
ば よ い。
900 兆 円
の借金を
返すには
1 兆 円 紙
幣 を 900
枚刷れば
よ い。 国
債は銀行
が買って
いるので、銀行に返せばよい。
　税金には社会の骨格を作るという重
要な役割があるので税を完全に撤廃す
ることはできないが、医療保険の財源
が足りないとか患者の自己負担を上げ
なければいけないといった問題はこれ
で解消される。
　予算の考え方も「集めたものを使う」
から「人の時間と労力をどう使うか」
に変わる。お金は右から左に流れるだ
けで何も変わらないが、無駄な事業に
使われてしまった人の時間と労力と資
源は戻らない。国家経営上、人の時間
と労力はお金よりも大事。今の経済は
お金を貰うための口実になってしまっ
ている。資本主義は資本家が労働者を
安く使って高く売りつけ、資本家にお
金が集まるということをやっている。
その結果、世界で最も裕福な 26 人が
世界の貧しい半分の人達と同じ資産を
持ち、常時 10 億人が餓死寸前の状態
に置かれている。それを容認し続けて
いる今の文明は間違っている。すべて
は金融の仕組みからきているもので、
実態価値を交換するためにお金がある
にもかかわらず、借金の押し付け合い
になっている。子どもたちに返せない
膨れきった借金を押し付けるわけには
いかない。こうした状況を変えるには
新しい思想哲学にもとづいた新しい政
治しかない。世界一の生産性を誇る国
の国家経営は日本のためだけのもので
はなく、最先端の循環型社会をつくり
世界の金融の仕組みを変えるという大
きな使命がある。
　医療費を完全に無料にできたら、い
くら薬を売ったかということやいくら
医療サービスを提供したかによってで
はなく、医師自身への信頼や感謝で評
価されるようになるかもしれない。

今日の話をふまえて、医療が何の
ためにあるのかといった本質的なこと
に立ち返って考えてみてほしい。それ
は今を生きている大人たちの役目だ。

（文責：長野県保険医協会事務局）

国の借金ではなく政府の借金だ。国民
一人ひとりが政府に対して 850 万円
を貸しているということだ。一方で、

「日本は世界一のお金持ち国家」とい
える。日本の対外純資産は 328 兆円
と、世界中に最もお金を貸している国。
しかし、みなさんには「日本が世界一
のお金持ち国家」という実感はないと
思う。この対外純資産は貿易黒字で稼
いでいるが、実際は円ではなく３兆ド
ルという外貨。ドルなのでいくら稼い
だところで海外に貸しっぱなしで日本
には入ってこ
ないし使えな
い。

も う ひ と
つは為替に大
きな原因があ
る。1971 年
までは１ドル
360 円 の 固
定 相 場 制 だ
っ た。 変 動
相場制になってから、１ドル 100 円
くらいまで下がっている。1980 年の
プラザ合意では１ドル 230 円程度か
ら 120 円くらいまでに一気に落ちた。
同じものを作っていても海外の人にと
っては値段が倍になるので売れなくな
ってしまう。日本経済は輸出企業中心
の経済なので、必死になって売り上げ
を上げようとするととにかくコストを
カットすることになり、給与のカット
につながる。カットした分よりも、働
いたのに貰えなかった部分がとても大
きい。長時間労働、サービス残業など
の働き方をさせられた結果、３兆ド
ルもの黒字を持つに至ったが、日本国
民は全く恩恵にあずかることができな
い。

マネーストック（日本の個人、企
業の現金預貯金の総額）は 1980 年
に は 200 兆 円 だ っ た が、2018 年
は 1000 兆円を超えている。日本に
あるお金は 38 年間で５倍に増えた。
1986 年のマネーストックは 340 兆
円で、大卒初任給は 20 万円。2017
年のマネーストックは 990 兆円で、
1986 年より３倍に増えているが、大
卒初任給は 20 万円で変わらない。増
えた分の 600 兆円は内部留保と対外
純資産となってしまっている。労働者
の給与を削り続けて企業と株主ばかり
が儲け続けてきた。

国家経営とは、GDP を上げること
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金融システムの根本的変革を

