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Ⅱ. 「３段構え」の対応について 
 

経済対策の実施においては、短期的な観点から細切れ的な対応を行う

ことは厳に避けなければならない。このため、当面の対応に限らず、平成

23 年度までの「時間軸」を考慮した「３段構え」の対応を念頭に置き、経済・

雇用動向に即した措置に万全を期す。 

 

「時間軸」を考慮した「３段構え」の対応 

 

ステップ１ 円高、デフレ状況に対する緊急的な対応 

◇ 円高等の景気下振れリスクへの対応、デフレ脱却の基盤づくりのた

めの緊急的対応 

・ 景気下振れリスクへの対応と、「新成長戦略」の前倒しの２つの視点 

・ 「雇用」「投資」「消費」「地域の防災対策」「規制・制度改革」の５つ

の柱 

・ 経済危機対応・地域活性化予備費（残額 9,182 億円）の活用 

 

ステップ２ 今後の動向を踏まえた機動的対応 

◇ 今後の景気・雇用動向を踏まえた機動的・弾力的な対応 

・ 必要に応じて、国庫債務負担行為（１兆円）の活用を含め、補正予

算の編成等、機動的・弾力的に対応する。 

◇ 新成長戦略の推進・加速 

 

ステップ３ 平成 23 年度の対応－新成長戦略の本格実施 

◇ 平成23年度予算において、「元気な日本復活特別枠」の活用等によ

り、需要・雇用創出効果の高い施策への重点配分を行い、新成長戦略

を本格実施 
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ステップ１ 円高、デフレ状況に対する緊急的な対応 

   ※詳細は、「Ⅲ.緊急的な対応の具体策」を参照。 

 

１．緊急的な対応 

（「２つの視点」と「５つの柱」） 

緊急的な対応においては、円高や海外経済等の景気下振れリスクへの

対応、低炭素社会の構築などの「新成長戦略」の前倒しという２つの視点か

ら、即効性があり、需要・雇用創出効果が高い施策を厳選して実施する。こ

の緊急的な対応の主な目的は、景気回復の芽を摘むことがないよう、予防

的な観点から、即効性のある措置をとることにより、早期のデフレ脱却のた

めの基盤づくりを行う。 

こうした視点に基づき、デフレ脱却の基盤づくりとして、まずは新卒者等

「雇用」の緊急対応、そして「投資」、「消費」、「地域の防災対策」、「規制・

制度改革」を合わせた５つを柱と位置づける。 

なお、為替については、為替市場の過度な変動は経済・金融の安定に

悪影響を及ぼすものであり、引き続きその動向について注視していくととも

に、必要な時には断固たる措置をとる。 

 

（金融政策について） 

また、日本銀行に対しては、デフレ脱却が政府と日本銀行の政策課題

であるとの認識を共有し、引き続き、政府と緊密な情報交換・連携を保ちつ

つ、適切かつ機動的な金融政策の運営によって経済を下支えするよう期待

する。 

 

２．経済危機対応・地域活性化予備費の活用 

この緊急的な対応においては、平成 22 年度「経済危機対応・地域活性

化予備費」（残額 9,182 億円）を活用する。 
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Ⅲ．緊急的な対応の具体策 
 

ステップ１における当面の緊急的な対応においては、急速な円高への

対応や金融面での対応に加え、前述の通り、まずは「雇用」に直接焦点を

当てた対策、即効性の高い施策により「投資」や「消費」といった民間需要

を喚起する施策、迅速に実施できる「地域の防災対策」、そして「規制・制

度改革」の５つの柱において、施策を展開していく。これらにより、雇用を下

支えする。 

 

○急速な円高・デフレへの対応 
円高の急速な進行・長期化は、経済・金融の安定への悪影響から看

過できない問題であり、政府は必要な時には為替介入を含め断固たる

措置をとる。 

また、日本銀行に対しては、政府と緊密な連携を図りつつ、デフレ脱

却の実現に向け、さらなる必要な政策対応をとることを期待する。 

 

