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件 名  消費税増税中止の要請 

  

要 旨 

  

 物価を引き上げ，働く人の実質給料を減らす消費税 10％増税は中止す

べきである。私たちの暮らしや地域経済は今大変深刻な状況である。８％

増税によって，戦後初めて２年連続で個人消費がマイナスになった。増

税と年金カット，医療，介護など社会保障費負担増，そして賃金低下，

物価上昇の三重苦の下で，これ以上節約するところがないと悲鳴が上が

っている。 

 文化，学術，芸術，スポーツ活動を圧迫し，病院や保育，介護，福祉

事業の経営が一層困難になる消費税増税は中止すべきである。ところが，

政府は 2019 年 10 月の消費税率 10％への引上げをあくまで行う姿勢を崩

していない。税率 10％への引上げで，一人当たり年間２万 7,000 円，１

世帯当たり６万 2,000 円の増税という試算も出ている。このような状況

で消費税を引き上げれば，税率が５％から８％になったときの大不況が

再来する。文化，芸術，スポーツなどの活動，医療，保育，福祉事業に

も甚大な被害が生まれる。 

 中小，小規模企業経営悪化，地域経済を疲弊させる消費税増税は中止

すべきである。加えて，税率引上げと同時に実施を狙う複数税率は全て

の事業者に煩雑な事務を押し付け，経済を混乱させる。さらに，インボ

イス（適格請求書）制度は免税業者が商取引から排除されるという重大

な問題があり，日本商工会議所，全国中小企業団体中央会，日本チェー

ンストア協会，全国青色申告会総連合，日本税理士会なども反対，見直

しを求めている。 

 消費税に頼らず，能力に応じた税制度に改正すべきである。消費税増

税ではなく，税金の集め方，使い方を見直し，大企業や富裕層を優遇す

る不公平税制を正すべきである。軍事費や不要不急の大型公共工事への

歳出を減らし，暮らしや社会保障，地域経済振興優先に税金を使い，内

需主導で家計を温める経済政策を採るべきである。 

 私たちは，住民の暮らし，地域経済，地方自治体に深刻な打撃を与え

る消費税増税を中止することを強く求める。 

ついては，2019 年 10 月の消費税率 10％への引上げ中止を求める意見

書を政府に送付することを願う。 

受理年月日 平成 30 年 10 月１日 付託委員会 総 務 消 防 委 員 会 



受理番号 請     願     者 紹 介 議 員 

５９  井坂 博文，玉本なるみ 

６０  井坂 博文，玉本なるみ 

６１  井坂 博文，玉本なるみ 

６２  井坂 博文，玉本なるみ 

６３  井坂 博文，玉本なるみ 

６４  井坂 博文，玉本なるみ 

６５  井坂 博文，玉本なるみ 

６６  井坂 博文，玉本なるみ 

６７  くらた共子，井坂 博文 

６８  くらた共子，井坂 博文 

６９  くらた共子，井坂 博文 



７０  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

７１  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

７２  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

７３  くらた共子，井坂 博文 

７４  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

７５  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

７６  くらた共子，井坂 博文 

７７  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

７８  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

７９  くらた共子，井坂 博文 

８０  くらた共子，井坂 博文 



８１  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

８２  くらた共子，井坂 博文 

８３  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

８４  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

８５  くらた共子，井坂 博文 

８６  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

８７  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

８８  くらた共子，井坂 博文 

８９  くらた共子，井坂 博文 

９０  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

９１  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 



９２  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

９３  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

９４  くらた共子，井坂 博文 

９５  くらた共子，井坂 博文 

９６  
くらた共子，井坂 博文 

玉本なるみ，あああああ 

９７  樋口 英明，加藤 あい 

９８  樋口 英明，加藤 あい 

９９  樋口 英明，加藤 あい 

１００  樋口 英明，加藤 あい 

１０１  樋口 英明，加藤 あい 

１０２  樋口 英明，加藤 あい 



１０３  樋口 英明，加藤 あい 

１０４  樋口 英明，加藤 あい 

１０５  樋口 英明，加藤 あい 

１０６  樋口 英明，加藤 あい 

１０７  やまね智史，あああああ 

１０８  平井 良人，やまね智史 

１０９  北山ただお，山本 陽子 

１１０  北山ただお，山本 陽子 

１１１  北山ただお，山本 陽子 

１１２  北山ただお，山本 陽子 

１１３  北山ただお，山本 陽子 



１１４  北山ただお，山本 陽子 

１１５  北山ただお，山本 陽子 

１１６  北山ただお，山本 陽子 

１１７  北山ただお，山本 陽子 

１１８  北山ただお，山本 陽子 

１１９  北山ただお，山本 陽子 

１２０  北山ただお，山本 陽子 

１２１  北山ただお，山本 陽子 

１２２  北山ただお，山本 陽子 

１２３  北山ただお，山本 陽子 

１２４  北山ただお，山本 陽子 



１２５  北山ただお，山本 陽子 

１２６  北山ただお，山本 陽子 

１２７  北山ただお，山本 陽子 

１２８  北山ただお，山本 陽子 

１２９  北山ただお，山本 陽子 

１３０  山中  渡，山田こうじ 

１３１  山中  渡，森田ゆみ子 

１３２  山中  渡，森田ゆみ子 

１３３  山中  渡，森田ゆみ子 

１３４  山中  渡，森田ゆみ子 

１３５  山中  渡，森田ゆみ子 



１３６  山中  渡，森田ゆみ子 

１３７  森田ゆみ子，井上けんじ 

１３８  森田ゆみ子，井上けんじ 

１３９  森田ゆみ子，井上けんじ 

１４０  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１４１  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１４２  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１４３  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１４４  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１４５  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１４６  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 



１４７  くらた共子，井坂 博文 

１４８  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１４９  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１５０  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１５１  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１５２  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１５３  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１５４  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１５５  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１５６  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１５７  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 



１５８  
山田こうじ，西村 善美 

ほり 信子，あああああ 

１５９  山田こうじ，やまね智史 

１６０  山田こうじ，やまね智史 

１６１  山田こうじ，やまね智史 

１６２  山田こうじ，やまね智史 

１６３  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 

１６４  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 

１６５  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 

１６６  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 

１６７  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 

１６８  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 



１６９  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 

１７０  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 

１７１  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 

１７２  
赤阪  仁，やまね智史 

西野さち子，あああああ 

 


