
  

  

    

    

    

 

   

   

        

               

      

     

       

     

         

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21 年第 20 回経済財政諮問会議議事要旨 

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

（開催要領） 

1．開催日時：2009 年７月１日(水） 16:05 ～ 16:22 

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 

（１）「22 年度予算の全体像」について 

（２）平成 22 年度概算要求基準について 

３．閉 会 

（説明資料） 

○ 平成 21 年度経済動向試算（内閣府試算）について（内閣府） 

○ 平成 22 年度マクロ経済の想定（有識者議員提出資料） 

○ 平成 22 年度予算の全体像 

○ 平成 22 年度概算要求基準について（与謝野議員提出資料） 

○ 平成 22 年度の地方財政措置について（佐藤議員提出資料） 

（概要） 

○「22 年度予算の全体像」について

（与謝野議員） 初めに「22 年度予算の全体像」について、御審議いただく。 

内閣府の山崎統括官から、今後のマクロ経済動向の試算と「平成 22 年度予算の全体

像」について説明する。 

（山崎内閣府政策統括官） 資料「平成 21 年度経済動向試算（内閣府試算）について」を

御説明申し上げる。 

1 ページ目の真ん中に表があるが、一番右端が「21 年度（今回試算）」である。一番

上に実質国内総生産の伸び率があるが、４月の暫定試算と同様、マイナス 3.3％程度を

見込んでいる。 

次に、資料「平成 22 年度マクロ経済の想定」である。 

「１．実質国内総生産」は、平成 22 年度の成長率は 0.6％程度と、３年ぶりにプラ
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スになると見込まれている。世界経済の改善に応じて外需が回復するとともに、景気対

策の効果により民需の持ち直しが徐々に進展していくことが見込まれており、景気の回

復が確かなものになることが期待されている。 

なお、一方で雇用の問題やデフレ懸念などに留意する必要がある。 

次の資料「平成 22 年度予算の全体像（案）」は、前回の御議論も踏まえて、諮問会議

のとりまとめ案としてお示しさせていただいている。 

（与謝野議員） もし御意見がなければ、本案のとおり、諮問会議としてとりまとめを行

いたいと思うが、よろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員） それでは、今後の予算編成は、この全体像を踏まえて進めていただきたい。

続いて、平成 22 年度概算要求基準について、御審議いただく。 

まず、財務省の丹呉主計局長から御説明させていただく。 

○平成 22 年度概算要求基準について

（丹呉財務省主計局長） 平成 22 年度一般歳出の概算要求基準の考え方について、資料「平

成 22 年度概算要求基準について」により御説明させていただく。 

１ページ目。一番左の「年金・医療等の経費」。平成 22 年度の高齢化等に伴う社会保

障費の自然増は、１兆 900 億円と見込まれている。昨年は 8,700 億円であったが、平成

22年度は足元の経済情勢により失業給付等が増えており、生活保護の受給者も増えて、

雇用保険の国庫負担金と生活保護の国庫負担金の２つで 2,000 億円の増額が見込まれ

る。そうしたことで、自然増が１兆 900 億円になるということである。 

これを概算要求基準額にすることとしている。「基本方針 2009」においては、安心・

安全を確保するため、社会保障の必要な修復を行うということが書かれているので、平

成 22 年度はこの１兆 900 億円を年金・医療等の経費の基準額とさせていただきたいと

思っている。ただし、無理のない範囲内で節約に努め、節約できた分は社会保障に充当

するということとしている。 

真ん中の「公共事業関係費」「その他」「国立大学・私学」「防衛関係費」等のいわゆ

る裁量的経費であるが、ここについては、基本的には無駄の排除等による削減・合理化、

歳出改革を引き続き継続していただくということ。例えば公共事業については、基本は

前年度に対してマイナス３％、国立大学等につきましては前年度に対してマイナス１％

とするという、昨年と同じ基準を設けている。 

しかしながら、公共事業で言えば、昨年は更に２％深掘りして、一旦、マイナス５％

に下げて、その深掘りした２％分を裁量的経費の重要課題を推進するための経費として

設けていたが、平成 22 年度は足元の経済情勢を踏まえて「基本方針 2009」で経済危機

克服、安心社会実現、成長力強化といった重要課題に対応するようにという決定がある

ので「経済危機対応等特別措置」を設けて、全体としては、裁量的経費は、公共事業で

はマイナス３％分等を前年度同額にするための規模である、3,500 億円の規模としたい

と思っている。3,500 億円の財源としては、平成 21 年度予算に計上した「経済緊急対

応予備費」１兆円の中から捻出することとしている。 

なお、当然のことであるが、この特別措置については各省から要求をいただき、メリ

ハリをつけて重点化して配分することとしている。各省からは十分な要求ができるよう

に、要望基礎額の 25％増の要求ができるようにすることとしている。 

右から２番目の「義務的経費」は基本的に前年と同額であるが、単年度限りの経費の

増減がある。平成 22 年度に単年度のものとして増があるのは、参議院選挙の経費と５

年に１度の国勢調査の経費である。一方、平成 21 年度予算にあった衆議院選挙の経費
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については減額をしている。 

