「公正な税制を求める市民連絡会」
会報

タックス・ジャスティス
発行：公正な税制を求める市民連絡会
事務局 〒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
連絡先
TEL 048-862-0355 FAX 048-866-0425

公正な税制を求める市民連絡会

検索

HP http://tax-justice.com/
facebook https://www.facebook.com/tax.justice.jp

Vol.5

2016.7

人間のための財政
公正な税制を求める市民連絡会 事務局長

弁護士

猪股 正

公正な税制を求める市民連絡会が正式に発足して１年がたちました。先般開
催した設立１周年の記念集会では、
「租税抵抗の財政学−信頼と合意に基づく
社会へ」
（岩波書店）の著者でもある東北学院大学准教授の佐藤滋さんに「人間の生存と尊厳を支える財政
への転換」をテーマに基調講演をしていただきました。佐藤滋さんは、
日本の財政が、給付の削減や自己負担
増など社会保障「削り」を繰り返していることについて、
「方向性感覚の欠如」だと批判されました。
昨年末、私たちは、公正な税制を求める市民連絡会としての提言を公表しました（http://tax-justice.com/?p=248）
が、私たちが最も重要な点として最初に指摘しているのは、財政の役割や存在意義が見失われているという
点です。
１９９０年代半ば以降、平均的な世帯所得は減り続けて２割以上も落ち込み、貯蓄も減少を続け今や
全体の３割の世帯が貯蓄ゼロとなり、貧困率も過去最悪となっています。貧困と格差が拡大し、社会保障を充
実しなければならないときに、政府は、財源不足、累積債務の増大等を理由に、社会保障の削減対象を必死
に探し回っています。
まさに、方向性感覚が欠如しているといわざるを得ません。
私たちは、提言の中で、
「財政は、本来、人々の人間的な生を可能にし、その尊厳を守るためのものである」
から、限られた税収しかないことによって枠付け、幸福追求権や生存権（憲法１３条、
２５条）の価値の実現を二
の次にするのは本末転倒であること、削減ありきではなく、人々のニーズを初めに考え、そのために求められる
財源を人々が負担し合うという考え方（量出制入原則）
に立ち返る必要があることを強調しています。そして、
すべての人を対象とする無償の教育や医療のように、中流層を含む、すべての人の基礎的ニーズを充たす普
遍主義への志向を強めることが、税負担への抵抗を減らし、強靱な財政の構築を実現し、社会の分断を乗り
越える道であると私たちは考えます。
このような考え方に対しては、現実を無視しているとの批判もあるかもしれません。
しかし、不可能だと決めつけてはならず、
「『できること』
より
『必要なこと』
を選択し実行すべきであり、
『す
べてか、無か』
に陥らない」ことが大切です。
２０１５年５月の公正な税制を求める市民連絡会の設立集会での
竹信美恵子さんの言葉です。佐藤滋さんは、政治学者の丸山眞男さんの言葉を紹介して、設立１周年記念
集会の講演を締めくくられました。
「『現実はそうはいかない』
という考え方は、現実感として間違っている。
『リアル（現実）』
とは、
『 可能性』の束であり、重要なのは『方向性』の認識である。」。いろいろな可能性の方
向性を認識し、選択し、正しい方向へと伸ばしていくことが重要です。現実や既成事実に屈服せず、力を合わ
せ、人間のための財政へと転換し、誰もが人間らしく生き、自分の生き方を自分で決められる、公正な社会を
実現しましょう。

猪股 正
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この問題は私たちの足元の問題とつながっている
たけのぶ

み えこ

パナマ文書が話題になっている。日本では当初、中国やロシアの政

竹信 三恵子

府の腐敗ぶりを示すものとして報じられた。日本の大手企業経営者の

ジャーナリスト・和光大学教授。1976
年、朝日新聞社に入社。経済部記者、シ
ンガポール特派員、編集委員兼論説委
員（労働担当）などを経て2011年から
現職。著書に『 家事労働ハラスメント』
（岩波新書）、
『 ピケティ入門〜
「21世紀
の 資 本 」の 読 み 方 』
（ 金 曜 日 ）な ど 。
2009年貧困ジャーナリズム大賞受賞。

