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　「真面目で勤勉で優しい人たちが、どうしてこんなにお金で苦しまなきゃいけないんだろうって思いま
す。このまま税金が上がったら、私も友達も倒れてしまう」
　アルバイトをしながら舞台俳優をしているという若い女性は、マイクを握ってそう訴えた。恋人がいて、
結婚や出産も考えているけれど、お金の問題でなかなか叶わない。身を粉にして働く恋人。ひどい労
働環境で、安い賃金で働かされている友人たち。「サザエさん」や「ドラえもん」なんかのテレビアニ
メを見れば、昔は家があって家庭を持って普通に生活ができていたのに、今はそれが難しい。
「昔できたことが、どうして今できないんだろうって、本当に不思議に思います」
女性の言葉に、多くの人が頷いた。
　５月２１日、財務省前で開催された、消費増税に反対するアクションでの一幕だ。呼びかけたのは、
山本太郎議員。しかし、本人はほとんど話すことなく、マイクは次々と参加者たちに渡される。
　社会に出て初めて「税金」を意識したという２３歳の男性は、給与明細から引かれる税金の額に驚き、
「こんな給料じゃ、車持てないなんて当たり前」と話した。
　大学一年生の男性は、母子家庭の友人が、お金の問題で行きたい大学に行けなかったことを話した。
自身も母子家庭だが、祖母がいるのでなんとか進学できたという。しかし、その祖母も生活が苦しい様
子。２４歳の男性は、GDPの速報値で国内消費が下がっていることに触れ、「消費増税、やめてください! 
国内消費をもっと下げます ! 若者にとって、どんどん暮らしづらい社会になっています !」と叫んだ。
　この日、印象的だったのは、若者が「お金」「生活」について、真正面から語ったことだ。生活が
苦しいこと。非正規で、貯蓄もなく将来が不安なこと。物が値上がりしていること。そんな時に消費増
税されたらたまらない、という切実な思い。
　そんなアクションから数日後、政府は年金などの限界を認め、「人生１００年時代の蓄え」などとお
得意の「自助」を呼びかけた。さらにその数日後、トランプ大統領来日中の共同記者会見にて、日本
がアメリカからステルス戦闘機 F３５を１０５機も購入することが明らかにされた。その額、一兆円以上。
この国の「お金の使われ方」は、どう考えてもおかしい。
　この夏には、選挙がある。私たちの思いを示す機会を存分に生かそう。

若者たちが語る
「お金」「生活」のこと



【図１】寡婦・寡夫控除の適用条件
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赤石 千衣子
NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長

ひとり親、シングルマザーの
生き生き暮らせる社会
をつくるために
　わたしは、シングルマザーと子どもたちを応援する、し
んぐるまざあず・ふぉーらむという団体を運営しています。
　今日は、婚姻歴のない非婚ひとり親に寡婦控除とい
う所得控除を適用するよう活動している内容と、そも
そもシングルマザーと子どもたちの生きづらさを解決す
るには社会保障で何が必要と考えているのかをお伝え
したいと思います。
　まず寡婦控除という所得控除ですが、非常にいび
つな制度となっています。ひとりで子供を育てている困
難に対応するとなっているのですが、実際には死別、
離婚、の順に優遇され、非婚・未婚の場合には適用
されません。適用の条件については、図１を参照して
ください。
　この問題を解決しようと、この 10 年、以下の取り
組みを行ってきました。
　2009 年　日本弁護士連合会に人権救済申立
　2013 年　日弁連が自治体への要望書
　2013 年～2018 年　各自治体で婚姻歴のない
ひとり親にみなし適用実施働きかけ、全国化
　2018 年　与党税調で論議、延期

と進んできました。実に、亀のような進み方で一歩一
歩、みなし寡婦控除の適用自治体を増やしてきたこと
により、厚生労働省を動かし、みなし寡婦控除は全国
一律になりました。
　昨年 12 月、私たちは、こうしたマイナーな課題が
与党税調で議論されたことにある種の感慨を持ちまし
たが、実現には至りませんでした。期待に反して、与
党内に「未婚の出産を奨励してはならない」という反
対論が出たことをもって、家族観の岩盤が実現を阻ん
でいることを実感しました。
　日本社会が 1990 年代～（つまり平成の間）男女
の平等、家族の多様化を進められず、世界の中でガ
ラパゴス化していることと、この問題は無縁ではない
のでしょう。
　幸い、与党の中にも少しずつ理解者は出ています
ので、今後もロビイ活動などに力を入れたいと考えて
おります。

