会

発

言

は 消費税をな

り、
「こんにち

全国の会のしお

私はいつも、

ンケート」を行いました。これまで、

対して「生業ア

者のみなさんに

事業主・自営業

小・零細企業の

８月から中

大川 博 さん

くす会です」を

８％になってからの生活アンケート

三重の会

このたびの大
持って対話を広げています。しおり

田中 東光 さん

義のない解散、
を見せながら声をかければ会員を増

京都・亀岡の会

会のしおりで話し会員拡大 ●
中小業者の大半は８％で生活苦
●

安倍政権に断固

は行ってきましたが、商売をしてい

服部 雅 さん

抗議したい。野

やせます。京都の会の世話人会では

る方だけのアンケートは初めてでし

生活を強いられており、補償打ち切

原発事故から６年半、６万人が避難

し、毎月 日の宣伝をしています。

亀岡では連絡会の代表として活動

てから「業績が良くなった」
「変わ

た。事業者の方がたに、８％になっ

た前原民進党も許せません。大震災・

福島県の会

党共闘を裏切っ

会議の前半で学習会をやります。

●避難生活者に追い打ちの増税

総
す。一人一人に晴れる日がないので

ない…。子どもの健康被害も重大で

り、いじめ、家族離散、故郷に戻れ

のブックレット『あらためて問う

開かれた全国の会の学習会のまとめ

の拡大もやっています。４月 日に

団体・個人を問わず、
「ノー消費税」

せ」をうかがいました。

「実施時期延期」
「反対」
「５％に戻

ともに、 ％への引き上げに「賛成」

らない」
「悪くなった」を尋ねると

24

惑があれば、首相も議員も辞める」

安倍首相は、
「もし自分に森友疑

せは ％でした。その上、同封した

延期は６％、反対は ％、５％に戻

は ％。 ％について賛成はゼロ、

％。 １ 割 の 響

加で街頭宣伝を行いました。
「８％

と言いました。今ほど安倍政権を辞

で も 大 変 な の に、

き、重さが違う」と。
「社会保障の

日の投票日を、私たちの勝利で

めさせることが求められている時は

が、良くなったはゼロ、悪くなった

まだ戻ってきた数は少ないのです

10

ためと言い、そもそも教育・福祉削っ

ています。

憲法９条＋ 条＆消費税』も学習し

12

ありません。

い」という声。選挙で共闘を広めて、

迎えましょう。

署名に 人、なくす会への入会に

10

選挙で、 ％反対の勢力を伸ばしま

れからさらに増えると思います。総

人の方が応えてくださいました。こ

19

74

86

20

26

10

22

てきたのは誰か！ もうだまされな

25

す。長期の生活苦が安倍批判のベー
スにあります。
11

福島の会は９月 日にも 人の参
25

10

％阻止、全力でがんばります。

10
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しょう。

暑気払い
●

横浜・旭区の会

山口 慎吾 さん

旭区の会は２

森田 雄介 さん

００７年に再建

高知県の会

新たに会を二つ立ち上げて ●
草の根の会が民商などと
●
私は、香美市

人で盛り上がり
で今年２月、月

されました。こ

向井 初江 さん
１回宣伝を定例

の 年間で会員

みんなが誘い合

職された教師が中心になり御免の会

南国市にも、地域の歴史に詳しい退

年金者組合、神奈川土建西支部、共

あり、団体としては生健会、新婦人、

旭区の会は、行政区に６つの会が

は、８０８０人

い、初めての人もたくさん来てくだ

ができました。３人よれば会という

東京・大田区六郷の会

７月の都議選
化しようと香美
市の会を立ち

後、六郷の会は
暑気払いの集ま

さり 人で盛り上がりました。
「会」

りを持ちました。 上げ、７月に宣伝をしました。また、 です。

10

77

を結成してから４年目に入りました。 基本通りに会づくりが行われたわけ

開いています。毎月１回開き、
「ノー

産党などの人が集まって世話人会を
消費税」 部を手配りしています。

になりました。

つも見ているよ」と声がかかるよう

かった人から
「あんたらえらいね」「い

り上げます。これまでつながりのな

伝は三線・太鼓で音出しして町を盛

張る」をモットーにしています。宣

無理な計画を立てない、
「楽しく頑

しています。衆議院選挙でも、日頃

費税について学習し、宣伝にも生か

していますが、そのたびに情勢や消

中心部では少なくても３回の行動を

す。いよいよ選挙ですが、なくす会

いく勢いを持っていきたいと思いま

白のところに新たな会を立ち上げて

願いし、来年の総会で拡大結果の報

民商や土建の各組織に会員拡大をお

伝行動することになりました。今後、

鉄二俣川駅前で定期的に定時定点宣

動、金曜日の行動、各界連の行動と、 合流して偶数月の第３火曜日に、相

は月１回集まり、宣伝は日曜日の行

告ができればと思います。

建と民商、旭区の会の３者で集り、

ねてきたことがきっかけとなり、土

が、土建と民商に宣伝行動日をたず

８月に厚木から引っ越してきた人

しっかりとこれを継続し、また空

六 郷 の 会 ４ 年 目、
「 石（ 意 思 ） の

の学習や宣伝を生かし、先頭に立っ
10

に戻せ」と気軽に声をかけ広げてい
こうと思います。

て頑張っていくことを決意とします。

上にも３年」
。やっと広がりが見え

40

てきました。
「消費税 ％反対、５％

メンバーには高齢者もいますので、

毎月１回、駅前宣伝をしていますが、 です。

77
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ブックレットを学習して、
●
増税中止勢力の躍進を
山田 隆義 さん