名がちらつき始めた最近でも、税金を払わない富裕層など、どこか遠
くの人々のスキャンダルとして取り上げられがちだ。だが、この問題
は、
「保育園おちた

日本死ね!!!」
のブログにも見られる私たちの足元

の現実と、密接につながっている。

朝日新聞が2008年からに連載したルポ「公貧社会」

「財政難だからしかたない」への疑問
4月27日、
「公正な税制を求める市民連絡会」
（宇都宮

は、税収が減り、公的部門だけが赤字化した社会で適切な

健児代表）は、
「パナマ文書の徹底調査等を求める声明」

政策が阻まれている状況を描いた。だが、ピケティが明ら

を発表した。貧困問題に取り組む専門家や市民活動家ら

かにしたように、
「小さな政府」や「財政難」が税制の変化

が中心メンバーの同会が、なぜパナマ文書に言及するの

によって生まれたものなら、税の取り方と税の使い方を変

か。声明は、次のように述べる。

えることで社会保障の再強化は可能かもしれない――。

「財源不足を理由に、年間3000億円から5000億円の

「公正な税制を求める市民連絡会」が昨年5月に発足した

社会保障費を削減する政府の方針（骨太の方針2015）

のは、そんな思いの人々が集まったからだ。私も、
『ピケティ

のもと、保育、医療、介護、年金、障害、生活保護等幅広い

入門〜「21世紀の資本」の読み方』
（ 2014年、金曜日）
を

分野で、給付削減、自己負担増等が進められる中で、流出

執筆中に同じ思いにとらわれ、
この連絡会に参加した。

したパナマ文書を巡り、富裕層や大企業によるタックス・ヘ

今回のパナマ文書は、こうしたピケティの衝撃に続き、

イブン
（租税回避地）
を利用した税逃れへの批判が高まっ

大手企業や富裕層から税を集められない構造の一端を明

ている」

るみに出した。

政府は、生活保護の削減、介護報酬の切り下げを相次
いで打ち出してきた。その理由として、いつも挙げられるの

「日本死ね!!!」の背景
この3月に日本社会を席巻した「保育園落ちた

が「財源不足」だった。
グローバル化の中で主要産業だった製造業は日本を脱
出し、非正規化も進み、2012年には6人に1人が貧困の社

日本死

ね!!!」のブログも、
こうした「公貧社会」とそれを生む税の
取り方・使い方の延長線上にある。

会になっている。とりわけ次世代を担う子どもの貧困は深

男性の雇用が不安定化する中で、日本も女性が働かな

刻だ。社会保障の安全ネットの強化が不可欠な時代になっ

いと家計がもたない社会へと転換しつつある。そんな社会

ているのに、
「財源不足」を理由にされると私たちは口をつ

で保育・介護サービスは暮らしの命綱だ。
女性の家庭内保育・介護に依存してきた日本社会では、

ぐんでしまう。
その壁の最初の突破口が、フランスの経済学者、
トマ・

とりわけ、その不足度は大きい。ところが、
この部分への公
的資金の投入はなお鈍い。保育施設を増やしても保育士

ピケティの『21世紀の資本』
だった。
ピケティによると、戦後の社会は、富裕層から多く税を取

の人手が追い付かない。待遇が悪く、資格を持つ人が働き

る累進課税を通じて低所得層への再分配を強め、格差を

に出てこないからだ。2013年の厚労省調査では潜在保育

縮小してきた。だが、1980年代以降、富の再集積による富

士の約47％が「仕事の割に賃金が合わない」と回答して

裕層の力の増大の中でこうした税の役割が脅かされ、
「小

いる。
これを埋めようと政府は保育支援員制度を設け、子育て

さな政府」路線を生んできた。
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経験のある主婦などを対象に20時間程度の研修を施す