「人件費」は、引き続き人件費改革をすることとしている。公務員のボーナスは現時

点では 0.2 か月減額しているが、最終的には８月の人事院勧告を踏まえて、それに基づ

き見直しを行う予定である。 

以上の結果、平成 22 年度概算要求基準の増減額は、表の右下の枠にあるが、全体の

額としては 9,400 億円の増である。昨年は 5,600 億円の増であったので、昨年に比べて

3,800 億円の増加になっているが、基本的には先ほど申し上げた年金・医療等の自然増

の増加部分である。 

この結果、平成 22 年度の概算要求基準一般歳出総額は 52.7 兆円と見込まれる。 

資料「平成 22 年度概算要求基準のポイント」をごらんいただきたい。 

１ページ目は、今、御説明した数字についてである。 

２ページ目。要求に当たっての留意事項等について記載している。 

「３．各経費の重点化・効率化等」であるが「基本方針 2009」で示された「当面の

『最優先課題』」、成長力強化、安心社会の実現等といった重点施策を推進できるように、

各経費の重点化・効率化を図ることとしている。 

「基本方針 2009」を踏まえて、引き続き、行政改革の推進と無駄の排除の徹底した

取組みをお願いすることとしている。 

独立行政法人については「整理合理化計画」に盛り込まれた事項を着実に実施してい

ただく。 

公益法人向け支出については、無駄を根絶して、徹底した見直しを行う。 

これまでに補助金等によって造成された基金については、執行状況等の透明性を高め

て、徹底して見直しをしていただくことにしている。 

地方向けの補助金等についても、見直しをしていただく。 

特別会計についても、一般会計と同様、徹底した見直しを行うことで、行政改革、無

駄の排除に徹底的に取り組むこととしている。 

「４．別途検討事項」で、予算編成過程で検討する事項として、主なものとして２つ

挙げている。 

１つ目が防衛関係費の中の米軍再編経費である。いろいろな努力をしても地元の負担

軽減の実施に支障が生じると見込まれるものについては、予算編成過程で検討すること

としている。 

２つ目に、高齢者医療の円滑な運営に係る経費についても、改めて予算編成過程で検

討することとしている。 

なお、各省からの要求期限は８月末ということになっている。 

（佐藤議員） 地方財政については国と歩調を合わせ、景気回復に向けた柔軟な対応を行

うとともに、財政健全化の取組みを進めることとしているが、地方歳出は国の施策や予

算と密接に関連するものが相当部分を占めるため、国の協力が必要不可欠である。 

このため、総務省では今般の概算要求基準の閣議了解に併せ、私の名前で関係大臣に

対して、地方財政に影響を及ぼす施策等に関し、各府省において取り組んでいただきた

い事項を要請することとしている。 

具体例を申し上げると、資料「平成 22 年度の地方財政措置」の１ページ目。幼稚園

の保育料等の負担を軽減するための幼稚園就園奨励費補助金について、国の予算不足分

を地方が負担せざるを得ない状況にあるが、このような事例は国と地方の信頼関係の観

点から直ちに是正すべきである。 

資料２ページ目。直轄事業については、全国的な見地から必要な基礎的・広域的事業

に限定すること、維持管理費に係る直轄事業負担金を廃止するなど、積極的な見直しを
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行っていく必要がある。 

以上のように、各府省に対して適切な措置を講じられるようお願いをしてまいりたい。

（与謝野議員） 日本銀行は、この経済見通しはどのようにお考えか。 

（白川議員） ４月の展望レポートでの経済見通しは、基本的に政府の見通しと整合的で

あり、７月の決定会合では、その点検を行う予定である。 

（与謝野議員） それでは、この概算要求基準を、諮問会議として了承したいと思うが、

よろしいか。 

（「異議なし」と声あり） 

（与謝野議員） それでは、本案を諮問会議として了承する。概算要求基準については、

この後の臨時閣議で閣議了解をする予定になっている 

（麻生議長） 今回の概算要求基準では、平成 22 年度予算の一般歳出総額が 52 兆 7,000

億円となる。 

与謝野大臣には、社会保障の自然増、１兆 900 億円を認める、また「経済危機対応等

特別措置」として 3,500 億円の枠を設けるといった、いろいろな工夫をしていただいた

ところである。 

平成 22 年度の予算においては「歳出改革」の継続と、安心・安全を確保するための

「社会保障の必要な修復」ということが大事なところである。 

このように、「安心」と「活力」の両立を目指し、現下の経済社会状況への必要な対

応を行っていただきたいと考えている。 

そのため、「基本方針 2009」で示した「最優先課題」などを、是非、具体的に実現し

ていきたいと考えているので、よろしくお願い申し上げる。 

（以 上）
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