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（開催要領） 

1．開催日時：2009年 6月 26日（金） 17:05～17:37 

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     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 

 

高 市   早 苗   経済産業副大臣 

山 口   廣 秀   日本銀行副総裁 

 

（議事次第） 

１．開 会 

２．議 事 

今後の経済動向と「22年度予算の全体像」について 

３．閉 会 

 

（説明資料） 

○今後の経済動向と「22年度予算の全体像」について（有識者議員提出資料） 

 

 

 

（本文） 

○今後の経済動向と「22年度予算の全体像」について 

（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、今後の経済動向と「22年度予算の全体像」について、御議論をいただ

きたいと思います。 

まず初めに予算の全体像の議論の前提として、今後のマクロ経済動向について、

山崎内閣府政策統括官から御説明申し上げます。 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 21年第 19回） 
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（山崎内閣府政策統括官） 平成 21年度の実質国内総生産の成長率は、４月に公表し

ました暫定試算とおおむね同程度となると見込まれます。これは輸出や生産に明

るい動きが見られるものの、雇用情勢は厳しい状況が続いており、民間消費が弱

い動きになっていることを踏まえて試算したものです。 

平成 22年度のマクロ経済の想定ですが、現時点におきましては概算要求基準を

検討中ですので、政府支出について機械的な前提を置いて暫定的に試算してありま

す。これによりますと、平成 22年度の実質国内総生産の成長率は、民需・外需を

中心に３年ぶりにプラスになると見込まれます。景気の回復が確かなものになるこ

とが期待されます。 

政府支出の前提については、５年間で 14.3兆円の歳出削減を踏まえたケースを

機械的な前提としております。ただし、安全・安心を確保するために社会保障の必

要な修復をするなどの対応を織り込んでおります。 

このように政府支出について機械的な前提を置いておりますので、本日はあくま

でも暫定的な試算というものです。なお、次回の諮問会議におきましては概算要求

基準が示される見込みですので、それに併せて両年度の経済の姿を改めて提出させ

ていただきたいと考えています。 

（与謝野議員） 続きまして、岩田議員からお願いします。 

（岩田議員） それでは、お手元の説明資料「平成 22年度予算の全体像に向けて」と

いう資料をご覧いただきたいと思います。 

最初に「１．経済財政の現状と見通し」ということですが、今、山崎統括官の方

からお話がありましたように、平成 21年度の経済につきましては、景気は厳しい

状況にあるけれども、輸出や生産など、一部に持ち直しの動きがある。景気の先行

きが緩やかに持ち直していくことが期待される。ただし、雇用情勢の一層の悪化と

か、あるいは世界景気の下振れ懸念など、景気を下押しするリスクが存在している。 

以前にも申し上げましたけれども、アメリカでもグリーンシュートだというよう

なことで、今の回復に向けての姿を評価する見方と、それから、今日『ファイナン

シャル・タイムズ』でサミュエル・ブリタン氏が、イギリスで 1991～1992年にグ

リーンシュートだと言って、しかし、実際は回復しなかったという失敗例があるの

で、その言葉を聞くとイギリスの人にとっては余り良い響きではないというような

ことを書いておられましたけれども、そういうことも同時に注意する必要があると

いうことが平成 21年度の経済動向については言えると思います。 

平成 22年度につきましては、経済の改善に応じて外需が回復するとともに、累

次の景気対策の効果によりまして、民需の持ち直しが徐々に進展していくと見込ま

れます。景気の回復が確かなものになることが期待されます。 

しかしながら、雇用の大幅な調整とか、現在でも企業の雇用過剰感というものは

非常に高い数字になっています。特に自動車産業等、前回の短観でも歴史的に高い

水準にありましたけれども、その雇用の大幅な調整とか、あるいは、今日発表の消

費者物価指数の方も１％を上回るマイナスというようなことがありまして、物価の

下押し圧力によるデフレ懸念というようなものも残っています。 
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それから、先ほどのグリーンシュートと関連しておりますが、世界の景気後退が

