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◆SUMMARY◆

税制が円滑に実施されることは極めて重要であるが、これまでその現状と課題を概括的に
議論したものは少ない。そこで、本稿では、申告納税制度の下で税制の円滑な実施を支えて
いる要因の現状と課題を、関係資料の計数を使用しつつ、概括的に示すとともに、その課題
に対する優先的に検討すべき制度的対応策を示している。
具体的には、税制の円滑な実施を支えている要因として、①申告納税制度における納税者、
税務執行当局、税理士がその役割を実施する能力と、②申告納税制度を補充する税制上の仕
組みが重要であることを示した上で、まず、②に関して、
「人的所得控除制度」や「源泉徴収
制度に基づく申告不要制度」などの税制上の仕組みと、その仕組みによる申告納税制度の現
状を示している。次に、①に関して、納税者のうち事業者と当局の能力の現状を評価した上
で、税制の円滑な実施を確保するためには、事業者の申告・納税に係る能力（特に、記帳習
慣に係る能力）と、当局の調査・滞納整理に係る能力を補強することが必要であり、それら
の課題に対する優先的に検討すべき制度的対応策として、ⓐ必要経費に係る「概算控除制度」
の導入、ⓑ当局の資料情報収集体制の強化、ⓒ源泉徴収制度の拡充・導入があることを、ⓐ
の具体策やⓑの強化の全体的方向性や検討課題などとともに示している。
なお、本稿は、筆者が税大ジャーナル 19 号（2012 年）に発表した「税制の円滑な実施に
大きな影響を与えている要因についての概論」を再考・発展させたものである。
（税大ジャーナル編集部）
キーワード：税制の円滑な実施、制度的対応策、税務行政、税務執行、納税環境整備

本内容については、全て執筆者の個人的見解であり、
税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式
見解を示すものではありません。
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Ⅰ はじめに

が十分にできないこと、②税制の円滑な実施

税制が円滑に実施されることは極めて重要

に関する議論が多岐にわたるため、概括的に

である。このため、その現状と課題を概括的

課題の重要度や対策の有効性が議論されると

に把握した上で、税制の円滑な実施が確保さ

いうよりは、その時々の関心の高い課題を中

れていない場合には、その対応策を検討・実

心として、実現可能性を重視して、その対応

施していく必要がある。しかし、これまで税

策が税制改正の納税環境整備の項目などの中

制の円滑な実施に関して概括的に議論したも

で議論されてきたこと、などがあげられる。

のは少ない(1)。その理由としては、①従来の

本論の目的は、近年の税制の円滑な実施に

租税法の議論が、租税実体法、租税手続法、

関連する動向や論考(3)を踏まえた上で、申告

租税訴訟法、租税罰則法という枠組み(2)の中

納税制度の下で税制の円滑な実施を支えてい

で解釈論を中心として議論されることが多く、 る要因の現状と課題を概括的に示すとともに、
このような枠組みの中では上記のような議論

その課題に対する対応策として、税制改正に
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よる制度変更を伴う対応策（以下「制度的対

