■
■ 参院選で政権交代の
足がかりを
全国世話人・参議院議員

大門みきし さん
国会情勢報告
を兼ねて発言し

金融マネーの「一億円の壁」

率の是正」がすすめられたのです。

りこんでいます。

旗日曜版」に折

る会新聞」
と
「赤

月 日の宣

０７年に私が「１億円を超える

た。
「自民党が過半数でがっかり

政策をのせたチラシを配りまし

人の参加で、各政党の

と負担率が下がる」要因が証券
優遇税制で当時

声もあり「自公政治を変えるた

減税」が掲げられ、政権交代を

要請を受けました。その要求実

減税法案を共同提出して」との

昨日、なくす会から「消費税

をかかげている政党に、まず「消

やしました。次は、消費税減税

野党共闘の比例票も議席も増

％を求

％になりました。 つも応援しているよ」といった

後共産党の議員が繰り返し、質
問するなかで
当面ヨーロッパ並みの

めざしましたが実現できず、お

現のためにも市民と心ある野党

めには野党共闘しかありません」

詫びします。消費税減税・廃止

というと署名してくれます。

は権力との一番きびしいたたか

費税５％」実現のために協力す

ましょう。

げ、宣伝しその声を署名に集め

交流しながら、みんなで声を上

に つ な が る と 思 い ま す。 学 習

争への道をストップさせること

る中、消費税をなくすことは戦

憲法９条が変えられようとす

す。

が共闘を強め、参院選で政権交

いです。
岸田政権は、強いものがより
強く、国民には自己責任を強い
る新自由主義の政治で大企業の

もうけを増やしています。事実、■
年間で消費税収は４４８兆円

になりますが、これは法人税と

毎月宣伝のあとは、街の声を

向井 初江 さん

した。その分、庶民増税となっ

入れたチラシを「生活と健康守

所得税減税の穴埋めに使われま
ており、財界が求めた「直間比

東京・六郷の会

■ 今こそ消費税減税実現
運動が必要

力を尽くします。

るように働きかけたいと思いま

めています。

落としたからまあ良かった。い

した。でも甘利自民党幹事長を

伝では

についても岸田首相も一旦は言
及しましたが、財界の圧力で引っ
22

％と追及、以

込めました。このことは、２０

14

言

ます。総選挙で

11

発

代の足がかりをつくるために全

30

会

は、野党の共通政策に「消費税

10

20

総
32
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■
クラブは継続して訪問し消費税
の本質やインボイスの懸念など

うにならなければと思います。
「消費税増税反対」の国への
県市町村議会であげ

まの自公政権はこんなに困って

は大変になっている情勢を視野に、

ています。コロナ禍などでくらし

意見書は

いるのに何もしてくれない」と

共産党以外の会派にも働きかけ

理解が深まりつつあります。
「い

原発事故から
いう県民の怒りを県議会へ届け

服部 雅 さん

■ 県議会に県民の苦しみを
届けて
福島県の会

年。未だに故

て、消費税を上げるなという要

る請願行動を重視し、
にも行く予定です。

■

■ 県市町村議会の意見書
あげて

県の会では毎

飲食店の休業・閉店が相次いで

激しく、老舗デパートの倒産、

ロナ禍で地域経済の落ち込みが

２度にわたる消費税増税とコ

方などよくわかり、私たちの行

のくらしや消費税に関する考え

この２つの行動は、地域の人々

の署名行動に参加しています。

党と協力し日曜市宣伝と各界連

月号に載ったいの町議会の経

ました。そんな中『ノー消費税』

請書にしようということになり

月議会

郷に帰れない被
災者は７万人
と言われています。現在、国が
汚染水の海洋放出を一方的に決
めたことに、地元の漁業者から
「 年の苦労が水の泡になる」
原告団４０００人の生業裁判は

