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来年１０⽉の 消費税 率１０％への引き

広告

上げに向け、所得の低い⼈への影響や景気
の変動を抑える政府の対策が、出そろっ
た。
安倍政権 は２０１９年度、増税による
低価格で導⼊が早い 総合健診システム
NDソフトウェア株式会社

[PR]

増収分を上回る予算を投⼊し、増税しても
１８年度より経済が上向く姿を描く。
しかし、この対策には疑問が尽きない。
財源の裏付けはあるのか。公平でわかりや
すく、使い勝⼿はよいか。 費⽤対効果 を
どこまで考えたのか。

まず、飲⾷料品と新聞の税率を８％に据え置く 軽減税率 は、毎年１兆１千億円かかる
財源に問題を残したままだ。
所得の低い⼈向けの対策の柱として３年前に決まり、政府・与党は「安定的な恒久財源
の確保」を約束した。ところが、昨年までに決定済みの 所得税 と たばこ税 の増税や、
これまでの 社会保障 改⾰の削減効果の⼀部を充てることで、決着とした。
新たに財源を⾒つけるのではなく、過去の努⼒の成果を付け替えただけだ。政府内には
当初、株式の配当などにかかる⾦融所得課税を増税する案もあった。しかし株価への悪影
響を気にする官邸の意向も踏まえ、議論にも⼊らなかった。
しかも、２千億円分は当⾯、⽳が開いたままだ。 インボイス （適格請求書）により、
これまで免税されていた事業者の⼀部が納税すると⾒込む分の増収をあてにするが、実際
に始まるのは増税の４年後だ。つじつま合わせにもなっていない。
さらに、２０年６⽉までの増税後の９カ⽉間は事実上、「五つの税率」が共存する。政
策が積み重なった結果だ。
キャッシュレス決済でのポイント還元策は、中⼩の⼩売店で買えば５％相当分、コンビ
ニなどのチェーン店なら２％分のポイントがつく。
どの店で何を買うか、 軽減税率 の対象になる飲⾷料品かによって、ポイント分を差し
引いた実質的な 消費税 率は１０％、８％、６％、５％、３％の五つになる。⽇本チェー
ンストア協会などが「消費者に極めてわかりづらく、混乱が⽣じる」と懸念を表明したの
は、もっともだ。
ポイント還元はそもそも、クレジットカードなどを持たない⼈には恩恵がない。消費を
押し上げる効果は未知数だ。
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