ことによって、税制の円滑な実施が確保され

応策」という）の必要性と、優先的に検討す

ることになるため、これらの役割を実施する

べき制度的対応策を示すことにある。なお、

能力は税制の円滑な実施に大きな影響を与え

筆者は 2012

年に拙稿(4)で税制の円滑な実施

ている。一方、申告納税制度の下で税制の円

に関して論じているが、本論は当該拙稿を再

滑な実施を確保するために、税制は、所得者

考しつつ発展させたものである。この検討に

がすべての所得を申告・納税するようには仕

当たっては、納税者の数も多く、その申告・

組まれておらず、そこには、低額な所得者を

納税に係る能力に大きな差がある所得税を中

申告・納税の義務から除外したり、特定の所

心に行う。このため、本論では、納税者は個

得に関して自ら申告・納税することなく納税

人、税務執行当局は国税庁、法は所得税法を

が終了する仕組みなどが組み込まれていると

指すこととする。なお、税務執行当局の能力

見ることができる。具体的には、後記Ⅱで詳

に関する検討では、所得税法の実施に係る能

述するが、
「人的所得控除制度」や「源泉徴収

力に限定していない。

制度に基づく申告不要制度」などの仕組みで

次に、本論での検討の前提となる基本的考

ある。これらの税制上の仕組みも、多くの所

え方を整理する。第一は、
「税制が円滑に実施

得者の申告・納税を不要にしたり代替したり

されている」とはどのような状態をいうのか

しているため、税制の円滑な実施に大きな影

についてである。税制の基本原則とされてい

響を与えている。従って、
「税制の円滑な実施

る、①公平、②中立、③簡素のうち、「簡素」

を支えている要因」としては、①申告納税制

は税制の実施面からの原則であり、具体的に

度における納税者、税務執行当局、税理士が

は納税者にとっての手間（納税に伴うコスト

その役割を実施する能力と、②申告納税制度

（納税協力費）
）
と課税を行う際の行政コスト

を補充する申告・納税に直接的に影響を与え

（税務行政コスト）が小さいことをいうとさ

る税制上の仕組み、が重要である。また、こ

れている(5)。このことに着目して、本論では、

れまでの税制の円滑な実施に関する議論の際

「税制が円滑に実施されている」とは、納税

に、①の能力のうち、納税者や税務執行当局

者の負担（納税協力費としての負担。以下同

の能力については、
明示的な検討が行われず、

様）と税務執行当局の負担（税務行政コスト

その能力は常に十分にある（100％ある）こ

としての負担。以下同様）が負担可能な範囲

とを前提にする場合も多かったように思われ

に収まっている中で、税制が適正・公平に実

るため、それらの現状の評価は特に重要であ

施されている(6)、別な言い方をすると、納税

る。

者の申告・納税が確実なものとなっている状

第三は、本論では、現行の税制の基本的な

況をいう、とする。

課税要件の枠組みの中で対応策を検討すると

第二は、
「税制の円滑な実施を支えている要

いうことである。税制の円滑な実施を確保す

因」
として何に着目するのかについてである。

るためには、適正・公平な課税の実現に向け

税制の円滑な実施の前提となる申告納税制度

て経済社会の変化に対応した課税要件の見直

の下では、納税者には自ら申告・納税する役

しを行って、納税者の税制に対する信頼を確

割がある。
また、
税務執行当局と税理士には、

保していくことも重要である。具体的には、

納税者の申告・納税を支援する役割があり、

最近の経済のデジタル化に伴う国際課税上の

加えて、当局には、納税者の申告・納税が適

課題へ対応するための課税要件の見直しの検

正に行われていない場合にそれを是正する役

討(7)などがあげられる。しかし、本論では、

割もある。これらの役割が適切に実施される

このような観点からの検討は対象外としてい
3
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る。

局の申告納税制度における役割を確認した上

最後に、これまでの論考と本論との関係に

で、当局に負の影響を与えている外部環境の

ついてである。冒頭でも指摘したように、こ

要因と、当局によるその厳しい外部環境に対

れまで税制の円滑な実施に関して概括的に論

する業務の効率化の取組みを概観する。
次に、

じたものは少ないが、増井良啓教授は、
「税務

それらを踏まえた上で、当局がその役割を実

執行の理論」の中で、
「税務執行」を「租税制

施する能力の現状を評価して、その能力に係

度を現実に動かす作用を広く指すもの」と定

る課題として、当局の二つの役割を実施する

義した上で、税務執行に関するアプローチと

能力のうち、調査・滞納整理の的確な実施に

しては、①法律家のアプローチ、②エコノミ

係る能力を補強することが必要であることを

ストのアプローチ、③ポリシーメイカーのア

示す。
更に、
その課題に対する対応策として、

プローチがあるとしている。このうち、③の

制度的対応策の必要性と、優先的に検討すべ

アプローチについては、
「シャウプ勧告は、納

き制度的対応策として、当局の資料情報収集

税協力や税務行政の役割を重視していた」こ

体制の強化があることを、その強化の全体的

とや「IMF や世銀は、税務執行についてアド

な方向性と検討課題とともに示す。Ⅴでは、

バイスを行っている」ことなどをあげて、
「こ

上記Ⅲ、Ⅳの検討を踏まえて、税制の円滑な

のような活動から生まれる成果の中には、実

実施を確保するための制度的対応策を概括的

際の経験に基づく有益な知恵が含まれている

に整理するとともに、上記以外の優先的に検

ことが多い」としている(8)。このアプローチ

討すべき制度的対応策として、源泉徴収制度

の代表的なものとしては、税制調査会で行わ

の拡充・導入があることを、その検討が必要

れている納税環境整備に関する議論などがあ

な場面とともに示す。

げられると思われる(9)。増井教授の整理と上

なお、税制の円滑な実施を支えている要因

記のような本論の基本的考え方を踏まえると、 として、税理士の役割は重要であるが、その
本論は、税務執行の理論のポリシーメイカー

役割を実施する能力の現状と課題については、

のアプローチからの概論と位置付けることが

近年の税制の円滑な実施に関連する動向を踏

できると考えており、本論の副題にもそのこ

まえても、上記拙稿での論点を補充するもの

とを示した。

はないので、本論では省略する。

このような基本的考え方を前提にして、Ⅱ
では、申告納税制度を補充する税制上の仕組

Ⅱ 申告納税制度を補充する税制上の仕組み

みと、その税制上の仕組みによる申告納税制

と申告納税制度の現状

度の現状を概観する。Ⅲでは、まず、納税者

ここでは、表題に関して、1 でその税制上

の申告納税制度における役割を確認した上で、 の仕組みについて概括して、2 でその税制上
納税者のうち事業者に焦点を当てて、事業者

の仕組みによる申告納税制度の現状について

がその役割を実施する能力の現状を評価して、 概観する。
その能力に係る喫緊の課題として、その記帳
習慣を前進させることが必要であることを示

１ 申告納税制度を補充する税制上の仕組み

す。次に、その課題に対する対応策として、

申告納税制度の下での納税者の役割は、自

制度的対応策の必要性と、優先的に検討すべ

ら申告・納税することであるが、自ら申告・

き制度的対応策として、必要経費に係る「概

納税するためには、①税制に関する知識の習

算控除制度」の導入があることを、その具体

得、②経済取引の記録、③それらに基づく申

策とともに示す。Ⅳでは、まず、税務執行当

告書の作成・提出・納税を行うことが必要に
4
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．．．．．．．
なる。しかし、これらをすべての所得者が自

る源泉分離課税制度・源泉徴収制度(17)、ⓗ上

ら行うことを前提として税制を組み立てるこ

場株式等の配当所得等に関する源泉徴収制

とは、納税者の負担だけでなく税務執行当局

度・申告不要制度（選択した場合）(18)、ⓘ上

の負担も大きくなる(10)ため、税制の円滑な実

場株式等の譲渡所得に関する特定口座制度

施の観点からは問題がある。このため、実際

（選択した場合）
・申告不要制度（特定口座制

の税制には、申告納税制度を補充する申告・

度の源泉徴収口座を選択した場合）(19)などが

納税に直接的に影響を与える税制上の仕組み
．．．．．．．．
として、①低額な所得者を申告・納税の義務
．．．．．．
から除外する仕組み、
②特定の所得に関して、
．．．．．．．．．．．．．．
その所得者が自ら申告・納税を行うことなく
．．．．．．．．．．
納税の義務が終了する仕組み、③特定の所得

ある。

に関して、一部の納税を先行させた上で、そ

申告・納税を行うことなく納税が終了するこ

の所得者が自ら申告・納税する仕組みなどが

とを目指した制度である。特に、ⓓの制度に

組み込まれていると見ることができる。
上記①の仕組みとしては、ⓐ基礎控除・扶

は、年末調整制度が加えられており、より源

養控除・配偶者控除等の「人的所得控除制度」

ⓕの申告不要制度は、他の制度における当該

(11)、ⓑ譲渡所得、一時所得、山林所得に係る

所得についてだけの申告不要制度とは異なり、

「特別控除制度」(12)、ⓒ給与所得、退職所得、

当該所得以外の一定額以下の他の所得がある

公的年金等に係る「所得計算上の所得控除制

場合でも申告不要とする制度であり、よりそ

度」(13)などがある。ⓒの制度は、低額な所得

の効果を高めるものとなっている。これらの

者だけを対象としたものではないが、ⓐの制

中で、ⓓ、ⓕの制度は、下記 2(1)で概観する

度と相まって低額な所得者の申告・納税の義

ように、上記ⓐ、ⓒの制度と相まって、就業

務を除外している点に着目してここに分類し

者の 9 割を占める雇用者と、雇用者数の 7 割

ている。これらの制度は、理論的な理由や政

となる公的年金等受給者の多くが、自ら申

策的な理由で設けられた制度であるが、結果

告・納税を行うことなく納税が終了する効果

として、自発的な申告・納税を確保すること

をもつものであり、納税者（雇用者、公的年

が困難な多数の低額な所得者を申告・納税の

金等受給者）と税務執行当局の負担を大きく

義務から除外する効果をもつものであり、納

軽減している点で、税制の円滑な実施の観点

税者と税務執行当局の負担を大きく軽減する

から重要な税制上の仕組みといえる。また、

点で、税制の円滑な実施の観点から重要な税

ⓓの制度は、下記 2(2)で概観するように、雇

制上の仕組みといえる。

用者の多額な納税を制度的に確実なものとし

上記②のⓓ、ⓔ、ⓕの制度は、
「所得計算上
の所得控除制度」（概算控除制度）(20)により
源泉徴収の精度を高めるとともに、申告不要
制度を導入することによって、所得者が自ら

