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　「公正な税制を求める市民連絡会」は昨年（2015年）5月に発足し、その後都内だけでも６回の学習会を実
施、緊急集会等も開いてきました。そして検討を重ねて12月に「2015年提言」を公表するところまで来ました
が、さらに多くの人 と々繋がり、具体的な提案と行動を広げたいと思っています。多くの納税者は税制とその使
われ方に無関心ではなかったかと反省もしています。
　生活が苦しい、負担ばかり増える、消費増税は厳しいという声がたくさん聞こえて来るのに、「経済の好循環
が生まれてきた」「一億総活躍社会への道が見える」「女性も皆輝くのだ」との説明が繰り返され、虚しさと憤
りが募ります。アベノミクスというものの正体や政府の推し進める経済政策の詳細な中身を素人の私たちが正
確に把握することは難しいですが、経済学者等からの「危うい」「これでいいのか」との指摘は確実に増えてき
ています。何はなくとも経済成長、企業が儲かれば皆上手く回るという強引な手法に強い違和感を持ち、誰も
が安心して暮らせる社会とは逆へ向かうと懸念して来ましたが、やはり格差は広がり、人の尊厳を壊すような
貧困の問題も深刻さを増しています。政治はまず人に温かくあらねばならず、特に弱い立場の人に寄り添うこ
とが求められます。
　モノ・サービスをとにかく売りつけてお金を稼ぐところばかりが尊重され、人を支えたり育てたり、救ったりする
ところへの目配りが低いのはたいへん残念であり問題です。ここを大きく変えなければならないのだと思って
います。弱い立場の人を救うための税が逆に弱い立場を苦しめるものとなっているのは、やはりおかしいと感じ
ます。場当たり的な低所得者対策やその穴埋めの話に終始せず、税制度全体がどうあるべきか、税は誰がど
う負担してどう国を建て直すのか、将来の国の形はどうあるべきかについて、根本的に議論することが必要で
す。市民の立場で考え合い、発信し、行動する場として出来たのが「公正な税制を求める市民連絡会」です。
学び合い、より良い社会を目指す場としていきたいと思っています。富の集中と貧困の連鎖を断ち切ることに、
いま力を尽くさなければこの国に未来はありません。
　集会や学習会では、名だたる大企業が応分の税を納めていない実態が示されました。また各国に広がる深
刻な税逃れの仕組みも明らかにされ、これらを国際的な連携で是正していく必要性も共有しています。困難な
道のりだと思われますが挑戦していかなくてはなりません。納税は「社会の連帯」の基礎であり、「財政が社会
を支えなくてはいけない」ということも学び、そのために税制と社会保障のシステム全体が公正であることが、
とにかく重要であると実感しています。公正で持続可能な、温かい社会を創るのは私たちです。
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─ 誰もが安心して暮らせる社会保障と
     公正な税制の実現に向けて ─

社会保障改革の現局面と
税制改革の課題

「公正な税制を求める市民連絡会」会報　Vol.4(2016.4)

安倍政権のもとで進む
社会保障費削減と軍拡

　安倍晋三政権は、国会での多数議席を背景に、2015年
９月、事実上の「戦争法」ともいうべき安全保障関連法を、
強行採決に次ぐ強行採決で成立させた。その一方で、社
会保障改革の名のもと、社会保障費の抑制や削減（以下
「社会保障削減」という）を進めている。2016年度政府予
算案では、安全保障関連法の成立をうけ防衛費（軍事費）
が４年連続で増加し、５兆円の大台を突破、過去最高額と
なる一方、社会保障費は、診療報酬の引き下げなどで、概
算要求時の自然増分6700億円が5000億円に圧縮され
た（1700億円の削減）。
　安全保障関連法については、国民各層から反対の声が
沸き起こり、大きな国民的運動へと発展したが、社会保障
改革については、年金や医療など社会保障の内容が複雑
なため、国民の側からの大きな反対や批判にさらされるこ
となく、社会保障削減を目的とする法律が次々と成立し改
革が実施に移されている。

