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第２５回浦安市賢人会議

１．開催日時 平成 28 年２月 22 日（月）10 時～12 時

２．開催場所 都市センターホテル 705 会議室

３．出 席 者 神野議長、鈴木委員、大日向委員、西川委員、松崎市長

３．事 務 局 市長公室長、市長公室次長、秘書課長、行政経営室長、

企画政策課 1名

４．会議の概要

（開 会）

(1) 市長あいさつ

(2) 議長あいさつ

(3) 委員あいさつ

(4) 議事

これからの自治体経営について

～婚姻歴のないひとり親家庭の支援策について～

（閉 会）

●市長あいさつ

市 長： 先週の金曜日ですけれども、２月19日、平成28年第１回定例会がス

タートいたしました。就任以来18回目の予算編成、所信表明になりま

す。所信表明にあたり、当初のころの所信表明、予算編成を改めてみ

たのですけれども、時代も随分変わったなというのを改めて感じまし

た。

私が一番最初に立候補したときは、江戸川区の福祉に追い越せ追い

着けというのが一番の命題でした。既に越してしまっておりますけれ

ども、ただ依然として「福祉流民を出さない」ということは、公約の

原点と思っております。

今回、「婚姻歴のないひとり親家庭の支援策について」というテーマ

を掲げています。実は、昨年あたりから、彼女らに言わせると、ギャ

ルママというグループ、昔はガングロ、茶髪だったという女性たちで、

何度かお会いしているのですけれども、中には二十歳前に第一子が生

まれているという方もいます。結婚して離婚している方もいますし、

最初から結婚していない方もいるんですけれども、彼女らが今、声を

上げ始めています。所得税や地方税については、離婚しますと寡婦控
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除が得られるのですが、もともと結婚していなければ寡婦控除を得ら

れないという不利益が現実的に出てきているのです。ただ、中には、

千葉市がそうなのですけれども、保育料の支払いに当たって、みなし

控除を使っていたりということで、時代が随分変わりつつあるなとい

うふうに感じています。

私ども、不交付団体になって今年で33年目になりますけれども、多

分全国の自治体で33年間、連続で普通地方交付税をもらわないでいる

のは、私どもの浦安市だけだろうと思っています。震災を経ながらも、

790の市と東京23区合わせた813市区の中で、依然として財政力指数は

ナンバーワンというのを維持しておりますけれども、その中でいろい

ろやっていかなければいけない問題、あるいは壁にぶつかったりとい

うのも率直に、きょう、お話ししながら、大所高所からのご意見をい

ただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

●議長あいさつ

議 長： 最近、少し福祉のことを考える上で感じることは、今、私、年金の

専門委員をやっていて、この間、ようやくまとまったのですけれども、

年金の運営機構に振り回されていたのですが、感心したのは、年金局

の総務課長がヨーロッパの事情を見ていて、これで社会保障制度が機

能しなくなるような時代になるのではないかと。

ご存じのとおり、ヨーロッパ経済社会モデルと言われているヨーロ

ッパの連帯の思想に基づいて、世界の社会保障というのは動いている

わけです。

それがご案内のとおり、今、難民問題で非常に国家主義が高まって

きて、つまり自分さえよければという論理に基づいて、奥行きが出て

くる。アダム・スミスや何かに始まる近代の経済学というのは、人間

は孤立して存在しているという前提なのです。自己利益最大化に置く。

それに対して、そういう人間観を批判して、フランスで社会学、コ

ントの社会学、コントは、結局、人間というのは手をつなぎ合って、

今でいうとネットワークの中でしか存在していないのだという人間観

に立つ。社会に埋め込まれている存在としてつかまえようと。僕のや

っている財政学もそうなのです。

そういうヨーロッパで生まれてきた考え方が、そういうアングロサ

クソン的な人間観を批判しながらつくり上げてきたのが、社会保障。

だから社会保障の裏打ちにあるのは、連帯の思想なのですけれども、

それが消えているのではないかというふうに考えていることに感銘を
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受けたのです。

前にここで申し上げたかもしれませんが、私が最初に経済学を教わ

ったのは、玉野井先生で、玉野井先生がいつもおっしゃっていたのは、

ゲルマンの民族大移動で歴史は変わったのだけれども、動いた人数を

推計すると４万人しか動いていない。

４万人動くと歴史は変わるのに、日本は、東京・大阪間を毎日40万

人行き来していて、異常な国だというふうにおっしゃっていたことを

思い出すのですが、いずれにしても、ここで多分大きく世界史は変わ

りますよね。どれを想定しても、100年前には逆の動きをやっているの

です。ドイツから500万人アメリカに行くし、400万人アイルランドか

ら行くし、300万人イングランドから行くわけです。イングランドから

ほかのところにもどんどん。今、やっているところに行っているのが

逆流しているという現象が起きてきたので、大きく変わるだろうとい

うことを考えると、一つは、そういう社会保障などを支えている思想

が、うまく機能しなくなるのではないかと。ヨーロッパのそういうモ

デルが崩れていけば、日本も必ずそれは支えられなくなるということ

が一つです。

そこは、課長の見方や何かで考えて関心させられたのは、やはり物

事というか、私たちは、自分が担当する仕事に引きずられて、ジグソ

ーパズルの一つの小片だけを見る危険性があるのです。

つまり、全体像を見てそこの小片を考えていかなければならないの

に、どうしてもそこの問題だけに限られて、物事を考えがちなので、

そういう弊に陥らないということを、その課長から教わったような気

がいたしまして、きょうのこの問題、つまり婚姻歴のないひとり親家

庭の支援策というのも、ほかの領域の問題といつも意識していくとい

うことや、それから先ほど申した、それを支えているこの連帯の思想

というのが今なくなりつつあるので、私が入っている低所得者何とか

とつくった研究会を厚労省がやっているのですけれども、そこでの資

料だと、今、格差や貧困があふれ出ているというのが、国民の６割か

７割か何かが認めているのです。ところが、これを是正すべきかとい

うと、これが２割ぐらいになってしまうのです。

つまり、格差や貧困があったとしても、とりあえずそれに対して自

分がどうやってコミットしていくのかということについて、余りない

というようなことを考えると、さっき言いました二つのこと、社会保

障を支えている基盤の問題と、必ず社会保障みたいなことを考えるに

は、他の領域と有機的に関連づけなくてはいけないので、その関連づ
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けをどうするかという二つのことを考えて、このテーマなどを考えて

いく必要があるのではないかなというふうに思っております。

●委員あいさつ

委 員： 正直言って、このテーマが来たときに戸惑いまして、何を求めてい

らっしゃるのかな、私はミスキャストではないかと思ったのですが、

たまたま弁護士の仕事も始めまして、一番最初に来たのが離婚訴訟で

した。強制離婚するには家裁の調停というのが必要であるわけですが、

これが全く機能しないということがわかりました。全然だめですね。

依頼人のプライバシーにかかわることですから、一般的なことで申

し上げますが、簡単に言うと、不貞行為みたいなのが両方にあった場

合、その認定の仕方というのが、なぜそういうことが起こったかとい

うことについて、全く調べないのです。

ただ「あった」「あったらしい」ということぐらいで、すぐに婚姻を

継続しがたい事由に該当させてしてしまいます。形式的にやっていれ

ば、もう離婚、となっちゃうので、「何、これ」ということを何度か言

ったのですけれども、「いや、先生、こうなっています」というので、

おしまいでした。

いわば日本の家族法というのは、実は非常に出来が悪くて、学問的

に深みがないんです。民法学者が片手間にやるので、本来、家族法と

いうのは、家族法の専門家で私はしっかり育てなければいけないと思

うのですけれども、家族法は全く育っていない。優秀な人はいますけ

れども、財産法の観点から家族法を見るのです。幾ら何でも財産のた

めに家族があるわけではないのですから。

議 長： だけど、ほかの領域含めて、みんなそうですよね。

委 員： それはそうなのですが、いずれにしても、現行の家族法というのは、

戦後、家制度に対抗する形ででき上がったのですけれども、これを引

きずりながら、だんだん核家族化になってきたということは言えると

思うのですが、現状の、例えば市長が先ほどおっしゃっていたギャル

ママだっだりですとか、離婚したシングルマザーとかへの対応は、全

く家族法にはないわけです。全部、社会福祉の中に入ってしまってい

るわけです。

家族法の領域というのは、プライベートな領域だということになっ

てはいます。しかし、現実には、家庭裁判所があったりして、ケアシ

ステムもあるはずだということになっているのですけれども、その辺

の振り分けというのが、ほとんど対話らしい対話がないので、これは

神野先生がおっしゃっているところだろうと思うのですが、ちょっと
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だけ整理してみると、あるアメリカのフェミニストの学者が整理した

