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有料会員限定  記事 今月の閲覧本数： 1 本  登録会員の方は月 10 本まで閲覧できます。

格差是正に一家言あり 

民間人の税調、資産課税など訴え 

　大学教授や弁護士らが税のあり方を議論する「民間税調」が動き出した。現在の政府や与党の税

制調査会が経済成長を重視するあまりに格差を拡大しかねないとして、国民に税制の代替案を示

す。格差を縮め、分厚い中間層の形成を目指す税のあり方を訴える。メンバーは民主党政権時代

の政府税調の委員や官僚が中心だ。税制を巡る議論で政府・与党の向こうを張る存在に成長でき

るか。

　「国民主権なのに“お上”に税を召し上げられる意識を変える抜本

改革の一歩にしたい」。共同代表として中心的な役割を担う三木義

一青山学院大教授（64）は設立の意義を強調する。

　三木氏は「日本の税金」「よくわかる税法入門」などの著作を持つ

法学者。日本人が税を“上納”する意識は憲法に「納税義務」が記さ

れたのが問題の発端と指摘する。「税は『公共サービスの対価』として国民が自ら選択すべきもの」

――。民間税調を通じこんな意識改革を進める考えだ。

　民間税調が重視するのは格差是正だ。三木氏と共同代表を務める水野和夫氏（61）は昨年のヒッ

ト本「資本主義の終焉と歴史の危機」の著者だ。証券エコノミストを経て現在は日大教授を務める。

先進国では金利がゼロに近くなり投資でもうけを生む資本主義の仕組みが限界に近づいていると

説く。成長しづらい時代になった今、資産課税などを通じて所得の再分配が必要との考え方はメン

バーに共通する。

　民間税調は２月設立。富裕層に富を集中させない税制の仕組みを考えようと、2014年春ごろから

メンバーが設立準備を進めてきた。世界的な格差拡大に警鐘を鳴らした仏経済学者のトマ・ピケテ

ィ氏の「21世紀の資本」のヒットも、設立の追い風になったという。

　定期的にシンポジウムを開きながら、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）などを通じ、

賛同者を募る。会費制にして政党や組織から影響を受けないようにするというが、気になるのはメ

ンバーの“民主党色”の濃さだ。

　三木氏は民主党政権で政府税調の専門家委員を務めた。水野氏も同じ時期に、内閣府の経済

財政分析を担当する大臣官房審議官を務めた。現政権の「アベノミクス」には批判的だ。

　メンバーの東工大非常勤講師の峰崎直樹氏（70）は民主党政権の財務副大臣。当時、法人税の

政策減税（租税特別措置）の透明化法の成立に向け奔走した。特定の企業や業界の税を優遇する

政策減税は、利用件数や利用額を長年、公表していなかった。自民党の税制調査会と経済界の癒

着の構図を作るものだとして、政権交代後の税制改正の目玉に据え、実現させた。

　延期された消費税率10％への引き上げは「予定通り上げるべきだった」と主張。「日本の税の国

民負担率は世界で見ても低水準。高齢化が進む中で社会保障制度を維持するには負担を求めな

いと」と語る。もともと民主党政権で決めた10％の引き上げに対し、民主党自身が見送りに傾いたこ

とに最後まで異を唱えた。国全体で1000兆円の借金を抱える現状から消費増税を唱えるメンバー

は多い。

　民間税調は格差是正のほかにグローバル経済での税の公平性も掲げる。この分野は弁護士の

志賀櫻氏（66）が中心。志賀氏も民主党政権で政府税調の納税環境整備小委員会の特別委員だっ

た。旧大蔵省（現財務省）出身で主税局の国際租税課長として経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）租税委

員会の日本代表も務めた。富裕層やグローバル企業がタックスヘイブンなどを使って租税を回避す

る現状の是正を求める提言をまとめる。
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主な市場指標

日経平均(円) 19,531.63 +11.62 1日 大引

NYダウ(ドル) 18,024.06 +183.54 1日 16:33
ドル/円 120.10  .14 +0.32円安 2日 5:43
ユーロ/円 134.55  .60 0.28円高 2日 5:43
長期金利(%) 0.360 +0.035 1日 15:33
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この記事を読んだ人によく読まれた記事

経済

配偶者控除、17年に新制度　首相が検討...

住生・富国も増配へ　大手生保、運用好調...