空洞化する日本の税制
─消費税増税と法人税減税

　そもそも、消費税増税による増収分をすべて社会保障
の充実・安定化に充てるとしながら、安倍政権のもとで、社
会保障が充実どころか、削減されているのはなぜか。
　社会保障の費用は、他の歳出項目と同様、国債を含め
た歳入全体から支出されており、所得税や法人税などの
税収によっても賄われている。そして、社会保障の安定化
に消費税収を用いるということは、これまで社会保障に充
てられてきた法人税収などが浮くことを意味する。いわゆ
る予算のすげかえである。つまり、消費税増収分の大半

は、社会保障の安定化と称し、法人税減税などによる減収
の穴埋めに使われていることになる。
　実際、消費税の増税にあわせるかのように、法人税の
減税が行われてきた。2015年度には、法人実効税率が
32.11％に引き下げられ、2016年度には、さらに29.97％
まで引き下げる。しかし、法人税を減税しても、減税分の利
益の大半は、株主への配当や役員報酬、企業の内部留保
となり（大企業の内部留保は過去最大の300兆円にのぼ
る）、労働者の賃金には十分回ってきていない。物価変動
の影響を除いた実質賃金は、2015年にはマイナス0.9％
と、４年連続でマイナスとなっている（厚生労働省「毎月勤
労統計調査」）。安倍政権の進める法人税の引き下げを
中止すれば、消費税率10％への引き上げは不要ではない
のか。

社会保障財源としての
消費税の問題点

　何よりも、消費税は、貧困と格差を拡大する特徴をもつ
不公平税制である。そして、社会保障財源の主要財源を
消費税に求めるかぎり、貧困や格差の拡大に対処するた
めに、社会保障支出の増大が不可避となり消費税を増税
し続けなければならなくなる。増税ができなければ、社会保
障を削減し、貧困と格差の拡大を放置するかしかない。消
費税は、社会保障の財源として最もふさわしくないのであ
る。
　そもそも、社会保障費（現在は、年金、医療・介護、子育
て支援の社会保障４経費）すべてを消費税収で賄うことな
ど不可能であり、そうしている国など存在しない。社会保
障費は、あらゆる税収で賄われるのが当然だからだ。

1960年生まれ。鹿児島大学法科大学院教授。専攻は社会保障法。東京大学大学院修了。法政大学助教授、九州大学助教授
を経て、2004年より現職。著書に『介護保険法と権利保障』『後期高齢者医療制度』『社会保障改革のゆくえを読む』他。 伊藤周平
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社会保障改革の現局面
─改革という名の社会保障削減

　安倍政権の社会保障改革のなかでも、厳しい給付抑制
が行われているのは、介護保険制度改革である。2015年
４月から施行されている改正介護保険法により、特別養護
老人ホームの入所者が要介護３以上に限定され、一定所
得以上の利用者の利用者負担が１割から２割に引き上げ
られるなどの給付抑制策がとられている。
　介護保険施設や事業者に支払われる介護報酬も、
2015年改定で2.27％のマイナス改定となり、介護職員処
遇改善加算の拡充分（プラス1.65％）などを除けば、基本
報酬は4.48％のマイナス改定で、過去最大の引き下げと
なった。とくに、小規模型通所介護の基本報酬は最大で
9.8％も引き下げられ、特別養護老人ホームも、全体で約
６％の引き下げである。介護職員の処遇改善加算の増額
がなされたが、基本報酬の引き下げで、介護事業者の減
収は避けられず、これでは、介護職員の処遇改善は進ま
ず、むしろ後退し、平均月収が全産業の平均よりも約10万
円も低い介護職員の賃金がさらに低下し、介護現場の深
刻な人手不足を加速させることは必至である。

