「日本の税制について」

民健康保険、生活保護所 っている方も含まれてし いのはよく知られていま りだまって従うしかない
今月のアンケート
帯の方が差し引かれる税 まいます。タバコ、お酒な すがそれを国民にきちん のかなと い う 感 じ です
金がなく、むしろ一生懸 どの税金で対応するのが と還元されていると感じ （畑町・堤麻耶）。一流大
税金（租税）は国民・財産・商品・所得・取引・商売などから必ず納税の
命働いてきたのに多く取 良いと思われる（匿名）。 ますが日本は税金が高く 学を出て一流企業のエリ
義務を負わされます。税金の目的は国や地方公共団体が公共事業や公共サ
られ過ぎです。今は国民 ％になって効果がある なっても、国民へのメリ ートを経て年金生活に入
ービスを行うための費用ですが、税金には消費者が直接納める所得税・県・
健康保険が 万円、 月 のは最初だけで豊かにな ットは感じられない（青 った人は、優雅に外国旅
市民税のほか消費税があります。来年から ％～ ％に引き上げられるほ
からは 万円、そのため った国民はため込むので 葉・嶋口みゆき）。日本の 行などしながら税金を納
か、酒税・たばこ税、地価税、土地家屋税、自動車重量税、相続税、印紙税、
に少し働いていますが、 は…（高洲・宇都宮亮）。 税制も然ることながら、 めて悠々自適の生活を送
石油ガス税等々数多くある日本の税制をどう思うか聞いてみました。
何か不公平です。一人身
税金の使われ方が問題は っているのに比べて、ひ
使途を明確に
の 歳近くの老人にとっ
ないか（打瀬・森本忠）。 がんでもでもはじまりま
給料が上がるわけでは
て高すぎです（松波・森屋
税金の使い道を正してほ せん。税金を納めたら餓
ないし天候不良による食
美和子）。
しい（千種・土谷典秀）。 死するというほどでもな
材も高騰化しているため
い。年金は減額で消費税
台・月舘結衣）。
し、まあ何とかやってい
高すぎる
では年金生活者は 消費税 ％ＵＰ 正直厳しい。他国のよう 仕方ない
が
きましょう（花見川・ガマ
非常に苦しい（幸町・中村 来年 月から ％とな に福祉など更に充実して 財政がきびしいと思う ン人間）。不満タラタラで
春雄）。親世代は年金をか るのは計算はわかりやす くれるのであれば仕方な の でしかた な いと 思 う すが税制については頼れ
けていれば安心の将来だ いが高いと思う。困って い気がするが上がった分 （花見川・相馬英治）。少 る正義の味方は誰でしょ
った、しかし無事に仕事 も止める事ができない現 がどのような使われ方を 子高齢化で日本の財政状 うか。白馬に乗ったおじ
を終えた私達世代（ ）少 状。せめて使い道を安心 するのか明確に示してほ 況を勘案すると消費増税 さんかしら（幸町・細谷敏
ない年金から強引に差し できる様に機能してほし しい（松波・熊倉絵里佳）。 はやむを得ないと思いま 子）。
引かれ残った金額でどの い。少々税金が高くても 税を納めるのは国民の義 す。子どもにかかる経費
ように生活を送れば良い 信頼できる適切な使い道 務ですが国民に使途を明 や児童虐待防止などに次 必要不可欠
というのか、買い物をす であれ ば 不 満は な いが 確に示すことが大事だと 世代を担うところへ財政 日本の未来のためには
れば ％の税がかけられ （小仲台・宮本ひろ子）。 思います。そうすれば税 措置を充実させてほしい 必要不可欠なものと考え
来年からは ％になると ％について税金計算し を納めた側も社会に貢献 です（稲毛・有山隆史）。 ています（小仲台・高木歩
