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社会保障財源を生み、格差を是正し、消費と景気を拡大する

公正・公平な税制とは

田　前提として考えておくべき視点
1租説原則について

○財務省の説明

公平の擦則 

経済ガが舘諺の人だ簿しい隷捜電球め 
i息子水平録公平書と、怒涛カの誇る対こよ 

埠大き塩練穀電求め遼r邁護的公平」が 

あり愁ず。さら嫌疑謡でほぐ世代掛の公 

軍事が一驚鷲謡と怒ってい渡す。 

稜綱が龍夫や企業め軽

済薄地常総障る選録鳶蕃

めをいよう糖するめが、

申立の簾鯛ですを

強靭の性強みをできる彊

譜龍素にし、浬藤しやす

いもの窪ずるのが、節熱

の簾鰯です事

一言で「公平」といっても、様々な指標があり、人それぞれの置かれている環境によっても捉え

方は変わってくるものですが、そうした点に配慮するとともに、経済社会の構造変化に対応した税

制を築いていく必要があります。

（財務省HP「もっと知りたい税のこと」から）

O「三原則」はいつから言われるようになったか。

▼昭和61年10月「税制の抜本的見直しについての答申」

「当調査会は、昨年9月に内閣総理大臣からの諮問を受け、この諮問文に示されている『公平』、『公

正』、「選択」、『活力』を基本理念として税制全般にわたる抜本的見直しを行った。その際には、あわせ

て『中立性の原則』や最近における経済取引の国際化、自由化の著しい進展に即応し、『国際性』の視点

にも配慮したところである。」

▼昭和63年4「税制改革についての中間答申」

「最も基本的な理念として、公平、中立及び簡素の基本原則に従うとともに、社会共通の費用を広く

薄く分かち合う視点が重要であると考える。」
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○財政学では