る記事の中で、
タックスヘイブンに詳しい政治経済研究所

ことによる准保育士ともいえる資格をつくった。さらにこの

理事、合田寛さんのコメントを紹介している。合田さんは、

春から、海外から低賃金の家事労働者を国家戦略特区に

トマ・ピケティの弟子、ガブリエル・ズックマンの試算を引用

導入し、ベビーシッターや在宅介護の形で利用者が自己

し「タックスヘイブンにある金融資産は控えめに見ても7兆

責任でサービスを購入する仕組みが始まった。公的福祉

6000億ドル（約813兆円）に達していて、その結果、徴税

の戦線縮小だ。

を逃れている金額は1900億ドル（約20兆円）に上る」と

保育士の人件費抑制にこだわり続ける政府の対応に批
判が高まり、
ようやく2017年度から賃金を実質2%上げる

語る。
これに、多国籍企業の課税逃れによる税収ロスを足す

動きが出てきた。だが同時に、保育所基準を引き下げかね

と徴税を逃れている金額は最大で50兆円程度推測され、

ない緊急対策も始まった。

うち1割が日本の税収ロスとすると、日本政府が徴収でき

子ども一人あたりの保育士の数について、国を上回る

ていない現金は5兆円。消費税を2%上げて増える税収と

最低基準を設けている自治体に、国の基準に合わせるよ

同じという。逆進性の高い消費税にばかりこだわらず、富

う指導していくという。子どもに目が届かず安全が保障で

裕層からの徴税方法も考えてみては、
ということになる。

きないとの批判が保育士などから上がった。5月2日付朝日

『週刊朝日』
（ 5月6-13日号）は、京都大学大学院人間・

新聞も、国の基準にもとづいた認可保育所でも保育士不

環境学研究科の柴田悠・准教授による保育園から大学ま

足や保育の長時間労働化でシフトのやりくりが難しくなり、

での保育・教育費と医療費を無償化した場合の財政負担

保育士が足りない時間帯が出ていることを指摘している。

の試算を紹介している。柴田准教授によると、34万円分

「保育園落ちた 日本死ね!!!」は、働くための命綱として

（両親が非正規雇用の場合の年間保育費用に相当）の保

の保育所の整備がおざなりにされ、オリンピックなどの国

育クーポンをすべての子どもに配ると想定し、無償化に必

威発揚に公的資金が回されてきたことを鋭く突いたもの

要な額をはじき出すと約2.1兆円。潜在的待機児童計約

だった。

80万人（想定）
を解消するために、民間認可保育所の保

保育所だけではない。日本の公的奨学金は貸与型で利

育士の年収（約320万円）
を全産業平均（約490万円）
ま

子つきも多い。高くなった学費を奨学金でまかなえば、多

でアップさせて増員し、園も新設すると、計約1.5兆円で、

額の借金を負う。それを恐れて学生たちはアルバイトに頼

保育の無償化には計約3.6兆円かかるとする。

るようになった。

また、大学卒業までのすべての教育費（公立相当分）
を

そんな実情をよそに、4月、自民党の赤枝恒雄衆議院議

無償化した場合、進学率は現状のままとすると、財政負担

員は「親に言われて仕方なく進学しても女の子はキャバク

額は小 学 校が約 0 . 7 兆 円 、中 学 校 約 0 . 6 兆 円 、高 校 約

ラに行く」と発言した（2016年4月13日付「朝日新聞」）。

0.99兆円、大学約1.6兆円。保育から大学まで無償化す

確かに、キャバクラでバイトをする女子学生はいる。だがそ

ると計約7兆円が必要となる。この期間の医療費を含める

れは、親世代の貧困化の中で、バイトをしなければ学費や

と0.5兆円増で合わせて8兆円足らずという計算だ。

生活費が足りない学生が増え、時給が比較的高い仕事で

柴田准教授は日本総研の立岡健二郎研究員のレポート

ないと学業の時間を確保できないという事情があるから

を引いて、相続税を財源とすることを提案している。基礎

だ。

控除の額を下げて一律20%課税とすると3.9兆〜9.0兆

ピケティが指摘する格差の拡大の中で、富裕層が中低

