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　今年の２月１５日付東京新聞朝刊の 『こちら特報部』 は大手コンビニチェーン 「ファミリーマート」 が 「ファミマこ

ども食堂」 を始めようとしている問題を取り上げていた。 この記事の中に、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構） 加盟国

の子どもの相対的貧困率 （２０１５年のＯＥＣＤ調査） が紹介されていた。

　 日本の子どもの貧困率はＯＥＣＤ加盟国中２０位の１３． ９％で先進国の中でも最悪レベルであるが、 断トツの１

位は貧困率２.９％のデンマークである。 ２位は３.６％のフィンランド、 ３位は７.２％のノルウェーである。

　北欧諸国はおしなべて貧困や格差が小さな国であるが、中でも最も貧困や格差の小さな国はデンマークである。

デンマークでは、 教育費は大学まで無料であるし、 出産費や医療費も無料である。 年金生活者になる前の職業

の種類や所得に関係なく、６５歳で退職すれば一律に年金が支給され、財源はすべて 「税」 でまかなわれている。

日本では、 年金だけでは生活できない高齢者が生活保護を利用するケースが増えているが、 デンマークでは生

活保護費より支給される年金額の方が大きいので年金生活者で生活保護を利用する人はいない。

　 デンマークでは高福祉を維持するために、 当然ではあるが国民負担率も高くなっている。 デンマークの国税と

地方税をあわせた税負担率は６５.１％、 年金や医療保険などの社会保障負担率は２.７％で、 両者合わせた国

民負担率は６７.８％ （２０１６年） である。 一方、 日本では、 租税負担率２５.３％、 社会保障負担率１７.６％で両者

合わせた国民負担率は４２.９％ （２０１７年度） である。

　 デンマークの国家財政の支出内訳は、 社会保障４１％、 医療１０％、 教育１５％となっている。 一方で日本の

国家財政支出内訳は、 社会保障 （医療も含む） ３３.７％、 教育 （科学振興も含む） ５.５％である （２０１８年）。 デンマー

クの教育機関への公的支出の対ＧＤＰ比は、 ７． ６％でＯＥＣＤ加盟国中最も大きく、 これに対し、 日本は３． ６％

で４年連続最下位である （２０１６年ＯＥＣＤ調査）。

　 税金の使い道や政府の政策などに関する国民の関心は高く、 国政選挙の投票率は過去８０％を割ったことが

ない。 ２０１５年の国政選挙の投票率は８５． ８０％であった。 また、 デンマークでは小学校、 中学校、 高等学

校を通して徹底した民主主義教育が行われている。 さらに、 デンマークでは行政の政策決定過程において、 市

民や住民の意見を民主的な方法や手続きを経て反映させるシステムが公的に保障されており、 参加型民主主義が機能

する社会となっている。

　 デンマークの高福祉は、 このような徹底した民主主義によって支えられているのである。

　貧困や格差を解消するために、 私たちがデンマークの福祉社会から学ぶことは多い。 

公正な税制を求める市民連絡会 共同代表・弁護士

宇都宮 健児



白石　孝（NPO法人官製ワーキングプア研究会理事長 )

