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また、2016 年から始まるマイナンバー制度
も統制的です。ゆくゆくは銀行口座にも紐付
けすることで、国民の資産は丸裸になります。
安倍政権下ですでに、5000万円超の海外
資産の申告や、「出国税※」を決定していま
す。富裕層から税金を取るという流れが強
まっているのです。

自由主義的かと思われていた安倍政権は、
意外なほどに資本主義の精神や自由な経済
活動を阻害する経済施策を取っています。

増税ではなく減税を
2017 年には、「財政再建」を名目とした

「消費税率引き上げ」も既定路線となって
います。

負担軽減案として、与党内で軽減税率の
議論がなされていますが、こちらも的外れ
です。軽減税率は、非常に行政コストがか
かるばかりか、民間にも費用や作業など多

くの負 担をかけ
ます。また、対象
品目の線引きが
難しく、「どこに軽
減税率を適用す
るか」をめぐって
癒着の温床とな
りかねません。

そもそも、増税
では、政 府 が目

的とする財政再建もままなりません（左下図参

照）。日本の GDPは 25年間ほぼ横ばいです
が、その間、財政赤字は 4 倍に膨らんでい
ます。日本経済の 6 割を占める個人消費に
大きなダメージを与える消費税は 8％から
5％に戻すべきです。

減税によって、
国も私たちも潤う社会を

結局、アベノミクスは、消費増税や統制
型政策によって経済を収縮させたため、金
融緩和などの景気刺激効果を殺しています。

「１億総活躍社会」「GDP600 兆円を目指
す」と訴えているものの、「減税」「規制緩
和」に踏み切れない点でアベノミクスの限界
を露呈しています。

また、今や、財政や税制に関しては、自
民党も民主党も増税・大きな政府路線であ
り、国民には選択肢がありません。だから
こそ「新しい選択」が必要です。

幸福実現党は、「小さな政府による安い
税金」を国家運営の基本と考えています。 
また、「国民一人ひとりが伸び伸びと創造
性を発揮することで、社会をより豊かにし、 
国民の収入増と政府の税収増を目指す」 
という経済の発展と国民の幸せを両立させ
るビジョンを掲げています。これからも幸福
実現党は、規制緩和と減税を掲げて、自由
で幸福な社会を築くべく力を尽くしていく所
存です。

〈幸福実現ニュース〉は幸福実現党の機関紙です。１、２面はネットからダウンロードもできます（無料）。
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愛してるから、
黙ってられない。

7- 9月期の実質 GDPが 2四半期連続とな
るマイナス成長だと発表されました。2013
年以降の積極的な金融緩和などによって、
一時的に景気を回復させたようにも見えまし
たが、2014 年 4月に行った消費増税によっ
て景気が減速しました。

安倍首相は、今年 9月に経済成長政策と
して「新三本の矢」を発表し、「１億総活躍
社会」の実現を掲げるとともに、GDP600 兆
円を目指し、経済政策を強化する方針を明
らかにしましたが、2017 年の再度の消費
増税を控え、アベノミクスに危険信号が点
り始めています。

崩れ始めるアベノミクス
相次ぐ統制型の経済政策も、アベノミク

スの行き詰まりを物語っています。
政府による最低賃金の引き上げや賃上げ

要求、9 月には、携帯電話料金の値下げを
指示するような首相の発言も見られました。

今こそ消費税減税を
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一般会計税収の推移 財務省の統計に基づき作成

※ 2015年度は税収見込み

※1億円以上の金融資産を持つ資産家が海外移住する際に、
金融資産の含み益に対して課税するもの

一緒に変えよう。政策はある。
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幸福実現党の政策がよく分かる6 冊

幸福実現党
テーマ別政策集
各定価1,404円		

各定価3,000円	　※支部・精舎でお求めいただけます。

発行はすべて幸福実現党　
価格はすべて税込みです。

大川裕太 著

さらに、2021 年には個人情報の内堀まで埋
められます。これらの分野に、マイナンバーの
登録義務化が検討されているのです（しかし、こ

れには法改正が必要です）。こうなれば、私たちは
財布の中身、財産、病歴等を見張られ、プラ
イベートがのぞかれる社会が出来上がります。 
“ 超監視社会”の誕生です。
―なぜ政府は、ここまで情報管理を進めるの

でしょうか？

もともと政府は、「税金が足りないので、もっと
国民から取りたい」という意図を持っており、日
本国民の持つ財産は 1700 兆円を超えている
ので、そこに課税したいわけです。そのために、
国民の財産を丸裸にする必要があります。その
布石がマイナンバーであるわけです。

現に、「財産への課税」「死亡時に財産へかけ
る消費税」などの検討がされ始めています。マ
イナンバー制度は、日本を増税国家に導く恐ろ
しい制度なのです。

―マイナンバー制度では、詐欺事件などさま

ざまな問題も騒がれ始めています。

情報流出、セキュリティ対策は当然気になる
ところです。しかし、日本の 99.7% をしめる中
小企業において、マイナンバーの準備が完了し
ている比率は 1.3%です（ソリマチ株式会社の調査に

