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20年度概算要求、3%増の105兆円
• 財務省は30日、2020年度予算に対する各府省庁の概算

要求を締め切った。要求総額は19年度当初予算より
3%増え、過去最大の105兆円規模になる見通し。高齢
化を背景に社会保障費が増え、地政学リスクの高まり
で安全保障費の増額傾向も続く。景気対策の側面も強
い公共工事は約2割増となった。

• 概算要求の総額は19年度に続き、2年連続で過去最高
を更新する。19年度の102.8兆円から2兆円超も上振れ
する。財務省は9月から各要求ごとに査定を始める。
年末にかけての予算編成過程でどこまで無駄を省ける
かが課題になる。

• 最も要求額が大きいのは厚生労働省の32.6兆円で、19
年度当初予算より2.1%多い。年金や医療など社会保障
費の増加が大半を占める。内閣府などとともに30代半
ば～40代半ばの「就職氷河期世代」への雇用支援策に
は26.7%増の1344億円を計上した。
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国土交通省は公共事業関連費として19年度当初予算に
比べて19%増の6.3兆円を盛り込んだ。高速道路の整備

など旧来型の事業に加え、水害や地震、土砂災害に備
える防災対策を手厚くする。

防衛省の要求額は7年連
続で増えた。20年度は19
年度当初予算比1.2%増
で過去最大の5.3兆円を

計上。宇宙やサイバーな
ど新領域での防衛体制強
化を手厚くする。



財政学ではなにを学ぶのか
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国民経済は、家計・企業・政府という３つの経済主体で構成される。
各経済主体は、①財・サービスを作り提供する生産(供給)、②経済活動への貢
献分を受け取る所得(分配) 、③所得から必要な財・サービスを購入する支出
(需要)の３つの経済活動を行いつつ、互いに密接に結びついている。これを経
済循環と言う。この経済循環の中で政府も国民経済の構成単位として経済活動
を行っている。

（図出典）金融庁資料



経済学では、ミクロ経済学やマクロ経済学を
土台として、対象となる経済問題ごとに特化
した分野が存在します。そうした分野を総称
して、応用経済学と言いますが、財政学はそ
の一分野。

財政学、公共経済学、経済政策
論、金融論、国際経済学、産業
組織論、日本経済論、労働経済
学、交通経済学、環境経済学、
地域経済学  etc

ミクロ
経済学

マクロ
経済学

計量経済学

応用経済学

ミクロ経済学は、経済の構成要素であ
る家計、企業といった経済主体が直面
する資源制約下での意思決定(最適化
行動)、特定の財・サービス市場にお
ける取引価格や取引数量の決定法、稀
少な資源の効率的な配分法、各市場間
の有機的な連関について研究する学問。
マクロ経済学は、国内総生産や失業、
物価等の一国経済全体のマクロ集計量
の動きを分析対象としており、一国経
済の活動水準の決定やその変動、各マ
クロ経済変数間の相互作用等について
研究する学問です。 5
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財政学は政府の経済活動（裏面としての政府の資
金取引）を対象とする。
– 財・サービスの供給（公共政策）：ミクロ経済学

– 景気対策、資金取引（財政政策）：マクロ経済学

財政学の歴史
☞経済学的には、政府の経済活動の大きさと内容が問題

となる

政府とは？
– 統治機構（三権）or内閣及び執行機関（行政機関）

– 公共部門＝一般政府＋公的企業

– 一般政府＝中央政府＋地方政府＋社会保障基金

資本（市場）主義経済では民間の経済活動が基本、
また市場が完全であれば政府は不要。

しかし、現実には政府は存在。なぜ？
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（出典）釣雅雄、宮崎智視『グラフィック財政学』新世社

政府の経済活動

財政の主体は国民。財源は国民の税金。
税金には強制性があり、歳出には再分配効果
があるので、効率性や公平性、政治的な側面
を考慮する必要がある。

政府は赤字なる事業でも公共の福
祉を増進するため実行する場合も
ある。



財政学の歴史
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（出典）上村敏之『コンパクト財政学』新世社

財政赤字の受容・
積極的活用（新正
統派）

均衡財政
（ﾚｯｾﾌｪｰ
ﾙ）の放棄

財政赤字の
活用提言

拡張的な総需要管理政策
石油ショック

J.Hicks 1937 Mr.Keynes and the “Classics”

