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消費税雑感…

３度目の正直となるのか
公正な税制を求める市民連絡会常任幹事

柴田 武男
   ２度も延期されれば、 ３度目もと誰しもちらりとは考えるでしょう。 15 年 10 月に税率を 10% に引き上げること

が決定されていたわけですが、その時期が近づくとあっさり 17 年 4 月に延期すると 14 年 11 月に表明しました。

また、 その時期が近づくと、 こんどは新興国経済の落ち込みなどで世界経済が危機に陥るリスクを回避する

ためとして 19 年 10 月に再び延期すると 16 年 6 月に再延期したことはご記憶でしょう。 最初に延期したとき、

もう絶対に延期しませんと安倍首相が力んだことを覚えていますか。 公約違反です。 しかし、 公約を覆す再

延期が支持されました。 当時の世論調査では再延期の支持が多数だったのです。 公約違反だ、 すぐさま

増税せよという意見は少数派でした。 だれしも増税は嫌です。 でも、 税金で社会保障が行われていることも

理解しています。 日本の医療保険制度は世界中の羨望の的です。 だから、 嫌だけれども負担は仕方ない、

と思っているときに為政者から延期させてください、 延期しても大丈夫ですと説明されたら、 ほとんどの人が

それが良いと支持します。 また延期してくれるのかという期待すら膨れ上がります。

　 それを察したのか、 こんどこそ必ず増税しますとのことです。 1997 年と 2014 年の税率引き上げ時の消費

の落ち込み程度は大きく異なっています。 1997 年 4-6 月期で消費税増税の影響をみると実質 GDP 成長率

マイナス 3.5％ですが、 2014 年 4-6 月期でみますとマイナス 7.1％です。 97 年は比較的小さく、 14 年は大

きく落ち込んでいます   。 何が違うのかということです。 経済学的には 「この違いは、 所得効果は各家計が

増税を認知した時点で発生することで説明できる」   とされます。 つまり、 97 年の時は２年前から周知徹底さ

れて家計が準備できたのでそれほどの落ち込みはありませんが、 14 年はそうではなかったというのです。 こ

の説明からすると、 増税を心の底から信じられない今の状況ですから、 19 年 10 月の消費税増税でのさらな

る消費の落ち込みが心配です。

　 それだけでなく、 何かあれば延期してきたので、 消費税増税は忌まわしいこと、 できれば避けて遠ざけた

い不吉なものという、 国にとって災難という意識が植え付けられたことが心配です。 団塊世代が後期高齢者と

なり、 確実に社会保障費は自然増だけで巨額化します。 その負担をどうするのか、 増税ドタバタ劇では、

その是非が議論される以前に嫌税感だけは高まってしまいます。 それで超高齢社会を迎えて大丈夫なのか、

心配です。

(1) 「消費税再増税と日本経済」 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 経済 ・ 社会政策部 主任研究員 片岡剛士 ( 経済諮問会議報告 )

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/tenken2014/04/shiryo04.pdf

(2) 「消費増税まで 1 年 ( 下 ) 消費の反動減対策は不要 」 宇南山卓 一橋大学准教授 日本経済新聞 「経済教室」 2018/9/26
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障害者をしめ出す社会は