ものですが、アンチプログラムというのと、モダンプログラムとポス

トモダンプログラム、そういう３段階に分けているようですが、アン

チは家制度に縛られない婚姻制度、モダンプログラムになりますと、

これは核家族化で恋愛を中心にして家族が成立するという、そういう

考え方。ポストモダンプログラムとなりますと、これはどうもシング

ルマザーというか、離婚を認めるという、あるいは自然家族とかとい

うのが出てくるということのようです。

フェミニズムの観点からすると、まず人間の見方が違うのだという、

神野先生の経済学的人間像というのはあるのだと思うのですけれども、

フェミニズムのほうからすると、そういう自立した個人が自分で稼い

できて、そして自分の家族を養ったり、あるいは自分で自立するとい

う、そういう人間像ですけれども、フェミニズムの立場の何人かの人

たちは、誰が誰をケアするかということを根本に据えるべきだ。家族

のあり方とか、婚姻のあり方というのはケアを中心にやって、その仕

組みができ上がっているのだというわけです。

とすると、ちょっとした思いつきですけれども、家族の本質とか婚

姻と結婚の本質というのは、誰が誰をケアするかという、そういうと

ころにあるのだ。ただ恋愛する、好き合って結婚するというだけでは

なくて、ケアをするということが本質にあるのだという、そういうよ

うな見方をしているようなので、なるほどそうかなという感じで読ん

でおりました。

いずれにせよ、現在の家族を縛っている法制度としては、戸籍法と

住民基本台帳法、この二つが家族を縛っております。したがって、新

しい制度をつくろうという形になりますと、そこから少しはみ出ると

いうか、そういうことにならざるを得ないのではないかなというふう

に思いました。

委 員： 私、先週、全国の大学生たちが少子化をどう克服すべきかという、

チームで半年以上かけて議論したプレゼンの会に審査員として参加し

ました。優秀な大学生たちでした。東大を初めとしたいくつかの大学

の学生たちが議論に議論を重ねて、プレゼンも非常に上手だった。

ただ、それを聞いていて思ったことは、なぜ自分たちは結婚できな

いのか、なぜ子供を産まない、産めないのかという、要因分析はすご

く緻密にしているのです。社人研のデータをはじめとした世界のデー

タなどを駆使して、パワーポイントも見事につくっていました。その

中に、たとえば今、大学で出会いのチャンスがないから、大学に出会
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い系サイトをつくってほしいというような提案があって。そこに自分

の将来の生き方とか理想の男性や女性についての条件を入れると、「あ

なたに何件フィットしました」と出る、そういうのを、真面目に考え

ているんですね。とても巧みなプレゼンで感心しましたが、なにか腑

に落ちない思いがありまして、思わず「もちろん国も自治体も政策的

なことは整える努力はしてきたし、これからもするけれども、あなた

たちももっとアクションなさったら。」と言ってしまいました。「あな

たたち若い人に燃えたぎるような思いはないの？」という思いからの

発言だったのです。

一方で、きょうのテーマとなる若い人たちは、結婚しないで子供を

産む、親や父となる男性が確保されていなくても、それでも産んでい

るわけですね。同じ若い人といっても、先ほどの若者たちとずいぶん

と違うなと思うのです。先ほどの若者たちは、おそらく大学を出たら、

企業でも行政府でも中枢となって活躍していきそうな人たちですが、

生き方に用意周到というか初めに条件整備ありきのような傾向もない

とは言えない。他方できょうのテーマである、法的な保護や制度の活

用もほとんど考えないで産んでいる女性たちをどうサポートするかと

いうことですので、すごく大事なテーマだと思うのです。

そういう人たちが、市長がこれまで随分会っていらっしゃると伺っ

て、びっくり、というか感心したのですが、一般的には行政に対する

不信感がすごく強いのです。ですから、これだけ制度があったとして、

もともとそういう制度とか社会の中核から外されたからという思いが

あって、なかなか届かない。そこに手を差し伸べていらっしゃると伺

って、本当に「あ、すごいな」と福祉流民をつくらないという市長の

思いが、そこにあらわれていると思います。

きょう、少し遅れてしまいましたのは、家を出て途中で「あ、この

本を市長にお見せしなくては」と気づいて家に戻ったものですから。

『赤ちゃんポストと緊急下の女性』(柏木恭典氏)。いわゆる九州の熊

本の慈恵病院が設置した赤ちゃんポストに賛否両論がある中で、ヨー

ロッパの赤ちゃんポストがどういうふうに成り立ってきたかというこ

となどをまとめています。本当に緊急下に置かれた女性たちは福祉制

度にはたどり着かない。そこにどうやってドイツやヨーロッパの政府

や人々が手を差し伸べようとしているかということを分析している本

です。これを取りに行かなければと思って、それでおくれてしまった

のですけれども、こんなこともありまして、近年の若者の動向からし

て非常にアンバランスなところがあることを痛感しておりましたので、
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きょうのテーマはとてもおもしろいし、勉強させていただきたいなと

いうふうに思っております。

よろしくお願いいたします。

委 員： 一言簡単に申し上げたいと思います。

一つは、アメリカ史上、最低の大統領選挙、一方でトランプという

大富豪が言いたい放題のことを言って、格差是正どころか、本当に人

間としても、ちょっとおかしいのではないかというのが、共和党のト

ップを走っています。

一方で民主党では、格差是正を徹底的に訴えるサンダース氏が、意

外な検討を見せていて、クリントン候補を相当食っている。このまま

いくと、クリントンというのは本命と言われてきたのですけれども、

相当サンダースに食われて、民主党として、余り強力な候補とみなさ

れなくなっていくのではないかと。

アメリカでは両極ですよね。格差万々歳だと。「おまえらが悪いのだ」

というトランプと、ここで徹底的に格差を是正しないと、アメリカは

だめだというサンダースが競っている。最低と言ってはあれですけれ

ども、すごいことになっているなと。多分、３月１日のスーパーチュ

ーズデーで、ある程度の方向が見えてくると思うので、それを注目し

ています。

２点目は、日銀のマイナス金利の導入です。これ、神野先生にお聞

きしたいのですけれども、これは、格差、年金生活者と、あるいは低

所得者と高額所得者の格差を広げるものなのでしょうか。どうなので

しょうか。

議 長： これ、わかりませんけれども、今のところ、当面出てくるのは例え

ば金融上で地域間格差というか、例えば地銀なんていうのは非常に困

ってしまいますよね。今、地財審をやめて、地方債の機構のことをや

っているのだけれども、今のところどうにか持ちこたえて、国債との

差が広がらないように済んでいるので、どうにかやっているのですけ

れども、ただ、そういう周りの問題だけではなくて、いろいろな方面

に広がりますよね、この問題。

世界的に、一方でマイナス金利をやり、他方でこれも解説してもら

わなくてはいけないのだけれども、アメリカが金利の引き上げをやめ

るの、やめないのという、そういう話でしょう。世界経済がとにかく

混沌として、いわば市場原理からいうと、あり得ないようなことを平

気でやるようなことが常識化しているということですよね。それをど

う見るのかと。
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委 員： 一つうがった見方をすると、マイナス金利ですよね。一方で、国は

どんどん国債を出しています。ということは国にとってみると、非常

に都合がいいことで、これでハイパーインフレとか、国債暴落とか、

そういうのが起きにくくなる。国は実質的な負債が減っていくと、何

か巧妙な戦略のような感じもするのですけれども、いかがですか。

議 長： 今まで財政破綻をするというふうに主張されていた人の根拠は、か

なり失われつつあるわけですよね。だって、出せば出すほど利払いと

か何とかの心配がなくなっちゃうんですよね。

僕は、市場機構というのは、市場のメカニズムがきちっと機能して、

それのほうがだめな場合があるから、それを政府がやるとかというの

はあるのだけれども、これ、多分通貨の問題ですから、市場金利を動

かす根幹の問題ですよね。それをコントロールすべきなのが日銀の金

融政策ですよね。

僕らの感じから言うと、もうにっちもさっちもいかなくなった悲鳴

というか、吐露しているというふうに思います。

例えば金本位制みたいなきちっと市場原理をつくらなくてはいけな

いという根幹があったときにはこういうことはできないですよね。

委 員： 最後の手段というか、ほかにやることがないというところまで追い

詰められてしまったのですけれども、結果的に国の財政的にはプラス

になってしまいます。

議 長： ということになると思います。

委 員： と思いました。これがどう格差問題に響いてくるのかなと。やはり

響くと思うのです。資産を持っている人、お金ではなくて資産、不動

産とかそういうものを持っている人がさらに富んできて、年金生活者

とか預金そのものに頼っていた人は、ますます苦しくなってくると思

います。

以上です。

●これからの自治体経営について

～婚姻歴のないひとり親家庭の支援策について～

公室長： ご挨拶、各委員から頂戴いたしましたが、もう既にテーマにも触れ

ていただいているところですけれども、きょうのテーマは婚姻歴のな

いひとり親家庭の支援策についてとさせていただいております。

税負担の軽減というような、ひとり親に対する適応がされていない

部分、同じひとり親でありながら、婚姻歴の有無のみで税負担等に差

が生じることがないように、各控除のみなし規定や独自の施策のヒン
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トになるようなご意見がいただければということで、このテーマにさ