P.Samuelson 1948 Economics: An Introductory Analysis

ケインジアンの凋
落と新古典派の復
権

物価水準の財政理論
（財政政策も物価目標
にコミット）

現代貨幣理論
（政府の通貨発行権）



財政の３機能とは？
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公共財
外部性
費用逓減産業
情報の非対称性

市場の失敗

• 資源配分機能

• 所得再分配機能

• 景気安定化機能

（出典）上村敏之『コンパクト財政学』新世社
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○経済学から見た政府

– 政府は市場を補完

– 独占・寡占企業の存在、公害、供給過小、市場の創
出、失業・インフレ、所得格差是正、人身売買etc

○経済学以外から見た政府

行政学・法学：形式的な合法性、厳格性、平等
性を重視。実際に利害を持つ人々の意向尊重

☞単に政府が法律などで規制すればそのとおり
人々は従うべきだ（従わせる）と考える。

☞一方、経済学では人々が合理的に行動するとす
れば、法律などで規制してもそれに従うとは限
らないと考える（インセンティブの問題：失業
手当、生活保護）。
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○ハーベイロードの前提

☞政府は国民全体の経済厚生を最大にするよう行
動する良識の府であり、民間部門よりも賢い存
在である。

しかし、市場が失敗しているからといって、
政府がもっと適切な役割を演じることがで
きるとは限らない（☞政府の失敗）。

– 現実の経済環境は複雑であるにもかかわらず、
政府が入手可能な情報は限られている。

– 予想できないショック（ex リーマンショック）
も発生。

→適切なタイミングで政策を実施するのは極めて
困難。
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また、政府の行動は政治的活動の結果でもあ
る。議会制民主主義を前提とする限り、政府
の行動は与党が最終的な決定権と責任を有す
る。政策の企画立案は官庁の仕事であるが、
どのような政策を行うかは与党の意向が最大
限に尊重される。与党の背後にいる有権者や
国民は一枚岩ではない。職業、所得、資産、
年齢、居住地、性別等様々な属性に応じて利
害が異なる（利益集団）。各利益集団は自ら
の利益を最優先するように政治に圧力。

政府を評価する際、政府の目的が不適切で
あったり（ex政治的圧力）、有権者の監視に
限界（ex情報の非対称性）がある。こうした
現実的な立場で政府の行動を説明しようとす
るのが政治の経済理論（政治経済学）
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民主主義の基本原則

① 全員参加☞棄権

② 多数決による決定☞有権者と政治の間のギャップ

③ 少数意見の尊重☞数の横暴を防げるか

政治的意思決定

– 直接投票（有権者が投票して意思決定）

– 間接投票（代理人の選出→代理人が投票）

有権者の選好が単峰型

– 中位投票者の定理

– 投票のパラドクス

☞多数決は万能ではない
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直接投票モデルから間接投票モデルへ

政治家は有権者の意思を体現するか？
– レント・シーキング（独占的な政策決定権限）

– 情報の非対称性☞代理人・依頼人の理論

☞投票によるコントロール

☞投票以外によるコントロール
– 圧力団体による陳情、デモ、直接請求（声による投

票）

– ある自治体から別の自治体への移住（足による投票）

政党は有権者に政策という政治サービス＝政策を
供給し、有権者は政党が提供する政策を需要する。

☞有権者の異質性に応じて複数の政党が存在しう
る。

政権獲得行動（妥協）と党派的行動（妥協せず）



16

政府が適切に行動できていない場合

（１）政府の目的が適切でない

（２）適切だが経済環境の複雑

の２つの可能性が考えられる。
– 公共選択理論では（１）の立場

☞政府は、公共のためにその社会の構成員の経済
厚生を最大にするために行動しているという理
想主義的な存在ではなく、利害の異なる各経済
主体の対立を反映して、政府を構成する政党＝
政治家、官僚等のそれぞれ異なった利益集団の
妥協の産物であるとの立場。

‒ 標準的な経済学では（２）の立場

☞全知全能の政府であったとしても国民のために
は行動しない
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政府の目的が何であれ、中央集権国家であれ
連邦国家であれ、現代では政府部門が一国の
経済活動に対して大きな役割を果たしている
のは事実。

（出典）釣・宮崎『グラフィック財政学』新世社

収入－支出＞０→黒字（債務減）
収入－支出＜０→赤字（債務増）
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平成31年度予算

（出典）財務省
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（出典）財務省

ワニの口は閉じるのか？



公債発行額、公債依存度の推移

20
（出典）財務省
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（出典）財務省

増え続ける「政府の借金」
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財政赤字の原因は？一般会計歳出の主要経費の推移