相互に学ぶという意味
～韓国事例から考える

●世界で孤立しているのはむしろ日本だ

　慰安婦や徴用工の記念像建設、 設置からレーダー照射に

徴用工判決などで、日本世論は一気に 「反韓」 へと傾いた、

日韓関係は最悪の状況だ。 という見方そのものが、 意図的

で偏った見解で、 これが日本政府や一部報道、 さらにはネッ

トで頻繁に喧伝され、 あたかもこれが日本社会の多数意見

だ、 というように作られていることの怖さを感じている。

　では、 今の韓国政治や進行する民主主義について、 日

本ではどのくらい知られているだろうか。 テレビや新聞で文在

寅 （ムン・ジェイン） 政権の政策がどのくらい正確に報道さ

れているか。 朴元淳 （パク・ウォンスン） ソウル市政の 「市

民民主主義」 政策とその実践に到っては皆無に近いほど

伝えられていない。 実際、 書店の韓国、 朝鮮コーナーを

覗いていただければ唖然とするだろう。 無いのだ。

　批判するのは自由だ。 しかし、 批判の対象をきちんと把握

もしないで、 イメージだけでの批判は正しい批判とはいえな

い。 現政権の主要議員が特定の政治思想を持つ集団に属

していることは事実で、少なくともそういうフィルターからの 「外

交」 を進めている。 だから、 これは政権を変えるしかないの

だが、 報道や市民がそれでいいのだろうか。 そこにはもう一

つ、 差別観や蔑視感というややこしい感情が横たわっている

ように思えてならない。こんな状態が続く限り、日本は世界、

アジアでは通用しないだろう。 対等、 平等に相互に学び、

理解するところから未来が拓かれるのだが。

　2011 年10月、ソウル市長になった朴元淳弁護士は、

2000 年9月から11 月の3か月間、 国際交流基金など

の援助を得て日本に滞在し、 全国の社会団体など100以上

を訪問、 交流した。 訪問先は実に多種多様、 日本で活動

している私たちでさえ、 そこまでは回っていないというほどだ。

その彼を日本のマスコミは「反日活動家」とレッテルを貼る。

この場合の 「反日」 は、 1900年代前半に日本国が行った

対外政策を反省、 謝罪しないことを指摘する人のことを指し

ているという意味では事実だが、 それを 「反日」 と表現する

こと自体がおかしい。 日本社会をよく知る 「知日」 の方ゆえ

の指摘と謙虚に受けとめるほうがいいではないか。

　その朴元淳さんは、 日本だけでなく欧米など 「先進」 に学

び、 それを積極的に採り入れ、 韓国社会で実践している。

逆に日本人が韓国の広範な領域の団体や人を訪問し、 学

んでいるだろうか。 余りにも一方通行なのだ。 これは、 いわ

ば 「革新系」 の私たちにも当てはまる。 韓国を知ること自体

を回避、 知らずしての批判はおかしい。

　2003年出版の日本語版 『韓国市民運動家のまなざし』 の

序文で朴元淳さんは次のように書いている。 「韓国政府もや

はり東アジア、 ひいては世界において、 より開放的で積極

的な認識をもち、 役割を果たすうえで充分とはいえない。 ぎ

すぎすした両政府の間では窒息しそうなやるせなさを感じざる

をえない。 政府があやまった問題を解決できるのは、 両国

の市民運動をおいては存在しない」 と。 こういう方を 「反日

活動家」 という卑しさこそ正すべきだ。

●朝鮮半島の平和、安定と韓国内政との深い関係

　本稿を読まれる方は、 筆者がなぜそこまで前述したことにこ

だわるのか、 もっと具体的な社会政策や税制、 財源

などを知りたい、 と思われているかもしれない。 だが、 こと

韓国、 朝鮮については 「視点」 が重要だし、 そこから次が

始まるので、 前記のように書きだした。

　さて、 次は朝鮮半島の平和と韓国の内政について触れる。

なぜ南北首脳会談が実現したのか、 戦後の歴史を振り返れ

ば分かる。 第二次世界大戦後、 日本には米国主導の連合

国軍が進駐したが、 数年後には朝鮮半島が東西陣営激突

の場となった。 済州島四三事件から朝鮮戦争を経て南北分

