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巻 頭 の ご 挨 拶  

関西支部長 大石 哲夫  

 

 ７月に入り、暑さが厳しくなって来ておりますが、今年も局所豪雨が各所で発生

し、すでに、台風の発生も伝えられています。 

 今回、コストの窓の小特集のテーマとして「財政問題」を取り上げる事となりま

した。昨今、ギリシャの財政危機問題がマスコミで大きく取り上げられております

が、日本の債務残高も主要先進国の中で極めて大きく、その対応策が今後の日本の

経済を左右することになると思います。 

このテーマについては、JSCE 関西支部の例会で幾度か議論してきましたが、こ

の際、幅広い方面からのご意見をコストの窓でまとめて戴き、会員の皆様の経済問

題に知見を拡げていくことに繋がることを期待しております。 
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小特特集集：：  財財政政問問題題  

 

財政問題 

荒木 清士  

日本全体の債務残高は、2000 年 9 月末：511 兆円、2010 年 9 月末：908 兆円、2013 年

度末:1,025 兆円で、2014 年 5 月 9 日財務省発表の 2014 年度実績見込みは 1,303 兆円とな

っており、これは、国民一人当たり約 1,025 万円の債務に相当する。 

また、2012 年財務省自らが認めているように日本の財政は、対 GDP 比総債務残高は、

219.1% (c.f. ギリシャは、160%)と主要先進国中で最悪である。 

2014 年現在、歳出と税収との差額は、借金（公債）で埋め合わせているが、普通国債   

残高は、1994 年度：200 兆円、2004 年度：500 兆円、2013 年度：750 兆円、2015 年度迄

には 807 兆円と膨れ上がる見込みである。 

バブル終焉を境に、税収が減少、一方景気対策として、多額の財政支出、「赤字国債」発

行が度々行われ、歳出は上昇し続け、税収は、一段と落ち込んだ。 

2007 年の世界金融危機、2008 年のリーマンショックによる巨額の財政出動により赤字

幅が増大したところへ、民主党による政権交代があり、財政裏付け乏しい中での、｢子供手

当｣、「高速道路無料化」等の同党の公約遵守により、2009 年の債務は膨らみ、新規国債発

行額は、52 兆円に達し、60 年ぶりに税収以上となった。 

2011 年「東日本大震災」により、復興債を発行、この年の新規国債発行高は、55.8 兆円

で過去最大となった。現在国が進めている財政再建路線は、毎年 40 兆円公的債務が増大し、

方針とは裏腹に年々悪化してきている。 

 

要因としては、以下の 2 点が挙げられる。 

1) 社会保障費の増大………歳出、高齢化(生産人口減)、医療費、福祉施設建設               

2) 税収の減少………………景気対策としての各種減税、法人税の減少、バブルの後始末： 

不良資産処分、特損、繰越欠損の計上等 

＊参考：2012 年社会保障給付費：109.5 兆円の内訳： 

1.年金：53.8 兆円、2.医療費：35.1 兆円、3.介護費他：20.6 兆円 

 c.f. 経済学者：伊藤隆敏氏によると、日本の財政破綻は、2023 年との事。 

＊＊対策：金融政策より財政政策を重視すべきである。 

 歳出減………………………＊社会保障費を中心に無駄な歳出を CUT 

  経済の活性化………………＊成長戦略を実効性あるものにする。 

 増税…………………………＊富裕層への増税と徴税捕捉率の UP 等 

2015 年 5 月 23 日、IMF は、日本政府に対し、2020 年黒字化への具体的で､且つ信頼で

きる道筋を示すように要求した。 
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国家財政の危機について 