せていただきました。

またその後もきょうは、時間があれば、新年度の予算の内容等も市

長からお話しさせていただきたいと思いますが、早速、このテーマで

入らせていただきたいと思います。

議 長： それでは、かなり難しいテーマなのですが、これ、私の専門からま

ず少し解説しておきたいことがございまして、一つは、これが侮れな

い問題なのは、アメリカの地方財政が破綻したのはこれが原因なので

す。

アメリカの場合にはご存じのとおり、若い、高校に行くか行かない

か前ぐらいの人がどんどん妊娠して子供を産んじゃう。

幾らアメリカが社会保障をやらないといっても、ほうっておけない

わけです。だから財政出動していくわけです、地方自治体は。これが

ばかにならないです、というのは、アメリカの場合には、人種問題を

絡みつつ、非常に若い未成年者がどんどん子供を産んでしまった。こ

れ、学校、高校なんかに託児所をつくらなくてはいけないとか大変な

ことなのです。日本は今のところ一部の人たちということになってい

るのかもしれませんが。

市 長： うちでいうと八十何人が結婚していない母親なのです。

議 長： なので、ちょっと状況が違うかもしれませんが、これは結構、世界

的に普遍的な問題であって、特にアメリカなどについては、地方財政

の破綻をもたらすようなことになったということだと思うのです。

それが一つです。これは侮れない問題です。

市のほうで調査してもらえばわかりますが、アメリカでは、ちょっ

と今、おさまっていますけれども、かなり深刻な問題です。どんどん、

というのは変だけれども、若い人たちが、もちろん結婚していないと

いうのは同じです。結婚するのかな。事実婚か事実婚じゃないのかと

いうことを含めて、子供が産まれてくる。この手の問題、ヨーロッパ

でも幾らもあるわけですが、ヨーロッパの場合も人種問題も絡んでく

るので、非常に複雑な問題を提起することになりますので、余り侮れ

ない問題だということだと思います。

もう一つ、言っておかなければいけないのは、きょうの資料で、弁

護士会など、あの人たちは、幾ら言ってもわからないのですけれども、

気持ちが先に立って、自分のやっている些末な、多分、でも基本的な

ところは勉強していないような感じかなという印象です。

それで、この手の問題をやる上で社会保障には、ご存じのとおり大
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きく二つのやり方があります。

一つは、控除主義という日本のやり方です。何でも控除でやっちゃ

う、税額控除で。配偶者控除、それからいろいろな寡婦控除、児童何

とか控除といったように控除主義でやるという国と、手当主義でやる

という国があるわけです。

基本的に税控除はやめて取っておいて手当でやりますよ、子供たち

はみんな社会的に育てるものではないですかというように、一人一人

の家族で育てるものではありません。社会が責任を持って育てましょ

うというような二つのやり方があって、民主党政権のときには、控除

主義から手当主義という動きになって、ご存じのとおり子ども手当と

いうのをつくったんですよね、。それで、民主党がやっていたことは全

てひっくり返せということになっているので、今は児童手当になって

いる、こういうことですよね、手当は。

いずれにしても幾つかの控除をやめにして、児童手当に振り返ると

いうことだったはずなのです。

いずれにしても、手当主義ではなくて、控除主義をやるということ

は、これは貧しい人々に対して非常に過酷なことをやれと言っている

ことと同じなのです。

当然ですよね。税金を払っていくことができないような貧しい所得

しか上げられない人は、控除を増やしてもらっても何の意味もないわ

けです。

手当主義のほうは優しいわけです。全ての人に行くわけですから、

所得のない人にも行きますよと。控除主義だったら、所得のない人に

は「あなたにはあげません」ということになるわけです。

日本の場合には、これが全部に影響しているので、産業政策のほう

でも、特別措置で税の控除で行くわけです。補助金で行きませんので、

中小企業にとっては非常に不利になる。そもそも利益が上がっていな

い企業にとっては、法人税の免税措置とか、そういうことをやっても

らっても全く意味がない。つまり利益が上がらないと意味がない、所

得がないと意味がないという、非常に過酷なことをやっている。こう

いうことになってしまっていて、ユニバーサルにいかないということ

が、問題の本質になっていて、世界の大きな流れはそっちにいってお

りますので、今回の税制調査会の中間取りまとめを見ていただいても

基礎控除を上げていこうと。

日本の所得税というのは個人主義なのです。個人単位でやっている

のです。個人単位と世帯単位と二つの課税単位があって、世帯の所得
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を合算して税金をかけますというやり方と、夫の所得は夫、妻の所得

は妻の所得ということでで個人単位でかけますよというやり方がある

のですが、日本は世界で最も早く個人単位をシャウプ勧告で入れてい

ます。これを間違えて、みんな世帯単位と言っているのですけれども、

日本は世帯単位で一回もかけたことがないのです。

ただ、何が違うのかというと、個人単位で課税しながら、さっき言っ

た家族政策的な配慮を多くやって控除をつくっているのは、日本とギリ

シャだけなのです。だから家族単位ではないのではないかと間違えられ

るのです。

つまり家族単位でやっているわけですから、配偶者がいて、配偶者

控除というのはおかしいでしょうということになるわけです。

それで、今の税制調査会では、各種控除をなるべく小さくしておい

て、基礎控除を大きくしていくというやり方を打ち出し、次はできる

だけ基礎控除を引き上げたいと。

ただ、僕と財務省と感じが違うのだけれども、控除には二つあって、

所得計算上の控除と彼らが言っている勤労所得控除と、それから配偶

者がいたら配偶者控除、それから扶養家族がいたら扶養家族控除とい

う生活を配慮しているような控除と二つあるわけです。これは課税最

低限、最低生活費に課税しないという理由からつくられている控除と、

それから所得計算上の控除って言い方がおかしいのですが、普通の所

得と、勤労所得と比べると、勤労所得のほうが、同じ所得でも担税力

がないでしょうと。地代で100万円上げている人と、勤労所得で100万

円上げている人と、どっちが、経済力があるかというと、同じ100万円

でも給与所得のほうが、経済力がないですよね、というところから入

っているのが本来の給与所得控除なのですが、それを考えないで、彼

らの位置づけは、給与所得控除というのは費用だ。つまり、給与所得

をやるための減価償却とか、あるいはそれを稼ぐための背広を使った

でしょうとかというコストだと位置づけるのです。

そうすると、今、やろうとしていることは、事業所得と給与所得と

比べると、昔は事業所得のほうが、担税力が同じ所得であっても高い

と考えられていたので、事業所得には、給与所得控除を認めていない

わけです。シャウプ勧告は認めろといったのですけどね。

その次にやっていきたいのは、配偶者控除、これ、みんな反対して

いるではないですか。配偶者はそもそも個人単位でやっていると言っ

て、配偶者控除を廃止するのですが、一挙に廃止できないので、今、

考えているのは、前にもご説明しましたように移転控除です。本人の
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基礎控除を受けていると同時に、妻も基礎控除を受けていて、妻が一

定の所得があっても、基礎控除を超える所得があっても、百何万円を

超えなければ、配偶者控除も受けられちゃうので、これは、基礎控除

も受けて、配偶者控除も二重に受けているではないかと、これが不公

平だと。

それで、配偶者控除、妻がもらっている配偶者控除をやめにして、

妻がもらっている基礎控除、受けている基礎控除を夫に移転していい

ですよと。妻が全く所得がなければ、自分で基礎控除を受けるのでは

なくて、その基礎控除を夫にあげますよといって、事実上同じなのだ

けれども、配偶者控除は認めないけれども、移転的な控除にしていい

ですよと。そういう方向に今、持っていこうとしています。

ただ、そのうち気がつくと思うけれども、今はメディアも何もかも、

このデンマークでやっているやり方をいいのではないのかと言ってい

ますけれども。これで誰が悲劇的な目に遭うかというと、まず専業主

婦は遭いません、そもそも同じことですから。それから、完全に103万

円の壁を越えて、正規従業員になっているような女性も影響ありませ

ん、同じことですから。

誰が影響を受けるかというと、実は、配偶者控除の恩恵を一番受け

ていたのはパート、つまり103万円以下の女性たちが恩恵を一番受けて

いたのです。

なのに、ジェンダーたちは、そこを攻撃しているので、あたかも専

業主婦の例をとって、専業主婦が受けている利益を例にしながら、結

局やってしまうことは何かというと、廃止するとパートの女性が一番

悲劇的な目に遭います。これは、移転するのがなくなっちゃうからで

す。

それに気がついて反対の声が起こるかもしれませんが、パートの労

働者がどのぐらい組織化されて声を上げられるかという意味から、こ

れ、危ないのではないかなと思うのですが、とにかく今の状況はそう

なってきます。

それで、こういう寡婦控除とかですが、寡婦控除は一番問題なのは、

男女差別されているということですよね。まだ、これ、直っていない

ですよね。手がけていないですよね。「寡夫」のほうは「何でこんなひ

どい目に遭わなくちゃいけないのだ」と。まず男女平等を確保すると

いうことです。全く、女性だけ何でこんなに優遇する必要があるのか

というような控除になってしまっているわけです。

したがって、僕としては、いつも僕が言うと非難されるのだけれど
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も、なるべく手当ではなくて施策で打ったほうがいいのです。それも