円の財源が確保できるという。

所得層の実情を理解できなくなり、中低所得層に必要な

「税金は払うとバカを見る」
「財源難だから福祉を節約

社会保障が後回しにされ続けていることを、赤枝発言は浮

するしかない」といった論調が多かった週刊誌にも、
ようや

き彫りにした。

く富裕層や大手企業からの徴税によって、中低所得層の
社会保障を取り戻すという発想の記事が目立ってきた。

税収ロスは消費税２％分？

「パナマ文書と
『日本死ね!!! 』
をつなげるなんて牽強付

パナマ文書は、こうした保育サービスや教育への公的

会だ」と叱られるかもしれない。だが私たちはいま、
「公貧

資金の不足と、税の取り方、使い方を補助線でつなぐ役割

社会」打開へ向け、税の取り方と社会保障の間の新しい

を果たした。

補助線を引いてみる時期に来ているのではないだろうか。

たとえば『週刊現代』
（ 5月9日号）は、パナマ文書をめぐ
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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。

宇沢弘文『経済と人間の旅』
「本来は人間の幸せに貢献するはずの経済学が、実はマイナスの役割しか果たし
てこなかったのではないか。経済学は、人間を考えるところから始めなければいけ
ない。」――経済学者、宇沢弘文の哲学である。本書は、第1部が2012年に日経新
聞に連載された
「私の履歴書」
、第2部が同紙などに掲載された論考で構成される。
著者が提唱する
「社会的共通資本」
は、すべての人々がゆたかな経済生活を営み、す
ぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可
能にするような社会的装置を意味し、自然環境、社会インフラ
（道路や電気など）
、制
度資本
（教育や医療、金融制度など）
の3つの要素からなる。2014年に86歳で亡く
なった宇沢氏の遺言を、今こそ私たちは読み直すべきではないだろうか。
(書評 : 内田)

日本経済新聞出版社
2,000円＋税

神野直彦『
「分かち合い」の経済学』
小泉政権の新自由主義的政策へのアンチテーゼ『人間回復の経済学』
（ 岩波新
書、2002年）
に続き、2008年のリーマンショック前後の事情を踏まえて日本経済の
進路を示す。刊行6年になるが、この間の民主党政権は明確な
「転換」
を導くことが
できず、安倍政権は
「アベノミクス」
と称する金融緩和に頼って無為無策に時を過ご
した。その結果、幸か不幸か本書はまったく古くなっていない。富裕層への減税がバ
ブルを生み、減税による財政赤字が福祉抑制の口実とされ、規制緩和による賃下げ
で中間層以下の生活は苦しくなっている。処方箋はやはり適切な税制、賃上げ、介
護や子育てへのサービス現物給付の充実となる。

(書評 : 梁田)

岩波新書
720円＋税

佐藤滋・古市将人

『租税抵抗の財政学 ――信頼と合意に基づく社会へ』
日本の財政赤字は1000兆円以上に上り、財政危機が叫ばれている。一方で、
「財
政とは、人の生存を可能にし、尊厳を守るためにこそ存在しているはずである」が、
年金・医療・教育・生活保護など、ありとあらゆる社会保障が削減されようとしてい
る。著者は、
「日本は世界で最も租税抵抗が小さい国の一つであるにも関わらず国
民の租税抵抗は非常に高い」
と分析し、
「 日本の財政危機の真因は、歴代内閣が租
税抵抗という問題に向き合うことなく幾度も減税を続け、税制を壊してきたことに
ある」
と断罪した。
「本書では、財政改革の現状に対して普遍主義的な社会保障と税
とが互いに強化し合う好循環的な制度設計を構想する」
とある通り、日本の財政と
税制はどうあるべきなのか、著者の乾坤一擲となる一書である。
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(書評 : 水谷)