  澤田 弘道  

国家財政の危機について議論されてから既に 20 年ほどになる。いろいろな対策が提案さ

れてきた。 

・社会保障の見直しや減額 

・公共投資の抑制 

・消費税の更なる増税 

・行政改革 

・金融緩和による円価値の下落（物価の上昇→税の増額） 

・経済の成長 

夫々の策はそれなりの効果は見込めるかもしれないが総合的に同時に実行しないと効果

的な成果に結びつかない。 

実行できない原因は何か。夫々に利害がからみ、財政健全化よりも利権、既得権益、票

の勘定が優先されているためである。政府は 2020 年までに基礎的財政収支を黒字にする

目標を掲げているが具体的アプローチは不十分のままである。全体を見なければならない

政治家は夫々の立場と名誉を守るのに必死で意見がわかれ、それをよいことにトップは財

政健全化というお題目を唱えるだけで真剣に進めようとしていないようだ。 

官僚は種々有効な提案はしている。ノウハウを持っており官僚の力なしでは政策の実行

は出来ないが、国民の信託を受けていないため小さな改良はできても、国益を左右する重

要な決断と実行は出来ない。このままではお題目を唱える政治家が続くだけでやりやすい

社会保障の見直しや消費税の更なる増税でお茶を濁すばかりで効果的な財政健全化が達成

されることは諦めるしかない。 

この問題の難しいところは政治家にとっては票にならないことである。また安全保障の

ように米国、中国のような目立った外圧がかからないことである。しかし、国全体がぬる

ま湯の中のカエルになって、気がついた時には取り返しのつかないことになっているおそ

れは十分ある。 

 

 

日本の財政問題の対応策について 

大石 哲夫  

 日本の財政は、歳出が税収等の歳入を大幅に上回り、普通国債残高は年々増加しており、

平成 27 年度で 807 兆円を上回る見込みであると財務局より発表されている。この状況を

改善するために、政府としてアベノミックスの次に示す 3 本の矢を打ち出している。 

①大胆な金融政策：金融緩和であり、世の中に出回るお金を増加し、景気を良くしようと

する。 
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②動的な財政政策：公共事業などに財政資金を投入、政府自ら需要を創出する。 

③民間投資を喚起する成長戦略：今後のポイントとなる戦略であり、経済発展を狙い企業

の投資を促し民間の活力引き出す戦略である。この為に、女性、若手、高齢者などの人材

活用を行い、日本企業の海外進出、世界経済との統合の推進を図るものである。 

 JSCE のメンバーとして特に関係する具体的な対応策としては、2012 年に設置された日

本経済再生本部が本年 6 月に発表した「日本再興戦略」を参考にすると、次に示す項目に

なると考えられる。  

①環境、エネルギー対策：徹底した省エネルギーの推進、高効率火力発電の利用など 

②海外輸出戦略：インフラ設備輸出、日本企業の海外生産など 

③農林業の産業化対策：６次産業化の実現、食品類の輸出など  

これらの関連するテーマは、コストの窓の小特集でも既に取り上げられているものがある

が、これ以外のテーマも考えて、今後も引き続き検討するのがよいと思われる。 

 

 