月１回世話人会

金子 陽子 さん

国と東電を断罪する最高裁の勝

議で話し合い、

高知県の会

利判決を勝ち取るためがんばっ

います。福島県の会を中心に毎

月１回日本共産

月街宣署名を実施し、団体訪問

府が変われば、国民の声が通り、

験は学ぶべきものがあります。政
自分たちのくらしがよくなりま
す。明日に向かってがんばりま
しょう。

■

■ 役 員 会・ニ ュ ー ス・会 報
拡大にこだわる

富士谷香恵子 さん

スも毎月発行しています。宣伝

兵庫の会

兵庫の会はコ
ナ禍のもと、毎
月常任世話人会
費になっていることを、もっと

署名行動は１年間で６地域、

を開催、ニュー

議所や中小企業団体中央会、商

短時間で分かりやすく話せるよ

消費税が大企業の減税や軍事

動の指針にもなっています。

ています。

20

工会連合会、建設業協会、老人

や懇談をしてきました。商工会

12

12

11
と激しい怒りに包まれています。

10

62
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回３５９人参加で９３３人分の
部増やし

部減

署名を集めました。会報「ノー
消費税」は

る、その思いで
月の総選挙で

北関東比例候補

宣伝を重視、
心がける４点

人から署 名

月 の 垂 水 区の 宣 伝

「インボイス制度」の学習も行

選挙協力」を結びたたかった総

ません。
「共通政策・政権協力・

闘を終わりにするわけにはいき

立候補します。市民と野党の共

の参議院選挙に埼玉選挙区より

した。雪辱を果たすため、来年

ましたが、議席に届きませんで

がけている４点は、①常任世話

回行い１４５人の参加でした。心

税の宣伝です。場所を変えて

都の会が重視するのは消費税減

た。３年前の到達の倍です。京

し減は４人でし

会以後 人増や

の拡大は、前総

■■

藤田 洋 さん

売をしているが、もうつぶれそ

選挙は歴史を大きく前にすすめ

人会で決めた会場をその地域の

京都の会

うだ。消費税は減税してほしい」

た 選 挙 で し た。
「共通政策」に

組織に「一緒に宣伝行動をしま

「ノー消費税」

と深刻な声が寄せられました。

消費税減税が入った時には、体

対話する機会としています。②

しょう」と呼びかけ、地域の会と

としてたたかい

なくす会の活動は、国民のくら

が震えました。１９８９年の消

月

し、営業を守り、景気を良くす

費税強行の翌年に、個人加盟の

人が参加、

消費税をなくす会をつくった日

どの役員に挨拶し、
「消費税減税

会場周辺の下見です。商店街な

を集めました。 代の青年は「商

は、

いました。

きくする草の根からの活動が政
治を変える力になると確信しま

年の消費

■

梅村さえ子 さん

国会に戻り消費税減税を実現す

全国の会の常任世話人として

常任世話人

■ 消費税減税が市民と
野党の共通政策に感動

ざしがんばります。

を忘れません。この

30

す。消費税５％実現・廃止をめ

14

41

日、兵庫の会の総会を開催し

10

る闘いです。なくす会を強く大

