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幾らでも発行できる。
そうなると、結局、日銀に、間接的に引き受け

の手段をいろいろ使うということになってきます
ね。そうすると、政府としては国債をどんどん発
行する。三年間は国会のチェックがなくてもやれ
る、こういう話ですので、予算が組まれる限りは

金融緩和をどんどんやるというふうになっていき
ますと、日銀としては、資産の買い入れ、その他

って、私ども、ここが一番大きな勝負だと思って
おります。
○佐々木（憲）委員 そこで、財政との関係で、

ファイナンスをさせているんだという疑念を持た
れることイコール日本の国債の信用、国家の信用

るのではないかというのは、少々これは適当では
ないのであって、これは日本銀行にかかって、そ
の権限は委ねられているんだと思っております。
したがって、政府としても、日銀に政府が財政

したがって、日銀のいわゆる国債の買い入れと
いうのをもって、これは財政ファイナンスに当た

いうことにつきましては、具体的な手法等々につ
きましては、基本的に日本銀行の権限、範疇で決
められるということになっております。

まず最初に、財政なのですが、大臣は、この二
十五年度予算について、引き締まった予算である、

きょうは、大臣所信に対する質疑ということで
ありますので、財政、そして金融、税制、三点に
ついて大臣にお伺いをしてまいりたいというふう
に思います。

○金田委員長 次に、鈴木克昌君。
○鈴木（克）委員 生活の鈴木でございます。

の辺はこれからもきちっと注視していきたいとい
うふうに思っております。
以上で終わります。

を、ちょっと二、三、ただしてまいりたいという
ふうに思います。
まず、一番肝心なのは、この二十四年度の補正
予算と二十五年度本予算といいますか、これはあ

それから、財政健全化目標の達成に向けた第一歩
である、こういうふうにおっしゃっておるわけで
すね。確かに、見ようによっては公債金よりも税
収が上であるということで、そういうふうにおっ

これをしゃにむにやれば、全部戻って、ランク
が下げられてみたりいろいろするということは、
国債の金利がえらい上がったりすることにもなり
ますので、そこは慎重にやっていかねばならぬの

わせて見ていかなきゃならない。政府の方も十五
カ月予算ということをおっしゃっておるわけです

にかかわってきますので、これは今後、日本の持
っております国債のランクにかかわってくる話で
もありますして、ここのところは極めて慎重にや
らなければならぬと思いますので、そこはおのず

財政法第五条は、「すべて、公債の発行につい
ては、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入
金の借入については、日本銀行からこれを借り入
れてはならない。」こういうふうに規定されてい

は当然と思っております。
○金田委員長 時間が参りましたので、まとめて

から。そういうふうにして見ていった場合に、本
当に先ほど言われたような予算であるかどうかと
いうことなんです。当然、この数字のもとは、Ｓ
ＮＡで私は申し上げてまいるわけでありますけれ

るような市中からの買い入れが行われて、基金も
つくられて、その基金の規模がどんどん膨らんで
いる。さらに金融緩和をやっていくと、その規模
も膨らんでいく。短期国債から今度は長期国債だ、

るわけですね。
一体どこまで日銀に国債を引き受けさせるつも

ください。
○佐々木（憲）委員 時間ですので、もう終わり
ます。
結局、我々としては、国民の消費の拡大、生活

ども。
まず、二十五年度のプライマリーバランスにつ

しゃられたいのもわからないわけじゃないんです
けれども、本当にそうでありますかというところ

りなのか、その限界をどのように意識しているの
か、その辺はどういうふうに考えておられますか。
○麻生国務大臣 日銀の国債の買い入れというも
のは、基本的には、金融緩和のために資金を市中

の安定というものが第一である。そうしないと、
金融緩和が先行していくと、物価が上がって逆に

いてですが、国、地方の合計では三十三・九兆円、

と、どの程度のものかというところは自然とわか
ってくるところだろうと思います。

に供給するということを目的とするものでありま
す。したがって、国債を含めた、どのような金融

生活が落ちてしまう。こういう危険がないか、こ

こんなふうになっていきますと、これは財政法と
の関係で非常に問題が出てくるんじゃないか。

資産というもので、幾ら日本銀行が購入するかと
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目標の達成に向けた第一歩というような、そうい
う予算ではなくて、二十四年度の補正を、言い方

