
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 経済再生と財政健全化の両立 

日本経済の発展を支えるとともに少子高齢化が進展する中にあっても人々が安

心して暮らしていけるよう、持続可能な財政と社会保障を構築していくことが必要

不可欠である。また、三本の矢が持続的に効果を発揮するためにも、財政健全化

への取組は極めて重要である。 

１． 経済再生と財政健全化の両立に向けた基本的考え方 

以下の５つの基本的考え方に基づき、民需主導の持続的成長と財政健全化を両

立させる。 

１ デフレからの脱却、景気回復、経済再生を実現する 

２ 経済社会構造の変化に対応した成長戦略と財政構造の構築に取り組む 

３ 財政の質を歳出・歳入両面で徹底して高める

４ 頑張るもの（人、企業、地域）が報われる仕組みへ改革を進めると同時に助け

を必要とする人を支援し、再チャレンジの仕組みを整備する 


５ 持続的成長と財政健全化をともに実現する税制とする 


２． 財政健全化への取組方針 

プライマリーバランスの対象となる歳出総額については、高齢化等に伴う社会

保障支出の累増に加え、リーマンショック後の緊急対応等で更に増加した。こうし

た中で、以前にも増して財政健全化が求められており、国・地方双方で徹底した取

組が必要である。このため、社会保障以外の支出について、一層の重点化・効率

化を進める。また、社会保障支出についても聖域とはせず、見直しに取り組む。歳

入面においても、経済社会構造の変化を踏まえながら、あるべき税制の在り方を

検討するなど、必要な取組を進める。 

(歳出の見直し) 

歳出の重点化・効率化に当たっては、各年度において、経済成長の実現等の課

題に重点を置くとともに、大胆なスクラップアンドビルドを行うことによりメリハリをつ

ける。例えば、行政サービスのコスト低減・質の向上を進めるとともに、民間需要の

誘発効果を高める。また、物価上昇が見込まれる中で、安易な歳出増とならないよ

う留意する。前政権の政策をしっかり見直し、経済社会の構造変化に対応した歳出

構造に転換する。 

５年を経過した施策については、施策の必要性、効率性、有効性の検証を行った

上で、その後の対応を判断する。 
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（中長期の財政健全化に向けて）