岩波書店
2,300円＋税

やさしい税金

Ｑ

A

Ｑ＆Ａ〈 第5回 〉

消費税についての最近の
動きとおもな論点は？
安倍首相は6月1日、
「これまでのお約束とは

しょう。

異なる 新しい判断 」として、2017年4月に予

第1に、消費税を社会保障制度の維持のための安定財

定していた消費増税を再び延期すると表明しま

源とするのは、はっきり言って無理があります。高齢化が

した。秋の臨時国会において、増税を再延期するための税

進む中で、毎年増加する社会保障の財源をもし消費税だ

制改正関連法案を提出する見込みです。

けで賄おうとすれば、必要な消費税率は30％〜40％程度

ノーベル経済学賞のスティグリッツ教授をわざわざ招い

との試算もあり、現実的ではありません。

て「消費増税はすべきでない」と言ってもらったり、伊勢志

第2に、消費税には逆進性がありますが、軽減税率は低

摩サミットで「リーマンショック前夜の世界経済」と言い出

所得者の負担軽減にはなりません。高所得者は低所得者

して他国の失笑を買ったり……。本当はアベノミクスが失

より高い品物を購入するため、軽減税率はむしろ高所得

敗しているために消費増税ができないのに、それを絶対に

者を優遇することになります。低所得者の負担軽減には、

認めようとせず、なんとかして外部に責任転嫁しようとして

所得を把握した上で、所得税から消費税の負担増加分を

います（6月23日にイギリスの国民投票でＥＵ離脱が決ま

控除し、控除しきれない金額を給付する「給付付き税額

り、結果的には、世界経済は先行き不透明になってきまし

控除」のほうが適していると考えます。
しかし国会もメディ

たが……）。

アも、軽減税率の対象をどうするかということに終始し、

消費税は1989年4月に税率3％で導入され、1997年4
月に税率5％に、2014年4月に税率8％に引き上げられて

給付付き税額控除についての議論や報道はほとんどなさ
れませんでした。

きました。当初は2015年10月に税率を10％に引き上げる

第3に、国と地方の税収配分をどうするかという問題が

予定でしたが、安倍内閣はこれを1年半延期。そして今回

あります。地方で必要とされる保育・教育・介護その他の

再び、増税を2年半延期するとしました。

社会サービスを、税金と保険料でどのように賄うのか。地

低所得者対策としては、消費税率が10％になったとき
に、食品（酒類・外食を除く）
と定期購読紙のみを対象に、
8％の軽減税率を導入するとしていました。
次に、消費税をめぐるおもな論点について考えてみま

方分権と税源移譲についても本質的な議論が必要です。
大切なことは、消費税のみを取り上げて増税の是非や
低所得者対策を議論するのではなく、税と社会保障全体
の枠組みで考えることです。

（税理士

内田麻由子）

税と社 会 保 障のニュースクリップ
◆パナマ文書、21万の法人と株主名を公開

◆消費増税19年10月に延期

各国の指導者らとタックスヘイブン（租税回避地）との関係
を明らかにした「パナマ文書」に登場する21万余の法人とそ
の株主らの名前が5月10日、「国際調査報道ジャーナリスト連
合」（ＩＣＩＪ）のウェブサイトで公表された。

安倍晋三首相は6月1日夕、通常国会の閉幕を受けて首相
官邸で記者会見し、世界経済の下方リスク回避やデフレ脱
却のため、2017年4月予定の消費税率10％への引き上げを
19年10月まで2年半延期することを正式に表明した。首相は
14年の衆院 解散時、消費 税 増税の1年半延期に関して再延
期をしないと断言していた。今回の再 延 期判 断との 整合 性
について、会見では「これまでの約束とは異なる新しい判断
だ。公約違反との批判があることを真摯に受け止めている」
（6/1時事通信より）
と述べた。

ＩＣＩＪは公表について「公益目的」と説明している。文書は
パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」が作成した1150
万点の電子ファイル。21万余の法人名と、その株主や役員と
なっている企業や個人の名前と住所地を公表した。
（5/10朝日新聞より）
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会員の皆様といっしょにつくるページ
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5月22日に開催された「設立１周年記念集会」
にご参加いただいたみなさまのアンケートを
ご紹介します。
私も、
この世の中に夢がない事が問題だと思ってい
ました。夢を指し示すだけの力のない国のあり方、そ
の犠牲になるのが国民です。私達が働いて払う税
金をもう一度私達の手に、
そして基本的人権を守る。
その上で夢をもって生きていける世の中をつくってい
かなければならない。負の連鎖は止めなければなり
（マルーサ幸依）
ません。