断となったが、 南朝鮮では 「反共」 保守政権が誕生した。

❷ Vol.16（2019.4）



その主たる政策は、 北朝鮮撲滅と南朝鮮での親北派の

一掃 （国内治安徹底強化）、 そして大企業、 輸出中心

の経済政策だった。 したがって、 北が南と対話をする前

提が、 保守政権ではありえないことは明らかで、 南北分

断後初の民主政権となった金大中政権時に南北会談が

初めて実現した。 次いで盧武鉉政権、 そして文在寅政

権時である。

　 そうであるがゆえに、南で民主 （進歩） 政権の成立、

維持は東アジアの平和に必須条件であり、 そのために

は内政がポイントになる。 文政権は 2017 年 5 月に発足

したが、 突然の選挙だったため、 公約を官僚とすり合せ

たり、 より充実化するため７０日間の猶予期間を設け、

国政企画諮問委員会で国民からのヒアリングをふまえて 5

年間の重点政策 「100 大国政課題」 を策定した。 それ

が①不正腐敗をなくし、 積弊を解消する 「国民が主人」、

②社会経済的不平等、 格差問題解戦略の 「みんなが

共存する経済」、③福祉など国家が責任を持つ 「国民の

暮らしに責任を持つ」、④地方自治、農漁村活性化の 「均

衡発展する地域」、⑤「平和と繁栄の朝鮮半島」 と 5 つの

分野に大別され、 うち 4 つは内政課題だ。 紙面に限り

があり、 これ以上詳細には書けないが、 経済、 労働、

福祉政策などを保守政権時から大きく転換させようとして

おり、 18 年 9 月には 「国民の暮らしを変える包容と革新

の社会政策」 が前記 5 課題を強化する観点から策定さ

れている。

●欧米左派や日本の革新自治体に学んだ改革・革

新ソウル市政

　  １９８７年の民主化で誕生した「第 ６ 共和国憲法」は、

第 1 条で 「大韓民国は民主共和国である。 大韓民国の

主権は国民にあり、 すべての権力は国民から生ずる」 と

謳っている。 １６年１０月から１７年３月までのべ１,７００万

人が参加したキャンドル行動で唱和された 「これが国だ」

と共有する理念だ。 朴市長は、 その憲法理念を愚直な

ほど具現化している。

　  ソウル市政は徹底した市民主体市政を進めようとしてい

る。 例えばマスタープラン策定は市民が進め、 「住民参

与予算制度」 は、 まだ全予算の 5％程度ではあるが、

使い道を各 25 区ごとに住民が決めている。 「単に市民の

意見を政策に反映することにとどまらず、 市民が政策づくり

の主体となる、 より積極的な形の市民参加」 「市民たちが

暮らしの中で必要とする事業を自ら提案し、 市民によって

構成された予算委員が厳しい審査を経て予算に反映する」

「財政運営の透明性と財源配分の公正さのため１２年5月、

はじめて導入しました」 と市長は述べている。

　 その住民、上から組織する「官製自治」でなく、新たな「マ

ウル＝村」 政策が進んでいる。 漢江の北、 麻浦区に 「ソ

ンミサン ・ マウル」 という地域共同体運動で有名な地域が

あり、 そのリーダーのひとり柳さん （前ソウル市協治諮問官）

は語る。

　 市長がソウルに 「村」 を作ろうと提案した。 だが、 村

は政府が作れるものではないと私は答えた。 そこで村を作

れる住民を作ることにした。 そのために「3人条例」を制定、

小さくて容易い事業、 随時公募制、 包括予算制、 事前

事後支援システム、 住民参与審査制などが住民の登場を

促進するための核心的な手段だった。 その結果 10 万名

余りの市民が 「住民」 として参画し、 3 千余りの住民の集

いが登場した。 住民の集いは隣接した村同士と同じような

課題ごとに連結され始めた。 「村とは私の必要が隣人の必

要」 となり、 「ひいては村の必要」 となる、 「私の必要」 が

解決できるようにしてくれる空間だ。 個人の必要を共感する

数人の隣が集って始めた住民の集いが、 いつの間にか他

の住民の集いと連結される。 集いごとに直面する共通の難

しさと課題を共有し、 一緒に解決しようとする試みが続きな

