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おんなのしんぶん・ＭｙＷａｙ
わたしの生き方 幸せ招く、心の喜び 女優・東ちづる
さん
毎日新聞 2017 年 7 月 17 日
母は２１歳で私を産みました。
「子供が子供を
産む」と言われたらしく、いい子に育てようと
必死で、私も無自覚に応えていました。因島（広
島県尾道市）のような田舎では、教師になると
親が安心します。近所の手前もあり、自然と教
師になろうと思いました。どういう人になりた
いか考えたこともなかったんです。
「１８年間の期待を裏切った」
。国立大の教育
学部を受験して落ちたとき、母の一言がきっか
けで、自分が自分である感覚がなくなる「解離
性障害」になりました。そこで私は親の道を生
きてきたと気がついた。
私は私を取り戻したい、
母にも自分の人生を取り戻してほしい。妻とか
母とかでなく。２人でカウンセリングを受けま
した。私は母の呪縛から解き放たれ、母は家族
や女性はこうあるべきだという思い込みや世間
の呪縛から解放されました。長い大変な道のり
がありましたから、皆さんにお勧めできるもの
ではありません。
芸能界は３２年になります。短大卒業後、企
業で働いていましたが、後から入社した男性が
追い抜いていく。男性優位の組織に理不尽さを
感じ、会社を辞めました。バブル時代だったの
で、辞めても何とかなるかなって。ひょんなこ
とからプロダクションのオーディションを受け
て、報道番組のリポーターにスカウトされまし
た。困った人のため、弱い人のために報道があ
ることを学びましたね。
毎日放送系列のテレビ番組「世界ウルルン滞
在記」で、ドイツ国際平和村に滞在しました。中東や世界各地で戦乱に巻き込まれ、地雷
で足がなくなっても何カ月も治療を受けられない子供たちが、ドイツの市民団体に助けら
れ、ヨーロッパで治療を受けています。私が帰る日に「忘れないで」って、しがみついて
泣くんですよ。知ったからには何かしようと思い、支援を続けてきました。
ボランティアはライフワークの一つです。始める前は大変だと思っていましたが、気づ
きや喜びもあり、ハマっていきました。東日本大震災がきっかけで、いろいろな人がまぜ

こぜで生きられる社会を目指す一般社団法人「Ｇｅｔ ｉｎ ｔｏｕｃｈ」を作りました。
被災地では、障害児の親が避難所に行くのを遠慮して車の中で暮らしていたのが衝撃的で
した。普段からつながっていないと、有事の時につながれるわけがない。いろいろな人が
いることを「見える化」したい。アート、映像、ファッションを通じて伝えようと思って
います。性的少数者（ＬＧＢＴなど）の人々にインタビューした記録映画「私はワタシ～
ｏｖｅｒ ｔｈｅ ｒａｉｎｂｏｗ～」も今年、完成させました。
私生活では２００３年に結婚しました。
「障害者や寝たきりになってもお互いに面白がれ
るか」
、この人となら面白がれると確信しました。ただ、まさか夫が病名がない病気になる
とは思いませんでしたね。それは大変でしたよ。寝たきりの時もあり、医師には「治療法
がなく完治しない」と言われました。でも絶対にそんなことはないと思いました。障害が
ある人と出会い、人生を切り開いていく姿を見てきましたから。彼には「いろんな人の力
を借りて生きればいいのよ」と話しています。
自分の心が喜ぶことを見つけたいですね。特に女性は子供とかパートナーとか誰かのた
めに生きている人が多い。他者の喜びが自分の喜びになるというのは思い込みです。まず
は自分を大事にすることが大切です。【聞き手・坂根真理】

生き方選択できる社会に 相模原事件１年を前にシンポ しんぶん赤旗 2017 年 7 月 17 日
相模原市の障害者施設で起きた殺傷事件（７月２６日）から１年を前に１６日、「『生き
たかった』という声がきこえていますか」と題し、事件を考えるシンポジウムが東京都日
野市で開かれました。主催は社会教育協会・ひの社会教育センター、共催は日野市民たん
ぽぽの会。
自治体問題研究所理事で障害者ボランティアの池上洋通さんが講演。日本では“障害児
を産ませない、産まれたら排除する”という優生思想から、国民優生法（１９４０年～４
８年）、優生保護法（４８年～９６年）があったことを指摘。「そういう教育を受けてきた
ということを念頭に、優生思想をなくすために社会と丁寧に向き合っていく必要がある」
と訴えました。
市内で活動する障害者やその家族が、事件への思いや取り組みを語りました。
全身の筋肉が衰え電動車いすで生活する自立生活センター日野の女性は「私自身が優生
思想の中にいて、障害を負ったあと、私がいらない存在だと思わされてしまった」といい
ます。しかし、センターと出会い、地域で生きられることを知り、「人の世話にならないと
生きられないけど不幸ではない。施設で地域で１人で家族と友達と、いろんな生き方の選
択ができる社会に変わっていけばいい」と語りました。