代替案
　安倍政権の社会保障削減によりもたらされる国民の生
活破壊を防ぐため、どのような代替案を提示し対峙してい
くべきか。
　第１に、労働規制を強化し、労働者の賃金を上昇させ、
内需を拡大していく必要がある。具体的には、非正規労働
者の増大に歯止めをかけるため、労働者派遣法の廃止
（常用代替禁止原則を徹底させるための当面の抜本改
革）、有期労働契約の規制などが考えられる。また、賃金
の底上げをはかるため、全国一律の最低賃金制度を確立
し、時給1000円に引き上げるべきである（ただし、中小企
業などへの支援は必要となろう）。
　第２に、介護保険については、介護保険料を所得に応じ
た定率負担にするなどの抜本改革が不可欠だが、当面は、
介護報酬を再改定し大幅な引き上げを行い、人員配置基
準も引き上げる必要がある。同時に、介護報酬とは別に公
費で負担する処遇改善交付金（つまり介護保険料に跳ね
返らない仕組み）を、介護職員だけでなく、看護職員などに
も対象を拡大して復活させるべきである。また、建設費補
助への国庫補助を復活させ、不足している特別養護老人
ホームの増設を進めるべきと考える。
　第３に、現在の不公平税制を是正する税制改革が必要
である。まずは、所得税の累進性を強化し、富裕層への課

税を強化すべきだろう。また、大企業に集中する租税特別
措置関係の減税をやめ、過度に引き下げられた法人税の
税率をもとに戻すべきである。国の政策目的に沿って減税
する租税特別措置の一部である「政策減税」も、2014年
度は、１兆2000億円にものぼる（「租税特別措置の適用
実態調査」による）。減税の恩恵を受けている大企業から
自民党に多額の献金がなされており、こうした癒着の構造
を是正し、租税特別措置の廃止、縮小により法人税の課
税ベースを拡大する必要がある。

今後の課題
─誰もが安心して暮らせる社会保障と
公正な税制の実現に向けて

　安倍政権は、かつてない規模で拡大した安全保障関連
法に対する国民の批判をかわすため、「希望を生み出す
強い経済」「夢を紡ぐ子育て支援」「安心につながる社会
保障」を新たな「３本の矢」に位置付けた政策を打ち出し
た。そこでは合計特殊出生率を1.8に引き上げること（現
在は1.4）、現在、年間10万人を超す親族の介護を理由と
した介護離職をゼロにする、といった目標を掲げた。しか
し、保育所待機児童の解消のめどは立っておらず、保育料
の値上げも続いている。労働者派遣法の改正で、派遣労
働者をはじめ不安定・低賃金の非正規雇用の労働者が増
大することは確実で、これでは少子化に歯止めはかからな
いだろう。介護分野でも、介護報酬の大幅引き下げで、人
材確保が困難となっており、家族の介護負担が増大して
いる。これで介護離職がゼロになるはずがない。
　安倍政権による社会保障の削減は、日本国憲法25条１
項に規定する生存権を空洞化する政策であり、これにより
貧困や格差が今以上に拡大することは必至である。貧困
や格差を拡大させる政策は、意図的か否かは別として、貧
困層の若者の経済的徴兵をうながし、安全保障関連法と
並んで、日本を戦争のできる国にしていく基盤づくりといえ
る。社会保障の拡充を訴え憲法25条を守る運動は、貧困
や格差を解消し、戦争させない国づくり、憲法９条を守る
運動でもある。
　消費税の軽減税率で、公明党に大幅譲歩した安倍政権
は、参議院選挙で、借りをつくった公明党も巻き込み憲法
改正の発議に必要な３分の２の議席確保をめざしている。
それを阻止するためにも、いまこそ、野党は、消費税の問題
点を広く知らせ、税・社会保障の所得再分配機能の再構
築に向けた対案を提示し、安全保障関連法廃止とともに、
社会保障を参議院選挙の争点としていくべきと考える。

「公正な税制を求める市民連絡会」会報　Vol.4(2016.4)
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書籍紹介書籍紹介書籍紹介書籍紹介 公正な税制や社会保障制度とは何かを考えるための
ヒントとなる書籍を紹介します。

　本書は、ポスト福祉国家のヴィジョンとして「人間国家」を提唱する。「人間国家」とは、
「現物給付中心の社会保障」「学びの社会」「参加型民主主義」をめざす国家のこと。現在、
先進諸国は、租税制度の改革を進めているが、そのうち日本は、小さな政府の理念のも
とで基幹税を所得税・法人税中心から付加価値税中心へと改革を進めてきた。その結
果、租税負担の著しく低い国となり、財政が有効に機能しなくなったと指摘する。それで
は、「人間国家」を実現するための租税制度とは何か。本書は「所得税の実質的な累進性
を高めながら、所得税と消費税を基幹税の車の両輪とする」租税制度を提案する。日本
の未来に希望を持ちたい人におすすめの一冊。