こうした為替・金融面の対応に加え、急速な円高が実体経済にもたら

す下振れリスクに対しては、以下に述べる「雇用」「投資」「消費」の基盤

づくり等により、内需の下支えを図ることで、その負の影響を 小限に食

い止める。 

なお、こうした影響緩和を行うと同時に、円高のメリットを 大限に活用

するという観点も重要である。具体的には、円高は、商品・サービスの輸

入、資源関連を含め海外の資産購入や M&A に有利な条件をもたらす。

新成長戦略の考え方に沿って、こうしたヒト・モノ・カネの流れを活性化す

る施策を積極的に推進することにより、我が国の成長基盤の強化が図ら

れることになる。 

 

１．「雇用」の基盤づくり 
厳しい雇用情勢の中で、「新成長戦略」を踏まえ、「新卒者雇用に関す



る緊急対策について」※に示された取組や、若年者を中心とした雇用対

策を講じつつ、潜在的な需要を有する分野（子育て、医療・介護、環境、

情報通信、農業、林業等）において、「新しい公共」の考え方に立ち、ＮＰ

Ｏ等も活用しながら、雇用戦略の取組を推進する。 

また、中小企業に対する金融支援を通じて、雇用の確保を図る。 

 

（１）新卒者雇用に関する緊急対策 

○ 新たに緊急・重点的に取り組む対策 

○ 新卒者等に対する相談支援の強化 

○ 採用意欲の高い中小企業と新卒者等のマッチング促進 

○ インターンシップ・トライアル雇用の推進 

○ 関係機関の連携による地域の実情に応じた就職支援とワン・ストップ 

・サービスの推進 

○ 既卒者の新卒枠での採用促進 

（２）雇用創造・人材育成の支援 

○ パーソナル・サポート・モデル事業の実施 

○ 実践キャリア・アップ戦略（キャリア段位制度）の推進 

○ 成長分野を中心とした雇用創造・人材育成等 

（３）中小企業に対する金融支援 

 

（１）新卒者雇用に関する緊急対策 

特に支援が必要な未就職卒業者と来春に卒業する人を主たる対象として、

求人意欲のある中小企業との間で、両方に対する支援を行いつつ、きめ細かく、

丁寧なマッチングを集中的に実施するため、以下の対策を緊急に進める。 

 

＜具体的な措置＞ 

○新たに緊急・重点的に取り組む対策 

(ｱ)既卒者採用企業への奨励金の創設【厚生労働省】 

卒業後３年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正

 ９

                                      
※ 新卒者雇用・特命チーム取りまとめ（平成22 年８月30 日） 
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○新卒

規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて奨励金を支給する。 

(ｲ)トライアル雇用を行う企業への奨励金の創設【厚生労働省】 

卒業後３年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇

用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおい

て奨励金を支給する。 

(ｳ)「新卒者就職応援本部」の設置【厚生労働省】 

地域の実情を踏まえた効果的な就職支援を実施するため、ハローワー

ク、地方公共団体、労働界、産業界、学校等の関係者を構成員とする

「新卒者就職応援本部」を、全都道府県労働局に設置する。 

(ｴ)臨床心理士等による相談の導入【厚生労働省】 

ハローワークが行う面接会や、「新卒応援ハローワーク」において、内定

を得られず心理的な問題を抱える新卒者等に対し、臨床心理士等がそ

のサポートを行う。 

 

者等に対する相談支援の強化 

(ｱ)キャリアカウンセラーの増員等による相談支援の強化【文部科学省】 

大学等におけるキャリアカウンセラーを倍増するとともに、高等学校にお

けるキャリアカウンセラーの配置を推進し、学生・生徒の実態に即した就

職支援の強化を図る。 

(ｲ)就業力を向上させるための支援プログラムの充実【文部科学省】 

産業界との連携による課題解決型授業など、学生の社会的・職業的自

立に向けた就業力育成のための大学の取組を強化する。 

(ｳ)臨床心理士等による相談の導入（再掲）【厚生労働省】 

(ｴ)大学等の就職支援担当者向けのメールマガジンの発行【厚生労働省】 

大学等の就職支援業務担当者に対し、ハローワークで行っているサー

ビスやイベント情報を定期的に提供するためのメールマガジンを発行し、

情報提供を強化する。 

 