「三本の矢」により強い経済を実現し、経済再生が財政健全化を促し、財政健全

化の進展が経済再生の一段の進展に寄与するという好循環を目指し、持続的成

長と財政健全化の双方の実現に取り組む。 

そうした取組の下、国・地方のプライマリーバランスについて、2015 年度までに

2010 年度に比べ赤字の対 GDP 比の半減、2020 年度までに黒字化、その後の債

務残高の対 GDP 比の安定的な引下げを目指す。 

（「中期財政計画」の策定等） 

財政健全化目標達成に向けた取組を着実に進めることが重要であり、本基本

方針等を踏まえた今後の取組内容を具体化した「中期財政計画」を早期に策定す

るとともに、中長期の経済財政の展望を示す。これらにより、財政健全化目標への

道筋を明確にし、国民の安心や、国際社会、市場からの信認を確かなものとす

る。 

2015 年度の目標達成に向けては、歳出面では、義務的経費を含めて踏み込ん

だ見直しを行う。地方財政については、国の取組と歩調を合わせて抑制を図るとと

もに、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保する。また、行政

事業レビュー・政策評価の適切な反映など PDCA を徹底し、歳出の無駄の排除、

予算の重点化・効率化と政策税制の適正化を進める。さらに、2020 年度のプライ

マリーバランス黒字化に向けて、プライマリーバランスの対象となる歳出と歳入の

対 GDP 比の乖
かい

離を着実に解消していく必要がある。 

   また、経済成長を通じた税収増を図るとともに、税制抜本改革の実現について、

昨年８月に成立した税制抜本改革法にのっとり、着実に取り組む。 

３． 主な歳出分野における重点化・効率化の考え方 

歳出の重点化・効率化に当たっては、裁量的経費、義務的経費を通じて聖域な

き見直しを行っていく必要がある。ここでは、個別の歳出分野として国の一般会計

歳出に占める割合が高い社会保障、社会資本整備、地方財政を中心に、個別に

基本的な考え方を示すが、他の分野においても、経済社会の構造変化に対応しつ

つ、歳出の重点化・効率化を進めていく。 

（１） 持続可能な社会保障の実現に向けて

高齢化や医療の高度化等を背景に、社会保障の給付水準は名目成長率を大き

く上回って上昇しており、公費負担が増大し財政赤字拡大の大きな要因になるとと

もに、後世代に負担を先送りすることとなっている。 

国民皆保険制度を将来にわたり堅持し、国民の安心を支える社会保障制度を
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持続可能なものとするため、以下の基本的考え方の下、健康長寿化、ICT 化、後

発医薬品の使用促進などを通じて、国民の健康が増進され、効率的に社会保障

サービスが提供される体制を目指す。経済財政と社会保障の相互連関を踏まえ、

こうした取組がマクロ経済と社会保障の給付と負担に与える影響について、経済

財政諮問会議において定期的に検討を行う。 

① 	基本的考え方 

 健康長寿、生涯現役、頑張る者が報われる社会の構築

健康長寿、生涯現役に向けて社会の在り方を変え、高齢者の社会参加を促し、

社会保障に過度に依存をしなくて済む社会を構築する。また、子育て支援の充実、

何度でも挑戦できる環境の整備を通じて、女性、若者、高齢者、障害者等の社会

参加を促し、社会保障の担い手を増やす。 

	 目指すべき社会保障の規模は中福祉・中負担

自助、共助、公助のバランスを考え、給付・負担両面で人口構成の変化に対

応した世代間・世代内の公平性が確保された制度へ変革し、堅固で持続可能な

中福祉・中負担の社会保障を構築する。人生前半型の社会保障（子ども・子育

て支援等）に取り組む。 

	 時間軸を踏まえた改革の実施

実施可能性、効果の発現の時期に応じて、対応可能なものから実施する。中

期的に効果が期待できるが、基盤整備や人材確保等に時間を要するものにつ

いては、計画の策定や見直しに早期に着手し、工程を明確化する。 

 医療・介護分野での ICT ビッグバン

健康管理、医療・介護サービスの質の向上・効率化に向け、５年間を目途とす

る医療 ICT 化の工程表を策定し、データ利活用の先進国になる。 

 地域の構造変化に対応した医療・介護の提供体制の再構築

地域ごとの実情に応じた医療・介護サービス等の提供体制を再構築する。広

域行政での機能分担・連携・集約化、地域包括ケアを推進するとともに、国民健

康保険（国保）の都道府県単位化などの保険者の在り方について検討を進め

る。 

	 社会保障・税一体改革の推進

社会保障制度改革については、社会保障制度改革推進法 42に基づき、社会

保障制度改革国民会議で議論を深め、更なる具体化に向け検討を進めるなど、

社会保障・税一体改革を推進する。 

42	 「社会保障制度改革推進法」（平成 24 年法律第 64 号） 
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② 	社会保障の主要分野における重点化 

(健康・予防) 

 健康管理・疾病予防に向け、医療関連情報の電子化・利活用を推進するととも

に、医療保険者による疾病予防の促進、並びに取組状況及び成果の情報公開

を徹底する。 

 ライフステージに応じた健康力の強化に向け、啓発活動、予防取組を推進する

とともに、費用対効果を検証する。 

(医療・介護) 

 電子レセプトの活用、診断群分類の活用を進める仕組みの構築、介護・医療関

連情報の「見える化」の推進等を通じた医療・介護サービスの効率的・効果的な

提供を実現する。 

 後発医薬品の使用促進については、早期に効果が発現するよう必要な対応を

進める。 

 保険者機能強化については、国保の広域化を進めるとともに、保険者が外来受

診の適正化等を図るための ICT を利活用できる環境を整備し、保険者にとって

保険者機能を発揮するインセンティブがある仕組みづくり等を早急に行う。 

 医療提供体制の改革については、医療提供体制が地域のニーズに合致してい

るかを検証した上で、医療提供体制の効率化、平均在院日数の縮減を図るとと

もに、市町村が中心となって介護、医療、住まい、生活支援、予防にわたる支援

が包括的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進める。また、ICT を活

用したエビデンスに基づく効果的な医療計画の策定や、医療法人間の合併や権

利の移転等に関する制度改正を検討する。 

	 高齢者医療の自己負担の見直しについて検討し、早期に結論を得る。 43

(年金) 