児童虐待死、自治体が５割検証せず…読売調査
読売新聞 2017 年 07 月 16 日
全国の都道府県や政令市などが２０１２～１５年
度に把握した児童虐待による死亡例２５５件のうち、
自治体
が検証
を実施
したの
は５割
にとどまることが、読売新聞の調査でわかった。
厚生労働省は児童相談所を設置する全６９
自治体にすべての死亡事例を検証するよう求
めているが、警察など関係機関との情報共有の

難しさや職員の不足などから検証が進んでいない実態が明らかになった。厚労省は検証の
実施を徹底するため、検証の手順などを示した指針を整備する方針だ。
児童虐待防止法は、国と自治体が重大な虐待事例を検証するよう規定しており、厚労省
は１１年、自治体にすべての虐待死事例を検証するよう通知した。読売新聞は今年６～７
月、これらの６９自治体に通知後の検証状況をアンケート調査し、すべての自治体から回
答を得た。

自閉症の矢冨さん 仲間と笑顔で完走 トライアスロン
日本海新聞 2017 年 7 月 17 日
１６日開催された「全日本トライアスロン皆生
大会」で、リレーの部にランで出場した知的障害
を伴う自閉症の矢冨竜さん（２９）＝境港市渡町
＝が、仲間と笑顔でフィニッシュテープを切った。
「障害者も頑張れることを多くの人に知ってほし
い」
。完走後、まだまだ走り続ける決意を新たにし
た矢冨さんの挑戦に“リタイア”はない。
リレーの仲間や家族と一緒にフィニッシュする矢冨さん
（中央）＝１６日、米子市のどらドラパーク米子陸上競技
場

社会学者の上野さん 介護福祉士会で講演

中日新聞 2017 年 7 月 17 日

「在宅みとり」の実例などを紹介する上野千鶴子さん＝富山市内で

富山・全国大会
日本介護福祉士会全国大会が十五、十六日、富山市内で
あった。十六日には、上市町出身の社会学者上野千鶴子さ
んが講演し、福祉施設が増える中で「高齢者の取り合いに
なっている」と指摘。今後は、福祉施設が入所型ではなく、
地域にサービスを提供する拠点になるとの見方を示した。
上野さんは「ケアの社会学」と題して語った。高齢者が
自宅で最期を迎える「在宅みとり」を実現する条件の一つ
として「介護、医療、看護の他職種連携が必要」と指摘。
高齢者らが暮らしやすい社会に向けて「社会的弱者に学ぶことがある」と話し、東京大に
進学した車いす生活者の言葉として「自立とは依存先を分散すること。誰か一人に深く依
存していると感じなくて済む状態」と説明した。
大会は日本介護学会と同時開催で、「介護福祉士のより高い専門性」をテーマに約千人が
参加。厚生労働省や富山大、病院の関係者の討論や分科会があり、認知症予防や介護人材
の育成などについて意見交換した。
（木許はるみ）

元気届け「歌の宅配便」 作詞作曲家・たきのさん（大洲出身）歌手・かとうさんが自宅
療養者激励
愛媛新聞 2017 年 7 月 16 日
自宅療養中の女性に歌を届けるたきのえいじさん（右端）
とかとうれい子さん（右から２人目）＝２０１６年６月、
東京都（かとうさん提供）

【東京で訪問活動 音楽の力実感 体験を刊行】
１人でも多くの人に音楽の感動を―。大洲市出
身の作詞作曲家たきのえいじさん（６７）＝本
名・瀧野英治、横浜市＝が「大洲市きらめき大使」