（出典）財務省

臨時・特
別の措置

除く
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（出典）財務省



政府債務残高の国際比較
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支出面から見た国際比較

（出典）財務省
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日本政府は小さな政府か大きな政府か

• 小さな政府＝市場の役割を重視して政府の役割
を限定的に捉える立場

☞個人主義＝自主自責・自助努力の原則

• 大きな政府＝市場の役割を限定して政府の役割
を広範囲に捉える立場

☞政府主導の社会保障の思想＝福祉国家の思想

• 大陸欧州諸国を政府のあるべき姿とすると日本
の政府規模はまだ小さい。逆に、高度成長期の
政府の規模を民間活力と両立するあるべき姿と
すると現在の規模は大きすぎる。

☞ [参考] 加藤久和（2013）「政府の規模と経済成長には関係
があるのか?」
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「小さな政府」、「大きな政府」どちらの立
場であっても、政府は効率的でなければ国民
経済の重石になる。

政府支出の決定及び評価基準は？

– 費用便益分析（公共事業）

– 予算査定（事前）／行政評価・会計検査（事後）

– 行政事業レビュー（事後）

費用便益分析は、道路事業の効率的かつ効果的な遂行のため、
新規事業採択時評価、再評価、事後評価の各段階において、社
会・経済的な側面から事業の妥当性を評価し、併せて、評価を
通じて担当部局においてより効果的な事業執行を促すことを企
図するものである。
（出典）国土交通省道路局都市・地域整備局『費用便益分析マニュアル』（平成20年11月）



国民負担率 所得の42%、税・社会保障に

• 国民全体の所得に占める税金と社会保障の負担の割合
のこと。国税や地方税をあわせた税負担の割合である
租税負担率と、医療保険や年金保険などの社会保障負
担率を足した値になる。国民の公的負担の水準を示す
指標だ。

• 財務省の試算によると、2019年度の国民負担率は
42.8%。1970年度は24.3%だったが、社会保障給付の増
大につれて上昇してきた。諸外国をみると、「小さな
政府」で自己負担が基本の米国は3割強にとどまって
いる一方、ドイツやフランス、スウェーデンなど福祉
が手厚い欧州各国は5割を超えている。

• 国民負担率に国の財政赤字の割合を加えたものを「潜
在的国民負担率」と呼ぶ。財務省によると19年度の潜
在的国民負担率は48.2%だ。

28

2019/5/3付日本経済新聞 朝刊
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（出典）財務省

国民負担率（対国民所得比）の国際比較
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（出典）財務省

誰が国債を保有しているのか？ 2019年３月末時点



日銀が買い占める国債
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（出典）財務省

海外の国債等保有額、保有割合の推移
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（出典）財務省

海外保有者の類型
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（出典）財務省

低位安定の金利、増加に転じる利払費？
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（出典）財務省



財政試算悪化 成長頼みの甘さが露呈した
• 経済成長頼みの財政再建は危うい。歳出・歳入の改革を着実に進め、健全化への道筋を確かなもの

にしたい。
• 政府が新たな財政試算をまとめた。2025年度に国と地方の基礎的財政収支を黒字化する目標を掲げ

るが、2.3兆円の赤字が残る。１月の前回試算より1.2兆円拡大した。政府は、深刻に受け止めるべ
きである。

• 赤字幅が広がるのは、米中貿易摩擦の影響などで成長率予想が下振れし、税収が減るためだ。政府
の19年度の成長率見通しは、物価変動の影響を除く実質で約1.3％から0.9％に修正された。

• 日本の財政状況は先進国で最悪だ。国と地方の借金残高は1100兆円に上る。これ以上、将来世代に
ツケを回してはならない。

• 基礎的財政収支は、借金に頼らず政策経費を賄えているかどうかを示す指標だ。黒字化は財政再建
への一里塚となる。試算は27年度の達成を見込んでいる。

• 問題なのは、想定する成長率の見通しが甘いことである。家計の実感に近い名目成長率が23年度以
降、３％を超すとしている。

• 18年度は0.5％にとどまる。世界経済の先行きが不透明な中で、バブル期のような高成長を想定す
るのは無理があろう。

• 無論、財政立て直しに経済成長は不可欠だが、実力以上の成長率を前提とするのは禁物だ。
• 試算は、名目成長率が１％台のケースの数値も示す。25年度の赤字額は7.2兆円になる。こちらの

