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このスライドは下記よりダウンロードできます

http://shiryouoki.sdbx.jp/2018122199forum/



ひとびとの経済政策研究会

economicpolicy.jp/

反緊縮マニフェスト
https://economicpolicy.jp/2018/10/29/1125/

経済八正道
https://economicpolicy.jp/8-fold-way/
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新潟県知事選挙大共闘の敗北

約2万票減

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/5611.html



比較的若い層が自公候補に移った

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/5611.html



「景気・雇用」が現役年代の重視する政策

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/5611.html



４月京都府知事選挙福山和人候補善戦

•2014年知事選 尾崎望候補 共産党推薦

215,744票 得票率30.96％

•2018年知事選 福山和人候補 共産党推薦

317,617票 得票率44.1％

10万票上積み

対立候補は自民・民進・公明・立憲民主・希望の党推薦！



京都新聞サイト4月16日の報道

•「年代別でみると、西脇氏は５０代以上の６
割が支持。福山氏は２０、３０代の得票が５
割を超えた。府知事選では初めて選挙権を
獲得した１８、１９歳の投票先は半分に割れ
た。」

https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180416000107



福山和人公式サイトを見ると

• 「時給1500円へ、ブラック・ゼロ
京都を」
府発注事業の条件を時給1500円
以上にする目玉公約や、中小企業
支援策とワンパッケージにした最賃
引き上げ政策を掲げる。

• 「働く人・中小零細業者、大企業、
地域がウィンウィンで税収もアッ
プ」

• 「地元密着型の公共事業を積極
的に進める」

具体的数字を掲げて根拠を示す

http://www.fukuyamakazuhito.jp/manifesto/



玉城デニー8万票差の圧勝！



翁長県政での著しい経済発展実績

https://twitter.com/sabor_sabole/status/1045433553893220352

失業率は
2012年の
6.8%から
2018年7月に
は2.8%にまで
改善



力強い前向きの経済公約



力強い前向きの経済公約



力強い前向きの経済公約



10代・20代で負けているがわずかの差

http://ospreyfuanclub.hatenablog.com/entry/2018/10/01/041207



池田ちかこ公式サイトに載っている経済公約
は

これだけ

http://ikedachikako.jp/seisaku.html



対立する花角候補の公式サイトでは

http://hanazumi-hideyo.jp/manifest/manifest4/



前回新潟県知事選挙米山サイトでは

http://www.yoneyamaryuichi.com/seisaku.html

公共事業のための
公共事業の森候補
か、人と暮らしのため
の公共事業の米山

か

http://www.election.ne.jp/10840/99282.html



もう一度…

これだけ

http://ikedachikako.jp/seisaku.html



福山・玉城のような経済公約を掲げたら勝って
いただろう



代わりに池田さんはこんなことしてた

5月23日、新潟県魚
沼市で開催された小
泉純一郎元首相の講
演にかけつけて、激励
を受けていた。

菊田まきこ衆議院議員ブログより http://www.kikuta-makiko.net/2018/05/23/19193/



破滅のジンクス

https://www.tokyo-
sports.co.jp/nonsec/social/227466
/

http://president.jp/articles/-/23231
写真＝中西祐介／アフロ



内閣高支持率直近で低下しているがまだ高い

https://twitter.com/miraisyakai/st
atus/1074595869125599232



自民党支持率直近で低下しているが依然高い 立民支持率直近で上昇するが依然低い

https://twitter.com/miraisyakai/status/10745963473349959
68

https://twitter.com/miraisyakai/status/1074596900542631936



安倍内閣は民主党政権より確然と支持率高い

http://www.asahi.com/politics/yoron/



若い世代ほど総選挙で自民党に投票した

NHK NEWS WEB https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_1024.html



若い世代ほど内閣支持率は高い

http://www.asahi.com/politics/yoron/ より作成
https://www.sankei.com/politics/news/180723/plt1807230025-n1.html