ＧＤＰ1.5％増予想　１～３月の民間1...

「完全雇用」近づく　賃金・物価上昇圧力に

温暖化ガス削減目標 首相、経済・環境・...

被災地の工場・設備向け補助金　復興庁、...

企業

スパコンで副作用予測、新薬開発安く　東大...

王子、中国で紙おむつ生産　製紙工場増強...

ルネサス初の最終黒字　15年３月期80...

三井住友・みずほ１割減益　15年３月期...

ダイキン、３期連続最高益　16年３月期...

ユニチャーム９％減益　１～３月営業、増...

国際

アジア８カ国、車販売足踏み　１～３月3...

米黒人男性死亡で６警官訴追　ボルティモア...

４月30～５月１日の安倍首相の動静

英二大政党、総選挙で過半数遠く　ともに...

スコットランド党に脚光　英総選挙、第３...

ネパール大地震１週間　死者6300人超...

政治

配偶者控除、17年に新制度　首相が検討...

日歯連会長ら任意聴取　東京地検、「迂回...

温暖化ガス削減目標 首相、経済・環境・...

ネパール支援、外務省が6.8億円追加

新教育長28％が任命　都道府県・政令市、...

最上進氏が死去　元参院議員

株・金融

米国株、ダウ反発し183ドル高　押し目買...

米国株、ダウが反発　急落後の押し目買い支...

ＮＹ商品、原油が反落　ドル高受け、金は一...

ロンドン株１日　続伸　25.32ポイント...

ロンドン外為1日　円は対ドルで続落

原油反発、60ドルに迫る　油田開発減や...

スポーツ

田中が途中出場、チームは勝利　スーパーラ...

吉村・石川組は銀　世界卓球混合ダブルス

ソフトバンク延長戦制す　オリックスは救援...

伊藤が五輪女王に惜敗　世界卓球、日本人最...

日本ハム11得点で大勝　ロッテのイ・デウ...

西武快勝、森が勝ち越し２ラン　楽天は３連敗

社会

住宅火災で７人死亡　秋田・湯沢、不明の３...

水俣病59年、救済巡り埋まらぬ溝　700...

大阪都構想、テレビ２番組で論戦　橋下氏と...

住宅火災で４人死亡　秋田・湯沢、一家７人...

日歯連会長ら任意聴取　東京地検、「迂回...

ＧＷ、火山敬遠 観光地ため息　風評被害...

新製品

倒れてもこぼれにくい電気ケトル　ドリテック

期間限定の抹茶味アイス　ハーゲンダッツジ...

畳んでカバンにしまえるポーチ　キングジム

透明感と若々しさ続く美容液　資生堂

ペン軸に蒔絵　スマホ操作に使える複合ペン

バランスとれたディーゼルの小型ＳＵＶ

おくやみ一覧はこちら 人事一覧はこちら

　明大の田中秀明教授（54）も財務省出身。社会保障を含めた財政支出の専門家だ。「財政の透明

性は日本は主要国で最下位。透明になっていないから国民が政府の予算を他人の財布とみてしま

う」。税と財政の一体改革の重要性を説く。

　このほか、税理士の青木丈氏（42）や静岡大名誉教授の土居英二氏（68）もメンバーだ。

　「民主党寄り」と指摘する声は多いが、三木氏は「一緒に活動しているわけではない」と反論。「得

票を意識しないことで長期的かつ客観的な議論ができる」と“無党派”を強調する。政府・党税調が

アベノミクスありきの議論を進めていることは否めない。政府が示す税制改正と比較検討できる案

があれば、国民も議論しやすくなる。民間税調が対抗軸を打ち出せるかに期待が集まる。

（経済部　飛田臨太郎）

「圏央道」で東名・中央・関越がつながる！注目の事業用地／ＵＲ都市機構

政府、キューバＯＤＡ拡充　 （2015/5/1付） 

（注目ニュース番付）日経平均、２万円近辺で揺れる （2015/5/1付） 

米、中ロを「最重点監視」 （2015/5/1付） 

（ウォール街ラウンドアップ）経済人「不動の同盟」築けるか （2015/5/1付） 

学校のＳＮＳ、試行錯誤 （2015/5/1付） 

日経ショッピング＆トラベルで宿泊先を検索

イノベーションが日常的に生まれる環境をつくる／日経スマートシティ

話題のレストラン、家電、スーツ、旅行…が衝撃価格【LUXA】でお得に贅沢体験

10万人突破！無料で分かる“あなたの適正年収”【日経キャリアＮＥＴ】
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サービスのご案内 最新情報はこちら
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日経スマートシティコンソーシアム

いまさら聞けない…ＥＭＳ、スマートグリッドって何？

記者がトライ　話題の職業、サービス…「やってみた」発売中

モバイルやメール等で電子版を、より快適に!

