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緩い新財政健全化計画
正直な議論封印︑治療先送り

人間ドックで検査を受けることになった︒厳しい検査結果が出てくると︑精密検査や入院などいろい
ろ面倒なので︑甘い数値にしてほしいとドクターに頼みこむ︒そんなことをすれぱその場はしのげても︑

真の原因究明や有効な処方笈・治療が遅れ︑結局自らにそのりスクは返ってくる︒人間ドックの検査結
果を甘めにしてくださいと頼む人はいない︒

しかし︑今回の2018年度﹁骨太方針﹂化示された新財政健全化計画を見ていると︑甘め︑緩めの
計画を作り︑面倒な処方篝(歳出削減や増収策)の議論を避けたものとしか言いようのない内容である︒
背景には︑常に選挙(憲法改正)を意識し国民に苦い選択を迫らない︑安倍政権の本質が見え隠れする︒

棗財団政策研究所研究主幹実大学法科李院拝慾

喬茂樹

もりのぶ・しげき京大法卒︒胎

年大蔵省現財務借)入省釜税
局総務課長︑財務省財務轡政

現職︒著作に﹁税で日本はよみが

策研究所長などを経て玲年から

﹁消費税︑常識のウソ﹂(朝日新

える﹂(日本経済新聞出版社)︑

(岩波譜店)など

書)︑﹁日本の税制何が問題か﹂

命の安定的財源を確保するためW年

W月に予定されている消費増税の使

途の変更である︒

一番月の理由は︑アベノミクスが

当初は円安︑輸出企業を中心に業績

の拡大︑株高を通じてデフレ経済か

6月巧日︑骨太方針2018とと

度)とすること︑債務残高のGDP

からの実質的な半減値(1・5%程

PB赤字のGDP比についてΠ年度

を突き止めることが必要である︒

送りされた理由を精査し︑その原因

に当たっては︑まず目標が5年問先

この新財政計画の内容を評価する

を反転させるには至らなかったこと

分配政策は打たれず︑少子化の傾向

有効な成長戦略や中間層への所得再

後は潜在成長力を引き上げるような

ら大きく景色を変えたものの︑その

もに︑新たな財政健全化計画が公表

比について180%台前半(Π年度

加えて︑中間年である幻年度に︑

された︒新計画の最大の注目点は︑

実績見込みは189%程度)にする

第一は︑成長低下に伴い税収の伸

二番目に挙げられている理由は︑

公表された新財政健全化目標

財政健全化の指標である基礎的財政

こと︑財政収支赤字のGDP比につ

びが当初想定より緩やかだったこと︒

アベノミクスが始まって5年が経過

の3点を挙げている︒

問の格差が拡大している︒

ほとんど効果を上げないまま︑地方

である︒地方創生と銘打った政策も

収支(プライ マ リ ー バ ラ ン ス

いて3%以下にするという中間指標

し︑その間消費税率は5%から8%

この点について骨太方針は︑以下

P旦の国・地方 を 合 わ せ た 黒 字 化

を設定し︑進捗を管理することも決

正予算の影響︒第三に︑人づくり革

第二に︑消費税率引き上げ延期や補

しん十J︑'<

時期を︑これまでの即年度から5年

定した︒

間遅らせて舗年度としたことである︒
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に都合のよい内容になっているとい

ビーなどの巨大なプラットフォー

区亙亟三三ヨ

前回試算から、試算に必要な経済前提(シナリオ)を見直し
成長実現ケース:名目成長率と名巨長期金利を下方修正 、上昇ペースをなだらかなものに修正
ベースラインケース:目成長率をノ正るーで 目長期金利の今後5年間の上昇ペースを抑えるよう修正
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名目19%

(2019 2027年度平均)

i .冒

今ゞ
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0.1%→1.8%

0.0%→2.2%

(2018年度→2025年度)

(2019年度→2027年度)

W%ヘ

へと引き上げられたものの︑

ム企業が︑日本国民を相手に利益

を上げているが︑現行の国際課税

うことである︒
0%

の引き上げは2度延期され︑一方で
・

'・ L

^.,1、.