　　　　　　　　　　 弱くもろい

NPO 法人

日本障害者協議会代表

藤井　克徳

■障害分野からみえてくる社会の実相

    この二年余だけをみても、 私たちの日本社会は、

障害のある人に関連して信じられないような出来事を

次々と生み出しています。 主なものだけでも、 「やまゆ

り園」事件（相模原市・2016 年７月）、障害のある人の「座

敷牢」 状態での発覚 （大阪寝屋川市・2017 年 12 月、

兵庫三田市 ・ 2018 年１月）、 旧優生保護法下での被

害の表面化 （2018 年１月の一人の女性の提訴を皮切

りに）、視覚障害者の駅ホームでの転落死 （東京・大阪・

埼玉 ・ 京都） などがあげられます。

　  これらの事件や事故には共通点があります。 それは

障害が無かったらあり得ないということです。 障害ゆえ

の悲劇であり、 障害ゆえの不利益です。 これを障害者

差別と言わずして何と言えばいいのでしょう。さらに、「や

まゆり園」 事件と旧優生保護法下での被害問題につい

ては、 障害者差別に加えてもう一つ優生思想という問

題が重なります。 優生思想とは、 「理想的な社会は強

い者のみが残り、 劣った者は消えていくべき」 とする考

え方です。

　 事件や事故の共通点は他にもあります。 世界第三位

の経済大国を舞台に起こっていることです。 その経済

大国の日本社会に耳を当てるとどうでしょう。 強者のお

たけびが聴こえてきそうです。 弱肉強食政策のきしみ

音も聴こえてきそうです。 「やまゆり園」 事件で言えば、

植松被告の思考形成の背景に、 格差と不寛容が渦巻

く今日の社会のゆがみを感じずにはいられません。 被

告のゆがんだ言動は、 ゆがんだ社会に後押しされたと

言ってもいいのではないでしょうか。 「座敷牢」 状態で

の発覚は、 もちろん両親の責任は免れませんが、 そこ

にくっきりと浮かび上がるのは公的な支援策の貧寒さで

す。 優生保護法をめぐる問題の原因は、 憲法に逆らっ

た立法府と政府による失策 ・ 不作為以外の何物でもあ

りません。 視覚障害者の駅ホーム転落死については、 鉄

道会社で急速に進む駅員減らしを含む利潤優先の合理化

方策と無関係とは思えません。

　 こうみていくと、 一連の障害のある人をめぐる事件や事故

は、 一義的には障害者差別や優生思想の犠牲ということ

になりますが、 それだけではなさそうです。 明らかに現代

社会が抱える問題や矛盾を投影しているのです。 言い換

えれば、 障害分野の側から日本社会の今に強い警鐘を鳴

らしていると言っていいように思います。

■障害は誰にでも

　   「やまゆり園」 事件に関わってもう少し考えてみましょう。

植松被告は、 事件直前の衆院議長あての手紙に、 「重度

障害者は生きていても仕方がない。 安楽死させた方がい

い」 と記しました。 明らかに、 障害のある人の存在を否定

する考え方です。 こうした考え方がいかに誤りであり、 非

現実的であるかをみていきたいと思います。 そこで、 まず

は障害のある人の実数から入りましょう。

　  厚労省の最新のデータによると （2018 年３月発表）、 身

体障害者 436 万人、 知的障害者 108 万人、 精神障害者

392 万人で、 合計すると 936 万人となります。 でも、 これ

ですべての障害者が網羅されたわけではありません。 自閉

症を含む発達障害者や難病にある者、 高次脳機能障害

者などは、 この３種類の障害者のいずれかに振り分けられ

るか、 カウントされることなく、 法律や制度の谷間に置かれ

る場合が少なくありません。 同じく、 難聴や弱視、 色弱、

吃音にある人などの大半が、 障害者の認定を受けていま

せん。

　  加えて、 もう１つ大きなグループが残っています。 アル

ツハイマー型を中心とする認知症の人たちです。 その数

は、 現時点で 462 万人と推計されています。

　  こうみていくと、 数字の上ではっきりしているだけでも、

障害者 936 万人と認知症 462 万人を合わせて 1400 万人

近くになり、 全人口に占める割合は 11％を超えます。 これ

に、 前述した認定されていない障害状態にある人を含める

と、 世界保健機関 （ＷＨＯ） が示している 「障害者は人

口の15％」の水準に達するか、それを超えることになります。



この割合は、 もはやマイノリティーとは言えません。 同

時に、 他人事とは言えないのではないでしょうか。

　  現実にも、 自身のライフコースをイメージした場合

