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なぜいつも議論に？
東京新聞 2017 年 10 月 12 日
消費税は「景気に左右されにくい税金」と
言われます。景気が悪くなっても生活必需品
の買い物が急激に減ることはなく、税収の変
動が小さいからです。
二〇一六年度の国の税収は、円高で企業業
績が低迷して法人税収が減り、七年ぶりに前
年度を割りました。しかし、税収の約三割を
占める消費税収（十七兆円）はあまり変わり
ません。一四年四月に税率を引き上げてから
は税収が最も多い所得税に肉薄しています。
広く消費者が負担しているという特徴も
あります。消費税は商品を生産、販売する事
業者に課されており、商品への価格転嫁を通
じて買い物をする人が負担します。所得税の
ように働く世代に集中せず、年金暮らしの高
齢者まで幅広く負担を求める税です。消費税
率は１％上げれば、国の税収が約二・七兆円
増えます。
仮に所得税の税率を引き上げれば、中間層
のサラリーマンが増税となってしまいます。
法人税は「企業の海外移転が進む」など経済界が反対します。消費税は増大する社会保障
費をまかなう「安定財源」として、増税の対象になりやすいのです。
とはいえ、安易な引き上げは危険です。一見すると公平に見えても、所得が低い人ほど
負担感が大きい「逆進性」があります。収入が少ない世帯ほど家計支出のうち生活必需品
が占める割合は高いので、消費税の負担感がより重くなるのです。
日本では資産を持つ人と持たない人の格差が、高齢者で特に深刻化しています。逆進性
のある消費税に頼りすぎるとさらに格差が広がりかねません。
専門家からは富裕層や大企業から多くの税金を集める方法も選択肢として指摘されてい
ます。株式の売却益や配当にかかる「金融所得課税」の増税や、企業の内部留保への課税
などが挙げられます。 （須藤恵里、白山泉）
安倍首相は一九年十月に消費税率を８％から１０％に引き上げる際、増収分を教育無償
化などに使う意向を表明しました。主要な野党は増税自体に反対です。衆院選の争点とな
っている消費税の特徴をおさらいします。
＜おさらい消費税＞［１］税収

＜おさらい消費税＞［２］使い道 何に使われているの？ 東京新聞 2017 年 10 月 13 日
高齢化が進み、年金や医療などの社会保障にかかるお金は増え続けています。この二十

年で倍増し、二〇一七年度には一二〇・四兆円となる見通しです。社会保険料と税金でも
賄えない分は借金に頼っています。消費税は「借金漬け」の社会保障制度を持続させるた
めの財源で、税率を５％から８％に引き上げた分は借金を減らすためにも使われています。
日々の買い物で消費税を払っていて気になるのは「支払った税金が無駄なバラマキ政策
に使われてはいないか」ということです。一九九九年以降、消費税の税収（地方消費税の
１％分を除く）を年金、医療、介護に限って使うことが予算編成のルールで定められてき
ましたが、バラマキ懸念はぬぐえませんでした。
そこで政府は消費税の使い道を法律に明記
しました。これが一二年に、民主（当時）
、自
民、公明の三党合意に基づいて行われた「社
会保障と税の一体改革」です。子育てなど少
子化対策も使途に加えた上で、消費税法に使
い方を記しました。
その際、税率を５％から１０％に段階的に
引き上げた時の増収分のうち、五分の一を年
金、医療、介護、子育て支援に使い、残りを
財政再建に充てることも決めました。ただ、
財政再建に税収を回すのは納税者の負担感だ
けを強めかねません。税金が高くなるのに、
社会保障が手厚くなるわけではないからです。
安倍晋三首相は税率を８％から１０％に引
き上げる際、財政再建分の一部を教育無償化
などに使途変更することを表明しました。一
部の子育て世帯の家計負担は軽くなりますが、
財政再建はより遅れます。
消費税率が８％となっても税収は足りず、
借金は増え続けています。国が一六年度に積
み上げた借金は約三十兆円。団塊の世代が後期高齢者になる二五年以降は、医療・介護費
がさらに膨れる可能性があります。財政が立ちゆかなくなり、将来世代が「重い負担」を
強いられる懸念は高まっています。 （白山泉）
＜おさらい消費税＞［３］増税なら生活にどう影響？
東京新聞 2017 年 10 月 17 日
消費税は「負担の痛み」を感じやすい税金です。サ
ラリーマンでは給与から自動的に天引きされる所得税
や住民税に対し、消費税は日々の買い物で支払額が増
え、税の実感がよりわきます。そのため、過去二回の
消費税率の引き上げは、消費者心理に大きく影響を与
えてきました。
税率を３％から５％へ引き上げた一九九七年四月、
８％に上げた二〇一四年四月とも、増税前に駆け込み
購入があり、その反動で増税後には広く買い控えが起
きました。日々の買い物にかかる消費税率が上がると
ともに、収入が増えなければ、手元に残る自由なお金
が減り、消費を抑えようとします。個人消費は国内総
生産（ＧＤＰ）の約六割を占めており、その低迷で増
税後の経済成長率はマイナスに落ち込みました。
特に、税率を８％に引き上げた後の消費の悪化は長