長期化するおそれというようなことで、我が国の経済を下振れさせるリスクがある

ということも留意する必要があります。 

以上が、平成 21年度経済動向及び平成 22年度の経済展望です。 

次に「（２）財政状況」で、基礎的な財政収支の赤字は、かなり悪化する。平成

20年度対ＧＤＰ比で４％程度であったものが、平成 21年度には８％程度になった、

４％程度悪化したということです。 

また、利払費を含めた財政収支の方を見ますと、平成 20年度は対ＧＤＰ比で６％

程度でありましたが、21年度には 10％程度ということで、これも４％程度拡大す

る。基礎的財政収支と普通の財政収支との差は利払費ですので、利払費が２％程度

あるということです。財政の債務残高とＧＤＰ比の比率を安定化させるには、実は

ゼロでは不十分で、この２％程度の黒字まで行かないと本当の意味では安定しない

ということかと思います。 

次に、この政府債務残高対ＧＤＰ比率でが、平成 21年度には 163％ということ

で、これは平成 20年度が 147％ですので、２割近く上昇するということでありま

して、主要先進国の中でもひときわ厳しい状況にあるということが言えようかと思

います。 

次の２ページ目をご覧いただきますと「２．今後の経済財政政策の考え方」とい

うことです。「基本方針 2009」に基づいて、経済と社会の危機を一体的にとらえ、

「安心・活力・責任」の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く必要があります。 

特に、平成 22年度の経済財政策においては、公需が成長を下支える経済から、

次第に民間需要の自律的回復を中心とした持続的成長軌道にのせていくことが重

要です。 

また、景気回復の足取りを確かにするために、財政面で柔軟な対応を行うと同時

に、「中期の責任」を果たす観点から財政規律を確保することが重要かと思います。 

そういう健全化への取組姿勢をしっかり示すことで、市場からの信任を得る必要

があります。 

次に「（２）経済財政政策において、留意すべき事項」ということで、まず「21

年度予算の執行」です。平成 21年度の当初予算及び補正予算の早期執行と“Wise 

Spending”が経済の下支えや今後の経済成長軌道に大きく影響すると考えられます。

予算の執行をしっかり管理・チェックすべきだということです。 

“Wise Spending”ということについて、以前に吉川議員の方から御説明があり

ましたけれども、私の理解している“Wise Spending”というものは２つの要素が

あります。１つ目は、ケインズが 1933年 12月 31日にフランクリン・ルーズベル

トに手紙を書きまして、この時期、ケインズは「Cheap Money and Wise Spending」

ということで、たくさんの論文や新聞にいろいろ寄稿したりしているのですが、そ

こに公開のレターをルーズベルト大統領に出しまして、この「賢明な支出」という

ことについていろいろ考えられるかもしれないけれども、もし例を挙げるとすれば
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何か。例えば鉄道の補修を挙げておりまして、それはやはり今回の対策が

temporary、一時的、つまり補修というものは、それを行えばそこでその支出は終

わる、一時的なものだということです。将来、その支出は、一度増やしたものは減

っていくという性格を持っているというのが１つです。 

もう一つ「賢明な支出」というものは、恐らく民間の需要を呼び込むような使い

方、財政支出をすると民間の需要を締め出してしまうという議論が時々ありますけ

れども、締め出してしまうような使い方ではなくて、民間の需要を呼び込むような、

これは吉川議員もおっしゃった「crowd in」するようなやり方で予算を執行してい

くことが極めて重要ではないかと考えております。 

そういうことで「賢明な支出」を平成 21年度予算の執行についてしっかりと行

っていくことが重要かと思います。 

それで平成22年度につきましてはどうかということなのですが、平成22年度は、

今、御説明しましたように、公需主導から民需の自律回復へのはざまの時期と考え

て良いかと思います。 

マクロ経済の想定については先ほど山崎統括官の方から御説明がありましたけ

れども、民間の需要の強さや、あるいは潜在成長率を、恐らく今は足元が変化して

いると思いますけれども、そこの強さをしっかりと見極めることが必要かと思いま

す。 

そういうことを見極めながら、以下のような予算の在り方を考えたらどうかとい

うことです。 

１点目に、雇用の大幅調整が続く可能性がある中で、家計部門を腰折れさせない

ように、財政面でも、雇用維持のための緊急取組に加えまして、若年層を中心とし

た雇用対策に重点的に対応すべきだ。雇用が重要である。特に若年層ということで

す。 

２点目は、我が国の成長力を強化して、中長期の持続的成長を実現するため、複

数年度を視野に入れて、歳出面における選択と集中を通じて対応すべきである。 

３点目は、財政面では、今後の経済動向によりますけれども、状況に応じた柔軟

な対応が重要である。その一方で、民需や外需の回復の力の度合いをよく見極めな

がら、経済を下支えした財政出動及びその影響を正常化させていくことが重要かと

思います。 

最後に「最優先課題への取組」ですが、省庁横断的なプロジェクトチームにより

まして、総理のリーダーシップの下においてチームを構成して、設置・運営するこ

とが必要である。 

それから、安心社会実現のためには、雇用を軸とした新規の施策、それに必要な

財源確保についての具体的な内容や道筋について、政府与党一体で検討する必要が

あるのではないかということです。 

続いて「３．平成 22年度予算の骨格」です。これは「基本方針 2006」等を踏ま

えまして、無駄の排除など歳出改革を継続しながら、安心・安全を確保するために

社会保障のほころびを修復するということで安心と活力の両立を目指して現下の
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経済社会状況への必要な対応等を行うことが必要だということです。 