各種サービスの説明をご覧ください。

TwitterやFacebookでも日経電子版をご活用ください。

日経ヴェリタス [購読者限定サイト]

[PR] 一覧はこちら

明日をつむぐテクノロジー

エネルギー、ＩＣＴ、ヘルスケアをキーワー

ドに人と社会の未来を考える【日経BP

社】

日経電子版ＩＲフォーラム

個人投資家の皆様に、あらたな気付きを

お届けします。

金融経済 初歩からの質問

【まなぼう】日本株が急上昇している背景

と、今後の注意点について教えて（後編）

うつ病治療最前線

成人の15人に１人が経験するといわれる

うつ病の実態と治療法に迫る！／大塚

製薬

スマートシティ特集：持続可能な都市づくりの最前線
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新着

2020年、日本を待ち受けるのは危機か好機か

日本茶の魅力とそれを堪能する住まい

イアン・ブレマーが読む 世界の10大リスク

ビジネス

新しい脅威に企業の情報トップはどう備える

“クレイジー”を目指すクラフトビール界の雄

攻める経営と守る情報セキュリティーの矛盾

暮らし

千人に聞いた、働く女の「疲れ白書」

ビジネスマンはヨーグルトを“菌”で選ぶ

都心、大型、再開発、今注目の分譲物件が集結

ゆとり

チャーミングな男と服とは

2015年のマンション市況、専門家はどう読む

ジブリ映画「耳をすませば」に隠された名曲

地域

北海道 北海道の酪農家から牛乳を直接調達　きのとや子会社 （1日 10:16） 

東北 東北大発ベンチャーのＣ＆Ａ、医療機器用の結晶量産 （1日 10:17） 

関東・甲信越 オーケー光学、老眼鏡を主力事業に　活動派シニアに的 （1日 10:18） 

東京 東京都、リハビリの質向上へ研修　若手の理学療法士らに （1日 10:22） 

東海・北陸 化学品など譲渡・存続　江守グループＨＤが民事再生法申請 （1日 10:24）

近畿 大阪都構想、テレビ２番組で論戦　橋下氏と反対派市議 （2:07）

中国 島根・鳥取・愛媛の鉄道３社、観光客獲得へ連携 （1日 10:31） 

四国 穴吹興産、介護事業を拡大　高松の有料ホームを買収 （1日 10:33） 

九州・沖縄 水俣病59年、救済巡り埋まらぬ溝　700人出席し犠牲者慰霊式 （2:10）

イノベーションが日常的に生まれる環境をつくる／日経スマートシティ

いつ買うべきか　新築住宅購入の今を知る<新築マンション&一戸建て特集>

全国のおすすめ事業用地を検索！企業立地の総合支援サイト【事業用地ナビ】

[PR] トレンドウォッチ 一覧はこちら

【PR】

天気 日経の本

日経のイベント・セミナー

Ｗインパクト～明治ニッポンの美

4月4日～5月17日、東京・上野で

「片岡球子展」代表作勢ぞろい

5月17日まで、東京国立近代美術館

国際交流会議「アジアの未来」

5月21、22日開催、受講者募集中

日経TEST「全国一斉試験」

お申し込み受付中

あなたの住まいのお近くにある首都圏

の優良霊園情報が満載！

昭和13年創業以来、想いを込めたお墓

づくり一筋で歩んで参りました。一人で

も多くの方にご満足頂けるよう、心がけ

ています。

渋谷駅へ1駅2分！約２ｋｍ圏に全１９９

邸登場！即入居可

「駒場東大前」駅徒歩8分。多彩な間取

り全199邸。ホテルライクな内廊下など

共用施設充実！建物内モデルルーム

／グレンパーク駒場

「わが家、意外と高いかも？」→気にな

る資産価値は…

あなたのお家、今いくら？≪約60秒≫

のカンタン入力！ノムコムの不動産【無

料査定】で概算価格を今すぐチェック⇒
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