　
　2012年、民主党政権下で決定された「社会保障と税の一体改革」は、少子高齢社会に
よる社会保障費の増大と財政再建の両立へ向け、消費増税と社会保障費の抑制を掲げ
た。だが、同年誕生した安倍政権下、社会保障費は削減されても軍事費は増加を続け、
財政再建は遠のくばかりだ。また、消費増税は事実上、法人税減税の穴埋めにあてられ、
逆進性の高い消費増税によって貧困化も進む。本書ではこうした事実が、数字で丹念に
立証されていく。社会保障が富裕層から低所得層への再分配政策であるなら、大手企業
や富裕層への課税強化こそが必要とする筆者の論理は明快だ。「福祉のための消費増
税」の虚構を見抜き、税の現実から出発するための必読の書だ。

［ＮＨＫブックス］
1300円＋税

［自治体研究社］
2200円＋税

［日本評論社］
1900円＋税

神野直彦 『「人間国家」への改革―
　　　　参加保障型の福祉社会をつくる 』

伊藤周平 『社会保障改革のゆくえを読む―
　　　　生活保護、保育、医療・介護、年金、障害者福祉』

　経済学は効率性と公平性という２つの評価軸を持っている。本書は、人々が公平性を
どのように受け止めているのか、日本の再分配政策の問題点、教育格差と子どもの貧
困、世代間における所得再分配のあり方などについて、経済学の知識がない読者にもわ
かりやすく説明している。アベノミクスの「ＧＤＰ600兆円」というスローガンに対して、
「そもそもそんなに経済成長する必要ってあるの？」と感じている人も少なくないので
は。「効率性」ばかりを追求してひたすら経済成長を優先する一方で、子育てや教育、医
療や介護など、私たち市民が安心して暮らすための「公平性」はないがしろにされてい
る。そんな政策に疑問を持つ人にもぜひ読んでほしい一冊。

小塩隆士 『効率と公平を問う』

編集部
より

紹介した書籍の感想文を編集部までお寄せください。いただいた感想文は当会報に掲載する予定です。

投稿方法については8ページをご覧ください ▶

 (書評 : 名嘉)

 (書評 : 竹信)

 (書評 : 内田)



5

Ｑ

A   租税における公平の原則には、利益原則（応
益原則）と能力原則（応能原則）という２つの考
え方があります。利益原則では、社会を形成す

ることによって生まれる「利益」に応じて税を負担すること
が公平だと考えます。これに対して、能力原則では、国民
の経済的な「能力」に応じて租税を負担することが公平だ
と考えます。市場社会が誕生していく市民革命の時代に
は、市場による所得分配が国民の能力を反映するものとし
て肯定されたのに対し、市場社会が展開していくにつれ、
市場による所得分配の格差が社会問題となっていきま
す。そこで市場による所得分配は公正ではないという考え
方が受け入れられ、租税の公平も利益原則から能力原則
へとシフトしていきました。（神野直彦『税金　常識のウ
ソ』文藝春秋より）
　日本では現在、租税の原則といえば「公平・中立・簡
素」と唱えられています。しかしこの公平は、果たして応能
原則に基づく公平といえるのでしょうか。消費税の税率を
引き上げる一方で、国際競争の名のもとに法人税率を引
き下げ、所得税においても、最高税率の引き下げや、利
子・配当・譲渡など資産性所得の分離課税により、所得の
再分配機能は著しく低下しています。租税の公平という観
点から、所得課税・消費課税・資産課税のあるべき姿を問
い直す必要があります。
　税と社会保障の役割から、社会サービスに必要な財源
を、税で集めるのか社会保険料で集めるのかという問題
もあります。社会保険料の負担は低所得者により重く、逆
進的になっています。