身近に声を上げて参加できるような場があれば、多く
の方が参加すると思います。今まで政治的不満が
あっても怒らないと言われていましたが、怒っていても
実際にどこへぶつけたらよいか方法がなかったからだ
と思います。弁護士の方々は、社会正義に目覚め、
社会の病理をなくするように頑張っていただきたい。

アベノミクスの失敗の構図、アベノミクスが私達の生
活を厳しくしていく構図を、わかりやすく説明していた
だきました。経済最優先で政治を語る政治家・報道は
信用してはならない、国民一人ひとりのためのもので
はないという事を強く感じました。
（中村英治）

たいへん良い内容でした。私のように経済に明るくな
い者にもわかりやすいように気配りされた内容だった
ので、
よく理解できた。
また、反論に対する根拠となる
理論立てを与えていただき、
このまま活用できそうで有
用でした。最後の「可能性の束」の言葉には胸を打
（Ｅ．
Ｍ）
たれた。

今さら聞けないようなそもそも的なことを教えていただ
き、
とても勉強になりました。ただ今日の短時間のお話
の中では、給付の普遍性が貧困を解消するメカニズ
ムの部分が少し説明不足だったかもしれません。続編
のお話を期待します。
「質の高いリサーチをして、
その
結果を魅力ある形で活動家やジャーナリストに提供し
ていく」というリズ・ネルソンさんのご助言を、活動の中
（Ｏ．
Ｍ）
で具体化していけるとよいと思います。

適切な資料や知識に基づいて、問題性・解決策をよ
り多くの人に説明し、活動が広がっていくことに期待し
（Ｔ．
Ｋ）
ています。

（Ｅ．
Ｙ）

安倍政権が行おうとしている政策すべてにおいて間
違った方向に向かっている事は良くわかっていました
が、
日本の社会に合った税制や社会保障制度はどう
していくのがいいのかわかりませんでしたが、皆が使
える社会保障、保育、教育制度をつくればいいのだ
と、
よく理解できました。一人ひとりが「日本に生まれ
てきて良かった」と思える社会に早くなるようにと思い
（斉藤優子）
ます。

現場の方、当事者の方の話は、やはり心を打ち、状
況がよく理解できます。胸が痛み、怒りが湧きました。
（Ｓ．
Ｅ）
皆さんありがとうございました。

ほかにもたくさんのご意見・ご感想をいただきました。ありがとうございました。

投稿
募集中

6

会員のひろばへ投稿をお寄せください。本文300字程度、
タイトルもつけてください。
投稿方法：①氏名 ②職業 ③年齢（任意）④電話番号を明記の上、
Ｅメールにて、
uchida@n-sk.org（内田）
までお送りください。
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会員専用メーリングリスト
にご登録ください！
（ＭＬ）
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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・
ま
（内田）
Ｅメールアドレスを明記の上、uchida@n-sk.org
でお問合せください。

ӂЌ

社会保障・社会福祉は国の責任で！
〜「憲法２５条を守る５・１２共同集会」基調報告より
尾藤 廣喜（弁護士・生活保護問題対策全国会議 代表幹事）
憲法25条は、個人の尊重の考え方をもとに、健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利と、それを向上、増進する国の
義務を定めています。

