暮らしと経営をさらに圧迫する消費税率引き上げに反対します！
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●3 月 22 日（水）学習講演会「消費税が社会保障
をだめにする！？」を開催しました。
2014 年４月に、消費税が 8％に引き上げられたにもかかわらず、
社会保障が充実するどころか削減されているのはなぜでしょう
か？政府は、消費税率引き上げの初年度 2014 年度の増収分は 5.1
兆円と見込み、基礎年金の財源不足分に 2.95 兆円、後代への負担
のつけ回しの軽減に 1.45 兆円、社会保障の充実に 5000 億円を配分
すると説明しており、大半は社会保障の安定化に使われ、充実は増
収分の１割にすぎません。
このような中で、3 月 22 日（水）エル・パーク仙台 6 階スタジオ
開会挨拶をする
ホールにおいて、消費税ネット主催に
三戸部尚一代表世話人
よる学習会を開催しました。生協、消
費者団体、日専連、宮商連などの関係者、事業者、一般市民など 68
人が参加しました。
三戸部尚一代表世話人（宮商連会長）の開会挨拶後、講師に鹿児
島大学法科大学院の伊藤周平教授をお招きし、「消費税は社会保障
をだめにする！？」と題しご講演いただきました。消費税増税にも
かかわらず、医療、介護、年金などの社会保障は、給付減と負担増
となっており、国民の暮らしにも深刻な影響を広げています。安倍
政権は、社会保障改革の名のもと、2013 年の生活保護給付の引き下
げを行い、さらに、介護保険制度では、要支援 1 と同 2 の利用者を
対象にした訪問介護・通所介護を保険給付から外し、特別養護老人
講演中の伊藤周平教授
ホームの入所基準を要介護 3 以上に厳格化し、一定所得以上の利用
料を初めて 2 割負担にすることなどを進めています。社会保障の安定化に消費税収を用いるという
ことは、これまで社会保障に充てられてきた法人税収や所得税収の部分が浮くことを意味します。
消費税再増税を延期したことで社会保障の充実はできないとし、社会保障削減をさらに加速しよう
とする一方で、法人税率の引き下げを行っています。これは「予算すげ替え」というトリック、つ
まり、消費税増税による増収分の大半は、社会保障の安定化と称し、法人税減税などによる減収の
穴埋めに使われていることになりますと、社会保障財源としての消費
税の問題点について、資料に基づき分りやすくお話されました。そし
て、社会保障は景気対策と並んで、国民の関心は高いが本質が分りに
くく、多くの人々は「社会保障財源＝消費税」という呪縛にとらわれ、
そう思い込まされてしまっているため、消費税増税をやめさせるには、
粘り強く声を上げ続けることが重要だと話されました。
山口哲男世話人（日専連宮城県連合会会長）の閉会挨拶を行い終了
しました。なお、カンパは、5,500 円が寄せられました。
閉会挨拶をする山口哲男世話人

●4 月 1 日（土）、宮城県内で消費税増税に反対している 3
団体（消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城・
消費税をなくす宮城の会・消費税廃止宮城県各界連絡会）
が、『消費税率の引き上げに反対する共同街頭行動』を行
ないました。
東日本大震災から 6 年が経過しましたが、宮城県内の仮設住宅には、
2 万人もの人々が暮らしており、1 万 1 千人がプレハブ仮設住宅での
生活を余儀なくされています（2017 年 2 月 28 日現在）。宮城県では、
応急仮設住宅の供与期間が終了する地域が増えており、生活再建が進
みつつある中で、転居先確保の問題など復興過程における新たな課題
も生まれています。
政府はアベノミクス効果をうたっていますが、どれだけの人がそれ
を実感しているでしょうか。
不安定な雇用・教育費の増大・老後不安などは金融政策では解決で
きない問題です。家計所得が伸びず将来への不安がある中では、消費
支出は節約志向となり消費税収入の伸びは望めません。宮城県生協連
が毎年実施している「年間消費税しらべ」で 2016 年の年間消費税は
平均 250,186 円でした。5％のときは 20 万円以下でしたが 2014 年 4
月から 8％になり年間 20 万円を超え、1 年を通じて 8％だった 2015
年は 27 万円にもなりました。
国民の暮らしと震災からの復興の進捗状況を踏まえ、消費税率 10％
への引き上げは、何としても止めなければなりません。一番大事な事
は、庶民の生活最優先の政策で景気を良くすることです。
そのため消費税率の 10％への引き上げに断固反対を広く県民に訴
えるため、消費税が導入されて 28 年になる 4 月 1 日（土）
、上記 3 団
体共同による街頭行動を行ないました。冷たい雨の降る中でしたが、