世代間の公平についても考えたいものです。先日、某雑誌
で「逃げ切り世代　駆け込みセーフは何歳まで？」という
特集がありましたが、なんとも情けないことです。自分の子
や孫の前で「私は逃げ切り世代でよかった。自分が生きて
いる間だけ日本が持ちこたえてくれればいい。あとは野と
なれ山となれ」と言えるのでしょうか。
　都市と地方の格差の問題から、地方財政のあり方につ
いても考えなくてはなりません。平成28年度税制改正で
は、法人住民税を東京都などの豊かな自治体から地方の
自治体へ分配する案がありますが、都市と地方の分断を
生む政策です。
　税には直接的な見返りはないといっても、負担と受益の
関係も公平感に大きく影響します。働きたくても保育園が
足りない、教育費は高く給付型の奨学金もないなど、現役
世代の中間層に受益感がなければ、税金を払うことへの
抵抗感が強まるのも無理はありません。
　また、男女の賃金格差や、正規社員と非正規社員の格
差など、市場経済における雇用のあり方が不公平であれ
ば、いくら税による再分配をしても、砂漠に水をまくことに
なってしまいます。
　租税の公平を考える上で大切なことは、異なる立場間
で対立し分断するのではなく、社会の共同の困難を分か
ち合い、人の痛みに共感し、連帯することではないでしょ
うか。次の世代にどんな社会を遺すのかを念頭に、公平な
税のあり方を考えたいものです。

（税理士　内田麻由子）

やさしい税金ＱＱ＆Ａ〈 第4回 〉 

？

「公正な税制を求める市民連絡会」会報　Vol.4(2016.4)

◆軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過
　衆院は3月１日の本会議で消費税率10％への引き上げ時に
軽減税率を導入することを盛り込んだ税制改正関連法案を
可決し、参院に送付した。3月末までに成立する可能性が高
まった。軽減税率は2017年4月の制度開始まで残り1年程度

進的になっています。

税と社会保障のニュースクリップ
しかない。事業者は法案の成立をにらみながら、準備を急
ぐ必要がある。
　軽減税率の対象は酒と外食を除いた飲食料品と週2回以上
発行する新聞だ。1兆円規模の減収になるが、政府・与党は
今秋をめどに財源確保策の検討を始める。
（3/1日経Web版より）

公平な税のあり方とは公平な税のあり方とは
公平な税のあり方を考えるときのポイントには
どのようなものがあるのでしょうか？
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会員のひろばへ投稿をお寄せください。「税制や社会保障制度について思うこと」「こんな税制・制度があったら
いいな」「税金のここが知りたい」「連絡会の活動に期待すること」など、税や社会保障に関する内容で自由にお
書きください。いただいた投稿は当会報に掲載する予定です。

会員の皆様といっしょにつくるページ

編集部
より

「公正な税制を求める市民連絡会」会報　Vol.4(2016.4)

投稿方法については8ページをご覧ください ▶

　税の重要な役割に所得の再分配機能がある。
所得格差、資産格差が拡大している今日の日本に
あっては、その役割はいっそう重要である。しかし所
得税の累進税率は、自民党政権の下、引き下げら
れてきた。1947年には所得税の最高税率は
85％であったものが、今日では45％である。逆に、
逆進性の強い消費税の税率が引き上げられようと
している。消費税率の引き上げに当たって、生活出
需品の軽減税率が議論されているが、煩雑な手
間が必要になり、そのような手間をかけるより、所得
税の累進税率の強化や、資産課税の強化といっ
た直接税で、所得再分配をするのが格差を是正
するための正しいやり方である。

会員のみなさまから寄せられた投稿をご紹介します。

累進課税、資産課税の強化を
　28年度税制改正の基本的考え方を読んで、背
筋がぞっとした。「家庭の経済事情によって左右さ
れることなく質の高い教育を受けられるように」「若
い世代が子どもを生み育てやすい環境を整備す
る」という内容と、改正大綱の中身が真逆だと思え
たからである。軽減税率で低所得者対策（食品に
係る負担が大きい）というがその減税はたった２％
である。しかも学生の参考書は減税対象でなく新
聞だけ、駅売りの新聞は対象外。これまで免税事
業者だった中小規模の小売業などからも消費税を
納税させるためのインボイス制度…。官邸主導の
税制改正の問題が指摘されているが税は国の明
日をつくる基本。このままでいいのか、はなはだ疑問
に思う。