産経・
FNN合同
世論調査
2018年7
月21日、
22日実
施



では若者は右傾化しているのか？



ＮＨＫ世論調査 日本人と憲法2017
2017年3月11日〜26日実施

https://www3.nhk.or.jp/news/special/kenpou70/yoron2017.html

若い世代ほど改正反対多い



内閣府「外交に関する世論調査」
2017年10月

若い世代ほど中国に対する親近感の割合多い

http://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-gaiko/zh/z07.html

親しみを感じる どちらかというと親しみを感じる



内閣府「外交に関する世論調査」
2017年10月

若い世代ほど韓国に対する親近感の割合多い

http://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-gaiko/zh/z07.html

親しみを感じる どちらかというと親しみを感じる



だから若者は右傾化していない



安倍内閣の政策はいつも反対の世論が多かった



「政治に関するFNN世論調査」
2017年11月11日〜12日実施

１位

２位

３位

https://www.fnn-news.com/yoron/inquiry171113.html



アベノミクス評価は相対的に高い

朝日新聞 2017年12月19日



2016年参院選で10代が重視した政策

http://www.news24.jp/articles/2016/07/11/04335010.html

やはり「景気・雇用」
日本テレビ 出口調査



参院選で10代が重視した政策

すべての年代を合わせると「評価する」が
「評価しない」を上回ったのはわずか２ポイント差

18歳、19歳のアベノミクス評価は？

評価する

評価しない

日本テレビ 出口調査
http://www.news24.jp/articles/2016/07/11/04335010.html



有権者は景気をどう実感しているか

日本銀行「生活意識に関するアンケート調査」



これが有権者の認識だ！

Pew Research Center, “Japanese Divided on Democracy’s Success at Home, but Value Voice of the People,” Oct. 2017, より筆者作成。
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/09123749/Pew-Research-Center_Japan-Report_2017.10.17.pdf

安倍政権

アメリカの民間調査会
社の日本での調査

民主党政権



「暮らしが苦しい」は、わずかだが減っている

平成29年「国民生活基
礎調査」より

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450061&tstat=000001114903&cycle=7&tclass1=000001117095&tclass2=000001117096&second=1&second2=1