言う。ゆっくり老いは楽 やすい。教育無償化に使 出来たという気持ちが芽 税金では延滞金を含む市 美）。私たちが世界有数の
しめるの で は なかっ た うなら良い。税制は申請、 生えると思います（蘇我・ 県民税年齢 歳まで年金 治安の良い社会で平穏に
か？ 議員 の 人 員を減 ら 計算法が誰でもわかるシ 宮本諭）。税金の使い道を で支払ました（千草台・佐 生活出来るのも国の後ろ
し、その費用をなにかに ステム作って（穴川・中村 公表して理解されるよう 々木勝枝）現在全ての物 盾があっての事だと思い
充当できる筈です（小仲 紀子）。公務員は給料、ボ に。私物化は絶対しない 価等々に含まれているた ます。生活の基盤である
台・竹下久美子）。現在支 ーナスＵＰを要求してい ように（高洲・戸沢恵子）。 め日常生活で改めて税金 国を維持していくために
給されている年金から税 るのに年寄の年金は減ら 税金上げても良いが使い と考えないし、決まった はお金が必要です。その
金を差し引かれること納 される。一方で来年の消 道をはっきりと（稲毛・森 ことは仕方ないと口に出 ための税金であると理解
得ができない。私達、若い 費 税Ｕ Ｐ に は頭 にくる 田美恵）。福祉事業、災害 して言うだけ。いち市民 しています。中東などの
時にその年々にて給与所 （あやめ台・一森万亀美）。 対策等に有効に使ってほ が叫んでも行政法で決ま 原油国や資源の豊富な国
得の源泉徴収にて税額を 私はせめて ％位にして しい（山王・山本幸彦）。 ったことと諦めている。 の中には税金制度がなか
収めて来ております。国 いただきたいです（大日・ 納税は国民の義務。社会 税金を増やしても国政は ったり安かったりはある
税は高齢者より少ない年 森川シゲ子）。 ％やむを 保障、福祉などの財源と 赤字が縮まらないので一 ようです。日本はそれが
金のうちから二重どりは 得ないと思うが買い控え なるので公平に分担すべ 定期間が来るとまた増税 出来ないため国民に納税
おやめ下さい（小深・北村 で経済がしぼむ可能性あ きである（高浜・住村直 になると思います。仕方 義務を負わせているので
勝）。年金生活ではやって り（高浜・成田茂三）。消 希）。世界と比べると消費 ない仕方ないの呟き（稲 す。消費税は物品税の廃
いけない（園生・丸山宗 費税 ％でも高い！と思 税は低い方ですがこれか 毛海岸・長堀幸子）。高齢 止や法人税、所得税等の
男）。私は個人的には消費 っていますので ％にな らますます増えていくか 者社会に向けて仕方がな 税率を下げた事による税
税 ％は賛成です。一番 ったら買い物にいけなく と 思う と 先 行き 不 安で いとは思いますが、出費 収減を補うために出来た
平等の 税 金 だと 思 いま なってしまいます。高給 す。増税でも社会的サー が増え、いいことはあり ものです。世界を見れば
す。ヨーロッパにくらべ 取りの政治家の皆さんは ビスが充実すれば均衡が ません（長沼・大曾根孝 消費税が ％を越えてい
たらこの消費税の ％は 庶民の気持ちが分からな 取れるかも（作草部・立花 子）。消費税率が上がると る国も数か国あります。
低いです。でも私は年金 いんでしょうね（小仲台・ 裕司）。納得のいく税金の 家計にひびきこまります ％になることが高いか
生活者ですが、税金が多 河内桃子）。消費税の様に 使い方を願う（幸町・関義 が、自分は選挙にも行っ どうかということは全体
くて、そして看護保険、国 一律の税金だと本当に困 男）。北欧諸国の税金が高 てないので日本にいる限 のバランスでみていくべ