に、 事故や病気に遭う可能性があり、 また年齢を重

ねることで、 自然と認知機能の低下、 視力や聴力の

低下、 歩行困難など、 さまざまな障害を抱えることが

考えられます。 さらには、 命を終える直前には、 例

外なく脳や心臓などの機能不全という障害状態をくぐる

のです。

　 すこし想像力を働かせると、 「障害」 は自身の問題

であることがわかるかと思います。 もし、 植松被告が

主張するように、 障害者の存在を否定するのであれ

ば、 それは社会そのものの否定に他なりません。 そ

して、 自分の未来をも否定してしまうのです。 社会の

今後の設計も、 個々の人生設計も、 障害を抜きには

考えられません。

■手がかりは憲法と障害者権利条約

　 前述した事件や事故以外にも、 障害のある人をめ

ぐる遅れた現象は枚挙に暇がありません。 精神障害

者の入院中心主義政策、 知的障害者の入所施設偏

重政策、 家族負担を前提とした地域での不安定な暮

らしぶりなど、 いずれも人権侵害を伴う深刻な問題で

す。 　

　  障害者差別や優生思想に、 そしてさまざまな人権

侵害に打ち克つための手がかりは明白です。 日本国

憲法を順守することであり、 人権関連の国際規範を生

かすことです。 本稿では、 国際規範のうち障害分野

に直接関係する障害者権利条約 （権利条約） につ

いて簡単に紹介しましょう。

　 権利条約は 2006 年に国連総会で採択、 2014 年

に日本で批准されました。 批准とは、 国際条約を国

として公式に受け入れることで、 批准した条約は一

般法律よりも上位に位置づけられることになります。

　 権利条約には、 いくつもの優れた考え方が示され

ていますが、 新たな障害観もその一つです。 そこで

は、 「障害は、 障害のある人を取り巻く環境によって

重くもなれば軽くもなる」 としています。 環境因子の

最たるものは国です。 国の政策水準が障害の軽重

を決定づけることになるのです。

   25 項目の前文と 50 箇条の本則は、 いずれもキラ

キラしています。 たとえば第８条には 「あらゆる活動

分野における障害者に関する定型化された観念、

偏見及び有害な慣行と戦うこと。」 とあります。 差別

や偏見には妥協しないとする国連と権利条約の強い

姿勢がうかがえます。 戦うのは、 総理大臣であり、

衆参両院の議長、 最高裁判所長官、 そして本紙読

者にも求めているのです。

　  第 17 条には、 「全ての障害者は、 他の者との平

等を基礎として、 その心身がそのままの状態で尊重

される権利を有する。」 とあります。 これは、 障害の

ある人が無理に社会の寸法に合わせるのではなく、

社会の側から近づくべきとしているのです。 優生思

想に対峙する条項です。 日本国憲法第 13 条の 「す

べて国民は個人として尊重される」 とも重なります。

　 日本の障害分野を概観していると、 ふと一つのフ

レーズが浮かびます。 それは、 国連決議の一節で、

「障害者をしめ出す社会は弱くもろい」 （1981 年の国

際障害者年にちなんで） です。 障害分野の中に、

私たちの社会のあるべき姿のヒントがたっぷりと含まれ

ているのです。

◆藤井　克徳 （ふじい ・ かつのり）

1949 年福井市生れ。 1982 年都立小平養護学校教諭退職、同年あさやけ第二作業所 （日本初の精神障害者対象の作業所） 所長、

同時に共同作業所全国連絡会 （現きょうされん） 結成に参加。 現職は、 NPO 法人日本障害者協議会代表、 日本障害フォーラム

副代表、 きょうされん専務理事、 ほか。

内閣府障がい者制度改革推進会議議長代理 （2010 ～ 12）、 内閣府障害者政策委員会委員長代理 （2012 ～ 14）、 国連第７回障

害者権利条約締約国会議日本政府代表団顧問 （2014）、 国連 ESCAP インチョン戦略中間点政府間会議日本代表団顧問 （2017）

などを歴任。 国連 ESCAP チャンピオン賞 （障害者の権利擁護関連で） 受賞 （2012）。

〔主な著書〕『わたしで最後にして』（2018 合同出版）、『障害者をしめ出す社会は弱くもろい』（2017 全障研出版部）、『生きたかった』（共

著 2016 大月書店）、『えほん障害者権利条約』（共著 2015 汐文社）、『私たち抜きに私たちのことを決めないで』（2014 やどかり出版）、

『見えないけれど観えるもの』 （2010 年 やどかり出版）
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書籍紹介