だと思います。

●全道になくす会の運動を広げたい

各分野と連帯し
●
基地・安保法制をなくす

きしの知子 さん

に、民商で全道

昨年の総会後

危険で、２７６

イと同じように

見学。オスプレ

衛隊小牧基地を

愛知の会

で、堺市長選挙
の事務局長会

カ所も欠陥があり、模擬核爆弾を搭

大阪の会

９月 日に自

がおこなわれ、
議、消費税廃止

富堂 保則 さん

維新の会の堺市
北海道各界連の

北海道の会

乗っ取りの野望

載できるＦ 戦闘機を三菱重工業が

９月 日投票

を打ち砕き勝利することができまし

総会があり、なくす会総会の報告と

28

た。消費税をなくす会も市長選挙の

24

勝利に全力をあげ、
「貧困と格差を

「ノー消費税」の購読も訴えました。 整備することになった。２０１２年に

億円だったＦ が、４年後に

４つの民商・事務局長から申し込み

傾向があることが大阪の会の会議で

ると指摘しています。大阪でも同じ

祉医療関係者の中に影響を与えてい

大学教授の井手英策氏の議論が、福

全国の会のブックレットで、慶応

新の共同の一翼を担いました。

はキッパリ中止」などと訴え、反維

全道になくす会の運動を広げるよう

今年の５月からは、各界連になくす

に反対する署名を呼びかけています。 トが鳴りっぱなしの状況になったら

用紙を全会員に手渡しながら、増税

中部民商では、なくす会の入会署名

ことを提起。私が所属している札幌

を再建しながら、運動を進めていく

があり、それぞれの地域でなくす会

策。今度の選挙は軍縮の選挙にした

会の代表として、事務局会議に参加、 法制をやめさせることが唯一の解決

の投下訓練で、小牧の上空でＪアラー

せない、怒りでいっぱい。核模擬爆弾

んなことに税金が使われることは許

倍首相が平気で買うと表明した。こ

は１５７億円に跳ね上がったのに、安

増税中止署名を受け取る国会議員を

札幌中部民商では「総選挙では、

分野と連帯してたたかっていきたい。

廃止を求めている民商婦人部など各

る「きょうされん」や所得税法 条

一をしています。

たくさん送り出そう」という意思統

非常におそろしい。安保条約、安保

報告されました。井手氏は「オール・

論を堂々と発信していくことが重要

ブックレットに大いに学んで、正

とが特徴です。

を使って、増税を正当化しているこ

フォー・オール」
（みんながみんな

35

い。障がい者雇用問題でたたかってい

１機

さらに広げる消費税率 ％への増税

35

に訴えています。

97

のために）などという目新しい表現

10

56
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加茂 勝治 さん

●日を宣伝署名の日にして
兵庫県・垂水の会

神戸市９行政
区の中の垂水区

すことなどです。

高橋 信 さん

毎月の定例宣伝、
●
ニュースも毎月発行
千葉・柏の会

消費税廃止柏

で活動。県は
の広大な地域に

い批判が出され、宣伝行動の大切さ

を実感。宣伝、話し合いを重ね、世

話人になってもらうなど、系統的に
働きかけていくことが必要です。

ノー消費税の手配りで
●
財政も前進

人口５万３千

古根川みちよ さん

団体が参加。９

人の岩出市で活

和歌山・岩出の会

月 日は市長選

宣伝には毎月

市連絡会の定例

会員、２９２人の読者がいる。毎月
ニュースを発行し、 日は宣伝署名
行動の日と決めハンドマイクで宣伝

費税上げないでどうして国がやって

的に署名する。
一方、
年配の男性は
「消

う人が多く、特に高齢の女性は積極

宣伝行動では、消費税は困るとい

会ニュース毎月１１００部を、東西

また、ノー消費税１０４部、柏の

ている」との声が寄せられました。

せてください。親も消費税の署名し

らは「毎月やってますね。話を聞か

への怒りでいっぱい」
、高校生２人か

い」
「消費税は高すぎる」
「安倍政権

倍首相の下では１％も上げたくな

万８千円となり自分の自由に使える

が 万、消費税が９万円で、１２６

もかかりません。国保税などの税金

ないので、所得税も住民税の均等割

１４６万８千円。年金者控除１２０

をつけるようになった。私の年金は

になって家計簿

消費税が８％

した。

役員会が定例でできるようになりま