の歌手かとうれい子さん（３５）と共に東京を中心に、自宅で療養生活を送る人たちの元
を訪れ、歌を届ける活動「歌の宅配便」に取り組んでいる。
たきのさんは大洲南中学校、大洲高を経て上京。劇団・早稲田小劇場に研究生として所
属後、１９７４年から作詞作曲家として活動している。代表作に「とまり木」（小林幸子）
「函館本線」
（山川豊）
「ふりむけばヨコハマ」（マルシア）などがあり、日本音楽著作権協
会理事や日本作詞家協会常務理事を務める。
２０１５年に日本訪問看護財団の依頼で訪問看護のテーマ曲「人明かり」を手掛けた。
その際、バックコーラスに参加した看護師から訪問看護の実情を聞き、歌を届けられない
かと発案。かとうさんを誘って同年１２月から歌の宅配便を始めた。
人工呼吸器を装着した寝たきりの少年や、車いす生活で外出機会が乏しい男性らの自宅
を訪問。一人一人に合わせて選曲し、たきのさんの伴奏に合わせ、かとうさんが歌声を部
屋に響かせる。２人は毎月平均３軒に足を運んでいる。
かとうさんは、活動を始めた当初、寝たきりの人を前に無力さを感じ、戸惑いがあった
と率直に明かす。しかし、聴いた人が涙を流し、家族が喜ぶ姿を見て「私の歌声で少しで
も元気になってほしい」と思うようになった。
約３０年にわたり福祉施設慰問などを続けてきたたきのさんも、寝たきりの人が歌に反
応を示したり、元気になったりする姿に音楽の力を感じてきた。
「歌には薬以上の力があり、
感動はずっと心に残る。今後も活動を続け、いずれは自宅療養を余儀なくされている人た
ちのためのコンサートを開きたい」と力を込めた。
たきのさんは、歌の宅配便の一端や思いをつづった単行本「生かされて」を刊行した。
難病の筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者を支援するチャリティーコンサートや知的障害
者施設で催された歌の祭典についても紙幅を割いた。同名の曲を収めたＣＤが付録する。
発行元・山中企画。１８９ページ。１６２０円。

＜家族のこと話そう＞母、叔母、伯父に守られ 財政社会学者・井
手英策さん
東京新聞 2017 年 7 月 16 日
僕が生まれる前のことです。離婚した母は二人の子どもを裕福だ
った元夫のもとに残さねばなりませんでした。それを悔いたのでし
ょう。僕の父と再婚しない生き方を選びました。小さいころは母と
母の妹との三人暮らしでした。
叔母は独身を貫いて懸命に働いて経済的に助けてくれました。母
の兄も戦時中、勤労奉仕中の事故で右腕を失っていましたが、障害
年金の一部で支えてくれました。
裕福ではありませんが、貧しい記憶もありません。小学校に入るときは同級生の中で一
番高価なランドセルを買ってもらいました。
「かわいそうな思いをさせまい」と周りは必死
だったと思います。
小学三年生のころでしょうか、僕が塾へ通うようになると母はスナックを営み始めまし
た。当時、女性が一人でできる仕事といえば水商売ぐらいですよ。学校から帰ると、母の
店のカウンターで勉強しました。
母に加えて障害者の伯父、独身ＯＬの叔母に支えられ、女性従業員と客のやりとりを見
て育った幼少期が原点です。ひとり親家庭に生まれても、障害があっても、貧しくても、
安心して生きられる社会のあり方を提示するのが僕の使命。増税の代わりに、保育や教育、
介護などの負担を減らし、すべての人が手厚い公的サービスを受けられる仕組みをつくる
べきです。
多くの人が生活不安におびえています。一部にはさらに弱い立場の人を非難して留飲を
下げる人もいます。その状況を変えるには、誰もが暮らしを保障される仕組みづくりが欠
かせない。

六年前、急性硬膜下血腫で倒れました。激痛の中、「救急車を呼ぶのは申し訳ない」と二
日間病院へ行かず放置したのに、ほとんど後遺症はありません。同じ病気で寝たきりや半
身不随になった知人もいます。心底、運がいいと思います。そもそも母は妊娠が分かった
とき、
「絶対に堕胎すべきだ」と助言する親友がいて、相当悩んだらしい。生まれてきただ
けで幸運な命です。僕は母や叔母、伯父に大切にされ、数々の運に生かされているんです。
母のスナックはバブル崩壊後に経営が傾きました。大学四年生の僕は大学院に進みたか
ったけれど、なかなか言い出せない。ある日、思い切って電話すると、「好きなごつ生きん
ね（好きなように生きなさい）
」と背中を押してくれた。本当は早く就職してお金を入れて
ほしかったはず。
これからも生きたいように生き、言いたいことを言い続けます。でないと、あのとき送
り出してくれた母に申し訳が立ちません。
聞き手・諏訪慧／写真・稲岡悟
＜いで・えいさく＞ １９７２年４月、福岡県久留米市生まれ。東京大大学院博士課程修
了後、横浜国立大大学院助教授などを経て２０１３年から慶応大教授。著書に「１８歳か
らの格差論」
（東洋経済新報社）
、
「財政から読みとく日本社会」（岩波書店）などがある。