扶養親族

あり

なし 500万円以下

500万円以下

500万円超

○寡婦控除

◎特別寡婦控除

○寡婦控除

所得
死別

なし

○寡夫控除

なし

死別

なし

○寡夫控除

なし

離婚

なし

なし

なし

なし

◎特別寡婦控除

○寡婦控除

離婚

なし

なし

なし

未婚
（婚姻歴なし）

未婚
（婚姻歴なし）

母子世帯 父子世帯
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赤石千衣子（あかいし ちえこ）

　もうひとつは、そもそも母子世帯はなぜ貧困なのか、
どうそれを解決すべきなのか、ということです。
まず、シングルマザーの貧困は男女の賃金格差、特
に子どものいる男女の賃金格差が大きいことがもっと
も大きい理由だと思います。
　そのうえで、所得再分配が弱い。社会保障の在り
方が全体に変化し、2000年代初めからひとり親家庭
に支給される児童扶養手当などの現金給付を削減し
就労支援に大きくシフトしましたが、その成果の検証
がなく、さまざまな制度が有効に機能していないように
見えます。
　さらに、2010年代から、子どもの貧困という概念で、
再度スポットライトを浴びるようになり、困窮する世帯
と子どもへ様々な支援が行われるようになりましたが、
届くものと届かないものがあること。やはり構造的な問
題にどう肉薄できるのかが重要であるということです。
　では、私たちは、この数年、この問題で何に取り組
んできているか、です。

　男女の賃金格差の是正といった問題はすぐには変
わりません。ですが、月収10万円で働いているシング
ルマザーが少しでも賃金が上がるような仕組みもつくっ
ていくことが大切だと思います。就労調整の壁となっ
ていることを取り除く、という意味では、「社会保険の
適用拡大」もひとつの意味があるでしょう。
　児童扶養手当（現金給付）の拡充については、もっ
ともストレートな取り組みなので、世論を味方につけて
いかねばなりません。2015年、キャンペーンを行い、
児童扶養手当の複数子がいる場合の加算額を、
5000円から最大1万円に上げることに成功しました。
2016 年には、児童扶養手当の全部支給の所得制限
が年収ベースで130万円であったのを、160万円まで
上げることができました。これは、パートなど非正規で
働くシングルマザーの平均年収が133 万円と低いまま
であったことが、後押しになったと聞いています。さら
に支給回数を年 3 回から 6 回に改善することが決まっ
ています。
　こうして少しずつでも児童扶養手当の改善を求めて
いきたいと思っています。
　昨年から、目黒の事件、そして野田市の事件のよ
うに児童虐待、そしてＤＶと虐待が同時に起こってい
た事件などが明らかになっています。同時に性暴力に
ついての告発も少しずつ広がっています。
　暴力と経済的な問題は表裏一体です。別れても生
きていける、子どもたちとともに安心して暮らせるとい
う状況では、暴力から逃れる決心はより容易になるで
しょう。男女の力関係の格差は、経済的な格差と大き
く連関していることを見据えながら、シングルマザーと
こどもたちの状況の改善のため、支援活動と政策提
言を行っていきます。

約30年前非婚のシングルマザーになる。現在ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ理事長。当事者としてシングルマザーと子どもたちが生き生き
くらせる社会をめざして活動中。反貧困ネットワーク世話人。社会保障審議
会児童部会ひとり親家庭の支援の在り方専門委員会参加人。東京都ひとり
親家庭自立支援計画策定委員。社会福祉士。国家資格キャリアコンサルタン
ト。著書に『ひとり親家庭』（岩波新書）、編著に『母子家庭にカンパイ！』『シ
ングルマザー 365 日サポートブック』ほかがある。ヤフーニュースにもた
まに執筆。

●ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
http://www.single-mama.com/
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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。