「消費税反対」のアピール（上から）
大越健治代表世話人（みやぎ生協専
務 理 事 ）、 三 戸 部 尚一 代 表 世話 人
（宮商連会長）、田中祥江理事（みや
ぎ生協）

3 団体から 30 人、個人会員 1 人が参加しました。仙台市青葉区一番
町フォーラス店前において、13:00～14:00 までの 1 時間、各団体の
のぼり旗を掲げ、
「消費税増税反対」の署名活動、「消費税率 10％へ
の引き上げは反対です！」というチラシ入りティッシュの配布、「消
費税シール投票」などを行い多くの方に呼びかけました。バラライカ
の演奏もあり、多くの方々にご協力いただきました。
署名活動の様子

＊＊＊シール投票アンケートの結果＊＊＊
消費税率が 8％になって、あなたの暮らしは？
大変になった・・・・・・・ ８５（９６．６％）
あまり変わらない・・・・・・ ３（ ３．４％）
計
・・・・・・・ ８８
シール投票の様子

2016 年 1 月～12 月

宮城県生協連家計モニター消費税しらべ報告

生協では毎年家計モニターのみなさんにご協力いただき「年間消費税しらべ」を行っています。2016
年の提出は、５5 世帯（195 世帯中）でした。
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5 月～6 月「1 ヵ月の消費税しら
べ」を実施します。ラクミー5 月
号・ホームページでご案内しま
す。この機会にわが家の消費税を
把握してみましょう。ご協力よろ
しくお願いします。
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第 15 回総会＆記念講演
マスコミが言わないこと!!
～アベノミクスのゆくえ～

［日時］ 2017 年 6 月 8 日（木） 13:00～15:30
◇総

参加費無料
定員 500 人

会 13:00～13:40（開場 12:30）

◇記念講演 14:00～15:30
［会場］

トークネットホール仙台（仙台市民会館） 小ホール
（仙台市青葉区桜ケ岡公園４−１）

＊講演終了後、サイン会を行います!!
●講師

同志社大学大学院ビジネス研究科

浜矩子教授

【プロフィール】
一橋大学経済学部卒業。1975 年、三菱総合研究所入社。ロンドン駐在員事務所所長、同研究所主
席研究員を経て、2002 年より現職。専攻はマクロ経済分析、国際経済。経済動向に関するコメンテ
イターとして内外メディアに執筆や出演。

「消費税増税を再延期したのはなぜ？経済活動は人間の営みであって、人を幸せに
するものでなければならず、基本的人権の礎となるもののはずが・・・！？“チーム・
アベノミクス“は、この国をどうしようと考えているのでしょうか。」

消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城
お申込みは
裏面用紙にて

お申し込みは、裏面用紙で
FAX もしくはメールでお願い
します。

問い合わせ先

消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城
仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 5 階
担当：加藤（宮城県生協連気付）
TEL：022(276)5162 FAX：022（276）5160

第 15 回総会＆記念講演

◆申込: 下記にご記入の上、FAX でお申込下さい。
申込締め切り 6 月 1 日（木）

※メールでのお申し込みの際は“総会＆記念講演申込み”としてください。
E-mail：sn.m31660hk@todock.jp
●該当する方に○印を付けてください。
【

個人 ・ 団体

】所属団体名を記入してください（

）

●参加者氏名または参加人数をご記入ください。

会場案内
◆仙台市民会館までのアクセス

【地下鉄】
・地下鉄南北線 勾当台公園駅下車 「公園
２」出口から、徒歩約１０分
・地下鉄東西線 大町西公園駅下車 「西
１」出口から、徒歩約１０分
【バ ス】
仙台市営バス
・「定禅寺通市役所経由 交通局大学病院」
行き
・「仙台市民会館前」 下車 （ＪＲ仙台駅前
６０番乗り場より、約１５分）
※バス停は仙台市民会館の目の前

：「消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城」主催：「消
【お申込み・お問合せ】
「消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城」事務局
担当：加藤（宮城県生協連）
981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 宮城県生協連気付

TEL/022(276)5162 FAX/022(276)5160
E-mail：sn.m31660hk@todock.jp

主催：消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城