引き、いまも節約志向は根強いと言われます。二人以上の世帯が一カ月に使うお金は、８％
へ引き上げて以降の約三年半（四十一カ月）で、前年比プラスとなったのは五カ月のみで
した。安倍政権は１０％への増税を二度延期した理由として、国内消費をさらに落ち込ま
せかねないことを挙げました。
しかし、消費の長引く低迷は、増税だけが原因とは限りません。日本の財政が悪化し続
けているため、現在の社会保障制度を維持するには、将来の負担が大きくなるだろうとい
う不安も低迷の背景にあるとされます。増税によって財政再建が進めば安心感が増し、消
費増につながるという見方もあります。
みずほ証券の末広徹シニアマーケットエコノミストは「日本で消費税増税がマイナスの
印象なのは、先送り体質の政府を信頼できず、将来の負担減という長期的視点を持てなく
なっているからだ」と指摘しています。 （須藤恵里）
＜おさらい消費税＞［４］軽減税率 収入少ない人への対策は？
東京新聞 2017 年 10 月 18 日
消費税率を１０％に上げる場合には、
生活必需品の税率を８％のまま据え置く
軽減税率の導入が予定されています。収
入の少ない人ほど消費税を負担する痛み
が大きい「逆進性」の問題に配慮するた
めで、当初の予定だった二〇一七年四月
からの増税に向け、一五年に「酒と外食
を除く食料品」と「定期購読の新聞」が
据え置く対象に決められました。
軽減税率の対象品目を決める際には、
低い税率の適用を求める業界の声を背景
に、自民党と公明党の間で綱引きが起き
ました。ようやく決まった適用対象も「外
食」などの線引きが複雑で、国税庁がホ
ームページで公開している分かりづらい
事例の「Ｑ＆Ａ」は、六十九項目に上り
ます。
消費を取り巻く現場では、導入に向け
た準備と負担が生じます。小売り事業者
は、軽減税率導入で税率が複数になるため、レジや受発注システムの改修が必要です。特
に中小企業ではレジを更新する費用が重い負担になるため、支援する補助金が給付されま
す。改修が間に合わずに混乱が起きる懸念もありましたが、増税延期により準備期間が確
保された形になっています。
社会保障費に使われるとされていた消費税増税分の税収ですが、軽減税率の導入により
約一兆円が失われると言われています。安倍政権は「安定的な恒久財源を確保する」とし
てきましたが、増税延期の中で財源穴埋めの議論も先送りされています。
そもそも、軽減税率は収入の少ない人への対策として「不適切」との指摘もあります。
収入の多い人も税金軽減の対象になり、高い食料品を買う人ほど恩恵が大きくなるためで
す。収入の少ない人の所得税額を軽くしたり、課税されていない場合は現金を給付すると
いった対策が効果的だとの意見もあります。 （須藤恵里）
＜おさらい消費税＞［５］争点 国政選への影響は？
東京新聞 2017 年 10 月 19 日
安倍晋三首相が消費税増税で得られる税収の使い道について、国の借金返済に充てる分
を減らして教育無償化に使うことを表明し、消費税増税が今回の選挙戦の争点になってい