私は大学卒業後、J.P. モルガン銀行
で為替ディーラーとして働き、その後
インターネット関係の会社を 10 年ほ
ど続けた。2008 年に起こったリーマ
ンショックで、今のこの金融システム
は絶対に続かない、巨大な詐欺システ
ムだと確信した。2011 年の東日本大
震災をきっかけに、ある民主党議員の
事務所内に「復興支援室」を立ち上げ、
物資の斡旋などを行った。2011 年５
月末に、石巻のボランティア団体から
食糧支援の依頼があり、２万食のカッ
プラーメンを送り、自家用車に布団を
積んで石巻まで走った。石巻の沿岸部
に到着すると、被災者らが半壊した自
宅で暮らしていた。自宅を直すだけで
数千万円かかるが、働ける場所がなく、
貯金を食いつぶしている状態で、一食
でもいいから無料で食べたいという思
いがあった。そうした話を聞き、これ
は震災の問題ではなく、巨大な経済問
題だと認識した。同じようなことは別
の原因でも必ず起こる。一旦貧困に突
き落とされたら二度と這い上がれな
い。そうした人を助けるためには、ち
ょっと支援をすればいいということで
はなく、根本的に政治を変え金融シス
テムを変えなければならない。私は金
融業で働いた経験から今のお金の発行
の仕組みが悪いということがわかって
いたので、それを根本的に変えるため
に政治団体を設立した。

既存の政党ではない理由は、与党
も野党も含めて、お金の発行の仕組み
を根本的に変えると言っている政党は
ひとつもないということ。現在は一度
の病気やケガ、災害でその後の人生の
質が決定的に変わってしまうというこ
とは十分に起こり得る。そんな金融シ
ステムを根本から変えるために政治家
になった。
黒字をどう使うか

もう一つ、私がやりたいことは「本
物の国家経営」。この 30 年以上、国
家経営は間違っていた。特に財政金融
の考え方は、「税収が足りないから税
金を上げる」といったものや「政府の
借金は税金で返さないといけない」と
いったものだが、全て間違った思い込
み。こうした価値観を日本から変える
と、世界を変えてしまうくらいの大き
なインパクトを持つだろう。

大手新聞は「国の借金は国民一人
当たり 850 万円」と報じているが、

                                       No.459長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）

や株価を上げることではない。純輸出
が増えれば給与がカットされて消費が
減っても GDP はプラスになるが、国
民が幸せになるかと言えばそうではな
い。黒字は使わなければいけないが、
そのためにはお金を作って配るのが一
番簡単な方法だ。本来は受け取るべき
だった３兆ドルを日本円にして、国民
ひとりあたり 100 万円配れば、働く
時間を減らし、生産以外の余暇に使う
ことができ、消費が増える。生産が減
り、消費が増えると輸入が増える。赤

字になるかも
し れ な い が、
それが黒字の
使い方。国民
はそもそも働
き過ぎで、働
いたお金は海
外に貸しっぱ
なしで受け取
る こ と が で
き な い。 こ

ういうことを言うと「バラマキだ」と
言われるが、私は「黒字還付金」と呼
んでいる。生産は減り、そのぶん生活
は豊かになる。世界一のお金持ち国で
ある日本だからできることだ。
「集めたものを使う」 から 「人の時

間と労力をどう使うか」 へ

また、財政金融の考え方も間違っ
ている。「政府の借金は税金で返さな
ければいけない」というように、「税
金は集めなければならない」と多くの
人が思っている。政府は毎年税収より
大きな予算を組んで、足りない分は借
金を作っている。税金を集めずともお
金は作れる。政府の借金の原因は政府
の無駄遣いのせいでも税収が足りない
せいでもなく、お金の発行の仕組みだ。
世の中のお金は信用創造という仕組み
で増えている。借金でお金を作るのが
今の金融システムであり、皆さんが持
っていると思っているお金は誰かの借
金が回ってきたものだ。

今の金融システムを維持するため
には増え続けるお金を借金で作ってい
かないと立ち行かない。誰かが借金を
しないとお金が発行されないことその
ものに問題があるので、誰の借金でも
ないお金を政府が責任を持って発行し
なければならない。国民全員に 100
万円を配るにはおおよそ 130 兆円必
要。１兆円紙幣を 130 枚作り、日銀
がそれを預かり、国民全員に送金すれ
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財政と金融の見方が変われば医療の見方も変わる？
～人を本当に幸せにする医療を考える～

県内外から約 60 名が参加した

講師の大西つねき氏


