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憲法と消費税

立正大学法学部客員教授・税理士 浦野広明

よ
1 日本国憲法と税

30条(法律なくして納税なしの原則)

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

84TJrz;;託子fJZJG税を変更するには法律又は法律の定める条件によ

るみLLZ克憲法の応能負担問Jj (応能尉IL主な根拠は崎、時、件、

29条など)に一致する税制が何であるかが解明するものでなければ有害無益である。

また、負担した税金の使い道についても憲法にもとづいて考えなければならないので

あ午前文は、全世界の国民が「ひとしく恐怖と欠乏か山れ平和のうち?存

する権利を有する j ことを確認している。そして、憲法 25条は社会保障の権利 会

保障権)を明らかにしている このように憲法は平和と福祉を重視しており、国民が

「納税の義務を負う j のは、 iムつ時金が平和に生存するために使われることを前提

にしている。憲法はすべての税金を平和・福祉のために使いなさいと国政に命じてい

るのであるから、すべての税は f福祉目的税j となる。

応能原lllJは、国税だけでなく、地方税、社会保険料などにも適用されることになる。

応能原則は負担能力に応じて税負担をする考えで、具体的には、①直接税(所得課税)

を中心とする、②各種所得をがA して所得が多くなるに応じて高い税率で課税をする

(累進課税)、③生計費は非開1する、④勤労所得は軽課税、不労所得は重課税とす

るヰL21221Z23L)は所得(利益)に対して課す税であるから、

応TZi2t?A221::z:戸ばわかるように低所得者 ほど重い負

担42;ぷ官紅白:LiJETLL(応能原則すべての税が福祉目的税)を

実現することによってのみ、財政健全化や福祉の充実が実現する。憲法は一国の法秩

序の頂点にある根本法であるから、法をめぐる一切の問題は理論的にも、実践的にも

憲法問題の中に集約される。税制や財政の問題は当然のことながら、憲法から出発し、

憲法に帰らなければならない。国民に幸福をもたらす税制は憲法を基本に据えること

を抜きにして考えられない。憲法が登場しない税制論議は国民を不幸に陥れる。

2品;53f品iT23項は 「消費税率の引上げ施行前の経済状況を勘案して税

率引き上げを停止すると j規定している。安倍内閣は 15年度税制 f改正」において f消

-26-

費税率(国・地方)の 10%への引上げ等の施行日を平成 29年 4月 1日とするJおよび

「附則第 18条第 3項を削除する Jと改定する。

3 庶民生活

日本の年間家計消費支出は 284兆円 (2007年度、内閣府の国民生活白書)、個人金融

資産(貯蓄)は 1439兆円 (2009年日月末現在、日本銀行発表)である。物価が 2%上

がれば、消費支出負担が約 5兆 7，000億円増え、貯蓄の価値が約 28兆日， 000億円低下

する。合わせて約 35兆円の国民負担をもたらす。との 35兆円は消費税 14出分にあたる。

1万人の株成金が 100万円の高級品を買ったら 100億円(100万円 Xl万=100億円)

の消費。国民一人が食費に一日 1，000円使ったら 1，273億円 (1，000円Xl億 2，730万

円=1， 273億円)。高級品を毎日買わない、食費は毎日。

4消費税は財政を悪化させる

表は国の 2015年度一般会計予算案である。矛算の規模は過去最高の 96兆 3，420億円と

なっている。税収とその他収入が約四兆 4，790億円であるので、 36兆 8，630億円の国債

を発行して歳入不足を補っている。その結果、歳入の国債依存度は約 40%となっている。

国債は、道路、住宅、港湾など建設・投資的なものをまかなう建設国債と、人件費、事務

的諸経費などの支出をまかなう赤字国債に区分される。

財政がどれだけ安定しているかを見る指標が基礎的財政収支(プライマリー・バランス、

Primary balance= P B) である。毎年の歳出のうち、これまでの借金(国債)の返済費で

ある国債費(元金と利息)以外の政策的な支出を、税収とその他の収入で足りるかどうか

を示す。足りれば「黒字J、不足なら「赤字jロ黒字が増えれば借金財高は減る。 2015年度

予算における PBは、約 18兆 3，662億円赤字となっている。

軍事費は 3年連続で増額し、史上最大の約 5兆円を計上している。オスプレイや水陸両

用車を買い入れるなど、自衛隊を、「海外で戦争する自衛隊」に変質させようとしている。

辺野古新基地建設の予算は、前年度当初予算比で 81倍になる 1736億円(契約ベース)

を計上した。

政府予算案は、社会保障切り捨て、大企業優遇、大軍拡推進の「三悪予算」である。

2015年度一般会計予算案 (2015年 1月 14日閣議決定。単位・億円)

歳入 歳出

税収 545， 250 国債費 2 3 4， 507 

その他収入 49， 540 基礎的財政収支対象経費 728， 913 

国債金 3 6 8， 630 地方交付税交付金等 (155，358) 

うち建設国債 (6 0， o 3 0) その他(一般歳出) (573，555) 

うち赤字国債 (3 0 8， 6 0 0) 

合計 963，420 メEミI三ロιL 963，420 
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国債費の内訳は国債償還(借入返済)が 133，035億円、国債利子が 101，472億円であるロ

5応能負担原則の中心は所得課税

税制論議は日本国憲法の応能負担原則(応能原則。主な根拠は 13条、 14条、 25条、 29

条など)に一致する税制が何であるかが解明するものでなければ有害無益である。

所得課税(国税では所得税や法人税)は所得(利益)に対して課す税であるから、応能
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金融・保険、医療、 不動産賃貸、郵便等 不動産賃貸、郵便等
教育、郵便、福祉等