岩波書店 3700円＋税

 
日本経済新聞社 2200円＋税

集英社新書 900円＋税

明石順平『データが語る日本財政の未来』

（書評：合田）

　財政危機について積極的に警告を発している明石氏の近刊。「この国は、完全に末
期症状です。我々は先送りのツケをそう遠くない未来に払うはめになるでしょう」とい
う。深刻な財政危機だが、驚いたことに日本の国債市場は超安定だ。ここに至ってもマ
イナス金利で発行できている。この落差こそ問題の本質である。処方箋の描けない状
況でも、唯一の手がかりを本書は提示している。「じゃあ社会保障費を思いっきり増や
して、医療・福祉分野の人たちの給料を物凄く高くすれば、景気がよくなるんじゃな
い？」そのとおりだ。しかし、問題はどうやってお金を調達するかだ。「国債増発によって
社会保障費を思いっきり増大する方法を取れば、円の信用を保つのは難しいだろう」
とあるが、要は使い道だ。国債増発で軍事費では信用は損なわれるが、景気底上げで
社会保障費に使われるのであれば、信用もそうは毀損されないだろう。そこを信じて、
社会保障費に財政資金を投入することだ。それには、そういう考えを持つ政権が先に
必要というこれまた別な難問がある。

森信茂樹『デジタル経済と税
　　　　―ＡＩ時代の富をめぐる攻防』
　近年のデジタル技術の進化は驚異的であり、ワットの蒸気機関が産業革命のてこと
なったこととの対比で、現代は「デジタル革命の時代」とも呼ばれる。著者はデジタル
化の明るい面の裏に潜む、租税回避というダークサイドを摘出する。デジタル企業の
利益の主な源泉はブランド、特許権、ノウハウなどの無形資産であるが、無形資産に
関する権利は簡単に移転が可能なので、それをタックスヘイブンに置かれた子会社に
置くことによって、利益をシフトし、税を逃れる。ＧＡＦＡなどデジタル巨大企業に対す
る課税に関しては、Ｇ20 サッミットの議題となっているが、著者は無形資産に課税す
る新税制を提案する。他方、今後ますます増大する歳出の財源として、また格差拡大
に対応する税制として、資産課税の増税を提案する。有力な財源として消費税の重要
性は認めるとしても、10％以上の引き上げは今の政治的状況ではいつになるかわか
らない。そこで今後の税制の選択肢として、資産課税を位置付ける必要があると主張
している。

アレックス・ナンズ『候補者ジェレミー・コービン
　　　　　　　 ―「反貧困」から首相への道』
　政権を取った訳でもないのに英国労働党党首ジェレミー・コービンに注目が集まっ
ている。「反緊縮政策」の旗手としてである。労働党は凋落していた。政権からほど遠
く、党内抗争では常に右派が優勢だった。そして、生活保護の上限規制でも与党案に
賛成して、それが英国の財政緊迫を考慮した大人の政党の態度であるとした。コービ
ンは、それに反旗を翻した。それはイギリスを覆ってきた自由主義への反旗でもあっ
た。反緊縮というより私にはオールド左翼の立場を鮮明にしたと思えた。党首選では
泡沫候補のコービンがいかに勝利したのか、人名が飛び交う本書を読みこなすには、
英国政治に相当の知識が要求される。評者にはほとんど未知の名前であったが、人々
の熱気は伝わってくる。泡沫と嘲られながら愚直に阿ることなく弱者のための政策を
訴える彼に支持が集まったとなると、日本でもそのコービン現象が起こるのか。ある
泡沫候補の闘いに注目している。