財政問題 

佐藤 克朗  

ギリシャの借金問題が新聞を賑わしている毎日、日本のそれは、どうなっているのか全

く関心は無かった。時々目にする日本の借金は、1000 兆円を超えたというニュ－スを目に

しても、自分の生活は基より、廻りも何の変化も見られない。 

ギリシャの借金の総額が 5000～6000 億ユ－ロ（約 70～80 兆円）と言われる。 

10 倍以上の借金国の日本が国際的には問題にならず、なぜギリシャが？ 定例会におけ

る会員の説明で、なんとなく解ってきたが根は深い。 

インタ－ネットで検索、日本の借金の 90％強は、日本の金融機関が国民から集めたお金

で購入している。国債は国の借金であると同時に、金融機関の資産である。 

円での借金、という事は通貨発行権を日本は持っているが、ギリシャはユ－ロの発行権

は無い・・・この様な記事を目にして、その理由がより解ってきた。 

アベノミクスの効果で、税収が 7 兆円強増えたとの記事も見た、しかしこれを引き出す

為に政府が要した借金も 10 兆円、予算が 90 兆円強で税収が 50 兆円弱、1000 兆円の借金

は年々増加するとも。 

少子高齢化、医療費の高騰、年金の問題、多くの考えねばならない問題点がある。 

これがテ－マに決まらなければ、国家の財政問題はもとより、ギリシャの問題も関係な

い出来事として、流し読みする程度だったと思う。 

身近なところでは、夕張市の財政破綻（07/3）後の市民に与えた影響などに目を通した。 

日本の財政が破綻する可能性は少ないが、いま自分が出来ることは、いつまで生きるか

解らないのがちょっと気になるが、消費税を増やす、病気をしない、迷惑を掛けない、こ

んな事しか思い浮かばないが、考えさせられた今回のテ－マでした。 
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財政問題、危機感について 

増田 寿男  

現在の日本の政府債務は、ＧＤＰ500 兆円の倍の 1000 兆円を超えて、膨れ上がっている。

国においても、税収 50 兆円の倍の 100 兆円を歳出し、差額 50 兆円の国債を増やしている。 

質素倹約だった筈の日本人のマインドが、何時どのように変化したのだろうか。私には、

Ｇ５のプラザ合意 1985 年頃が、ターニングポイントと思われる。 

明治維新から富国強兵を進め、日清戦争の賠償金で近代体制に着手、日露戦争に進む。

兵器装備調達のために発行した、ポンド建て戦時公債はアメリカ人を主に引き受けられ、

第 2 次大戦を超えて、高度成長の後にやっと返済できる。この返済終了に合わせ、プラザ

合意が行われた。表向きは、ドル安円高への為替調整であるが、日本の需要構造を、輸出

立国から内需拡大に切り替えることを約束した。そして、バブル崩壊後とリーマンショッ

ク後の景気対策に、膨大な借金を積み上げていく。 

国債発行における外国人の監視がなくなり、国内の将来世代に付けを回して、歯止めが

利かない。財政問題に対する危機意識は、政治家も、経済界も、国民も薄くなっている。

増税は進まず、社会福祉に苦慮し、バラマキさえ起こる。財政健全化と経済成長の議論を

しているうちに、人口減少が始まっており、日本経済の行く末が危ぶまれる。 

財政が問題なのは、日本だけではない。世界中の殆どの国が、立場や事情はそれぞれ異

なるが、財政赤字に苦しんでいる。民主主義の罠なのかもしれない。 

この文章を執筆中に、ギリシャの債務問題が連日報道されている。 

 

 

我が国の財政健全化計画について 

岡本 政義  

政府がまとめた 2020 年度までの財政健全化計画によると、2015 年度の基礎的財政収支

（プライマリーバランス PB）の赤字は 16.4 兆円、これを経済再生による景気回復による

税収増を前提として 5 年間で 7 兆円改善し 9.4 兆円におさえるとしている。振り返って我

が国の政府総債務残高をみると 1980 年の 129 兆以降 35 年間で 1,232 兆になっている。但

し一般政府が保有する金融資産(年金積立や外貨準備など)を差し引いた純債務残高は 649

兆円とのことである。 

結局この分野は検討不足もあり浅学の私には全貌が理解出来なかった。企業には ERP な

ど会社全体を俯瞰するシステムがある。プロジエクト管理ソフトもある世の中である。い

まのところ国家全体の財政把握ができなかった。これではコメント出来ない。国民全体が

今そこにある財政危機を理解し社会保障費削減などにどう対処するかの正念場である。政

府は国民にこの危機を訴え国民にこの現状を説明する責務がある。将来世代の負担は極力

軽減せねばならない。 
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経済再生なくして財政健全化なしと政府は「経済財政運営と改革の基本方針２０１５」

