となみ

読者のひろば
【
個人住民税の特別徴収】

赤 旗

特別徴収とは

一言でいえば「給与からの天引き」。
所得税の源泉徴収と同様に、事業者（給
与支払者）が、個人住民税の納税義務者で
ある従業員（給与所得者）に代わって、毎
月従業員（給与所得者）に支払う給与から
個人住民税（市町村民税＋県民税）を引き
去り（徴収）し、従業員（給与所得者）の
居住地の市町村に納入する制度。

富山県は、二〇一七年
度から全市町村で、個人
住民税の特別徴収を実
施していない事業者に
対しても特別徴収義務
者としての指定を行う
と発表しました。
その理由として、住民
税の滞納が増えている

ことが指摘されていま
す。しかし、滞納の主た
る要因は、所得格差が広
がり、困窮者が増えてい
ることであり、その解決
をぬきにして根本的な
解決策はありません。
所得税の源泉徴収に
対応するものが、個人住
民税の特別徴収だと説
明している例もありま
すが、源泉徴収制度は、
戦時中に戦費調達のた
めに導入され、安易に継
続されているものです。
日本国憲法では納税
義務は国民個人にあり、
事業者に納税義務を規
定していません。源泉徴
収制度は憲法で保障さ

小規模事業者の負担増

日本共産党
砺波市委員会
西尾 英宣
千代１８０
℡ 33-6118

れた自主申告権を奪う
制度にもかかわらず、あ
くまで「公共の福祉」の
観点から、法人に対して
事業者の苦役に該当し
ないとする判決（昭和三
十七年二月）がありま
す。
事業者は憲法上の規
定がないにもかかわら
ず、無報酬で源泉徴収等
の実務を行なっていま
す。特に小規模事業者に
とっては専任の事務職
員をおく余裕はなく、そ
の実務負担が重いこと
から普通徴収を選択し
ています。それが今日ま
で認められているもの
で、今回の措置は、事実
上の法律改定と同じ意
味をもっています。
昭和三十七年の判決
から五十余年経過して
いますが、事業者の事務
負担が大幅に増え、小規
模事業者にとって経
営・納税環境は悪化し、

滞納率は以上に高い水準
にあり、消費税率の引き
上げ等によって滞納の増
加が懸念されています。
そうした環境の中での
特別徴収の強制は、小規
模事業者の経営・生活・
健康状況、精神的負担の
実態を考慮していないも
のです。
普通徴収においては、
従業員等に病気等の特別
の事情が生じた場合、納
税猶予を含めさまざまな
徴収緩和措置を申請する
ことができます。
特別徴収の場合、従業
員等は納税猶予の申請が
できません。事業者が善
意で代行するのは大変で
す。また、事業者が善意
で代行したり、納付を怠
ると滞納処分と罰則が予
定されているだけです。
安易な特別徴収への強制
は、事業者にさまざまな
負担の増加をもたらし、
事業者を疲弊させるだけ

です。

また、課税情報が特別
徴収義務者に通知され、
結果的に従業員等のプラ
イバシーが侵害される恐
れも否定できません。

富山県商工団体
連合会が県と交渉

「すべての事業者を一律
に特別徴収義務者に指定
すれば、混乱と弊害が避
けられない」として、富
山県商工団体連合会（富
商連・折橋英明会長）は
四日、富山県と交渉。
「特
別徴収しないとペナルテ
ィがあるのか」の問いに
当局は「ない」と回答。

富商連側は「特別徴収
の実行については一定の
除外措置を設けるなど、
これまで以上の過度な負
担を小規模事業者に追わ
せないよう」つよく要請
しました。交渉には、日
本共産党の ひづめ弘子
県議が同席しました。

日本共産党 多田ひろかず℡.090-3369-8216･境きんご℡.32-4845・藤永皋℡.82-3531 お気軽にご連絡･ご相談下さい
ホームページ（随時更新中）URL http://toyama.jcpweb.net/ から｢砺波市の活動｣へ E-mail h-tada@ma7.seikyou.ne.jp

★沖縄県名護市の米軍新基地建設に向け、警察や海上保安庁が暴力的な警備活動を行い、基地建設に反対する市民らにけが人が出ている問題で、在
沖米海兵隊の報道部次長が「ばかばかしい」と発言していたことが分かりました。監視・抗議行動をしている市民らに怒りが広がっています。
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きなので、何にせよ観るだ
ろうけれど…。
８日 農事座談会
ＪＡ全中の「改革」につ
いて「大変な問題だ。転作
をなくし、輸入を増やし、
今後どうなっていくの
か？」「農協の准組合員の
利用制限で農協は大丈夫
か？」など心配する声。
９日 ＪＡ全中「改革」案
受け入れを表明
安倍政権が「改革断行」
国会の目玉としている農
協「改革」
。最大の狙いは、
ＴＰＰ反対運 動の要で あ
るＪＡ全 中を つぶす こ と。
十五日付の「しんぶん赤旗
日曜版」にＪＡ富山中央会
の穴田甚朗会長をはじめ
各地のＪＡ中央会長の談
話がのっています。穴田会
長は中央会改革専門委員
会の座長として、自主・自
立の協同組合として、自分
たちで改革案をまとめた
ことにふれ、「政府は全中
解体・農協つぶしありきで
なく、わが国農業の将来展
望を示さなければなりま
せん」と 訴えています。