飯田に高齢者向け住宅 医療施設、カフェなど整備
中日新聞 2017 年 7 月 16 日
飯田市の飯田病院が同市仲ノ町の旧喜久水
完成したウェルネスタウン丘の上＝飯田市で

酒造跡地で建設を進めてきた地域包括ケア複
合施設「ウェルネスタウン丘の上」の竣工（し
ゅんこう）
・落成式が十五日、同所で行われた。
サービス付き高齢者向け住宅を核とし、地域

の医療・福祉・交流の拠点となる施設で、病
院、工事、市関係者約百人が完成を祝った。
十六日（午前十時～午後三時）は内覧会を開
く。
敷地内の蔵に入居したカフェ＝飯田市で

建物は鉄骨三階建て延べ床面積約二千八
百平方メートル。住宅は二、三階で、三十六
部屋を設けた。一階には診療所や通所リハビリテーション、訪問看護ステーション、フィ
ットネスクラブ、交流サロンを整備。二階には美容室、敷地内の蔵にはカフェが入居した。
施設には社会福祉士や介護福祉士らが常駐。住宅以外は一般の人も利用できる。
内外装は歴史ある街並みや蔵に調和した落ち着いた雰囲気で、根羽スギをふんだんに使
った。事業費は八億六千万円。施設は先導的な取り組みに国が補助をする「スマートウェ
ルネス住宅等推進モデル事業」に選ばれた。
病院は、住み慣れた環境で必要な医療サービスなどを受けながら、暮らし続けられる街
づくりにも寄与する施設を目指す。また担当者は「五輪強化選手が所属している病院陸上
部が指導するフィットネスなども検討している」とも話している。居室は既に予約で埋ま
っており、二十五日から入居開始。カフェは今月、診療所と美容室は八月、リハビリテー
ションとフィットネスは九月に開業するという。 （伊勢村優樹）

【パラ陸上】男子三段跳びで芦田創が銅

世界選手権第４日

共同通信 2017 年 7 月 18 日
男子三段跳び（Ｔ４７）決勝

３位となった芦田創＝ロンドン

パラ陸上の世界選手権第４日は１７日、ロンドンで行われ、男
子三段跳び（切断などＴ４７）の芦田創（トヨタ自動車）が１３
メートル５８で３位に入り、銅メダルを獲得した。
男子１００メートル（切断などＴ４２）に出場したリオデジャ
ネイロ・パラリンピック走り幅跳び銀メダリストの山本篤（スズ
キ浜松ＡＣ）は、１３秒０８で６位。男子４００メートル（切断
などＴ４４）の池田樹生（中京大）は５９秒４０で７位となり、
女子１００メートル（視覚障害Ｔ１３）の佐藤智美（東邦銀行）
は１３秒０８で７位だった。
１５００メートル（知的障害）の女子は山本萌恵子（日本知的
障がい者陸連）が日本勢トップの６位に入り、男子は中川大輔（三
菱自動車）の９位が最高だった。