小泉改革と長期不況の傷がどんなに大き
かったか



さっきの「国民生活基礎調査」のグラフを
もっと長期で見るとこうなっている。



「飽食日本」は過去の話
• エネルギー、タンパク質の平均摂取量は低下し続け

ていた。

• 現代のエネルギー摂取量は敗戦後すぐの値以下。タ
ンパク質は1950年代初頭のレベル。

• 2011年が最低

厚生労働省「国民健康栄養調査」、国立健康・栄養研究所「国民健康の現状」



• 20代を見ると、今世紀不況時代はやはり厚労省基準
に満たず、しかも失業率に連動

厚生労働省「国民健康栄養調査」、総務省統計局「労働力調査」



景気が悪くなると男は

• 自殺する人が増える

e-Stat「人口動態調査」、総務省統計局「労働力調査」



悲しきロスジェネ

データえっせい 
http://tmaita77
.blogspot.com/
2018/05/blog-
post_27.html

ガベージニュース http://www.garbagenews.net/archives/2039233.html



これを民主党政権は救えたか

安倍政権成立以降どうなったか



改善を実感させる現実はある

内閣府GDP速報2017年10-12月期2次速報　総務省統計局「労働力調査」

年次データとし
ては1997年の

6557万人に次ぐ



正規雇用も近年増えている

総務省
「労働力調査」



不本意非正規は減っている

総務省統計局「労働力調査」



安倍政権期 賃金総額は増加し続け最高値
安倍政権

民主党政権

内閣府GDP速報2018年4-6月期1次速報



安倍政権期になって世帯所得増加

平成29年 国民生活基礎調査



賃金は民主党政権期低迷・安倍政権になって漸増

民主党政権 安倍政権

国税庁



初任給は安倍政権になって増加。特に高卒

民主党政権 安倍政権

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」



パート・アルバイト時給は民主党政権期は低迷
安倍政権になって上昇

ガベージニュース
 
http://www.garbagenews.net/archives/2228492
.html

民主党政権

安倍政権



学生にとっては就職が一大事

実質就職率2015年春卒から７割超す。

リーマン前最高水準

民主党政権

厚生労働省　大学等卒業者の就職状況調査



実質賃金は民主党政権期からすでに低下

厚労省「毎月勤労統計調査」

民主党政権 安倍政権



実質賃金の変化を
名目賃金の変化とデフレに分解

厚労省「毎月勤労統計調査」

最悪期からの賃金
回復＆デフレ

名目賃金低下で
実質賃金低下

主に消費増税効果

民主党政権にも責任
→反政府感情につながりにくい



所得再分配後の
ジニ係数(所得格差の指数)は

• 民主党政権時代わずかに悪化し、安倍政権になってわ
ずかに改善

厚生労働省　平成２６年所得再分配調査結果



今年6月27日「国民生活基礎調査」発
表。子どもの貧困率低下。

毎日新聞サイトより

12年ぶりの低下。
前回調査(民主党政権時代)よ
り、全体の相対的貧困率も低
下。



まとめると

•長期不況と小泉「構造改革」によって、多くの人々
が苦しんできた。

• 民主党は、これへの批判を背に政権をとったが、
事態を改善させることはできなかった。

•安倍政権下では、わずかに事態が改善されてい
るが、もとに戻すにはほど遠い。

•それでも、長期不況に苦しんできた人々には希望
を与えている。



まとめると

•特に、若者や、雇用が不安定な低所得層が恩恵
を感じている。

• これらの層は、不況に戻って雇用が脅かされるこ
とを恐れる。

• よって、野党が政権をとって経済が不安定になる
ことを恐れ、安倍自民党の経済政策にすがりつい
ている。



我々は選挙で安倍さんの景気作戦に負
けてきたのだ！



• 2012年総選挙
日本未来の党：121人立候補→当選9人。現職5人落選。

• 2013年参議院選挙
生活の党：11人立候補→当選0人。
みどりの風：8人立候補→当選0人。
緑の党：10人立候補→当選0人。

• 民主党(民進党)、社民党の凋落

• 2014年都知事選：細川惨敗。

• 2016年参議院選挙：国民怒りの声 当選0人。

脱成長！

オレたちは
救われない！

何度も繰り返された同じような失敗

共通点 景気拡大反対のイメージ
いらすとや



「希望の党」も同じ運命だった
• 公共事業をはじ

めまずは歳出削
減を行い…

• 金融緩和と財政
出動に過度に依
存せず…

政策パンフより

維新も希望系も泡沫化
画像は、PRESIDENT Online 2017年9月28日 「“脱原発より超原発”小池氏の隠したい過去」 http://president.jp/articles/-/23231 より （写真＝中西祐介／アフロ）



左翼やリベラルのイメージが嫌われている
わけではない。

倹約的イメージが嫌われているのだ!!



これは世界中で起こっていること



既成政党への大衆の怨嗟

緊縮
だァーッ！
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新自由主義

中道左派・
リベラル

格差・貧困
教育・医療費

介護失業

支持支持 極右急進左派

反 緊 縮

写真はウィキペディア
イラストは「いらすとや」

財政削減
金融引締
市場に任せる
もっと働け！



既成政党への大衆の怨嗟

新自由主義

中道左派・
リベラル

格差・貧困
教育・医療費

介護失業

支持支持 極右急進左派

反 緊 縮

写真はウィキペディア
イラストは「いらすとや」

× ×



トランプ大統領の経済政策

•伝統的保守派と同様の金融
緩和批判。
→ 金融緩和姿勢に転換

•伝統的保守派と同様に大幅
減税提唱。
(富裕層、大企業に特に恩
恵？)

• しかし、伝統的保守派と異な
り、大規模なインフラ投資提
唱。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_by_Gage_Skidmore_10.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0



仏国民戦線ルペン党首の経済政策

•ユーロ離脱。フランを減価させて
輸出増。

•関税と中小企業減税で産業を守
る。

• フランスの福祉国家モデルを擁護
。

•財政緊縮反対。低所得者に1500
ユーロ支給。

• 民営化反対。金融規制強化。
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Pen,_Marine-9586.jpg   Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0



ハンガリー極右政権の「オルバノミクス」

• 人権概念や法治原則を否定
して強権支配を進めるオル
バン首相の経済政策。

• 中央銀行の独立性を否定し
て金融緩和推進。

• インフラ投資などで財政支
出拡大。

• 経済好調で国民から高い支
持。EUと対立。 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orban_Viktor_Portrait.jp 

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license



安倍一強現象もこの一環！



しかし安倍政権は中途半端
旧来の新自由主義が混ざる

•「第三の矢」の構造改革路線
高プロ・ＴＰＰ・法人税減税etc…

•財政再建路線で消費税引き上げ

•さらに、社会保障中心に政府支出を抑制



ＧＤＰは政府支出の推移をなぞる
• 実質政府支出の合計と実質ＧＤＰのグラフを重ねると

内閣府ＧＤＰ速報
(2018年4-6月期1次)