また「安心と活力のための予算編成」につきましては、具体的には上記の基本姿

勢に沿いまして、昨年度とは異なる形ですが、概算要求基準を設定して、メリハリ

の効いた予算編成を行う。 

経済社会状況への対応等としましては、当面の「最優先課題」とともに、成長力

の強化、安心社会の実現への取組を推進する。予算面においても所要の対応、また

予算配分の重点化・効率化を行う、ということです。 

予算要求に当たりましては、いわゆるＰＤＣＡサイクルを着実に実施する。また、

不断の行政改革の推進、無駄排除の徹底を継続していく必要があります。 

最後に「４．税制の抜本的な改革に向けて」です。まず「中期プログラム」と「平

成 21年度税制改正法」附則の税制の抜本改革の規定にのっとりまして、社会保障

の機能強化と安定財源確保の着実な具体化を進めるということでありまして、これ

は現在、言ってみますと非伝統的な財政・金融政策が今は取られているわけですが、

そこからの出口をどう考えたら良いのかということが国際的な会議でも随分議論

になっております。私の理解では、言ってみますと「平成 21年度税制改正法」附

則というものは、出口戦略の方向性をかなり明確に示していると思います。 

それから、安心社会を実現するための雇用を軸とした新規施策につきましては

「安定財源なくして制度改正なし」との原則に立ちまして、税制の抜本的な改革、

それから、歳出・歳入改革の中で、具体的内容と併せて所要の財源確保の検討を進

める。 

また、基礎年金国庫負担割合につきましては、平成 22年度は「平成 21年年金改

正法」に沿って、臨時の財源を手当てすることによって、２分の１とするというこ

とです。 

（与謝野議員） それでは、続きまして、高市経済産業副大臣からお願いします。 

（高市経済産業副大臣） 短期では大胆に、そして、中期では責任を持って、安心と

活力を創出するというのが「骨太の方針」で麻生内閣が打ち出したメッセージだ

と理解をいたしております。それで、この安心と活力というものは、まさに車の

両輪です。 

 まず、社会保障や少子高齢化対策の充実によって生活への不安を解消してこそ、

内需拡大が可能です。また、安心を担保する政策に必要な財源を確保するためにも、

質の高い雇用を創出するためにも、「未来市場」に関わる産業の拡大が必要です。 

平成 22年度予算のシーリングにおきましても、優れた施策に予算を重点化して、

全体にメリハリの効いた枠組みを維持すべきだと考えております。その上で、成長

の種を生み出していく「未来開拓戦略」にも予算を重点化しまして、安心と活力の

２つをバランスよく位置付けるべきだと思っております。 

（与謝野議員） それでは、御自由に御発言のある方はお願いいたします。 

 吉川議員、どうぞ。 

（吉川議員） 資料「平成 22年度予算の全体像に向けて」３ページ目にも「基本方針

2006」等を踏まえ、無駄の排除など歳出改革を継続することが必要だと書いてあ
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りますが、この点を強調させていただきたいと思います。 