（社説）憲法７０年 多様な人々の共生社会を
朝日新聞 2017 年 7 月 17 日
観光地で、飲食店で、そして学校や職場でも。海外からやってきた人びとの姿は今や、
日常に溶け込む光景になった。
日本に暮らす外国人は昨年末の時点で２３８万人と過去最多となった。登録された国
籍・地域は１９６にのぼる。
欧米の国々と同様、日本も多様な社会への道を確実に歩み始めている。
では日本国憲法は、外国人の権利を守っているのだろうか。答えはイエスだ。７０年前
に施行された憲法は、外国人の基本的人権の尊重も求めている。
■外国人の人権等しく
すべて国民は法の下に平等で、人種、信条、性別、社会的身分などで差別されない――。
憲法１４条はそう定めている。
「国民」とは誰か。最高裁は１９７８年の判決で「権利の性質上、日本国民のみが対象
と解されるものを除けば、基本的人権の保障は外国人にも等しく及ぶ」との見解を示した。
むろん「入国の自由」などの権利は原則、外国人には及ばない。また、この判決は人権
保障の対象を、日本政府が在留を認めた外国人に限っている。
そうした留保はあっても、原則として人間の平等をめざす趣旨は忘れてはなるまい。
外国人の人権を保障しているのは、憲法だけではない。７９年の国際人権規約批准、９
５年の人種差別撤廃条約加入によって、日本も「人種や民族による差別は認めない」との
普遍的な規範を国際社会と共有してきた。
憲法が、条約や国際法規の順守を求めていることも留意しておくべきだろう。
ただ、実際に外国人は平等な生活を営んでいるだろうか。
法務省が昨年、日本に長期滞在する１８歳以上に尋ねたところ、差別が日常化している
実態が浮かんだ。
外国人であることを理由に入居を断られた――。過去５年間に家を探した人のうち３
９％がそんな体験をしていた。「
『外国人お断り』と書かれた物件を見てあきらめた」人も
２７％いた。
就職や職場でも、壁がある。 就職を断られた（２５％）▽同じ仕事なのに日本人より
賃金が低かった（２０％）▽昇進できない不利益を受けた（１７％）
。
■生かされぬ理念
人種や民族、国籍の違いが理由で、当然の権利が阻まれているとすれば、外国人と共に
暮らす社会は成り立たない。
なぜ憲法や条約の理念が生かされないのか。外国人が置かれてきた状況を振り返る。

戦後しばらく、外国人は明確に「管理」の対象とされた。
憲法が施行される前日の４７年５月２日、日本国籍を持つ朝鮮や台湾の旧植民地出身者
を「外国人」とする勅令が出された。５２年に日本が主権を回復すると、この人たちは日
本国籍を失い、外国人登録法で登録時の指紋押捺（おうなつ）が義務づけられた。
あたかも犯罪の容疑者のように指紋押捺を強いる制度は人権侵害とする批判が８０年代
に高まり、在日コリアンら特別永住者について９３年に廃止された。
その後も日本の入国管理政策は厳しさで知られたが、それでも経済成長により就労や留
学で来日する人が増えた。日本人との国際結婚も珍しくなくなった。外国人は今では日本
社会の不動の一員といえる。
だが、その現実に意識や制度が追いついていない。
確かに、外国人の入居や入店を断る行為を、違法とする司法判断は積み上がっている。
だが、今回の調査は、裁判に至るのは一握りで、被害者の大半が「泣き寝入り」してい
ると見るべきことを示している。
人種や民族を標的にした差別的言動については１年前、ヘイトスピーチ対策法が成立し
た。一歩前進ではあったが、差別をなくすにはさらなる方策を考える必要がある。
国内法の不備を再三、問題視した国連の人種差別撤廃委員会に対して、日本政府は「立
法が必要とされる人種差別行為はない」と苦しい反論をしてきた。
政府も国会も現実を直視し、事態の改善へ向けた真剣な論議を始めるべきである。
■心の垣根なくす試み
「外国人お断り」などの露骨な排斥や、低賃金・長時間労働といった人権侵害は当然、
なくしていかねばならない。
一方、
「マナーが悪い」
「言葉が通じないから面倒」といった誤解や偏見から外国人の入
居を断る事例も後を絶たない。
日本の賃貸制度や居住マナーを外国語で説明した冊子を配ったり、外国人と日本人双方
の相談に乗る窓口を設けたりして、差別を防ぐこともできる。
日本人と外国人をつなぐ試みは、日本語の学びの場の開設や防犯活動など、各地に広が
っている。自治体や市民団体の努力をもっと支援していきたい。
心の垣根を取り払い、外国人に「この社会の一員」との自覚をもってもらえる方策こそ、
憲法を生かし、日本の繁栄と安定をもたらす道だろう。