税」の手配りが増え、財政も前進。

かる消費税。こんな不公平な税金は

黙っていられない。生きることにか

動しています。

いくんだ」と声を荒げて行く人がい

お金は月額約 万円。やりくりも限

の候補者も参加するなど 人の行動

る。政府の宣伝がウソとごまかしで

南 北 ４ つ の 地 域 に 分 け て、 世 話 人

界。 ％なんてとんでもない。この

している。県の会の生活実態調査の

あることを暴露し、真に受けている

が手分けして、会員、地域に配布、

怒りをハンドマイクで訴え、ビラを

きく上回った。

で 人の署名を集約。この日は「安

人に消費税の真の姿をもっと知らせ

集 金 し て い ま す。 世 話 人 と 一 緒 に

まきながら署名で訪問すると反応が

約。県全体では６２２人と目標を大

ないといけない。 ％増税させない

ニュースの「反応を聞いてみよう」

良くなりました。

政府の税の取り方、使いかたには

県の会も 日の定例宣伝はじめ、

なくすしかない。

ためには、運動する人を増やし、あ

と訪問。反応は極めて良く、政府の

万円を引くと、 万８千円しか残ら

きらめず継続してやり世論を高める

目標５００人に対し、垂水は 人集

25

11

大企業、金持ち寄りの政策には厳し

藤田 政治 さん

て会をつくりました。

が生まれました。会報読者が集まっ

富山の会では昨夜、
「農民の会」

富山の会

農民の会生まれる
●

毎月ニュースを発行し、
「ノー消費

24

65

10

万４千人の

29

24

こと、消費税増税反対の議員を増や

26

10

11

10

35

28
24

10

第315号
（第3種郵便物認可）

NO 消費税
2017年10月25日発行
（11）

まない。そこで

か会結成は進

人も医者にかかれない、子どもの将

分以上が低所得者です。若い人も老

す。労働者の半

て支払っていま

ず、２回に分け

を一度に支払え

生させ、自民・公明支持のみなさん

す。沖縄ではオール沖縄の市長を誕

倍を倒すチャンスがやってきたので

番です。全国津々浦々で宣伝し、安

国会解散するという。なくす会の出

ます。安倍首相は消費税引き上げで

６段、７段になるよ、と宣伝してい

毎朝、
「しんぶん赤旗」を読むだけで

はなんにでも使えます。

８千億、消費税４千億円で、消費税

所得税４千億、相続税１千億、国債

る２兆円の中身は、法人税３千億、

使うのです。教育に回すといってい

いろな税を集めてごちゃまぜにして

消費税は一般財源ですから、いろ

署名は「人と人のつながりを大事

は使えないのです。

会報を増やして

来の問題など共通しています。

も一緒にたたかおうとよびかけてい

大会で７段をもらって優勝しました。 す。輸出企業へ還付するので１兆円

いって、読者が

国保料が払えずカードローンに借

万円の消費税

何人か集まって会をつくるようすす

金して差し押えを免れたり、入院費

なくなる。どうするか？ まず不公

地域になかな

に」が富山の一貫した考えです。１

ます。わたしの孫も一緒にデモに参

平税制を正すことで 兆円でる。そ

めています。

９９０年９月に結成して以来、１回

も払えないなど、そういう人を助け

加してたたかっています。民商でも

はないか」と対話になりました。消

から署名はどうか」
「消費税は平等で

青年を連れてきて、
「有権者ではない

とみていたが、そのうち７～８人の

きました。
「なくす会」の事務局と

トを渡して仲間に配るようたのんで

した」とこぼしている。パンフレッ

費税をもらうよ。仕入れが値上がり

知り合いの蕎麦屋は「少しだけ消

つの選挙区で必ず勝つためにがんば

呼びかけています。オール沖縄で４

総会に派遣する取り組みをしようと

「ノー消費税」を１００部拡大して

を ％にすると消費税と同じ税収に

ですが法人事業税を現在の０・ ％

る公平な税が必要となります。私見

れでも不足するので、消費税に代わ

山城 正雄 さん

湖東 京至 さん

日本は消費税を廃止しても
●
やっていける
税理士

なります。これを資本金１億円以上

の企業にかける。 ％の中小企業は

助かります。わが国は消費税を廃止

してもやっていけます。

山口 孝 さん

なると５兆円の

山口県の会

宣伝するにも学習が力に
●