ユニバーサルに打ってあげないと、例えばシングルマザーであっても、

子どもが病気だったり何かして、本当に働きに行けなくて所得のない

人がいるわけです。そういう人たちは、控除をやってもらったところ

で何のメリットもないわけです、。

それから、あと重要な点は、シングルマザーではなくて、結婚して

いる女性であっても、夫が病に倒れていて、自分が働きながら子ども

を育てていて、悲惨な生活をやっているという人はたくさんいるわけ

です。したがってユニバーサルに、特殊な事情でターゲットを当てて

出すのではなくて、ユニバーサルにさまざまな施策を打っていくとい

う中で、シングルマザーはどこかの条件で引っかかるわけですから、

必ずそこで救われるわけです。そういうふうにすべきなのではないか

と。

それから税を使うということについては、ある種、わあわあ言って

いくと通るのです。弁護士の言うことも通るかもしれません。通るの

だけれども、税全体から言うと、どんどん崩されていって社会保障の

根幹を崩しかねない。

今回の社会保障・税一体改革も、残しているところは低所得者対策

とか、社会保障の機能を強めるところが残っているのです。社会保障

財政を維持していくというのは、年金の基礎年金とかって、８％でも

う終わってしまっているのです。機能していくところだけ残して、こ

こは幾ら機能強化だから、ひっくり返せることはないだろうと財務省

が思っていたら、これで引き延ばされていくわけです。

そうすると、例えば低所得者対策として複数税率というか、軽減税

率を入れるということよりも、その税収でもって、本当に一応やると

言っているからいいけれども、社会保障を拡充していくことをやめら

れたほうが、低所得者にとって不利なのです。それは考えて、つまり

いろいろな諸制度とバランスをとって、そこの控除だけどっちが得か

という議論だけをするのではなく、そこで終わっちゃいけない。

ただ、政治家としてはやりにくいのです。目に見えて、そっちのほ

うが、メリットがあるというのが、全体を考えてみなさいと。こうい

うほうがあなたのためにもなるし、ほかの人々のためにもなるし、い

いのではないでしょうかと説得するのは、なかなか日本では難しいの

で、大変なのですが、政策の筋としては、やはりそういうふうにやる

べきかなというふうに思います。僕の個人的な意見です。

市 長： 先生、ユニバーサルにというのはどういう意味ですか。
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議 長： 男と女で差別しない。それから所得があるなしで差別しない、いろ

いろなことで差別しないのです。

それは、今度は、子どもの政策は子どもの政策で打ちますから、そ

っちで引っかかってくるということです。だから、いろいろなところ

で引っかかってくるのだけれども、一つの政策については差別しない。

これは、もともと対象を決めてしまうわけですよね、受給する対象

を。まずシングルマザーを考えましょうと。シングルマザーのために、

どういうサポートが必要ですかという政策を打つのではなく、いろい

ろな、障がいとか、障がい者には障がい者対策とか、いろいろな条件

でやっていって、どこかで引っかかってくるというふうにしたほうが

いいかなと。

例えばシングルマザーだって障がいのある人もいれば。それから最

近一番問題になっているのは、今の低所得者対策をやっていると、低

所得者で高齢者の人の中には、発達障がいの人もえらい多くいるよう

です。

本来もらっておくべき手帳をもらっておくべき人がもらわないので

す。実際にもらえるということがわかっていても、恥になるとか何と

かということもあって、もらわないのです。よくある。いずれにして

もどこかで引っかかるというようなことをやっていて、最後には生活

保護で引っかけられるわけですから。だからいろいろなところで引っ

かけていってやろうと。

何回も言っているのですけれども、今の風潮は、今、僕が考えてい

るような風潮と、もう一方で「金さえ渡せばいいですよね」という風

潮が非常に強いのです。

例えばベーシックインカムで、とにかくみんなに金を配ってしまっ

て、これで生活してよというふうにやっていけばいいじゃないかと。

そのかわり個別の政策はなるべくやめていきましょうということなの

です。個別の政策というのは、障がい者だから幾らとか、何とかだか

ら幾らとかという政策はやめにして、ベーシックインカムだけみんな

国民に、働いていようと、働いていまいと、お金を渡してしまってそ

れで済ませましょうという考え方なのです。

それから給付付き税額控除も同じことです。さっきの反論では、そ

うしたら給付付きにすればいいじゃないですか、というのが出てくる

のです。これだったら、「所得のないシングルマザーはどうするのよ」

というと、「だから、給付付き税額控除にしなさいと言っているでしょ

う」といって、給付付き税額控除にしろというふうに出てくるのです。
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その考え方は何かというと、金を渡せばそれで、給付付き税額控除

にするというのは、ほかの政策をやめていけということになりますか

ら、徐々に、徐々に統合されてしまうのです、このことだけではなく

て、どんどん。そういうような形で、お金さえ渡せばうまくいくとい

うふうに考えられるようになるのですが、僕らがどうして反対するの

かというと、生活困窮になるのは、さまざまな条件でなっていくので

す。所得がないだけで生活困窮になんかならないので、いろいろな、

さっき言いました人間のネットワークから外れちゃうとか、ちょっと

心の病を負っちゃったとか、いろいろな条件でなっていくので、それ

ぞれの条件で引っかかるような、個別的な福祉をやっていかないと、

どんと落ちちゃってから金を渡すというやり方は、無理なのではない

か。

これは税額控除でも同じことです。これ、税額の控除をやったら、

必ず還付付きにしろと。還付付きにしないのです。だから次に気がつ

くのは、還付つきにしてくれというふうに言ってきます。それをやっ

ていたら、ちょっと、というふうに思います。

それからこの人たちはいいのかもしれないけれども、実際に母子家

庭の場合に、日本にちょっと悲劇的なのは、そもそもそんなに自立的

にやれるような人ばかりではないのです。みんなは母子寮なんかに入

れておくと、みんな、自立していくというイメージになっているけれ

ども、そういう人たちが子どもを産まされるという場合が非常に多い

のです。シングルマザーになっていく状況もいろいろですよね。こう

言ってはあれだけれども、生活困窮というのは、状況がそれぞれに違

うので、個別になるべくきめ細かに打っていく。

ただし、個別にきめ細かくやっていくと非常に大変なのだけれども、

どこかの政策で引っかかっていくような方向にしていくということを、

図柄全体として描きながら、ではこの問題について、どう対応すると

いうふうに考えたほうがいいかなというふうに思います。

市 長： うちの自治体で、ユニバーサルで、施策で救済というのは、どこま

でできるのかなというのは。

議 長： だけど、基本的にはユニバーサルにしていくという方向性を目指し

て、一つ一つやっていかないと。

市 長： 今やっているのは、正直言って、本当に目の前の対症療法しかない

のです。

議 長： 私たちは、目の前の対症療法しかないのだけれども、その対症療法

がある一つのビジョンに基づいて、私たちは部分的な否定しかできな
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いのです。