で普及にこだわりました。

29
11

42
30

10

11

20

へと大きく切り替える総会とし

費税減税・廃止する政治の流れ

いありません。この総会は、消

れさせる力になったことは間違

「共通政策」に消費税減税を入

税をなくす会の運動が、今回の

ん。宣伝ポイントは、経済弱者

府報道に偏り正確ではありませ

伝えることです。マスコミは、政

間です。③消費税減税の情勢を

問。地域の状況を聞く貴重な時

のご意見を聞いています」と訪

激励する宣伝です。そして「５％

の目線から訴えます。④市民を
を上げていきます。

て、私も草の根からいっそう声

32
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行動参加者を増やします。

をニュースにして伝えることも

ラシのカラー化や行動したこと

に戻す」緊急性の強調です。チ

画を出し合いコロナ禍でも元気

る」など対話を重ね、色々な企

声に「政権交代すれば下げられ

げるのは難しいのと違う？」の

及び介護の社会保障給付～少子

消費税法１条２項には「医療

覚えます。

もてあそぶご都合主義に怒りを

る～」とあり、消費税はすべて

化に対処する施策～経費に充て

「消費税は社会保障・福祉の

社会保障費に使うと、ごまかさ
しかし、消費税導入以後、社

ため」と政府言いなりのマスコ
らせるのがなくす会の役割。今

会保障は充実どころか改悪続き

れている人がかなりいます。

後も活動を強め減税、廃止に向

です。

付は、私達が

会保障に殆ど使わず、社会保障給

金保険料２倍以上等、消費税は社

国民健康保険料・税の値上げ、

けて頑張ります。

医療費１割から３割負担、国民年

ミに対し、本当の姿、実態を知

に活動を継続しています。

山口 数之 さん

■ 宣伝強化で
「 会 」の 活 性 化 め ざ す
大阪・泉北の会

大阪の会は、
コロナ禍で活動
が困難な会が元
気を取り戻せる

■

■ 減税に背を向ける
自公政権に怒り！
藤田 政治 さん

多額の国の借金

やフェイス

とを、ＳＮＳ

支えているこ

「将来世代につ 年金、介護、
けを回すな」と、 社会保険料が

富山県の会

で、プラカードや横断幕をもっ

を不安に感じる国民を脅す卑劣

ブック等を活

負担している

て「消費税５％減税で暮らしを

な議論で消費税減税要求を拒否

用してもっと

自公政権は

守り、景気を良くしよう」と訴

してきました。大企業や富裕層

て、泉北ニュータウンの３駅前

この宣伝を皮切りに、なくす

えました。

への減税を棚に上げ、借金返済

ばと思います。

会、居住地、民商、生健会、各

ンチキ議論であり、将来世代を

暴露しなけれ

東淀川、吹田、堺東へ出かけ「下

界連等が一体になって、生野区、 は消費税しかないと強弁するイ

泉北の会は大阪の会と共同し

を企画しました。

一緒に宣伝活動に取り組むこと

ようにと、地域の会に出かけて

■

NO 消費税
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■
■ 憲法が求める税負担は
応能負担が原則

