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1995 年から 2015 年までの世界

の平均成長率は平均 139％。日

本は世界でダントツビリのマ

イナス 20％。右の図からも、

日本だけが実質賃金が下がっていま

す。その原因は、政府の財政支出の

伸び率が世界最低だからです。 

 

 

実は、政府がお金を使う財政

支出の伸び率が高い国と、名

目 GDP 伸び率(働いている人の

給料が上がっていく)が高いこ

ととの間に密接な関係があるので

す。(右表参照)日本の働く人たちの実

質賃金が下がり続けた原因は、デフ

レの時に財政支出を減らしたこと

と、消費税増税が原因です。 

 

 

実はそれは嘘です！バブル崩壊

以降、私達は騙されてきたんで

す。 

働く人の貧困化を意図的に進めて日

本の経済力を落としたい人たち、国

民の生活より、自分の出世のために

｢プライマリーバランス｣を大事にす

る人たちなどによって。彼らは国民

を貧困化させて儲けたり、出世する

ことができます。実は、日本は借金

まみれじゃないんです！ 

国の財政と地方自治(秦野のまちづくり)
について考えます。 

でも国は借金だらけですよね? 「将来世

代にツケを先送りするな」ってよく聞くし…

… 

私たちの給料が上がらない原因が、

財政支出の少なさにあるんですか? 

騙されてきた!?  誰に! 

「さとう伸一通信」№１と２、読みました

よ。日本がそんな状態だったなんて…… 

｢政府の負債｣はあるが、日本国の借金は存在しない。増税で返すし

かない、というのは真っ赤なうそです。騙されてはいけません。 
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政府部門の負債(地方を除く)

だけ見ると、GDP と比較した

数字で世界各国に比べて突出

して高いので、｢不健全｣な状態だと

言えます。これから社会保障にたく

さんお金がかかる、だからさらなる

消費税の増税が必要だと言われる

と、正しいように思えてしまいま

す。これが大嘘なんです。 

 

 

まず、なぜ政府部門の負債が

これほど増えていったのか。

私たちは、公共事業をやり過

ぎて政府のお金が足りなくなり、借

金が増えていったと思わされていま

す。ところが、事実は全く逆。財政

支出縮小と消費税増税が原因で負債

が増加していったんです。 

 

全く逆ですね。平成 11 年位

からの財政支出縮小と消費税

増税も重なり、家計は消費を

控え、企業は投資をしなくな

った結果、実質賃金が下がり続

け、税収が減り、政府負債がまた

増えていくというスパイラル現象

が起きてしまいました。 

 

高度成長期は民間も政府も旺盛

に投資を続け、高い成長を続け

ていきました。その結果税収が

増え、平成２年度には当初予算

で赤字国債の発行額がゼロになりま

した。プライマリーバランスが黒字

化(その年の税収入で国民生活に必要な支

出がまかなえている状態)したのです。 

嘘っ ! 国の借金は世界最悪ですよね ?(ﾟﾛﾟ)?  

そもそも、日本は公共事業のやり過ぎで
財政悪化したんじゃなかったんですか? 

全く逆だと思ってました……以前
の日本はどうだったんですか 

また増税なんて嫌です。 
真実を教えてください！ 

ぐんぐん伸びる～ 政府の赤字もなくなった 

公共事業費を減らせば政府の借金は増える 

公共事業費を減らせばサ

ラリーマンの所得が減る！ 
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逆に、プライマリーバ

ランス黒字をゴールに

定めて政府支出を減ら

したり増税したりしたこと

で、人々は消費をしなくな

り、企業は値下げ競争にな

り、給料が減り、生活が苦

しくなり、税収が減り、赤

字国債は増え、さらなる増

税の悪循環。 

そうではなく、人々が普通

に暮らせる「経済の健全

化」を目標にして政策を実

行すれば、税収も自然に増

え、財政も健全化していきます。

政府はプライマリーバランスを

目標にするべきでなく、目標に

すべきは国民の生活を豊かにす

ることです。その結果として財

政は健全化に向かいます。 

 

 

国債には｢外貨建て｣｢共通通貨建

て｣｢自国通貨建て｣があります。

｢外貨建て国債｣｢共通通貨建て国

債｣は、独自の通貨で返済することが

できません。アルゼンチンはドル建て

の国債を発行しましたが、自国通貨ペ

ソの暴落によって破綻しました。ギリ

シャでは増税したことによって経済が

悪化して税収が減り、ユーロでの返済

ができず財政破綻しました。 

 

 

 

プライマリーバランス。
聞いたことはあります。  

財政支出を減らし続け、日本は世界で唯

一の衰退しゆく国家になりつつある 

「経済の健全化」を目標にして財政の運

営をすれば、その結果として財政も「不

健全」な状態から脱出できるのですね 

政府は借金まみれじゃないってことが                     

まだわからないのですが…… 

ギリシャは増税が原因で財政破綻した
んですか！ 日本は大丈夫ですか?  