ます。
消費税はかつて国政選挙の行方を左右しました。初めて選挙戦の争点になったのは一九
七九年十月の衆院選。前年に大平正芳首相が「一般消費税」の導入を打ち出しましたが、
与野党の猛反発で大平首相は衆院選の投開票直前に増税を撤回。それでも自民党は過半数
割れの敗北を喫しました。八七年五月には中曽根康弘首相が「売上税」の法案を国会に提
出したものの、廃案に追い込まれています。
二度の「失敗」
を経て、税率３％
で消費税が導入
されたのは八九
年四月。しかしリ
クルート事件と
増税への批判で
当時の竹下登首
相は退陣。後継の
宇野宗佑首相の
もと、自民党はこ
の年の七月の参
院選を戦いまし
たが大敗しまし
た。
その後も時の
政権は消費税に
悩まされました。
九四年二月に細
川護熙首相が消
費税の代わりに
税率７％の国民
福祉税を導入する方針を突如発表。しかし世論の反発を受けて撤回。九七年四月には橋本
龍太郎首相が消費税としての初の増税（税率５％）を実行しましたが、山一証券の破綻な
ど金融危機も重なり、九八年七月の参院選に敗れて辞任しました。
その後、十年超、表だっての消費税増税への議論はありませんでしたが、野田佳彦首相
の民主党政権が二〇一二年六月、自民、公明の両野党と、社会保障と税の一体改革の法案
について合意。消費税増税で増える税収は社会保障に使途を限定し税率を１０％まで二段
階で引き上げる方針を決めました。しかし、その過程で民主党は分裂しました。
こうした歴史に学んでか安倍政権は二度、消費税率の１０％への引き上げを延期。しか
し今回の衆院選で与党は一九年十月に税率を１０％に引き上げることを公約にしています。
一方、野党は増税の凍結・反対を掲げ、政策の違いが鮮明です。 （桐山純平）

障害者チーム・ウィングス

県５００歳野球に闘志

徳島新聞 2017 年 10 月 19 日

県５００歳野球大会に初出場する徳島ウィングス

２２、２９両日に開かれる「第３回県５００歳野
球大会」
（阿南市、徳島新聞社主催）に初出場する障
害者野球チーム「徳島ウィングス」が、本番を前に
気合十分だ。県内の公式戦は初めてで、ナインは喜
びを胸に初戦の藍住クラブ戦に臨む。
大会は同市桑野町のＪＡアグリあなんスタジアム

などで行われる。ウィングスとの試合では、障害者野球の特別ルールを適用。盗塁やバン
トは禁止で、下肢に障害がある人には代走が認められている。
ウィングスには、出場選手９人の合計年齢が５００歳以上とのルールは適用されない。
しかし、大会の趣旨に合わせ、チーム最高齢で内野手の山口勝實さん（７０）＝鳴門市里
浦町里浦＝の先発出場を決めた。山口さんは「立派な大会に出られてうれしい。長老だけ
ど、いいプレーを見せたい」と意気込む。
ウィングスは２０１５年に発足。現在、身体障害や知的障害のある２０～７０代の男女
１９人が所属しており、小松島市を拠点に活動する。熱心な活動が認められ、今年５月、
神戸市で開かれた全国身体障害者野球大会に初出場した。
県５００歳野球大会への出場を後押ししたのは、阿南市野球のまち推進課の田上重之推
進監。結成前から西上勝代表（５１）＝鳴門市鳴門町土佐泊浦＝の相談に乗り、練習場所
の調整などで協力を続けてきた。
チームが実力を付けていく一方、田上推進監は認知度の低さを歯がゆく感じていた。「徳
島を挙げてチームを育てていこう。間口を広げ、障害者野球に関心を持ってもらう大会に
したい」と出場を提案した。
西上代表は「感謝の気持ちを胸に一生懸命プレーしたい」と話している。