泉徴収の精度が高められている。また、ⓓ、

上記②の仕組みとしては、
「源泉徴収制度に

ている点も併せると、特に重要な制度といえ

基づく申告不要制度」などがあり、具体的に

る。

は、ⓓ給与所得に関する給与所得控除制度を

上記②のⓖ、ⓗ、ⓘの制度は、金融所得一

前提とした源泉徴収制度・年末調整制度・申

体課税の文脈の中で整備されてきたものであ

告不要制度(14)、ⓔ退職所得に関する退職所得

るが、特に、雇用者や公的年金等受給者が金

控除制度を前提とした源泉徴収制度・申告不

融所得を得ている場合でも、これらの制度に

要制度(15)、ⓕ公的年金等に関する公的年金等

よって申告不要となるため、上記ⓓ、ⓕの制

控除制度を前提とした源泉徴収制度・申告不

度による自ら申告・納税を行うことなく納税

要制度(16)、ⓖ利子所得（一般利子等）に関す

が終了する効果を支えている制度といえる。
5

税大ジャーナル 2020.10

この点で、これらの制度は、税制の円滑な実

す直接的な計数はないため、いくつかの計数

施の観点から重要な税制上の仕組みといえる

を使って、全体的な影響と、雇用者と公的年

(21)。なお、ⓘの制度は、上場株式等の譲渡を

金等受給者への影響を概観する。

行う納税者が特定口座とその中で源泉徴収口

表 1 の 2018 年の就業者数、公的年金実受

座を選択した場合に、その譲渡代金の本来の

給権者数から課税対象となり得る収入を得て

支払者である譲受人ではなく、仲介者である

いる人員を大まかに推計する(22)と、表 1 の

金融商品取引業者等が所得計算とそれに基づ

「
（参考）課税対象となり得る者」
欄で示した、

く源泉徴収を行うというものである。この制

9,900 万人程度(23)となる。これに対して、表

度は、この点で、本来の支払者が源泉徴収を

2 の 2018 年分申告所得税の人員は 2,219 万

行うという通常の源泉徴収とは異なる制度で

人でその 2 割に過ぎない。この課税対象とな

あるが、今後の税制の円滑な実施を確保する

り得る者と申告人員との差の 7,700 万人程度

ための制度的対応策を検討する際に留意すべ

は、基本的には、収入を得ているが所得はマ

き制度である。

イナスとなっている者か、上記 1 の①と②の

上記③の仕組みとしては、ⓙ「源泉徴収制

仕組みによって申告を行う必要がなくなった

度」
（上記②に属するものを除く。以下同様）

者と考えられ(24)、制度的な要因としての①と

がある。この制度は、上記②の仕組みとは異

②の仕組みによる影響は大きいと推測される。

なり、これだけで所得者による申告・納税が

次に、表１の就業者 6,664 万人の 9 割を占

終了せず、自らが申告・納税する必要がある

める雇用者 5,936 万人に対して、表 2 の給与

が、一部の納税を確実なものとする効果をも

所得に係る申告人員は、主たるものと従たる

つ制度である。この制度は、このような限定

もの(25)を合わせて 1,190 万人でその 20％に

的な観点からではあるが、一部の納税を制度

過ぎない。この差の 4,750 万人程度（全申告

的に確実なものとするとともに、そのことに

人員の 2.1 倍程度）は、主に、上記１の①の

よって税務執行当局の負担を軽減している点

ⓐの「人的所得控除制度」とⓒの「給与所得

で、税制の円滑な実施を確保するための税制

に係る所得計算上の所得控除制度」及び上記

上の仕組みといえる。

1 の②のⓓの「給与所得に関する給与所得控
除制度を前提とした源泉徴収制度・年末調整

２ 申告納税制度を補充する税制上の仕組み

制度・申告不要制度」の仕組みにより削減さ

による申告納税制度の現状

れた人員と考えられる。また、表 1 の雇用者

ここでは、上記 1 で概括した申告納税制度

数の７割となる公的年金実受給権者数 4,067

を補充する申告・納税に直接的に影響を与え

万人に対して、表 2 の雑所得に係る申告人員

る税制上の仕組みが、申告納税制度の現状に

は、主たるものと従たるものを合わせて 909

与えている影響について、申告者数と税額の

万人でその 22％に過ぎない。雑所得の中には

観点から概観する。

公的年金等以外の所得も含まれるが、それに
係る申告人員に関する計数はない。このため、

（1）
税制上の仕組みが申告者数に与える影響

実態と大きなずれはないと推測されるが、雑

まず、上記１の①の仕組みの「人的所得控

所得はすべて公的年金等に係る所得と仮定す

除制度」や「所得計算上の所得控除制度」な

ると、この差の 3,160 万人程度（全申告人員

どと、②の仕組みの「源泉徴収制度に基づく

の 1.4 倍程度）は、主に、上記１の①のⓐと

申告不要制度」などが、申告者数に与えてい

ⓒの「公的年金等に係る所得計算上の所得控

る影響について概観する。これらの影響を示

除制度」及び上記 1 の②のⓕの「公的年金等
6
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に関する公的年金等控除制度を前提とした源

以上のことから分かるように、申告納税制

泉徴収制度・申告不要制度」の仕組みにより

度の基本は納税者自らが申告・納税すること

削減された人員と考えられる。この差は、こ

であるが、所得税に関しては、上記 1 の①と

の仮定によって少な目になっていることに留

②の仕組みによって、申告納税制度の実態が

意する必要がある。なお、これらの差につい

大幅に修正されていることが分かる。特に、

ては、上記１でも指摘したように、上記 1 の

雇用者と公的年金等受給者の申告に関しては、

②の金融所得に係るⓖ、ⓗ、ⓘの制度によっ

これらの仕組みによって大幅に申告人員が削

て支えられているが、これら金融所得に係る

減されている。別な言い方をすると、このよ

制度による申告者数への影響を示す計数はな

うな税制上の仕組みによって、所得税に係る

いため、主に、①のⓐとⓒ及び②のⓓとⓕの

税制の円滑な実施が確保されていると言うこ

仕組みによる影響として整理している。

とができる。

表 1 2018 年就業者数、雇用者数、公的年金実受給者数等

（人員：万人）

就業者①
区分

15 歳以上人口

人員

11,101

うち 65 歳以上②

うち雇用者

公的年金実受
給権者③

862

5,936

4,067

6,664

（参考）課税対
象となり得る
者①-②+③
9,900 程度

（総務省統計局「労働力調査」(26)、厚生労働省年金局「平成 30 年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」より作成）

表 2 2018 年分申告所得税所得種類別人員

（人員：万人、構成比：％）

区分

事業所得

不動産所得

給与所得

雑所得

その他

合計

主たるもの①

375

158

1,036

583

67

2,219
（100.0）

①の構成比

16.9

7.1

46.7

26.3

3.0

100.0

従たるもの②

74

170

154

326

199

計①+②

449

328

1,190

909

266

（参考）①の
うち還付申告
をした者③

87

14

733

441

30

1,304
（58.8）

③の構成比

6.7

1.0

56.2

33.8

2.3

100.0

（国税庁「平成 30 年度統計年報」より作成）

（注）
（ ）内は人員①の合計に対する構成比。

次に、表 2 の 2018 年分申告所得税の所得

めている点である。公的年金等受給者は、今

種類別人員の状況に関して、二つの点を指摘

後の高齢化の進展によって更に増加すること

しておきたい。一つ目は、上記のような状況

が予想されることを踏まえると、申告人員の

であるにもかかわらず、給与所得に係る申告

多さという点からは、雇用者と公的年金等受

人員（主たるもの。以下同様）は全体の 47％、

給者の円滑な申告・納税の確保が、税制の円

また、雑所得に係る申告人員は全体の 26％を

滑な実施の観点からは重要な課題であるとい

占めており、両者を併せると全体の 73％を占

える。二つ目は、還付申告人員が申告人員全
7
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体の 59％を占めており、また、そのうち、給

申告・納税を確保するという観点から評価で

与所得に係るものが 56％、雑所得に係るもの

きる税制改正であるといえる。

が 34％を占めており、両者を併せると還付申
告人員全体の 90％を占めている点である。こ

（2）税制上の仕組みが税額に与える影響

のことから、申告納税制度の実態は、税額を

ここでは、上記 1 の②の仕組みと、③の仕

納める者が中心の制度ではなく、雇用者や公

組みの「源泉徴収制度」が、税額に与える影

的年金等受給者を中心とした税額の還付を求

響について概観する。まず、表 3 の 2017 年

める者が多数を占める制度となっているとい

度の所得税の税収（決算額）を見ると、申告

える。このことは、今後の税制の円滑な実施

所得税 3.3 兆円に対して源泉所得税 15.6 兆円

を確保するための制度的対応策を検討する際

であり、所得税は税額面からは源泉徴収制度

には留意すべき点である。

によって支えられている税であるといえる。

最後に、上記１の①と②の仕組みに係る税

また、源泉所得税の税額は、消費税よりは小

制改正が、申告件数に与える影響について確

さいが法人税よりは大きく、税収の大きな柱

認する。当該仕組みは、申告を行う必要のあ

になっている。

る者を大幅に削減しているため、当該仕組み

次に、表 4 の 2018 年分源泉徴収税額を見

に係る税制改正は申告件数に大きな影響を与

ると、給与所得に係るものは 11.2 兆円であり、

える（後記Ⅳ2 図 2 参照）
。具体的には、2005

全体の 60％でその大宗を占めている。このこ

年に老年者控除の廃止、公的年金等控除の引

とより、上記 1 の②のⓓの制度が、税制の円

下げ(27)が行われた際には、所得税確定申告書

滑な実施の観点だけでなく、雇用者の多額な

提出件数は、2004 年分の 2,167 万件から 2005

納税を制度的に確実なものにしているという

年分の 2,318 万件と 151 万件（7％）増加し

観点からも重要な役割を果たしていることが

た。一方、2011 年に一定の公的年金等所得者

分かる。また、公的年金等所得は報酬・料金

に係る申告不要制度の導入 (28)が行われた際

等所得に含まれるが、報酬・料金等所得に係

には、2010 年分の 2,315 万件から 2011 年分

るものの額は 1.2 兆円で全体の 7％に過ぎな

の 2,185 万件と 130 万件（6％）減少した。

いことからすると、上記 1 の②のⓕの制度の

このため、当該仕組みに係る税制改正につい

税額面からの重要度はあまり大きくないと考

ては、特に、申告件数が大幅に増加すること

えられる。

が予想される場合には、納税者と税務執行当

金融所得関係では、配当所得に係るものが

局の負担が負担可能な範囲に収まるかどうか

4.6 兆円で全体の 25％と給与所得に係るもの

について十分な検討が必要である。なお、後

に次いで大きい。ただし、この計数には個人

者の税制改正については、今後の高齢化の進

に対するものだけでなく法人に対するものも

展を踏まえると、公的年金等受給者の円滑な

含まれている(29)ことに留意する必要がある。

表 3 2017 年度租税及び印紙収入決算額（一般会計）

（金額：億円、構成比：％）

所得税
区 分

法人税
源泉所得税

金額
構成比

相続税

消費税

その他

合 計

申告所得税

156,271

32,544

119,953

22,920

175,139

81,048

587.875

26.6

5.5

20.4

3.9

31.1

13.8

100.0

（国税庁「平成 29 年度統計年報」より作成）
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表 4 2018 年分源泉徴収税額