亘

1

■'

試算では︑帥年代前半に2

のルールの下ではわが国の法人課

.^

景気対策という名前でバラマキ補正
に達する﹁成長実現ケース﹂と︑実

税ができないという状況が生じて

予算が繰り返されたことである︒

質1%強︑名目1%台後半で推移す

きな変化が生じていることも念頭

今回の新財政健全化計画の策定に
シナリオを描いているが︑﹁成長実

に置かなけれぱならない︒

いる︒このよ︑つに︑歳入構造に大

スの反省の上に立ち︑厳しめの目標

現ケース﹂では︑外政変数である全

はもっと(あるいは︑意図的に?)

る﹁︑ヘースラインケース﹂の二つの

を定め︑それを実行していく政治的
要素生産性(TFP)の伸び率を

現実離れしている︒金利と名目経
済成長率との関係を見ると︑中期

金利と名目経済成長率との関係

意思を明確にするものでなけれぱな

5%と置いた結果却年度の経済成
5%下方修正)と見込まれてい

的にはほぼ同水準になるというの

ー.

らなかったはずだ︒しかし︑これか

長率はー・ 5%(前回の2%超から
・フ%

・

る︒足元のTFPの伸びは0

が経済の常勢が︑﹁試算﹂では︑

0

ら吟味していくように︑新財政健全

当たっては︑このようなアベノミク

.

歳入増を基に︑社会保障費などの削

で︑今のわが国経済の潜在成長率が

化計画は極めて楽観的な経済成長
減についても具体的な数値目標を回

ととなっている︒口年まで金利が

5
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部年まで成長率が金利を上回るこ

過大推計ではないかといわれても反

経済成長率を上回っていたのだが︑

の骨太で新たな財政目標として加

名目1.4%

(2019 2025年度平均)

一

(出所)内閣府資料を筆者が手直し

ー%弱ということから判断すると

年間先延ぱしにするという極めて

^洲のしようがないのではないか^図

子会社からの配当峡経常利益増に

えられた﹁債務残高対GDP比の

名目33%

(2019 2027年度平均)

.︑︑

名昌38%
(2019 2025年度平均)

前回

气'、

^

ぺ叉スラインケース

、J

、ι,

'ー

、

、., J

高い成長率のシナリオ、1

避し︑ PB黒字化の目標をさらに5
﹁緩い﹂内{谷になっている︒

その後川年以上も逆転が継続する

第一の問題は︑本年1月に内閣府

は反映されるが税収増には結び付か

安定的な引き下げ﹂と関連する︒

という姿が描かれている<図表2>︒

から公表された計画の前提となる

なくなった︒トヨタ自動車が海外子

金利より経済成長率が高けれぱ︑

わが国の税収構造は︑仭年度税制

﹁中長期の経済財政に関する試算﹂

会社を通じて巨額の利益を上げても︑

債務残高対GDP比は低下するこ

このような名目成長率より長期

(以下︑﹁試算 ﹂ ) が ︑ 現 実 齢 れ し た

わが国の法人税収増には結び付かな

とになるので︑そのままで新たに

金利が低いという見通しは︑咋年

*木観的なものであるということであ

いのである︒さらには︑デジタルエ

追加された財政目標は改善するの

還流させる配当が原則非課税乞なり︑

る︒その結果歳入(税収)は過大

コノミーの発達の下で︑アマ︑ソン︑

である︒

改正で外国子会社で稼いでわが国に

表1>︒

問題の多い健全化目標
では︑具体的にどのような問題が

な見積もりになっている︒また︑金

グー︑グル︑さらにはエアビーアンド

0.0%→38%

(2019年度→2027年度)

^'

0.1%‑43%

汗

」

今回憾毎美現ゲーズ)

L

(2018年度→2025年度)

名目長期金利

前回(経済再生ケース)