アダム〃スミスの4

⇒課税の根拠：利益説（公共サービスの対価）

1公平性の原則

2　明確性の原則

3　便宜性の原則

4　最小徴税費の原則

－経済に中立的な比例税（利益に比例）の主張→担税の市場への介入・歪曲を排する。

アドルフ“ワーグナー（ドイツ歴史学派）の9原則 1890）

⇒課税の根拠‥義務説（国家は社会的利益を追求する家父長的保護機関、国民は国家の存立と維持に

必要な限り租税その他の経済手段を提供しなければならない、共同体に対する倫理的義務）

1財政政策上の諸原則

（1）課税の十分性

（2）課税の弾力性

2　国民経済上の諸原則

（3）正しい税源の選択

色）正しい椀種の選択

3　公正の諸原則

（5）課税の普遍性

（6）課税の公平

4　税務行政の諸原則

（7）課税の明確性

（8）課税の便宜性

（か　最小徴税費

一一二社会政策としての累進課税の主張一一租税の市場への介入・調整をはかる。

リチャード教マスグレイブの7条 （1959年）

1公平　税負担の配分は公平であるべきこと。

2　中立性（効率性）租税は、効率的な市場における経済上の決定に対する干渉を最小にするよう

選択されるべきこと。

3　政策手段としての租税政策と公平性との諮整　租税税が投資促進のような他の政策目的を達

成するために用いられる場合には、公平をできるだけ阻害しないようにすべきこと。

4　負担者　租税は、課税対象が問題であるだけでなぐ最終負担者（転嫁先）も問題である。

5　経済の安定と成長　租税構造は経済安定と成長のための財政政策を容易に実行できるものであ

るべきこと。

6　明確性　租税制度は、公正でありかつ懇意的でない執行を可能とし、また納税者にとって理解

しやすいものであるべきこと。

7　費用最小　税務当局及び納税者の双方にとっての費用を他の目的と両立する限り、できるだけ

小さくすべきこと。
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＊租税負担の配分（利益説と能力説）

利益説は、応益原理ともいわれ、国家の供給する財・サービスによって国民各自が受ける利益に応じ

て租税を負担するという考え方。これに対し、能力説（義務説）は、応能原理ともいい、租税を国家公

共の利益を維持するための義務とみなし、人々は各人の能力に応じて租税を負担することによってその

義務を果たすという考え方。現実の租税体系は両説に基づいて考えられているが、国税についてみると

利益説に基づいた租税は目的説（特定の経費に充てる目的をもって課される税）に限られ、実際には能

力説に基づいた租税が中心になっている。地方税は、応益説によっているという説明がなされている。

○税法では～《租税法律主義》《租税公平主義》

「租税法律主義」とは、何人（なんびと）も法律の根拠がなければ租税を賦課されたり、徴収さ

れたりすることがないとする考え方。

日本国憲法30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」

84条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める

条件によることを必要とする。」

「租税公平主義」とは、租税は各人の担税力（租税負担能力）に応じて公平に配分されるべきであ

り、租税に関してすべての国民は平等に扱われるべきだという原則。この原則は、日本国憲法が定め

る平等原則が、租税の分野に適用されたものと考えられている。

日本国憲法14条l項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分

又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

○現代においてはどのような原則が掲げられるべきか

さしあたり－

1直接税中心主義

2　基幹税は包括的所得税とし、課税ベースの包括化、総合化、累進税率構造、人的控除の確保

3　独立課税主義に基づく法人課税

4　間接税の整理合理化（地方税化の検討）

5　地方自治の原則

6　税務行政・税務情報の公開と租税民主主義の徹底
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回　租税制度の機能
○シャウプ勧告　～　GHQ（占領軍）の要請によって1949年に結成された、カール・シャウプ博士を

悶長とする日本税制使節悶（シャウプ使節団）による日本の税制に関する報告書。、1949年8月27

日付と1950年9月21日付の2つの報告書からなる。

＊勧告の骨格……①薗接税中心主義（所得税は累進税率であったが、最高税率が高率すぎ、脱税の

動機となりうるとして、最高税率を引き下げ、全体として減税となるようにする。富裕層には

資産に対して富裕税を課す．有価証苑譲渡益に課税する、，法人税は、法人擬制説に則って言賂％

の比例税のみとする。贈与税・相続税は、財閥等への富の集中を防ぐため、段高税率を高くす

る（，分離課税の排除。）②間接税の整理（酒税、関税等を除きかなりを廃し上）⑥地方自治の独

立性の強化（地方税練の拡充強化、園からの交付金U十一万的決定の排除、照・地方自治体闇の

徴税と行政責任の明確化（））④税務行政の改善（前年実績を基礎とする予定申告、所得税申告書

の簡易化、個人課税への移行、脊色申告制度の導入、高額所得者の所得金額公示制度（長者番

付主　目標額制度の廃止。）

○直接税中心の租税体系　へィ　所得税の所得再分配機能の発揮……（D最低位活費非課税（免除）の原

則（課税最低限）、②超過紫進税率の採用、③所得の総合課税、㊨個人的事情への軸憲　二の所得税

に他の税（相続税、酒税、登録免許税など）をどう組み合わせるかが問題になる。∴法人税は所得税

とともに長く「基幹職」の位置を占めてきたが、消欝税率が8％になった時点でその位置を交代し

ている（法人税減税）。なお、地方税である住民税は所得に対して課税する点で所得税類似の税で

あるが、固定資産税や事業税とともに国税を補完する役割を担っている。

○大衆課税　～　世界最初の所得税はイギリスて∴ナポレオン戦争の戦費調達のため繭勘こ対して10（宛

の比例税率で1799年導入，スイスが1940年、プロイセン（ドイツ）には1851年導入で1891年

改正所得税が壁界のモデ′レ。，1861年にアメリカ（違憲判決で一日＿廃止）、イタリアが1864年。言う

本は次いで1887（明治20）年であり、当初

の所得税は、年間所得が300円以上の所得の

ある世帯の家長である戸主に限って課税の

対象としたため、所得税を納税することがい

わばステータスシンボルとなり、「富裕税」

とか「名誉税．）との別名で呼ばれていたとい

う話もある。なお、大部分の・般国民は所得

税の課税対象外で、新税の対象とされたのは勘時の全戸数の1．5％にあたる12万人が対象となり、

納税額も圏税収入のうちの0．8％程度であった《）1940（昭和15）年には勤労所得への源泉徴収制度

が導入され、大衆課税化が始まった言消費税（付加価値税）は、最悪の大衆課税であり、日本で　は

単一税率を採用しており課税ベースが広いことから税率の割に世界でも境いものとなっているし，さ

らに、2004（平成16）年には老年者控除（50別‾朝日の廃止と公的年金控除額の引き出予が行われ

て、60歳・65歳以上の高齢者への課税強化が進んだ。
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○所得税の税率の変化