税制改正に疑問あり！　

紅林進・65歳・フリーライター 上野恵美子・会社員

　1月の『財政と医療』をテーマとした学習会は、大変
示唆に富んだものであった。とりわけ、現在我々が負担
している健康保険料をゼロにするためには、11兆円の
財源があれば済むという事実である。私は、総合保険
代理店を経営している立場から、日本人が、必要以上
に民間の保険に頼りすぎている現実を問題視してい
る。その額、年間35兆円、実に、11兆円の3倍以上で
ある。そこから生命保険会社が得ている利益は、3.5兆
円にも上る。学習会の講師である中氏によれば、現政
権は、「社会保障の営利企業化」をめざしているようだ
が、それとは全く逆に、営利企業の利益を社会保障に

営利企業の利益を社会保障に還元する策

藤井泰輔・61歳・会社役員

取り込むことで、住民の負担は大きく軽減できる。具体
的には、医療費負担増にあえぐ地方自治体が、生命保
険を代替する安い共済を運営すれば、住民の総合的
な保険料負担を大きく減らせるし、住民本位で、自治体
の費用がいらない保障制度が構築できる。生命保険
業界が営々として貯めこんできた資産は、既に350兆
円にもなり、現行の社員を雇用し続けるのに十分すぎる
ほどの蓄えだ。世の中の現状を考えると、そうした生保
業界の利益構造を、そろそろ公的な福祉の世界に引き
戻す時期に来ていると、学習会を通じて改めて思った。
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公正な税制を求める市民連絡会は、さまざまな団体と連携し、
市民一人ひとりの基本的人権が守られる社会の実現に向けて、共に取り組んでいきます。
ここでは団体会員の活動をご紹介します。

事務局
よ　り

　戦後まもなく医師たちの自主的な活動が広がり、1961年に国民皆保険制度が実現しました。「保険医の経営、生活ならびに
権利を守ること」「保険で良い医療の充実・改善を通じて国民医療を守ること」を目的に各地で保険医協会・保険医会が設立
され、1969年に全国保険医団体連合会(略称：保団連)が結成されました。現在51保険医協会・保険医会（医師・歯科医師10
万5000人）が保団連に加盟しています。この３月より、「骨太方針2015」の医療費抑制政策に対抗し、「ストップ！患者負担増」
請願署名の取り組みをスタートしました。財政問題では2015年に「医療再建で国民は幸せに、経済も元気に－医療への公的
支出を増やす３つの提案（改訂版）」を行っています。

〒151-0053渋谷区代々木2-5-5新宿農協会館5Ｆ　ＴＥＬ　03-3375-5121　　ＦＡＸ　03-3375-1862
事務局長　中 重治　　　ホームページ　http://hodanren.doc-net.or.jp/

全国保険医団体連合会（保団連）

　2016年1月30日、ＡＰ大阪淀屋橋にて、上記シンポが、会場いっぱいの150名超の参加を
得て開催されました（主催：反貧困ネットワーク大阪、共催：公正な税制を求める市民連絡会・
生活保護問題対策全国会議・反貧困ネットワーク）。
　宇都宮健児弁護士の挨拶に始まり、第1部では、生活保護、年金、医療、介護、障害、奨学
金、保育の各分野から、それぞれの分野で具体的にどのような給付削減策が進行している
かのリレー報告がありました。さすが自力のある大阪の運動団体の面々、簡にして要を得た
迫力のある報告が続きました。運動の側はタコツボ化して隣の分野のことは知らないけれ
ど、国の方は、社会保障全体を見渡して下へ下へと戦略的に制度改変を進めているというこ
とが良くわかりました。
　第2部は、慶応大教授の井手英策氏による基調講演『分断社会を終わらせる～「救済の政治」から「必要の政治」へ』。井手
氏の話は熱血で大変面白く、「今日は皆さんから袋叩きにあう覚悟で話しに来た」という挑発的な導入から、会場の皆が引き
込まれるように聞き入りました。生活保護問題に取り組む私もそうですが、「絞り込まれていく弱者」をかばえばかばうほど「市
民」からのバッシングが強まるという負のスパイラルに行き詰りを感じている人は少なくないと思います。中間層に受益がない
から租税抵抗が生まれ受益者へのバッシングが生まれる。「本当に困っている人」を選別し続ける救済型再分配から、所得に
関わらず人間の共通のニーズを満たす共存型再分配へ。所得によらず無償の現物給付（保育、医療、教育、介護）を受けられ
る普遍的社会保障を構築し、中間層と低所得層の利害を一致させる「誰もが受益者という財政戦略」。弱者救済を目的とせ
ず結果として弱者を生まない社会を目指すという主張は目からウロコでした。