この間、訪問活動で農業 来 ら れ た 方 の こ と を 書 き
者とお話しするなかでも、 ま し た が 、 今 日 の 総 会 で
「『改革』は必要」とする も、昨年の米価の暴落と交
人も、「協同組合の自主的 付 金 の カ ッ ト が 大 き な ダ
な改革が必要。政府は現場
メージになっていること
の実態をよくみてほしい」
が次々と報告されました。
という人がほとんどであ
その影響は国が推し進め
り、政府がねらう「改革」
てきた規模拡大の道を歩
とは異質なものです。
いたものほど大きく表れ
ているようでした。
日 宮町町内会総会
宴席で農協改革の話題 「うちの営 農組合では五
も。「農協の金融、共済が 千 万 円 あ っ た 積 立 金 が 一
ねらい。身近に農協しかな 年 で 二 千 万 に な っ て し ま
い地域も多い」などと話す って、今年もこんな調子だ
と、農業者でない人も納 ったらやっていけなくな
得。大変な問題です。
る」とか「二十ヘクタール
の耕作をしている人が昨
（何でも お気 軽にご連絡 ご
相談ください・多田携帯 ０
年より五百万円も減収に
９０—３３６９—８２１６）
なった！いったい自民党
は何の気になっとるが
【続 きんごの日誌】
か！と 怒っていた」と か
「恥ずかしい話だが、五ヘ
クタールの米を作って 二
百万円の赤字になってし
まった」とか・・・
経営が苦しいというだ
けではありません。「五十
代、六十代の人達が営農組
合を立ち上げたが、そこの
若い人たちが全く田んぼ
に出てこんもんやから、農
･

日 富山県農民連の総
会に参加しました
というか準備する主体な
ので開催しましたと言う
べきでしょうか、県内の各
地で農業に従事している
会員が集まって話し合い
ました。
先週は営農組合の決算
書を「新春の集い」持って

作業をする者が居らんよ
うになって困っている」と
か「農業高校の卒業生を雇
ってみたが、なかなか根付
いてもらえ なくて この先
耕作するものをつないで
いけるのか心配」とか、苦
労して 築いてきた営農組
織を動かしていく人が確
保できなくなっていると
いうのです。
家族農業を基本にして、
一人で も多くの人が地域
の田んぼに 関わる 仕組み
にして いかないと 持続で
きないことを改めて考え
させられました。
日本の農業現場がこん
なに困っているのだから、
米価暴落対策として余っ
ている米を備蓄米として
買い上げて 欲しいと申し
入れても、政府は聞く耳を
持ちません。
それなのに同じ政府が
ＴＰＰ交渉ではアメリカ
の米を特別枠で購入して
備蓄米にするというので
す！ どこの国の政府か
と 言われ るのは 当然
です。
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★安倍晋三首相が企てる「戦後７０年新談話」
。戦後５０年の１９９５年に、旧自社さ政権のもとで出された「村山談話」の核心である「植
民地支配と侵略」
「痛切な反省」などの文言を「新談話」に盛り込むことに否定的な安倍首相の態度に対し、内外で反発が強まっています。
【
ただのつぶやき】
７日 「ゴジラ」
昨年公開されたハリウ
ッド版ゴジラをようやく
鑑賞。
八日付「しんぶん赤旗日
曜版」で俳優の宝田明さん
（一九五四年の第一作「ゴ
ジラ」主演）が「当時、第
五福竜丸がビキニの水爆
実験で被災し、『ゴジラ』
は、核に対する恐怖を訴え
るためにつくられました。
被爆した日本だからこそ
できた映画ですね」と語っ
ていますが、ハリウッド版
ゴジラは、根本のところで
「違う」ものでした。
なんと、水爆実験（と思
われていたもの）はゴジラ
を抹殺するための攻撃で
あっ た と …。 地 球 の危
機だろうが何だろうが、核
兵器で決着しちゃうとい
うハリウッドの脳天気さ
（？）にガッカリ、という
のが率直な感想。ストーリ
ーもいまいち。
どうやら日本版「ゴジ
ラ」も復活するようです
が、どんな話になるか、期
待と不安。基本的に特撮好
11
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