日本共産党
各務原市議団

政 和 ク ラ ブ ・市 議 会 公 明 党 ・無 会 派 が 反 対 クラブ 、

所 得税法 第

条 は、 妻 や 子 ど

消費税 ％への増税こそ中止すべきです。

率引き 上げのた めに莫大 な予算 をつぎ 込む など 本末
転倒で あり、本 気で景気 対策を 行うと いう のな ら、

る複数 税率によ る混乱も 心配さ れてい ます 。消 費税

な恩恵 を受ける ものです 。「軽 減」と 宣伝 され てい

政府 が行おう としてい る消費 税増税 のた めの 景気
対策は 、一時的 で対象も 限定さ れ、富 裕層 ほど 大き

国民生活は大変な影響を受けることになります。

弊させ 、中小企 業や小規 模事業 者の営 業を 脅か し、

ようとしており、格差と貧困は拡大する一方です。
この まま税率 が引き上 げられ れば、 地域 経済 を疲

す。実 質賃金は 伸びず、 年金受 給額は さら に削 られ

％に引き上げようとしています。
家計 消費は低 迷し、深 刻な消 費不況 が続 いて いま

政府は予定通り、２０１９ 年

際 に人間 が働いた という事 実も、 その給 与（ 対価 ）
も 認めな い。これ は、家族 従業員 の人格 を税 法上 、

労 働をし ているの に、家族 従業員 という だけ で、 実

円だけしか認めないのですから、おかしな話です。
外に働 きに出れ ば、１５ ０万円 の給与 が得 られ る

専従 者控除額

ても 、所得税法 第

給 与を受 け取るの は当然の ことで す。か りに 家族 従
業 員が、 年間１５ ０万円の 給与に 匹敵す る労 働を し

で しょう か人間が 働いたら 、その 労働に ふさ わし い

際 に労働 したとい う事実を 否定す ること がで きる の

くるためにも 条は廃止をすべきです。
法律の 一つにす ぎない所 得税法 が、な ぜ人 間が 実

が 矛盾で す。家族 従業員の 人権を 、保障 の基 礎を つ

ていることにあります。同じ労
働 に対し て、青色 と白色で 差をつ けるこ と制 度自 体

給与（対価）を、税法上否定し

実際に働いている人間の正当な

がら、その働き分を給与の経費
として認めないこと、すなわち、

もなど一人前の働き手でありな

所 得 税法 第

条の廃止を求める
意見書採択を求める請願

反対をしています。

る ことで す。日本 商工会議 所など 多くの 業界 団体 も

税 事業者 が、取り 引きから 締め出 される おそ れが あ

義 務がな い、売上 高１千万 円以下 の５０ ０万 超の 免

なぜ 市 民 の願 いに応 えられないのか

条 の廃 止を 求

月議会に 「消費税増税中止を求め る請願 」と、

「家族 の働き を認め ない 所得 税法
める請 願」 が提 出さ れ 、日 本共 産党 市 議団 が紹 介
議員に なり まし た。 民 生常 任委 員会 で 審議 され 、
日本共 産党 市議 団と 市 民派 チー ム・ み らい の４ 人
の議員 が賛 成、 政和 ク ラブ 、市 議公 明 党、 無会 派
が反対し不採択となりました。
ハタ ノこ うめ 議員 が 民生 常任 委員 会 で行 った 賛
成討論を紹介します。

国に対し消費税増税中止を求める意見書の
提出を求める請願書

景気 悪化を招 き、低所 得者ほ ど負担 が重 いの が消
費税の特徴です。「いま、消費税を上げる時なのか」

否定していることになります。

万
50

め られま す。青色 申告制度 とは、 一定の 帳簿 書類 を
そ なえつ け記帳を した者に たいし 、税制 上の 各種 の
条の例外 とし

消費税 ％増税後 、４年を 経て２ ０２３年 から、
インボ イス（適 格請求書 ）が導 入され ます 。イ ンボ

青色申 告にすれ ば、家族 従業員 の給与 を経 費に 認

万円だけ、その 他親族の 場合は

56

56

特典 をあたえよ うとい うもので 、第

も反対が過半数を上回っています。

条 のもとで は、妻 の場合、 事業

といっ た疑問の 声が大き く広が り、ど の世 論調 査で

月 から消費 税率を

56

56

イスと は、物や サービス の売買 の際、 売り 手が 買い
手に 発 行す る 書 類で 、 本
体価 格 と税 額 が 記入 さ れ
ています。
買 い 手の 業 者 は、 イ ン
ボイ ス によ っ て 仕入 れ に
かか っ た消 費 税 を差 し 引
いて 、 消費 税 を 税務 署 に
収め ま す。 イ ン ボイ ス が
ない と 、買 い 手 は仕 入 れ
にか か った 税 額 を差 し 引
けません。