だから、あるビジョンがあって、どっちの方向に行くのですかとい

うビジョンがあって、それで今、ここをやっているのですよというふ

うに言っていかないと、国民というか痛みに耐えられないと思うので

す。

だから私たちは、部分的な状況しかないので、それは問題解決型対

応というふうに言っておくと、問題解決型対応しかできないのだけれ

ども、その問題解決型の約束のうち、一体どういう、いずれこうやっ

ていって、どういうものができ上がるのだというビジョンを書いた上

でやっていかないと、医療改革なんか文句言っているのだけれども、

今の医療改革は、例えば地方自治体に全部医療の保険をやらせていく

というものなのか。それともヨーロッパみたいに別な社会保険をやる

主体みたいなものをつくっていく方法で、市町村から道府県に上げて

いくのかビジョンがはっきりしないのです。

ビジョンを示した上で、途中で「これ、間違えました」と言って方

向転換してもいいですよ。方向転換をしてもいいのだけれども、一応、

ローリングしながらでも、ビジョンを描いてやっていくということが

重要ではないかなと思うのです。そうやっていかないと、基本的に一

番重要なのは、この場合には社会のネットワークから外れている人な

のです。

委 員： 税の専門家で権威の方にあえて質問しますけれども、給付付き税額

控除に一本化してしまうと、貧しい人が救えるし、体系がすごくシン

プルで、使いやすいというのでしょうか。そういうことはないですか。

議 長： ないですか、というよりも、主張している人たちはみんなそういう

ふうに言っているのだけれども、事情が個別なので、説明したのは。

だけど、実際見ていくと生活の困窮というのは所得が少ないというこ

とだけで生じているのではないのです。むしろ、今の日本だと、家族

とか、コミュニティとか、本来、人間がやっているネットワークから

外れているという場合のほうが深刻ですよね。

これ、お読みいただいているかどうか。うちの今度出しました中間

取りまとめというものの中で言っているのは、日本がこれまで社会保

障をそれほど充実しなくても大丈夫ではないかと言われていたのは、

日本型福祉社会という議論があって、企業内福祉がちゃんとやってい

る、家族がちゃんと日本では機能している、それから地域社会が機能

していますよねという論理だったのだけれども、25年間全部検証した

結果、この25年間、四半世紀で日本は完全にこの三つを失ったと。こ
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れ、明確に書いていますから。企業と家族、それから地域社会などの

セーフティネット機能はもう失われていると。

委 員： すみません。何の中間報告ですか。

議 長： 政府税制調査会の中間報告です、中間取りまとめ。論点整理となっ

ています。去年11月に出しました。これ、余り政策に打ち出したくな

いので、こんな分厚くしていますが、中ににじみ見込んでいる思想は、

今みたいなことです。基礎控除を上げろ、勤労所得控除を下げろとか、

全部その分析から成っているのです。

委 員： ただ、ある程度、個別の事情というのはあるのですけれども、ある

程度以上に踏み込んでいくと、拒否されるとか、あるいはプライバシ

ーの問題だとか、どこまで踏み込めばいいのかというのがあると思い

ます。

議 長： それはさっき言った人間観にもよるのですが、日本の場合には完全

にそういうことを拒否するようなことが強くなっていて、それが、変

な話なのですけれども、僕の知っている人がこの間、独身の女性だっ

たのだけれども、お局さんと言われて、大手企業の秘書の最高峰まで

やった人が、死んでいるのが３カ月後に発見されたのです。近所でも

声をかけられなくて、結局、妹さんが行って発見された。今、無縁社

会になっているわけです、そういう意味では。

ここにいろいろ悲劇が生じているということも事実で、シングルの

方というのが非常に悲劇的になっていくのは、高齢者、70を超えると、

みんなシングルになっていってしまうのですけれども、60から70まで

だと女性のうち、シングルで生活しているうちの人の４割が死別者な

のです。この死別者は非常にマクロ的に、個別に言うのではなくてマ

クロ的に言うと、この４割は大丈夫な場合が多い。夫がしっかりして

いれば。夫がきちんとした社会保障制度に組み込まれていれば。

ところが４割が離別者なのです。これが救われないのです、日本で

は。離別したらもう完全に社会保障制度から外されますから。日本の

貧困、高齢者の貧困というのは女性の貧困だと言われていたのは、こ

の４割の離別者なのです。２割の１回も結婚しなかった女性は、マク

ロ的に見ると大丈夫なのです。このジェンダーバイアスの激しい社会

で、60まで生き抜けたというのはちゃんとしっかりしているのです。

社会保障なんかも。大丈夫なのです。

ところが、今、問題なのは男性です。男性のひとりで生活している

60から70までの方です。70を超えるとみんなひとりになるから。その

うち１割が死別者なのです。男性のほうが長生きしませんから。３割
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が離別者なのです。これも日本のようなジェンダーバイアスのある社

会では、男性は、本人がしっかりしていればどうにかなるのです。

問題なのは６割です。この６割は１回も結婚したことのない男性な

のです。この１回も結婚したことのない男性というのは、ジェンダー

バイアスの裏返しですから、配偶者を扶養させることができてこなか

った男性なのです。

したがって、社会保障の中に入っていないのです。そうするとこの

６割が今、昔ドヤ街と言われていたところにあふれてしまっている。

そういった問題もあるかもしれませんが、今、若い人たちの問題で一

番問題なのは、30代後半から40代前半に、ロストジェネレーションの

ときに、一回も結婚していない男性が予備軍としているわけです。そ

のうち大きな問題になりますよ、という状態なのです。日本の社会は。

委 員： 今、神野先生は、この問題は侮れないと。本当にすごくショッキン

グな問題提起だと思うのです。

少子化対策でも子育て支援でも、現実的にはまずは当面はコストが

かかることは否めないですね。現実的にはコストだとしても、困窮し

ている方々を助けるのは当然で、必要で避けられないことです。でも、

それをやっていくと、浦安へ行くと何もかもやってもらえるからと移

住はしてくれるけど、子どもが育ち終わったらまた出ていくというこ

ともありえます。

コストをどうやって未来の投資につなげていくかという対策が不可

欠ですね。いろいろな少子化対策や社会保障で、その方々がどうなっ

ていくかということの道筋を示すことが大事なのかな。それなくして

どんどん支援だけしていくと、確かに侮れない問題になるのかな。多

分、ユニバーサルにすべきだというのが、そこにあるのだと思うので

すけれども、ユニバーサルにするというイメージが、いま一つよくわ

からないのです。

ユニバーサルに施策をすることによって、個別対応ではない人たち

がどうやって底上げされながら、未来の投資に寄与できるような市民

になっていくかということが、一番大事な点だと思います。

もう一つ先生がおっしゃった中で、貧困とか困窮は決して経済的な

問題だけではないというのは、それは私も本当にそう思っていますが、

経済的な貧困で生活困難になっている人たちもたくさんいることは事

実です。

でも一方で、例えば、ものすごいネグレクト等で家庭訪問なんか頼

まれて行くと、実はお母さんがキャリアだったりするわけです。キャ
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リアで、そのお母さんだけ見ていると社会的には働いているのです。

でも一歩うちに入ると、本当に地縁からも親族からも孤立して、おう

ちの中はすさまじい悲惨な状況で子どもはその中に取り残されている。

そういう人たちとか男性の問題をどういうふうにユニバーサルに救

っていく施策というのが、もう少し具体的に見えたら、やはり市長と

しては、何かばんと打ち出し、見える化するということはありますよ

ね、結婚できない人をどう支援するか。

でもそれでは結果的には、コストだけになって、侮れない問題にな

ってしまうという神野先生のお話は、本当にそうかなと思って、ユニ

バーサルにしていくというのは、どういう施策ですか。

議 長： 施策を、対象者を限定しない施策を全部打っていく。言い方でも何

でもそうですが、これは対象外ですよというようなことを打たないと

いうことです。

これは例えばヨーロッパだったら、民族というか移民であるかどう

かとか。今、問題になっているのは、難民認定されるかされないかと

いうことで変わるわけです。

家族政策なんかも、フランスなんかそうですよね。完全にいわば移

民対象にしているのだけれども、ただ、フランスはまだ移民とは言っ

ていない。言っていないところがよかったのですけれども。

シングルマザーでうんたらかんたらの条件がないと受けられません

よということはやめていって、誰でも受けられるようにすると。

委 員： 収入だけで。

議 長： 収入、一番、日本人がわからないのは所得なのだけれども、子育て

の何とかでも、何とか以下でなければ無理ですよとかという所得制限

がかかります。それから最近はもうなくなっていると思いますが、男

女差とか、職業による差別とか、そういうようなことをなるべく排除

してしまうということです、一歩一歩。そうしておかないと、対象に

なるかならないか、ぎりぎりのところで必ず不満が出るのです。

市 長： 所得制限で縛ればみんな、父子家庭か母子家庭かにかかわらず、結

婚していようが、していまいがかかわらず、そういう……

議 長： 所得制限で絞ること自体が問題なのです。所得制限では絞らない。

第一、寡婦控除、寡夫控除の定義はどうなっているかというと、所

得と子どもがいるかいないかということを入れていて、男性の場合に

は両方ないとだめですよね。条件のうち女性はどちらか。まだ変えて

いないですよね。何で変えないのかわからないのだけど、変えろと言

っても絶対変えない。寡夫控除と寡婦控除と条件が違えていますよね。
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男性の場合には両方を満たしていなくてはいけなくて、女性の場合に