安倍内閣

政権発足後1年弱は、
公共事業大盤振る舞いで
政府支出を増やした。

しかしその後政府支出は頭打ち。
それに合わせてGDPも頭打ち。

消費税のダメージ



消費税増税で消費一段落ち

約3%ランク落
ち

内閣府GDP速報



知人の大学院生から送られてきたグラフ



消費増税後の景気動向の要因を分析すると

消費増税で、個人消費・民
間住宅投資は下落

社会保障等の政府支
出の自然増はあるが
抑制され頭打ち

公共事業削減でほぼ相殺される。

円安と実質金利低下で純輸出
と設備投資が増えて家計支出
の低下を埋め合わせている。

こ
の

分
が
金
融
緩

和
の
効
果

内閣府ＧＤＰ速報(2018年4-6月期1次)



選挙前に公共事業を増やして景気を上げている。

内閣府ＧＤＰ速報(2018年4-6月期1次) 財政規模を抑えようとするので、社会保障にしわ寄せ



それでも左派側が、もっと景気のいい対案を
アピールしないせいで、負けているのだ。



多くの欧米が日本と違うのは、左派側から派
手な反緊縮政策を提唱する勢力があること。



2015年イギリス労働党党首選挙で

•ガチ左翼泡沫候補
ジェレミー・コービン
圧勝！

• 「人民のための量的緩和」
イングランド銀行が量的緩和で
作ったおカネで、住宅やインフラの
投資をする。

• 2017年総選挙で労働党大躍
進
反緊縮マニフェストがウケた。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeremy_Corbyn_and_Bianca_Jagger_2014.jpg  Creative Commons Attribution 2.0



総選挙マニフェスト付録資料
• 経常的な社会政策等の増額(計486億ポンド=約7兆円)
には、同額の増税財源をつける。

• 主にインフラ投資(10年間で2500億ポンド=約36兆円)
は、緩和マネーを低利で借りることでまかなう。
経常的な支出増公約 10億ポンド

教育・保育（大学無償化等） 25.3

医療・介護 7.7

労働・年金 4.6

その他（地方交付金など） 11.1

合計 48.6

国家変革基金(National Transformation 
Fund) を通じてインフラ投資

新幹線[HS2]をスコットランドまで延長。
北部に横断鉄道[Crossrail]建設。
ブライトン本線[Brighton mainline]建設。
鉄道全線電化。
低炭素ガス発電や再生可能電源に投資。
2022年までに誰もが超高速ブロードバンド。
その他、研究資金、住宅など。

http://www.labour.org.uk/page/-/Images/manifesto-2017/FUNDING-BRITAINS-FUTURE.PDF



スペインのポデモス
「人民の経済プロジェクト」

•欧州中央銀行による政府財政ファイナンスを
妨げているルールを変える。

•欧州中央銀行の政策目標に「完全雇用」を
含める。

•欧州中央銀行が欧州議会に責任を負い、欧
州議会から任命されるようにする。

• スペイン憲法の財政均衡ルールを廃止する。

•等のもとに、社会政策充実やベーシックインカ
ムを提唱。

パブロ・イグレシアス党首
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pablo_Iglesias_Ahora_Madrid_2015_-_05_(cropped).jpg



ジャン・リュック・メランション大統領候補

•2017年公約：
 2730億ユーロの歳出拡
大。うち1000億ユーロの
公的投資で景気刺激し、3
50万人の雇用創出。

•第１回投票で２割得票

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Front_de_Gauche_-_F%C3%AAte_de_l%27Humanit
%C3%A9_2012_-_007.jpg

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

http://jp.reuters.com/article/melenchon-pledges-idJPKBN15Z03Y
 https://avenirencommun.fr/app/uploads/2017/04/programme3minutes-1.pdf



ジャン・リュック・メランション
• 2017年選挙中『フィガロ』記事：
欧州中銀が諸国の公債を買い取って永
久債にしてしまえば、債務は消えてしまっ
て諸国は解放される。借金をなくす方法
は、インフレか戦争か返済しかないが、返
済なんかできっこないんだから、インフレ
か戦争しかない。だったら戦争よりはイン
フレの方が人が死なないだけマシだ。こ
れによるインフレ率は、4%から5%ぐらい
だ。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Front_de_Gauche_-_F%C3%AAte_de_l%27Humanit
%C3%A9_2012_-_007.jpg

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/04/10/20002-20170410ARTFIG00145-dette-
publique-melenchon-fait-le-pari-de-l-inflation.php?redirect_premium