 マクロ経済スライドについては、物価・賃金の上昇が想定される下で、特例水準

を速やかに解消した後、法律にのっとり直ちに実施する。 

 来年実施される財政検証を踏まえ、健康長寿時代に対応した年金制度とする観

点から、在職老齢年金制度の見直し等年金給付の在り方について検討する。 

 国民年金保険料の納付率向上等について幅広い観点から検討し、取組を推進

する。 

43 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成 25 年１月 11 日閣議決定)では「70～74 歳の医療費自己負担に

ついては、当面、１割負担を継続する措置を講じるが、本措置の在り方については、世代間の公平や高齢者に

与える影響等について、低所得者対策等とあわせて引き続き検討し、早期に結論を得る」とされた。
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(生活保護・生活困窮者支援) 

 支援の在り方(加算制度や各種扶助の給付水準)を速やかに検討し、見直す。不

適正・非効率な給付を是正する。 

 働くことの可能な被保護者には、本人の就労へのインセンティブを強化するとと

もに、被保護者を取り巻く支援環境を整える。 

 生活困窮者に対する早期支援と貧困の連鎖の防止対策を強化する。 

(待機児童解消) 

 「子ども・子育て支援新制度」 44の着実な実施への取組を進めるとともに、２年後

の新制度を待たずに、地方自治体に対してできる限りの支援策を講じるため、

「待機児童解消加速化プラン」を展開し、平成 25・26 年度の２年間を「緊急集中取

組期間」として、約 20 万人分の保育の受け皿を集中的に整備し、平成 29 年度末

までに、潜在的な保育ニーズを含め、約 40 万人分の保育の受け皿を確保し、保

育の質を確保しつつ、「待機児童ゼロ」を目指す。 

 「緊急集中取組期間」には、①賃貸方式や国有地も活用した保育所整備、②保育

士の処遇改善など保育士確保、③新制度の先取りとして 20 人未満の小規模保

育や幼稚園での長時間預かり保育も新たに支援の対象とすること、④認可外保

育施設を将来の認可を目指すことを前提に支援、⑤事業所内保育施設への支援、

などの５本柱からなる総合的な支援パッケージにより、国として、意欲のある地方

自治体を強力に支援する。 

（２） 21 世紀型の社会資本整備に向けて

社会資本整備に当たっては、財政制約、人口構造等の変化、巨大災害・社会資

本の老朽化への対応等の課題に直面しており、これまでとは違う新しい発想と仕

組みで取り組む必要がある。こうした観点から、新たな社会資本整備の基本方針

を策定する。その際、以下の基本的考え方と重点的取組を踏まえ、「施設ありき」

ではなく、真に必要なサービスは何かという観点から、選択と集中を徹底し、適切

なアセットマネジメントを行う。 

（基本的考え方と重点的取組） 

① 選択と集中の徹底実行へ 

民需誘発効果や投資効率等を踏まえながら、選択と集中を徹底実行する。投資

対象の選定、ハード・ソフト面の選択を含めて、大胆に民間提案を取り入れる。 

 国は、国際競争力を強化するインフラ（首都圏空港・国際コンテナ戦略港湾・三 

44 「子ども・子育て支援法」（平成 24 年法律第 65 号）等子ども・子育て関連３法に基づくもの。
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大都市圏環状道路等）、民需誘発効果や投資効率の高い社会資本を選択し集