種類が多すぎ、高すぎる日本の税金

日本の税金は高すぎる 種類が多すぎ
と思います（磯辺・中嶋純 確かに種類が多すぎま
子）。日本の税は多すぎ す。逆進性の消費税の増
る。国民の義務とは言え 税は反対します。納税は
ひど過ぎる。国民のため 国民の義務であるが、年
に使用する事に対して目 金生活者には負担感が重
に見える様にして欲しい すぎます。特に固定資産
（四街道・粟村道生）。 税は市有地が無いのに
税金を払うのは仕方ない 年前の入居時から通知
と思いますがとにかく高 状を見るたびため息が出
すぎます。払うのがたい るほど高額だと思ってい
へんです。なんとかなら ます。負担の軽減を願う
ないものかと 思 い ます （浜野・柳澤範光）。日本
（作草部・林田静江）。 の税金は多すぎる、例え
税制が国民経済に与える ば固定資産税とか相続税
影響はますます大きくな などは必要ないと思いま
っている（朝日ヶ丘・横須 す（松波・中村勇）。確か
賀和男）。累進の度合いが に種類が多いと思うし消
高すぎる（椿森・本間聖 費税が 、 、 、ついに
也）。税金ばかり取られて ％です。これ以上あが
お金が足りません（高浜・ るのはイヤです（白旗・青
匿名）。日本の税金は高す 坂美代子）。所得税がおお
ぎます。せめて日常生活 いのがわかりません。仕
に必要な品物は税金をか 事すればするほど取られ
けないでほしいです（小 るのはおかしい（桜木・小
深・藤田加代子）。ほんと、 野智子）。自動車関連の取
お給料からどんだけ引か 得税・重量税等税金が多
れてくることやら…収入 すぎる（ドライバー）。
に応じて減らして欲しい
苦しい年金生活
です（小仲台・金谷陽子）。
税金は給料からも年金
給料ＵＰなら消費税（Ｔ
からも差し引かれその他
ＡＸ）ＵＰでもなんとか
に飲酒税やたばこにも税
なりそうですが消費税だ
金があり消費税は本当に
けあげるなんて生活が大
国民の為に使われている
変になりますので困らせ
のか？ ％になれば年金
ないでほしいです（小倉
で 暮ら し て る人 は きつ

校長 島津幸生）。
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財務官僚は国賊だ

きです。ただ私達庶民に
は大きな負担であること
は間違いありません（こ
てはし台・近藤功）。

その他
財源がないからと民衆
から簡単に取ろうとしな
いで、まずは国で管理し
ている施設や国立の財源
を節約する努力が先では
ないかと思う！天下りも
やめて欲しい（南生実・嶋
津洋子）。税制のしくみが
わかりづらいです（稲毛・
西村くみ）。消費税に一本
化すると良いと考えます
（小仲台・横田邦明）。
ふるさと納税は良い制度
だと思いますが、徐々に
規制が厳しくなってきて
いるのは残念です（園生・
関直康）。税金は今住んで
いる自治体に納めるのが
当然だと思います。ふる
さと納税はお遊びみたい
に感じます（稲毛東・斉藤
静子）。消費税反対、資産
税増やすべき（千草台・中
山量雅）相続税増やすべ
き（千草台・中山恭正）。
相続税増やすべき（船橋・
土屋直子）。消費税減らし
法人税増やすべき（船橋・
平野澄子）。軍事費が高す
ぎ、何でアメリカの言葉
にホイホイと何億も出し
て飛行機や武器等を買わ
なければいけないのか。
戦争は絶対にしてはいけ
ないと思う（六方・阿部ち
い）。

感謝して納税
現在は国や市の行政に
感謝するのみです。各種
きめられた税を支払える
幸せを現役の皆様にお礼
を申し上げます（黒砂台・
岡本和美）。
以 上

勝手である。
トランプ氏は己を批判す
る身内も首にしているがコ
ミー氏に続いてブレナン氏
も首にされた。米国と気に
入った国に核を持たせ北朝
鮮はなぜ駄目なのか。米国
が核廃絶をしてから北朝鮮
に文句を言えよ。
核保有国は核廃絶に不賛
成だが核のない日本だけが
米国の機嫌をとり不賛成し
ているシリアを攻撃すれば
露・イランの介入が更に強
まり米露の対立が緊迫化す
る。ロンドン市内で６万４
千人以上がトランプ氏訪問
に反対デモを行った。
日本の男性は赤紙一枚で
戦死しても文句を言わない
が拉致者は生きているので
ＡＲＦの外相会議では拉致
は蚊帳の外である。
慰安婦問題も日本では解