がら、 問題を共に解ける経験が作られるようになった。

　 ソウル市の改革 ・ 革新は市長のリーダーシップによるとこ

ろ大だが、 ワンマンではなく、 人が育ち、 民主化を実現さ

せた多くの市民 ・ 社会運動が分厚く創り上げている。 どの

分野で訪問 ・ 交流しても、 市職員、 中間支援組織を受託

運営している民間団体職員、 そして住民が、 市長の政治

理念 （哲学） と同じレベルで語り、 実践している場面に出

会う。 こういうワクワクするソウル市が日本には全くといって

いいほど紹介されていない。 個別政策はあえて省き、 今

の韓国やソウル市に学ぶ意味、 必要性をまずは知ってい

ただきたかった。
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宇都宮健児 『天皇制ってなんだろう？—あなたと考えたい民主主義からみた天皇制』

　天皇退位・新天皇即位が近付き様々な報道のある今、太古から現在までの天皇のあり方

を見つめ直し、考えることはたいへん意義深く重要であると、本書を読んで痛感した。著

者は「どうして日本に天皇制があるのか」「戦後の天皇制はどう決まったのか」「今、天皇

制をどう考えるべきか」等について、中学生の素朴な疑問に答える形で丁寧に明快に論じ

ている。天皇・皇族の基本的人権、戦争責任、日米安全保障条約といった点にも果敢に踏

み込み、ドイツの戦後の歩み、スウェーデンの主権者教育、韓国の市民運動についても触

れながら、日本に何が足りないのか、これから何をすべきかについて幅広く問題提起をし

ている。自ら国民主権を勝ち取った経験を持たず、政治に無関心なまま今日まで来てしまっ

た日本の市民社会の弱さを訴え、真の民主主義の実現を「じゃあこれからだね！」と気付

かせる展開には勢いがある。読み終えた若い人は「自分たちこそ主人公だ！」との自信と

意欲を高めるに違いない。（書評：山根）

竹信三恵子 『企業ファースト化する日本—虚妄の 「働き方改革」 を問う』

　　「民でできることは民で」という小泉改革の集大成が、安倍首相の「世界で一番企業

が活動しやすい国をつくる」ことで、成功している。公務員は激減して公務サービスは貧

弱となったが、安い労賃で大企業は空前の利益を上げて株式配当は最高額である。夫を過

労死で失った悔恨から国会の参考人として労働時間の規制強化を訴えると、「週休七日が

人間にとって幸せなのか」と与党の議員から反問される。これがこの国の実態だ。その一

つの帰結がレオパレス 21 問題である。欠陥工事を現場の労働者は知っていたはずだが、

だれも糺そうとせず、莫大な改修費用が生じて企業の存亡すら案じられている。過剰な成

功が企業の存立さえ危うくしているのだ。本書はその報告である。働き方改革ではない、

働かせ方改革だという実態が生々しく現場から報告されている。正直気が重い内容だが、

シャンタル ・ ムフ 『左派ポピュリズムのために』

　「ポピュリズム」は否定的な意味あいで語られることが多いが、著者はこれを新自由主

義の支配に対してたたかう戦略として、積極的な意義を認める。今日の新自由主義のヘゲ

モニーはサッチャー革命によるところが大きいが、彼女自身、右からのポピュリズムの手

法に頼った。世界金融危機以来、新自由主義ヘゲモニーが危機を迎えている今、著者はサッ

チャーの手法を逆に利用する、左からのポピュリズム運動の可能性について考える。サッ

チャーは保守党と労働党の戦後コンセンサスを破棄し、国家官僚、労働組合と勤勉な「人民」

を対置する政治的な戦略をとった。サッチャーは自由と民主主義の紐帯を断ち切り、ハイ

エクにならって民主主義を自由に従属させようとした。保守の伝統的なイデオロギーから

離れ、対抗文化のいくつかの要素を取り入れた。私たちもこの戦略を取り入れ、多様な民

主的闘争をつなぎ合わせれば、新しいヘゲモニーを打ち立てることが可能だというのであ
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平凡社 

