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時期	 	 負担の内容	 	 年間の負担増額

2013年1月	 復興特別所得税導入	
2000円

	 10月	 厚生年金保険料引き上げ	 9000円

2014年1月	 証券優遇税制打ち切り

	 4月	 消費税率を8％に引き上げ	 10万円

	 4月	 地球温暖化対策税引き上げ	 400円

	 6月	 復興臨時住民税導入	
1000円

	 10月	 厚生年金保険料引き上げ	 9000円

2015年	10月	 消費税率を10％に引き上げ	 6万 7千円

	 10月	 厚生年金保険料引き上げ	 9000円

（※）

―安倍首相が消費増税に踏み切るか、注目
を集めています
安倍政権が進めるアベノミクスは、大川隆法

総裁が提示された経済政策を下敷きにしている
と言えますが、せっかく上向きかけた景気に、
消費増税という冷や水を浴びせかけては元も子
もありません。
1997年に消費税率が３％から５％に引き上げ
られたときも、消費者の財布のひもは固くなり、
モノが売れなくなって、景気が悪化しました。消
費増税したにもかかわらず税収総額は減り、そ
の後、一度も97年を上回っていません。
また、翌 98 年に自殺者が急増したことからも、

消費増税による経済的苦境から自ら命を絶つ方
が増えるであろうことも、想像に難くありません。
―家計負担も心配です
右の表を見ていただきたいのですが、復興特

別所得税の導入や厚生年金保険料の引き上げな
ど、負担増が相次いでいます。原発の稼働停止
に伴って電気料金も上がっていますし、円安の
影響を受けて食品もじわじわと値上がりしていま

す。こうしたなか、
消費税率まで上
がってしまえば、
家族で外食したり、
旅行するのを諦め
たり、お子さんの
塾代を削るご家庭
も増えてくるでしょう。
私たちは宗教政
党として、国民の生
活に深刻なダメージ
を与える消費増税に
反対します。強く、豊
かな日本を実現するに
は、増税ではなく、経
済成長によって税収
アップを図ることが先
決です。そのためには法人税の大幅減税で企業
を元気にするとともに、新しい産業を育成し、
雇用と収入を増やさなくてはなりません。
―共産党も消費増税反対を訴えています
共産党は消費増税反対を訴える一方で、法人

税減税に反対し、富裕層への課税強化を掲げ
るなど、その本質は「増税政党」であり、これ
では景気は一層悪くなるばかりです。
―増税中止の場合、社会保障への影響は
急激に高齢化が進む一方、社会保障制度の

担い手である現役世代が減っています。人口構
造が変化しているのですから、消費増税という
場当たり的な方法で、現行の社会保障制度を維
持しようとしても、土台、無理な話です。増税に

よって国民から社会保障費を吸い上げるのは、
国家的な「振り込め詐欺」に等しいのではない
でしょうか。
私たちは家族の支え合い、自助努力の精神を
ベースとする社会保障制度への移行を訴えてい
ますが、時間をかけてでも国民的な合意を得て、
社会保障の給付を抑えていくしかないと考えます。

〈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）。※幸福実現党の党員の方には、
全４面のペーパー版が郵送されます（党員登録が必要です）。

PDF版ダウンロード（無料）はこちらから http://info.hr-party.jp/newspaper/

（※）年収 500万円の４人家族（夫
婦のいずれかが働き、小学生の子供２人）に

ついて、民間シンクタンクが試算。子ども手当の
児童手当への切り替え（2012 年 4 月）や、住民税
の年少扶養控除の廃止（2012 年 6 月）なども合

わせると、2016年の家計負担は、2011年に比
べ年間 30万円以上も増えることになる。

なお、2015 年１月からは富裕層への所
得増税と、相続増税も決まっている。

消費増税以外にも

負担増ラッシュ

　　　　靖国神社参拝と
「英霊への慰霊と感謝の集い」を開催
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来年４月に消費税率を８％に上げるかどうか――。
安倍晋三首相に決断の時が迫っています。
そこで、釈党首に改めて
消費増税の問題点を聞きました。
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ストップ！
消費増税

RYOKO SHAKU INTERVIEW
2015年以降、年間で

１ヵ月分の給料が

		飛んでいく！？

生活直撃！
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日本・メキシコ経済連携協定で首席交渉官を務めるなど、自由貿易交渉の第一人者である渡邊頼純氏
を講師に招き、幸福実現党の政策部会が開催されました。講演の一部を３回にわたり紙面掲載します。

日本の今後のＥＰＡ（経済連携協定）
戦略には二つの方向性があります。
一つはＲＣＥＰ（東アジア地域包

括的経済連携）であり、もうひとつがＴＰＰ（環
太平洋経済連携協定）です。

ＲＣＥＰとＴＰＰの
連結点としての日本
ＲＣＥＰには、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸
国連合）10カ国に日中韓・インド、オースト
ラリア、ニュージーランドを加えた 16カ国が
参加しており、2015 年までの妥結を目指して
います。日本にはＡＳＥＡＮの途上国である
ミャンマー、ラオス、カンボジアへの貿易円
滑化支援、経済協力等により経済格差を縮
小することで、より高いレベルでの経済統合
の実現が期待されています。
かたやＴＰＰでは、完成度の高い自由貿易