障害者らが米作り「自然栽培パーティ」

農業と福祉、企業をつなぐ
産經新聞 2017 年 10 月 19 日

３チームに分かれて障害のある人もない人も、大人も子供も協力
しながら行った自然栽培米の収穫作業＝１４日、前橋市青梨子町

障害者の米作りなどを支援し、農業と福祉、企業の連
携を目指す団体「自然栽培パーティ」
（本部・松山市）の
取り組みが全国に広がっている。自然栽培を行う福祉施
設を増やすことで、農業の担い手不足を解消する一助に
なればという思いもあり、企業もその応援の輪に加わる
取り組みが注目されている。（村島有紀）
カシオが参加
「取れたぞー。ひも持ってきて！」
収穫の秋。精密機械メーカー、カシオ計算機（東京都渋谷区）のボランティア社員やそ
の家族４４人が長靴を履き、鎌を持って慣れない手つきで稲を刈った。前橋市青梨子の障
害福祉サービス事業所「菜の花」が、無農薬で栽培するコシヒカリの田んぼ。早朝、東京
都内をバスで出発した同社の社員らは、同事業所の利用者約２０人と協力しながら午後１
時頃まで稲を刈り、天日で干す「はざかけ」と呼ばれる作業を行った。
カシオ計算機は「菜の花」が栽培する自然栽培米の「一反パートナー」
。１反（約１千平
方メートル）当たりの収穫米を出来高にかかわらず５５万円で買い取ることで支援する。
「一反パートナー」は、障害者向け雑誌「コトノネ」が発案し、昨年から企業を中心に募
集。カシオ計算機が第１号のパートナーとなった。
できたコメは、ボランティアとして田植えや収穫作業に参加した社員らに配るほか、取
引先への営業ツールなどとして活用する予定だ。
同社で事務局を務める松井民雄さん（５２）は「今まで（営業の）数字数字でボランテ
ィアをしたことはなかった。直接人のために役立つ活動をすることで、自分も癒やされる」
と語る。
「収入が安定」
「菜の花」には、知的障害や精神障害のある２０人が通いながら、農業やパソコンの解
体作業などを行っている。１人の月当たりの平均賃金は約３万８千円で、福祉施設として
は“高給”だ。昨年から「自然栽培パーティ」に参加している。今年は約１町でコシヒカ

リを作付けし、そのうち２反をカシオ計算機とパートナー契約した。「菜の花」の施設長、
小淵久徳さん（４３）は「購入を予約されると収入が安定し、それだけ利用者へ安定した
賃金が支払える」と歓迎する。
利用者の多くは自宅と事業所を往復する日々で、外部の人との新たな出会いが少ない。
この収穫作業や作業後の昼食会に参加することで、初対面の人と触れあう機会にもなる。
利用者の一人、小林潤さん（２１）は、カシオ計算機のエンジニアの男性（５０）と話し
込み、「
（農作業の）はざかけはつらかったけど、好きなゲームの話ができたのが楽しかっ
た」と笑顔を見せた。
耕作放棄地を活用
農林水産省によると、全国の耕作放棄地は年々増加し、平成２７年には４２万３千ヘク
タールに及ぶ。
「自然栽培パーティ」によると、同団体に参加する福祉施設の農地で、農作
業に従事する障害者は５４２人。休耕田などを利用した自然栽培農地面積は約３４万平方
メートルになった（いずれも今年６月末現在）。
２０２０年の東京五輪・パラリンピックで、選手村の調達基準を満たした食材として採
用されるのが、目標の一つでもある。「コトノネ」の川口修司さん（５２）は「一反パート
ナーを増やし、障害者による自然栽培の農地を増やしていきたい」と話していた。
■自然栽培パーティ
正式名称は一般社団法人「農福連携自然栽培パーティ全国協議会」
。平成２７年、公益財
団法人ヤマト福祉財団の資金援助を得てスタート。
「１万ヘクタールの休耕地を農場に戻し、
障害者が自然栽培で、ニッポンを健康に」を合言葉に、農業、福祉、企業の連携を進める。
脳性マヒの三つ子を育てる松山市の佐伯康人さんが代表理事。９月２２日現在で、全国で
７０の福祉施設が農業に取り組んでいる