全国障碍者問題研究会出版部
1500 円＋税

亜紀書房
1700 円＋税

朝日新聞出版
920 円＋税

藤井克徳 『障害者をしめ出す社会は弱くもろい』

　本書は、著者のこれまでの障害分野における運動について記した書である。本書

を読めば、障害者をとりまく課題がよくわかる。同時に、長年にわたる運動を通し

て培われてきた藤井氏の信念と情熱が、ひしひしと伝わってくる。著者は、2015

年にＮＨＫ取材班と共にドイツを訪問し、ナチスドイツが行った障害のある人への

抹殺政策（Ｔ４作戦）について取材した。2016 年に相模原の津久井やまゆり園で

起きた障害者殺傷事件については、容疑者の優生思想はもとより、事件を生み出し

た現代日本の格差社会、不寛容社会に警鐘を鳴らす。国連における障害者権利条約

の誕生と日本の条約比準に際しては、条約を真に実のあるものとするために、粘り

強く仲間と奮闘した。全国の障害者の気持ちを代弁するような詩も胸を打つ。障害

者に関わる人だけでなく、身近に障害者がいないという人にとって、障害者問題に

関心を持つ「きっかけの書」となることを願う。（書評：内田）

ブレイディみかこ・松尾匡・北田暁大
『そろそろ左派は＜経済＞を語ろう—レフト３． ０の政治経済学』

　本書の著者の一人である松尾匡立命館大学教授は、７月29日に行われた公正な税制

を求める市民連絡会設立３周年記念集会『希望と連帯の社会をめざして～格差社会を

乗り越える財政とは～』で基調講演をしていただいた経済学者である。

  ヨーロッパやアメリカでは左派が、「反緊縮政策」を訴えて支持を拡大している。一

方日本でも国政選挙の直前に多くのマスコミが有権者に対し「あなたは何を重視して

投票しますか」と質問すると、必ず１、２位に顔を出すのが「景気と雇用」、「社会保

障と福祉」という答えである。「憲法改正問題」や「原発問題」を重視して投票すると

回答する有権者は１割にも満たない。このような状況であるにもかかわらず、日本の

左派、リベラル派が有効な政策が打ち出せていないのが経済政策や財政政策である。

本書では示唆に富む経済政策、財政政策が展開されている。（書評：宇都宮）

朝日新聞 ICIJ取材班
『ルポ ・タックスヘイブン—秘密文書が暴く、 税逃れのリアル』

　タックスヘイブンについては何となく知っているようでも知らないことが多い。本書は、

パナマ文書、パラダイス文書などに関わった取材記者によって、世界をめぐる現地調査に基

づいて書かれたもので、読むうちにタックスヘイブンに関するなぞがパズルを解くように次

第に明らかになる。たとえば取材記者がバミューダの元副首相に「タックスヘイブンだとの

批判があるが…」と質問したのに対し、同元副首相は「地球上の点でしかないバミューダに

責任があるというのは全くおかしな話だ」、税逃れのしくみは「G7 など世界の大国が作った

ものだ」と答えたという。この言葉はタックスヘイブンの世界の構図を見事に浮かび上がら

せている。現場ルポに基づいて書かれた本書は、これまでベールに閉ざされていたタックス

ヘイブンに関する真実に生きた事実で迫っている。（書評：合田）



やさしい税金Q & A〈第 14回 〉

障害者に関する税制には、 どんなものがあるの？Q

A
？

　 障害者政策には様々なものがありますが、 税制に

おいても、 障害者本人や障害者を扶養している人な

どが使える制度があります。 今回は、 障害者に関す

るおもな税制についてみてみましょう。

●所得税の制度

　 所得控除のひとつに 「障害者控除」 があります。

納税者本人、 同一生計配偶者または扶養親族が障

害者である場合には、 所得から 27 万円 （特別障害

者は 40 万円、 同居特別障害者は 75 万円） を控除

することができます。 障害者控除は、 扶養控除の適

用がない 16 歳未満の扶養親族についても適用され

ます。

●相続税の制度

　 相続税にも 「障害者控除」 があります。 相続人が

障害者である場合には、 85 歳に達するまでの年数

1 年につき 10 万円 （特別障害者は 20 万円） を相

続税の額から差し引くことができます。 たとえば、 障

害者である相続人が55歳の場合、障害者控除額は、