区 分

金額
構成比

（金額：億円、構成比：％）

特定口座内
保管上場株
利子所得等 配当所得
給与所得
式等の
譲渡所得等

退職所得

報酬・料金 非居住者
等所得
等所得

計

3,673

45,686

3,737

111,800

2,302

12,115

6,936

186,250

2.0

24.5

2.0

60.0

1.2

6.5

3.7

100.0

（国税庁「平成 30 年度統計年報」より作成）

なお、後記Ⅴで、申告納税制度を補充する

く記録されていることが必要となる。特に、

税制上の仕組み等を参考にして制度的対応策

事業者においては、日々いろいろな経済取引

の概括的整理を行う。

を行っているため、日々の経済取引の記録、
すなわち、日々の経済取引の記帳が不可欠で

Ⅲ 納税者がその役割を実施する能力の現状

ある。このため、事業者が自ら正しく申告す

と優先的に検討すべき制度的対応策

るためには、②の経済取引の記録が特に重要

ここでは、表題に関して、1 で納税者の申

である。

告納税制度における役割と事業者における記

一方、申告納税制度の下で税制の円滑な実

帳習慣の重要性について確認し、2 で納税者
．．．
のうち事業者に焦点を当てて、事業者がその

施を確保していくためには、納税者が自ら正

役割を実施する能力の現状を評価して、その

容が正しいことを必要に応じて税務執行当局

能力に係る喫緊の課題として、記帳習慣を前

が確認し、正しくない場合には是正していく

進させることが必要であることを示す。3 で

ことも必要である。一般的に、経済取引の記

その課題に対する対応策として、制度的対応

録のない事業者に対して当局が行う申告内容

策の必要性と、優先的に検討すべき制度的対

の確認は、それがある者に対するより手間と

応策として、必要経費に係る「概算控除制度」

時間を要し、しばしば困難なものとなる。こ

の導入があることを、その具体策とともに示
．．．
す。4 で納税者がその役割を実施する能力の

のため、当局によるこのような者に対する申

現状を評価する。

合には、税に対する納税者の公平感の維持が

しく申告することだけではなく、その申告内

告内容の確認・是正が的確に実施されない場
困難となり、ひいては税制の円滑な実施が確

１ 納税者の申告納税制度における役割と事

保できないことになる。従って、当局が的確

業者における記帳習慣の重要性

に事業者の申告内容を確認・是正していくた

申告納税制度における納税者の役割は、前

めにも、上記②の経済取引の記録が重要であ

記Ⅱ1 で示したように、自ら申告・納税する

る。

ことであり、そのためには、①税制に関する

以上のことから分かるように、申告納税制

知識の習得、②経済取引の記録、③それらに

度の下で税制の円滑な実施を確保していくた

基づく申告書の作成・提出・納税を行うこと

めには、特に事業者による経済取引の記録、

が必要となる。税を申告するという行為は、

すなわち、記帳習慣の確立が不可欠である。

実際の経済取引を基礎として、税法の規定に

このため、1947 年に我が国に申告納税制度が

従って所得金額と税額を計算していく行為で

導入された際に、法人も含めた事業者の記帳

あるため、その前提として、経済取引が正し

習慣が十分でなかったことを踏まえ、シャウ
9
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プ勧告に基づいて、1950 年に青色申告制度が

始記録から始まってそれを所得計算に結び付

所得税法、法人税法に導入された。青色申告

けたものが申告所得であるということが制度

制度とは、法人も含めた事業者（個人では、

的に明確にされ、社会的に確認されれば、給

不動産所得、事業所得又は山林所得（以下「事

与所得者と事業所得者との間に見受けられる

業所得等」という）を生ずべき業務を行う者）

対立感ないし摩擦感の解消に役立つことにな

のうち税務署長に承認申請書を提出して承認

ると思われる」(37)とされており、その導入の

を受けた者に対して、帳簿書類を備え付けて

背景には、記帳と帳簿書類の保存が義務化さ

これに取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を

れていないことによる、給与所得者の事業所

保存することを義務付ける(30)一方で、それに

得者に対する不公平感を解消することもあっ

基づいて正確に所得を計算する者に対しては

たことが示唆されている。当該制度は、2014

税制上の特典を与える制度である。個人の青

年 1 月からはその対象者の所得制限が撤廃さ

色申告者が備え付ける帳簿書類については、

れており、すべての事業所得等を生ずべき業

法人の場合とは異なり、その記帳能力や負担

務を行う白色申告者に記帳と帳簿書類の保存

に も 配 慮 し て、 ① 正 規の簿 記 に よ る 記 帳

が義務化されている。
ただし、
青色申告制度、

（ 1950 年 から）、② 簡易帳簿 による記帳

当該制度とも義務違反の場合の罰則はなく、

年から）(31)、③承認を受けた一定の

青色申告の場合には青色申告の承認取消しが

小規模事業者による現金主義での記帳（1967

できるが、白色申告の場合にはそのようなも

年から。②より更に限られた帳簿による記帳）

のはなく、課税処分は推計課税(38)で行うこと

(32)の三類型が設けられており、無理のない形

になる。

（1953

で記帳ができるよう制度的な対応が行われて

上記の白色申告者に対する記帳・帳簿等保
存制度が 2014 年から全面的に義務化された

いる。
その後、1984 年からは、税負担の公平確保

ことは、記帳習慣の確立という観点からは非

を図る納税環境整備の一環として(33)、一定の

常に重要な転換点である。実際に記帳習慣が

所得のある事業所得等を生ずべき業務を行う

この義務化によって前進したかどうかは別と

白色申告者(34)に対する記帳・帳簿等保存制度

して、この前後では、記帳習慣の確立に関し

が導入された。当該制度は、帳簿を備付けて

て、所得税法の目指す世界が大きく異なるこ

これに取引のうち総収入金額及び必要経費に

とに留意する必要がある。すなわち、現行の

関する事項を青色申告の簡易帳簿よりも更に

所得税法は、すべての事業所得等を生ずべき

簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿書

業務を行う者が記帳と帳簿書類の保存を行う

類を保存することを義務付けるものである

ことを求めているのであり、当然のこととし

(35)。当該制度導入の位置付けについては、記

て、所得税法の解釈や記帳習慣の確立に向け

録及び記帳に基づく申告納税制度の整備は、

た対応策の検討は、まずはこのことを前提と

「新たな義務の創設ではなく、本来、申告納

する必要がある。

税制度に内在している納税者の責務を明確化
しようとするもの」(36)であるとされており、
申告納税制度が導入されてから 30 年以上が

２ 事業者がその役割を実施する能力の現状
と課題

経過して、申告納税制度の下での税制の円滑

．．．
上記 1 を踏まえて、納税者のうち事業者に

な実施に不可欠な記帳と帳簿書類の保存が

焦点を当てて、事業者がその役割を実施する

「納税者の責務」として義務化されたことに

能力の現状を評価する。事業者がその役割を

なる。また、当該制度導入に当たっては、
「原

実施する能力、すなわち申告・納税に係る能
10
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力については、当該能力を直接的に示す計数

割合を所得階層別に見ると、所得階層が高く

はない。このため、申告納税制度における事

なるに従って同割合も高くなり、500 万円超

業者の記帳習慣の重要性を踏まえて、事業所

1,000 万円以下で 82％、1,000 万円超で 93％

得等を生ずべき業務を行う者の中から、事業

と高い割合になっているが、300 万円以下で

所得者(39)（納税額あり）（統計資料の関係か

は 52％に留まっており、所得階層が低いほど

ら 2007

年分以前は営業等所得者(40)（納税額

記帳習慣の確立が困難となっている。なお、

あり）
）の青色申告者割合（年分）（以下「青

所得階層 300 万円以下の事業所得者数は全体

色申告者割合」という）をその代理変数とし

の 59％を占めている。一方、図 1 にあるよう

て評価する。この場合、白色申告の事業所得

に法人の青色申告普及割合 (43)（事務年度末

者（納税額あり）で記帳と帳簿書類の保存を

（事務年度は 7 月から翌年 6 月まで。以下同

行っている者が含まれないことになるが、こ

様）
）は、1975 年頃に 90％程度になりその後

のような者は、青色申告控除(41)等の税制上の

は横ばいで推移している。

特典のある青色申告に移行することが予想さ

従って、筆者としては、事業者の申告・納

れるため、実態との大きなずれは生じないと

税に係る能力の現状については、長期間にわ

考えられる。このため、白色申告者の記帳割

たる頭打ちの状況を脱して近年は微増傾向に

合を示す計数はないことを考え併せると、限

あるものの、多くの事業者の能力は法人と比

られた計数の中では妥当な代理変数であると

べるとかなり低いと評価している。このよう

考える。
図 1 にあるように、青色申告者割合は、青

に、実際の所得税の申告納税制度は、十分な

色申告制度が導入された 1950 年の 4％から

者を抱えている制度であるといえる。また、

上昇したが、1965 年頃から 1995 年頃までは

このことは、前記Ⅰで指摘した、納税者がそ

50％程度で頭打ちになり、2000 年頃からは

の 役 割 を 実 施す る 能 力は常 に 十 分 に あ る

微増傾向(42)ではあるが 2018 年で 62％に過ぎ

（100％ある）ことを前提にしてはいけない

ない。また、表 5 の 2018 年分の青色申告者

ことを示すものでもある。

申告・納税に係る能力を持たない多くの事業

図１ 営業等所得者・事業所得者（納税額あり）の青色申告者割合と法人の青色申告普及割合の推移
（割合：％）
100
80
60
40
20
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018
営業等所得者（納税額あり)

