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マレーシアは昨年野党が勝利

　　　　　　　公約通り消費税を廃止

　不公平税制をただす会の共同代表を
しているが、会では昨年１月に税制を
まともにすれば国税・地方税で３８兆
円の財源ができるという本を出した。
昨年、野党議員に個別に訪問して話を
してきたが、かつてない反響がある。
10 月の消費税増税は一斉地方選挙と
参議院選挙で増税するなという勢力が
伸びれば十分ストップする可能性があ
ると考えている。
　韓国に税制調査でいった。韓国で
は日本より 10 年前の 1977 年に消費
税を導入した。軍事政権下だったが、
10％で導入し、食料品等は非課税で
そこは日本とは違う。導入後は韓国で
は１回も税率を上げていない。訪問先
の税務署長は「消費税は弱い者いじめ
だから上げることは考えられない」と
いっていた。韓国では 2018 年から大
企業の法人税を３％上げた。日本と
違って韓国の進んでいる点は法人税
の累進課税で、上げる前は 10、20、
22％の 3 段階でだったがそれを昨年
から 25％の段階をつくった。我々の
団体の考えが韓国では既に採用されて
いる。また、韓国では税務調査の面で
は零細な事業者には一切調査はやらな
い。納税者憲章があって納税者を大切
にする。納税者からの苦情についても
税務署内にセクションがあり対応して
いる。民主化が進む中で、相当税制も
変わっていると感じた。
　４月にはマレーシアに行くことを予
定している。実はマレーシアでは昨年
の総選挙で消費税廃止を掲げた野党が
勝利して昨年６月に公約通り消費税を
廃止した。税収が上がらなくなる心配
もあったが、現地のニュース等によれ
ば消費税を止めて物品税のような個別
消費税を採用したが、景気が良くなっ
たため所得税、法人税の税収が上がり
消費税廃止の悪影響は全くないという
のがマレーシアの経験だ。そこに調査
にいき今後報告したい。
　消費税法では 10 月から税率を引き
上げるということは既に決まってい
る。従って、上げさせない、上げるの
を延期又は中止するという法律を国会

でつくらなければいけない。2019 年
度の税制改正法案は 2 月に国会に提
出され１か月も立たないうちに政府提
案の法律が無修正で成立した。これが
今までの国会の流れだ。法律をおかし
くさせないためには結局は議会を変え
なければいけない。
選択の余地がない一般消費税

　憲法の考え方から税制はどうあるべ
きかということを明らかにすることが
重要だ。憲法 13 条では幸福追求権を
規定するが、要するにわれわれがつか
み取る権利だということだ。消費税は
憲法の関連でいうと自分で決めること
ができない税金であることが大きな問
題点だ。買物をすると消費税は自動的
に、選択の余地がなくかけられる。消
費税には二種類あって、一般消費税と
いわれている今のように全てのものに
かける消費税と個別消費税といって酒
の消費税などはこれだ。一般消費税は
選択の余地がないから弱いものであろ
うと直撃する。個別消費税の場合は工
夫次第で負担能力に応じた仕組みにす
ることができる。例えば酒税でもウイ
スキーは一律の消費税だが、これを贅
沢品のような高級酒は負担能力がある
人が買い求めるので税率を 20％とし
ても良い。一般庶民がたしなむような
ものは税率ゼロということも可能だ。
消費税が導入される前日の 1989 年３
月 31 日までは日本には物品税という
個別消費税があった。自動車の物品
税は 6％だった。消費税が入ったこと
によって自動車の消費税は 3％と半分
に下がった。それに加えて輸出企業に
巨大な援助金を与えるのが今の消費税
だ。また、料理飲食等消費税というの
もあって、１万円以上の食事をすれば
10％の税金をかけると、いやなら何百
円の食事で我慢するという選択ができ
た。１万円を払っても食事をしたいと
いう時は１万円で 1000 円払う。しか
し今の消費税には選択の余地がない。
国民をだまして導入された消費税

　消費税の実施は 1989 年だったが、
1986 年７月に衆参同日選挙があっ
た。消費税は大型間接税といわれてい
たが当時の中曽根首相は公約として大
型間接税はやらないと宣言して政見放

　　　　　　社会保障の財源は所得課税で
送でも私が嘘をつく顔に見えますかと
いっていた。選挙で自民党は衆議院で
単独で 300 議席をとった。その秋に
翌年度の税制改正を決めるときに中曽
根さんはやらないといっていたものを
やるといった。翌年の一斉地方選挙で
は自民党が大敗した。中曽根さんは退
任せざるを得ず竹下さんに総理の座を
譲った。竹下さんは選挙をやらずに
中曽根さんが得た 300 議席をもとに
1988 年 12 月 24 日に多数決で消費
税法を決めた。消費税は最初から国民
を騙して導入されたもので、消費税増
税反対の声は今も大きい。
　最近のニュース等でもいわれている
が、消費税を上げるための根拠として
いた景気が回復しているというのが全
くインチキの統計に基づいていたとい
うこともわかってきた。2014 年に 8％
に上げて現在可処分所得が年間で 25
万円減っているのでここで消費税を上
げたらどうなるかわからない状況だ。
消費税は社会保障を削り、