決済みだが韓国は大騒ぎし
ている。中国は貿易戦争を
望まないが恐れもしないと
一歩も引かないと米国のイ
ラン核合意からの離脱やシ
リアへの武力行使を批判し
ている。トランプ氏は露か
らの脅威からドイツを守っ
ているのに露に大金を払っ
ているとメルケル氏とうま
くいっていない。
トランプ氏が大統領をや
めれば世界は平和になるか
らそれまでの辛抱だ。日本
が導入する地上迎撃システ
ムは米国のためと露に抗議
されているが、安倍氏にト
ランプ氏の太鼓持ちは止め
ると言うことだ。
米国に利用されるだけの
日米問題も解決しないと骨
までしゃぶられるから安倍
氏は早く目を覚ましてほし
い（花園町・岩井秀夫）。

本場のフレンチが楽しめるお店

千葉市花見川区柏井町800-1

財務省は今年 月末で日
本国の借金、国債発行残高
兆円になっ
などが
たと発表し日本国民 人当
たり
万円の借金を国
民が抱えていると主張し
た。同じセリフを 年前か
ら叫んでいたのが伊藤元重
東大教授、現学習院大学教
授である。
兆円を超える借
金があるので、これ以上借
金を増やすと日本財政が破
綻すると国民を脅迫してい
るのである。日本国債を買
い、貸しているのは日本国
民で、国民 人当たり
万円の債権を国民が持っ
ているのに、逆を主張する
伊藤教授や財務官僚は煮て
も焼いても食えぬクズ人間
である。
資本主義国では借金が増

最成病院

043-258-1211㈹

〒262-8506

会
相
有
医療法人社団

し、開校後教室にエアコン
を寄贈している。ありがた
いことである。
こうして富岡町の学校が
三春町にスタートした。７
年前のことだ。
震災前の児童、生徒数
人、再開時は 人の
スタートであった。
３月 日以来の当時の教
頭、現在校長の岩崎秀一先
生に学校記録を見せていた
だいた。いかに大変な日々
だったかがわかり、頭のさ
がる思いだ。現在学校は三
春と富岡の両方にある。
原発事故以来再開につい
てはいろいろな考えが出て
いる。ただ今回の原発事故
災害が大きいのは人災だと
言う意見もある。
当時の実情についてはマ
ネジメント社火箱芳文著、
即動必遂ー東日本大震災陸
上幕僚長の全記録ーが参考
になる（鎌ヶ谷・元稲毛小
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難指示が発令され避難所
（学校）から全員緊急避難と
なった。
県内外各地への緊急避難
で学校は児童、生徒の安否
面に向かい町境の田村市で 確認に困難を極めた。また
町民を降ろしているが、そ 逃れた保護者の方も着替
の日の夜には避難区域の半 え、ランドセル、教科書も持
が
に拡大さ たずであった。
径
れ町民は再避難を強いられ ４月に入り先生方は被曝
ている。そのため車列は大 校舎から防護服を着て重要
渋滞、三春町、いわき市に 書類の持ち出しをした。
近い小野町に広がってい ８月に入り学校設立準備
く。その後役場が移動、双葉 委員会が出来、９月１日三
町、富岡町も役場を移転し 春町に学校が作られた。
た。
この学校の移転場所とし
では児童、生徒が通う学 て白羽の矢がたてられたの
校はどうなったのか、校舎 が曙ブレーキ工業株式会社
も被曝だ。双葉町は児童、生 （本社・埼玉県羽生市）の
徒が避難した所の学校に児 三春町にあった自動車部品
童、生徒をお願いする形に。 工場であった。
富岡町の場合だが、一小 曙ブレーキ工業は「同じ
と一中が沿岸にあるため、 ように被災した曙ブレーキ
高台にある二小と二中が避 として何かのお役に立てれ
ば」と富岡町の学校施設と
難所に指定された。
だが次の 日早朝緊急避 して利用することに賛同

千葉市美浜区真砂4-1-10
ショッピングセンターＰＩＡ3階
電話 043-270-0777

稲毛区園生町のプティアリサ
園生町にあるフラン
ス料理とワインの店プ
ティアリサは、センスの
良い室内の装飾と静か
に流れる音楽の雰囲気
で、ゆったりと食事が楽
しめるので、女子会に最
適。２５００円のランチ
メニューは見た目にも
美しく、可愛らしいデザ
ートもお楽しみ。
夜はワインの種類が
豊富で、ディナーのメニ

