
2017/11/27 新「⽬的税」浮上 必要性があいまいだ:社説:中⽇新聞(CHUNICHI Web)

http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2017112702000113.html 1/3

天気 ウーマン 環境 住まい 就職・転職 進学・教育 旅⾏ 相談 囲碁・将棋 暮らし 医療 イベント

地域のニュース 愛 知 岐 ⾩ 三 重 静 岡 ⻑ 野 福 井 滋 賀 ⽯ 川 富 ⼭

⼀⾯ 社会 政治 経済 マーケット 国際 特報 スポーツ 特集・連載 社説・コラム 動画

ツイート 0

１０分の時間割

⼦どもたちに新聞の教育的価値を
 「体感」してもらう実験ムービー
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社説
2017年11⽉27⽇

新「⽬的税」浮上 必要性があいまいだ

 疑問だらけの新税が⼗分な説明もなしに決まっていいはずはない。政府・与党が来年度税制改正で検討
を始めた「観光促進税」と「森林環境税」は必要性すら曖昧である。安直な増税に反対する。

 どうしても出費が必要であるなら、家計をやりくりして⼯⾯するだろう。本当に優先順位が⾼い施策と
いうのであれば、新税をつくる前に、まずは予算を組み替えて財源を確保するのが筋だ。

 観光促進税は、訪⽇観光客のほか、出張や旅⾏に出かける⽇本⼈までもが出国するたびに⼀⼈千円ず
つ、航空券代に上乗せして徴収される⽅向で議論が進む。

 観光財源の確保が⽬的なのに、なぜ外国⼈観光客だけでなく国⺠も負担させられるのか。受益と負担の
原則すら曖昧である。

 訪⽇客の拡⼤に⾎道を上げ、観光⽴国を成⻑戦略の柱にしようという官邸の強い意向から、政府内の議
論もそこそこに⼀気に流れが決まったからだ。国税としては⼆⼗七年ぶりの新税だが、先⽉投開票の衆院
選の前にも後にも、負担を強いる国⺠に謙虚で丁寧な説明などはないのである。

 昨年の訪⽇客は約⼆千四百万⼈、⽇本⼈出国者は約千七百万⼈だった。この数字を基にすると税収は年
四百億円に上り、観光庁の当初予算の⼆倍に匹敵する。その四割が⽇本⼈出国者の負担だ。

 多⾔語による観光案内表⽰やネット通信環境が不⼗分など観光⾯の課題はある。だが、本当に必要性が
⾼いのなら既存の予算で優先されるはずである。

 観光庁を所管する国⼟交通省は、公共事業予算だけで五兆円ある。そのわずか１％を削れば確保できる
額だ。

 森林環境税も同じことがいえる。住⺠税を納める約六千⼆百万⼈から年間千円を徴収する案が有⼒だと
いう。地球温暖化防⽌や国⼟保全が⽬的というが、多くの地⽅⾃治体がすでに似たような税を徴収してい
る。温暖化ガス削減の設計で後れをとるわが国で、どう役⽴てるのか疑問は解消しない。

 さらに⼤きな問題がある。⼆つの税は使い道を限定する特定財源が想定される。無駄遣いの温床といわ
れ、⻑く新設されなかったものだ。負の象徴だった道路特定財源は必要のない道路を建設したり、マッサ
ージチェアに化けたりして批判を浴びた。

 省庁や族議員の既得権益となり、時代に逆⾏する。丁寧な説明の努⼒もなしに、新たな負担など到底受
け⼊れられるものではない。

この記事を印刷する

中⽇新聞・北陸中⽇新聞・⽇刊県⺠福井 読者の⽅は で豊富な記事を読めます。
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暮らしの⼩さな悩みや疑問に専⾨家が無料でお答えします︕／中⽇教えてナビ
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最新記事 記事⼀覧

第39回⽥⼝福寿杯 中⽇⻄濃駅伝

2018年2⽉18⽇（⽇）
 ⼤垣市浅中公園陸上競技場

AICHI 脱 ワースト

この世界から交通事故をなくしたい
 みんなで取り組む⼤きなチャレンジ

名古屋モーターショー2017特集

中部地区最⼤のクルマとバイクの祭典
 トヨタ、⽇産、スバルブースを紹介

新聞で学ぼう作⽂コンテスト

世の中に役⽴つ⾃販機をつくるなら?
 応募資格 ⼩学校4年⽣以上、中学⽣

ＴＯＫＡＩウオーク２０１７

名古屋と松阪の史跡、名所を巡り
 地元の魅⼒を再発⾒するウオーキング

あいち⼥性の活躍促進サミット

〜⼥性の活躍こそ成⻑のカギ〜

チャレンジふくしまフォーラムin東海

〜ふくしまの今、未来へのチャレンジ〜
 

ＮＩＥ親⼦応援隊＆⾼校⽣新聞

・親⼦で「新聞の教材活⽤」を実践
 ・⾼校⽣が「特別新聞の制作」に挑戦

新聞で学ぼうキャンペーン

⾒て、聞いて学ぶキャンペーン。
 様々なイベントを実施します。

JIMOキャラ総選挙2017

最終結果の発表はこちらから︕
 多くの投票ありがとうございました

enjoy★本屋さん

活字を愛していて、本が好きで、
 本屋さんで元気をもらう⼈たちへ

中⽇ハウジングセンター

会場を訪れる前にチェック︕
 モデルハウスの「あれこれ」わかります

オリジナルアプリ「中⽇AR」

撮影すると新聞が動き出す︕︖
 AR技術を使ったアプリで新体験︕

中⽇教えてナビ

暮らしの⼩さなお悩みや疑問に、
 その道の専⾨家が無料でお答えします

就職・転職
中部の求⼈情
報を毎⽇更新

旅⾏
旅する前にぶ
らっ⼈へ︕︕

環境・エコ
中部の環境情
報やコラムを
発信

⼤学・教育
中部地区の⼤
学進学・教育
情報

販売店へのリンク集

⽂化センター
東海地域に21
拠点ある⽂化
センター

中⽇劇場
中⽇新聞社直
営。多彩な演
⽬が魅⼒

折り込みチラ
シ
チラシ･ポステ
ィングならコ
チラ

中⽇ツアーズ
求めている旅
が
ここにはあり
ます

新「⽬的税」浮上 必要性があいまいだ（11⽉27⽇）

メルケル⽒苦境 欧州の安定にかかわる（11⽉27⽇）

あいまいな⽇本の私たち 週のはじめに考える（11⽉26⽇）

東海第⼆原発 延命は割に合わない（11⽉25⽇）

チーム解決⼒ 素直に喜んで良いのか（11⽉25⽇）

森友検査報告 聞きっ放しは許されぬ（11⽉24⽇）

⾼齢者の再犯 福祉との連携で防げ（11⽉24⽇）

⼈⽣百年、定年は何歳︖ 勤労感謝の⽇に考える（11⽉23⽇）

テロ国家再指定 北朝鮮は⾃滅を選ぶな（11⽉22⽇）

⼈⼯知能搭載 ロボットにも９条あり（11⽉22⽇）

【PR】 イチオシ情報

CHUNICHI Web提供サービス
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