（書評：柴田）

（書評：柴田）
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やさしい税金Ｑ＆Ａ〈 第16回 〉 

？
日本はＧＤＰ３位でも
幸せじゃないの

　世界幸福デーの３月 20 日に国連が発表した
「世界幸福度ランキング 2019」において、日
本は58 位でした。トップ 10 のうち半数を、フィ

ンランド、デンマーク、スウェーデンなど、民主主義が機能し、
高負担・高福祉で知られる北欧諸国が占めています。
　この調査は、156 か国においてアンケートで得た主観的
幸福度について、６つの指標（一人あたりＧＤＰ、社会的
支援、健康寿命、人生選択の自由度、寛容さ、腐敗度）
を使って分析したものです。日本は、健康寿命は２位、一
人あたりＧＤＰは 24 位でしたが、人生選択の自由度が 64
位、寛容さは 92 位でした。長生きでお金持ちなのにあま
り幸せではない日本人。いったいどういうわけでしょうか。
●人の命よりお金が優先される社会
　戦後、日本は経済成長を最優先させてきました。その
姿勢は、少子高齢化で人口が減少に転じた現在も変わっ
ていません。非正規雇用者は４割を超え、効率や競争を
優先して人を使い捨てにする企業や役所では、パワハラや
過労死、過労自殺があとを絶ちません。
　若い世代の自殺は深刻です。15～ 39 歳の各年代の
死因の第 1 位は自殺であり、10～ 14 歳でも 2 位となっ
ています。自殺の死亡率（人口10万人あたりの死亡者数）
も 17.8 と高くなっています（厚生労働省　自殺対策白書
2018 年）。
　中央省庁における障害者雇用数の水増し問題が発覚し
ましたが、私たちが暮らす地域や学校、企業でも障害者は
排除されてきました。あなたには、障害を持つ友人や同僚
が何人いますか。子どものころから学校も別々で、就職し
ても障害を持ち働いている人は身近にあまりいません。
●「お金のモノサシ」から「幸せのモノサシ」へ
　政・財・官・学も、私たち市民も、儲かるかどうか、
役に立つかどうかという「お金のモノサシ」をわきに置いて、
一人ひとりの命と人権を大切にする「幸せのモノサシ」に
持ち換えてはどうかと思うのです。

　ブータンは、独自に開発したＧＮＨ（国民総幸福量）を
政策のモノサシに用いています。軍隊をやめたコスタリカ
では、ＧDＰの８％を教育費に使うことを憲法に定めている
そうです。ドイツの憲法には、人間社会を破壊するような
市場経済や利潤の追求はやめるべきだと書かれているとい
います。
　「社会的共通資本」などを著した経済学者の宇沢弘文
氏は「人間のための経済でなくてはならない」と繰り返し
説いていました。私たちは、ＧＤＰなどには表れない、ほん
とうの豊かさとは何かを、立ち止まって考える必要があるよ
うに思います。これからどんな国を目指すのか、子や孫へ
どんな社会を遺すのか、私たち市民が互いに対話し、選
挙を通じて意思表示することが大切ではないでしょうか。
●幸せの３つの段階
　幸せには、３つの段階があります。第１に、命や健康、
住居、収入、教育など、世界のどこに暮らしていても、生
きていくために最低限保障されるべき「基本的な幸せ」で
す。第２に、家族や友人や地域の人たちと関わりを持ち暮
らす幸せ、信仰の自由や表現の自由など「社会的・文化
的な幸せ」があります。第３に、好きな趣味に没頭するさ
さやかな幸せや、子や孫の成長を喜ぶ幸せなど、私たち
一人ひとりに異なる「個人的な幸せ」があります。
　第１の「基本的な幸せ」と第２の「社会的・文化的な幸せ」
は、憲法に保障されている基本的人権といってもいいでしょ
う。第３の「個人的な幸せ」は、何を幸福と感じるかは人
それぞれです。憲法 13 条では、幸福になる権利ではなく、
幸福を追求する権利を保障します、といっています。
　このように「幸せ」をキーワードに考えてみると、税や
財政の大切な役割というのは、私たち一人ひとりが、３つ
の段階の幸せを感じながら生活できるようにサポートするこ
となのではないでしょうか。



会員の皆様といっしょにつくるページ

◆経済政策コンクール

　　　　　　　　　　　