第

条は廃 止しすべ きもので 、各務 原市議会 とし

者 も家族 従業員の 給与を経 費に認 めるべ きだ った の
です。

い うのな ら、記帳 が義務化 された ととき に白 色申 告

記帳を してくれ れば家族 の給与 も経費 に認 める と

申 告形式 をもって 、認める とか認 めない とか 勝手 に
判断すること自体、あってはならないことです。

そもそも、実際おこなわれた人間の労働について、

め ていま す。記帳 が条件と いうな ら、白 色申 告者 も
記帳が義務となっています。

て 家族従 業員の給 与（専従 者給与 ）を必 要経 費に 認
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ても国に意見書を提出すべきです。
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問 題 は、 消 費 税の 申 告
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消費税
湖東京至氏が試算

％で“恩恵”さらに

税理士・元静岡大学教授
ので、湖東 氏の推計 計算に よるも のです 。です から必 ずし
も正確な還 付金額で はあり ません 。ただ し、赤 字税務 署の

還付金額 は税務署 も発表 しませ んし各 社も公 表しま せん

第１位はやはりトヨタ自動車のある愛知県豊田税務署です。
赤字税務署の常連は毎年同じ顔触れです。

輸出大企 業への 消費税 の還付 金は日 本を代 表する 製造業

輸出大企業は消費税を１円も納めていない
証拠といえ ましょう 。赤字 になっ ていな い税務 署でも 東京

還付金額は 国税局が 発表し たもの ですか ら、い わば動 かぬ

社だけでも約１兆 円。安倍首相 の消費 税 ％への 増税宣
13
言で国民・ 中小業 者にさ らなる 負担が 押し付 けられ ようと

付金額も膨 大な額に 上りま すが、 納税す る中小 企業が たく

還付金は輸出企業への補助金

さんあるた め、たま たま赤 字には なって いませ ん。こ れら
は赤字予備軍の税務署です。

納めなくて はなり ません が、一 方でト ヨタ自 動車な どの輸

ことをいい ます。ト ヨタな どの大 企業は 一度も 税務署 に消

税金の還 付とは、 年末調 整で戻 ってく るとき のよう に、
自分が税務 署に納め た税金 が多か ったと き、返 しても らう

てくるのです。

代金に消費 税が含ま れてい るのを 税務署 に納め たもの とし
て還付を受けている のです 。いわ ば 横
｢領 の
｣ よ うなも ので

費税を納め たことは ありま せん。 下請け や仕入 先に払 った

国税庁統 計年報 書によ れば、 還付額 は消費 税の税 収全体
のおよそ ％、つ まり業 者の皆 さんが 納めた 消費税 のうち

消費税収の
％が

す。アメリカ政府は 輸出還 付金を リ
｢ ベート と
｣ 言って いま
す。還付金 は明らか に輸出 企業へ の補助 金であ り、Ｗ ＴＯ
（世界貿易機関）ルールに違反します。

75

大企業を管 内に抱 える税 務署は 消費税 の税収 より還 付金が 輸出大企業 にとって 税率引 き上げ は好ま しいも のです 。む
多いため、消費税の税収が赤字になっているところがあり しろ早くヨーロッパ並みの ％にするよう主張しています。
ます。赤字税務署を赤字額の多い順に示したのが表２です。 彼らこそ税率引き上げの元凶なのです。

表に上げた

４分の１はトヨタな どの大 企業に 支払わ れ、残 りの
国の税収というわけです。
最新の各 社の決 算に基 づく還 付金は 表１の とおり です。

％が大企業に還付

出大企業は 消費税 導入以 来、一 度も消 費税を 納めた ことは
ありません 。毎年 、毎月 、税務 署から 還付金 が振り 込まれ

還付金制度 です。 中小零 細企業 はたと え赤字 でも消 費税を

態を解説します。
消費税の 仕組み で最も 不公平 なのは 輸出大 企業に 対する

還付金を推 計した 湖東京 至税理 士（元 静岡大 学教授 ）が実

する一方、輸出大企業は消費税を１円も納めていないのに、 の麹町税務署や蒲田税務署、麻布税務署、静岡の磐田税務
莫大な還付金を受け取っている実態が明らかになりました。 署、名古屋中村税務署などは輸出大企業の本社があり、還

10

しかも今後、税率が上がるほど還付金額は増えますから、

25

社だ けで約 １兆円 の還付 金にな ります 。輸出

25
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