取り組みは、遅々として進みません。
このような社会保障における「国の責任」の後退の理由とし
て、
「財政危機」があげられています。
しかし、安倍政権は、一方

ところが、2012年に成立した社会保障制度改革推進法や

で大企業には優遇税制を施し、一握りの富裕層に富が集中す

2013年に成立した社会保障改革プログラム法は、憲法25条

る結果を招いています。これが、格差拡大の大きな原因となっ

の理念に反して「社会保障・社会福祉は自助、共助が基本であ

ているのです。

る」との考え方を柱とし、
しかも、
その財源を消費税に求めてい

また、
「パナマ文書」問題に代表される「タックス・ヘイブン

ます。ここでは、権利としての社会保障・社会福祉という考え

（租税回避地）」問題が、今、国民の大きな怒りを集めています。

方、
さらに、国の責任は大きく後退しており、
まさに、憲法25条

これらの問題の改善のためには、税金の使い道を監視し、公正

の解釈改憲が行われていると言っても過言ではありません。

な税制を確立し、所得の再分配を強めていくことが必要です。

そのうえ、福祉諸制度が、市場化・産業化することによって、

安倍首相は、昨年、立憲主義・民主主義を破壊する「安全保

営利本位の制度運用が横行しています。また、
「持続可能性」

障関連法」
（戦争法）
を成立させ、防衛費を毎年増やし、
５兆円

という名のもとに、制度が次々と改悪されています。

を突破させました。今年７月の参議院選挙で憲法「改正」を争

その結果、今、
この国では「格差」が大きく広がり、
「貧困」化
が深く進行しています。深刻な貧困の状況を改めるためには、
貧困の原因に合わせた対策が必要です。

点として掲げ、改正の発議に必要な３分の２の議席確保をめざ
すと明言しています。
これを許せば、
自民党憲法草案にあるように、個人の尊厳を

しかし、現実には、医療では、高額で支払えない保険料、患者

基礎とした生存権をはじめとする人権が「公の秩序」の名のも

の自己負担の増加、保険で給付される医療の制限など、大幅

とに大幅に制限され、
これまで憲法の名のもとに成り立ってい

な後退がすでに実施され、
または、今後計画されています。介

た国のあり方そのものが覆されます。

護では、軽度の人たちを介護保険の利用から排除し、利用料負

人権としての社会保障は、憲法97条が認める「人類の多年

担を２割、
さらに３割にと増加しようとしています。年金では、
「マ

にわたる自由獲得の努力の成果」です。自民党憲法草案が「人

クロ経済スライド」による年金額の減額、支給開始年齢のさら

権のためのたたかい」を否定し、
この97条を全文削除している

なる引き上げが実施されようとしています。

ことにも注意が必要です。

生活保護では、平均６．
５％、最大１０％、
３年間で総額６７０億

「自己責任」
「家族依存」が基本であると謳い、
「市場の論

円にもおよぶ生活扶助基準の引き下げ、申請手続きの厳格化

理」をふりかざす政府、財界の動きに対抗して、私たちは「社会

などの法「改悪」、
そして、住宅扶助基準の引き下げ、冬季加算

保障・社会保障の公的責任を明確にして、人々の連帯を強める

の引き下げなど、制度の後退、改悪が矢継ぎ早にすすめられよ

道に切り替えよう」
「職員の確保と処遇改善を利用者・市民に

うとしています。

提起して、政府の市場化政策の根本を問題にしていこう」、そ

障がい者の分野でも、障害者総合福祉法の「骨格提言」完
全実現には程遠い状態が続いていますし、介護・障がい者・保
育の施策を統合しての大幅な公費負担の削減も企てられよう

して、
「９条、25条をはじめとする日本国憲法を守ろう」という運
動を一層強めていかなければなりません。
それぞれの分野だけでなく、立場をこえてともに力をあわせ、

としています。保育では、匿名のブログをきっかけに今「待機児

中央で、
また、地域のすみずみで、連帯の輪を大きく広げ、
さら

童」問題が大きな注目を集めていますが、
これを「定員緩和」な

なるうねりを作っていくことが、今こそ必要です。

どによる詰め込み保育でおざなりの対応をする動きも目立って

私たちこそ、
当事者であり、
そして、主権者なのです。

きています。
また、福祉、医療を担う職員の不足、処遇改善への
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活動報告
4

20

4

27

5
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22

第１期会計報告（要旨）

主婦会館にて、第7回学習会「財政と奨学金」
（講師：中京大学教授 大内裕和氏）
を開催し
ました。

【活動計算書】
Ⅰ 経常収益

「パナマ文書の徹底調査等を求める声明」
を
出しました。

受取会費
受取寄附金
セミナー収入等

329,500
231,739
381,596

経常収益計

942,835

Ⅱ 経常費用

日司連ホールにて、総会ならびに一周年記念集会
を開催しました。参加者約100名。東北学院大学教
授の佐藤滋氏による基調講演、
リレー報告、集会宣
言などがありました。
「参院選前・税制と社会保障に関する公開質問と各
党の回答」
を公表しました。