交流サイト 児童買春などの犯罪被害 最多の９１９人 毎日新聞 2017 年 10 月 19 日
上半期 被害者ほとんどが女性、高校生が７割近く
今年１～６月に出会い系以外のコミュニティーサイトを使い、児童買春などの犯罪被害
に遭った１８歳未満の子どもは昨年同期比３０人増の９１９人だったことが１９日、警察
庁のまとめで分かった。半期ベースでは統計を取り始めた２００８年以降で最多。被害者
のほとんどが女性で、高校生が７割近くに上った。
年齢別では、１６歳が最多の２３１人（２５．１％）、１５歳２０１人（２１．９％）、
１７歳１９９人（２１．７％）など。罪種別では、青少年保護育成条例違反が３５０人（３
８．１％）、児童ポルノ２８９人（３１．４％）、児童買春２４３人（２６．４％）で、こ
の三つで９割以上となった。
重要犯罪の被害者も２５人おり、内訳は強姦１０人、強制わいせつ１０人などだった。
加害者と会った理由が判明した７２８人中、「金品目的」や「性的関係目的」という援助
交際関連が２８２人（３８．７％）と４割近くで最も多かった。
サイトへのアクセス手段は、スマートフォンが８６．１％。悪質なサイトへの接続を制
限するフィルタリング機能については、利用していたかどうかが判明した被害者のうち、
９割以上が利用していなかった。
出会い系サイトによる被害は９人減の１３人。出会い系サイト規制法が改正された０８
年前後に急激に減り、減少傾向が続いている。
コミュニティーサイト
会員制交流サイト（ＳＮＳ）などインターネット上で不特定多数の相手とやりとりでき
るサイトのうち、出会い系サイトを除いたものの総称。警察庁は、「ツイッター」や「ＬＩ
ＮＥ（ライン）」といった複数交流系、「ひま部」や「ぎゃるる」といったチャット系のほ
か、
「ツイキャス」といった動画投稿・配信系などに分類。サイトを通じて知り合った男に
だまされたり、弱みを握られたりして、自分で撮影した裸の画像を送信させられる「自画

撮り」などの被害に巻き込まれる子どもも多い。
（共同）

歌で伝える命の尊さ 三次の施設
中國新聞 2017 年 10 月 19 日
「なぜ」の練習をする、あらくさの利用者たち

三次市甲奴町にある、障害者の就労、交流通
所施設「あらくさ」
（６７人）の利用者たちは、
命の尊さをテーマにした合唱曲「なぜ」を作っ
た。昨年７月に相模原市の障害者施設で発生し
た殺傷事件に衝撃を受けて、各人から出てきた
言葉をつなぎ合わせてできた歌。２１日に同町
である、同施設運営の社会福祉法人の創立３０
周年記念コンサートで初披露する。

衆院選

「代筆投票」もっと柔軟に

ヘルパーや家族にも
毎日新聞 2017 年 10 月 19 日

ヘルパーの代筆による期日前投票ができるよう投票所の担当者
と交渉する中田泰博さん（中央）＝大阪府豊中市で２０１７

年１０月１８日午後（代表撮影）
脳性まひ男性が投票あきらめ 制度改正を求める声が
広がる
障害などで投票用紙の自筆が困難な人が利用する「代
筆投票」を巡り、制度改正を求める声が広がっている。
公職選挙法では不正防止のため、代筆を投票所の係員に
限定しているが、
「他人に投票先を知られたくない」
「ヘ
ルパーや家族にも認めてほしい」などの声が根強い。訴
訟に発展したケースもあり、障害者らは「民意を幅広く
反映させられるように、柔軟な仕組みにしてほしい」と訴えている。
先天性の脳性まひで文字が書きづらい中田泰博さん（４５）＝大阪府豊中市＝は１８日
午後、ヘルパーに車椅子を押してもらい、地元の期日前投票所を訪れた。係員に「ヘルパ
ーに代筆させてほしい」と告げたが、公選法を理由に「代筆できるのは係員だけ」と断ら
れると、不満げな様子で投票をあきらめて帰った。
中田さんは以前、ヘルパーに代筆投票を頼んでいた。しかし、２０１３年の公選法改正
で代筆は投票所の係員に限定。他の有権者もいる場で見ず知らずの係員に投票先を伝える
ことは、憲法が定める「投票の秘密」に反すると主張し、今年３月、希望する補助者に代
筆を頼めるよう国に求める訴訟を大阪地裁に起こした。
中田さんの知人で、身体障害のある男性２人もこの日、期日前投票に訪れた。１人は中
田さんと同様に投票を断念。もう１人の井上康さん（５７）は係員による代筆を選んだ。
井上さんが大きな声で候補者名を告げると、係員が「これでいいですか」と記入した投
票用紙を見せ、投票箱に入れた。井上さんは「身近な人には投票先を知られたくない。（第
三者の）係員に代筆してもらう方がいい」と話し、当事者の受け止めはさまざまだ。
福祉事業所を運営するＮＰＯ法人の事務局長で、脳性まひの頼尊（よりたか）恒信さん
（３８）＝滋賀県長浜市＝は、今の制度に疑問を持つ。投票所の係員の大半は自治体の職
員で、地方では顔見知りの住民が多い。頼尊さんは「田舎で誰に投票したか知れ渡ると人
間関係に影響する。障害者が自ら１票を投じられる仕組みを作ってほしい」と期待する。
障害者や高齢者らを対象にした制度は代筆投票以外に▽視覚障害者が点字で候補者名な