　　　　　　　　　借金を増やす税制

　社会保障の財源のため、日本の借金
をどうにかしなければいけない、だか
ら消費税だという方がいるが、いずれ
も誤りだ。消費税は社会保障を削っ
て、借金を増やす税制ということは日
本の予算をみると良くわかる。2019
年度の予算は収支規模が 100 兆円を
超えた。収入の 101 兆のうち税金が
62 兆円で 61％だ。他のところから繰
り入れるものを除
いて借金、国債の
発行が 32 兆円で
32 ％。 財 政 の バ
ランスが良いとい
う場合は税収で借
金返済を除く費用
を賄うのが好まし
い。しかし税収は 61％しかない。支
出を見ると国債費、借金をすればその
元金と利息を支払うことになり、それ
が 23 兆円にのぼる。これは税収の４
割近くで、それが借金返済にいってい
る。こうなると社会保障に回る財源は
出てこない。支出項目をみても防衛費
だけは７年連続で増やしている。税収
の基本は所得にかける税金で、国税で
いえば所得税や法人税という所得課税
が中心でなくてはいけない。これは儲
けにかけるもので儲けをもらさずに集
めて、集まった儲けについて段階的に
税率をゼロから段々と高い税率にして
いく、これを総合累進課税というがそ
れ以外に税制を改善することはあり得
ない。ところが取らなければいけない
税金をとっていないため借金が多くな
るが、その借金の返済で社会保障には
財源が回らない。借金が増え、社会保

障財源を生まないのが消費税だ。だか
ら社会保障のためとか借金返済のため
にというのは全く違うということだ。
第二次世界大戦中は税金の他に多額の
借金で戦費を調達した。その借金は一
般の国民が愛国国債というものを買っ
たが戦争が終わったらインフレでその
国債は紙くずになった。それではいけ
ないということで財政法という法律が
あり、基本的には借金をするなという
ものだ。憲法の平和主義に対応して、
膨大な国債で戦争をやったということ
で借金をしてはいけないという法律が
あるが、毎年特例として例外規定を設
けてどんどん借金を増やしているのが
現状だ。
憲法上の原則は応能負担

　最高法規である日本国憲法から考
えると税金の取り方の憲法上の原則
は、応能負担原則という言葉が使われ
るが、能力に応じて払う、能力税原則
と言い換えてもよい。憲法の条文で
は 13 条の個人の尊重や幸福追求の権
利や 14 条の法の下の平等というのは
負担能力に応じて平等に払う、或い
は 25 条の財産権、そして 29 条では
財産権は侵してはならないと書いてい
る。税金というのは財産権を侵す最た
るものだが、財産権が侵されるにして
もやはり負担能力に応じてとられると
いうことになる。その場合に具体的に
はどういう税金かというと所得税、法
人税という所得課税を中心に据える、

つまり直接税といわ
れるものだ。
　国税、地方税だけ
ではなく、社会保険
料と呼ばれている限
定的な目的税、健康
保険や年金なども本
来は負担能力に応じ

た形にしなければいけない。ところ
が消費税だけではなく住民税にしても
かつて 13 段階の区分があったが今は
お金持ちも貧しい人もみんな 10％と
いう状況だ。国民年金にしても所得の
有無に関わらず月１万数千円を払わせ
る。これらを負担能力に応じたものに
していかなくてはいけない。税の使途
の原則も憲法から導き出すわけだが、
憲法は全文を読めば平和に生きる権利
が書いてあり、国民主権ということも
書いてある。1 条で国民主権が規定さ
れ、９条では戦争放棄、25 条では生
存権の規定なので憲法を読む限り、税
の支出というのは全て税金が福祉、社
会保障目的税である。よく消費税を上
げる論拠として社会保障のためにとか
いうが、憲法上は税金は全て社会保障
のために使うとなるわけだ。

（次号に続く）

　２月 16 日の長野県社会保障推進協議会の総会記念講演
で、「社会保障の財源は所得課税で」をテーマに、税理士
で立正大学法学部客員教授の浦野広明氏の講演が行なわれ
た。浦野氏が代表委員を務める「不公平な税制をただす会」
では消費税ではなく所得課税で社会保障財源をつくるべき
だと提案している。本号と次号で講演の内容を紹介する。

講演会の様子

講師の浦野広明氏

講演録