15

2015年5月16日から
2016年3月31日まで（単位：円）

事業費
管理費

714.131
86,184

経常費用計

800,315
142,520

当期正味財産増減額

【貸借対照表】

2016年3月31日現在（単位：円）

資産の部

負債・正味財産の部

流動資産
現金預金 368,260

流動負債
正味財産
合計

225,740
142,520
368,260

開催予告

税金カフェ
2016年 7 月21日
（木）

長野集会
「私たちの暮らしと税制を考えよう！
〜財源確保して社会保障の充実を〜 」

日 時

18：30〜20：30（受付開始17：30）

会

場

東西線

キイトス茶房

神楽坂駅
神楽坂上
交差点

至 早稲田

東京都新宿区箪笥町25野吾ビル２Ｆ
大江戸線
「牛込神楽坂」
Ａ１出口徒歩１分・
東西線
「神楽坂」
２番出口徒歩５分

会

★

１５００円

（ワンドリンク付。当日会場にて）

牛込北町
交差点

場

資料代

大江戸線
牛込神楽坂駅

7 30

2016年 月
日
（土）13：30〜（受付12：30）
信州大学工学部 Ｃ３棟（講義棟）301番教室
長野市若里4-17-1
（ＪＲ長野駅から徒歩20分）

至 飯田橋

キイトス茶房

参加費

日 時

至 市ヶ谷

■開会挨拶：宇都宮健児 氏（弁護士・市民連絡会共同代表）
■講師：内田麻由子 氏（税理士・市民連絡会「税金カフェ」担当）
【お申込み】ＦＢ、
Ｅメールinfo＠n-sk.org（内田）
☎03-6454-1567（内田麻由子会計事務所）

１０００円

お申込み不要

現地連絡先：長野中央法律事務所 TEL026-235-1321

■講演：公正な税制を求める市民運動は、なぜ必要なのか
〜ピケティとパナマ文書の視点から 竹信美恵子氏
（和光大学教授）
■リレー報告：子どもの貧困、教育、医療、生活保護の現場から
■基調講演：財源を確保して社会保障の削減から充実へ
高端正幸氏（埼玉大学准教授）
■報告：パナマ文書とタックスヘイブンの闇について
合田寛氏（公益財団法人政治経済研究所理事）

個人会員・団体会員を募集中！
入会された方には年4回、会報を郵送します。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。 ▶P7右上参照

入会方法

団体1口／1万円

個人1口／2千円

学生1口／500円

振込先

①ホームページより入会申込書をダウンロードして、お名前・ご住
所等をご記入のうえ、事務局へＦＡＸ
（048-866-0425）
にてお
送りください。
②年会費をお振込みください。会計年度は毎年4月1日から翌年
3月31日までです
（年の中途で入会した場合でも年会費の月割
りはありません）
。

編 集 後 記

年会費

ゆうちょ銀行

口座名義：公正な税制を求める市民連絡会

【ゆうちょ銀行から振込みの場合】

記号番号：10160−446381
【他行から振込みの場合】

ゼロイチハチ
（018）
支店 普通預金 口座番号：0044638

■弁護士さんたちの憲法カフェに刺激を受け、
「税金カフェ」をやってみることに。第１回は、7月21日に神楽坂の素敵なカ
フェ「キイトス茶房」さんにて開催します。秋には、近藤税理士が「税金カフェin埼玉」を企画中です。東京近郊ならば、講師
の出張もいたします。あなたの街でも、お仲間と「税金カフェ」を開催してみませんか？
（内田）
■早いものでタックス・ジャスティス号も出航から一年がたった。一周年集会にはタックスジャスティス・ネットワーク
（TJN）か
ら熱いメッセージが届いた。わが市民連絡会の誕生はTJNの進展にとって「画期的な新局面」を開くものだという評価をい
ただいた。期待に背かないよう、
さらに研究を積み重ね、運動を広げていかなければならない。
（合田）
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