金で得します。
憲法が示す税負担の原則は、

には３月に請願して否決されま

てもらえませんでした。桑名市

ス制度導入中止

体に「インボイ

を求める意見

を行いました。札幌市議会では、

月議会に市民の方

人が消費税減税の陳情書を出し

したが、

たことがわかり、もっと運動を

各人が経済的な負担能力に応じ
る応能負担で、国税、地方税、

継続審議となっています。さら

書」採択の要請

社会保険料等は全て応能負担原

広げれば、これまで面識のなかっ

浦野 広明 さん
消費税にかわ
則とし、使途原則は「生存権保

に、
全道の民商が中心となって
「イ

世話人・税理士

る財源は応能負

た人たちとも一緒に運動できる

ンボイス学習会」を開催。札幌
三重の会は毎月街頭宣伝・署

「商売はどうしたらよいのか」「何

課税の中心は所得課税であり、 と思いました。
住民税を総合累進所得課税にす

名行動を行い、２万５４２４人

月に行った学習会では

を累進課税化していくべきです。

れば５兆８５８７億円の財源が

民 商が

「連結納税制度」など、５種

から対策をしたらいいのかわか

兆２８４０億円がなくて

％は正

税収

分を集めました。その

法人税、所得税

障」の目的税にあります。

10

担を原則とし、

12

生まれ、２０２１年度予算の消費

億円

■

大川 博 さん
月 日に三

６１１６億円が還付され、トヨ

地方消費税が減るからと賛成し

大会派が立憲民主党などですが、

県常任世話人の税理士によるイ

生協連の集約でした。総会後は

面から署名を働きかけた三重県

消費税をなくすこと。税率を０％

んどでした。
「一番の景気回復は

らない」と困惑する会員がほと

で決めれば明日からでも実施で

ジの入れ替えも必要なく、国会
うことがわかりました。来年の

きる」と強調すると、ほとんど

にする事はコストもかからず、レ

参議院選挙で消費税減税とイン

富堂 保則 さん

ため、参議院選挙では改憲勢力

法を全面実践し国民生活を守る

から求められていると実感。憲

の運動が多くの中小業者・国民

コロナ禍のなか「なくす会」

もらうことで賄えると説明。

業と富裕層に応分の負担をして

の会員が納得。その財源は大企

北海道の会

■ 改憲勢力に三百倍返しの
奮闘を決意

る決意です。

ボイス制度中止を求めて奮闘す

ンボイス学習会が行われ、この

10
制度が実施されたら大変だとい

97

北海道では道内１７９の自治

■

タは輸出売上が増えるほど還付

納税額は▼６１１６億円となり、 に請願書を出しました。県は最

の活動では、県議会と２つの市

ました。１年間

学習会を開催し

重の会の総会と

三重の会

■ 運動ひろげ
市民と一緒の活動を

も財源があることは明らかです。

20

類の租税特別措置法で、優遇さ
れる税制により、資本金
年度の内部留

が０％のため、国内売上の消費

が、トヨタは輸出売上の消費税

消費税は事業者が納税します

３％、ソフトバンクは０％です。

・７％に対し、トヨタは ・

中小企業の法人３税の負担率

高額を更新。

保は、４６６・８兆円と過去最

以上の大企業の

10
15

税３２９３億円、課税仕入れに

28

20

対する消費税が９０４９億円で

11

35
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に「三百倍返し」で奮闘する決
意です。

■
■ インボイス制度は
地域経済を崩壊
い、課題を追求し、参議院選挙

について、総会を開いて話し合

報の拡大と今後の「会づくり」

ます。岩手の会は遅れている会

崩壊の淵においやるものといえ

インボイス制度は地域経済を

たい。私は１００歳まで

年し

ても消費税をなくすため頑張り

も呼びかけています。なんとし

０歳まで生きようとみなさんに

す。足も大分よくなって、１０

す会では商店街宣伝をしていま

因を映し出していません。本人

深刻な実態を描いても、その原

ぐ負けてしまいます。メディアは

までしないと孤立した本人はす

ら買い物まで立ち合います。そこ

所から法律事務所、親族会議か

いる「２００万人会員と会報読

に向けて、全国の会が提起して

を廃止し、核兵器禁止条約に賛

いる間に消費税を廃止、戦争法

か残っていません。私が生きて

ることはますます大事です。い

消費税とはなにかをしっかり語

の孤立から助けるということと、

藤村 敬吾 さん
総選挙が終

者１万人」に応えて、微力なが

岩手の会

わった直後は大

ま世界の多くの国が消費税減税

年

非常識な国かわかります。

にふみだした中で、日本がいかに

％を

競い合っていた時代でした。 ％

前は自民と民主で消費税

うすればよいか考え行動に取り

して歩くことです。

リ旗」を振りかざして足を高く

組んでおります。それは「ノボ

成する政府を実現するためにど

内川 幸一 さん

にしたらこれは大変ということ