欧州議会の左派系18議員が

• 2016年6月、欧州中銀に「ヘリコプターマネー」の導
入を検討するよう求める書簡を出す。

•欧州社会党、欧州左翼党、欧州緑の党の各会派の所
属議員。

• うち三人が主催して、2月に欧州議会で、「人民の量的
緩和」コンファレンス開催。

•署名議員には、欧州左翼党の会派の議長、元閣僚等
の大物も。



2016年11月、欧州議会での欧州左翼党所
属議員によるドラギ欧州中央銀行総裁批判 

•欧州中銀はインフレ目標達成に失敗し、ただ投機と
バブルをもたらしているだけだとし、欧州中銀が公
共的投資をサポートすること、量的緩和を、ギリシャ
も含めて2017年3月以降も延長することなどが要
求されている。

• 「ドラギ氏の緊縮、緊縮、緊縮のドグマは失敗した。
ユーロ圏は、力強い持続可能な成長に戻る必要が
ある。今すぐにだ」 



2016年　サンダースの公約

•躍進したアメリカ民
主党ガチ左翼
大統領候補
バーニー・
サンダース

• ５年間で
１兆ドルの
公共投資

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bernie_Sanders_at_Roosevelt_High_School_(24050281453).jpg



サンダース『ニューヨーク・タイムズ』 寄稿
(2015年12月23日)

• 最近のフェッドによる利上げ決定は、この経済システムがよこ
しまに操られた最新の例である。巨大銀行家やその議会での
サポーターは、この何年も我々に対して、手のつけられないイ
ンフレが今にもやってくるぞと言いつのってきた。だが、いつ
だってそうなったためしはなかった。今利上げすることは、もっ
と労働者を雇うためにおカネを借りなければならない零細企
業主にとって災難である。そしてもっと多くの仕事と、もっと高
い賃金を必要としているアメリカ人たちにとって災難である。
概して、フェッドは失業率が４％を切るまでは利上げをすべき
ではない。



サンダース派の最年少の女性下院議員誕生
• アレクサンドリア・オカシオコルテス

Photo: Scott Eisen / Getty Images    https://courrier.jp/news/archives/126365/

目玉公約は

国による雇
用の保障



これはＭＭＴの看板政策
　　　「雇用保証プログラム」

•東洋経済オンライン2018年5月25日記事で紹介
米民主党がブチ上げた｢雇用保証｣とは何か
——政府が働きたい人の雇用を保証する大胆策
https://toyokeizai.net/articles/-/222009

•米国で、「雇用保証」の提案が注目を集めている。「働きたく
ても仕事が見つからないすべての人に対し、連邦政府が雇
用を保証する」という大胆な提案だ。2020年の大統領選挙
への出馬を目指す民主党の政治家たちが続々と支持を表
明している…



欧米左翼のコンセンサス
•財政危機論は新自由主義のプロパガンダである
。

•緊縮、ダメ絶対。
•財政支出拡大して、社会サービス充実と、景気
刺激・雇用拡大を！

•財源は、大企業や富裕層から取れ。
•さらに中央銀行が作った緩和マネーを使え。
•公的債務は、中央銀行が買い取ってチャラにし
ろ。



DVD『1945年の精神』
•第二次世界大戦戦勝直後の
英国総選挙で労働党勝利。
「ゆりかごから墓場まで」の福
祉国家建設に着手。医療、炭
鉱、鉄道を国営化、公的住宅
供給等の「大きな政府」へ。

このときの英国の財政状況は？

カウンターポイント株式会社



公的債務はＧＤＰの215.6％！
戦後低金利政策と名目経済成長
で、1991年のGDPの25.2%まで
低下。

しかし、この時点で戦後成長を
確信できた人はどれだけいただ
ろうか？

ちなみに、付加価値税導入は1973年

https://www.ukpublicspending.co.uk/spending_chart_1900_2017UKp_06c1li011mcn_G0t_UK_National_Debt_Since_1900
より作成

1947年の237.9%が
最高



実績は、比較的穏健派のものだが、



政府支出を増やしたアイスランド
　　　vs 政府支出を減らしたギリシャ

IMFのデータベースより 2017年はIMFの推計

IMFのデータを見ると
、アイスランドの中央
銀行は、2007年まで
国債を持っていな
かったが、2008年に
、マネタリーベースの
倍以上の額2700億
クローナの国債を
買っている。
2007年は財政黒字
だったが、2008年は
2024億クローナの赤
字。事実上中央銀行
によってファイナンス
されている。

