
  

  

    

    

    

 

 

   

   

        

               

      

     

       

     

         

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年第 17 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（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） 

〇 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） 

（概要） 

○「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） 本日は、前回に引き続き「基本方針 2009」及び「中期プログラム」の一

部改正について審議いただく。 

前回、総理から御指示があった、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、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～」としている。 
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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す

る。 

（山崎内閣府政策統括官） 素案から原案への変更点を説明する。 

まず名称であるが「経済財政改革の基本方針 2009～安心・活力・責任～」としてい

る。 

次に、「第１章 危機克服の道筋」であるが、「１．はじめに」の部分で表題の「安心・

活力・責任」の趣旨を記した文章を加えている。ここでは、全体の考え方についてとり

まとめている。 

読み上げさせていただく。 

「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」以下については文章の整理である。２ページ目、３ページ

目も同様である。 

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いて

あるが、「（２）財政健全化と安心社会実現」の後に、総理から御指示があった当面の最

優先課題という１枚紙を加えたいと考えている。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）」をご覧いただきたい。 

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みを図る。 

具体的には、「①経済危機克服」ということで、ｉ）に雇用対策を挙げている。経済

と社会の安定のための「扇の要」に位置する雇用への取組みである。ⅱ）であるが、同

時に、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、低炭素・環境

共生型社会に対する取組み、地域経済の回復のための各地域の取組みに対する支援、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み、特にアジ

アとの共生型貢献について記している。 

次に、「②安心社会実現」であるが、ｉ）では、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
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いう趣旨が書いている。 

原案に戻り４ページをご覧いただきたい。「第２章 成長力の強化」では、各施策の

内容について若干詳しく追加している。例えば、５ページ目にある「（３）魅力発揮」

では、林業、更には水産業といった施策を詳しく書いている。６ページ目も同様に、各

施策に関する追加である。 

７ページの真ん中にある「②ポスト京都議定書の枠組みづくりへの貢献等」は原案で

加えられた文章で、先般まとまった中期目標等を踏まえた内容が記されている。 

９ページには「４．地域発の成長」ということで、離島の問題や商店街等に関する記

述を詳しく加えている。 

10 ページでは、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

加えている。 

12 ページ以降が「第３章 安心社会の実現」である。「（１）安心社会とは」には「国

民が活き活きと働く機会が確保され」という文章を加えている。 

 また「（２）安心社会実現の道筋」の「①安心再構築局面」に関しては、「中期プログ

ラム」の関係で別紙があるが、別紙と今回の取組みの関係について少し整理したもので

ある。 

13 ページでは、高齢者医療制度に関する取組み、更に高額療養費制度についての取

組み・検討について加えている。 

14 ページの「（３）安心社会に向けての行政基盤の強化」は新しく追加された部分な

ので、読み上げさせていただく。 

「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」ということである。 

14 ページの「２．安全・生活の確保等」に関しては、各施策を項目立てしている。

特に「③防衛」というものを１つ立てている。それぞれの内容について追加している。

15 ページも同様で、教育に関しても、それぞれの文言を追加している。 

17 ページの「第４章 今後の財政運営の在り方」であるが、「（２）平成 22 年度予算

の方向」に関して、「『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。」とある。こ

れを踏まえて、経済社会等への対応として予算配分の重点化、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いる。 

18 ページの「（３）新たな行政改革の取組」では、独法に関する改革という点を付け

加えている。 

最後に 20 ページの別紙であるが、特にポイントになるのは、真ん中に書いているが、

医師等人材確保対策、医師の確保について追加させていただいている。 

（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

統括官から説明する。 

（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。 

７ページ目をごらんいただきたい。（４）で「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

部分であるが、山崎統括官から説明があった「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るので、「『経済財政改革の基本方針 2009』における社
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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

いる。 

（張議員） 良いものができたと思っている。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や、安心社会実現会議などで出された、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おり、これは素晴らしいことだと思っている。

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いる、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いるので、

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考えている。 

（三村議員） 私も同意見であるが、今までの議論のプロセス、非常に良かったと思う。

中身も非常に納得的だと思う。今、我々の抱えている問題をクリアにし、なおかつ、方

向性についても、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う。

したがって、是非とも国民のみんなが分かるような形で、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う。 

そういった観点から、分かりやすくやりたいという意味で１点申し上げる。３ページ

の「経済の危機」と「社会の危機」への一体的対応というところは、非常にいい表現だ

と思うが、これを「複合危機」とまとめてしまうと分かりにくくなってしまうのではな

いか。だから「４．『安心と活力』の両立を目指して」の（１）であるが、「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