方が現実的だろう。その場合、黒字化のメドは立たない。

• 巨額の赤字解消には、歳出削減も欠かせない。国の予算の３分の１を占める社会保障費の抑制が最
大のテーマとなる。

• 22年からは、団塊世代が後期高齢者になり始め、医療や介護の費用は一段とかさむ。給付と負担の
見直しが急務である。

• 医療費の窓口負担の増加など高齢者に理解を求めることが課題となろう。政府は改革の重要性を丁
寧に説明しなければならない。

• 歳入も増やしたい。安倍首相は参院選の際、今後10年程度は消費税率を10％から上げる必要がない
と発言した。しかし、赤字予想が拡大する中で楽観論は戒めるべきだ。10％後の税率引き上げにつ
いても論議は避けて通れない。

• 政府はすでに３度、黒字化の目標年次を先送りしている。25年度の目標を達成できなければ、国民
の将来不安はさらに高まろう。安定政権の今こそ、財政再建に本腰を入れる時ではないか。 36

2019/08/01 05:00 読売新聞社説



プライマリーバランスってなに？

37

公債金収入

税収等

国債費

一般歳出等

PB赤字

公債金収入

税収等

国債費

一般歳出等

公債金収入

税収等

国債費

一般歳出等

PB黒字

国債費＝債務償還費＋利払費
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（出典）財政制度等審議会資料

財政赤字の問題点



消費増税、反対６０％ 全国世論調査
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増税反対の理由は、低所得者の負担が重くなる逆進性の問題を挙げる人が最
多の３３％で、税金の負担増が大変だと考える人と、景気への悪影響を懸念
する人がいずれも２３％で続いた。賛成する人では、年金や医療、子育て支
援など社会保障の充実に必要との理由が４０％と最も多かった。

クレジットカードなどキャッシュレス
決済の利用者を優遇するなどの景気対
策は、年齢層が上がるほど反対が増え、
高年層（六十代以上）では７０％に達
した。現金志向が強い高齢世代にはメ
リットだと捉えられていない。軽減税
率導入は反対が４９％、賛成が４８％
で拮抗（きっこう）した。

2019年6月9日 東京新聞夕刊
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租税原則

– アダム・スミスの４原則

– アドルフ・ワーグナーの９原則
☞租税の３原則（中立簡素公平）＋地方税の原則（応益性等）

税負担の公平

– 利益説（☞応益課税）

– 能力説（☞応能課税）

等しい人は等しく取り扱われるべき☞垂直的公平と水平
的公平

租税の帰着
– 法制的帰着と経済的帰着

（例）法人税

• 法制的帰着＝法人が負担

• 経済的帰着＝前転（製品価格引き上げで消費者負担）／後転（賃金引下げで従
業員負担等）

受益者負担・
利用者負担

累進課税



日本の租税制度
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（出典）財務省資料



社会保障給付120兆円 2017年度
厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は二日、医療や介護、年金などの社会保
障給付費の二〇一七年度総額が前年度と比べ一兆八千三百五十三億円（１・６％）増
の百二十兆二千四百四十三億円で、過去最高を更新したと発表した。高齢化の進行に
より給付費の膨張が続き、介護保険などの介護対策は初めて十兆円を超えた。
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社会保障給付費は税金や保険料で賄われ、利用者
の自己負担は含まれない。一七年度の一人当たり
の給付費は、一万六千二百円増の九十四万九千円
だった。

分野別では、年金が五十四兆八千三百四十九億円
で全体の４５・６％を占め、医療は三十九兆四千
百九十五億円（３２・８％）だった。介護や子育
て支援を含む「福祉その他」は二十五兆九千八百
九十八億円（２１・６％）で、このうち介護対策
は十兆一千十六億円（８・４％）だった。

前年度からの伸び率を分野別に見ると、年金は一
七年度に支給する金額を０・１％引き下げたため、
０・８％増に抑えられた。医療は１・６％増え、
介護対策は介護職員の賃金を引き上げた影響など
で４・１％増加した。

施設整備費など個人に直接給付されない費用も含
める「社会支出」は１・６％増の百二十四兆一千
八百三十七億円だった。 2019年8月3日 東京新聞朝刊
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所得分配と貧しくなるニッポン

（データ出典）国税庁「民間給与実態統計調査結果」
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租税・社会保障の再分配効果

– ベンサム的価値観（「最大多数の最大幸福」）

– ロールズ的価値観（「マキシミン原理」）

☞租税の３原則（中立簡素公平）＋地方税の原則（応益
性等）

（出典）厚生労働省

＞

小

大

小

大