所得税の最高税率は次のように推移してきた。

1953（昭和28）年65％

1957（昭和32）年70％

1962（昭和37）年75％

1984（昭和59）年70％

1987（昭和62）年60％

1989（平成元）年50％

1999（平成11）年37％

2007（平成ユ9）年40％

2015（平成27）年45％

暗部81年分〈昭和62年度分） ��平成6年分（平成e年度分〉 ��平成18年分（平成18年度分） �現鋸（平成27年分〈平成28年度分〉以降） 

新得馳＋個人住民練 所黛桜 � �噺縞鏡＋個人住民綾 6591 55％ ��新得繊十倍人柱毘線 50％ �所織十倍人住民繊 　5 50％ 

御中÷＿」闘魂 35的 00％ 2olら �入 � �荘三 　繕う政人 
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1011 �1靴 � �　　　　10％ ！　　　－社1 

1蕊諾蘭書。輔l �手樽」　　　3麟l �＃単一‾言語l 
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○法人税の税率変化

国際的な税率引き下げ競争の中にある。

I一一〇●一一°”〃一一“〃．“●－00．－°．““一〇〃”〇〇〇一°〃〃．0°．〇〇一一〇〇‾‾－‾－‾‾‾“”一°

駒 �i－基本輝 

45 的 35 00 25 柳 15 �l i－中小法人の輔弼（本鞘年棚朋以下） i 

i 朋　　　　　　　　　十‥－中小法人の翻観潮（年紬肪胴似下） 

傭　　　　　　　　船　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lt“““．．．一一●－一書．－”””重．一°一°－．一一°－…－”一一”“”“…““““”““”““ 

部＿ 

7．5 

紬31紬　‡ 

望郷 
短　　　　　　　も　　　　　255 

＼蝕　　　　　　　　　棚＋削 
l　　　　独 

18＿ 　　　　昭二 il「∴∴，IIilllllI 

脚　　脚　　麟2　平元乎2　　　　　　　平10平11　　　　　　　　　乎21乎糾　乎27平28平00

（注）中小法人の軽減税率の特例（年800万円以下）について、平成21年4月1日から平成24年3月31日の間に終

了する各事業年度は18％、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については経過措置と

して18％、平成24年4月1日から令和3年3月31日の間に開始する各事業年度は15％。

（※）昭和56年4月1日前に終了する事業年度については年700万円以下の所得に適用。

回　社会保障と税
「福祉国家」の下では、貧富の差の拡大を応能負担単原則による税制で財源を作り、所得の再配分を

実現して、国民の「健康で文化的な最低限の生活」（憲法25条）を支える諸施策を行おうとする社会的

な政策が実行に移された。しかし、現在進行しているのは、「自立・自助・共助」の政策であり、さらに

は「自助」のみに傾いている。
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○民主党政権下での「税と社会保障の一体改革」

