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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 6月 16日（火） 18:41 ～19:14 

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     佐 藤      勉   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 

「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） 

○経済財政改革の基本方針 2009 ～安心・活力・責任～（原案）  

○当面の「最優先課題」（府省に広くまたがる横断的課題） 

○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） 

（原案） 

 

（配布資料） 

○第 28回地域経済産業調査結果の概要（全体総括）（二階議員提出資料） 

 

 

（本文） 

○「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） 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、前回に
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引き続き「基本方針 2009」及び「中期プログラム」の一部改正について御審議を

いただきます。 

 前回、総理から御指示のあった、これから取り組むべき最優先課題について、総

理とも相談させていただいた上で、お手元の説明資料「当面の「最優先課題」（府

省に広くまたがる横断的課題）」のとおりとりまとめさせていただきました。 

 また、基本方針の正式名称についても総理と相談し、本方針の理念を簡潔に示す

ものとして「経済財政改革の基本方針 2009～安心・活力・責任～」としておりま

す。 

 それでは、基本方針の前回からの変更点について、山崎内閣府政策統括官から説

明をいたします。 

（山崎内閣府政策統括官） 素案から原案への変更点を御説明申し上げます。 

まず名称でございますが「経済財政改革の基本方針 2009～安心・活力・責任～」

というものでございます。 

次に、「第１章 危機克服の道筋」であるが、「１．はじめに」の部分で、今、申

し上げました表題の「安心・活力・責任」の趣旨を書くということで、まず、初め

にその文章を加えてございます。この内容でございますが、全体の考え方について

とりまとめてございます。 

読み上げさせていただきます。 

 「１．はじめに 

我が国の経済と社会は、これまで培ってきた『豊かさ』と『希望』と『信頼』と

を次代に引き継げるか否かの歴史的な正念場にある。 

 外にあっては、世界同時不況と資源環境制約の高まり、内にあっては、少子高齢

化、格差の拡大傾向、財政悪化など、内外の難局が同時かつ複合的に押し寄せてい

る。国民の暮らしと生活を守ることを最優先すべく、経済と社会を一体的に捉えた

改革に取り組まなければならない。将来世代への『責任』を堅持しつつ、国民相互

の信頼や助け合い、連携によって『安心社会』を実現し、各世代や各企業それぞれ

の『努力と挑戦』を最大限に引き出す。一方で、低炭素革命や健康長寿社会の創造、

アジアへの共生型貢献等を通じて有効需要の基盤を内外で広げ、国民や企業の『活

力』を高める。『安心・活力・責任』を同時達成するための経済と社会の変革であ

る。 

 『安心・活力・責任』という３つの目標は対応次第では相反するおそれがある。

将来への道筋を曖昧にしたままの局所的な対処療法では、経済と社会双方からなる

『複合危機』は克服できない。『複合危機』を一体的に捉え、３つの目標への相乗

効果を最大に発揮する施策へと政府全体の資源配分を傾斜していかなければなら

ない。 

 本『基本方針 2009』はこうした観点から取りまとめたものである」。 

 「２．経済の現状と課題」以下でございますが、これについては文章の整理でご

ざいます。次の２ページ目、３ページ目も文章の整理でございます。 

 なお、３ページに「４．『安心と活力』の両立を目指して」という基本方向を書
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いてございますが、「（２）財政健全化と安心社会実現」の後に、総理から御指示が