10 万円 × （85 歳－55 歳）＝300 万円です。

   障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きい

ため、 控除額の全額が引ききれない場合には、 そ

の引ききれない部分の金額を、 その障害者の扶養

義務者の相続税額から差し引くことができます。

●贈与税の制度

    特定障害者 （特別障害者または障害者のうち精

神に障害がある人） の生活費などに充てるために、

一定の信託契約に基づいて特定障害者の人を受益

者とする財産の信託があったときは、 その信託受益

権の価額のうち、 特別障害者である特定障害者に

ついては 6,000 万円まで、 特別障害者以外の特定

障害者については 3,000 万円まで贈与税がかかりま

せん。

    この非課税の適用を受けるためには、 財産を信

託する際に 「障害者非課税信託申告書」 を、 信託

会社を通じて税務署に提出します。

●法人税 ・所得税の制度

   青色申告をしている法人や個人事業者で、①従業

員に占める障害者の割合が 50％以上、 または、②雇

用する障害者が 20 人以上で、 かつ従業員に占める

障害者の割合が 25％以上の場合などは、 一定の機

械装置や工場用の建物等の減価償却費の計算につ

いて、 割増償却ができます。

   割増償却は、 減価償却費を前倒しで計上している

だけで、 トータルの減価償却費は通常の場合と同じ

であり、 課税の繰り延べにすぎません。 対象となる資

産が限定されており、 雇用要件も厳しすぎるため、 こ

の制度を利用した法人数は、 わずか 28 社しかありま

せん （2016 年度）。 障害者の雇用を促進する制度と

しては、 まったく不十分です。

●税制改正への提言

　 障害者の雇用を後押しする税制として、 「障害者を

雇用している場合の法人税額／所得税額の特別控

除」 の創設を提言します。 法人や個人事業者が雇

用している障害者の人数に応じて、 毎年、 法人税額

や所得税額から一定の金額を控除するしくみです。

たとえば、 障害者を 5 人雇用している場合には、 20

万円 ×5 人＝100 万円を、 その年の法人税額から控

除するという具合です。 障害者を 1 人でも雇用してい

れば、 毎年、 適用を受けられるようにします。

   2016 年度の 「研究開発減税」 は総額 5926 億円に

のぼり、 うち 5301 億円が資本金 10 億円以上の大企

業に適用されています。 研究開発も大事ですが、 資

金力のある大企業こそ、 障害者を積極的に雇用して

ほしいものです。 研究開発減税は縮小し、 かわりに

大企業から中小企業までだれもが使える 「障害者雇

用促進税制」 を創設してほしいと思います。

　 今年、 官公庁や地方自治体における障害者雇用

率の水増し問題が発覚し、 愕然としました。 障害の

ある人もない人も、 共に生き生きと働く社会をどのよう

にしてつくっていくか。 私たち一人ひとりが、 自分の

置かれた場所でできることを考えていきましょう。

（税理士　内田麻由子）
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設立３周年記念集会　開催報告

    7 月 29 日、 四ツ谷の主婦会館プラザエフ８階

において、 公正な税制を求める市民連絡会の設

立３周年記念集会 「希望と連帯の社会をめざして

～格差社会を乗り越える財政とは」 を開催した （参

加者約 130 名）。

　 本集会は、 これまでの集会の中で、 財源に関

する対立点にもっとも鋭く踏み込む集会となったと

いえよう。

   まず、 重度障害を抱える華川悠妃さんから障害

年金と児童扶養手当の併給禁止による生活困窮

の実態報告、 続いて、 高校教諭 ・ 富貴大介さん

から給付型奨学金給付の不足、 過度な教員事務

負担の当事者報告があった。

　　パネルディスカッションでは、 竹信三恵子和光

大教授より、 格差拡大、 非正規労働の劣悪化、

信頼できない現政権の状況から、 税制を一人歩き

して議論することは問題である、との発言があった。