円でフ
ューは
ォアグラのステーキが
人気。ほかには、オマー
ルエビのサラダ、和牛の
ローストビーフなど、美
味しいメニューがいっ
ぱいそろっています。
店内には浅羽保治画
伯のパリの風景画が飾
られ、日常とはひと味違
う落ち着きと優雅さに
溢れ、ゆったりとした時
の流れを感じます。特別
な人と大切な時間を過
ごすのにぴったりのお
店です。
昼夜とも完全予約
制。定休日は月曜日
プティアリサ稲毛区
～
園生町
ご予約お問い合わせ
・
・
は℡

午前10：00～12：45
午後15：00～17：45
土曜10：00～14：45

内科、外科、婦人科、循環器科
整形外科、胃腸科、呼吸器外科
麻酔科、放射線科、リハビリテーション科
●人間ドック
（日帰りコース、泊コース、専門ドック）
※療養病棟・回復期リハビリ病棟
居宅介護支援室を併設しております。
◆診療時間（月曜日～土曜日）
午前９時～12時、午後２時～４時３０分

白内障手術

診 療 科 目 ご予約システムあり

眼科美浜クリニック
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※今月のアンケート
【クイズの応募方法】
「サマータイム」について
左記のクロスワードパズ 政府はオリンピック実施
ルを解き、ＡＢＣＤＥＦＧ に際してサマータイムを
の順に文字を並べると言葉 計画しています。あなた
になります。その言葉とア はどう思いますか。
ンケートの質問内容をハガ 締切・平成 年 月 日
キに書いて住所・氏名・年齢 （当日消印有効）
・電話番号を明記。〒２６３ 今月の賞金・賞品
‐００４３稲毛区小仲台２ ☆特 賞＝１万円（ 名）
～５～２「稲毛新聞クイズ ☆一等賞＝ 千円（ 名）
係」宛。なお、応募はメール ☆名古屋製酪賞＝無臭ニン
ニクあほえん（５名様）
でも受付ＯＫです。
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☆千葉市動物公園賞＝入園 ☆１等賞・ 万円＝堤麻耶
（畑町）。
招待券（５組）
☆多田屋賞＝千円分の図書 ☆２等賞・５千円＝竹下
久美子（小仲台）槌谷智敦
カード（２名様）
☆アクアリンク賞＝スケー （高浜）。
☆名古屋製酪賞・無臭ニ
ト無料券（５組様）
ンニクあほえん＝中嶋純子
月号の当選者
（磯辺）細谷敏子（幸町）岡本
月号の答えは「キンギ 和美（黒砂台）宮本ひろ子
ョスクイ」でした。応募者多 （小仲台）小野智子（桜木）。
数のため、厳正な抽選の結
☆千葉市動物公園賞・無
果次の方が当選しました。 料招待券＝西村くみ（稲毛）
【敬称略】 土屋直子（船橋）金谷陽子
（小仲台）藤田加代子（小深）
森屋美和子（松波）。
☆多田屋小仲台店賞・図
書カード＝成田茂三（高浜）
本間聖也（椿森）。
☆アクアリンクちば賞・
無料滑走券＝有山隆史（稲
毛）中村紀子（穴川）高木歩
美（小仲台）宮本諭（蘇我）丸
山宗男（園生）。
以 上
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えるのは当然である。株式 ったのに、破綻すると叫ぶ
会社は大衆からカネを集め 財務官僚は人間のクズだ。
証文として株券を発行し、 財務省は徴税権と言う強
利息として配当金を支払 大な権力を持ちながら、永
う。会社は発展するため、増 続する国家と家計を同列に
資を行うか、銀行から借金 並べ国の借金を家計の借金
して資金を集め、それを元 に例える変態である。
手に設備投資を行い、事業 家計の個人は通貨発行権
を拡大して会社を大きくし も徴税権もない。だから借
ていく。会社は借金が増え、 金が返済出来なければ借金
資産も増え成長していく。 は子どもや孫に残る。
年足
これこそが資本主義経済で 個人の寿命は
らずであり、家計の借金は
ある。
マルクスはカネを貸して 寿命のあるうちに返済され
利息を取るのを不労所得と なければならない。しかし
否定した。従って借金を否 国家は永遠であり、国債は
定する伊藤教授や財務官僚 借り換えで充分である。
は日本経済の成長を阻害す 世界各国は、国債は全て
借り換えで償還している。
る共産主義者である。
しかも、安倍政権は伊藤 日本国の財務省だけは 年
教授、共産主義の日本総研 償還を決めた。日本国家の
高橋進理事長、デフレで儲 永遠を否定する財務官僚は
かる竹中平蔵人材派遣会社 日本国民に奉仕する組織で
会長を経済財政諮問会議の なく、外国に奉仕する組織
メンバーに指名しているの であり、即廃絶する組織で
で、共産主義政権と言って ある（穴川・入野守雄）。
も過言ではない。
いじめは止めろ
戦後マッカーサー が東
大など大学に共産主義者を 日本の学校でのいじめは
入れ込んだので、大学、テ 社会問題だがトランプ氏は
レビ、新聞は共産主義者の 世界中の国々をいじめてい
集団となり、日本弱体化が るが問題にならない。
今度はイラン・トルコを
実現した。
マッカーサーは日本が二 標的にした。日本だけは米
度と再び米国に立ち向かう 国がこわくて対抗措置を発
強大な国家になるのを阻止 動しないが車の対米輸出は
したのであり、それにへつ 割なので何等かの報復を
らう日本人らしくない人物 すべきだ。
が手助けをしたのである。
イランと米国との対立が
誰かがおカネを借りてい 深まれば原油価格の高騰で
る時は、誰かが必ずおカネ 世界経済の影響が懸念され
を貸しているのである。だ る。対抗措置で中東から日
から貸借が成立する。
本などの主要な原油輸送路
財務官僚は国の借金のみ のホルムズ海峡を封鎖すれ
をクローズアップし、貸し ば軍事面で対決姿勢を強め
た日本国民の債権を無視す 中東の混乱につながる。
る精神異常者であり、詐欺 米国は中国の貿易、南シ
師である。
ナ海、北の核廃絶、露が北
兆円の と取引で資産凍結、ウクラ
国の借金
兆円の国債は既に イナ、神経剤事件でけちを
内
日銀が購入し国民に返済さ つけているのに北の核廃絶
兆円に減 に協力してとは虫のいい身
れ、借金は
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診療時間