で述べている。新しいニーズの発掘、我が国の強みの認識のもと、自信をもってその取り

組みに注力する必要がある。重点課題「稼ぐ力の強化に向けた事業環境の整備と成長市場

の創造」はその間の問題をうまく表現している。 

事業環境の整備につき関係者に苦言を呈したい。これは私の持論であるが、なぜエンジ

ニアリング業界がいまだに産業分類で細分類以上にノミネートされないのか、なぜ業界と

して社会的認知度を高める努力をしないのかである。例えば「名目 GDP に占める産業別

割合の推移」においてもサービス業に含まれると考えているが内容の分析がないため、そ

の貢献度は明確でない。いま、アジア諸国には旺盛なインフラ建設のニーズがある。中国

が主導するアジヤインフラ投資銀行（AIIB）設立もその一因と考えてもよい。この分野に

対応できるのはエンジニアリング企業をおいて他にない。建設・エンジニアリング業とし

て早急に大分類にとりあげ、書店においてもその一角を占める業界に持ってゆく必要があ

る。 

「顧客の企業化プロジエクトの一部ないし全部を引き受け実行にあたる」のがエンジニ

アリング企業であり、業界・業種を問わずプロジエクトのあるところエンジニアリング業

のニーズがある。エンジニアリング業界に飛び込み自分の夢実現を目指すグローバルな視

野のもと行動する活力ある若者を獲得せねば、この業界の発展、そして我が国の産業の再

生はおぼつかないと考える。 

 

 

入るを計って出ずるを制す  わが国の財政問題を考える 

富阪 泰   

連日ギリシャのデフォルト懸念が報じられている。長らく不安定な政権運営が続く同国

では、国民に迎合する政策、施策がつづき、GDP 比 180％、総額 40 兆円という累積債務

の返済が滞っていることはご承知のとおりである。 

ギリシャのデフォルト問題は、わが国にとっても他人事ではない。1990 年代初頭、不動

産バブル崩壊後、わが国の経済は長期低迷期に入り、税収は激減する一方、景気対策、不

良債権処理、高齢化対応などの支出は増大、財政の赤字体質が定着し今日に至っている。

2015 年度、わが国の予算総額は約 95 兆円、税収 45 兆円、残りは国債などの借入金で、

支出の 50％以上を借金で賄っているのである。累積債務は GDP 比約 200％、総額 1000

兆円あまりという。これは、わが国がギリシャ以上の借金王国であることを示している。

ただ、ギリシャと異なるのは、今のところ返済を迫る債権者がいないということだけであ

る。 

2012 年 12 月、第 2 次安倍政権が誕生した。安倍首相は就任早々、大胆な景気浮揚策、

財政再建策を打ち出し、今日まで約 2 年 6 ヵ月間、まがりなりにもこれを推進してきた。

その概要と現状をまとめると次のようなものであろう。 
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 財政再建諸施策 

(1) 景気浮揚策(アベノミクス) 

① 超低利金融政策――株式市場の活性化による好景気演出、インフレ誘導、円安誘          

導、国内空洞化回避、輸出促進、設備投資促進                                      

② 財政投融資――耐震工事推進 

③ 新規事業分野開拓――農業改革、TPP、地方分権等 

④ 賃上げ要請 

(2) 税制見直し 

① 消費税率引き上げ、既存免減税制度の廃止(一部)、法人税引き下げ、マイナンバ

ー制による収税率向上、投資減税 

 

以上、計画実施中の財政再建施策のうち、税収増につながるアイテムをまとめた。 

 国の抱える債務は、だれでもない、国民一人ひとりがその利益を享受し残した債務の積

み重ねであって、等しく支払い義務を負っている。その対処を怠れば、後世に多大な負担

をかけ、放置すればギリシャの轍をふみかねない。政府は、2020 年のプライマリーバラン

スを目標としている。筆者は現計画をそれなりに評価している。願わくば、政府、企業、

国民一丸となって 2020 年、目標達成にまい進してほしいものである。 

 

 

 

 

 

 

 

今回の小特集は「財政問題」。このテーマは、わが国にとって、大きくかつ底の深い問題

であります。今後も何らかの形で、関連する話題に繋げたいと考えます。 
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