会員さんの投稿

　生活不安の中にある若者や有権者に、「左派」は選
択肢の一つとして映っていません。自分たちには縁のな
いひとたちで、格差社会の幹部候補生と見えているかも
しれません。極右の中枢は格差社会のチャンピオンで、
その言葉は毒を含んでいますが、運動は案外、生活に
アンテナをはっています。欧米でもこの国でもそうです。
「左派」のおおくはあきれるほど生活に鈍感です。だから、
フランスの「黄色いベスト」運動など「忘れられた人々」
が極右に取り込まれるのです。 
　同じ日本語を話しながら、「世界」が違うとコミュニケー
ションができないことがあります。しかもその「世界」が
狭い。仲間内の聞きなれた言葉に酔い、聞きなれない
言葉には無視を決め込みます。場合によっては排除で
臨みます。たいていの「左派」の集会では、参加者が
意見を述べることは期待されていません。参加者は頭数
にすぎません。これは民主主義の運動というより興行で
す。「左派」の運動には生活の中から言葉を紡ぎだす

回路がないのです。
　これは、「左派」の弱さなので、治そうと思えば治せ
ます。治療法を提案します。経済政策コンクールをやる
のです。大騒ぎしながら。いっそ、お祭りにするとよいか
もしれません。だれでもエントリーできるようにしておきます。
提案者は政策を競います。参加者は政策案の選択を
迫られるのでお客さんではいられません。政府提案の政
策やマニフェストのたぐいは「有識者」を含めた密室で
決定されます。トップダウンの一方通行です。「左派」
もおなじことをしていたのではいけません。政策決定のフ
ローを転換しなければいけません。 
　片足を地につけながらデマを流すのが極右だとすれ
ば、「左派」は両足を地につけて、生活不安の中にあ
る若者や有権者に選択肢を示したいものです。それが
できれば、政治が変わらないわけはありません。それが
できないと終末時計が動きを速めるかもしれません。核
と地球の終末時計が。

◆年金資産の市場リスク回避を

　　　　　　　　　　　

会員さんの投稿

　今年は、５年毎の公的年金の財政検証が公表され
ます。前回は２０１４年６月３日に公表され、経済成長
率 0.4％、物価上昇率 1.2％、運用利回り3.0％で
経済が推移すれば現行制度は持続可能と推計されま
した。しかし、懸念があります。２月１日、年金積立金
の資産運用を担当している年金積立金管理運用独立
行政法人から２０１８年第３四半期の運用でマイナス
9％、１４兆８千億円という過去最大の損失を被り、
資産が１６５兆６千億円から１５０兆７千億円に減少し
たことが公表されました。年金積立金は債券・株式等

で運用され、数年前、安倍政権は従来の国内債券
中心の運用から株式の比重を高める運用に変更した
ため、昨年１０月から１２月の株価の大幅下落により過
去最大の損失を被りました。年金積立金管理運用独
立行政法人は世界最大の機関投資家などと言われて
いますが、国民の年金資産を市場リスクに晒すことに
は年金関係者の間ではかねてから疑問の声も上がって
いました。年金資産を市場リスクに晒すことのない施策
が早急に求められます。

（岡田 喜一　69歳）

（冨山 芳幸　気象予報士）
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会員のひろばへ投稿をお寄せください。
本文300字～600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。

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！
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第13回学習会報告

5月31日に開催した、第13回学習会
「日本財政の未来はどうなるのか」
（講師：弁護士　明石順平氏）

にご参加いただいた皆様の感想をご紹介します。
◆国債のしくみ、物価のしくみなど、知らなかったことばか
りなので、びっくりしました。円が信用を失うと大変なこと
になることがわかりました。増税と賃上げが必要というのは
同感です。イギリスの消費税は、食料品や日用品は非課
税です。消費税は絶対に上げるべきではないと思います。
（吉村りよみ）

◆誤った情報が、テレビやラジオ、新聞等のマスコミで流
されていることに、危機感を感じました。（井原誠）

◆データから現状を説明されている姿は、誠実だと思いま
した。それに加えて、危機回避の案を言っていただきたい
です。それが、自分はどうしたらよいかを考えるたたき台に
なりますから。“大変だ”という話だけでは、生産的とはい
えないと思います。（Ｓ．Ｓ）

◆ＭＭＴは胡散臭いけれども、どう捉えたらよいのかと思っ
ていましたが、その盲点が理解できました。とても勉強に
なり、有意義な時間を過ごすことができました。ありがとう
ございました。（Ｃ．Ｍ）