ございました当面の最優先課題という１枚紙を加えたいと考えてございます。 

 もう一つ、説明資料「当面の「最優先課題」（府省に広くまたがる横断的課題）」

がございますので、これをご覧いただきたいと思います。内容を御紹介申し上げま

す。 

 以下を当面の「最優先課題」とし、関係府省は、予算・人材両面において最大限

の重点対応を行う。さらに、内閣主導で、府省横断的なプロジェクト・チームを設

置する等により迅速かつ総合的な取組を図る。 

 具体的には、「①経済危機克服」ということで、最初がｉ）でございますが、雇

用対策をここに挙げてございます。経済と社会の安定のための「扇の要」に位置す

る雇用ということで、これについての取組でございます。ii）でございますが、同

時にということで、新たな持続的成長プロセスを一刻も早く主導するという観点か

ら、まず、低炭素・環境共生型社会に対する取組でございます。次でございますが、

地域経済の回復のための各地域の取組に対する支援、それから、金融危機後の世界

経済の再成長を確固たるものにするための取組、特にアジアとの共生型貢献という

ものでございます。 

 次に、「②安心社会実現」でございますが、まずｉ）でございますが、社会保障

のほころびの修復なしに政府への信頼回復はない。税制抜本改革を通じた安定財源

の裏打ちを制度的に確保しつつ、社会保障の機能強化について効率化を図りつつも、

緊急措置として前倒しで「先行実施」を図る。また、少子化対策や子育て世代の支

援を総合的に強化する。ii）としまして、安心社会実現のための具体的な道筋につ

いて合意を図るため政府与党一体で検討を行う、という趣旨が書いてございます。 

 それでは、原案に戻り４ページでございます。「第２章 成長力の強化」。これに

関しましては、４ページ目、５ページ目ともにそれぞれ施策の内容について若干詳

しく追加しているというものでございます。例えば、５ページ目の右にある「（３）

魅力発揮」でございますが、これに関しましては、林業、さらには水産業といった

施策をかなり詳しく書いてございます。次に６ページ目も同様に、各施策に関しま

す追加でございます。 

 ７ページ目の真ん中に「②ポスト京都議定書の枠組みづくりへの貢献等」がござ

いますが、これは原案で加えられた文章で、先般まとまりました中期目標等を踏ま

えた文章をここに加えてございます。 

 続きまして、８ページ目、９ページ目に入ります。 

 ８ページ目も文章の整理でございますが、９ページ目に関しましては「４．地域

発の成長」ということで、離島の問題でありますとか、商店街等に関する記述を詳

しく加えてございます。 

 さらに 10ページ目で、中小企業の活性化ということで、特に人材の育成・活用

等の文章を加えてございます。 

 12ページ目以降が「第３章 安心社会の実現」でございます。これに関しまし

ては、12ページ目の頭の方に「（１）安心社会とは」ということで「国民が活き活
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きと働く機会が確保され」という文章を加えてございます。 