1400 円＋税 

 
岩波書店 

1700 円＋税 

 
明石書店 

2400 円＋税 る。（書評：合田）

闘う拠点を確認するためにも本書を手に取るべきだ。（書評：柴田）



やさしい税金Q & A〈第 15回 〉

　  

現在５～ 45％の７段階であり、 所得が多いほど

税率も高くなる超過累進税率となっています。 と

ころが、 所得金額が１億円を超えると、 所得に

対する所得税の割合 （所得税負担率） が下がっ

　 　

　 図１をみてください。 所得税負担率 （実線 ・

左軸） は、 合計所得金額 500 万円では 4.9％、

同 1000 万円では 10.8％というように右肩上がり

で増加していきますが、 所得１億円の 27.5％を

ピークに減少に転じ、 所得 100 億円超の所得税

負担率は、 わずか 11.1％となっています。 なぜ

こ の よ う な こ と が お き て い る の で し ょ う か。

　それは、 給与所得や事業所得については、

総合課税で５～ 45％の超過累進税率が適用さ

れる一方で、 株式等の譲渡所得や配当所得、

債券等の利子所得などの金融所得については、

分離課税で一律 20％（所得税 15％・住民税５％）

　図１の点線が示しているとおり、 所得が１億円

を超えるような高所得者は、 所得のうち株式譲

渡等の占める割合が多くなっています。 そのた

め、 高所得者ほど所得税負担率が低下するとい

う

　

所得税のしくみは、 お金持ちが優遇されているの？

　

　 このようなお金持ち優遇の税制では、 格差はま

すます拡大してしまいます。 ではどうすればよい

のでしょうか。 次の二つの方法が考えられます。

    一つは、 譲渡所得や配当所得の分離課税を

やめて総合課税とし、 超過累進税率を適用すると

いう方法です。 しかし公平な課税を行うためには、

納税者が国内外に所有する金融資産を税務当局

で正確に把握する必要があるため、 すぐには実

　 もう一つは、 分離課税のままで、 税率を引き上

げるという方法です。 これならば、 改正しようと思

えばすぐにでも実現できるはずです。ＯＥＣＤ（経

済協力開発機構） が 2017 年に示した 「対日経

済審査報告書」 においても、 「キャピタルゲイン、

配当、 利子所得への税率を 25％に引き上げるこ

とで税収を増加させる」 という提案がなされていま

    政府与党は、 株価に悪影響を及ぼしかねない

金融所得税制の見直しには消極的です。 しかし、

公正な税制を求める私たち市民は、 富裕層や大

企業ばかりを優遇している現在の税制を改めるよ

う、 これからも積極的に声をあげていきましょう。
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【図１】申告納税者の所得税負担率（2013 年分）