○採用意欲の高い中小企業と新卒者等のマッチング促進 

(ｱ)ジョブサポーターによるきめ細かなマッチングの強化【厚生労働省】 
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○インタ

「大卒・高卒就職ジョブサポーター」（928 人）を倍増し、雇用情勢の悪い

地域へ重点に配置することにより、1.5 万件の求人を開拓し、２万人の正

社員就職を実現する。 

また、保護者に対し、中小企業への正社員就職の重要性を訴える啓発

文書の送付等の働きかけを行う。 

(ｲ)「中小企業採用力強化事業」の拡充【経済産業省】 

対象企業の拡大により、１万人の求人を開拓し、中小企業と学生のマッ

チングについて、インターネット求人サイト等を活用して支援する。 

(ｳ)「雇用意欲企業」の発掘・拡大【経済産業省】 

採用意欲があり人材育成に優れる企業をウェブページ等を通じて情報

発信し、「雇用意欲企業」を発掘・拡大する。 

 

ーンシップ・トライアル雇用の推進 

(ｱ)トライアル雇用を行う企業への奨励金の創設（再掲）【厚生労働省】 

(ｲ)多様なインターンシップ機会の提供【厚生労働省、経済産業省】 

ハローワークによる短期のインターンシップや、中小企業団体等による

半年の多様なインターンシップ（新卒者就職応援プロジェクト）により、多

様なインターンシップ機会を提供する。 

(ｳ)京都ジョブパーク※モデルの全国展開【厚生労働省】 

重点分野雇用創造事業を活用し、地方公共団体が主体となって行う京

都ジョブパーク方式等による未就職卒業者のトライアル雇用について、

全国的に展開する。 

 

○関係機関の連携による地域の実情に応じた就職支援とワン・スト

ップ・サービスの推進 

(ｱ)「新卒者就職応援本部」の設置（再掲）【厚生労働省】 

(ｲ)「新卒応援ハローワーク」を拠点としたワン・ストップ・サービスの推進 

                                      
※

京都ジョブパークとは、京都府、労働者団体、経営者団体などが核となり、ハローワークと緊密に連携し、相談から就職、

職場への定着まで、ワン・ストップで支援する総合就業支援拠点 
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○既卒

【厚生労働省】 

全都道府県労働局に新卒者等が利用しやすい専門のハローワークを

設置し、大卒就職ジョブサポーターによる就職支援を行う。 

 

者の新卒枠での採用促進 

(ｱ)既卒者採用企業への奨励金の創設（再掲）【厚生労働省】 

(ｲ)「青少年雇用機会確保指針」の改正【厚生労働省】 

雇用対策法に基づく「青少年雇用機会確保指針」を改正し、卒業後３年

間は新卒として応募できるようにすることを盛り込み、既卒者の新卒枠で

の採用が促進されるよう経済団体等に要請する。 

 

（２）雇用創造・人材育成の支援 

医療・介護など潜在的な需要を有する分野を中心に、「新しい公共」の考え

方に立ち、ＮＰＯ等も活用しながら、雇用創造・人材育成の取組を推進し、新た

な起業にもつなげていく。 

＜具体的な措置＞ 

○パーソナル・サポート・モデル事業の実施【内閣府、厚生労働省】 

生活及び就労に関する問題を抱え、本人の力だけでは自立することが

難しい求職者に対して、当事者のニーズに合わせた制度横断的かつ継

続的な支援を行うパーソナル・サポート・サービスをモデル事業として実

施する（全国 5 か所で先行的に実施し、今年度中に 20 か所程度に拡

大）。 

 

○実践キャリア・アップ戦略（キャリア段位制度）の推進 

【内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】 

「介護・ライフケア」、「環境・エネルギー（含、林業）」、「食・観光」などの

新たな成長分野への労働移動を促し、当該分野・業種での人材を育成・

確保するため、実践的な職業能力に関する評価基準や育成プログラム

の策定などを内容とする実践キャリア・アップ戦略（キャリア段位制度）を

推進する。 
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○成長分野を中心とした雇用創造・人材育成等 