（小久保哲郎　生活保護問題対策全国会議　事務局長）

大阪シンポ開催報告
「社会保障の切り捨てアカン！ 
  財源（カネ）がないってホンマなん？～公正な税制のあり方を考える」

社会保障の充実のため活動されている団体の皆様へ
社会保障の充実は市民の権利ですが、その実現のためには財源を提言していくことが有効です。公正な税制を求め
る市民連絡会では多くの税や金融の専門家らと連携して、シンポジウム、集会の案内、税制度の講師派遣をしていま
す。共催、後援などにより、ともに活動の発展、充実にお役に立てると考えています。ぜひ入会をご検討ください。

連絡先

会員専用ＭＬへご登録いただくと、最新ニュースが届
くほか全国の会員と情報交換をすることができます。
※ＭＬの招待メールがまだ届いていない会員の方は、お名前・
Ｅメールアドレスを明記の上、uchida@n-sk.org（内田）ま
でお問合せください。

会員専用メーリングリスト
（ＭＬ）にご登録ください！

「公正な税制を求める市民連絡会」会報　Vol.4(2016.4)
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〒330-0064 さいたま市浦和区岸町７-１２-１ 東和ビル４階 　
埼玉総合法律事務所  弁護士　猪股 正　
TEL 048-862-0355　 FAX 048-866-0425

編 集 後 記

広報ツール（会報＋入会案内）を使って、周りの人たちに当連絡会の活動
をご紹介ください。税制に関心を持つ人を増やしていきましょう。広報
ツールは無料です。ご希望の方は、お名前・ご住所・電話番号・必要部数を
明記の上、uchida@n-sk.org（内田）までＥメールでお申込みください。

■この４月にお子さんやお孫さんがご入園・ご入学された皆さま、おめでとうございます。わが家の一人娘は今春、大学院を
卒業して社会人になったが、それにしても私立大学（理系）の学費は高かった。これでは若い人が結婚して子どもを持つの
をためらうのも無理はない。学ぶ意欲さえあれば、誰でも教育が受けられる社会になることを望む。子育ては大変だが喜び
はそれ以上に大きい。その喜びを娘たち世代にもぜひ味わってほしい。（内田）
■「保育園の選考に落ちた、総活躍社会というけれど活躍できないじゃないか、税金払っているのに」。税の使い道、税の集
め方に対する根本的な問いかけだ。保育園だけではない。このような声はいたるところで聞かれる。この問いかけにどう応
えるのか。会の発足一周年を迎え、また選挙も近い。私たちが取り組むべき課題はますます大きい。（合田）

活動報告

開催予告

主婦会館にて、第５回学習会「財政と医療～医療崩壊を食い止め、医療・社会保障の拡充を目指して」（講師：全国保険医
団体連合会　事務局長　中重治氏）を開催しました。
主婦会館にて、第６回学習会「財政と障害者福祉」（講師：きょうされん常任理事　小野浩氏）を開催しました。

広報ツールをご利用ください

所属団体や勉強会などで会報（最新号）の配布をお願いします

inomata.tadashi@saitamasogo.jp（事務局長・猪股正）または
mizutani@mizutani-web.com（事務局次長・水谷英二）

団体1口／1万円　個人1口／2千円　学生1口／500円

4ページで紹介した書籍の感想文や、
6ページ「会員のひろば」への投稿を
募集しています。

会報の配布をご希望の方は、お名前・ご住所・電話番号・必要部数（10
部単位）を明記の上、uchida@n-sk.org（内田）までＥメールでお申込
みください。恐縮ですが、1部150円と送料をご負担いただきます。

