6 「消費税10％」
で景気は…
01
と ぼ

Point

あ

景気を良くするため、安倍晋三内閣（当時は第２次内閣）が「アベノミクス」を始め
ゆる

て2018年末で６年が過ぎました。景気は緩やかに回復していますが、国民の実感は乏
しく、消費も増えていません。そんな中、消費税率が2019年秋、10％に上がります。
けん めい

消費者の財布のひもがこれ以上固くならないよう、政府は懸命です。

私たちが買い物をする時、企業やお店にお金
はら

を払います。
たくさん売れれば企業はもうかり、
給料が上がった社員はお金をたくさん使えま
めぐ

す。こうして多くのお金が世の中を盛んに巡る

なや

す。日本は長年デフレに悩まされてきました。
きんゆうかん わ

日銀が大規模な金融緩和
安倍内閣の経済政策「アベノミクス」は、
「三
本の矢」（三つの方法、

価は緩やかに上がります。物価が上がる傾向を

なります。日本銀行（日銀）

インフレーション（インフレ）といいます。

は「物価が毎年２％ずつ上がる状態を２年程度

ひか

くろ だ はるひこ

の黒田東彦総裁

かか

逆に景気が悪くなると、消費者は買い物を控

で実現する」との目標を掲げ、大規模な金融緩

えるため、企業は値下げせざるを得ません。こ

和を始めました。世の中に出回るお金を増や

うして物価が下がっていく傾向をデフレーショ

せば、巡り巡って物価も上がる（

ン（デフレ）といいます。企業のもうけは減り、

──というシナリオでした。

社員も買い物を控えます。企業はさらに値下げ

成長戦略

し、景気は悪くなる一方です。

企業がもっと自由に仕事が
できるよう，
社会のルールを

日本銀行（日銀）

緩める（規制緩和）。
成長が期待できる産業に
お金を出して支援する

ゆる

ふ つう

日本の中央銀行です。普通の銀行（市中銀行）
ちが
と違い、お金を貸す相手は企業や個人ではなく、
銀行です（銀行の銀行）。国のお金を預かる「政
府の銀行」
、お札を発行する「発券銀行」の役
割もあります。景気や物価を安定させる金融政
おさ
策も重要な仕事です。景気の過熱を抑えたい時
は、金融緩和とは逆に世の中に出回るお金の量
し
を減らします（金融引き締め）。
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下のイラスト）から