半減に近づくということよりも悪化していってお
る、この ように 私は 思いま す。
したがって、先ほど申し上げましたように、引
き締まった予算であるとか、それから財政健全化

ちょっとお伺いをしたんですが、財政健全化目標
の二〇一〇年をベースとして見ていった場合に、

ＧＤＰ比で六・九％、こういうふうになっており
ます。国単独では三十五・八兆円、対ＧＤＰ比で
七・三％ということで、これも予算委員会で、私、

すので、少なくともならすという形でいかねばな
らぬというので、二十四年度は補正予算を組ませ

その当時、これはえらいことになるというので、
二十四年度は補正予算を組んで、景気を間違いな
くきちっとしたものにしないと、一回折れたもの
をまたもとへ戻すというのは大変なことになりま

くとも、その前はマイナス三・五％、ＧＤＰは減
っておりますので、年率換算で。

れて、我々としては、当時、このままでいくと四
―六はえらいことになる、一―三も厳しい状況に
なるのではないかという懸念がありました。少な

おっしゃるのではないかなというふうに思います。
そこで、二つ目の質問なんですが、年金特例公

要するに二十四年度の補正と二十五年度の本予算
とあわせて分析をしていくというか、見ていくと
いうのは、私は当然のことだというふうに思いま
す。しかし、答弁としては、当然そういうふうに

五カ月予算ということをおっしゃっているのは政
府なんですよね。そうすると、当然のことながら、

と存じます。
○鈴木（克）委員 当然そういった御答弁がある
のではないかなというふうに思ったんですが、十

五兆円であり、いわゆる公債金が税収を上回る、
こういうことなんですね。
答えを先に言っても仕方がないんですけれども、
年金特例公債については、あらかじめ償還財源が

債についてお伺いをしたいと思うんです。
これは、三木議員からも午前中にありました。
今おっしゃったように、二十五年度予算の公債金
は四十二・九兆円ということであります。そこに

したがって、十五カ月予算とは、二十四年度補
正において十分な額を確保して、これで二十四年
度から順次執行していきます、もうできるところ
から早くやっていきますということで、二十五年

手当てされているから他の公債とは違うんだ、当
然こういうことをおっしゃりたいというふうに思

ていただいた。したがって、性格が全く違うとい
うことなんだと思っております。
したがって、その意味で、財源を調達するため
に公債金を発行させていただきましたが、一方、

○麻生国務大臣 基本的に、二十四年度補正予算
の公債金五・二兆円と二十五年度の公債金四十二
・九兆円を単純に合計いたしますと、今言われた
ように四十八・一兆円ということになって、二十

度にかけて経済運営には万全を期したいというの
が我々の考え方であって、二つ性格の異なります

うんですが、ここが問題なんですけれども、それ
は過去の説明と一貫していないんですよ。
では、どういうことなのかというと、例えば、
いわゆる二十三年度の復興費は財源が確保されて

は悪いんですが、膨らませておいて、そして、見
せかけ上こういう形をとられて、しゃにむに財政
健全化であるというふうな形をつくられておるの
ではないのかなと。

四年度当初予算を上回ることは事実だと存じます
が、しかしながら、二十四年度の補正予算と二十

予算を単純に一緒にされても余り意味がないんだ
と思っております。
我々としては、二十四年度補正と二十五年度と
あわせて見れば、経済の再生と、そして財政の健

いました、にもかかわらず、きちんと公債金に分
類されているんですね。

は年金特例公債の二・六兆円が含まれておりませ
ん。年金特例公債を含めれば、公債金は四十五・

五年度の当初予算、これは予算としては全く性格
が違うのであって、二十五年度の本予算と二十四
年度の補正予算というものは、本来として全く性
格が違うものだ。

全化の両方を視野に入れつつ編成したものであっ
て、財政の規律に配慮していないとか、何か見せ

それから、もう一つ、きょう資料を配らせてい

二十五年度の当初予算の方は、これは来年の財政
需要に対応するためのものということになります。

ただ、我々は、御存じのように、予算の編成が
少なくとも大幅にずれて、十二月末から予算編成

かけにしているというような御指摘は当たらない

第一点目に、まずその点をお伺いしたいと思い
ます。

をするという形になったものですから、全ておく
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きたいというふうに思います。
過去のグラフでは、一般会計で発行した普通国