財源になると

沖縄の会

政府は ％に
になりました。

いっていますが、 域で活動することが難しいが、県の

１年間の活動報告をします。各地

この年になって

会として、毎月１回の世話人会と

24

静岡の県民所得は全国３位ですが、

囲碁を本格的に

私は今年 歳

ります。

して頑張っていきたい。

社会保障にまわすと、今回もウソを
言っており、
徹底した反撃が必要です。

●消費税を２度に分けて支払う

48

静岡には仕事がなく、神奈川、愛知

松内 是卓 さん

95

実際は６兆円で

静岡の会

10
勉 強 し、 囲 碁

70

へ出張して交通費がかかる。業者は

10

総選挙、
なくす会の出番
●

費税の本質を語る必要があると痛感

た。９月 日の宣伝では、
青年がじっ

消費税を廃止すると大変な財源が

も欠かさず 日宣伝を続けてきまし

るのが会の役割だと思います。

30

しました。安倍首相は消費税を全額

38

24

25
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行っています。

日宣伝は必ず
環境に置かれています。自治体は災

からすきま風が吹きこむなど劣悪な

得税は ％から今では ％で、法人

法人税の税率を元にもどします。所

しっかりつくろうと決めました。役

み で す。 昨 年 ８ 月 か ら ニ ュ ー ス を

員会もニュースをどうつくるかその

例えば１億円以上の資産家に１％の

税は ％から ・４％に引き下げら

安 倍 政 権 は、 森 友・ 加 計 疑 惑 を

すが、国の支援は細るばかりです。

富裕税を課せば年間 兆円の増収に

訪問して、消費税増税に反対するよ

害公営住宅の建設などを急いでいま

回、講演と総会

なります。３、ぜいたく税の新設で

ます。歳出の減を図るのは、軍事費

チャンスです。岩手の会は毎月１回、 ンド品などのぜいたく品に対し課し

の商店街では、商店会長さんを訪問、

一つは、国会議員の埼玉事務所を

しました。

れています。２、富裕税の新設です。 ためには、何か行動をしようと相談

今年は 月 日です。学習の内容は、 隠蔽し、国会解散しました。今度の

を一緒に行い、
総選挙は憲法破壊政治をやめさせ、

う要請しました。そして商店街訪問

を上回る反論で宣伝するためには学

生協の店舗前で独自に署名宣伝行動

「 ％になると商売はやっていられ

ざ元の選挙区です。安倍政権を退陣

閑散とした街です。安倍首相のおひ

「生活が苦しくなった」と答える人

店舗前を順繰りに宣伝しています。

盛岡周辺に生協店舗７つ、その５

減らせます。 ％中止、５％に戻せ、 ランチャイズがほとんどです。個人

の１千兆円をこえる借金を少しずつ

幹線、設楽ダムなどをなくせば、国

がたい」
。浦和地域の商店街では、フ

ない」
「５％に引き下げる運動はあり

を訴えても 人しか署名がとれない

に追い込み、増税を中止させるため

岩手の会も市民団体として野党の共
闘を強め、
選挙で勝つため頑張ります。

前山 邦雄 さん

●消費税そのものをなくそう！
愛知県の会

消費税をなく
す財源は３つの

埼玉・川口の会

永塚 友啓 さん

さいたま 区

で、市民と野党

共闘で統一候補

は梅村さえこさ

中止のために勝利したい。埼玉では、

ん で す。 増 税
す。１、下げ過

草の根の会をどう広げていくのか悩

政策でできま

●５％に戻せの運動はありがたい

の一つ、増税中止の世論を高めたい。 を尽くしたい。

10
ぎ た 所 得 税・

林 幸二 さん

都議会議員選

挙での全国から

のご支援にお礼

申し上げます。

安倍首相の悪政

があまりに強すぎた。批判の風が都

東京の会

総選挙 真の対決図式
●

変であることを実感しました。

口商工会議所を訪問、個人商店が大

商店を見つけるのが大変でした。川

消費税そのものをなくすことに全力

藤村 敬吾 さん

被災者の実態と継続する
●
毎月の宣伝
岩手の会

東日本大震災
から７度目の冬
を迎えようとし
ています。仮設
住宅には９６０
０人を超える人が暮らし、７年も住
んでいると傷みは激しく壁と床の間

15

に奮闘します。

がほとんどです。今度の選挙の争点

10

10

をつづけることです。川口・芝地域

習が大切です。山口県は 人で署名