事業所得者（納税額あり）

法人

年

（国税庁「日本における税務行政（平成 15 年版）
」(44)、
「統計年報」
、
「事務年報」(45)より作成）
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表 5 2018 年分所得階層別事業所得者（納税額あり）の青色申告者割合

所得階層

人員①

青色申告者数②

（人員：万人）

青色申告者割合
②/①

人員①の合計人
員に対する割合

300 万円以下

99.1

51.6

52%

59%

500 万円以下

37.4

25.3

68%

22%

1,000 万円以下

21.6

17.7

82%

13%

1,000 万円超

10.3

9.5

93%

6%

合計

168.4

104.0

62%

100%

（国税庁「平成 30 年度統計年報」より作成）

以上のような事業者の申告・納税に係る能

適用回避者」
、③「調査等非協力者」という「制

力の現状の評価を踏まえると、事業者の当該

裁を回避したいというグループ」に対応する

能力を補強することが、税制の円滑な実施を

者である(46)。

確保する観点からの課題である。特に、この

このような事業者は無申告者になる場合が

課題の中でも、税制の円滑な実施に不可欠な

多いが、彼らを生み出している背景には、記

事業者の記帳習慣を前進させることは、喫緊

帳と帳簿書類の保存を行わないことが、必ず

の課題である。あえて、これを喫緊の課題と

しも彼らの不利にならないことがあげられる。

したのは、記帳と帳簿書類の保存を行ってい

具体的には、税務執行当局による税務調査が
ない事業者が未だ多数存在することに対して、 行われた場合でも、①記帳と帳簿書類の保存
．．．．
有効な対応策を見いだせない状況を継続して
を行わないことに対する直接的な罰則や過少
きたことによって、税制を公平に実施すると

申告加算税等の加重措置がないこと、②記帳

いう観点から申告納税制度に大きな歪みを生

と帳簿書類の保存を行わない方が、当局によ

じさせていると考えるためである。具体的に

る重加算税の賦課や、推計課税による正確な

は、このことによって、上記 1 で指摘した、

税額の把握が困難になること、③現行の推計

白色申告者に対する記帳・帳簿等保存制度の

課税は、
「真実の税額」に近づける手法である

導入の背景にあった給与所得者の事業所得者

ため、推計課税による税額が実際の税額より

に対する不公平感が、未だに解決されていな

も大きくなった場合には、根拠を示せば「実

いだけでなく、事業者の中に、税務執行当局

額反証」を行うことができること、などがあ

からの課税処分という制裁を回避するために

げられる。
③の推計課税に関する文脈の中で、

意図的に記帳と帳簿書類の保存を行わない者

佐藤英明教授は、
「本当に狡猾な納税者は、実

（帳簿書類が保存されているにもかかわらず

額で所得額等を計算した上で推計課税による

税務調査の際に提示しない者を含む。以下同

処分を待ち、処分の示す税額が実額よりも多

様）を生み出すことによって、より大きな不

ければこれを争い……、少なければ処分を受

公平感を生じさせていると考えるためである。 け入れる、という行動をとるのが、最も合理
酒井克彦教授が、青色申告者が増えない理由
的である」として、このような「狡猾な納税
の一つとしてあげている「積極的理由に基づ

者」を生じさせている現在の「推計課税を実

く青色申告不選択者」
、すなわち、①「計画的

額課税とは別の性質のものと位置付け、
かつ、

過少申告者・無申告者」
、②「制裁措置・罰則

制裁の性格もあわせ持つような制度とするな
12
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ど、推計課税を実額主義の軛から解き放つ制

されるⓐのグループに対して、当局による更

度設計が求められる」としている(47)。この「狡

なる記帳指導や税務調査によって、
「納税者の

猾な納税者」も上記の意図的に記帳と帳簿書

責務」
としての記帳習慣を前進させることが、

類の保存を行わない事業者の一類型と考えら

納税者や当局の負担の観点から適切であるの

れる。
最後に、白色申告者に対する記帳・帳簿等

か、である。二つ目は、ⓑのグループに対し

保存制度が 1984 年に導入され、2014 年から

このグループの記帳習慣を前進させることが、

て、
当局が税務調査を強化することによって、

全面的に義務化された効果について確認する。 当局の負担という観点から適切であるのか、
上記でも指摘したように、制度の対象となる

である。

白色申告者が記帳と帳簿書類の保存を行うこ

筆者としては、上記の論点に対する回答と

とになれば、青色申告控除等の税制上の特典

しては、どちらも「適切ではない」と考える。

のある青色申告に移行すると予想される。し

その理由としては、この課題に対して有効な

かし、図 1 からも分かるように、2000 年頃

対応策を見いだせない状況が継続してきたこ

以降の青色申告者割合は微増傾向にあるもの

とを踏まえると、納税者だけでなく、後記Ⅳ

の、1984 年、2014 年を境にした大きな変化

2 で確認するような厳しい外部環境の中にあ

は見られない。このため、この予想を前提と

る税務執行当局に更なる負担を求めていくこ

した場合には、これらは記帳習慣に目立った

とは困難であると考えるためである。特に、

効果を与えていないと考える。

ⓑのグループに対しては、推計課税であって
も、帳簿書類の保存がない中で合理的な推計

３ 優先的に検討すべき制度的対応策－必要

方法によって真実の税額を明らかにしていく

経費に係る「概算控除制度」の導入－

ことは、通常の調査に比べて極めて困難なも

上記 2 で、事業者の記帳習慣を前進させる

のとなるため、当局の負担は非常に大きなも

ことが、喫緊の課題であることを示したが、

のとなっている。従って、両グループの記帳

そのための対応策について検討する。上記 2

習慣を前進させる、納税者や当局が負担可能

で示した状況を踏まえると、この課題に対す

で、
有効な制度的対応策の検討が必要である。

る対応策を検討する際には、記帳と帳簿書類

また、その検討の際には、併せて、多数の小

の保存を行わない事業者を、ⓐ意図的でない

規模零細事業者から構成されるⓐのグループ

者とⓑ意図的な者に分けて検討する必要があ

の申告所得の正当性にどのように法的根拠を

る。上記 2 で確認したように小規模零細事業

与えていくのか、についての検討も必要にな

者であっても青色申告者はいるが、ⓐのグル

る。

ープは主に小規模零細事業者から構成され、

優先的に検討すべき制度的対応策を検討す

また、人員としても多数いると考えられる。

る際の参考となるのは、2005 年 6 月の税制

このように二つのグループに分けた上で、

調査会・基礎問題小委員会の「個人所得課税

まず、この課題に対する対応策として、制度

に関する論点整理」で提言されている、事業

的対応策の検討が必要かどうかについて検討

所得に関する、必要経費に係る正しい記帳の

する。その際の論点は、制度的対応策以外の

場合の実額控除とそうでない場合の「概算控

対応策をとった場合に、納税者と税務執行当

除」という、必要経費に係る「概算控除制度」

局の負担が負担可能な範囲に収まるかどうか

である。「論点整理」では、
「現在、情報技術

に関する、次の二つに整理できると考える。

の進展により、それほど困難を伴わず事業所

一つ目は、多数の小規模零細事業者から構成

得者が記帳を行い得る環境が整ってきている。
13
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事業所得について、売上げ、必要経費の記帳

実額による場合より不利なものとし、それ以

に基づく申告納税の趣旨の重要性を再認識す
．．
る必要がある。簡素な税制を構築する狙いか

外の事業者に税務調査の際に適用される「概

ら、事業所得に関しては、実額での必要経費

算控除」を選択した場合に適用される経費率

は正しい記帳に基づく場合のみ認めることと

より更に不利なものとする。更に、この制度

し、そうではない場合には一定の『概算控除』

の位置付けを踏まえて、課税処分で「概算控

のみを認めるとの仕組みを導入することも考

除」を適用された場合には、それ以降の「実

えられよう」(48)（圏点筆者）と提言している。

額反証」は認めないこととする。
本制度には、

また、
「記録及び記帳に基づく申告制度」に関

実額計算を基本とする所得税法上の原則との

して、
「申告納税制度の定着、
記帳水準の向上、

関係をどのように整理するのかといった理論

情報技術の進展といった状況を踏まえ、記帳

的論点や、経費率を合理的根拠に基づいてど

義務について、申告納税制度の本旨に則した

のように決めていくのかといった技術的論点

見直しを行うべきである。
事業所得について、

などがある。
筆者としては、
前者については、
．．
記帳習慣を前進させることを目的とした政策
．．．
．．．．
的措置という本制度の位置付けと、記帳と帳
．．．．．．．．．．
簿書類の保存が義務化されている中で調査の