「私が先頭に立って政府部内、そ

して与党内での議論を引っ張って

いく決意だ」と述べたのは、当時の

野田佳彦首相。消費税を10％に増税

する「社会保障・税一体改革」への

強い「決意」を表明したものである。

この「一体改革」には、初めから社

会保障の改悪メニューが並べられ

た。年金の削減や支給先送り、外来

受診のたびに定額負担させる制度

の導入、70－74歳の窓口負担の倍

加、介護給付や生活保護の抑制、保

育の公的責任の放棄等々であった。

当時、厚労省が「一体改革」の中身

を具体化すればするほど、社会保障

の切り捨てが浮かび上がった。この

ような社会保障改悪のオンバレー

ドと消費税の5％から10％への12兆円もの増税を「一体」で実行するようなやり方は過去にも例がな

い内容であった。なお、増税の目的は、社会保障（子育て、医療、介護、年金）の財源確保と、その費

用に充てられている借金返済のためとされたが、使い道を社会保障に限定することで、増税への抵抗感

を和らげる狙いがあったとされる。

民自公三党による「社会保障制度改革推進法」が成立したのは2012年8月22日。野田元首相が衆議

院解散したのは同年11月16日で、総選挙大敗で総辞職して自民党政権復活へと道を開いたのは同年

12月26日である。

○自公政権下での「社会保障と税の一体改革」

推進法の下で「社会保障制度改革国民会議」が発足し報告をまとめたのが、安倍政権復活後の2013

年8月、社会保障プログラム法（持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律）

が同年12月に衆参両院での採決が強行された。基本を「自助・自立のための環境整備」とする。そし

て、「消費税の増税分を社会保障に」という看板も下ろした（「社会保障の公費負担は消費税収を主要な

財源」→「（消費税収は）社会保障給付に活用する」）。
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○消費税は福祉に使われるか

政府は消費税増収分を5兆円強と見込み、そのうち1兆円余

りを社会保障の拡充、4兆円近くを借金返済に充てる計画であ

ったが、突然の総選挙の際に、借金返済の分の4兆円の一部を、

3－5歳の保育料の無償化（約7300億円）や大学授業料の負担

軽減などの費用に充てるとした。

消費税法の第1条（趣旨等）の第2項には以下の規定が存在

する。

2　消費税の収入については、地方交付税法に　　定めるとこ

ろによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び

介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要

する経費に充てるものとする。

島田

ここで考えておきたいのは、増税する消費税を社会保障費に充てるとして、所得税をはじめとする税

収を財源とする一般会計の出費であるから、社会保障費を消費税に固定すると、従来財源としていたも

のを他のもの、例えば軍事費とか国債費（借金の返済）に充てるということになる。いわゆる「消費税

の福祉目的税化」というのは、そういうインチキがあるということである。

○税と社会保障システムとの関係

1共通するもの

それぞれのシステムが独白の発展を経ているが、共通の目的でくくりうる部分がある。

①ライフサイクルを通じて、家計所得をより規則的かつ安定的にすること。

②水平的不公平を改善すること。すなわち移転支出又は税を家族規模に関連付けること。

③移転支出及び税の累進的分配によって所得の不公平を減ずること。

④貧困者への所得移転を通じて最低所得を保障することによる貧困ライン以下を減少させること。

その手段の類似性－ともに強制的である。ともに累進的構造の要素が含まれる。

＊所得分配の不平等の減税～累進税率の仕組み

＊社会保障～拠出は所得比例制で徴収“…‥逆進的であるが、給付は大部分必要に応じて支給される

ので、低所得者層では拠出を上回る給付となり、システム全体の効果は所得分配における公平確

保に向かうというが…（？？）

2　説を媒介とする福祉給付

納税者個々の家族の状況その他の特性に関連した各種の優遇措置規定が税法に存在。

所得控除（雑損・医療費・社会保険料・寡婦（夫）・勤労学生・障害者・配偶者・扶養などの控除）

と税額控除（住宅ローン控除）

非課税のユニバーサル給付（＝普遍給付）と同じ効果をもつ。しかし、扶養控除で見れば、その

価値は所得に応じて増大する！　しかも、非課税者には存在しないロ
ー→「隠れた補助金」（租税支出）／ベーシック・インカム
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3　日本は税と社会保険料との混合システム