を目指して、マーケットアクセスや投資、競争、
政府調達等のルール作りが行われます。その
成果を日本がＲＣＥＰに持ち帰ることができ
れば、いずれはＦＴＡＡＰ（アジア太平洋自
由貿易圏）につなげることもできるでしょう。
つまり、ＲＣＥＰとＴＰＰは補完的な関係

にあり、アメリカがＲＣＥＰには関与できない
ことからも、両方にメンバーシップを持つ日
本は戦略的な仲介の役割を果たさなくてはな
りません。

日本にとっては
「攻め」が多いＴＰＰ交渉
ＴＰＰ交渉における「攻め」と「守り」をど

う考えるか。私は「攻め」として六点挙げた
いと思います。一つは、自動車や自動車部品、
鉄鋼、家電等の「鉱工業品関税の撤廃」です。
二点目は「サービス」です。銀行、保険、

教育等のサービスついては、日本はかなり
オープンにしており、相手国に開放を迫るこ
とができます。
三点目は「投資」です。これまでに締結し

てきたＥＰＡの中で、日本は投資保護だけで
なく、積極的に投資の自由化に取り組んでき
ました。反対論者からはよく、「ＴＰＰにはＩ

日本のＴＰＰ交渉参加の意義と展望
渡邊頼純氏に聞く慶應義塾大学教授

～21世紀の日本の通商戦略～ ③（全 3 回）
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 再建
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ものではないのです。ＴＰＰ参加による農産
品の輸出市場の整備が求められます。
農家の方に「ＴＰＰで伸びる農業は何です

か」と尋ねると、帰ってくる答えはいつも同じ
で、「それはコメです」と言われます。規制緩
和によって企業の農業参入を促すなどして、
国際的に競争できる農産品をどんどん育て、
鉱工業品の 1.9％平均と比べるといかにも高
い、コメの 778％に代表される関税を削減、
撤廃していかなくてはなりません。
ＴＰＰ交渉というのは非常に多岐にわたり

ますが、日本にはこれまで 13のＥＰＡを妥結
させる中で蓄えられた交渉力があります。自
由貿易の旗振り役として、私は日本の果たす
べき役割は大変大きいと考えています。

ＳＤＳ条項（投資家対国家の紛争処
理）があるからダメだ」と言われますが、
ＩＳＤＳとは、投資家が相手国の協定
違反によって損害を受けた場合の紛
争処理の手続きを定めた規定です。
しかし、日本への対内投資は少なく、
対外投資が多いため、これまで締結
してきたＥＰＡにも、日本企業のリクエ
ストによりＩＳＤＳは入っています。日
本が訴えられることばかりが懸念され
ますが、「これなくして安心して投資は
できない」というのが日本企業の本音
です。
四点目は「ＳＰＳ」（衛生植物検疫

措置）です。「ＴＰＰに入ると食の安
全が犠牲にされる」と言われますが、
ＷＴＯ（世界貿易機関）にもＳＰＳ協
定があり、国際的水準よりも高い食物
の安全性を要求することは何ら問題が
ありません。つまり、それぞれの社会
的要請に従って、各国は是々非々の
対応が可能となります。
五点目は「政府調達」です。ＴＰＰ参加
12カ国のうち、ＷＴＯの政府調達協定の署
名国は日本とアメリカ、カナダ、シンガポー
ルだけです。ですから日本は交渉のイニシア
チブを取って、残りの８カ国に対して政府調
達市場の開放を主張すればよいのです。
六点目は「国営企業・国家資本主義への
競争原則の適用」です。中国のＴＰＰ参加
を念頭に、さしあたっては社会主義体制のベ
トナムに対して、自由貿易のルールをつくって
いくことになります。
このように、日本が攻めの姿勢で臨める分
野は多いのです。

日本の農業の可能性
続いてＴＰＰ交渉における守りに関して、
最大の問題となるのは「農産品関税の撤廃・
削減」です。
「日本の農業には競争力がない」とか、「規
模が小さい」と思われがちですが、日本農業
は世界第５位の生産高を誇り、決して捨てた

わたなべ・よりずみ　上智大学文学部哲学科卒
業、同大学院国際関係論専攻博士課程単位取
得満期退学。在ジュネーブ国際機関日本政府代
表部、ＧＡＴＴ事務局経済問題担当官、外務省
経済局参事官などを経て2005年から現職。著書 
に『ＴＰＰ参加という決断』（ウェッジ）などがある。

めざすは、日本初の女性総理！？
この国の政治を変える
「ザ・ダイヤモンド・レディー」降臨。

正しく、強く、そして美しく―

目からウロコ！ 幸福実現党の新党首の秘密
1,470 円（税込）　発行／幸福実現党

釈量子の
守護霊霊言

大川隆法幸福の科学グループ創始者 兼 総裁
幸福実現党創立者 兼 総裁 絶賛発売中！ 