◆日本の財政の未来はかなり厳しいと実感した。（Ｙ．Ｓ）

◆先生のおっしゃるように、暗く長い時代を（ガマンして）
要することだと思います。その中で、不公平な税制や財政
を改めていくことが必要だと、国民側が知ることが求めら
れる（それによってガマンしていかれる）のであればと思
いました。

◆今まで楽観論ばかりで、やっとまともなお話が聞けた。
本とTwitter で確認します。ありがとうございます。

◆財政再建はムリ、ではどうやって復興していくのか？　こ
の次の話が聴きたい。賃金を上げる、税金を上げる、どう
やって上げていくかが知りたい（質疑応答で、最低賃金ＵＰ、
残業代不払いを法改正により規制などのお話があった）。

◆松尾さんの講演も聴きました。対立している考え方に触
れることができたのは良かった。消費税の税収に占める割
合は、高税率の国と並ぶほど既に高いことを、多くの人に
知っていただきたい。

◆内容は良いが、これからどうすべきかについて、もう少
し詳しく聞きたかった。

◆イカサマ、デタラメ、ゴマカシがいつまでも続くはずがな
い。当然痛い目にあうことになる。悲しいかな、弱者ほど
被害が大きい。主権者が政治を変えるしかないか。
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お知らせ

活動報告

◆第４期総会および設立４周年記念集会

［日時］2019年9月1日(日) 13：00～17：00
［会場］主婦会館プラザエフ ７階カトレア
 〒102-0085千代田区六番町15番地
 JR四ツ谷駅麹町口1分、南北線/丸の内線四ツ谷駅3分

［資料代］1000円　※事前のお申し込みは不要です。

◇基調講演
 「全世代型社会保障と自己責任社会を考える」
　講師／後藤道夫さん（都留文科大学名誉教授）
◇パネルディスカッション
　パネラー／後藤道夫さん、小野浩さん（きょうされん）、
　　　　　　 明石順平さん（弁護士）、杉谷剛さん（東京新聞）、
　　　　　　宇都宮健児さん（弁護士、公正な税制を求める市民連絡会共同代表）
　コーディネーター／竹信三恵子さん（ジャーナリスト、和光大学名誉教授）

自己責任社会を変える財政を求めて　
～少子高齢化社会からの問いかけ～

5
31

6
17

主婦会館にて、第 13 回学習会「日本財政の未来はど
うなるのか」（講師：弁護士　明石順平氏）を開催し
ました。参加者約 50 名。P7 に参加者の感想を掲載
しています。

７月の参議院議員選挙を前に、各政党に対して「税
制と社会保障に関する公開質問」を文書にて行いま
した。各政党からの回答は、ホームページへ掲載し
ています。

編 集 後 記

団体1口／1万円　個人1口／2千円　学生1口／500円
年会費

振込先入会方法

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。  

【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

ゆうちょ銀行　口座名義：公正な税制を求める市民連絡会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）。

■やまゆり園事件から３年が経とうとする６月中旬、都内
で最首悟さんの講演を聴いた。最首さんは事件後、植松
容疑者と面会や手紙のやりとりをしてきた。家族からも職
場からも見捨てられた末に、誤った優生思想に基づき自分
の存在意義を示そうとした植松。また５月には、川崎で児
童らが殺傷される痛ましい事件があった。現場で自殺した
容疑者に対して「死ぬなら一人で死ね」との声も。彼らのよ
うな人間を生み出した社会をつくってきた責任は、私たち
にもある。（内田）

■「タックス・ジャスティスはいまやワシントン・コンセン
サスに代わる世界の新しいコンセンサスだ」。Ｇ20 サミット
を前にして、５月、東京でＣ20（市民社会サミット）が開か
れ、世界 40 カ国から多くの市民運動家が集まった。この
ために来日したＴＪＮ代表のジョン・クリステンセン氏は、
講演でこう述べ、日本の市民運動に期待するメッセージを
残した。タックス・ジャスティスの新しいコンセンサスの形
成は、私たちに課された中心的課題だ。（合田）

JR 四ッ谷駅 麹町口前
主婦会館プラザエフ