経済がマイナス成長をする中で、財政が経済の下支えをする。これが一つ大切な

ことですし、もう一つ、歳出改革を進める。これも一つあるわけですが、一部にこ

の２つが背反する命題であるかのような理解があるかのように私は思うわけです

けれども、それは正しくないと考えております。両方とも大切ということであって、

削るべきところは削る。これは当然でありまして、この歳出改革は永遠の命題とい

ってもいいと私は思います。この点を強調させていただきたいと思います。 

（与謝野議員） 他に御発言はありますか。 

 三村議員、どうぞ。 

（三村議員） 経済動向について、私ども鉄鋼業の現状から見てみたいと思います。 

現在、在庫調整が進んでいることは御存じのとおりです。水準はともかくとして、

生産は既に底を打ったと考えております。 

最近目立つのは、やはり中国の影響です。１つは、自動車がすばらしい勢いで生

産・販売されておりまして、私どもジョイントベンチャーも生産がフルでありまし

て、したがって日本から応援しているというような状況にあります。 

それから、沿岸部の輸出地域は非常に落ちているのですけれども、内陸部門が非

常に好調でして、特にインフラストラクチャー関係の需要が伸びているのは新しい

動きだと思っております。 

平成 22年度につきましては、先ほどもあったように不透明な要素も多いわけで

して、景気動向を注視し、その回復の足取りを確かにするためには、場合によって

は柔軟な対応も欠かせないと考えますけれども、現場の実感からしますと、以前よ

りは、例えば平成 22年度で公需なしでもプラス成長、それから、平成 23年度には

本格的な成長への可能性が少しは出てきた。このように実感いたしております。 

そういう意味で、資料「平成 22年度予算の全体像に向けて」の４ページ目の各

種調査の中で、ＯＥＣＤの調査がアメリカ、ヨーロッパに比べて日本に非常に厳し

く、これが実感として非常にわかりにくいので、どういうことなのか。聞くところ

によりますと、４－６月の日本の経済成長は前期マイナスと織り込んでいるので、

それによって随分、全体の値が違ってまいりますので、是非とも、これについては

引き続き調べていただきたいと思います。 

ただ、アメリカの 2010年度の実質ＧＤＰ成長率が 1.2％となっているというこ

とは、我々にとっては非常にありがたい話だと思っております。 

 もう一つだけ、先ほど岩田議員が言われましたけれども、２ページ目の「21年

度予算の執行」について申し上げたいと思います。 

我々はいろいろな環境予測ができ、これは外需、内需についての予測にすぎませ

ん。しかし、我々が自分で動かし得る変数というものは、やはり平成 21年度予算

と補正予算です。したがって、これについて本当に、非常に大型の予算を組んで良

かったと思いますけれども、その内容について賢い支出をするように、しかも早く

これを実行するように、是非ともやっていただきたいと思います。 

（与謝野議員） 張議員、どうぞ。 
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（張議員） 今、世界の自動車市場で前年比がプラスになっているのは中国とほかに

数箇所程度ぐらいでして、あとの多くの市場はマイナスなので、なかなかそうい

う意味では厳しいのですが、その中で個々に見ますと少しずつ良くなったり、あ

るいは良くなりそうというところはあります。 

一番の関心事であるアメリカがどうなるかということはまだはっきりとは言え

ませんけれども、しかし、物によって少しずつよくなってきているところがありま

す。それから、もともとアメリカは２億 5,000万台の保有がありますので、いつま

でも 1,000万台弱でいくとはまず思えません。そうしますと、買い替えが一巡する

のに 25年ぐらいかかってしまうような状況は長くは続かない。そういうことで申

し上げますと、できるだけ早く市場に活気が返ってくればと思います。 

日本は、環境性能に優れた車への減税や補助などをやっていただいておりますの

で、今は特にハイブリッド車、環境対応車に注文が集中しております。 

予算の全体像に向けてですけれども、今年度の大型補正予算において現下の経済

情勢の機敏な対応が手当てされて、併せて将来の成長を見据えた分野への配分も行

われているということですが、今後、中長期の財政健全化の目標を果たすためには、

経済の持続的な回復が不可欠であると思っております。こうした将来の成長への投

資としての予算配分というものは、来年度予算において大変重要ではないかと思い

ます。 

先ほど、他の議員からもお話が出たことと同じですけれども、提言にあるとおり、

投資効果が高いものに対するメリハリをつけた重点化が欠かせないだろうと思っ

ております。将来有望な産業を育成することが経済成長をもたらし、雇用の創出と

か地域の活性化につながっていく。そういったことが、特に今年の予算の全体像の

中で考えていかなければいけないと考えます。 

２つ目は社会保障ですが、我が国の財政事情を考えますと、社会保障についても

中期的な財政規律が必要であることは間違いないと思っております。今後は「中期

プログラム」の具体化において社会保障制度全体の見直しを行い、給付の重点化・

効率化や国費の在り方について、税財政の改革とも一体で検討していくべきだと思

っております。 

（与謝野議員） 日銀から何かありますか。 

（山口日本銀行副総裁） 景気の動向について、一言述べさせていただきたいと思い

ます。冒頭、山崎統括官からお話があり、先ほど岩田議員からもお話がありまし

たが、基本的な景気の動向については日本銀行も同じような認識を持っておると

いうことですので、率直に申し上げて、格別に違和感を感じなかったということ

です。 

ただ、７月の半ばに金融政策決定会合を開きまして、４月末に公表いたしました

展望レポートの景気見通しを再点検することにしております。そこで私どもなりの

考え方を改めてお示ししたいと思っております。 

（与謝野議員） それでは、プレスが入室してまいります。そこで総理から御発言を

いただきます。しばらくお待ちください。 
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（報道関係者入室） 

 

（麻生議長） それでは、平成 22年度の予算編成につきましては、まず御配慮いただ

かないといけないところだと思っておりますが、基本的に３点です。 

まず「基本方針 2006」等を踏まえて、無駄の排除などの歳出削減等を継続する。

当然のことで、これをきちんとやっていただくことになります。 

同時に、社会保障を含めて安心・安全というものを確保するために、ほころびて

いるとよく指摘されておりますので、これを修復するなど、安心と活力というもの

の両立を目指して、現下の経済状況などを踏まえて必要な対応等を行う。メリハリ

をきちんとつけなければいけないということを申し上げております。 

そして、同時に「基本方針 2009」で示した「最優先課題」というものがありま

すので、これを実現すること。 

極めていろいろな難しい点があろうと思いますが、与謝野大臣には、こうした基

本的なところを押さえていただいて、概算要求基準の策定をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願い申し上げます。 

 

（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いた

します。 

ありがとうございました。 

（以 上） 