宇都宮健児共同代表からは、 国民が政治、 税制

に関心を持ち、 連携して運動していくことが必要、

との発言があった。 また、 会場発言の合田寛氏

から、 イギリスにおける福祉国家から金融国家へ

の変遷についての報告があった。

　　コーディネーターの猪股正事務局長より、 今後

の運動論について様々な意見が紹介された。 閉

会挨拶では、 山根香織共同代表から、 多様な意

見を国民的運動にすることが必要であるとの発言が

あった。 第２弾が待ち遠しいのは、 参加者の共通

する思いであろう。

パネルディスカッション

    基調報告 （１） の松尾匡

立命館大学教授からは、「社

会保障財源は、 金融緩和

マネーを利用する、 国債を

発行、 消費税増税凍結、

累進課税強化、 内部留保

課税、 法人税増税をする。

インフレが発生した場合には

増税すればよい。」 という提

言があった。

に社会保障を充実することは

不可能、 そのための消費税

の増税も結果としてやむをえ

ない、 ただし、 その前に、

累進課税強化、 法人税見直

しが必要。国民の意思として、

納税で自らの社会保障を享

受する責任を持つ意識が重

要。」 という提言があり、 議

論が白熱化した。

埼玉大学准教授

高端正幸さん

立命館大学教授

松尾匡さん

和光大学教授

竹信三恵子さん

一方、 基調報告 （２） の高端正幸埼玉大学准教

授からは、 松尾教授に対する反論として、 「40 兆

円という社会保障財源を出すためには、 増税せず



◆半日以上、 １～２日をかけてもいいと思います。 と

ことん話し合いたい。 「税制を考える市民」 の国内の

中心になっていただきたい。 外国の専門家の意見も

聞きたい。 （中山照章）

◆松尾さん、 高端さんの内容が難しかった。 進行が

速すぎる。 福祉受益者に対する低所得者のねたみは

他国ではどうなのか。 世界の SDGs （持続可能な開

発目標） の運動と日本の市民運動の関わりについて

学びたい。 （杉本恵二）

◆刺激的な講演 ・シンポでした。 勉強不足で松尾さ

んの話がストンと落ちず （目からウロコ！その通りだと

思いつつ、 ホントにそうなの？）、 今後の自分の課題

になりました。 （田川英信）

◆対立点のあるゲストの直接のクロストークは面白い。

宇都宮さん、 竹信さんは、 報告なしで質問 ・ トーク

への参加だけのほうが、 焦点がハッキリして時間も有

効だったと思う。 今回の集会は事前学習が必要だっ

た。 （Ｅ．Ｍ）

◆市民連絡会として、 安倍自民党に税制改正案を提

示するくらいになるといいなと思います。 （Ｎ．Ｔ）

◆財政、 財源については、 色々な論者がいる。 本

日はその対比が明示されるお二人の話を聞いて、

益々混とん。 常に経済は読めない学問、 後からしか

正しいかはわからない。 それでも一人ひとりが活動の

有りようを明確にしていくしかありませんね。 リアルな

税制を訴えられる活動 （特に 30 代、 40 代へ） を期

待します。 （50代女性）

◆「公正な税制を求める」 というからには、 現税制が

不公正であるという評価があるのだから、 具体的に、

どの税制が、 誰にとって、 どのような基準で不公正

であるのかを、 考える場があると良いのではないだろ

うか。 （森田亮介）

◆財源をどこに求めるのか？　保育、 教育、 貧困、

格差はまったなし !!　この難しい問題を国民みんなで

考えていきたい。 軍事費の削減を求めます !!　多様

な意見をすくいあげながら、 一致点を探って大きなう

ねりを作って下さい！ （あっきー）

◆高端先生のお話であった、 社会心理として自分た

ちで負担をカバーしあう、 背負うということについて、

そのような社会をつくることについて、 もっと深めた議

論をしたいと思った。 （Ｙ．Ｏ）

◆税についても様々な切り口があり、 実際に適用して

いく場合でも多聞的に慎重に考えていかなければなら

ないと感じました。 でも総論としては賛成です。 活動

に期待しています。 （Ｋ．Ｉ）

◆私のように、 はじめて税制や財政について学ぼうと