中投資する。また、ハード・ソフト面の選択を踏まえ、関係する予算の適正配分

を進める。 

 産学金官が参画する協議会等を活用し地域のイニシアティブにより、ハードとソ

フトの施策をパッケージ化する戦略を明確化する。優先順位を付けて民間資金

の活用を含め関係者の連携により、戦略を推進する。国は、地域の創意工夫を

支援する効果的な仕組みを検討する。地方は、インフラ機能の集約・減量化を

反映するよう都市計画を見直す。 

 過疎地域、離島、半島を含む条件不利地域では、地域の将来展望を見据えて、

国・地域の協力でハード・ソフト両面からの効率的対応を推進する。 

 総合評価（プログラム評価）を活用し、必要と考えられるサービスを生み出すプ

ログラムを一体として評価し、必要性を判断し、その上でプログラムの中の事

業・施策の必要性、優先順位を評価する。 

② 新しく造ることから賢く使うことへ 

社会資本の老朽化が急速に進展する中、民間提案を大胆に取り入れ、整備・管

理における官民連携、総合的・広域的なアセットマネジメントを推進するほか、ライフ

サイクルの長期化・コスト低減等を通じて社会資本を効率的効果的に活用する。 

	 今後策定する社会資本整備の基本方針に基づき、安全性を確保しつつトータル

コストを縮減するため、維持管理技術の開発促進と導入、ストック情報の整備と

ICT の維持管理への利活用、長寿命化計画の策定推進、メンテナンスエンジニ

アリングの基盤強化とそのための体制整備等を進める。 

	 国土強靱
じ ん

化（ナショナル・レジリエンス）を含め、ハード・ソフトの適正な選択、重

点化・優先順位付けを行う取組を推進する。 

③ 民間能力の活用等による効率的な社会資本整備 

厳しい財政制約の下、国民にとって真に必要なサービスを提供する観点から、

選択と集中の徹底、国・地方の適切な分担、民間の資金・ノウハウを活用する

PPP/PFI への抜本的転換、コスト構造の改善等を進める。 

	 PPP/PFI への抜本的転換に向けたアクションプランの下、民間提案の活用、官

民連携体制の構築、コンセッション方式の空港、上下水道、道路等への積極的

導入を進めるほか、収益施設等を活用した PFI 事業による維持管理・更新を推

進し、PPP を活用した高速道路の大規模改修方策の導入について検討を進め

る。さらに、企業会計ベースの資産評価など財務情報の整備促進を図る。 

	 このような PPP/PFI の抜本的改革に向けた各省庁・地方公共団体の取組を適

切に評価し、官民連携効果の高い投資への重点化を図る。 

 これまでのコスト構造改善の仕組み・内容を見直し、総合的なコストの縮減を図
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るため、PPP/PFI の拡大、維持管理コストの縮減、入札・契約を始めとする調達

改革、ICT 等の技術イノベ－ションの活用等、実効性のある取組を大胆に進め

る。 

（３） 地方行財政制度の再構築に向けて

日本経済の再生と財政健全化の両立を実現するためには、地方財政を健全化

し自立を促進することと、地方自治体が経済社会構造の変化に円滑に対応できる

よう環境整備することが極めて重要となる。 

①基本的考え方

地方税収は未だ十分な水準まで回復しておらず、緊急的に創設された歳出特

別枠等も存置されているなど、地方財政は、リーマンショック後の経済危機の影響

を引き続き受けている。必要な財源を確保しながら、経済再生に合わせ、こうした

危機対応モードから危機以前の状況、すなわち平時モードへの切替えを進めてい

く必要がある。 

そのためには、今後の経済成長の動きと合わせた地方税収の確保や歳出の重

点化・効率化などにより、地方財政を歳入面、歳出面から改革するとともに、地域活

性化や経営改革にチャレンジする地方自治体が報われ、経済社会構造の変化に適

切に対応することを可能とする地方行財政制度を整備していくことが重要である。 

② 重点的取組 

（地方財政の健全化、自立促進） 

地方財政を健全化し自立を促進する。このため、地方税収を増やすなど歳入を

充実し、国の取組と歩調を合わせて歳出抑制を図るなど、歳入・歳出両面の改革

に取り組むとともに、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保す

る。また、不交付団体数をリーマンショック以前の水準にすることを目指す。 

-歳入改革-

 「日本再興戦略」・「地域の元気創造プラン」の推進等により、地方税収を増や

す。 

 社会保障・税一体改革を着実に推進する。 

 「ふるさと寄附金制度」の一層の活用に向けた制度整備を進める。 

-歳出改革-

 地方の安定的な財政運営に配慮しながら、地方歳出の質を高めるため、その重

点化・効率化を図る。 

 PPP/PFI の導入領域を大幅に拡大し、行政サービスの質の向上や効率性を高

めるとともに、地方自治体の行財政改革を促していく。 
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-頑張る地方の支援-