すると、明らかに、これはまた、からくりと言う
と大臣に叱られるかもしれません、何がからくり
だと怒られるかもしれませんが、本当にからくり
があるんですよ。そのところを私は申し上げてい

これは個別に見ると全く問題ないように見えるん
ですが、一ページ目に二つ並べてみました。そう

ただいたんですが、資料をごらんになっていただ
きたいんですけれども、これは、二枚目が二十五
年度の当初予算、三枚目が二十四年度の当初予算。

平成二十五年度の予算案の策定時のときには、確
かに、復興債の、いわゆるつなぎ公債の発行額を

言いたいがために、過去の表までさかのぼって修
正をしておるということですよね。
これは、大臣、どのように思われますか。
○麻生国務大臣 御指摘の資料につきましては、

何としても要するにバランスをとりたい、健全予
算だ、いわゆる引き締まった予算だということを

三年のところを見ていただくと、ここに載ってい
ないんですよ。
これは明らかに、さっきから言っておるように、

いわゆるつなぎ公債というものにつきましては、
これは、平成二十三年度における復興債と、それ
から平成二十四年度、二十五年におけます年金特
例公債、これを足元に置いて、三年連続でずっと

てそのまま使われるようじゃ、ちょっとまた値打
ちが落ちるから、余り使わぬ方がいいです。

れは、大臣、そういうことを今回御承知でしたか。
いわゆるそういう指示を財務省に対してされたん
でしょうかね。
○麻生国務大臣 改ざんとかいう言葉を指摘され

といいますか……（発言する者あり）改ざん。改
ざんというアドバイスがありましたけれども、こ

こういうふうにおっしゃるんですけれども、しか
し、明らかに、過去にまでさかのぼって資料を、
いわゆる、まあ、偽造と言うと叱られますし、何

異なって、当初予算においてつなぎ公債を発行す
る、当初予算でつなぎを発行するということにな
ったため、改めてつなぎ公債の取り扱いについて
は整理する必要があるのではないかというのが、

公債発行額に含めていないというのは事実です。
つなぎ公債は、これは御存じのように、償還財
源を確保した上で発行されておりますいわゆる公
債ですから、その意味で、将来に負担を先送りさ

したがって、皆さんに財政の実情をお伝えする、
正確にお伝えするという、御指摘のようなこうい
う資料におきましては、これは、財源確保をせず
将来世代へ負担を先送りするというような通常の

いわゆる主計局、主税局の、財務省の総意として
こういった形になったと御理解いただければ幸い

債を全て記載しておりました。しかし、今回のグ
ラフでは、償還財源が確保された公債をわざわざ
過去にまでさかのぼって除外をしているんです。
問題はここなんですよね。

当初予算の資料の方を見ていただきたいんですが、
平成二年に湾岸危機で一兆円発行したんですね。
それは表に載っています。それから平成六年、七
年、八年、この三年の数字を見ていただくと、四

公債とは明確に区別して、その上で公債発行額か
ら除いてお示しをしたということだと思っており

です。
○鈴木（克）委員 御理解いただければ幸いと言
われても、この数字を見せられて、要するに、今、
大臣が御説明された話で、ああ、そうですかとい

発行してきております。御存じのとおりです。
平成二十五年度の予算においては、過去二年と

・一、四・八、十一・〇ということになっていま
すね。ところが、二十五年度の予算の資料を見て

ます。
このように、今般の資料の見直しは、つなぎ公
債というものの性質を踏まえたものでありまして、
公債発行額を少なく見せるというような意図で行

うわけにはやはりいかないというふうに私は思い
ます。悪く言えば、また叱られるかもしれません

れている、先の方に借金を送っちゃうというので
はなく、財政規律を損なうものでもありません。

いただきますと、平成二年のところには、この一
兆円、もう消してあるんです。それから六年、七
年、八年には、先ほど言った数字は修正されてい
るんですね。

ったものではない、それだけははっきり申し上げ
ておきます。

どういうことなのかといいますと、一ページ目
を見ていただくとわかるんですが、二十四年度の

それで、左の表の二十三年度のところを見てく
ださい。ここに斜線の部分がありますね。ところ

けれども、国民を欺く一つの手法だというふうに

○鈴木（克）委員

今、大臣は、これは見直した、

が、二十五年度の予算の資料のところでは、二十
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改ざんと言うと叱られますので、見直されたわけ
ですね。新しい方針のもとにつくられたわけです
よ。だけれども、今までずっと数字を、データを
見せられてきた国民にしてみれば、これは一体全

