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「消費税は社会保障のため」は大ウソ！ 

消費税額の 78％が企業減税の穴埋めに 
1989 年に消費税がスター

トして、もうすぐ 30 年。この

30 年間で、税率は３％から

８％に引き上げられ、2019

年秋には 10％になります。 

この間に国民１人が納めた

消費税は 295 万円。総額では

372 兆円。一方で、大企業な

どの法人３税（法人所得税・事業税・住民税）の減税額は 291 兆円。

消費税が、企業減税の穴埋めに使われています。その結果、大企

業の内部留保は 17 年春には 425.8 兆円に膨らみました。 

８％を 10％に引き上げると、すべての国民１人あたり年間２

万７千円、４人世帯ならば約８万円（月額 6,500 円以上）の増税

になります。消費税引き上げは、実質的な賃金引下げになります。なんとしても阻止しましょう。 

消費税が派遣、外注への置き換えをすすめる 

 大企業は、正規雇用を減らして派遣労働者や請負会社に置き換えるをすすめていま

す。それは、「外注」にすることで、人件費に係る消費税は、商品と同じになり仕入れ控除の対象とできる

ためです。安倍内閣の「働き方改革」では、フリーランス（個人契約）が推奨されています。外注化で雇

用関係がなくなれば、企業の消費税負担を減らすことができます。安倍政権の５年間で、正規労働者は 22

万人増えましたが、非正規雇用労働者は 207 万人増と、正規労働者の 9 倍以上も増えています。 

「社会保障のため」といいながら改悪のオンパレード 

 介護保険、年金、医療、生活保護などの社会

保障は、年々改悪され続けています。 

 2013 年からの５年間で、消費税率は５％

から８％に引き上げられましたが、社会保障費

は３兆 4500 億円も削減され、国民の負担は

大きく増えました。 

日本国憲法は、税金は平和な社会と福祉社会

をつくるために使うことを求めています（憲法

13 条・25 条・30 条・84 条）。社会保障の

推進は政府の責任です。 

【ヒント】法人税は、利益を上げてい

る黒字企業が納付します。日本の企業

で法人税を納めている企業は、全企業

の３割以下。「法人税減税」は、「もうけ

ている企業が対象」であり、すべての企

業に恩恵があるわけではありません。 

　年　度　　
消費税導入以前
（1988年度）

現　在
（2018年度）

消費税率　 0% ⇒ 8%

労働者本人の窓口負担 １割 ⇒ ３割

高齢者の窓口負担（外来） 定額800円 ⇒ ２～３割

国民健康保険料
（１人の平均）

56,732円 ⇒ 93,203円
（2014年度）

厚生年金の支給開始年齢 60歳 ⇒ 65歳

国民年金保険料（月額） 7,700円 ⇒ 17,567円
（年収300万円）

介護保険料（65歳以上） なし ⇒ 5,869円
（全国平均）

障害者福祉の自己負担
応能負担

（９割は無料） ⇒ 定率１割負担

 ■ 消費税導入で社会保障はよくなったか

医　療

年　金

その他



日本の税制の原則は、直接税中心・応能負担 

貧しい人ほど重い税負担＝消費税の「逆累進性」 
 税金は、「冨の再配分」の機能を持っています。

戦後の日本は、「直接税中心、応能負担」を原則

とした税制を続けてきました。しかし、消費税が

導入されて、応能負担が応益負担に変質させら

れました。所得税収は横ばい、法人税収が減るな

か、消費税の税率 10％への引き上げによって、

「基幹税」になろうとしています。 

 消費税は所得の低い人ほど税負担の重い「逆

累進性」が問題とされ、「弱いものいじめ」の税

金です。税率が上がれば、非正規雇用労働者や女性、若者など、低賃金労働者のくらしを直撃します。 

消費税の引き上げをしなくても、大丈夫！ 

富裕層、大企業の応分の負担で 23兆円の財源が生まれる 
 金融資産や株式などの配当金は、どんなに儲けて

も、証券優遇税制で税金は 20％です。パナマ文書、

パラダイス文書の税金逃れを許さず、国内でも国際

的にも規制を強化することが必要です。富裕層の所

得税や大企業の優遇税制を改め、「税金は支払い能

力に応じて負担」し、ムダな支出を減らすならば、

消費税を引き上げなくても財源は十分に生み出せ

ます。実際、多国籍企業の輸出分への消費税の戻し

をなくしただけで、１兆円の財源が生まれます。そ

れらを含めれば、

23 兆円（消費税８％の税収分に相当する）の財源がつくれます。 

開発・軍事など、山積する不要な支出！ 

 福島第１原発の廃炉費用や賠償の費用は 21.5 兆円。しかし安倍政権

は原発にしがみついています。リニア新幹線の総工事費は９兆円。政党

助成金は 23 年間で 7268 億円が各政党（日本共産党を除く）にバラまか

れました。オスプレイ 17 機が 3113 億円。ミサイル迎撃の“イージ

スアショア”は２機で 6000 億円強。米軍への「思いやり予算」は、

2017 年度だけで 7897 億円………。不要不急の大型開発、拡大する

軍事費、大企業優遇税制など、止めるべきことはいっぱいあります。そ

れらを「聖域」にさせず、国民本位の予算・税制の確立が求められます。 
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売上高 還付金額
（億円） （億円）