算控除」の経費率は、小規模零細事業者が「概

……必要経費に係る『概算控除制度』を導入
すれば、記帳水準が自ずと向上していくこと
が期待されよう」(49)としている。このように、
．．
「論点整理」では、簡素な税制を構築する観

際に帳簿書類に基づいた説明責任を果たさな

点から、事業所得に関して、
「実額での必要経

かった場合にだけ適用されるという本制度の

費は正しい記帳に基づく場合のみ認めること

仕組みにより、また、後者については、消費

とし、そうではない場合には一定の『概算控

税の簡易課税制度を参考にすることにより、

除』
のみを認めるとの仕組み」
の導入により、

解決できると考える。また、不公平感の増大

記帳水準の向上を目指すことを提言している。 という申告納税制度に与える歪みの大きさや、
上記の「論点整理」の提言と数少ない先行

制度対象者を当面は限定するという観点から、

研究(50)を参考としつつ、納税者や税務執行当

一定規模以上の事業者が、税務調査の際に帳

局に過度の負担とならずに、上記の両グルー

簿書類の保存又は提示がない場合に「概算控

プの記帳習慣を前進させる対応策になり得る

除」による課税処分を行うことができるとい

必要経費に係る「概算控除制度」の具体策と
しては、以下のような制度が考えられる。す

う制度を先行させることも考えられる。
いずれにしても、事業者の記帳習慣に関し

なわち、事業所得に関して、小規模零細事業

て、現行の所得税法の目指す世界と現実が大

者に対して、必要経費に係る実額と「概算控

きく乖離しており、そのような状況が継続し

除」との選択制を導入した上で、
「概算控除」

てきたことによって、税制の公平な実施の観

を選択した小規模零細事業者以外の事業者が、 点から申告納税制度に大きな歪みを生じさせ
ていると思われる現状を考えると、今一度、
税務調査の際に帳簿書類の保存又は提示がな
い場合には、
税務署長は推計課税とは別に
「概

必要経費に係る「概算控除制度」の導入を基

算控除」による課税処分を行うことができる

本にした制度的対応策を検討していく必要が

という制度である。この制度の位置付けは、

あると考える。

記帳習慣を前進させることを目的とした政策

最後に、白色申告者に対する記帳・帳簿等

的措置とする。また、
「概算控除」を選択した

保存制度の全面的な義務化を決定した 2011

小規模零細事業者に適用される経費率は、記

年度税制改正大綱において、
「白色申告者に記

帳習慣を前進させることが目的であるため、

帳が義務化されることを踏まえ、今後、正し
14
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い記帳を行わない者の必要経費についてどの

ピークとして微減傾向になり、2018 年には

ように考えるか」について、
「今後検討を行い
ます」とされていた(51)ことを政策関係者は思

19％になっていることが分かる。上記の通り、
．
税務署等支援分には地方公共団体や税理士会

い起こす必要があると考える。

支援分が含まれるが、これらの支援分に大き
な影響を与える制度改正もなく、また、税務

４ 納税者がその役割を実施する能力の現状
．．．
上記 2 では、事業者に焦点を当てて、事業

署支援分の計数に大きな増減もないため、税
．
務署等支援分の計数についても税務署支援分

者の申告・納税に係る能力の現状を評価した
．．．．．
が、ここでは、納税者全体の申告・納税に係

と同様の傾向であると推測される。これらの
ことより、2013 年頃からの税理士支援分と税
．
．．
務署等支援分の合計は微減傾向であることが

る能力の現状を評価する。
上記 2 で評価した事業者と同様に、納税者

推測されるため、この間の納税者作成分は微
．．
増傾向であると推測される。従って、筆者と

全体の当該能力についても、それを直接的に
示す計数はない。このため、納税者が申告書

しては、納税者全体の申告・納税に係る能力
．．
の現状の評価としては、最近は微増傾向であ

を提出する場合には、①税理士の支援を受け
る場合（以下「税理士支援分」という）
、②税
．
．
務署等の支援を受ける場合（以下「税務署等

ると評価している。この評価は、上記 2 の事

支援分」という）
、③納税者自身で作成する場
合（以下「納税者作成分」という）
、の三つの

様である。
なお、表 6 に参考として、納税者が国税庁

場合があることに着目して、納税者作成分の

ホームページ（以下「国税庁 HP」という）

傾向を推測することによって、納税者全体の
．
能力を評価する。上記の税務署等支援分の中

の所得税等の確定申告書作成システムである

には、税務署だけではなく地方公共団体や税

ーナー」という）で作成した所得税確定申告

理士会の支援を受けた者もいる。しかしなが

書の提出人員の割合（年分）を示している。

ら、これらの者の申告書の提出割合を示す資

この計数は、納税者自身が自宅から ICT（
「作

料については、2011 年の税制調査会の研究会

成コーナー」
）
を利用して作成した申告書の提

の報告に、「所得税の確定申告については、

出人員の割合であり、上記の納税者作成分の

99％の市町村において、申告書総数の概ね 2

内数である。この割合は、2008 年に 10％で

割程度の収受（税務署への取り次ぎ）を行っ

あったが、その後、急速に増加しており、2018

ている」との記述があるなど(52)の他には見当

年では 27％になっている。この推移からは、

業者の申告・納税に係る能力の評価と概ね同

「確定申告書等作成コーナー」
（以下「作成コ

．
たらない。このため、税務署等支援分をとり

納税者自身が申告書を作成する際の ICT の

あえず税務署支援分だけとして、税理士支援

利用が急速に進展していることが分かる。し

分を所得税申告書の税理士関与割合（年度）
、

かしながら、上記のように納税者作成分は微

税務署支援分を税務署で作成された所得税確

増傾向に留まっていると推測されることより、

定申告書の提出人員の割合(53)（年分）として、

それが納税者全体の申告・納税に係る能力の

表 6 にこれらの計数の推移を示す。

向上を示していないと考えられる。すなわち、

表 6 からは、2012 年からの限られた計数

これまで納税者自身で申告書を作成していた

ではあるが、税理士支援分は、20％前後のほ

者の中で、ICT の利用が急速に進展している

ぼ一定の水準で推移していることが分かる。

と考えられるということである。この点につ

一方、税務署支援分は、2008 年の 16％から

いては、納税者全体の当該能力の現状を評価

微増傾向であったものの、2013 年の 23％を

する際には留意すべき点である。
15
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表 6 所得税確定申告書の税理士支援分、税務署支援分の構成比の推移

（単位：％）

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018年

税理士支援分

-

-

-

-

19.2

19.5

19.9

20.0

20.2

20.2

20.3

税務署支援分

16.1

19.7

21.4

22.2

22.7

23.3

23.2

22.6

21.8

20.9

19.3

9.9

11.1

12.3

14.0

15.1

16.4

18.0

19.8

21.6

24.0

26.9

区

分

（参考）
国税庁 HP 作成
コーナー作成分

（財務省「国税庁実績評価書」(54)、国税庁「所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」
[報道発表資料] (55)より作成）

Ⅳ 税務執行当局がその役割を実施する能力

るが、納税者の中には、税制に関する知識や

の現状と優先的に検討すべき制度的対応策

申告書の作成・提出・納税についての経験が

ここでは、表題に関して、1 で税務執行当

十分でない者も多くいる。このため、税制の

局の申告納税制度における役割を確認し、2

円滑な実施を確保するためには、納税者の申

で当局に負の影響を与えている外部環境の要

告・納税を支援するための体制の整備が必要

因について、3 で当局によるその厳しい外部

となる。具体的には、ⓐ納税者一般を対象と

環境に対する業務の効率化の取組みについて

した申告・納税に係る情報提供と、ⓑ個々の

概括する。次に、4 で当局がその役割を実施

納税者を対象とした税務相談への対応や申告

する能力の現状を評価して、その能力に係る

支援などである。我が国においては、これら

課題として、当局の調査・滞納整理の的確な

の役割を税務執行当局と税理士が担っている。

実施に係る能力を補強することが必要である

②については、税制の円滑な実施を確保す

ことを示した上で、5 でその課題に対する対

るためには、調査・滞納整理の的確な実施が

応策として、制度的対応策の必要性と、優先

必要である。この点については、前記Ⅲ1 で

的に検討すべき制度的対応策として、当局の

指摘したように、税務執行当局による申告内

資料情報収集体制の強化があることを、その

容に対する確認・是正が的確に実施されない

強化の全体的な方向性と検討課題とともに示

場合には、税に対する納税者の公平感の維持

す。

が困難となり、ひいては税制の円滑な実施が
確保できなくなるためである。また、この点

１ 税務執行当局の申告納税制度における役割

については、
滞納整理についても同様である。

国税庁の主な任務は、財務省設置法 19 条
により、
「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴

２ 税務執行当局に負の影響を与えている外

収の実現を図ること」とされている。この任

部環境の要因

務を達成するために、税務執行当局は種々の

上記 1 で示した税務執行当局の二つの役割

役割を担っているが、申告納税制度の下で税

については、税理士も行うものを除いて当局

制の円滑な実施を確保するための重要な役割

が担っている。このため、これらの役割が当

としては、①納税者に対する申告・納税に係

局によって円滑に実施されることが、申告納

る支援と、②調査・滞納整理の的確な実施が

税制度の下で税制の円滑な実施を確保するた

ある。

めには重要である。しかしながら、近年、当

①については、申告納税制度の下では、納

局がこれらの役割を果たしていく上で、負の

税者が自ら申告・納税を行うことが基本とな

影響を与えている二つの外部環境の要因が増

16
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を別資料から見ると、2008 年に 5％程度で

大している。

あったものが、2017 年には 3.2％に減少して

第一は、業務の量・質両面での負荷の増大

おり、同様の傾向を示している(60)。

である。具体的には、業務の量の面での申告
件数の増加傾向と、業務の質の面での調査・

第二は、定員の増加の困難化である。我が

滞納整理事案の複雑・困難化の進展という負

国の財政事情は大変厳しく、上記のような業

荷の増大である。まず、業務の量の面での計

務の量・質の両面での負荷の増大にもかかわ

数として、図 2 にある所得税確定申告書提出

らず、定員の増加が困難となっている。国税

件数（年分）の推移を見る。その件数は、近

庁の定員（年度末）は、1997 年の 57,202 人

年、増加傾向にあり 2008 年の 2,369 万件が

をピークとして 2006 年までの 9 年間に

ピークとなっている(56)。その後、前記Ⅱ2(1)

1,040 人程度減少し(61)、図 2 にあるように、

で指摘したように、2011 年の一定の公的年金

その後 2011 年まで微増したが、その後再び

等所得者に係る申告不要制度の導入によって

600 人程度減少して、2018 年は前年から若干

大幅に減少したが、
最近、
また増加傾向となっ

増加したものの 55,724 人(62)に留まっている。

ている。次に、
業務の質の面での計数として、

そして、これらの外部環境の要因の増大は、

図3

の調査関係事務割合(57)（事務年度）と調

我が国の人口減少・少子高齢化の進展や右肩

査等件数(58)（事務年度）の推移を見る。経済

上がり経済の終焉、また、これらに伴う国の

取引のグローバル化・ICT 化などに伴い調

財政の悪化や働き方・家族のかたちの多様化、

査・滞納整理事案の複雑・困難化が進展して

更には、経済取引のグローバル化などといっ

いる結果として、国税庁の定員が減少してい

た我が国の経済社会の大きな変化に起因して

る中で、調査関係事務割合は増加させている

いる面があると考えられる。このため、これ

ものの、調査等件数は減少しており、国税通

らの要因が短期的に解消するとは考えられず、

則法（以下「通則法」という）の改正に伴う

中長期的にもこの傾向は継続していくことが

税務調査手続の変更（2013 年 1 月（2012 事

予想され、税務執行当局は、このような厳し

務年度）より実施）後の減少を補いきれてい

い外部環境に中長期的に直面しながら、その

ない状況にある。また、法人実調率(59)の推移

役割を果たしていく必要があるといえる。

図 2 国税庁定員と所得税確定申告書提出件数の推移

（財務省「国税庁実績評価書」(63)より作成）
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図 3 調査関係事務割合、調査等件数、追徴税額の推移

（財務省「国税庁実績評価書」(64)より作成）

３ 税務執行当局による厳しい外部環境に対

便の向上と業務の効率化を目指すものである。

する業務の効率化の取組み

また、②に関しては、既存の事務の流れを見

税務執行当局としても、上記のような厳し

直すことにより、更なる ICT の活用やアウト

い外部環境の変化については、定員の増加の

ソーシングを行えるようにすることによって、

困難化が明確になってきた 2005 年頃から明

業務の効率化を目指すものである
（
「内部事務

確に認識するようになったと思われる(65)。そ

の一元化」は併せて納税者利便の向上も目指

して、その頃から、当局は、そのような変化

すものである）
。更に、③に関しては、調査・

の中で、上記 1 で示したその役割を引き続き

滞納整理を的確に実施するために、調査に関

果たしていくためには、個々の業務の効率化

しては、組織的な強化の必要な重点分野の確

の積み重ねだけではなく、組織全体を視野に

認を行うとともに、富裕層による資産運用の

入れた戦略性を持った対応が必要であるとの

多様化・国際化への対応や国際的租税回避行

考え方の下に、業務の効率化に向けた各種取

為への対応といった重点分野を踏まえて、調

組みを継続的に行ってきている。
具体的には、

査体系の見直しや人的資源の投入を行うこと

①納税環境整備に係る取組み（納税者サービ

などによって、業務（調査・徴収事務）の効

スに係る ICT の活用、「税務相談の集中化」

率化を目指すものである。①、②、③の取組

（下記 4 で詳述）など）
、②内部事務に係る

みの全体としての位置付けは、①の取組みに

取組み（「内部事務の一元化」(66)、総務関係

よって納税者利便の向上を図りつつ、①、②

事務の効率化など）
、③調査・徴収事務に係る

の取組みによる業務の効率化によって振向け

取組み（重点分野を踏まえた調査体系の見直

可能な人的資源を生み出し、それを③の取組

しや人的資源の投入、調査以外の手法の活用

みによるものも含め、調査・滞納整理の重点

など）などである（以下、これらの取組みを

分野に投入するというものである(67)。
また、税務執行当局は、2017 年 6 月に「税

「これまでの取組み」という）
。それぞれの取

組みの業務の効率化に関する基本的考え方は、 務行政の将来像－スマート化を目指して－」
を公表している(68)。そこでは、当局を取り巻

①に関しては、ICT の活用等により納税者利
18
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く環境の変化についての認識を示すとともに、 年に拙稿(70)で既に論じており、また、後者の
ICT やマイナンバーなどの活用により、ⓐ

