研究者

が研究に専念できて、しかも新たな研究者最優先の支援制度をきちんとつくる。それで、

最先端の研究開発、基礎研究を含めて、今回の施策は初めてのことなので、執行体制を

含めて研究者も本当にやる気が起こってきて、それがしかも産業界のイノベーションに

つながっていくようなやり方で、是非これも効率的な有効な使い方というものをお願い

したい。 

（与謝野議員） 張議員の御発言であるが、この中にも「基本方針 2006」を踏まえてとい

うのがある。その後にいずれシーリングを出さなければいけないので、そういう中で政

府としての姿勢は明らかになる。 

 岩田議員のお話は、どういうテーマを選ぶかというのが肝心で非常に大事ではないか

と思っている。 

（三村議員） 経済界としては、これから大きなテーマをみんなで議論して、あのような

形で大きな予算を付けるということは初めてのケースであり、私どもとしては高く評価

している。 

 もう一つ付け加えたいのだが、ＪＩＣＡの海外投融資論議について、ここに書いてあ

るが、これだと色々な制限条件がたくさん付いていて、いつやるのか若干分からないの

で、是非とも二階議員が言われたように、今秋には実行できるような形でお願いしたい。 

（与謝野議員） 次回は本日の議論を踏まえ「基本方針 2009」と「中期プログラム」一部

改正について、それぞれ原案をお示ししたいと思う。 

（麻生議長） 財政健全化目標については、今回、日本の財政健全化への中長期的な姿勢

を示す、意欲的な財政健全化目標の考え方を示していただいた。 

 この新しい目標は、歳出改革の継続、成長力の強化、そして経済好転後の税制抜本改

革を着実に具体化するということが不可欠だと思うので、甚だ難しい問題をたくさん抱

えているが、是非この方向でとりまとめたいと思っている。 

 「基本方針 2009」については、まさに安心と活力を両立させる、国づくりのための

基本設計図というべきものである。 

 これまでの「基本方針」は、要望を数多く盛り込む傾向が強まっていたが、今回はな
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るべくコンパクト、シンプルなもので考え方を明確にしたいと考えている。 

 さらに、限られた数の優先課題に対して、政府としては横断的に人員と予算を集中投

入したいと考えているので、今後、本日の素案を基にして、最終案のとりまとめに向け

て、必要な作業を更に加速していかねばならないと思っているので、よろしくお力添え

のほどお願い申し上げる。 

 

（以 上） 