の削減と無駄な公共事業、リニア新

20

を欠かさずやってきました。

10

いんぺい

社会保障と消費税をテーマにしてい

す。宝石、ダイヤモンド、高級ブラ

総会は年に１

45

％への増税を中止させる

23

75

42

消費税

12

ます。宣伝するときも相手側の宣伝

10

10
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民ファーストに行き、２番目に日本

郷と南六郷という二つの町からなり、 ということがおなかの中に根付いて

東京の南端の多摩川べりです。東六

法人税の減税減収の穴埋めにされた

保障のためにはまったく使われず、

す会に出合い、これは大変なことだ

共産党に来た、これが結果だと思い

豊洲移転を促進する小池都知事の本

ても、築地を守るという公約を破り

い」と書いて、プラスター、のぼり

増 税、 大 企 業 に は 大 減 税 許 さ な

横断幕をつくりまして「庶民には大

次に宣伝についてです。でっかい

とって活動していきたいと思います。 倍政権ストップの先頭に立つのが私た

から、たくさんの地域の方と連携を

これからも私はサークルにいます

ち「なくす会」ではないのかなと思い

のに、今また、子どもの幼児教育の

人口二万七千人。

質が見えてきた。にもかかわらず総
をもって、三線、太鼓、かね。六郷

います。

ます。しかし、築地市場の問題を見

選挙を見ると、安倍対小池という図
チムドン隊という別名があります。

梅村さえこ さん

安倍政権を終わ

常任世話人 前衆院議員

目３３００人、現在集めている署名

らせるかどうか

無償化なのかということです。

式がマスコミによって描かれようと
にぎやかに宣伝します。署名は１回
は２３００人。国会請願も重ねてい

という本当に

ように全力をつくしていきたいと思い

動と国会のパイプ役として頑張れる

ます。再びバッジを付けて、市民運

「なくす会」のいよいよ出番、安

しています。これは財界の戦略だと

総選挙
「なくす会」
の出番
●

私は思います。
もう一つ草の根の行動を紹介しま

ます。
「３人寄れば足を出す」で行動。

先ほどの向井

り、地域の保育園からとか依頼があ

の中で家永裁判のことにかかわった

くなります。そ

導入の時だって福祉のため社会保障

きに怒りがいっぱいになりました。

ためにということでそれを聞いたと

ましてや子どもの教育費の無償化の

第28回総会成功を祝しメッセージを
寄せていただいた団体・組合 （到着順）

日本医療労働組合連合会／全日本年金者組合／全国生活と健康
を守る会連合会／ JMITU 日本金属製造情報通信労働組合／全
国商工団体連合会／国土交通労働組合／平和・民主・革新の日本
をめざす全国の会
（全国革新懇）／全日本教職員組合／日本自治
体労働組合総連合／全国保険医団体連合会／税経新人会全国協
議会／婦人民主クラブ／日本民主青年同盟中央委員会／日本婦
人団体連合会／全国生協労働組合連合会／新日本婦人の会／自
由法曹団／労働者教育協会／農民運動全国連合会／東京土建一
般労働組合／全国労働組合総連合／全日本民主医療機関連合会

今度の総選挙、 ます。皆さんのご健闘も祈ります。

す。東大和の会は、会報を倍加させ

「継続は力」なりでやっています。

私は安倍首相の解散の記者会見を

番の情勢が来たと思います。

です。同時に消費税をなくす会の出

チャンスの選挙

たという報告がありました。この会

菊池 實生 さん

地域の方と連携して
●

は毎月宣伝し、独自の会報も発行、
公民館に会のコーナーがもうけられ
るようになっています。地域でのこ

東京・練馬区 大泉学園の会

見たときに、 年間の消費税をなく

す会の活動をやってきてよかったと

私は、音楽の
教師を退職後、

改めて思いました。

さんとダブらな

り、子どもたちに音楽の指導をして

消費税が再び大きな争点となり、

音楽のサークル

いように報告し

にかかわって長

ます。

のためといわれて３４９兆円、社会

私たちの町は

きました。そのなかで消費税をなく

坂本 雄幸 さん

うした活動が大きな力になっている
と思います。

継続は力なり
●
東京・六郷の会

28
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