きる・消費税な

埼玉・深谷の会

き下げにつながると思い込んで

くす・戦争なく

毎日生活相談

■

ら奮闘します。

しましたが、こ
れからの運動に結びつく、これ
までにない多くの学生や若い人
たちの応援が特徴的だったと思
います。同時に若者の中に消費

が分かってきて野党のすべてが

いる人も多く、私達の運動の立

す・核兵器なく

にあけくれてい

私は誰でもで

ち後れを反省しました。花巻税

す活動をしています。２年前に

ます。相談に来

減税といい始めています。消費

務署の管内では商工業、農業１

手術をし、そのあとリハビリを

る方は自己責任

■

万２千事業所の約４割が年間売

して、やっと昨年４月７日から

論のおしつけと無力感に陥って

はじめに報告したいことは、

沖縄県の会

山城 正雄 さん

■ 消費税減税と
基地なくせの運動を

■

語り続けていきましょう。

税は一日も早く終わらせようと

上１千万円未満の免税業者です

今日まで〝消費税５％減税〟の

いますので、解決のために本人と

このたびの総選挙で沖縄の小選

松内 是卓 さん

ればならなくなるということで、 旗をかかげて歩いています。車

が、赤字でも消費税を納めなけ

の通りでは２００台から３００

一緒に行動します。あらゆる役

静岡県民の会

消費税の課税業者になるかどう

台に宣伝しています。埼玉なく

■ 消費税を一日も早く
終わりに

10

10

10

か迷っています。

税が減税されれば社会保障の引

■ １００歳まで生きて
消費税廃止を

変悔しい思いを

14
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ています。建設
労連の中に「な

界連 団体のみ
なさんとともに、

くす会」をつく

挙区で日本共産
党の候補者が３
柏の会は中心的

％に増税されて

度目の勝利をし
月に税率

りました。１９
年

メンバーとして

に引き上げられたときに、なく
賃が高い」
「消費税はなくしてほ

活が苦しい」「食費がたいへん」「家

ボイス中止」の署名に取り組ん

から「５％への引き下げとイン

活動しています。通行人から「生

す会の旗をかかげて、６時から８

でいます。

時まで手ふりで、８時から

言われる産業のため、消費税が

建設業は、重層下請け構造と

まで演説しました。沖縄は山、海、 です。読者拡大の努力をしてき

そもそも転嫁できない事業者が

人

ました。消費税は主権者である

間演説で反対し続け、朝から晩
自然の森や川が豊かです。青野

たくさんいます。現在、非課税

条に反する税金です。 業者でもインボイスが導入され

なければ年間１千万円以下の売

ボイスを求められ、これに応え

発言のまとめ

前沢 淑子 事務局長

人、オンラ
すが、さらに積み上げ来年の通

人が発言、東京から文書発言２

インで カ所 人の１０２人。

参 加 者は会 場に
常国会に提出します。なくす会

人。全国から豊かな発言で報告
きます。

の会員増やしにも取り組んでい

約３万人の署名が集まっていま

イス中止は死活問題です。現在

られます。税率引下げとインボ

れるなど、大きな負担に苦しめ

または消費税分の値引きを迫ら

上でも取り引きを停止されます。

て消費税を考えることが大事だ
日に柏の
人が参加しまし

月

する基地を、と言っていますが、 今、改めて憲法の精神に立ち返っ

■

活動
神奈川の会

建設労働組合で税対部長をし

鈴木 祐次 さん

■ 神 奈 川 建 設 労 連 の「 会 」の

ています。

た。コロナ禍でも学習を重視し

会総会を開き

とんでもありません。消費税５％

社会保障のためではありません。 れば上受け（発注先）からイン

この宝の島に基地はいりません。 す。憲法

菜は年２回、コメも２回とれる。 国 民 に 重 い 負 担 を 課 し て い ま

「ノー消費税」の読者は

しい」などの声が寄せられます。

10

分

数年前、私は消費税が５％

たことです。
10

と痛感します。

アメリカは２００年先まで利用

25

へ、と基地なくせの運動を合わ
せて継続していきましょう。

■

長谷川 巌 さん

■ 憲法に立ち返って
消費税を考える
千葉・柏の会

年になります。毎月、柏駅前

日宣伝を続けています。各

と提案が深められました。東京・

18

90

40

柏の会は、
「会」を立ち上げて
で

51

10

26

全日本年金者組合／日本国家公務員労働組合連合会／全国生活
と健康を守る会連合会／全日本教職員組合／平和・民主・革新の
日本をめざす全国の会／国土交通労働組合／日本婦人団体連合
会／日本医療労働組合連合会／日本民主青年同盟中央委員会／
労働者教育協会／全国保険団体連合会／全日本民主医療機関連
合会／非核の政府を求める会／全日本建設交運一般労働組合／
第66回日本母親大会実行委員会／婦人民主クラブ／日本中国
友好協会／農民運動全国連合会／新日本婦人の会