 また「（２）安心社会実現の道筋」の「①安心再構築局面」に関しましては「中

期プログラム」の関係で別紙がございますが、別紙と今回の取組の関係について少

し整理したものでございます。 

 13ページ目の真ん中の上の方でございますが、高齢者医療制度に関します取組、

さらに高額療養費制度についての取組・検討について加えてございます。 

 14ページ目の「（３）安心社会に向けての行政基盤の強化」ということで、これ

は新しく追加されてございますので、読み上げさせていただきます。 

「安心社会に向けた行政基盤を強化するため、国民への総合的なサービスの提供、

閣僚主導にふさわしい規模、地方分権の徹底、官民挙げた人材の投入などの視点を

踏まえ、現行の行政組織の見直し・再編へ向けた検討を行う。 

 子育て支援、仕事と子育ての両立などの『少子化対策』や、困難を抱える子ども・

若者を助け、自立させるための対策を始めとする各般の『子ども・若者支援策』を

総合的に推進するため、内閣府の体制を強化する」というものでございます。 

 14ページ目の「２．安全・生活の確保等」以降でございますが、これに関しま

しては、各施策を項目立てしてございます。特に「③防衛」というものを１つ立て

てございます。それぞれの内容について追加してございます。 

 15ページ目も同様でございます。教育に関しまして、それぞれの文言を追加し

ています。 

 17ページ目が、「第４章 今後の財政運営の在り方」でございますが、「（２）平

成 22年度予算の方向」というところでございますが、これに関しまして「『基本方

針 2006』等を踏まえ、歳出改革を継続しつつ」の後に、「安心と活力の両立を目指

して現下の経済社会状況への必要な対応等を行う。」とあります。これを踏まえて、

下の方でございますが、経済社会等への対応ということで、予算配分の重点化、効

率化を行うということで、予算配分のメリハリについて趣旨を明確にさせていただ

いてございます。 

 18ページ目で、「（３）新たな行政改革の取組」でございますが、これに関しま

しては、いわゆる独法に関します改革という点を付け加えてございます。 

 最後に 20ページ目でありますが、別紙がございます。これにつきましては、特

にポイントになりますのは、真ん中に書いてございますが、医師等人材確保対策、

医師の確保ということについてここに追加させていただいてございます。 

 以上が主な変更点でございます。 

（与謝野議員） 次に「中期プログラム」の前回からの変更点について、松元内閣府

政策統括官から御説明をいたします。 

（松元内閣府政策統括官） 「中期プログラム」（原案）をご覧いただきたいと思いま

す。 

 ７ページ目をご覧いただきたいと存じます。（４）のところでございますが「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記述した部分でございますが、この部分につきまして
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は、ただいま山崎統括官から御説明いたしました「経済財政改革の基本方針 2009」

の考え方を踏まえて対応する必要がありますので、２行目の後ろの方からでござい

ますが「『経済財政改革の基本方針 2009』における社会保障の機能強化の必要性の

観点等を踏まえつつ」という文章を挿入させていただいております。 

（与謝野議員） それでは、御意見のある方は、どうぞ。 

 ここで御了承いただければ、この原案を党の方でも議論していただきます。 

（張議員） 良いものができたと思っておりますけれども、この骨太方針をつくる過

程において、経済危機克服のための有識者会議とか、安心社会実現会議で出され

た、多方面の有識者の見解、意見が全部盛り込まれているという意味では、策定

プロセスにオールジャパンの議論を取り入れる努力がなされたと思っていまして、

これはすばらしいことだと思っております。 

 現在、マスコミや世論においては、消費税増税のみに議論の焦点が当たっており

ますけれども、この骨太方針は日本の将来の成長と安心をいかに築くかという方向

性を示しておりますので、そうした将来に国民全体が参画意識を持てるようにわか

りやすく説明し、正しく理解していただくことが大変重要だと思っております。是

非よろしくお願いいたします。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

 三村議員、どうぞ。 

（三村議員） 私も全く同じ意見なのですけれども、今までの議論のプロセスは非常

に良かったと思います。中身も非常に納得的だと思います。今、我々の抱えてい

る問題をクリアにし、なおかつ、方向性も難しい方向性ながら、それを示したと

いうことでは非常に結構だと思います。 

 したがって、是非ともこれを国民の皆がわかるような形で、何回でも繰り返して、

このエッセンスを知ってもらうことが非常に大事ではないかと思います。 

 そういった観点から、わかりやすくやりたいという意味で１点申し上げたい。３

ページ目の柱が「経済の危機」と「社会の危機」の一体的対応というところは、非

常に良い表現だと思いますけれども、これを「複合的危機」とまとめてしまうとわ

かりにくくなってしまうのではないか。ですから「４．『安心と活力』の両立を目

指して」の一番上の（１）ですが、「経済の危機」と「社会の危機」への一体的対

応というのが全編を流れている１つのエッセンスだと思いますけれども、これを複

合的と訳してしまうとわかりにくくなってしまうので、２つをそのまま書いておい

た方が良いのではないか。御検討いただければありがたいと思います。 

（与謝野議員） これは事務局で検討することにいたします。 

（麻生議長） 簡単に言えば、複合（社会＋経済）ですか。 

（三村議員） 「経済の危機」と「社会の危機」への一体的対応で、そのままでよろ

しいのではないかと思います。 

（二階議員） 15ページの終わりから 16ページの初めにかけてでありますが、ここに

「スクール・ニューディール」構想の推進という記述があるのですが、これは大

変結構なのですが、今日は実は文部科学省と経済産業省と環境省の合同によるス
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クール・ニューディール構想推進委員会というものがございまして、文部科学省