ポール･クルーグマン    
ニューヨーク市立大学大学院セン

ター教授  2008 年度ノーベル経

済学賞受賞。 
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今の日本経済と財政は(緊縮

財政と増税で)「不健全な状

態」ですが、日本国政府が

発行している国債は 100％

自国通貨である｢円建て｣国債で

す。円建て国債の発行で財政が破

綻することはありえません。 

財政法(日本の経済力をそぎ落とすため

GHQ によって作られた法律)によって日銀

が国債を直接は買えませんが、市中

銀行から日銀が買う(通貨供給)こと

によって、政府は日銀に返す必要も

なく国庫にお金が入る仕組みになっ

ています。 

  

 

円建て国債発行は通貨供給と効

果は同じです。自国通貨建て国

債が破綻しないことは財務省の

HP にも載っているし、自民党の西田

参議院議員の質問に対して麻生財務

大臣も国会で答弁しています。 

政府は国債発行だけは多くやったの

で、比例して個人金融資産がどんど

ん増えていってますが(今年 6 月末時点

1992 兆円で過去最高)それだけでは格

差が拡大します。コロナ禍では、特

別給付金など財政支出をもっとやる

べきなんです。  

また日本ではコロナ対策が後手

後手でしたが、原因は昨今｢すぐ

に儲からない投資はしない｣とい

う風潮になり、ワクチン開発に必要

な基礎研究への投資を怠ってきたか

らです。 

財政破綻論者たちは、｢借金が増える と通貨の得ると

信用がなくなり、国債の金利が暴騰 して返済が暴騰

して破綻する。だから増税が必要｣と 長年が必要と言

い続けていますが、全部うそです。 

日本銀行が国債を買うことで政府にお金が入

り、返さなくていいなんて知りませんでした。 

日銀が保有する国債は、政府が返済しても国庫納付

金として政府に戻ってくるため、返済の必要がない 

麻生財務大臣は｢自国通貨建て

国債がデフォルト（破綻）すること

はない｣と答弁した。 

財政破綻するよ～これ

から色々お金がかかる

し。だから消費税の増

税が必要だよ～     

(うそも言い続ければみ

んな信じるし) 

なぜなら、円建て国

債発行は通貨の供

給と同じだから。 
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コロナ禍になってからさらに大

量の国債発行をしていますが、

通貨や国債の信用が下がって国

債の価格が暴落して金利が暴騰し

ていますか？事実は逆。彼らは嘘を言

い続けることで大儲けしたり出世がで

きる。騙され続けていたら働く人の貧

困化が益々進んでしまいます。                  

 

 

そうではないんです。増税と緊

縮財政で痛んできた日本経済を

元気にするため、当面、金融緩

和に加え公共投資の増額が必要です。

働く人たちの給料などが年平均 3％～

5％位上昇したら経済は健全化し、増

税なしで税収は安定してきます。 

好景気が続いてきたら、急な物価上昇

を抑えるために、今度は日銀が徐々に

金融引締めをしたり、政府は財政支出

を縮小する必要が出てきます。 

 

 

税金は｢所得の再分配｣機能、｢ビル

トイン･スタビライザー｣の機能な

ど、様々な役割があるので必要で

す。でも今は、増税など絶対にやっ

てはいけないことは確かです。 

 

 

 

 

 

それでは、国債をどんどん発行して ずー

っと公共投資を続ければいいんですね 

政府にお金がたくさんあるんなら、税金を
払わなくても良くなったりはしませんか? 

さと
う伸
一 

ところで、地方も今は借金をして公共事
業をたくさんやっていいんですか 

国債の残高がどんどん増えているのに逆に金利は下
がり続けている。 

自治体には市債を買い取って通貨を発

行できる機関がなく、借金を重ねたら

いずれ破綻します。北海道の夕張市は

ハコモノをどんどん作り、債務が膨ら

んで破綻しました。自治体は堅実に財

政運営していく必要がありますが、自

力だけでは難しいこともあります。 
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防災を例にあげると、豪雨

災害対策も市町村にとって

喫緊の課題です。秦野市内

にも急傾斜地崩壊危険区域

は多くあり、いつなんどき土砂災害

が起きるかもしれず、熱海の土砂災

害は他人事ではありません。 

 

市民の命と生活をどう守るか。

自治体は最大の対策が必要で

す。しかし、将来の災害に備え

るためのインフラ整備は、直接自治

体の収入を上げることにはつながら

ないため、単独事業だけで十分な対

策を行うことはかなり難しいです。 

 

 

国は地方同士を競争させること

によって活性化させようとして

いて、競争に負けた地方が廃れ

ていくのはしかたがないと思ってい

るのかもしれない。 

もちろん、どのように住みよいまち

づくりをしていくか、ということに

関しては、独自の創意工夫が最も重

要です。そういう「いい意味での競

争」は、特色あるまちづくりに欠か

せないと思います。 

 

 

秦野は多くの魅力を秘めてます

が、まだ宝の持ち腐れ状態です。

秦野の魅力を最大限に引き出し、

多くの人が秦野で暮したくなる街づく

りをしたい。「暮したいまち№1」にし

たいと本気で思っています。政治の世

界に飛び込んだ第１の理由です。 

確かに。災害がおきてないときは、税金
の無駄とか言われちゃいそうだし…… 

映像で何度も見ました…… 

秦野はいいところも多いけど、何か
足りないって声もききます 

秦野はいいものをいっぱい持ってるのに生
かしきれていない、という声も聞きます。  
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昨今、コロナ禍で益々疲弊し