;経済成長率.・

あるのか︑個別に論じてみたい︒

利と名国経済成長率の関係も︑政府

<図表1>内閨府・中長期試算(2018年1月)の結果概要

成畏実現ケース
(%)
5.0

3.0

2.0

0.0

1,0

・1,0

・3.0

・2.0

・4.0

で現在の金融緩和策を事実上継続し
てほしいという大 き な ︒ フ レ ッ シ ャ ー

を日銀に与えることになる︒そのこ

とは︑財政赤字をファイナンスする
ためーの金融政策という評価に直結L︑

海外投資家の国債への無低下に火
をつけ︑価格暴落のきっかけになり

寺一‑T‑‑T‑‑1^ーーマーーr‑T‑‑1^ r^ T^'^'ーコ^r^τ 1^「^丁^「^T^1 「 1T T^ r 丁^1

・5.0

経済成長はそこそこ回復Lな

場経済の下で︑わが国だけが

る︒グローバルに連動した市

するきな臭い動きを見せてい

イタリアが財政問題に端を発

超える気配を見せ︑欧州でも

米国では長期金利が2%を

国経済が負うことになる︒

かねない大きなりスクをわが

の予算要求に対してどう対抗してい

下している財務省だ︒自民党族議員

からの不祥車で政治への影響力が低

減を迫れない︒そうでなくても︑折

数値習標がなけれぱ︑厳しい財政削

算を厳しく査定するには︑何らかの

がなくなったのである︒財務省が予

会計に規律を与える具体的な基準﹂

PB黒字化を逮成するための﹁一般

されず︑双方の連動が断ち切られた︒

いと︑団塊の世代が全員後期高齢者

上げなどの制度改革を行っておかな

歳以上の医療費自己負担割合の引き

いくのは訟年からで︑それまでに円

団塊の世代が後期高齢者になって

ではなく︑社会保障の継続の話であ

ても急務だ︒これは財政健全化の話

能な社会保障制度の構築は誰が考え

高齢化社会の到来に対応した持続可

むことになる︒急速な人口減少と超

る0

がらも金利はそれよりもはる

くのか気になるところである︒

になる部年には医療費財政がパンク

ら熔年度の3年間︑社会保障

についてである︒これまでの

の最大の手段となる歳出削減

第二の問題は︑財政健全化

スラインケース)は玲年度の約1

舗年度時点の社会保障給付費(ベー

団塊の世代がすべて乃歳以上になる

は︑社会保障の将来推計が公表され︑

に大きな影響を及ぼす︒ 5月幻日に

の3分の2を占める社会保障の改革

とりわけこのことは︑わが国予算

かけての対応が必要である︒筆者は︑

2︑

とは不可能になる︒少なくともその

生し医療費などの肥大化を抑えるこ

齢化社会に突入すれぱ︑既得権が発

円の5倍近い水準だ︒ひとたび超高

部万円と︑肪歳から叫歳までの8万

の医療費(1人当たり国庫負担)は

するのは目に見えている︒乃歳以上

費については︑自然増の

2倍の140兆円程度(GDP比詑

一般会計レベルでの削減目標が今回

社会保障改革が置いてきほり

かに低い状況が今後数年間に
わたり継続するということが︑

本当に現実的なシナリオなの

7000億円を5000億円

%弱)となる見通しが示された︒さ

合意されなかったことは︑今後の財

大きな疑問である︒

まで抑え込むという一般会計レベル

らに︑備歳以上の高齢者人口がピー

政運営にボディーブローのように効

︑

の具体的目標が策定された︒現実に︑

クを迎える卯年度時点の社会保障給

いてくるのではないかと考えている︒

W年度か

各年度の予算編成の下で︑社会保障

付費は最大190兆円に達するとの

財政月標の下では︑

費の肥大化は抑えられ︑それ以外の

内容も明らかになった︒一局齢者の年

しかし新財政目標では︑このよう

な一般会計レベルの目標は今回合意

玲年度(121兆3000億円)の

最後に︑最大の問題点は︑甘い財
・

政計画の下では︑国民に苦い選択を
約1

6倍(GDP比討%)に膨ら

安倍政権には期待できない

3年前︑つまりN年から幼年に

経費である一般歳出は3年間ほぽ横

金・医療・介護費用が︑如年度には

(出所)内閣府『中長期の経済財政に関する試算(平成30年1月23日経済財政諮問会議提出)」
内閣府資料に基づき筆者作成

ばいであった︒

か

25 27
(年度)
20
15
】0
05
2000
1995

見通し
+名目GDP成長率
{名目長期金利
4.0

一方でこのような試算は︑部年ま

<図表2>金利とGDP成長率
(試算では2025年まで成長率が金利を上回る)
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幼児教育の無償化も目指す)︑軽減