で開催され、私どももそれに参加しました。教育長や市長、町長、そういう人た

ちが全国から集まって来ておられるのです。 

 そこで、このねらいは、スクール・ニューディールという言葉は非常に皆に魅力

的に受け取られているのですが、要は科学技術とか理科教育というものをもっと推

進していこうという思いが関係者の中にあると思うのです。 

 そこへ行くと、やがて延長線上に原子力をどうするかということがあるわけです。

ですから、私は文部科学省の建物の中でもあるし、塩谷文部科学大臣もおりました

から、副読本などで原子力の必要性などをもっと小学校、中学校、高等学校に合わ

せて教える。ここから先は申し上げなかったのですが、子どもに科学技術を教える

と同時に、本当は先生方にも教えなければならないのではないか。そういうところ

が今までは、少し欠けていたので、原子力は遅れに遅れを来たしている遠因の一つ

ではないか。 

 このスクール・ニューディールをやっていくためには、そこが大事だということ

がわかっていながら、皆、遠慮して控えているところがあるのです。もしそれがで

きなければ、３省がバックアップして副読本を別途作っても良いと思うと話してき

たのですが、どこかそういうところに芽を出させることができれば、お願いしてお

きたいと思います。 

 今の教科書にも原子力は出ているのですが、中途半端だし、時代遅れの記述も随

分ありますし、全てへっぴり腰で今日に及んでいる。それ以上書いたら検定の際に

認められないかもしれませんが、そういう問題点がある。「スクール・ニューディ

ール」ばかり大きくするのは良いけれども、内容が伴っていないではないかという

思いがありますので、あえて申し上げておきます。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

 他に、どうぞ。 

（岩田議員） １点だけよろしいでしょうか。この「骨太の方針」は、良い方針がで

きましたので、できるだけこの原案がこのままの形で残るようにしていただけれ

ばと思います。 

 １点、最近の金融情勢を見ておりまして若干気になりますのは、アメリカの長期

金利がやや、これまで下がってきて良かったと思っていたのですが、少しはねてお

りまして、一部には中国あるいはロシア、ブラジルがＩＭＦ債を買う、ＳＤＲ建て

ということになるのですが、そういうこともアメリカの長期金利に影響を与えてい

る可能性があると思います。 

 与謝野大臣がはっきり御発言いただいて、むしろそれをややカームダウンするよ

うなことも現在起こっていて、私は出口戦略といいますか、この方針で言いますと

第４章の「中期は責任」という、５年、10年の時間軸で考えてきちっと、今は危

機対応であらゆることをやらなければいけないけれども、中期的にはきちんと財政

部門を健全な形に持っていくということを、透明性のある形でマーケット、あるい

は国民の方々によく伝えるということが大変、今、重要ではないかと思います。 
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 今、景気が、確かに最悪期が過ぎて、少し明るい兆しも出ているのですが、まだ

民間需要が本格的に自立的に回復するというところからは大分距離があるという

ことで、しかもその時に長期金利が不安定化するということは是非避けなければな

らないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（与謝野議員） 申し訳ないですけれども、日銀の最近の景気認識と長期金利の問題