はいずれか一方でいいはずなのだけど、違いますか。

だから寡婦控除というのを、こういうことを設定するということ自

体が、いわばユニバーサルではないのですよね。条件がすごく難しく

なってきて、「これは、あなたは当たりませんよ」と。

市 長： でも、所得制限をかけないと、今度逆に不平等になっていくのでは

ないですか。

議 長： 所得制限をかければかけるほど、貧困と格差はあふれ出る。これ、

再分配のパラドクスといって。生活保護を充実していけば充実してい

くほど、格差と貧困は拡大していくというのが、再分配のパラドクス。

例えば貧困者というふうに対象者を限定して、その生活保護を高め

ていけば高めていくほど、格差や貧困があふれ出る。これはイギリスや

アメリカのように、生活保護の手厚い国、これはほかのサービスをやら

ないから、生活保護を充実して、真に貧しい人だけにちゃんと配ってあ

げればいいじゃないかという考え方なのです。

イギリスの救貧法の考え方は、もともと働けないような人間につい

てのみお金を上げるけれども、働ける人間はワークハウスに入れて強

制労働させた、人足寄場みたいに。非常に悲劇的な状況が起きたので

す。

その発想方法でやっていますので、落ちてしまうと生活保護は非常

に充実しているのです、だから非難が起きるのです。

そうすると、イギリスとかアメリカの国々というのは、格差や貧困

あふれているのです。ところが、スカンジナビア諸国のスウェーデン

とかデンマークとかフィンランドとかというのは、生活保護を出して

いないのです、ほとんど。そうすると格差や貧困が小さくなる。桁外

れに小さいですから。

委 員： どうしてなのですか。

議 長： まず日本の場合に一番多いのは医療費扶助ですよね。生活保護、医

療費扶助とか住宅手当とかなっている、中に。まず医療費扶助、「あな

たが医療にかかったお金を出しますよ」というふうに出すわけですよ

ね。

ところが、スウェーデンとかデンマークは、そもそも医療費はただ

ですから、ユニバーサルに出していますから、何も出す必要ないわけ

です、生活保護で。

それから住宅については、住宅というのは、そもそも公共財だと考

えられているので、政府が責任持って出しますから、そういうのは別
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にどうってことはないわけです。

この間のあれではないけれども、自立支援だからといって、教育や

るといって、義務教育をやっているのに何をやればいいのだというこ

とになっちゃうでしょう。スウェーデンでは別に教育は全部ただです

から、入ってこないわけです。

そうすると日本みたいに生活保護を出すのに、この人は何が不足し

ているというのを、えらい金をかけて審査するわけ。向こうは全然し

ていません。出すのは、口にするものと、身にまとうお金だけ。衣と

食だけ出してあげればいい。あとは、「私は病気なんですけど」といっ

たら、それは医療費サービスのほうで出す。ユニバーサルに出してい

ますから。

それから住宅はちゃんとユニバーサルに全部提供しているじゃない

ですかと。そうすると、生活保護の中で出しているお金を全部ほかの

ユニバーサルに出す政策で打っているので、生活保護に出すお金とい

うのは、わずかで済んでしまう。

ところが、もしもそれを、生活保護のお金を、今みたいな形で全部

投げ込んで入れてしまうと、何が起こるのか。もらっている人ともら

っていない人の格差がえらくできるのです。もらっている人はいいで

すよね。もらっていない人はものすごく悪い生活になります。ちょっ

としたずれでです。

所得は少ないのかといえば、すごい財産を持っていたり、ミーンズ

テスト、一応かけるわけですけれども、所得なんて幾らでも、何とい

うか、所得なしでベンツに乗っている人、たくさんいますから、世の

中で。さっきのマイナス金利ではないけれども、所得がマイナス、財

産減らしてマイナスですよね。マイナスで、ベンツ乗ったり、ゴージ

ャスな生活をしている人、たくさんいるわけです。不労の所得だけで

はつかまえられないわけです、貧困とか何とか。

なので、ミーンズテストで資産とか何かも一応かけるのですけれど

も、それでもつかまえられません。だって、家族同士がすごく団結の

固い家族で、そういうところで、所得がない家族が出たとしても、大

したことないわけです。一応家計は分離していますよ。だから、そう

いう状況を見ないとわからないので、格差が出てきてしまうのです。

それからもう一つ重要なのは、お金で出す。それから控除で出して

もマイナスのあれですから、金で出すと何が起こるか。ふりをすると

いう擬態が働くのです。お金のないふりを。お金のないふりをすれば

いいのですから。
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ある市では、「あいつ、またか」という人が申請で来るわけです。住

所を貸す会社があって、またかという人に医療扶助を払わなくてはい

けないわけです。それで、それがみんなピンはねされたりする。日本

では、そういうのが現金でターゲッティングされているものだから、

みんな不正が行われるわけです。日本だって、サービス給付で出せば

「ふり」はききませんよね。例えば幼児のふりをして保育園に入って

みると言っても、おもしろくも何ともないわけです。サービスで。そ

れから年を取っている扶養を、養老というか、ケアをサービスで出せ

ば、年を取っているふりをして、老人ホームに入ってみても、普通は

おもしろくも何ともないはずです、健康であれば。

だからサービス給付でユニバーサルに提供した場合には、ミミッキ

ングがきかないのです。不正がきかないのです。例えばとんでもない

経費がかかるというふうに言うのだけれども、そんなのはうそで、経

費なんてかかりませんよ。

そういうのに逆に経費をかけるから話がややこしくなって、例えば、

美濃部都知事のときには、年寄りには無料パス、乗合自動車の無料パ

スを配ったといいますよね。鈴木知事は「そんなことをやっているか

ら、財政が破綻するのだ。所得制限をかけろ」と言って、金持ちには

渡さないということをやったのです。これ、ものすごく経費がかかる

のです。つぶしていくのですから、金持ちかどうか。

つぶしてやってみても、その経費をかけても何の意味もないのです。

サービス給付というのは、ミミッキングがききませんよね。したがっ

て、お金持ちは、みんな運転手付きの自動車に乗っているから、乗合

自動車に乗らない。運転手付きの自動車かタクシーを利用して、無料

パスをもらったからといって、喜んで、金持ちが乗るかと言ったら乗

りませんよ。

したがって現物給付……パスは現物給付ですよね。ほか、できませ

んから。それでやれば、ミミッキングはまず働かないので、ミミッキ

ングの被害が減る。ところが、お金でもらうと、ふりをするというメ

リットが働くのです。日本人だって、ひどいものです。生きているふ

りして、死んでいるのにもらっているという人、たくさんいるでしょ

う、家族が。もしもあれ、サービス給付に変えられたら、どうなりま

すか。おじいさん、生きているのですか。連れていらっしゃい。市が

責任持ってケアしますからと言われたら終わりでしょう。

ミミッキングが働くとどういうことになるかというと、現金給付、

特に生活保護についてはもっと厳しく審査しよう。バッシングが働く
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わけです。どんどんバッシングが働いて、もらえる権利のある人まで