今までのデータはそういう形でずっとつくられて
きたわけですからね。ことしになってデータを、

ことが今回のこのデータだというふうに私は思っ
ております。
そこで、大臣、来年はこれをやはりもう一遍戻
すというふうにお考えになりませんか。やはり、

何が何でも、引き締まった予算で、財政健全化目
標への第一歩だという、それに集約をしてやった

思いますよ。だって、ことしになって過去のデー
タまで、まあ、改ざんと言ってはいけない、訂正
をするというのは、これはやはり私は、本当に、

当てがあるという公債と、借金を将来に先送りす
る公債とを区別して書くというのは、少なくとも
国民にもわかりやすいと我々は考えております。
○鈴木（克）委員 これで終わりますけれども、

○麻生国務大臣 繰り返しになりますけれども、
つなぎ公債の性格を考えてみた場合には、税収の

もとへ戻すのかと、そういう話じゃ全然ないんで
す。実態はどうなのかということを私はやはり国
民に広く知らせていくべきだというふうに思うん
ですね。いかがでしょうか。

二年以来ずっとやってきた同じ手法でもう一遍来
年からはやると。せっかくよくなったものをまた

こういう形でデータをつくりかえて、そうしてつ
じつま合わせをするしかないんですよ。
だから、私は、そうではなくて、今まで、平成

大きくしろとか、もっとわかりやすくしろと言わ
れる御注文ならわからぬわけではありませんけれ
ども、きちんと説明はしてあるということだけは
理解をしておいていただければと存じます。

たかのごとく言われますけれども、この部分では
きちんと説明してあるというのは、もう少し字を

注の二というところを読んでいただくと、大体そ
れは全部書いてありますでしょう。表にはなって
いないだけで、そこにはきちんと書いてあります
ので。いかにも、だましたかのごとく、改ざんし

○麻生国務大臣 先生の持っておられる資料もこ
の資料なんだと思いますので、その資料の下の行、

る者あり）いや、大臣に聞いていますから。
○金田委員長 静粛にお願いします。
○鈴木（克）委員 大臣、いかがですか。

すけれども、国民に広く、こういうふうに考え方
を変えますからということを、やはりきちっとさ
れるべきだと私は思いますよ。せっかく安倍さん
がこうしてアベノミクスで、景気も、株も、そし

○鈴木（克）委員 最後にしますと言ったので、
これぐらいでこのことについては終わっておきま
なって、過去のデータまでさかのぼって直すとい
うのは、改ざんと言うと叱られますから、直すと
いうのは、これはおかしいじゃないですか。（発
言する者あり）いやいや、国民は今までずっとこ

て円安も始まってきて、本当に、今から再生をし
ていこう、日本がしっかりやっていこうという矢

だって、過去のデータまでなぜ直すんですか。過
去はこれで来たわけでしょう。それを、ことしに

のデータを見せられておったわけですからね。だ
から、きちっとそういうことを、こういうことで、

先じゃないですか。そのときに、残念ですよ、こ
ういう形で資料が間違っているということは。私
はやはり素直にお認めになった方がいいと思いま
す。答弁は要りません。これで終わると言ったん

体どういうことかということになると思うんです。
したがって、もう一度やはり、去年、おととし

ません。
○鈴木（克）委員

では、変えますよということを国民に納得するよ
うに話をされるならいいですよ。これは、でも、
私がこのデータを今お見せして、恐らく多くの議
員の皆さんは、もう御存じだったんですかね……

だから。
それでは、次を申し上げます。

あたりのつくり方にもう一遍戻すというお考えは
ありませんか。
○麻生国務大臣 せっかくきちんとしたものにし
たものを、またもとに戻すなどという気はござい

ではないから、私はこうやって言っているんです
よ。
平成二年からずっとやってきたことを、ここへ
来て、それは私の言っておるのは邪推かもしれま

（発言する者あり）だから、ことしは間違ってい
ましたと。今からでもつくり直すことはできるわ

いやいや、きちんとしたもの

せん、大臣が、何遍も言いますけれども、引き締
まった予算で、健全化への第一歩だという形をと

けですよ、データはあるわけですから。（発言す

まず、予算の具体的な中身についてお伺いをし

りたかったと。そうなると、やはり財務省の方は、
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予備費で一・二兆円の歳出削減の効果があるわけ
ですよ。