どを記入する「点字投票」▽歩行が困難で投票所に行けない高齢者らが在宅で用紙に記入
し、郵送する「郵便投票」－－があり、対象拡大を求める声も上がっている。【原田啓之】
障害者らを対象にした投票制度
・代筆投票 投票用紙に自筆できない身体障害者らの代わりに投票所係員が記入し投票
・点字投票 視覚障害者が点字器を使い、候補者名などを点字で打って投票
・郵便投票 要介護５か重度の身体障害者が自宅で投票用紙に記入し、郵送

職場の精神障害者 応援

読売新聞 2017 年 10 月 19 日
労働局、サポーター養成講座
神奈川労働局が配布してい
るしごとサポーターのステ
ッカー

精神障 害や発 達障 害
が ある人 の働く 環境 を
整えようと、神奈川労働
局が「精神・発達障害者
しごとサポーター」の養
成に乗り出した。来年４
月には障害者の法定雇用率が引き上げられ、精神障害者も対象に加わる。同労働局はサポ
ーターを通じて、障害者と一緒に働くことへの理解を広め、雇用増加を図る。
しごとサポーターは特別な資格ではなく、精神障害や発達障害を持つ同僚を見守る「応
援者」との位置づけだ。障害に関する専門知識を持っていなくても、働く障害者を理解し
応援する人を増やすことで、良好な職場の雰囲気や人間関係が構築されることを期待して
いる。
同労働局は９月、しごとサポーターの養成講座を始めた。関内ホール（横浜市中区）で
同月２０日に行われた講座には約２００人が参加。ハローワーク横浜の職員が講師となり、
「部署内の歓迎会に誘っていいか」、「休憩時間にスマートフォンで大音量で音楽を流して
いた場合、どのように注意すればいいか」など、想定される事例を紹介した。
講師は「
『不用意なことを言ってしまうのでは』と気にしすぎるのはよくない」などと助
言し、
「応援者が増えれば、障害者本人にも会社にとってもメリットが大きい」と強調した。
精神障害者の同僚を持つ横浜市港北区の男性会社員（３７）は「これまで接し方がわから
ず戸惑いもあったが、場面ごとの対処法を例示してもらいすっきりした」と明るい表情で
話した。
同労働局によると、障害者が県内のハローワークを通じて就職した２０１６年度の件数
は３９４８件（前年度比６５件増）で、７年連続で過去最高を更新。内訳は、精神障害者
が１７２７件、知的障害者が１０５９件、身体障害者１０５０件、その他１１２件だった。
一方、県内民間企業の障害者（精神障害者を除く）の雇用率は全従業員の１・８７％（１
６年６月１日時点）で、上昇傾向であるものの、法定雇用率の２％を下回っている。達成
した企業の割合も４６・７％にとどまる。
来年４月には法定雇用率が２・２％に引き上げられ、新たに精神障害
者も算定対象に加わる。同労働局は養成講座の受講者らにステッカーを
配布するなどしてサポーターの周知を図っており、職業対策課の担当者
は「障害者と一緒に働くのが当然という社会を推進していきたい」と話
している。養成講座は来年２月まで毎月１回、県内各地で開催する予定。
問い合わせは同課（045・650・2801）
。
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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