標準税率 20% 19% 19. 6 % 
低税率 0 今合(食料品、 7 今会(食料品、 2. 1ラら(新聞、雑

水道水、新聞、雑誌、 水道水、新聞、雑誌、 誌、医薬品等)
書籍、国内旅客輸送、 書籍、国内旅客輸送、 5. 5ラら(食料品、
医薬品、住宅の建設、 宿泊施設の利用等) 水等)
障がい者・視力障が

7 今令 (書籍、国
い者用危機等)

内旅客輸送、肥料、
5 0/0 (家庭用燃

宿泊施設の利用、外
料および電力等)

食サーピ、ス等)
出所 住津整編著『日本の税制~ [平成 26年版]財経詳報社

7 r軽減税率Jの本質

15年税制「改正J大綱は消費税率 10%時に「軽減税率Jを導入するとしている。公

明党の山口那津男代表は、同党が主張する食料品を主とする「軽減税率j について 8%

出fU4Z品二り;::;J:;74J22JJ272Z
(標準税率 20%) 、 ドイツ 7% (19%) 、フランス 5.5% (19.6%) である。 r軽減税

率」の本質は食料品に 8%を課税する世界で一番高い'「過重税率Jに他ならない。

8生存権的財産を侵害する相続税改定

相続税の税率は、 03 年から引き下げられ、 10%からはじまり、 5 千万円超~1 億円
以下 =30% 、 1 億円超~3 億円以下 =40% 、 3 億円超 =50% と改定された。それによ
って、 20億円超の相続税率が 70%から 50%へと 20%もの巨額減税となったのである。

;221?;:;:;f去の応能負担原則に別り超高額相続における相続税の累進

12年中に亡くなった人は約126万人であるが、このうち相続税の課税対象となった被相

続人数は約52，000人で、課税割合は4田 2%となっていた。 4.2%で済んでいるのは、小規

模宅地の評価割引制度(小規模宅地割引)と基礎控除があるからである o 応能原則に基

Jittt??は、課税齢の増加を追い求めるのではなく 累進税率の復活こそが

小規模宅地割引は、被相続人の事業や居住の用に供されていた一定の宅地について、

相続税の課税対象にしない制度である。 10年度税制改定は相続人が相続税の申告期限ま

で事業や居住を継続しない場合には適用しないとし、小規模宅地割引の適用範囲を縮小

した。土地の相続税評価額は土地の売却額に基づき算定されているが、土地がどのよう

に利用されているかによって評価額を決めるべきである。応能原則からいえば売ること

を予定しない生存権的財産は非課税にする、そして大きな利益を生む巨大ピノレの敷地は

その収益を基準に評価額を定めることが重要になる。

原則を具体化するのに最適で、ある。一方、消費税は、税負担と所得の割合を見ればわかる

ように、低所得者ほど重い負担となり、応能原員IJに逆行する(逆進性)。

1990年度と 2014年度の税収(所得税・法人税・消費税)

財政の不安定化は所得課税をおろそかにした結果である。消費税強化論は所得課税

弱体化論(大企業・資産家優遇)と表裏一体である。したがって消費税の増税によっ

て財政が健全化するはずはない。

家計であろうと国家であろうと収支を好転させるには、収入と支出の両面を正すと

とが欠かせない。垣内亮氏は、むだな歳出の削減で 3兆 6，300億円の財源が確保でき

ると指摘する (W消費税が日本をダメにする~ (新日本出版社)。

6世界一高い日本の消費税

消費税の税率は 5% (消費税 5%+地方消費税 1%)で低いといわれるが、それは偽り

である。日本の消費税はイギリスより国税収入に占める割合が高い。食料品などの生活必

需品左高級品・賛沢品左同じ税率をかける国などない。その結果日本の消費税はイギリス

より国税収入に占める割合が高い。

ヨーロッパでは、①非課税ー ー土地の譲渡・賃貸、建物の譲渡・賃貸、金融・保険、医

療、教育、郵便、福祉など、②ゼロ税率.....食料品、水道水、新聞、雑誌書籍、国内旅客

運送、医薬品、居住用建物の建築、障害者用機器など、左なっている。日本の消費税は見

せ掛けの緩和措置しかなく、すべての消費に消費税を均一に課すから世界最高水準なって

いる。フランスは食料品、医薬品、書籍が低税率、ドイツは食料品、近距離旅費、書籍、

新聞が低税率である。

税目 ① 1990年度決 ②2014年度当初予算 増 減②ー①

算

所得税 26兆円 14兆 7，900イ意円 A.ll兆 2，100億円

法人税 18兆 4，000億円 10兆 180{J章円 A8兆 3，820 {l円

小言十 44 ~包 4 ， 000 {J意円 24兆 8，080 {意向 A19兆 5，920億円

消費税 5兆 8，000{j意円 ※ 15兆 3，390億円 9兆 5，390 {意円

消費税率 日本 4%  イギリス ドイツ 19% フランス アメリカ

20% 19.61}も 無

国税収入比 22.7% 25.0% 37.5% 52.7% 。%

率

日本は 4%の国税消費税
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国税収入に占める消費税

住津整編著『日本の税制~ [平成 26年版1財経詳報社を参照して作成。

以外に 1%の地方消費税がある。
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非課税 教育、金融・

不動産取引、

医療、

保険、

教育、金融・

不動産取引、

医療、

保険、
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土地の譲渡・賃貸、

建物の譲渡・賃貸、