眼科診療・全般
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①大勢で引っ張る運動会の競技。
②シルバー。
③野球のメンバー。
④結果に責任を持たないいい加減な態度。
⑤被害⇔。
⑨健康のためぶらぶら歩く。
⑩地図の上の方。
⑪振ると綺麗な音が出る。
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読 者 の 声

政府はオリンピック実施に際してサマータイム
を計画しています。反対ですか賛成ですか。
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「サマータイム」について
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↓タテのかぎ
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福島原発事故と学校

今月のアンケート・テーマ

10

→ヨコのかぎ
ヨコのカギ
①そえもの。さしみの○○。
④わかりにくい。
⑥陽が当たらないところ。
⑦鉄砲。銃。
⑧大根、人参、茄子など
⑩背が高く、首が長い動物。
⑫じょうず⇔。
⑬カメラに向かってハイ○○○。

千葉から茨城と常磐自動
車道に乗り、富岡から浪江
と続く一般道（国道 号）に
入ると放射線量やオートバ
イ不可の看板が目につく。
あわせて帰還困難地域に
つながる道への遮断の柵
も。先日の旅行での通り道
の光景だ。
７年前民主党菅内閣の時
代東日本大震災には地震と
大津波による災害の他に東
京電力福島第一原子力発電
所のメルトダウン（炉心溶
融）があった。避難地域は
市町村に及び放射能から
逃れるため多くの人が故郷
を離れた。福島県大熊町震
災記録誌によれば、大熊町
の場合避難者を乗せたバス
は、国道２８８号を那山方
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