うが、これを複合的と訳してしまうと分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と思う。 

（与謝野議員） 事務局で検討することとしたい。 

（二階議員） 15 ページの終わりから 16 ページの始めにかけて、「スクール・ニューディ

ール」構想の推進という記述があるが、これは大変結構である。文部科学省と経済産業

省と環境省の合同によるスクール・ニューディール構想推進委員会というものがあり、

文科省で開催され、私どももそれに参加した。教育長や市長、町長などが全国から集ま

って来ている。 

そこで、この狙いは、スクール・ニューディールという言葉は非常に魅力的に受け取

られているが、科学技術や理科教育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。 

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。だから、私

は文科省の建物の中でもあるし、塩谷文科大臣もおられたので、小学校、中学校、高等

学校に合わせて、副読本などで原子力の必要性などをもっと正確に教える。ここから先

は申し上げていませんが、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。そういうことが今までは、少し欠けていたのではないか。

それが原子力が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分

かっていながら、みんな遠慮して控えているところがある。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つくっても良いと思うと話してきたのだが、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う。 

今の教科書にも原子力は出ているが、中途半端だし、時代遅れの記述も随分ある上、

全てへっぴり腰で今日に及んでいる。それ以上書いたなら検定の際認められないかもし

れないが、そういう問題点がある。「スクール・ニューディール」ばかり声を大きくす

るのは良いけれども、内容が伴ってないではないかという思いがあるので敢えて申し上
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げた。 

（岩田議員） この「骨太の方針」は、良い方針ができたので、できるだけ原案がこのま

まの形で残るようにしていただければと考えている。 

１点、最近の金融情勢を見ていて気になるのは、アメリカの長期金利がこれまでは下

がってきて良かったと思っていたが、少しはねており、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う。 

与謝野大臣の御発言もあり、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

いますが、私は出口戦略というか、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、この方針で言うと第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ことが大変重要ではないかと思う。 

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ので、しかもその時に長

期金利が不安定化することは是非避けなければならないと思うので、よろしくお願いし

ます。 

（白川議員） 日本銀行は、昨日、本日と金融政策決定会合を開催し、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ことを決定した。 

わが国の景気については、「大幅に悪化した後、下げ止まりつつある」と判断した。

この背景には、内外でこれだけ大きな生産調整を行った結果、在庫調整が進捗し、輸出

や生産が持ち直しに転じているということや、一連の経済対策の執行により公共投資が

増加していることがある。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。もっとも、現在は、在庫調整や政策の効果によって下げ止まりつつあ

るわけだが、問題はその後の姿である。特に民間の最終需要や世界経済がどのようにな

っていくかについて、日本銀行としては、慎重にみている。 

企業金融についてみると、ＣＰ・社債の発行環境は大幅に好転している。足元の社債

の発行環境をみると、活況ともいえる状況に変わってきていると思う。ただし、これは

シングルＡ格以上のものについてであり、トリプルＢ格以下については、この春先以降

も発行件数は少ない。昨年のリーマンブラザーズ破綻以前は、トリプルＢ格の発行もそ

れなりにあったのだが、まだそういう状況にはなっていない。この点では、二極化現象

が続いているとみている。企業としても、最終的に需要がどのようになっていくのか、

まだ自信が持てないと思う。このように、何かのきっかけでまた金融市場が悪くなる可

能性も意識しており、今後も企業金融については注意深くみていきたい。 

アメリカの長期金利は、このところ、かなり上昇している。この点については、いろ

いろな整理の仕方が可能であるが、大きく分けると３つ理由があると考えられる。１つ

目に、アメリカの景気がひとまず下げ止まってきており、極端な悲観心理が後退してい

る。２つ目に、金融システムについて極端な不安心理が後退した結果、このところクレ

ジットリスクが小さい国債に資金が行っていたわけであるが、そういった「質への逃避」

が一旦和らいでいる。３つ目に、財政悪化への懸念である。金融政策も財政政策も、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、金融政策でいえば

物価安定の下で持続的な成長、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

ことだと思う。 

（岩田議員） 少し補足をさせていただく。 

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をもっ

て、今は 1,500 億ドルぐらい買っている。８月下旬になると、大体上限に達するかもし
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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。これまでだと、景気が十分でなければもう少し増や

せばいいという議論もあったかと思うのだが、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すると、必ずしも枠を拡大

することがいいのかどうかというところが、今、問題になっているのだと思う。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ではないかと思う。 

（与謝野議員） 本日の議論を踏まえて、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う。 

（麻生議長） 「基本方針 2009」においては「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。 

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うが、大胆に取り組んでいきた

いという覚悟でいる。 

また「基本方針 2009」の原案には、私から提案した、当面の「最優先課題」につい

て、しっかり盛り込んでいただきたいと思っている。 

これらの最優先課題については、政府横断的に人員と予算を集中投入していくつもり

でいる。 

とりまとめに向けて、いま一段の御努力をお願いしたい。 

（以 上）
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