※出典：国税庁「平成 25 年分申告所得税標本調査結果」より財務省作成（2015 年 10 月）

  はい、 そのとおりです。 所得税の税率は、

●お金持ちの所得税負担率が低い理由

ているのです。

逆転現象がおきているのです。

●まずは金融所得の税率ＵＰを

現が難しそうです。

す。

（税理士　内田麻由子）

の税率となっているためなのです。



◆詐欺的行政と言える 「物価偽装」

個人会員

   「公正な税制」と同様に「公正な税の支出」も

重要である。税を財源とする社会保障給付の基

準改定は、公正に行わなければ、国民の信頼を

失う。2013 年に厚生労働省が実施した生活扶助

費（生活保護制度の日常生活費）の基準改定は

　基準改定の理由として厚労省が挙げたのが、

生活保護世帯の区分ごとの生活扶助基準のゆが

みを正すという「ゆがみ調整」と、物価下落率

に連動させて基準を切り下げる「デフレ調整」。

基準改定による国予算の縮小額は約 670 億円で、

そのうちの約 580 億円がデフレ調整の影響分だ。

デフレ調整は、物価スライドと同様な内容なの

で、物価指数変化率の計算が間違っていないこ

とが決定的に重要だ。ところが、厚労省は意図

的に物価下落率を大幅に膨らませた。今年の国

会は「統計国会」の様相だが、４月１日時点で

物価偽装問題がクローズアップされていないの

はまずい。野党による徹底的な追及を期待する。

　厚労省が指標にした物価指数は、自ら開発し

た「生活扶助相当ＣＰＩ」（生活扶助相当消費者

物価指数）。その 2008 年～ 2011 年の変化率がマ

イナス 4.78％だったとした。筆者は、正しい方法

で計算されれば、下落率は１％未満だったと考

フリーライター ・白井康彦

会員の広場へ投稿をお寄せください。

本文３００字～６００字程度で、 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

電話番号を明記のうえ E メールにて、

uchida@n-sk.org( 内田） までお送りください。

　この行政処分の取り消し請求訴訟が各地で提

起され、29 地裁で係争中。裁判の中で、物価偽

装の手口は明確になった。第一は、計算方式の

選択。世界各国の担当機関は、消費者物価指数

をラスパイレス方式で計算している。厚労省が

生活扶助相当ＣＰＩの算出で使ったのは、2008

年～ 2010 年がパーシェ方式で、2010 年～ 2011 年

はラスパイレス方式だ。計算方式の併用は異常

である。また、日本の消費者物価指数は、比較

する２時点の後の時点が 2010 年であるときに

パーシェ方式で計算すると、物価下落率が大き

く膨らむ構図になっている。つまり、厚労省は

物価下落率が膨らむ異例の方式を選択したわけ

　手口の第二は、物価指数の計算に使う各品目

の支出額割合を、生活保護世帯平均ではなく、

一般世帯平均にしたこと。こうした二つの手口

により、テレビとパソコンの影響が著しく過大

評価された。4.78％の下落率のうち約３ポイント

分がテレビとパソコンの影響。貧しい生活保護

世帯の暮らしとはかけ離れた計算結果である。

物価指数の計算は、買い物かごスタイルになっ

ていて、それほど難しいものではない。筆者が

作成したホームページ「生活保護費大幅削減の
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酷かった。詐欺的行政と言えるレベルだ。

えている。

だ。

ための物価偽装を暴く」（http://hinkonkakeiken.com/）

で物価偽装の正体を確認してほしい。



2 月 21 日に開催した

第11回学習会「市民民主主義にチャレンジする韓国の社会運動に学ぶ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講師：白石孝さん）に

◆大変すばらしい内容でした。韓国の運動や改革から、多
くを学ぶべきだと思います。（紅林進）

◆ほとんど日本では報道されない、韓国の民主的労組運動
や市民運動に、学ぶべき点は多い。ここ数年途絶えてしまっ
たが、韓国ソウルの美化員（清掃労働者）と交流をしてい
た。労働安全衛生問題を改善したいとエネルギッシュに活
動していた、その姿勢にも敬服した。相互交流を再開した
い。（染裕之）

◆話が分かりやすく、自分たちでも実践できそうな話が
多くあり、とても参考になりました。まだまだ勧告を見
つめていきたいと思います。
税によって財源をつくること、抜け道や不正をなくせば、
できるのではと思います。そういった試算などもみられる
といいなと思います。（Ｎ）

◆ソウル市政、文政権の政策を知ることができてよかった。
（Ｔ．Ｓ）

◆豊富な情報をありがとうございました。「首長の政治理念
がしっかりしているかが基本」との市民の発言が出てくる
土壌がつくられている（つくってきた）ことへの敬意を思
います。日本の革新市政がなぜ消えてしまったのか、考え
させられます。

◆知らないことばかりでした。自分から情報を求めなけれ
ばだめだと思いました。韓国の政権、ソウル市での実践、
学ぶべきことは沢山あることを、興味深く教えていただき
ました。