もらえなくなってしまうという状況が日本では起きる。一方で、人を

利用した不正も大手を振って行われるという状態になってしまう。だ

ったらお金を出さなければいい。

申し上げたいことは、なるべく可能な限りお金だけではなくて、さ

まざまな状況で貧困に陥っているので、サービス給付に変えて、その

サービスはユニバーサルに出していくということをしないと、国民の

生活は保障できないというふうに考えているのが、我々の考え方。

それに対して、そんなことをやったら面倒くさいでしょうと。いろ

いろなものを出さなくては。だから、こういったことを整理して、な

るべくベーシックインカムで、これで「あなた、ちゃんと生きていっ

てくださいね」というやり方と２つある。

ところが、さっきも言ったように、貧困というのは同じ所得であっ

ても、心の病を患っているとか、いろいろな条件でなっている。実際

にはホームレスにも発達障がいというのでしたか。その人たちがいま

す。なので、結局、ちゃんと働けばいいのに、非常に、「おまえは鈍く

さい」と思われたりして、まともな仕事をできない、つけない。

市 長： 累犯障がい者もそうですよね。

委 員： 例えば今回提案されたようなことをもしやるとしたら、一つ、私が

心配するのは、こういうお母さんたち、スティグマの対象になるだけ

ですよね、自分で、無分別で妊娠して産んじゃって、そして市のお金

で受益の対象となっているみたいなことが言われかねません。保育料

を払っている人と、ものすごいせめぎ合いが出てくる。

だから、今、先生がおっしゃったみたいに、全部サービスで、一律

にしてスウェーデンみたいに、もししたとしたら、スティグマはなく

なるわけです。その人たちも、もっと働ける人はきちんと働いて、市

民になっていく。すごくいいなと思って聞いたのですが、例えばスウ

ェーデンのような場合には、そうすると、全部ユニバーサルで、社会

や国や行政が提供するサービス、医療とか教育とか住宅にかけるお金

は、税金で工面するわけですね。ただし豊かな人の税率は高くなるの

ですね。

議 長： 高くなっていないです。

委 員： ならないのですか。

議 長： 余り。

委 員： そこが不思議ですね。

議 長： 高くなっているといえば高くなっています。一律の部分が多くて、



24

所得税で言うと、税率30％でかかってきますけれども、それが地方税

ですので、地方税があって、お金持ちは、アッパー10％ぐらいの人た

ちが、さらに国税で25％取られる。なので、なっていると言えばなっ

ていますが、それほどない。

それから金融所得は、一律課税なのですけれども、日本と違って、

30％ですから、全部合わせていますので、そういう意味では。しかも、

それに25％の消費税がかかりますから、普通の国民でいえば、13万ぐ

らいの基礎控除のある、配偶者控除とか何とかありませんので、基礎

控除のある地方所得税30％と、それから25％の消費税を納めなければ

いけないので、半分ぐらいは税金で取られる。

委 員： それでも納得している。ごめんなさい、最後の質問ですけれども、

そういうことを、この浦安のような一つの不交付団体ができる可能性

ってどのくらいあるのですか。国のいろいろな制約とか。

議 長： そうです。制約とか何とかがなければ、さっきも言ったように、一

挙にやるというのは、いつも無理なので、どういうことを、ビジョン

を描きながら、一つ一つ進めていくのだけれども、結局はこういう方

向に行くのですよということを明らかにして、そこでここをやってい

るのですというふうに言わないと進まない。

これ、なかなか説得できないのですけれども、例えば住宅にしても、

こういう政策を打ちますと。今、低所得者で、住宅を目玉にしようと

しているのだけれども、住宅はスウェーデンの国民が拒否する政策な

んです。「あなたは、保育を充実させるために増税に応じる意思があり

ますか」と言うと、それは半分以上がイエスなのです。それから医療

も同じです。いろいろなサービス、みんな同じなのだけれども、だめ

なのが二つあるのです。一つは、生活保護。生活保護を充実するため

に、増税に応じる意思がといったらノーです。

それからもう一つが住宅手当で、これ、ミーンズテストをくっつけ

ているのです。貧しい人々にしかやらないというような政策は、支持

が受けられないのです。日本国民はわかりませんけど。

そういうことが好きなのは、アメリカと日本なのです。アメリカも

結局、所得制限を設けて真に貧しい一部の人に限定して、あとは自己

責任で生きていきなさいということをやるのです。これをやると、ど

ういうことが起こるのかというと、まず納税に応じないのです。納税

者の反乱という、税金が高過ぎて反乱を起こしている国というのは、

税負担の低い国なのです。何で反乱を起こすのかというと、公共サー

ビスの受益者と、負担者が分断されているのです、そういう政策を打
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ってしまうと。

スウェーデンの場合には、税金が、極端に言えば中産階級の生活を

支えているのです。ユニバーサルで出していますから。ユニバーサル

で出すか出さないかというのは、中産階級の生活を公共サービスが支

えるか、支えないかだというふうに言っていいと思うのです。

だからそういう方向で進めるのであれば、なるべく所得制限をつけ

ずに、浦安あたりから例えば保育園をやるとか、やっていくというよ

うなことのほうが重要だと思うのですけれども、ただ規制が非常にい

ろいろな意味であるわけです。

さっきのお話ではありませんけれども、地方自治体というのは、国

境を管理しない政府なので、移動が起こるわけです。

委 員： 制度的な制約っていうのはないと思います。

議 長： ないですかね。

委 員： 金を出す分には、日本の行政というのは、別に、取るとか、それか

ら財産の持ち方を制限するとかということについては、法律的根拠が

あって、国の制約があってとなっていますけれども、要するにプラス

アルファでこうやる分には、別に制度的な制約はないのです。

多分、これをやると一番問題なのは、交付団体、交付税のところで

しめられます。

それから各種の生活保護なら、皆、法定受託事務ですから、そっち

のほうから来ているお金があるわけです。国庫の負担金が自治体に入

っているわけです。制度的な制約と言えば、入っているお金が入って

こなくなる可能性がはあるということだと思います。

市 長： そういうことをできるなら要らないんだろうと、切られてしまいま

すよね。

委 員： あえて反論というか、話しますと、婚姻歴のないひとり親は大変だ

と思いますし、やはり支援しなくてはいけないとは思うのですけれど

も、さっきおっしゃったように、地方自治体というのは、国境のない

ところですので、それで浦安がばんと打ち出すと、そういう人がどん

どん来る可能性があると。

今、八十何人と言われましたか、これが浦安でいろいろやってくれ

るよということになると、ばっと集まってきて、それでまた全て終わ

ったら逃げていってしまう。

議 長： 僕のは限定しないのです。限定してしまうと、こういう人が来ます

よね。

委 員： なるほど。限定しないとなると、ますます予算規模が大きくなって
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いって、それでいわゆるユニバーサルというのは理想的ではあるので

すけれども、国のレベルで考えると、もはや日本ってユニバーサルに

はできないです、医療費ということを考えても。医療費を無料化する

と言ったら、日本の財政なんて、こっぱみじんに破綻してしまう。こ

れからさらに少子高齢化が進むのに、というところとどう……

議 長： これは、鶏か卵か、どちらが先かということになるのですけれども、

増税をしたときに、必ずそれだけサービスがきちっと出ていくという、

僕は、１週間前かな、国会に呼ばれていったときも、同じことを申し

上げているのですけれども、今回の消費税の増税で、国民が、自分の

生活を支えてくれるサービスが出てきたじゃないかというふうに思っ

てもらわないと、次、増税できないと言い切っていますので。

今回、もしもこれでありがたみが感じられなかったら、もう日本で

は無理でしょうと。そうすれば、それこそできません。一部の人に対

して、これは、国の税制を変えろと言っているのです。地方ではでき

ないから、国の税制を変えろというふうに言っているわけです。

国家は変えるかというと、今のところ、財務省というか財政当局は

可能な限りこれは避けたいというふうに思っていると思います。これ、

とにかく減税要求ばかりですから、これ、次々に連鎖していきます。

控除の悪循環って宮島先生がおっしゃっていたように、日本はこの

歴史なのです。どこかで控除を設けると次の控除を設ける。次の控除

も。家族形態や何かの違いによって、もしも仮にここだけの控除を認

めたら、次々に言ってきます。浦安市民は言ってこないかもしれない

けれども、当然のことながら、国のほうに何でシングルマザーだけが

控除を受けられるのかというふうに言ってきて、次々に連鎖が起こる

のです。

この連鎖を食い止めるのに、今必死になって、ようやく配偶者特別

控除とか何とかって削ってきたわけです。これは、僕の言い方を変え

れば、税の論理から言っても成り立たない論理なので、よこしまな論

理を工夫して、よこしまな方法で実現していくしかないのではないか

というのがアドバイスです。

委 員： 法律的に言った場合、これはこのとおりであれば、時間がかかるか

もしれませんけれども、それは最高裁は違憲判決を出してくれる可能

性はあります。例えば婚外子の相続分の廃止なんて、絶対無理かなと

思ったって、大法廷やってくれましたから。だから平等原則に対して

最高裁は非常に敏感なのです。

ただし合理的な差別かどうかとか、寡婦と言われている人たちが、
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本当に自助努力みたいなものをちゃんとやっていた上で、婚外子の場

合、それで差別されているというのであれば、それは最高裁はちゃん

と認めますよね。だけどお母さんはどうなのだと聞かれたら、それは

またちょっと別個の問題があるのかどうか。もうちょっと調べてみな

いとわからない。

市 長： 神野先生からのご指摘がボディーブローのように、またアッパーパ

ンチのように効いているのですけれども。

議 長： これ、ちょっと確認してくれませんか。扶養親族の有無と所得制限

というのが条件になっているのです。両方とも外していますかと。夫

の場合も。現状の制度、寡婦控除と寡夫控除。女性の場合の寡婦控除

と寡夫控除というのは、条件が全く違うはずなのです。二つの条件が

あって、ここでいけば扶養親族の有無、それと所得制限という二つが

あるのですけれども、夫は両方ないとだめで、女性はどっちか一方で

いいはずなのです。

そういうことを何で最高裁が認めるのかということです。そういう

扶養度の扱いをもともとやっている制度なのです。

委 員： 最高裁は、今まではこれは、このとおりだったら、やはり合理的な

差別の原因がないですから。だからそれだと差別するだけの理由がな

いということで、違憲判決を出す可能性はあると思います。

議 長： どっちですか。つまり寡婦控除制度そのものがちょっとおかしいの

ではないかと、僕は言っているのですけれども。

委 員： ですからその前提は、合理的であるという前提に立った場合です。

寡婦控除は合理的であるという前提に立ったときに、非婚の母子家庭

は所得控除されないというのが、合理的な理由はないだろうというこ

とです。

議 長： 成り立っている法律の状況がわかりませんけれども、そもそもさっ

きも言いました寡婦・寡夫という概念を認めるかどうか。認めると入

らないですよね、それは。

委 員： 制度的にそうなっているので。ただ、先ほど言ったように、最高裁

が婚外子の相続分判決で、国会によらずに制度を変えたのです。だか

ら、これだってそういう可能性はある。いわば今は寡婦控除の制度は

こうだけれども、これを拡張しなさいと。

議 長： いずれにしても、これ、僕は寡婦控除という制度そのものが、ちょ

っと疑問だなと思っているのです。寡婦というのをどう位置づけるの

か。それを根拠にやっていこうとするわけです。それはむしろ時の流

れからいうと、この人たちをどうにか救いたいとか、別途何かターゲ
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ッティングでやりたいというのはわかるのだけれども、国税を利用す