状態を「景気がいい」といいます。この時、物
けいこう

ニュース検定公式テキスト＆問題集 ３・４級

価値が下がったためです。日本経済を支える輸

──ことなどが指摘されます。日本では、経済

出企業を中心に業績が回復しました。
「景気回

活動の大きさを示す国内総生産（ＧＤＰ）

復が続く期間」は2019年１月、74カ月に達し、

約６割が個人消費です。つまり、個人消費が増

戦後最長の景気拡大（73カ月）を超えた可能

えないことには経済は盛んになりません。

性が高いとされます。それでもなお「景気が回

27㌻の図）

デフレ こく ふく 経済
再生
克服

かん わ

機動的な財政出動

だいたん

大胆な金融緩和
世の中に出回る
お金の量を増やす

主に公共事業（道路や
橋の建設）に国のお金
をたくさん使い，
企業の
仕事を増やす

し てき

の

じょうしょう

日銀が掲げた物価上昇の目標も、いまだに達

復した実感はない」という声があります。

成されていません（2019年１月末現在）
。買

▼日銀の金融緩
和の狙い

人々がものやサービスを

い取る国債の量も限界に近づき、アベノミクス

買う「個人消費」は狙い通

の行き詰まりを心配する声もあります。経済が

りには増えていないからで

しっかり成長する土台となる成長戦略に一層力

す。主な理由として①一部

を入れ、国の社会保障制度や財政に対する国民

の大企業は別として、働く

の不安をなくすことが求められます。

代金

す。経済が元気を失い、失業者が増えるからで

き ぎょう

の不安から、人々が将来に備えて節約している

国債

一 般 にデフレのほうがインフレより問題で

引き上げに慎重だからだ②社会保障制度などへ

出回る「円」が増え、外国のお金と比べて円の

日銀

いっ ぱん

デフレ克服目指す

ふ とうめい

ない。経済の先行きが不透明な中、企業が賃金

確かに、金融緩和で「円安」が進みました。

べ しん ぞう

こくふく

人たち全体で見ると、給料はあまり上がってい

の

伸び悩む個人消費

銀行など
低金利で
融資
企業

家計

ねら

こくさい
づ

国内総生産（ＧＤＰ）
国の経済規模（経済活動の大きさ）を測るものさしとして使われる大事なデー
ふ つう
タです。具体的には、国内で一定期間（普通は１年間）に新しく生み出された商

工場増やす 家を買う

品やサービスの金額を合計した数値です。大まかに言えば、国内で使われたお金
いっ ち
の合計額と一致します。

景気好転、
需要増

「経済成長率」とは一般に、その時のＧＤＰが前年から増減した割合（％）を
指します。
「ＧＤＰ成長率」と呼ぶこともあります。経済活動が盛んな時は高く
なり、そうでない時は低くなります。

物価上昇

経済

実感乏しい「戦後最長」の景気
どうなる個人消費 消費税の増税で
「貿易戦争」で世界に暗雲

道半ばのアベノミクス

「消費の冷え込み」を防ぐため
消費税の税率は2019年10月、
「８％」から「10％」
に引き上げられます。
こうれい か
い りょう
少子高齢化が進む日本では、年金や医療などに
ふく

必要なお金（社会保障費）が膨らんでいます。ほ
かの支出も合わせると収入が足りないため、国は
借金を重ねてきました。しかし将来も年金や医療
のサービスを続けるには、借金を返していかなく
てはなりません。そのため、消費税率を10％に引
き上げて収入を増やす必要がある──。これが政
府の立場です。
ただし、心配もあります。消費税の税率を５％
から８％に引き上げた時、人々はあまり買い物
をしなくなり、景気が悪くなりました。今回も
同じことが心配されています。そこで政府は、

例えば次のような対策を考えています。
①軽減税率の導入……飲食料品（外食・酒類を除
ひつ じゅ ひん
く）など生活必需品は税率８％のままにして、
所得の低い人を中心に家計の負担を抑える
かん げん
てん ぽ
②ポイント還 元 制度……中小店 舗 で消費者が

キャッシュレス決済で買い物をすると、決済
額の最大５％分がポイント還元される（チェー
ン店では２％分）
③プレミアム付き商品券……商品券を２万円で買う

と２万5000円分の買い物ができる（低所得者のみ）
えい きょう

ほかにも、高額で景気への影響が大きい自動
じっ し
車や住宅関連で減税を実 施 します。2019年度の
政府予算案（一般会計）は、こうした対策に約
こ
２兆円をつぎ込むことになりました。
❻ 「消費税10％」で景気は…
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時事力