◆チラシには「韓国の社会運動に学ぶ」となっていたので、
もっと運動の話かと思った。知りたいのは、どうしてあの
ような規模のデモを展開できたか、でした。

◆ここでしか聞けない話、韓国から学ぶことがたくさんあ
る。

◆社会政策に対する信頼が大事だとのこと、納得しました。

3 月 19 日に開催した

第12回学習会「社会保障財源をどう確保するか」（講師：菅隆徳さん）に

◆具体的で明確な説明で分かりやすかった。山本太郎参議
院議員の主張している政策が正しいことが裏付けられたと
考える。立憲野党は政策に公平な税制を掲げて戦うべきと
考える。（市民連絡会は）今後も活動を継続して、立法に結
びつけて欲しい。（中山照章）

◆難しい複雑な税金・税制の大筋のポイントは理解できま
した。財政学者の井手英策氏の考え方、財源論＝法人税＋
所得税＋消費税のベストミックスの考え方（社会保障費の
財源論）は、今回のお話と同じなのでしょうか!?（Ｈ．Ｔ）

◆国民の社会保険料の負担は貧困家庭にとても重く、消費
税が10％になったら、生活が成り立たなくなります!!　消
費税増税反対!!（Ａ．Ｋ）

◆菅先生のお話を聞かせていただくのは２度目ですが、資
料も更新されており、改めて勉強になりました。（Ｃ．Ｍ）

◆基本的な構造が良く分かりました。どういう社会をめざ
すのかが根本ではないか。
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ご参加いただいた皆様からのアンケートをご紹介します。

ご参加いただいた皆様からのアンケートをご紹介します。



【活動報告】

　　　     主婦会館にて、第11回学習会「市民民主主義にチャレンジする韓国の社会運動に学ぶ」（講師：白石孝氏）
                    を開催しました。参加者約30名。
　　　    主婦会館にて、第12回学習会「社会保障財源をどう確保するか」（講師：菅隆徳氏）を開催しました。
                    参加者約20名。
                                                                                              ※P7に、第11回および第12回学習会のアンケートを掲載しています。

日本財政の未来はどうなるのか
　　　　2019年5月31日（金）
         18：30～（開場 18：00）
　　　　主婦会館プラザエフ　３階
　　　〒102-0085 東京都千代田区六番町 15

　　　

　　　　資料代　500  円　事前申し込み不要

日時

場所

 主婦会館
プラザエフ

駅：JR 四ツ谷駅　麹町口

・ JR 四ツ谷駅麹町口 （歩 1 分）

・ 地下鉄南北線 / 丸の内線四ツ谷駅 （歩 3 分）

【第 13 回 学習会】

◆第3期総会および設立4周年記念集会は、６月または７月に東京都内で開催予定です。
詳細が決まりましたら、ホームページ・メーリングリスト等にてご案内申し上げます。

2/21

3/19

＊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

❷ Vol.16(2019.04）❽

【編集後記】
■ 4月1日に新元号が発表された。元号をどうするかについて（やめるという選択肢も含めて）、私たち国民が議論に関わる機会はなかった。たて続け

に4月9日、新紙幣のデザインが突如発表された。これについても私たち国民はおいてけぼりだ（日本銀行法第47条で、紙幣の肖像等は財務大臣が

定めることになっているらしい）。民主主義の日本で、あれもこれも「お上が決めるもの」でいいはずはない。それは税制についてもまた然りである。（内田）

■当連絡会創立４周年を迎えるにあたり、あらためて公正な税とは何かを考えてみたい。政府は財源がないという理由で、貧困や不平等対策、教育や

医療の支出を削減する。税と支出は必ずしも一致する必要はないが、両者はほんらいリンクしている。「金のなる魔法の木」はない以上、そして格差が

拡大しているいま、求められるのは「公正」原理に裏打ちされた税収であり、富裕者、巨大企業の税逃れを止め、応分の負担を求めることである。（合田）
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