【新聞に喝！】日本国民の生活や未来を左右する問題か？ スキャンダルより政策追う報
道を ブロガー・投資家・山本一郎
産経新聞 2017 年 7 月 16 日
森友学園や加計学園、さらには女性議員の暴言問題などさまざまなスキャンダルに揺れ
た、安倍政権と自民党。先日の都議会議員選挙でも小池百合子都知事率いる「都民ファー
ストの会」の前に歴史的大敗を喫し、中央も地方も文字通り出直しを求められる状況に陥
りました。
産経新聞でも一連の問題について「
【産経・ＦＮＮ合同世論調査】安倍晋三内閣の支持率、
８・５ポイント減の４７・６％ 加計学園の対応が影響か」
（「産経ニュース」６月１９日）
と内閣支持率の急落を大きく報じ、その理由として重なったスキャンダルについて解説し
ています。
しかしながら、これらの問題は本当に日本国民の生活や未来を左右する問題なのでしょ
うか。もちろん、民主主義政治たるもの、特定の教育機関に対する配慮や忖度（そんたく）
が問題になるのは自明ですし、政治家として適切な政治資金の受け取り方や秘書の使い方
についてわきまえておくべきだというのは事実です。その意味では問題を引き起こした官
邸や与党も襟を正し、組織を引き締めて対応すべき事象です。
そのうえであえて申し上げるならば、この問題が政治の本流を揺るがすほどの課題であ
ったのか、疑問が残る部分もあります。かたや数億円の土地取引の妥当性で政権が振り回

される一方、来年のわが国はより出生数、出生率が下落し日本人の子供が減り、社会保障
では高齢者を支えるための国庫負担がさらに増える公算が大きくなりました。本来安倍政
権が取り組むべき課題はこれら少子高齢化であり、経済成長であり、日本が次の世代によ
り良い社会を引き継げるように行うべき改革であるはずです。
一連のスキャンダルが国民の関心事であることは間違いなく、国民の知る権利を充足さ
せるためにもこれらの話題を取り上げ、掘り下げることはメディアの使命であることは間
違いありません。これらの話題をきっかけにして、国民は政府の取り組み方や安倍晋三首
相に対して疑いの目を向けているのは確かなことです。だからこそ、安倍政権は本来の日
本が考えるべき政策についていま一度目を見開き、働き方改革や規制撤廃、少子高齢化対
策、教育に財源問題といった広く語るべき問題を新聞は正面から世に問う必要があるでし
ょう。
政治は究極のエンターテインメントという側面はあります。テレポリティクス（テレビ
政治）という言葉もいまは昔。脊髄反射を促すような“報道”ばかりが世に多くなってし
まっているのも事実です。そういう社会だからこそ、先を見て物事を論じるメディアが読
者と一緒に考える仕組みがあるとなお良いのではないか、とさえ感じてしまう昨今です。

貯金ゼロでも安心社会を＝民進に助言－井手慶大教授
時事通信 2017 年 7 月 18 日
民進党が安倍政権との対立軸を打ち出そうと、具体策づくりを急いでいる。同党の「尊
厳ある生活保障総合調査会」で、経済・社会保障政策のアドバイザー役を務める井手英策
慶応大教授（４５）に話を聞いた。
－井手氏は「自己責任社会」からの脱却を主張しているが。
日本は、自分で働いて貯金をため、子の教育、医療、住宅購入、老後の備え、これら全
てを自己責任で何とかする社会をつくってきた。今は家計貯蓄率がゼロ％近くまで落ち、
世帯収入３００万円以下が全体の３４％、４００万円以下は４７％だ。子どもを２～３人
生み、大学まで進学させるのは厳しい。
多くの人が生活に苦しみ、将来に不安を感じている。アベノミクスにオリンピック需要
が重なっても経済は実質１．２％しか成長できていない。価値観の転換が必要だ。財源論
から逃げずに、経済成長とは違う方法で人々を将来不安から解き放つべきだ。
－消費税率を引き上げ、高福祉・高負担の社会にするのか。あえて言うなら、中福祉・
中負担だ。財政の大きさは国民の選択だ。増税ありきで捉えられがちだが、国民の生活費
用を税に置き換え、全ての人々の暮らしを楽にするという発想だ。
例えばだが、消費税率を現行の８％から１５％に引き上げると税収は２０兆円増える。
もし財政再建が気になるなら、半分の１０兆円で基礎的財政収支（プライマリーバランス）
はほぼ黒字化する。幼稚園、保育園、大学授業料、医療、介護、障害者の自己負担費用が
約１１兆円。残りの増収分１０兆円でも自己負担は劇的に軽くなり、格差も相当縮む。今
よりはるかに安心な社会がつくれる。
－「貯金ゼロ」でも安心できる社会をつくるということか。
そうだ。貯金ゼロ社会は不安ゼロ社会だ。税をうまく生かして暮らしを楽にし、将来不
安を終わらせる。これが民進党の目指すべき道だ。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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