るというのは、まずいかがなものかと。しかも控除制。

それはいいですけれども、一つのことが、このことが、今度は逆に、

ここだけでおさまらなくなる。国税のさまざまな控除、やってきた控

除をどんどん、次から次へと拡大していく危険性があるので、少なく

てもこれまでの控除が非常に増え続けた観点からすると、財政当局は、

そう簡単にはゴーは出さないだろうし、逆に世界的な流れから言って

も、こういったことはやらない。

つまり支出でやるというのが普通の流れで、普通は基礎控除しかな

いという所得税が圧倒的なのです、先進国では。だけど日本の場合に

は、そうではない家族政策をみんな控除に依存してきた。それが問題

になっていて、一方で、配偶者控除は廃止して、寡婦控除とか、つく

ってやるということになるわけですよね。

市 長： それは問題提起で。ただ、うちはまだ不交付団体、33年目というこ

とで、自由に何でもできると思っているのですけれども、これ、わず

か50あるかないかの自治体の話であって、やはり国が大きく制度を変

えていかなければ、それに希望がないというのが、ものすごくつらい

のと、県の役割というのは、二層構造になっていますけれども、地方

自治が。県の役割というのは、もっと表に出てきて、こういう、まさ

にユニバーサルなんていうのは、出てきていいのではないかなという

いらだちと。

議 長： 結局、あれですよね。浦安でやれることということでいけば、みな

し控除をやるということですよね。

市 長： 税法上は無理だと思っているのですけれども、保育料とか、そうい

うときのみなし控除で救済はできないかと。

議 長： ということですよね。それはいいけれども、いいのかなと。いいの

かなというのは、非常にターゲッティングしているということが引っ

かかる。

市 長： 要は、一番苦しんでいる人の目の前にいるのが、基礎自治体だと思

っていますのでそれをどうさっき言いましたように対症療法で救済で

きるのかというと、本来基礎自治体はサービス給付を行うのです。た

だ、やむを得ない部分については、現金給付みたいな、ここへ行かざ

るを得ないのかなと。ただ、それがどんどん拡大していくのも、正直

言って目に見えてきていますので、子育て世代で、今回の政策にも出

したのが、こういう給食費の第三子以降の減免なのです。27年度はや

はり保育料の第三子以降の減免を出しているのです。これ、どこまで
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広がっていくのかなという、心配とおそれが。

委 員： 法律の世界には「当分の間」というのがあって、当分の間で25年と

かというのがあるのです。

議 長： 義務教育なんて70年もやっているよ。

委 員： 先生、今、例えば貧困の話が出ましたけれども、相対的貧困という

のは、昔、ちょっと本を読んだことがあるのですけれども、どのくら

い有効性のある概念ですか。

議 長： それはかなり有効性があると思います。絶対的な貧困と相対的な貧

困で、どのぐらいというのは、それは指標でしかないですよ。指標で

しかないのだけれども、半分の所得のうちの格差をあらわす指標とし

ては、重要な指標だと思うのだけれども、その社会にとって、その社

会に不具合をもたらすのは、大体、相対的な貧困なのです。つまり相

対的な格差であって、絶対的な格差ではないのです。

疫学的にいっても、相対的な貧困率が高まると、貧しい人だけでは

なくて、豊かな人も病気になってしまう。疫学的な見地でやっている

データがあって、それを見てもらったら、当時の長妻大臣がびっくり

して、相対的貧困率を出せとかといって、出させたのです。相対的貧

困率があると豊かな人も困ってしまう。豊かな人も困るというのも変

だけれども、豊かな人も病気になってしまう。

委 員： 何か考える指標があるのであれば、そういう相対的貧困とかいうも

のが、あの本を読むとなるほどと思ったところがあって。だから割と

読みやすい本です。

市 長： うちなんかはかなり貧困率は低いはずなのですけど。それでも、救

済しないといけない。

議 長： 全体でとった相対的貧困率ですよね。浦安だけで貧困率をとっちゃ

うと。

公室長： 大分、時間も迫ってきましたので。

議 長： 余りまとまっていないのですが、僕の意見は余り、無視していただ

いていいのですけれども、重要な点は。

市 長： いえいえ、宿題を与えられたふうに感じていますので。

議 長： 一つは、余り税のほうは、多分動かせないだろうと。動かしたとし

ても、かなりやはりほかのデメリットのほうが大きいのではないかと

思います。

そうすると、税以外で浦安でできることは、みなし控除みたいな、

税外負担のみなし控除ですよね。それで納得してくれるのだったら、

それでいいと思いますけれども。
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市 長： そこの部分は納得すると思うのですけれども、ただそれにとどまら

ないだろうなというのは、感じています。ただ、先生が言われたよう

に、ユニバーサルのビジョンの構築というのは、まだ姿が見えていな

いのです、私の中で。

議 長： それは大きいことですから。この人たちに、やってあげることを、

全ての市民にやるという腹づもりでやっていい政策かどうかというこ

とです。

市 長： ユニバーサルのビジョンの構築というのは、すごくずしんときまし

たので、いろいろ考えさせていただきます。

議 長： だから政策を打つときにこの人たちだけではなくて、浦安全市民に

これは適用していい政策かどうか。いい政策だとするのであれば、今、

ここの方たちにやっていますけれども、次々に拡大していきますよと

市民に言えるわけです。

そもそも拡大していくとまずい政策であれば、そもそもやらないほ

うがいい。

ご存じのとおり、今、難民で問題になっているのは、難民に至れり

尽くせりになるのです。生活保護みたいなものももらえるし、就職へ

の訓練から何から全部保障されて、失業や貧困があふれ出ている状態

のもとで、それをやっていくことをしてしまったために、ネオナチが

台頭してくるという状況になっているわけです。

市 長： お時間になりましたので、最後に、実は、全然私なんか気がつかな

かったのですけれども、今お手元に母子健康手のコピーがあると思い

ます。これ、シングルマザーからあった話を、ある議員が発信しまし

たら、１時間で200件という炎上した事例なのですけれども、ここに母

親にはいいのですけれども、父親と書いてある欄があるのです。離婚

すると、これが黒く塗りつぶすのが慣例なのだそうです。

要は、本人が塗りつぶすのですけれども、お母さんが。要は見たく

ないという憎しみも込めて。そうするとその下に新しい夫、父親が来

て、それがずっと子供にもこれが渡るらしいのですけれども、これを

何とかしたらどうだと。

それともう一つは、職業欄が必要なのかと。それプラス母子健康手

帳という名前、ネーミングも含めて、問題提起を受けたので、これは

我々がこれから検討していく一つの材料として、こんなことでも傷つ

くのだなということを再認識しました。

委 員： 名前も、母子でいいのですか。イクメンとかいろいろいて。

市 長： 家族手帳とか子ども手帳とかというふうに名前を変えたらという声
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が大分わき起こって、ある議員から、その問題提起を受けましたので、

また大日向先生とも相談させていただければ。

議 長： 別に子どもだけでいいような気がします。

委 員： もう少し健康状態が。

委 員： 母親になる人の健康状態は、父親とかどうしても関心があるでしょ

うから、子どもでいいのではないかなという感じがします。

委 員： あと検討してもらいたいのは、住民票とか、戸籍はなかなか難しい

のですけれども、シングルマザーの場合の戸籍の記入の仕方、シング

ルマザーは出生届なんかもとても出しにくいのです。

だからその辺、第三の帳簿をつくるというのも一つの手だと思うの

ですけれども、ちょっと検討していただいて、やはり同じような問題

がここにあると思います。

市 長： そうですね。いろいろ出てくるのだなと思って、ちょっとびっくり

しています。

お忙しい中、ありがとうございました。