費が三千億円減少したんですね。これは御案内の
とおりです。それからまた、経済危機対応・地域
活性化予備費の計上見送りによる九千百億円、約
一兆円の減少がある。そうすると、この国債費と

したけれども、まず想定金利を例年の二％から一
・八％に引き下げたことによって、いわゆる国債

たいんですが、歳出面と税収、入りと出を比べて
いきたいというふうに思います。
歳出面の減少要因としては、これも先ほど出ま

います。
まず、この二十五年度の予算の金利の話につき

いて、まだ大臣は、くどいようですが、二十五年
度予算が引き締まった予算だというふうにおっし
ゃるんですか。その点をお聞かせください。
○麻生国務大臣 今、三点御質問だったんだと思

体的に政府が努力をされてそういう効果が出てき
ているわけじゃないわけですけれども、これにつ

なんですね。言い方は悪いかもしれませんけれど
も、私はそう思います。
そこで、いわゆる今言ったことについては、具

は九千億を計上までしておく必要はあるであろう
かといえば、これはむしろない。予備費はちゃん

のような事態というものは、正直言って、今の状
況では少々考えにくいのではないか。それに対応
するための補正もきちんとしてありますから。
そういった意味では、こういったものでは、今

ては、これは経済危機に対応するための予備費で
あれはつくってありますが、我々は、今回は、そ

りませんから。あのときにリーマン・ショックに
合わせてつくったわけであります。それ以後やっ
ておられるんですが、二十五年度予算におきまし

二十五年度の日本経済というのは、これは世界経
済が、御存じのように、アメリカなんかは、土地
というか住宅の値段が上がり始めております。給
与は上がっていませんけれども。つまり、住宅や

と別にありますよ、通常の予備費は。そういった
ものをおいて、意図的にわざと小さく見せようと
するために九千億を外したのではないのであって、
四年前につくった私から見て、今はそういう状況

したというのが過去の例です。
したがいまして、今回は、一％プラス〇・八と
いう形で総合的に設定したものでして、足元の金
利水準というのが低下したからであって、これは

ら何やらの土地が上がり始めておりますので、そ
ういった意味では、この間の失業率も下がったり

ましては、これは予算の編成をされるときの足元
の金利というものが、大体これは十年債ですよ、
国債の十年債のものでおおむね一％で推移をして
おりますというのが最近の事情であります。平成

らね。これがいわゆる歳出面での引き下げ。
もう一つは、今度、税収について申し上げます。
二十五年度では四十三・一兆円で、二十四年度
の四十二・三兆円から七千五百億円増だ、こうい

おまえらが努力したわけじゃないと言われれば、
それまでですよ。しかし、いわゆる金利というも

して大幅に、二十万人も変わってきております、
そういう状況でありますので、国内の需要回復が
主導で進んでいくであろうということを考えてお
ります。

この削減は、特別に内閣として何かやったとか
なんとかじゃないんですね。また、言い方が悪い
かもしれませんけれども、これは紙の上で書かれ
ただけなんですよ。そんな具体的にあれをしたわ

うふうに説明をされております。
しかし、この税収は税制改正によって確保され

のが、今もっと下がって、〇・六とか七とか言っ
ていますけれども、とにかくあのときには一％で
したので、それプラス〇・八％にしたというのが
この背景であります。

したがって、平成二十五年度の経済見通しにお
きましても、こういった見方を反映して、経済の

にはないと判断をさせていただきました。
それから、次の七千五百億円の話ですが、平成

たわけじゃないんです。二十五年度税制は、増収
どころか、初年度二千三百六十億円の減収要因で
あると。にもかかわらず、二十五年度に七千五百
億円の税収増を見込んでいるのは、いいですか、

続いて、予備費につきましては、これは御存じ
かと思いますが、この経済予備費というのは麻生

いわゆる成長率は、御存じのように名目で二・七

十年度以降、予算編成直前の金利に対し、翌年度
の平均金利は、一番大きく動いて、〇・八％上昇

高目の名目成長率を想定するということで、自然
増などで一兆円程度の増収を見込んでいるという

内閣のときからできたんですから。それまではあ

けじゃないんです。パーセント、利息を変えてみ
たり、それから、予備費をこう直しただけですか

ことであります。これもまたいわゆる紙の上だけ
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えた場合は、平成二十四年度補正後の税収から〇
・五兆円、約五千億円増加して、四十三兆一千億
円になると見込んでおりまして、これは極めて適
正な見積もりではないか、私どもとしてはそう考