(ｱ)「重点分野雇用創造事業」の拡充【厚生労働省】 

介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光、地域社会雇用等の分野に

おける新たな雇用機会の創出、地域ニーズに応じた人材育成を推進す

る「重点分野雇用創造事業」を拡充する。 

(ｲ)農林水産業、海運業における雇用創造・人材育成策の推進 

【農林水産省、国土交通省】 

実践的な研修等を通じて行う農業や漁業の就業者及び農村活性化を担

う人材の確保・育成支援策、並びに海運業における若年船員の雇用支

援策を推進する。また、「森林・林業再生プラン」※１に基づき、林業を成

長・雇用創出産業として再生するための対策を緊急に進める。 

(ｳ)情報通信、観光業及び中小企業における雇用創造・人材育成の推進 

【総務省、経済産業省、国土交通省】 

公共サービス分野や地場産業分野において、情報通信技術（ＩＣＴ）の

利活用の取組を通じ、地域に根ざした雇用創造を支援する。また、観光

業における訪日外国人に対応した人材や、中小企業におけるものづくり

分野等の人材の育成事業を拡充する。 

(ｴ)発達障がい者に対する雇用支援の充実【厚生労働省】 

発達障がい者の雇用開発に係る助成金等の支給要件を見直すとともに、

関係機関の連携を強化することで、発達障がい者に対する雇用支援の

充実を図る。 

(ｵ)企業の人事労務担当者向けのメールマガジンの発行【厚生労働省】 

企業の人事労務担当者に対し、経済対策に係る雇用支援策等の周知を

図るためのメールマガジンを発行し、情報提供を強化する。 

(ｶ)安心こども基金の延長等【文部科学省、厚生労働省】 

待機児童ゼロ等を目指す「子ども・子育てビジョン」※２の達成に必要な取

組を促進するとともに、子育て分野の雇用を創出するため、基金による

事業実施期限（平成 22 年度末）の延長等を検討する。 

                                      
※１

平成21 年12 月25 日 公表 
※２

平成22 年 1 月29 日 閣議決定 
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（３）中小企業に対する金融支援 

中小企業に対する金融支援等を通じて雇用の確保を図る。 

＜具体的な措置＞ 

○中小企業に対する金融支援 

(ｱ)信用保証協会による保証付き貸付の返済負担の軽減 

【経済産業省、財務省】 

円高等の厳しい経済環境の下、信用保証協会の保証付き貸付につい

て、中小企業の当面の返済負担軽減に対応できるよう、条件変更の実

績を勘案し、信用保証制度を支える日本政策金融公庫の財政基盤を強

化する。 

(ｲ)デフレに伴う実質金利高に対応するための金利の引下げ 

【内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省】 

円高・デフレ下で、長期の設備投資等を行う企業に対して実施している

金利引下げ措置を今年度下半期においても実施する。 

(ｳ)特別相談窓口の設置と資金繰りの支援 

【内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省】 

信用保証協会、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合

中央金庫等において、円高等の影響を受ける中小企業等向けの特別

相談窓口を設置するとともに、景気対応緊急保証、セーフティネット貸付、

危機対応業務等を活用した資金繰り支援を行う。 

(ｴ)円高等が企業金融に与える影響の把握と民間金融機関に対する中小

企業等への金融円滑化の要請【金融庁】 

金融仲介機能の十全なる発揮の観点から、円高等が企業金融に与える

影響を調査・把握するとともに、民間金融機関に対し中小企業をはじめ

とした企業金融の円滑化を要請する。 
 

○中小企業支援施策の「ワンストップ・サービス・デイ」の開催 

【経済産業省】 

関係機関の協力の下、利用者が一つの窓口で必要な各種支援サービ

ス（資金繰り相談、新事業展開などの経営相談、雇用調整助成金の相

談など）の利用ができるよう、「ワンストップ・サービス・デイ」を開催する。 
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