どちらも2008年リー
マンショックで財政・金

融危機に！



2015年ポルトガル左派政権誕生
•社会党が共産党・左翼ブロック・緑の党の閣外協力
を得て政権樹立。

•最低賃金引き上げ
•逆進性の高い増税
案の破棄

•公共部門職員賃金・
年金支給額引き上げ

•貧困層支援…
『赤旗』2016年10月16日



ポルトガル反緊縮政策の実績

ＩＭＦ公表のデータより作成　政権交代前年の2014年との比較
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ポルトガル反緊縮政策の実績

ＩＭＦ公表のデータより作成　政権交代前年の2014年との比較



カナダでは

•カナダ2015年10月総
選挙で自由党圧勝。ト
ルドー政権発足。

•3年間で250億カナダド
ルの財政赤字を容認。
計600億カナダドルの
インフラ投資を公約。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Justin_Trudeau_APEC_2015.jpg This work is in the public domain in the Philippines



たしかに財政赤字を増やした

ＩＭＦ公表のデータより作成



カナダ反緊縮政策の実績

ＩＭＦ公表のデータより作成



カナダ反緊縮政策の実績

ＩＭＦ公表のデータより作成

雇用は2015年から2017年までに44万人増



金融緩和が支えたカナダ反緊縮政策

•2015年に二度の利下げ。2017年秋の利上げまで
そのまま維持する。

•インフレ率は2015年に1.1%だったのが、2017年
は1.6% (IMF推計)に。



2014年スウェーデン左派政権誕生
•総選挙で、緊縮政策を進めた保守中道連立与党が
敗北。

•社民党が環境党と
連立し、左翼党の
閣外協力を得て
政権に復帰。

•歳出増加ペースを
上げる。

政権
交代

リーマン
ショック

保守中道政権期
社民党政権期



スウェーデン反緊縮政策の実績

ＩＭＦ公表のデータより作成

政権交代前年
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スウェーデン反緊縮政策の実績

ＩＭＦ公表のデータより作成

政権交代の年



スウェーデンの反緊縮政策を支えた金融緩和

ＩＭＦ公表のデータより作成
政権交代の年

(Claims on Central Government) (中央銀行の出したおカネ)



スウェーデンの反緊縮政策を支えた金融緩和

スウェーデンの中央銀行公表のデータより作成

政権交代の年

保守中道政権期 社民党政権期

クローナ安

クローナ高

金融引き締め

金融緩和



日本でもこれにならうべきだ。



デフレ不況で掲げるべき景気拡大策は

• 政府が借りて、福祉・医療・教育・子育て支援・
防災などへの大規模な支出

• 雇用拡大

• 消費需要拡大

• 消費財生産拡大
 安全な食品
 環境にやさしい商品
 文化的に質の高い商
品やサービス
等々も事業機会拡大

日銀の作った緩和マネー



景気拡大効果は公共事業より大

同じ政府支出額に対する、雇用者所得の波及効果

立命館大学経済学部橋本貴彦准教授試算



インフレ目標に達したら
• 政府支出は増税でまかなう(富裕層・大企業の負
担で)。

• インフレ抑制のために日銀が売った国債は税金
から返す。

•そのときになれば、加熱した需要を冷やすために
増税は役立つ。

•制度私案：法人税や富裕層への所得税を上げて
おいて、デフレの間は設備投資補助金や給付金
でそのまま民間に戻す。
→景気回復とともに戻す方を縮小する。



　つまり、デフレの間は

大企業

家計

法人税
増税

累進
強化

法人税

富裕層の所得税

福祉人件費
等充実分

福祉インフラ
建設等

日銀

設備投資等補助金

一律給付金等

国債

緩和マネー

政府

私
案



景気拡大につれて

大企業

家計

法人税

富裕層の所得税

福祉人件費
等充実分

福祉インフラ
建設等

日銀

設備投資等補助金

一律給付金等

国債

緩和マネー

だんだん実質的に課税の方が上回って増税になって
いく。

政府

私
案



インフレ目標を超えたら

大企業

家計

法人税

富裕層の所得税

福祉人件費
等充実分

償還資金

日銀

国債
市中マネー

政府

私
案



今の段階となっては

•法人税増税・所得税の累進強化などを公約するが、
政権をとっても実現までに時間がかかる。

•高度な社会保障の充実などは、ただちに実現する。
•その間は国債を発行して財源とする。
•それで金利が上がらないように、当面、インフレ目標に
達しない限り、金融緩和を継続する。

