
強まる労働者への増税

　昨年度の税制改定では労働者に対す
る攻撃が非常に強まっている。個人事
業者は収入金額から必要経費を引いて
事業所得の金額を出す。ところが給与
所得者は給与の収入から所得税法で決
められた給与所得控除額を引く。例
えば年収 500 万円だと３割くらいの
154 万円が給与所得控除になる。と
ころが政府筋は給与所得控除額が多す
ぎるとして、年収の 6％くらいにして
も良いといっている。年収 500 万円
で 6％だと 30 万円しか控除できない。
つまり約 120 万円所得が増やされて
所得税、住民税、健康保険もろもろが
高くなる。次に基礎控除だが昨年の改
定で所得が 2500 万円を超えたら基礎
控除をなくすとしたが、高額所得者だ
けではなく下に連動して基礎控除をな
くすことも考えている。また、年金者
の場合は収入金額から公的年金控除を
引いて年金所得を計算する。64 歳ま
では 70 万円が最低の控除額で国民年
金の方は大体 70 万円くらいで控除の
範囲内に収まるが、この年金控除につ
いてもゼロでもいいじゃないかと放っ
ておくとそのような状況になってい
く。
タックスヘイブン化している日本

　税収不足というが、消費税は十分と
るが他のものはとっていない。そのひ
とつに法人税の問題がある。タックス
ヘイブンというのは租税回避地のこと
を言うが、国だとか島などに支店など
をおいて、その地域は税金を取らない
ために非常に有利になる。日本の大企
業はこのタックスヘイブン、主にケイ
マン諸島といわれている、岩石でで
きているようなところに建物があると
いったような島に支店を置いている。
どう利用するかというと本社で 100
万円の商品で原価が70万円としたら、
その商品を租税回避地にある支店に原
価の 70 万円で売る。そうすると本社
では利益が出ない。租税回避地の支社
は 70 万円で仕入れて 100 万円で売
るわけなので儲けはそこにどんどんた
まる。そうしたら子会社なので日本の
親会社に配当という形で返す。そうす
ると今度は海外の子会社からもらった
配当については法人税を 95% カット
して課税する、つまり 5％だけ課税す
る。つまりほとんどかけない。2017

年の資料だが当時の法人実効税率は
30% をちょっと超えていた。法人に
所得があった場合にかかる税金は国税
で法人税、地方税で法人住民税と法人
事業税というものがあるがこの 3 税
を併せたものが 30％強だ。こういう
時に日本の名だたる企業がどうだった
かというと、１円も払わずに還付を受
けている。中小企業は 30％以上払っ
ているのに大企業は軒並み少ない金額
だ。つまり、日本自体が大企業にとっ
てはタックスヘイブン化している。
法人税の見直しで 29兆円増収できる

　不公平税制を正す会の共同代表の菅
さんが大企業優遇税制を止めて所得税
並みの累進課税で計算すると 29 兆円
の税収になるといった計算を行った。
国の法人税収はその年は 10 兆円なの
で、19 兆円法人税で増収になる。そ
れから所得税の税率控除だが 1974 年
は 19 段階の累進税率、10 から始まっ
て 75 まで、所得税もこの時は 13 段
階の刻みがあった。74 年当時は住民
税と所得税を併せた最高税率は 93％
になっていた。この当時の税率控除
を 2016 年の申告所得税で計算し直す
と、12 兆 7 千億円の税収になる。予
算では２兆数千億なのでこれも 10 兆
円、先ほどの法人税と併せると 29 兆
円という巨額の税収を上げることがで
きる。従って、所得課税を中心にして
一般消費税という全部にかける消費税
は止めていく方向にしなければいけな
い。
まやかしの免税、非課税

　消費税の引き上げに関しては８％に
食料品を据え置くという。据え置くと
いうが、昨年からどんどんと食料品の
値段が上げられている。軽減税率とい
うが食料品に 8％もの消費税をかけて
いるところは先進国にはない。消費税
には免税とか非課税とかいう言葉があ
るが、これは全部嘘だ。免税業者は消
費税を払わないといわれているが、商
売をやっていればみんな消費税がか
かっているものを買って商売をやって
いる。ほとんどは消費税がたっぷり
入ったものを買わされるが免税業者だ
から申告もできない。医療機関も同じ
だ。医療は非課税だが、しかし医療機

　　　　　　社会保障の財源は所得課税で

器には消費税がかかったものを買わざ
るをえない。消費税でいう免税とか非
課税というのはまやかしだ。消費税は
結局、意に反して取られているもので、
100 円で買ったとして 8 円の消費税
が入っていると仮定して月 5 万円の
年金者が買っても月 100 万円の収入
があるものが買っても同じ負担。低所
得者ほど高いということがわかる。
消費税で輸出企業へ巨額の補助金