 地方分権を強力に推し進め地方の自由度を高めるとともに、地方交付税におい

て、新たに、地域経済の活性化に資する算定を行革努力と地域経済活性化の

成果の２つの観点から行うこととし、頑張る地方を息長く支援するため一定程度

の期間継続する。 

（人口構造の変化等に適合した地方行財政制度の構築） 

大都市における急速な高齢化や地方における過疎化の進展といった経済社会

構造の変化に対し、国と県と市町村の役割分担等の再整理を進めるとともに、広

域連携・広域での機能分担等が進むよう、制度面から仕組みを見直す。 

 定住自立圏構想を強力に進めていくため、圏域において各地方自治体が果た

すべき役割に応じた適切な財政措置の在り方を検討する。 

 市町村と都道府県間や市町村間の連携を促進するため、市町村の事務の都道

府県による補完や市町村間の水平連携を柔軟に行うことができる仕組みを構築

する。 

 「公立病院改革プラン（５か年計画）」の進捗状況を評価し、総務省、厚生労働省

が連携し、実効性ある公立病院の再編・ネットワーク化を推進する。 

（地方における公共サービスの「可視化」の推進） 

企業会計原則による公会計は、経営改革を進める上での基礎インフラであり、

その導入を促進し、自治体財政の更なる「可視化」を推進する。あわせて、公共施

設資産について、量・質両面から見直し、経営改革することが重要である。 

 地域レベルの身近なデータの利活用を促すとともに、自治体クラウドの取組を加

速させ、地方自治体のオープンガバメント化を進める。 

 ストックも含めた財務情報の透明化を進め、企業会計原則を前提とした地方公

会計の整備を促進する。 

４． 実効性ある PDCA の実行 

政策評価は、政策の効果と質を高めるための政策インフラである。以下の取組

を通じて実効性ある PDCA サイクルを確立し、行政サービスのコスト削減・質の向

上を図るとともに、政策目的に照らして効果の高いものに重点的に資源配分する。 

 経済財政諮問会議において、経済再生、財政健全化に資する重要な対象分野

について、実行取組状況等を踏まえながら適時検討を行い、PDCA の実効性向

上を図る。その後も、経済財政諮問会議と総務省・各府省の政策評価に関する

連携を強化することにより、重点課題に係る政策について、PDCA の徹底（総合

的な観点からの評価を重視）、エビデンスに基づく政策評価を確立する。あわせ

て、こうした評価に必要な統計整備を各政策実施府省において進める。 
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 各府省において政策評価と行政事業レビューの連携強化を図り一体的な取組

を促進する。第三者評価等を通じて政策効果を客観的に確認する等により、

PDCA を確実に実行し、資源配分を大胆に見直し、歳出を固定化させない。また、

政策評価を形式的なものとせず、効率的に行うため、メリハリのある取組を進め

る。 

 内閣の主要な政策分野の会議においては、それぞれの政策分野の司令塔とし

て各種計画・プログラムにおける PDCA サイクルの推進を徹底する。 

 発足後５年を経過した規制に係る事前評価制度の改善について引き続き検討

するとともに、政策税制の政策評価については租特透明化法 45に基づく適用実

態調査を活用するなど改善を図る。 

 予算執行の効率化・適正化・透明化に向けて、現在の「国の財務書類」等の作

成・公表の取組を進めるとともに、PDCA サイクルでの活用を視野に入れつつ、

政策別コスト情報等の開示の更なる改善に取り組む。 

45 「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」（平成 22 年法律第８号） 
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