児童－「児童手当と扶養控除

母子世帯－児童扶養手当と寡婦控除・扶養控除

高齢者－老齢年金と公的年金控除・喜午昔控除・その他の所得控除

医療給付－社会保険と医療費控除

社会保障と税制における給付の総合的な効果は、税制における控除システムの逆進的性格によって強

く影響される。

《例示〉

・児童と学生を扶養する世帯の場合　　扶養控除の価値は2兆4千億円（1982年推計）

税の扶養控除の効果が支配的で、社会保障の効果を弱めている。

・家族介護世帯の場合　　従来、家族支援の所得保障政策は税の所得控除を通じて行われてきた。

→同居特別障害者控除（75万円）＋扶養控除（同居老親：58万円）＝133万円・・・在宅ケア世帯

への援助の意味。これを、寝たきり老親介護世帯への援助の場合で推計する。

所得が平均（282万円）のl／2の世帯　→　66，500円

所得が平均の4倍の世帯　　　　　　　→　438，900円

（累進税率変更前後で推計）何倍？⇒　6．6倍！

この間題の解決は、所得税と社会保障の機能の分離が必要。つまり所得控除による福祉給付を廃

止して、児童手当、年金給付、住宅給付などをニーズの高いグループにより大きく給付するように

システムを設計する。

4「隠れた補助金」の租税の累進性効果

一→課税ベースの減少→税率への影響

税率のフラット化の流れ……国際的「調整」－国際企業の要求

課税ベースの拡大は、所得階層全体にわたる税率引き下げを可能とする。そのほか、高齢社会の財

政需要への対応、公平の問題でのメリットがある。

5　税と社会保障のマイナス関係

（l）高齢化の財政への影響

日本の社会保障総費用の3割弱が税制で賄われ、拠出保険料が6割、残りが資産収入というのは日本

の社会保障の特性である。

すなわち、高齢化圧力軽減の政策の選択が課題に（将来負担の緩和策）。

A　年金政策

B　医療政策

C　社会福祉政策

D　労働市場政策

高齢社会における公共政策の役割

高齢者の役割発揮の機会の増大、数の増大、期間の増大へ

「従属人口比率」の上昇緩和……既婚女性、高齢者など潜在労働力の労働市場参加
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パートタイム問題の解決・・・①職業に関する女性の自由な選択を促す方向

②個人として社会保険の受給権を得るような見直し

配偶者控除の見直しが始まっている。

6　租税と社会保障の負担（国民負担率）の問題

i＿曇要目の富寮費重電と �����遼秀幸∴ 

＿－‾蜜三楽章 � � �ー浮葵事第1－ � �ドイツ∴ �‾iフランス　‾ �∴ズヴ士丁寧ン＿ 
‾∴：二日詰轟＿ii ���∴イ帯リスー 

国民負担率 �39．5％ �34．9％ ��48．3％ �52．4％ �61．294 �64．8％ 

還元率 �24．09（ �17．1％ ��28．19〈 �38．8％ �38．8％ �41．5％ 

一還元I負担 �‾60．8％ �緯轡 ��50・2％ �74、0％ �63・49〈 �蝕．0％ 

国民負担率の理論には、増税を目論む財務省が仕掛けた大きな「詐称」が含まれている。というのは

国民負担率が低いほど国民が幸せだとは限らない。負担だけでなく、国民への還元比率も考えるべきだ。

データをみると、日本は負担も少ないが国民への還元割合も非常に少ない。税負担が大きいことで有名

なスウェーデンは、同時に国民サービスへの還元率も非常に高い。スウェーデンでは20歳以下なら医

療費は完全無料、老後の年金額も多く、失業手当も非常に手厚い等々と国民への還元も大きいから、多

額の税金を「取られても」それに見合うだけの生活を送れる。表を見ると、スウェーデンだけでなくヨ
ーロッパ諸国は「高福祉・高負担」であり、アメリカや日本は「低福祉・低負担」であることがわかる。

還元率を国民負担率で除した比率では、日本では負担分の約6割が国民へ還元される計算だが、スウ

ェーデンやドイツ・フランスなどは日本よりも還元割合が高い。増税は国民負担率の上昇になるが、そ

れはあくまで「将来足りなくなる分の埋め合わせ」だから、国民への還元率は増えない。つまり、消費

税増税は国民負担率を高めるが、還元率は高まらないので、一般庶民は大きな損害を破り続ける羽目に

陥る。
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