本文はどちらも300字程度。感想文には書籍名を、「会員のひ
ろば」への投稿にはタイトルをお書きください。
投稿方法：①氏名 ②職業 ③年齢（任意） ④Ｅメールアドレス

⑤電話番号 を明記の上、uchida@n-sk.org（内田）
までＥメールでお送りください。

「公正な税制を求める市民連絡会」会報　Vol.4(2016.4)

「公正な税制を求める市民連絡会」
設立一周年記念集会

会　費

入会に関する
問い合わせ先

日　時

会　場

資料代

日　時

会　場

参加費

定　員

講　師

基調講演

投稿
募集中
です！

個人会員・団体会員を募集中です！個人会員・団体会員を募集中です！
税制や社会保障に関連する団体や、それら

に関心のある個人の方など、幅広い皆様

のご加入をお待ちしています。

入会された方には年4回、会報を送付します。

また会員専用ML(メーリングリスト)にも

ご参加いただけます。

2016年4月20日（水）
18：30～21：00（受付開始18：00）

7ページ右上参照 ▶

500円

1
20

3
16

第7回学習会 財政と奨学金
大内裕和 氏（中京大学教授）

主婦会館プラザエフ
（JR四ツ谷駅　麹町口1分）

生存と尊厳の財政学
講　師 佐藤 滋 氏
　　　  （東北学院大学 経済学部共生社会経済学科准教授)

1,000円
150名　

司法書士会館　
地下1階　
日司連ホール

2016年
5月22日（日）
13：30～17：00
（受付開始13：00）

事前
申込み
不要

事前
申込み
不要

※地図http://
　plaza-f.or.jp/index2/access/

4/20（水）

大内 裕和氏

18：30～21：00

主婦連合会会議室
（主婦会館プラザエフ3階）

公正な税制を求める市民連絡会
事務局連絡先　弁護士　猪股正　
さいたま市浦和区岸町7-12-1東和ビル4階　埼玉総合法律事務所  ℡048-862-0355　fax048-866-0425

●JR四ツ谷駅麹町口前（歩1分）　
●地下鉄南北線 / 丸の内線四ツ谷駅（歩3分）

5００円（経済的に困難な方は無料）

（開場18：00）

日　　時

会　　場講　　師

主　　催

資  料  代

中京大学教授、
奨学金問題対策全国会議 共同代表

イグナチオ
教会 上智大学

雙葉学園
学園

ロータリー

麹町口

地下鉄
南北線
四ッ谷駅
3番出口

JR四ッ谷駅
新宿通り

外
堀
通
り

地下鉄
丸ノ内線
四ッ谷駅

至御茶ノ水

至新宿

J
R
中
央・総
武
線

スクワール
麹町

TOILET

主婦会館
プラザエフ

出口1

財政と奨学金
公正な税制を求める市民連絡会学習会第7回

格差と貧困の拡大する中で、学費が高騰し、家計が苦しくなる中で、奨学金
という名の借金を負わざるを得ない若者の急増は、ようやく大きな社会問題
として取り上げられるようになりました。このような若者の窮状は、若者だけ
の問題ではなく、もはや、社会そのものを維持し継続していくことを困難にす
るほど深刻化しています。
今回の学習会では、「奨学金」「ブラックバイト」という言葉で、若者の窮状
を衝撃的に社会に提起している中京大学教授大内裕和さんをお招きして、教
育費と奨学金にはどんな問題点があり、必要な財源はどのくらい必要とされ
るのか学習します。是非、ふるってご参加下さい。

ホテルグランドヒル
市ヶ谷

南北
線

外掘
通り

丸ノ内線

市谷本村町 八幡前交番

防衛省

四谷見附

郵便局

JR
市ヶ
谷駅

東

ト
メ
京

ロ

　

四

アトレアトレアトレアアトレ

J
R

駅

日司連ホール

新宿区本塩町９-３　
JR／地下鉄：
四ツ谷駅5分

司法書士会館地下

上智大学

「公正な税制を求める市民連絡会」総会　
日時／2016年５月22日（日）13：15～13：30
場所／司法書士会館 地下1階  日司連ホール