いがみ合うアメリカと中国 イギリスも心配の種
世界の景気が2008年にとても悪くなり、多

カとの貿易戦争が激化する中、中国経済の先行

くの人が失業しました。リーマン・ショック
（世

きに対する不安も広がり、消費や生産が振るわ

界金融危機、

なくなってきました。

きん ゆう

140㌻）です。2018年でそれ

り だつ

ヨーロッパでは「ＥＵ離脱」

年にかけて雲行きがあやしくなってきました。

ヨーロッパの経済は、ギリシャが巨額の借金
を隠 していた問題（財政危機、2009年発覚）

です。ただでさえトランプ大統領は自

を機に混乱が続きました。
各国の協力で乗り切っ

国の利益を最優先する政策を打ち出し、世界の

たものの、心配の種はまだあります。欧州連合

おう しゅう

ぬ

国々とぎくしゃくしています。
そのうえ世界１、

（ＥＵ）から抜けることを決めたイギリスです。

２位の経済大国が貿易を巡って激しくいがみ合

イギリスは、ヨーロッパにある多くの企業の拠

う事態に発展し、世界

点。ＥＵ離脱（2019年３月下旬の予定）へ向け、

めぐ

あくえいきょう

経済への悪影響が心配
されているのです。
中 国 は リ ー マ ン・
回復し、世界経済の立

世界全体
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ち直りを引っ張りまし

日
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米
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イ ン ド

7.4（▼0.1）

ロ シ ア

1.8（

ブラジル

2.4（▼0.1）

ぬ

本を抜き、アメリカに
次ぐ経済大国になりま
した。しかし、その中
国の成長にかげりが見
えてきました。アメリ

0.3）

※単位％。カッコ内は前回
発表（2018 年７月）からの
修正幅（㌽）
。――は変わ
らず。▼はマイナス

3 級 ココも Check !
合格へ

とう めい

透明になりました。混乱が続けばヨーロッパや
あた

世界の経済に悪影響を与えかねません。

「貿易戦争」

4950億円を見込み、過去最大となりました。税

立てています。これを予算といいます。

金以外の収入も増え、新規国債発行額（新たな借

国の予算案は内閣が作り、国会で認められると

金）は９年連続で減りました。それでも、歳入の

初めて実際に使えるようになります。予算は歳入

３割超（32.2％）を国債に頼る深刻な状況です。

（収入）と歳出（支出）が同じ額になるように決め

国の借金は膨らみ続けています。国と地方自治

ます。歳入の柱は、国民や企業から集める税金の

体を合わせた借金（長期債務残高）は2019年３

収入（税収）です。これと税金以外の収入（国の

月末で1108兆円と、国内総生産（ＧＤＰ）のほ

施設の使用料など）を合わせても足りない分は、

ぼ２倍に上る見通しです。

さいにゅう

し せつ

こくさい

あな う

国債発行による借金で穴埋めしています。
下のグラフを見てください。政府の2019年度
いっ ぱん

予算案は総額101兆4571億円（一般会計予算）。
こうしん

2018年７月以降、最大の貿易赤字相手国である
しんがい
中国からの輸入品について、知的財産権侵害な

インド 南アフリカ BRICS
ブラジル

Ｇ7

アルゼンチン
オーストラリア
インドネシア
韓国 メキシコ
サウジアラビア
トルコ 欧州連合

遅れがちな財政再建
国が集める国税の代表例は①個人の収入にかか

所得税や法人税は、景気が良い時に増え、悪い
時には減る傾向があります。一方、消費税は景気

こうれい か

一般会計総額
101兆4571億円（3.8％増）

7年連続過去最大

歳入 歳出
新規国債発行

国債費（借金返済）
23兆5082億円（0.9%増）

（新たな借金）

32兆6605億円
（3.1%減）

地方交付税交付金等
15兆9850億円（3.0%増）
一般歳出
61兆9639億円（5.2%増）
社会保障
34兆593億円（3.2%増）
公共事業
6兆9099億円（15.6%増）
文教・科学振興
5兆6025億円（4.7%増）
防衛
5兆2574億円（1.3%増）
その他

※カッコ内は前
年度当初予算
比増減率。
四捨五入の関
係で合計が合わ
ないことがある

けいこう

ひ かく てき

に比較的左右されにくいです。景気が悪くても、
生活に必要なものは買わざるを得ないからです。
消費税の増税が財政再建の切り札の一つだとされ
るのは、このためです。
消費税の税率を８％から10％へと引き上げる
際、政府は増税によって見込まれる増収分の多く
あ

を借金返済に充てる予定でした。しかし2017年、
借金返済分の一部を「教育無償化」に回そうと決
めました。
このため「2020年度には、必要な費用を借金
に頼らずにまかなう」という約束を守れなくなり、

