消費税増税は必要なのか？
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ていただいた 「暮 らしと経
済研究室」を主宰 する山家
（やんべ）悠紀夫さ んです。
山家氏は、 「野田 首相は消

う政府 の説明に
はウソ がありま
す。し っかり見
抜きま しょう。

用などで
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赤字削減、社会 保障の充
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税反対北区各界連 絡会の主 は世界一の金余り 国なので
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４月1日 （金） 消費税増
税に反対する学習 講演会が
エルプラザホール で開かれ
た。東区社保協と 消費税増

日本財政は破綻するのか？
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山家さんは、 「 ①輸出に
負担がないなど、 大企業に
都合のいい税だか ら。②高
額所得者ほど軽く 、都合の
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よい税だから・・・・・。③政府
にとって、都合の いい税（増
税が簡単）だから・・・・。
従って、消費税増 税は、自
らの生活よりも天 下国家の
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ら８％に、２０１ ５年１月
１日に１０％引き 上げると
した消費税引き上 げ法案を
閣議決定しました 。そうし
ないと日本財政は 、破綻し
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山家さんは、 「 なぜ、消
費税増税なのか説 明がされ
ていない。財政再 建、社会
保障には財源がい るのは確

景気への影響は軽 微という
根拠のないうその 宣伝を税
金 を 使 っ て 行 な っ て いま
す。１９９７年に 、消費税
が３％から５％に なった時

るが 「マイナンバ ー法」の
成立を前程にして おり詳細
は不明。
な どの問題
点を指摘されまし た。

担増のオンパレー ドです。
「いやなものはい やだ。」
「消費税に頼らな い財政再
建を」の本質的な 国民的な
議論が必要てす。 国税にし

改善されるように 見せかけ
ていますが、良く なる保障
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税額控除の撒き餌 をしてい です。合わせて社 会保障が

心しました。
● と て も 参 考 に な り まし
た。消費税増税は 不要と思
います。

い話でした。有難 うござい
ます。
●日本経済の様子 が大変よ
く理解できました 。少し安

するというのは 「 消費税増
税神話」だと解り ました。
間違った宣伝にだ まされな
いようにしたい。
●目からうろこの すばらし

●自営業の男性 消費税を
増税しなければ財 政が破綻

か。しかし、消費 税でなけ
ればならない根拠 はない。」
消費税は、 ① 貧しい人
の暮らしを直撃す る。
② 逆 進 性 で 格 差 を 拡 大す
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る。 ③零細・中 小企業の はどうだったのか 明らかで める消費税の負担 率の国際
経営を直撃する。 ④景気 す。景気は大きく 落ち込み 比較ではすでに北 欧なみの
負担をしています 。
を悪くする。 ⑤ 給付つき ました。
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