• これで需要拡大の最後の一押しがなされ、ちょうどイ
ンフレ抑制すべきときに増税実現。



本気で安倍政治を止めたいですか？

•安倍さんは本気です。

• 目標は改憲実現。
戦後民主主義体制に替わる新体制を創った者として
歴史に名を残すこと。

• このために経済で成功し、選挙で圧勝。国会制圧へ
の歩みを着実に進めてきた。

• 19年の参議院選挙で改憲投票か？ 総選挙も？



こんな主張では勝てません
•財政赤字増やしたらダメ。金融緩和でおカネジャ

ブジャブ出したらダメ。

また不況になって失業しちゃうぞ

財源足りなくて再分配とか
社会保障とか削られるぞ

経済成長しないから税収増えないぞ



こんな主張では勝てません
•消費税を増税します。

うわっ、ますます不況になるぞ。
就職できなさそう。賃金下がりそう。

不況にしておいてそんなことしたら、設備投資と
かの支出が減って、ますます景気が悪くなるので

は？

いや、…大企業や富裕層からもたっぷり取るから…



しかし、安倍さんが消費税を上げると言えば

一転、こっちがチャンスだ！

•「自民党が勝って消費税を上げたら、また不況時
代が戻ってくるぞ！」と宣伝できる。

断固粉砕の大運動を！



知人の大学院生から送られてきたグラフ



知人の大学院生から送られてきたグラフ



消費税が上がると消費が減らなくても資産格差が広がる

所
得

消
費

４
％

100%

貯蓄

2%

所
得

消費

200%

100%

2%

貯蓄

所得が消費より４％多いだけの貧困者 所得が消費の３倍ある大金持ち

年々の貯蓄は半減 年々の貯蓄は１％減るだけ



安倍さんは選挙がヤバいと感じたら

消費税引き上げを延期するかも
•野党がそれまでに引き上げ反対運動を十分盛り
上げていれば。

「我々の成果」と言って選挙に臨める

•野党がそれまでに引き上げ反対運動を盛り上げ
ていなければ。

安倍自民党またも圧勝！



次に掲げるべきこと　☞ マニフェスト2017

•大胆な財政出動で、質の良い雇用の拡大。
「リストラも就職難もない時代を確実にします。」
「万一景気が後退したら、財政・金融の拡大政策
を総動員し、二度と不況時代に戻ることのないよう
にします。」
「不況になったら円高にはしません。」