ている地域も多い。今、首都

圏に大規模な直下型地震が発

生して政府機能が麻痺してしまった

場合どうなると思いますか。 

 

大震災がおきた場合、疲弊した

地方自治体では被災地への支援

ができません。首都圏が壊滅状

態になると日本全体が沈没してしま

う。どこかで災害が起きたとき、命

と生活を守るための支援ができる力

のある自治体が、日本のどこにでも

ある、ということがとても大事にな

るんです。 

 

 

政府には、競争させて負けたも

のは自己責任、という｢競争原

理主義｣の考えの人もいます。

その考え方に欠けていることは、こ

のような危機管理･安全保障を考え

ないことです。 

TPP を例に取ると、競争原理では

「農産物は安い外国産の輸入を基本

にして日本は得意な物を輸出して儲

ければいい」となります。 

 

災害も戦乱も全くない世界な

らそれでもいいかもしれな

い。でも災害は必ず起きるし

気候変動による食糧危機もくるかも

しれない。そうなると海外から食料

や家畜の飼料が輸入できなくなっ

て、国民が飢えに苦しむ事だってあ

り得ます。 

 

なるほど。いざというとき助けてくれる自

治体があちこちにあったら心強いですね。 

でもモノが安くなるのはありがたいです 

どうなるんでしょう 想像もつかないです  

災害協定も

色々な自治体

と結べるし 
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私たちが普段から食べ残しをし

ないように心がけることも大事

ですが、いざというとき、国民

が飢える事がないように、食糧自給

率を上げることが政治の責任です。 

 

 

災害対策等について、自治体の

自主財源だけではできない重要

な事業については、｢地方交付

税交付金｣のさらなる充実を求めて

いきたいです。｢財源がない｣と言わ

れると思いますが。 

 

 

そこで「思考停止」ではだめ

です。財源はある、というこ

とが多くの人に理解されれば

変えていくことができる。国民経済

や財政の仕組みを先に説明したの

は、これが言いたかったからなんで

す。 

少人数ではいくら正しいことを言っ

てもびくともしませんが、多くの市

民、他の地域の有志、国や県の見識高い政治家などと認識を共有

し、共感の輪と連携を重ねていけ

ば、大きな力になります。 

 

はい。もちろん効果のない無

駄な公共事業などやるべきじ

ゃないです。でも今は、国が

国債発行して交付金を増額して、

地方が住民の生命と暮らしを守る

ための事業を創意工夫して実行し

ていくことが肝要と思います。 

 

そんな…… 絶対いやです。 

私も食べ残しをしないようにこころがけ
ます 食べ過ぎにも注意します (^^ゞ 

話がつながりました 

お金がないって言われたら そう
かぁ って諦めちゃいますよね 

地方交付税の増額を！ 

財源はほんとにあるわけですからね 
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現状に安住して、ぼーっと

してたら自治体もどんどん

廃れてしまいます。公務員

や政治家の多くは「破綻論者たち」

がマスコミを通して長期間言ってき

た膨大な嘘を信じ切ってますから。

それを変えていくのは大変なこと。 

でも諦めたらだめです。ただ、最近

になって、与野党の国会議員の中に

も財政出動の必要性がわかる人たち

も出てきています。その人たちと連

携していき、地域を変えるための大

きな力にしていきたいと思います。 

 

 

よく将来世代にツケを回すな、

って言いますけど、必要な事業

を税金の無駄遣いと言って、重

要な基礎研究に政府がお金を出

さず、感染症対策も後手後手にな

る。またインフラがボロボロになっ

て災害に弱く命を守れない郷土にな

っていく。そんな国を将来世代に渡

すことこそ、将来世代にツケを回す

ことなのではないでしょうか。 

 

 

コロナ禍の中、東京から離れた地

方でも仕事ができるようになりつ

つあります。その意味では秦野は

都心からほどよく離れていて自然も

豊かです。秦野の魅力を引き出し、

世界中の多くの人に届くよう響かせ

ていきたい。そのために全身全霊を

ささげていき

ます。 

なるほど。将来世代のためにも、私たち
の日々の心がけ、行動は大事ですね 

目から
うろこ 将来世代につけを回すなっていう

意味を完全に取り違えてました 

さとう伸一 ファイト! 

さとうさんの言われることを理解してる
人って少ない気もします……でも秦野
から国を動かせたらすごいですね 

ダイヤモンド編集部 2019.10.28 
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 ・・・・・ありがとうございました。 

 

 

 

 

国の財政と地方自治、これからの秦野のまちづ

くりについて一緒に考えました。 

日常の改善、改革は大切ですが、これからは、

秦野が変革していくための、政治家が必要で

す。 

「秦野の未来を切り拓く、次の世代への架け橋」

として、さとう伸一は、継続から変革してい

く原動力となっていく覚悟です。・・・・ 