の手段としての﹁歳入改革﹂﹁増税﹂

よう

迫る﹁受益と負担﹂の問題が今後も

どである︒あらゆる施策でもって経

税率制度の導入耐久消費財への悪

済への悪影響を排除するので︑財政

しかし世界の現実を見れぱ︑それ

係(いずれもGDP比)を見たもの

健全化・全世代型社会保障の構築・

については具体的な記述はなく︑今

ンドテザイン﹂の策定は

である︒これを見ると︑わが国だけ

現役世代の不安の緩和に必要な消費

議論にならないということである︒

困難になり︑いまだ提示

が先進諸国の受益と負担の相関関係

増税は予定通り実施してほしいとい

影蕃の緩和策(自動車や住宅などの

されていない︒今後もパ

のトレンドから外れていることが分

う事務方の説得を受けての判断なの

ほど甘いものではないということか

ツチワークの社会保障政

かる︒トレンドからのかい離は︑部

一方で︑高所得者に恩恵が偏り国

後の具体的な増税議論とりわけ消

策を絖けざるを得ず︑国

年にはさらに大きくなる︒少子高齢

民経済のコストを引き上げる軽減税

歳出削減努力や経済成長にょつても

民の将来不安は何ら解消

OECD諸国の中で︑わが国だけが

化とい︑う共通の悩みを抱える

め税制・予算にょる十分な対策)な

されず︑それが消費の足

率の導入には1兆円の財源をかけな

9ズ益)と国民負担率の関

を引っ張り︑デフレから

負担増なくして社会保障が継絖でき

がら実行する予定である︒このよう

だろ︑つ︒

の完全脱却やインフレ目

るというピクチャーが︑どこまで信

)

標を達成できない最大要

することが新目標の役割

税の一方で︑税制・財政措置を島

腹をくくつたようだ︒これとて︑増

目の引き延ぱしはしないと︑やっと

織り込んでいる︒安倍政権は︑

経済には成長の陰りが見え始めてい

長していく保証はない︒また︑世界

このような甘い計画通りに経済が成

題の多い新財政健全化計画である︒

気で財政再建を行おうという意思は
であったはずではないの

員し︑来年度当初予算から必要な手

一方で新目標は︑消費税率W%は

力

いずれにしても︑団塊

当てやあらゆる施策を講じるという

ザイン﹂を国民的に議論

﹁社会保障のグランドデ

の半分を教育負担の軽減・子育て層

の使い道の見直し(5兆円強の税収

具体的には︑消贊税率引き上げ分

れが最大のりスクである︒

ほとんど残っていないのである︒こ

は追加的な財政・金融政策の余地は

以上述べてきたように︑極めて問

感じられない︒

の世代がすべて後期高齢

る︒そのような場<口︑わが国経済に

していく絶好の機会を失

支援・介護人材の確保などに充て︑

3度

者になる部年という大き

バラマキとセットである︒

つた(失わせた)と言え

)0

な節目をにらみながら︑

受益と負担を正直に議論

な状況を見る限り︑安倍政権には本

購入支援︑需要変動を平準化するた

0

ぴょう性のあるものだろうか︒

判明する︒図表3は︑経済協力開発

0

因となっているのである︒

機構(OECD)諸国における社会

5

年
ド

0
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費税川%超の議論は事実上封じられ

0
2

国民負担率(対GDP比)

なお不足する財源は︑増税に頼らぎ

JLウェー

保障支出

ゴルグ

ら常に要求される﹁社会保障のグラ

0
3

」ア風ぺルギー

たといってょい︒その結果︑国民か

〒ンマーク

政府の社会保障支出(対GDP比)
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