を併せてお願いします。 

（白川議員） わかりました。 

 日本銀行は、昨日、今日と金融政策決定会合を開催しまして、これまでの金融緩

和政策や一連の企業金融支援措置等を維持するということを決定いたしました。 

その際のわが国の景気の判断でありますけれども、総括的な判断としましては、

「大幅に悪化した後、下げ止まりつつある」という判断をいたしました。この背景

ですけれども、内外でこれだけ大きな生産調整を行いますし、その結果、在庫調整

が進捗しているということ。また、それを背景に輸出や生産が持ち直しに転じてい

るということ。それから、一連の経済対策の執行により公共投資が増加している。

こういったことが先ほど申し上げた判断につながっていると思います。当面は、こ

うした下げ止まりの動きが次第に明確になっていく可能性が高いと思います。問題

はその後の姿でありますけれども、現在は在庫調整や政策の効果下げ止まりつつあ

るわけですが、最後は最終需要、特に民間の最終需要自体がどのようになっていく

かについては、まだ最終的に世界経済全体がどのようになっていくかでありますけ

れども、日本銀行として、そこはまだ慎重に見ているということでございます。た

だ、いずれにしろ、足元については、今、申し上げたような感じで下げ止まりつつ

あると判断しております。 

企業金融の方ですけれども、この席でも去年の秋以来、何度も議論いたしました

けれども、ＣＰ・社債の発行環境は大幅に好転いたしました。今、足元の社債の発

行環境を見てみますと、これは活況という状況に変わってきていると思います。こ

れは締めてみないとわかりませんけれども、６月の社債の発行金額は多分、月間ベ

ースで過去最高になるだろうと思われます。ただし、これは格付けの良い先といい

ますか、シングルＡ格以上はそういうことなのですけれども、しかし、トリプルＢ

格以下については、まだ、この春先以降も発行件数はほんのわずかでして、昨年の

リーマンブラザーズ破綻以前は、格付けの低い先、トリプルＢ格の発行もそこそこ

出ておりましたので、そういう状況にはまだなっていない。この点では、まだ二極

化現象があると見ております。それから、企業の方も、最終的に需要がどのように

なっていくのかについて、まだ自信が持てませんから、そういう意味で何かのきっ

かけでまた金融市場が悪くなるということもやはり頭の中に意識としてよぎりま

すから、そうした面での企業金融の状況については、注意深く見ていった方が良い

と思っています。 

それで、今、岩田議員から御指摘のあったアメリカの長期国債金利ですけれども、

今年の３月以降は一旦下がりまして、それから、ここのところ、かなり上がってき

たわけです。いろいろな整理の仕方は可能ですけれども、大きく分けますと３つ理
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由があると思います。１つ目は、アメリカの景気がとりあえず下げ止まってきたと

いうことで、極端な悲観心理が後退している。２つ目は、金融システムについて、

これも極端な不安心理がなくなった結果、従来は一番安全確実な国債の方に資金が

行っていたわけですけれども、つまりほかの社債などはリスクがありますが、国債

はとりあえずのクレジットリスクがありませんから、国債に向かっていた。そうい

う「質への逃避」というものが一旦和らぐという形が２つ目の理由です。３つ目は、

財政悪化への懸念です。この３つぐらいが理由として挙げられると思います。 

先ほどの岩田議員の御発言の問題意識にもありますけれども、そういう意味では

金融政策もそうですし、財政政策もそうですけれども、それぞれ中長期的な安定に

向けて、例えば財政であれば財政バランスでしょうし、金融政策で言いますと、物

価安定の下で持続的な成長を図っていくという政策のスタンスにぶれがないこと

が非常に大事なことだと思っております。 

（与謝野議員） ありがとうございます。 

（麻生議長） 今日は日本の長期国債の 10年物が 1.4％ぐらいになっていましたね。 

（岩田議員） 少し補足をさせていただきます。 

御説明のとおりなのですが、１つは、連邦準備理事会は長期国債を 3,000億ドル

購入するというプログラムになって、今は 1,500億ドルぐらい買っているのです。

それで８月下旬になりますと、大体上限に達するかもしれない。そのときに購入を

増やすのか、増やさないのかというのが、今、恐らく一つのイシューになっている

のだと思うのですが、これまでですと、景気が十分でなければもう少し増やせば良

いという議論もあったかと思うのですが、今はむしろ増やすとかえってインフレの

リスク等という方が、むしろ出てくるかもしれない。 

したがって、連邦準備理事会は金利を早目に上げるかもしれないし、あるいはイ

ンフレ期待が少し上がってきてしまうというようなことがあるとしますと、必ずし

も枠を拡大することが良いのかどうかというようなところが、今、実は問題になっ

ているのだと思うのです。そういうことで、なかなかかじ取りが難しい局面に来て

いるのかなと思います。 

（与謝野議員） 他に御意見がなければ、本日の議論を踏まえまして、次回の諮問会

議では「基本方針 2009」及び「中期プログラム」をとりまとめたいと思っており

ます。 

 それでは、プレスを入室させた後、本日の議論の締めくくりとして、総理より御

発言をいただきます。 

（報道関係者入室） 

 

（麻生議長） 「基本方針 2009」におきましては「安心」「活力」「責任」、この３つの

キーワードを題名とさせていただきたいということであります。 

 そして、この「安心」「活力」「責任」のために、政府を挙げて資源を投入すると

いうことで、いろいろ政治的に困難なところもあろうかと思いますが、大胆に取り

組んでいきたいという覚悟でおります。 
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 また「基本方針 2009」の原案には、私から提案をいたしました、当面の「最優

先課題」につきましては、しっかり盛り込んでいただければと思っております。 

 これらの最優先課題につきましては、政府横断的に人員と予算をいろいろ集中配

分していくつもりでおります。 

 いずれにいたしましても、とりまとめに向けまして、いま一段の御努力をお願い

しておきたいと存じます。 

（以 上） 