よる）。特に、中小企業においては、対策費用
にかなりのコストがかかるため、重い負担とな
ります。なにより、情報はいくら管理をしても漏
れることがあります。

実際に、世界各国では「共通番号」を使った
犯罪が多発しています。

例えば、アメリカでは、女子高生がなりすま
しにあい、クレジットカードなど42 もの口座で、
150 万ドル（1 億 8,000 万円）もの借金が作られて
いたことが発覚しました。もちろん彼女自身に
は全く身に覚えのなく、どこかで番号を盗み出
されて悪用されたものでした。

アメリカ、イギリス、カナダなどの国では、

情報漏洩による犯罪の温床となったため、廃止、
又は、分野別に分けて管理する方法（日本の現状

と同じような方法）へ移行させつつあります。
―私たちは、どうすればいいのでしょう？

やはり、真実を知り、声を上げることです。
私は行く先々のセミナーで、マイナンバーに

ついてお話しますが、みなさん一様に衝撃を
受けられます。マイ
ナンバーは、一度漏
れれば、 生 涯 悪 用
されかねません。絶
対に止めるべきです。

特に、2018 年以
降の拡大によって、マイナンバーが義務化され
ることだけは絶対に阻止しなければなりません。
私たち幸福実現党は、国民運動、社会運動と
してマイナンバー制度見直しの声を上げてまい
ります。皆様のご支援、ご協力をよろしくお願
い申し上げます。
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―2016年1月から、いよいよマイナンバー制

度が始まります。脱税などを防止し、役所手続き

が便利になるため、国民に優しい制度のように

も見られています。

政府周辺では、「小さく生んで大きく育てる」
というスローガンがあるそうですが、国民の抵
抗感が少ないように入念に進めています。しか
し、黙っていると、国家によるのぞき社会、監
視社会をもたらすところが、マイナンバー制度
の怖いところです。
―具体的には、どのようにマイナンバーが

進んでいくのでしょうか。

最初は、社会保障と税、災害対策に限ら
れているのですが、徐々に拡大し、強制化

が進みます。
2016 年 は、申 告 書 などに記 載 するだけ。

2017年からは、健康保険・厚生年金などの書
類への記載が始まります。ここまでは、大きな
問題はありません。

しかし、2018 年からは、一挙に拡大します。
銀行口座（任意）や、民間分野、医療分野に拡
大します。ここで、私たちの個人情報の外堀が
埋められてしまいます。　

「マイナンバー」は、
 知るほどに恐ろしい制度だ！

小島一郎
1971年東京台東区生まれ。小学
校から高校まで、埼玉県川口市で
育つ。1995年日本大学理工学部
卒業後、宗教法人幸福の科学に入
局。支部長などを経て、2009年
5月幸福実現党東京本部副代表に
就任。2010年、幸福実現党幹事
長代理に就任。

 幹事長代理

国民一人ひとりに番号を割り振り、
個人情報を管理する「マイナンバー制度」について、
小島一郎幹事長代理に聞きました。

神戸でのミニセミナーの様子

マイナンバーを扱った
レギュラー版「幸福実
現NEWS」73号

 世界中で、共通番号制による犯罪が多発！ 

各国ではすでに見直しの動きが始まっています。

アメリカ  …“なりすまし”の年間被害が

数百万件、数兆円に上る※。

韓国  …2014年1月に2000万件の番号が流出。

イギリス  …2008年に始まった、個人番号・ 

顔写真付きIDカードを2010年に廃止。

　以下のような、一人ひとりの適切な管理も欠かせません。

①明確な使用用途を提示できない人や会社には、番号を教えない。

②マイナンバー占いなど、番号を打ち込むサイトを避ける。

③コピーをしない、させない。個人番号をなるべく持ち歩かない。

※万一、なりすましや情報流出の被害にあった場合、市町村に番号の

変更を申請しましょう。

制度見直しの声
を上げましょう！

マイナンバー
知るほどコワい？！ 

？

URL: info.hr-party.jp/2015/4709

さらに詳しい説
明は、

HP内の特設ペ
ージへ！

導入・運用に多
額のコストがか

かり、企業にも
大きな負担

となるなど、「マ
イナンバー制度

」のさらなる問
題点を解説。

STOP！マイナ
ンバー制度！

幸福実現党は、様々な危険性を伴った

マイナンバー制度に反対です。マイナン 

バー制度の見直しを求めて活動を行っています。

マイナンバー制度は、徐々に拡大化・義務化が進

んでいき（下図）、いずれは健康保険証やクレジットカ

ード、銀行口座にも適用される予定です。その結果、

政府が、私たちの生活や財産までのぞき見る「監視

社会」ができあがります。また、政府が、丸裸となっ

た私たちの資産へ課税するリスクも高まります。

一旦、マイナンバーの利用が拡大されれば、撤回は困難です。この

制度によって、私たちの自由やプライバシーが侵害されないよう、十

分な注意が必要です。

黙っていると、
国家による

監視・徴税が進
みます。

2016年

2017年以降

2017年 7月

2018年

2018年末

2021年

個人番号カード
交付開始

個人番号カードを
キャッシュカード、

クレジットカードと
して利用（検討中

）

個人番号カードを
健康保険証として

利用（検討中）

預貯金口座へマイ
ナンバー付番（任意

）

証券口座利用にマ
イナンバー提示が

必要

預貯金口座へマイ
ナンバー付番義務

化（検討中）

※アメリカは社会保障番号（SSN）、韓国は住民登録番号で共通番号を使用。

財産が監視され
る恐れ

利用人口が大幅
に増加