てっかい

撤回しました。財政再建は遅れがちになっていま

す。

中国

ロシア

日本
ドイツ
イタリア
カナダ

おく

伴う経済対策や幼児教育・保育の無 償 化などの費

Ｇ20
アメリカ
イギリス
フランス

ふく

用を盛り込み、高齢化で社会保障費も増えたこと

税収
62兆4950億円
（5.8%増）

国連安保理常任理事国

じょうきょう

かかる消費税──です。

む しょう か

カからの輸入品についてほぼ同じ規模の関税引
たいこう
き上げで対抗しました。

Ｇ７とＧ20 どう違う？

しんこく

して初めて100兆円を超えました。消費税増税に

ともな

税外収入
6兆3016億円
（27.5%増）

▼国際的な協議の場

たよ

る所得税②会社の利益にかかる法人税③買い物に

こ

どを理由に制裁関税
（2018年９月末までに３回）
ふ
に踏み切りました。これに対し、中国もアメリ

ちが

わりちょう

７年連続で過去最大を更新し、年度当初の予算と

▼2019年度予算案の概要

「アメリカ第一主義」を掲げ、自国産業の保
さく げん
護と貿易赤字の削 減 を目指すトランプ政権は

たことです。世界経済を立て直すには、新興国の力が欠かせなくなったためです。
ただ、アメリカのトランプ大統領は貿易のあり方などで他の国々と異なる考え
を持ち、Ｇ７やＧ20の結束は乱れがちです。ちなみに、2019年のＧ20サミットは
初めて日本（大阪）で開かれます。

ニュース検定公式テキスト＆問題集 ３・４級

の計画を年度（４月１日〜翌年の３月末）ごとに

こ

かか

などが要因です。
一 方、 税 収 は 消 費 税 増 税 な ど の 効 果 で62兆

がい よう

世界経済などの課題を主な国々が話し合う場がいくつもあります。代表例が主
要７カ国（Ｇ７）
、主要20カ国・地域（Ｇ20）というグループです（ 136㌻）。
Ｇ７はアメリカ、日本など先進国の集まりです。各国のトップが集まる首脳会
議（サミット）は世界に影響を与えてきました。しかし近年、Ｇ７に中国、イン
ドといった新興国などを加えたＧ20が存在感を高めてきました。きっかけはリー
マン・ショック（世界金融危機、 140㌻）の直後、初めてＧ20首脳会議を開い
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国や地方自治体（都道府県や市区町村）のお金

げ じゅん

ふ

ショック後、いち早く

総生産（ＧＤＰ）で日

てん

きょ

月中旬、イギリスの議会で否決され、先行き不

ＩＭＦの2019年成長
（2018年10月発表）
率見通し

た。2010年には国内

き ぎょう

メイ首相がＥＵと合意した協定案は2019年１

VS
➡

国の財政の仕組み

のやりくりを、財政といいます。それぞれが財政

きょ がく

かく

制度の基本や論議のポイントを押さえよう

経済

──。多くの人はそう期待しましたが、2019

戦争」

6 「消費税 10％」で景気は…

ふ

から10年たち、世界の経済は順調に回復する

最大の心配の種は、アメリカと中国の「貿易

Basic

Ｙｅｓ？

Ｎｏ？

消費税率 10％への引き上げに賛成？ 反対？

●「賛成」
だの
・借金頼みのままでは、社会保障制度への不安が
高まる。国民は将来に備えて節約し、景気も悪
くなる。
・国の借金を減らさなくては国家財政が信用を失
う。

●「反対」
・2014年の増税（５→８％）で消費が大きく落ち込
んだ。10％にするとまた消費が減り、景気が悪く
なる。
・経済を盛んにする方が先だ。税収増にもつながる。

❻ 「消費税10％」で景気は…

29