円をもとにして考えますと、政府の経済見通しは、
平成二十五年度の税制改正後のいわゆる影響を考

ということにさせていただいております。
したがって、平成二十五年度の税収というもの
は、平成二十四年度補正後の税収、四十二・六兆

ことで御答弁をいただきたいというのが一点。
もう一点は、量的緩和、金融緩和というものを、
どこまでこれが効果があるものなんだというふう
に大臣が考えてみえるのか。その二点、お聞かせ

に、大臣はある意味では懐疑的なのかなというふ
うに私は思ったわけです。これはぜひ、そういう

かなかったのが歴史だったと思います。」こうい
うふうに答弁されておるわけですね。
結局、これを聞くと、いわゆる量的緩和の効果

けに回って、土地のバブルにでもなられたら何の
こともありませんので、私どもとしては、そうい
った意味では、今回は実体経済において実需とい
うものをつくり出さない限りは、今回も二の舞に

日本銀行だけに責任を負わせて、二％、二％とい
ったって、お金だけ刷って、出てきた金が土地だ

いますから。
そういった意味では、今回は、何としても二本
目、三本目の矢というものできちんとしないと、

なりかねない、したがって、三つ同時にやるとい
うことが一番肝心なんだ、私どもはそう思ってお
これは、先ほどの佐々木先生の

ください。
○麻生国務大臣

今、大臣は、ゆえをもって財

えております。
○鈴木（克）委員

民間の経済に対する意欲とか気とか、そういった
ものが非常に大きな要素になろうと思いますが、
大胆な金融政策でまずスタートをしていただいて
おりますので、それに応えていく義務というのが

ります。
今回は、前回のああいったことにならないよう
に、二本目、三本目の矢がきっちり作動するよう
に、我々としても、これは主に政府の仕事になろ

も、あのとき、いわゆるバブルが崩壊した後の、
いわゆるバランスシート不況という言葉がよく使
われるようになりましたけれども、バランスシー
トの調整がすごい長引いている時期だったと思い

我々にあろう、そう思っております。
○金田委員長 時間が参りました。

御質問と基本的なところでかぶるところがあるん
だと思いますが。
日本銀行が量的緩和政策というのをやっており
ました小泉内閣の時代、平成十三年から十八年ご

かなというふうに思います。
時間ももうあと、あれですので、最後の質問に
なろうかと思いますが、金融関係で少し、二、三
点お伺いしたかったんですが、一点しか聞けない

ます。需要不足がずっと続いていたものですから、
幾ら金を刷っても、基本的に、その金が、市中銀

○鈴木（克）委員 時間が参りましたので、終わ
ります。
金融関係では、インフレが中小企業に及ぼすそ
の副作用とか、それから中小企業の金融円滑化法

政健全化の第一歩なんだ、そして、引き締まった
予算なんだ、こうおっしゃっておると思うんです
けれども、私は、やはり内容をよく精査していく
と、かなり無理をして、つじつま合わせという言

んじゃないかなというふうに思っています。
要点を申し上げますと、金融緩和の効果に対す

行の日銀当座預金までは金が行きますけれども、
市中銀行から貸し出しという形で市中に金が出回
ることはなかったというのが、あのときの歴史で
す。歴史というほど古くありません、十年以下の

の後どうなるか、そういうところをお伺いしたか
ったんですが、また次回に質問させていただきま

うかと思いますが、政府がやって、その後、民間
の実需が出てくるところにつながってくるのは、

る大臣の御所見をお伺いしたい、こういうことな
んです。
二月十八日の参議院の予算委員会で、「金融緩
和というのをやらせていただいた小泉内閣のとき、

話ですから。そういったもので、金融緩和だけで
はデフレが完全に脱却できるというような有効な

す。

ろ、このときは、二十兆、二十五兆、三十兆、最
高は三十五兆まで行ったんだと記憶しますけれど

二十兆、三十兆の金融緩和をやりましたけれども、
日本銀行がお金を緩和しても日銀当座預金に金が

ものになり得ないというのはもう十年前にやって

い方をするといかぬかもしれませんけれども、私
は、そういうような予算になっているのではない

たまるだけで、それから先の需要につながってい
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