いう人には、 レベルが高すぎました。 基本的 ・初歩

的な税制や財政の話をもっとやっていただけると嬉し

いです。 （Ｎ．Ｔ）

◆障害を持ったシングルマザーの女性が直接訴える

など、 当事者の発言が良かった。 当事者や反対意

見の立場の人、 興味深い講師をたくさん呼んでいた

だいて、 会の企画をしてくださった人に深く感謝した

い。 （田牧文代）

設立３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より一部をご紹介します。
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　　　　　四ツ谷の主婦会館プラザエフ８階において、第３期総会ならびに設立３周年記念集会『希望
と連帯の社会をめざして～格差社会を乗り越える財政とは』を開催しました。参加者約130名。基調講演は、
松尾匡氏（立命館大学）および高端正幸氏（埼玉大学）。パネルディスカッションは、松尾匡氏、高端正
幸氏、竹信三恵子氏（和光大学教授）、宇都宮健児（市民連絡会共同代表・弁護士）、猪股正（市民連絡
会事務局長・弁護士）にご登壇いただきました（P6に開催報告を、P7にアンケートを掲載しています）。

ＪＤ 障害者のしあわせと平和を考える シリーズ４ 「憲法と障害者」

日時：11 月２日（金）13：00 ～ 16：45
場所：憲政記念館　講堂（東京都千代田区永田町 1‐1‐1）

丸の内線・千代田線「国会議事堂前」または有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町」
第１部 安田菜津紀氏（フォトジャーナリスト）「紛争地・被災地でふれあういのちの輝き・生きる力」（仮）

第２部「今こそ語ろう！私たちの憲法」
参加費：500 円　　・定員：400 名

主催・お問合せ・お申込み先：日本障害者協議会 (JD) 事務局　TEL　03-5287-2346

第３回反貧困連続講座

現代日本の貧困と労働 ～日弁連貧困問題対策本部の小川英郎弁護士と考える

日時：11 月 20 日（火）18：30 ～ 21：00（開場 18：00）
場所：文京シビックセンター　5階Ｃ会議室（丸ノ内線・南北線「後楽園」徒歩 1分）

講師：弁護士　小川英郎氏　コーディネーター：河添誠氏（反貧困ネットワーク アドバイザー）
資料代：500 円　主催・お問合せ先：反貧困ネットワーク　TEL　080-6757-1573

【編集後記】
■宮沢賢治は「農民芸術概論綱要」のなかで「世界がぜんたい幸
福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」と言いました。自
己責任論がまん延し、他者に対して冷たく不寛容な社会で「自分
の子や孫さえ幸せになればよい」というわけにはいかないように
思います。子や孫の世代に、一人ひとりの人権が大切にされる平
和な社会を遺したい。９月に初孫が生まれて、そんな思いを一層
強くしました。（内田）

■３周年記念集会の余熱で議論が続いているが、あらためて「税」
や「税の公正」の原点に戻って考えたい。税の基本的な機能に
Revenue（収入）、Redistribution（再分配）、Repricing（価格再設
定＝たばこ税、環境税など）、Representation（代表）の 4 つのＲ
があること。税は手段であると同時に、それ自身に重要な意義を
含んでいること。そしてタックス・ジャスティスは、それを通じ
てソーシャル・ジャスティスを目指す運動であることを。（合田）

お知らせ

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。

　　

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）。

団体1口／1万円　個人1口／2千円　学生1口／500円
＜振込先＞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

個人会員・団体会員を募集中！

入会方法

年会費

　開催報告
7
29
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