51

11
25

第32回総会の成功を祝し
メッセージを寄せていただいた団体・組合

33

20
30
24
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果でがっかりしたけれど、地域

大田六郷の会からは総選挙の結
また、消費税あたりまえの若い

て い た だ き た い。「 消 費 税 憲 法

の発言も。会報をもっと活用し

を聞いて新たな地域で宣伝行動。 があり「学習に役立っている」

増本 一彦 さん

退任のあいさつ

常任世話人

加盟の消費税を

世代に改めて消費税が何に使わ

で今ほどリアルに伝わってくる

なくす会をつく

に打って出ると私たちの活動が

年前に個人

が大事と指摘。社会保障はどん

時はありません。参議院選挙へ

る提起を受け、

変えれば戦争税」が岸田政権下

どん改悪され、社会保障のため

向けて会の役割は重要です。「消

政治の主人公はひとりひとり、

れているか、明らかにすること

全国の会は衆議院選挙で減税
と導入された消費税は社会保障

費税減税、インボイス制度の導

大きな励ましになっていること

を 公 約 し た ６ 党 に「 公 約 実 践
のために使われていないことを

を実感したと発言されました。

を」を要請。地元選出の議員や

その自覚をもって発展させたい

と参加。全国各地を走り回って、

くなっていることです。訪問す

た。実感するのは個人商店がな

こうと語り合ってきた。

を民主的なものに発展させてい

私たちこそ政治の主人公、税制

広げましょう！

入中止」を２つの柱に、運動を

大嶋 秀夫 さん

るたびに「消費税 ％はきつい、 いま、市民と野党の共同で中
せめて５％に」の声が寄せられ、 道政党と革新政党の団結が強ま

り今回の総選挙で大きな一歩を

全国から参加

な く す 会 の 活 動 に「 が ん ば っ

常任世話人

閉会のあいさつ

会報の拡大は総会中にも報告

広げようと強調されました。

の陳情をしたとの報告。京都や
大阪の会は事前調査で地域の声

総会で選出された常任世話人

のみなさん、オ

踏み出した。

敬称略）

て」と激励されます。

（五十音順

ンラインで参加

項目の政策の一

博

上野美知代
大川

番の目玉は生活と密着した消費

ます。

全力で頑張っていきたいと思い

のでした。これを力に私たちも

満ち、明日への元気をもらうも

なく議席でも過半数をとるため

消費税減税勢力を得票数だけで

る決意です。参議院選挙では、

針の実践の先頭にたって奮闘す

今日確認し、討論で深めた方

に地域でがんばっていただきたい。

さんは私の年齢の半分以下、大い

いかして頑張っていきたい。野田

域に密着した運動を 年の経験を

常任世話人は退任しますが、地

商工会訪問を毎月行ってきまし

年近く埼玉の会は商店街、

にがんばりましょう！

させていきたい。

20

寿

消費税は日本をダメにする税

家子

のみなさん、今

梅村さえこ
力

税減税。その実現へ立憲野党と

木口

制、消費税を廃止しないと日本

大嶋 秀夫

日は熱心な論議をありがとうご

私たち市民の運動をもっと発展

手塚 守夫

の未来はないと思います。

きしの知子

ざいました。どの発言も教訓に

服部

藤原 紀嘉

雅

西本 光男
幸二

松田 周平

前沢 淑子（事務局長）

林

10

三重の会から市民が消費税減税

政党事務所に要請しましょう。

32

32

牧野 由子

向井 初江（新） 渡辺 清志

増本一彦さん

退任された常任世話人

野田智美さん

10
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