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研究開発法人―組織間の連携を急げ

「民間税調（税制調査会）」が発足した。納税やそれに伴う紛争
にかかわる税…

二つの独立行政法人「科学技術振興機構（ＪＳＴ）」と「宇宙航
空研究開発機…[続きを読む]
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「民間税調（税制調査会）」が発足した。納税やそれに伴う紛争にかかわる税理士や弁護士、
税制を研究する税財政分野の学者らのほか、一般の市民にも門戸を開き、皆で議論しながらあ
るべき税制を考えようという珍しい組織である。
今月上旬の初会合で決めた設立宣言では、真っ先に「格差を是正し、分厚い中間層を形成す
る税制と財政支出」を掲げた。
中心となる５人は、民主党の元国会議員をはじめ、同党の政権時に政策づくりに加わった人が
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多い。その主張もあいまって「民主党の別動隊」といった声が聞こえてきそうだが、ここは一般市

緑と洗練の街「宮崎台」

民の参加を求める姿勢、言わば「モノ言う納税者」を促すことの意義を考えたい。

南東向き中心のライフデザイン
レジデンス誕生！<東急不動産>

税制改革は、財務省が選んだ「有識者」からなる政府の税制調査会が理論面を検討し、与党、
とりわけ自民党の税制調査会が財務省とやりとりしつつ具体案を決める。その主役は、力の衰

エコカーという選択がアツい！

えをささやかれながらも、税制通を自任する一部のベテラン議員だ。肝心の納税者は蚊帳の外と

ヨーロッパではエコカーが当たりまえ？

言っても過言ではない。
もちろん、議会制民主主義・議院内閣制のもとでは、国民の多数の支持を得た与党と内閣が税
制を決め、選挙を通じて審判を仰ぐのが基本だが、納税者の影があまりに薄い。

「いつもの旅」を「もっといい旅」に。
エースJTB流”旅の過ごし方”

ペットの通院費が高くてびっくり？！
家族の命のため、考えようお金のこと

納税者側に「税金を取られる」意識ばかりが強まり、「税金を納め、国や自治体に必要なサービ
スをさせる」という、主権者としての意識が乏しいのも、そんな税制の決定過程が一因と言えまい

ハンサムマザーなリカちゃんの着こなし

か。

お人形を通じて子どもに伝えるオシャレ

納税者の「被害者」意識は、財政のあり方に影響する。

朝日新聞×マイナビ転職の厳選求人情報
クロスメディアならではの情報が満載

税金を取られるという感覚では、負担と給付を一体で考えることは期待できず、「負担は少な
く、給付は多く」となりがちだ。そこに選挙での勝利を最優先する政治家の姿勢が重なるとどうな

アクセスランキング

もっと見る

るか。国の借金総額が１千兆円を超えた財政難の、根っこにある構図である。
首相のヤジ「どっちが総理なんだ」 民主・
枝野氏

そんな状況を、「モノ言う納税者」への試みを通じて改めていけないか。

皇太子さま５５歳 記者会見全文

税制についてどんどん声をあげる。負担と給付の全体に目を光らせ、政府・与党が決めた税制

自衛隊配備「賛成」多数 沖縄・与那国の
住民投票

や予算に点数を付けつつ、新たな注文を出す。そんな循環を作りたい。

辺野古移設反対派を米軍拘束 刑特法違
反容疑で県警逮捕

民間税調の中心メンバー５人の間では、消費税率の１０％超への引き上げの是非など、一致し
ない点もあるようだ。そうした違いを隠さず、一般の参加者も交えて意見を戦わせてほしい。

見晴らす流氷、エゾシカ草をはむ 厳冬の
北海道

徹底的な議論こそが「モノ言う納税者」への出発点である。
ソーシャルランキング

もっと見る
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坂東三津五郎さん死去

覚える力を維持したい 東大卒、齋藤教授(５３歳)も飲む！サントリー
3

天声人語・社説だけまとめて読むなら
朝日新聞に掲載される「社説」と、人気コラム「天声人語」、「ひと」を、過去３か月分まとめてお
読みいただけます。
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子どもを撮ろう ママ写真講座にご招待

朝日新聞の社説で英語を学ぶ
朝日新聞の社説を「The Asahi Shimbun AJW」掲載の英文と比較して読むことで、時事英語の
トレーニングができます。英文タイピングの練習機能もついています。
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2月22日は「猫の日」

「女性ゼロ」地方議会、２割超 朝日新聞調査 (05:43)

人類をトリコにする猫グッズ

「世界一幸福な国」移民めぐる悩み デンマーク連続テロ (03:07)
ブック・アサヒ・コム

元ＡＶ女優、元新聞記者

皇太子さま５５歳 「謙虚に過去を振り返って」 (05:01)

『身体を売ったらサヨウナラ』

シリアの飛び地からトルコ兵救出 「イスラム国」が包囲 (23:38)
坂東三津五郎さん死去 ５９歳、膵臓がん闘病中 (20:15)
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証言そのとき

宮内義彦さん 官の壁 民の道：６

世界中を旅した写真家が見た特別な絶景

改革は遅々として進んでいる。皮肉をこめて言った。でも
振り返ってみれば、びくともしない規制があった。

学べば、みえてくる 通信で、まなぶ

ニュースのおさらい

あなたのアイデアが福島の希望になる。

明日香村に謎の溝、古墳か
時の天皇や権力を持っていた豪族のお墓の一部かもし
れないとの意見が出ています。
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イマドキの中学入試 問題に挑戦！
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就活朝日 なりたい自分へ踏み出そう！
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