トヨタ自動車 115,858 78.6 3,633

日産自動車 34,934 68.6 1,546

マ　ツ　ダ 26,065 82.0 804

本田技研工業 33,036 60.2 754

東　　　芝 28,752 ※ 59.0 546

三菱自動車 18,060 80.6 545

ソ　ニ　ー 20,642 ※ 68.7 456

村田製作所 8,891 ※ 93.5 390

新日鐵住金 31,607 ※ 38.8 326

日立製作所 18,596 ※ 48.0 272

パナソニック 37,822 30.6 249

キ ャ ノ ン 20,911 ※ 77.7 581

10,102

※ 2015年度決算より湖東税理士が試算

輸出大企業に対する消費税還付金額推計

企 業 名
輸出割合

（％）

※印は推計値 合　計

税制改正等による財源確保の見込み額 （兆円）

大企業への優遇税制廃止 4.0

法人税引き下げを中止（除く中小企業） 2.0

株式配当の総合課税、富裕層への証券税制強化 1.2

所得税・住民税の最高税率を戻すなど 1.9

富裕税の創設、相続税の最高税率を戻す 1.1

被用者保険の上限引き上げ 2.2

為替取引税・環境税など 1.6

不要な大型公共工事・軍事費・原発推進の中止 3.0

以上の合計（当面の財源）　 17.0

将来的には「応能負担」の原則に立ち、所得税率を累

進的に上乗せ
6.0

将来分を含めた合計　 23.0
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売る側も、買う側も大混乱必至の軽減税率 

“軽減”は名ばかり、価格は上がり、負担は増える！ 
軽減税率の対象品目には、「酒類」「外食」「ケータ

リング・出張料理等」を除く飲料食品、定期購読契

約をした週２回以上発行の新聞が対象です。実際は、

もっと複雑。同じ商品でも、店内で食べる場合

（10％）とテイクアウト（８％）では価格が違って

きます。ペットボトルは８％、水道水は 10％です。 

ドイツでは、テイクアウトは７％、店内飲食は

19％と差があります。食べる場所を特定できないた

め、大手ハンバーガー店は、全商品を 19％で販売し

ています。財務省も、レジ等で混乱が予想される場合、

価格を統一するように文書を出しています。 

政府は、「低所得者に配慮する観点から、“軽減税率”

を実施する」といいますが、食料品を８％としても、

原材料費、水道光熱費、容器代、運送料などに係る消

費税はすべて 10％です。商品の価格を決めるのは企業ですから、食品メーカーは「原料費の高騰」「運賃

の増加」などを理由に必ず値上げします。それは国民のくらしを直撃します。 

引き上げの反動による景気停滞は深刻……… 

５％→８％の際の景気減速の回復に丸４年かかった 
2014 年に消費税は５％から 8％に引き上げられました。その反動で景気は大きく減速し、消費を冷え

込ませ、それを回復するために、丸４年かかりました。今度は、10％へ引き上たすぐあとに、オリンピッ

ク後の景気低迷も襲ってきます。賃金や景気、雇用にも深刻な影響がでることが予想されます。 

 「消費税反対引き上げ署名」は 1046 万筆を超えた…… 

国民の過半数は税率引き上げに反対している！ 
「消費税増税反対」の署名は、2015 年から取り組んで、2018 年９月現在で 1046 万筆を超えてい

ます。19 年９月 20・21 日実施の共同通信の世論調査で、「消費税引

き上げ反対」が 51.0％と過半数を超えています。 

国民の負担が増え、生活も雇用も破壊する消費税引き上げを阻止する

には、署名を数多く集め、引き上げ反対の世論と共同をさらに大きく広

げることが必要です。そして、春のいっせい地方選挙と夏の参議院選挙

で、引き上げ反対の議員を国会・議会に数多く送り出すことです。 

職場や地域で、消費税が増税になったらくらしがどう変わるのか、ど

うしたら止められるのかなどについて話し合いましょう。 
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●出前、宅配ピザ ●ケータリング

消費税の軽減税率対象品目の線引き

8% 10%
●ファストフード、すし店の
　お持ち帰り

●ファストフード、ファミレス、
そば店、すし店など店内飲食

●みりん風調味料 ●本みりん

●オロナミンC（清涼飲料） ●リポビタンD（医薬部外品）

●ユンケル黄帝液 　●水道水

●ビール・焼酎・ワインなどの
　酒類

●ノンアルコールビール・カクテル

　（アルコール１％未満）

●ペットボトルのミネラル水

国　　名
標準
税率

食品 医薬品 書籍 新聞 宿泊

イ ギ リ ス 20% 0% 0% 0% 0% －
アイルランド 23% 0% 0% 0% 4.8% 13.5%
フ ラ ン ス 20% 5.5% 2.1% 5.5% 2.1% 7.0%
イ タ リ ア 22% 4% 10% 4% － 10%
ド　イ　ツ 19% 7% 19% 7% 7% －
ス ペ イ ン 21% 4% 4% 4% 4% 10%
日　　　本 10% 8% 10% 10% 8% 10%

 ■ 各国の付加価値税の軽減税率導入状況

賛成, 

41.2

%反対, 

51.0

%

無回答・どちら

でもない, 4.7%

来年10月の消費税引き上げ

※ 共同通信調査・2018年9月20・21日実施