　消費税を導入しろ、上げろという急
先鋒はトヨタ自動車など自動車産業
だ。６％の物品税を消費税で３％にし
ただけではなく、消費税は輸出産業に
対して巨額の補助金を与える制度でも
ある。輸出した売り上げに対しては消
費税率はゼロパーセントだということ
になっている。今年 3 月決算をトヨ
タ自動車で計算すると８％の消費税で
トヨタがどれだけ負担しているかを計
算した表があるが、輸出は０％、8 兆
円が輸出なので 0 円、国内売上が 4
兆で 3260 億円、一方消費税がかかっ
た取引が 9 兆 7 千億円だ。消費税は
課税売上に８％、消費税がかかった取
引に８％をかけてその差額を納めると
いう制度だ。払ったとされるものが
7800 億円。そうすると通常差額が納
税になるが輸出がゼロなので 1 円も
払わずに 4500 億円の還付を受けてい
る。これが 10％になると 4500 億円
が 5600 億円の還付となる。法人税も
ろくに払っていないし、消費税は払う
どころか還付を受ける。だからトヨタ
の本社がある愛知県の税務署は消費税
の還付が多いので赤字になっている。
納税者を締め付けるインボイス制度

　消費税は労働者にとって大変な税金
でもある。消費税から引く課税仕入れ
には正規雇用者の給与は入らない。消
費税を払うのを減らすために正規雇用
を減らして外注だとか子会社化してい
くと、その費用は課税仕入れとして引
くことができる。消費税は導入前から
リストラとか首切りを促進するといわ
れ、そうした状況が進んでいる。ま
た、納税者を締め付けるインボイス制
度の導入も問題だ。韓国では完全にイ
ンボイス化されたが、軍事政権で番
号が付けられて、韓国では買い物し
たときに自分は何番だと店に知らせ
る。例えばコンビニで買い物するとき
に、自分は何番だと知らせ
なければ買い物ができない
仕組みで、店は何番の人に
何を売ったかというのをも
ちろんレジに入れる。その
レジに入れたものが国税庁
のコンピュータに連動して
いる。国が誰が何を買った
かを全て把握しているのが

韓国の制度だ。例えばお医者さんだと
か弁護士には守秘義務があるが、イン
ボイス制度になれば秘密などなくなっ
てしまう。守秘義務がなくても普通に
商売をやっていれば商売上の秘密はや
たらに洩らさないわけだが、それも漏
れるようになる。
税制については選挙で意思表示を

　安倍総理は 2 回消費税増税を延ば
したとされている。今までは消費税に
は景気の動向を見て税率をいじると
いった規定があった、ところが 2015
年に景気を見ないで上げるように景気
条項を削除した。最初に延期したのは
景気条項が生きているときのことで景
気の動向を見て 10％にしないとした
ので国会で決める必要がなかった。と
ころが、景気条項を削除したので今年
の 10 月までに延期するには 2016 年
の11月18日に法律を作る必要があっ
た。かつて 3 党合意という形で民主
党野田政権のもとで自民党、公明党と
3 党で消費税を上げた。3 党合意の時
には景気条項が入れてあったので上げ
ると決めても景気の状況によっては上
げないこともあり得るということだっ
たが、自公政権が 3 党合意を反故に
して景気条項を削除してしまった。
　安倍総理の父親の晋太郎氏が衆議院
大蔵委員会の委員長だった国会では、
大資本に対する特権的な租税特別措
置、優遇税制をなくし、法人税を累進
性として小法人の税率を大幅に引き下
げることを全会一致で請願が採択され
ている。あらゆる政党の議員が紹介議
員になってこの請願が採択された。所
得税の税率が 19 段階の累進課税だっ
た 1974 年にこうしたことが決めら
れた。韓国では大統領選挙の投票率
が 80％を超える、他の選挙でもだい
たい 7 割。スウェーデンといった社
会保障が充実しているところは総選挙
の投票率は常に 80％台だ。消費税増
税中止で野党共闘の機運も生まれてい
る、マレーシアでは消費税を廃止して
景気も良くなっているという状況もあ
る。議会で税金の取り方、使い方を決
めるので選挙というのは税金の取り方
使い方に対する私たちの意思表示の機
会なわけで、政治をあきらめてしまう
若い人たちを含めてきちんと投票権を
行使することが必要だ。

前号に引き続き２月 16 日の社会保障推進協議会の総会記
念講演「社会保障の財源は所得課税で」（講師：浦野広明
　立正大学法学部客員教授）の講演内容を紹介する。

「消費税を上げずに社会
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