•望む人はすべて正社員に。同一労働同一賃金。
•最低賃金引き上げ。違法残業根絶。



心しておくべきこと
• ドイツ社会民主党を中心とする
連立政権は、均衡財政にこだ
わって、1930年代大不況を悪
化させた。

•その後政権についたヒトラーは
、大規模な公共事業で完全雇
用を実現し、支持を盤石にした。

職とパンを約束するナチスの選挙ポス
ターhttp://gunka.sakura.ne.jp/datum/poster1.htm


	ページ 1
	このスライドは下記よりダウンロードできます
	ひとびとの経済政策研究会 economicpolicy.jp/
	新潟県知事選挙大共闘の敗北
	比較的若い層が自公候補に移った
	「景気・雇用」が現役年代の重視する政策
	４月京都府知事選挙福山和人候補善戦
	京都新聞サイト4月16日の報道
	福山和人公式サイトを見ると
	ページ 10
	翁長県政での著しい経済発展実績
	力強い前向きの経済公約
	力強い前向きの経済公約
	力強い前向きの経済公約
	10代・20代で負けているがわずかの差
	池田ちかこ公式サイトに載っている経済公約は
	対立する花角候補の公式サイトでは
	前回新潟県知事選挙米山サイトでは
	もう一度…
	福山・玉城のような経済公約を掲げたら勝っていただろう
	代わりに池田さんはこんなことしてた
	破滅のジンクス
	内閣高支持率直近で低下しているがまだ高い
	自民党支持率直近で低下しているが依然高い
	安倍内閣は民主党政権より確然と支持率高い
	若い世代ほど総選挙で自民党に投票した
	若い世代ほど内閣支持率は高い
	では若者は右傾化しているのか？
	ＮＨＫ世論調査 日本人と憲法2017 2017年3月11日〜26日実施
	内閣府「外交に関する世論調査」 2017年10月
	内閣府「外交に関する世論調査」 2017年10月
	だから若者は右傾化していない
	安倍内閣の政策はいつも反対の世論が多かった
	「政治に関するFNN世論調査」 2017年11月11日～12日実施
	アベノミクス評価は相対的に高い
	2016年参院選で10代が重視した政策
	参院選で10代が重視した政策
	有権者は景気をどう実感しているか
	ページ 39
	「暮らしが苦しい」は、わずかだが減っている
	小泉改革と長期不況の傷がどんなに大きかったか
	さっきの「国民生活基礎調査」のグラフをもっと長期で見るとこうなっている。
	「飽食日本」は過去の話
	ページ 44
	景気が悪くなると男は
	悲しきロスジェネ
	これを民主党政権は救えたか 安倍政権成立以降どうなったか
	改善を実感させる現実はある
	正規雇用も近年増えている
	不本意非正規は減っている
	安倍政権期 賃金総額は増加し続け最高値
	安倍政権期になって世帯所得増加
	賃金は民主党政権期低迷・安倍政権になって漸増
	初任給は安倍政権になって増加。特に高卒
	パート・アルバイト時給は民主党政権期は低迷 安倍政権になって上昇
	学生にとっては就職が一大事
	実質賃金は民主党政権期からすでに低下
	実質賃金の変化を 名目賃金の変化とデフレに分解
	所得再分配後の ジニ係数(所得格差の指数)は
	今年6月27日「国民生活基礎調査」発表。子どもの貧困率低下。
	まとめると
	まとめると
	我々は選挙で安倍さんの景気作戦に負けてきたのだ！
	何度も繰り返された同じような失敗
	「希望の党」も同じ運命だった
	左翼やリベラルのイメージが嫌われているわけではない。
	これは世界中で起こっていること
	既成政党への大衆の怨嗟
	既成政党への大衆の怨嗟
	トランプ大統領の経済政策
	仏国民戦線ルペン党首の経済政策
	ハンガリー極右政権の「オルバノミクス」
	安倍一強現象もこの一環！
	しかし安倍政権は中途半端 旧来の新自由主義が混ざる
	ＧＤＰは政府支出の推移をなぞる
	消費税増税で消費一段落ち
	知人の大学院生から送られてきたグラフ
	消費増税後の景気動向の要因を分析すると
	選挙前に公共事業を増やして景気を上げている。
	それでも左派側が、もっと景気のいい対案をアピールしないせいで、負けているのだ。
	多くの欧米が日本と違うのは、左派側から派手な反緊縮政策を提唱する勢力があること。
	2015年イギリス労働党党首選挙で
	総選挙マニフェスト付録資料
	スペインのポデモス 「人民の経済プロジェクト」
	ジャン・リュック・メランション大統領候補
	ジャン・リュック・メランション
	欧州議会の左派系18議員が
	2016年11月、欧州議会での欧州左翼党所属議員によるドラギ欧州中央銀行総裁批判
	2016年　サンダースの公約
	サンダース『ニューヨーク・タイムズ』 寄稿(2015年12月23日)
	サンダース派の最年少の女性下院議員誕生
	これはＭＭＴの看板政策 　　　「雇用保証プログラム」
	欧米左翼のコンセンサス
	DVD『1945年の精神』
	公的債務はＧＤＰの215.6％！
	実績は、比較的穏健派のものだが、
	政府支出を増やしたアイスランド 　　　vs 政府支出を減らしたギリシャ
	2015年ポルトガル左派政権誕生
	ポルトガル反緊縮政策の実績
	ポルトガル反緊縮政策の実績
	ポルトガル反緊縮政策の実績
	カナダでは
	たしかに財政赤字を増やした
	カナダ反緊縮政策の実績
	カナダ反緊縮政策の実績
	金融緩和が支えたカナダ反緊縮政策
	2014年スウェーデン左派政権誕生
	スウェーデン反緊縮政策の実績
	スウェーデン反緊縮政策の実績
	スウェーデン反緊縮政策の実績
	スウェーデンの反緊縮政策を支えた金融緩和
	スウェーデンの反緊縮政策を支えた金融緩和
	日本でもこれにならうべきだ。
	デフレ不況で掲げるべき景気拡大策は
	景気拡大効果は公共事業より大
	インフレ目標に達したら
	　つまり、デフレの間は
	景気拡大につれて
	インフレ目標を超えたら
	今の段階となっては
	本気で安倍政治を止めたいですか？
	こんな主張では勝てません
	こんな主張では勝てません
	しかし、安倍さんが消費税を上げると言えば 一転、こっちがチャンスだ！
	知人の大学院生から送られてきたグラフ
	知人の大学院生から送られてきたグラフ
	消費税が上がると消費が減らなくても資産格差が広がる
	安倍さんは選挙がヤバいと感じたら 消費税引き上げを延期するかも
	次に掲げるべきこと　☞ マニフェスト2017
	心しておくべきこと