取組みについては関係資料が公表されている

ICT 社会に対応した
「納税者の利便性の向上」

ため、
その詳細についてはここでは省略する。

と、ⓑ「課税・徴収の効率化・高度化」によ

「これまでの取組み」の上記①の納税環境整

る富裕層に対する適正課税の確保や国際的租

備に係る取組みの近年の進展状況については、

税回避への対応といった重点課題への的確な

下記 4 で確認する。

対応を目指して、スマート化した税務行政の
具体的な将来像（ⓐに関しては、①カスタマ

４ 税務執行当局がその役割を実施する能力

イズ型の情報の配信、②税務相談の自動化、

の現状と課題

③申告・納税のデジタル化の推進。ⓑに関し

上記 2、3 を踏まえて、税務執行当局がそ

ては、①申告内容の自動チェック、②軽微な

の役割を実施する能力の現状を評価する。ま

誤りのオフサイト処理、③調査・徴収での AI

ず、当局がその役割を実施する能力の現状を

活用。おおむね 10 年後のイメージ）を示し

評価する際に、着目すべき要因としては、上

て、その実現に向けた取組みを開始している

記 2 で指摘した、当局に負の影響を与えてい

（以下、これらの取組みを「新たな取組み」

る「業務の量・質両面での負荷の増大」と「定

という）。また、これらの取組みの中には、税

員の増加の困難化」
という外部環境の要因と、

務署の内部事務や行政指導事務の集中処理な

上記 3 で示した当局による「業務の効率化」

どの業務改革を推進するという、
「これまでの

の要因がある。このため、当局の能力が十分

取組み」の上記②の内部事務に係る取組みに

にあるかどうかは、基本的には、当局による

対応するものも含まれている。この「新たな

「業務の効率化」によって、上記の外部環境

取組み」は「これまでの取組み」を踏襲した

の負の影響を補うことができるかどうかで決

ものであり、当局を取り巻く厳しい外部環境

まってくると考えており、例えば、外部環境

に対する認識だけでなく、業務の効率化に向

の負の影響があまりにも大きい場合には、当

けた取組みの枠組みや各取組みの全体として

局による「業務の効率化」の努力が最大限に

の位置付けなどは共通していると考えられる。 行われているとしても、当局の能力は十分に
大きく異なる点は、近年における ICT・AI

あるとはいえない状況になることがあると考

の進展やマイナンバー制度の導入を強く意識

える。また、このことは、前記Ⅰで指摘した、

して、それらを税務行政の中に取り込むこと

当局がその役割を実施する能力は常に十分に

によって、納税者利便の向上と業務の効率化

ある（100％ある）ことを前提にしてはいけ

を進展させようとしている点であり、その意

ないことの根拠でもある。

味で、まさしく「スマート化を目指して」で

次に、税務執行当局がその役割を実施する

ある。
「新たな取組み」については、2019 年

能力の現状を、上記 1 で示した、①の納税者

6 月にその最近の取組状況が公表されている

に対する申告・納税に係る支援と、②の調査・

(69)。

滞納整理の的確な実施の二つの役割ごとに評

税務執行当局による業務の効率化は、
「これ

価する。ただし、当局の当該能力を直接的に

までの取組み」により大幅に進展していると

示す計数はなく、また、適切な代理変数も見

ともに、
「新たな取組み」も加わることによっ

当たらないため、当局がその役割を実施した

て、これからも更に進展していくことが期待

結果を示すいくつかの計数から評価する。

されている。その具体的な進展状況について

まず、①の役割を実施する能力の現状を、

は、前者の取組みについては、筆者は 2013

上記 1 で示した、ⓐの納税者一般を対象とし
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た申告・納税に係る情報提供と、ⓑの個々の

して申告書の作成を行う場合がある。後者の

納税者を対象とした税務相談への対応や申告

場合には、当局の直接的な申告支援を効率的

支援に分けて評価する。ⓐについては、国税

に受けることができ、更には、次回からは前

庁 HP が大きな役割を果たしており、申告・

者の利用方法に移行することも可能となる。

納税に係る情報の提供だけでなく、申請・届

「作成コーナー」で作成された 2018 年分の

出の様式も提供されているほか、所得税等の

所得税確定申告書の提出人員は 1,026 万人で

確定申告書作成システムである「作成コーナ

あり、2008 年分の 614 万人に比べて 412 万

ー」などの提供も行われている。国税庁 HP

人（67％）増と大幅な増加となっており、提

の 2018 年度の年間アクセス件数は 3 億 3,283

出人員全体の 46％（2008 年分 26％）を占め

万件であり、2008 年度の 1 億 407 万件に比

るまでになっている(72)。また、前記Ⅲ4 で指

べて 2 億 2,876 万件（220％）増と大幅な増

摘したが、前者の利用方法で作成した 2018

加となっており(71)、情報提供の拡大や迅速化

年分の申告書の提出人員は全体の 27％
（2008

などによる納税者利便の向上だけでなく、納

年分 10％）となっており、近年急速に増加し

税者からの問合せの減少などによる業務の効

ている。また、e-Tax についても、所得税申

率化にも大きく貢献している。

告の利用率は、2018 年度は 58％であり、2008

ⓑの税務相談への対応については、上記 3

年度の 31％に比べて 27 ポイント増と大幅な

で触れた「税務相談の集中化」が大きな役割

増加となっており、また、法人税申告の利用

を果たしている。これは 2008 年 11 月より実

率についても、2018 年度は 84％であり、2008

施しているもので、これまで税務署で行って

年度の 38％に比べて 46 ポイント増と大幅な

いた税務相談を一般相談と個別照会に分けて、 増加となっている(73)。両システムの普及の拡
一般相談を国税局の電話相談センターに集中

大によって、納税者にとっては、申告書の入

するとともに、個別照会を予約制で署で実施

手や提出に時間を割かれることなく都合のよ

するものである。また、相談が増加する確定

い時に作成や提出ができるとともに、税務署

申告期には税理士を中心とした確定申告電話

での効率的な申告支援が受けられるなど、納

相談センターを局に増設している。これらに

税者利便の向上が図られている。一方、当局

より、納税者に対する質の高い迅速な回答に

にとっては、申告支援事務の減少や効率化が

よる納税者利便の向上と、税務相談事務の業

図られるだけでなく、申告書の誤記載の訂正

務の効率化が大きく進展している。

事務の減少や、e-Tax に関しては書面の申告

ⓑの申告支援については、大部分の法人に

データの電子データへの変換事務が不要とな

は税理士が関与しているため税務執行当局に

るなど大きな業務の効率化が図られている。

よる申告支援は個人を中心に行われているが、

このように、納税者に対する申告・納税に

上記の「作成コーナー」と国税電子申告・納

係る支援に関する税務執行当局の能力の現状

税システム（以下「e-Tax」という）が大き

については、その役割の実施結果である ICT

な役割を果たしている。納税者自身による申

の活用による納税者利便の向上が、業務の効

告書作成の支援を目的としている「作成コー

率化を伴いつつ、10 年前から継続的に進展し

ナー」の利用については、納税者自身が国税

ている状況が見られる。従って、筆者として

庁 HP の「作成コーナー」を利用して申告書

は、
限られた実施結果からの判断ではあるが、

の作成を行う場合と、税務署の確定申告相談

この分野における当局の能力の現状について

会場に用意されている「作成コーナー」と

は、十分にあるかどうかは別にして、10 年前

e-Tax がインストールされたパソコンを利用

に比べて ICT の活用により質の高い申告・納
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税に係る支援が行われているという意味で、

整理に係る能力の現状についても、その能力

その能力は高まっていると評価しており、相

を維持していくことが容易ではない状況にあ

当程度の能力があると考える(74)。

ると推測される。

次に、上記②の調査・滞納整理の的確な実

以上のような税務執行当局がその役割を実

施に係る能力のうち、調査に係る能力の現状

施する能力の現状の評価を踏まえると、当局

について評価する。上記 2 の図 3 で見たよう

の二つの役割を実施する能力のうち、調査・

に、
その役割の実施結果である調査等件数
（事

滞納整理の的確な実施に係る能力を補強する

務年度）は、調査関係事務割合は増加させて

ことが、税制の円滑な実施を確保する観点か

いるにもかかわらず、2018 年は 23.6 万件で

らの課題である。この課題をあえて喫緊の課

あり、2008 年の 32.8 万件に比べて 9.2 万件

題としなかったのは、下記 5 で確認するよう

（28％）減と大幅な減少となっており、また、

に、近年、毎年のようにこの課題に対する制

最近は微増傾向にあるものの、上記 2 で指摘

度的対応策が実施されているためである。

したように、通則法の改正に伴う税務調査手
続の変更後の減少も補いきれていない状況に

５ 優先的に検討すべき制度的対応策－税務

ある。調査に係る能力については、調査等件

執行当局の資料情報収集体制の強化－

数が減少しても調査の質の向上（例えば、重

上記 4 で示した、税務執行当局の調査・滞

点分野を踏まえた調査体系の見直しや人的資

納整理を的確に実施する能力を補強するとい

源の投入、調査対象者の選定方法の改善、資

う課題に対する対応策について検討する。ま

料情報収集体制の強化）があれば必ずしも能

ず、この課題に対する対応策として、制度的

力が低下したことにはならない。このため、

対応策の検討が必要かどうかについて検討す

調査の質も含めた実施結果と考えられる図 3

る。その際の論点は、当局による「業務の効

の追徴税額（事務年度）を見ると、2018 年の

率化」によって、当局の当該能力を補強する

追徴税額は 4,391 億円と 2008 年の 5,989 億

ことが、当局の負担の観点から適切であるの

円に比べて 1,598 億円（27％）減とこちらも

か、である。筆者としては、この論点に対す

大幅な減少となっている。なお、追徴税額に

る回答としては、
「適切ではない」と考える。

ついては、税務調査手続の変更後の減少を補

その理由としては、
上記 2 で指摘したように、

う水準まで回復してきている。

当局に負の影響を与えている「業務の量・質

このように、調査の的確な実施に係る税務

両面での負荷の増大」と「定員の増加の困難

執行当局の能力の現状については、上記 3 で

化」という外部環境の要因の増大は、中長期

見た「これまでの取組み」や「新たな取組み」

的に継続していくと考えており、一方で、当

による調査などに係る業務の効率化の取組み

局による「業務の効率化」については、上記

にもかかわらず、当局に負の影響を与えてい

3 で見たように、当局としては、
「これまでの

る厳しい外部環境の進展の中で、その役割の

取組み」に加えて「新たな取組み」も行って

実施結果は上記のようになっている。従って、

いるところではあるが、これらの厳しい外部

筆者としては、限られた実施結果からの判断

環境の要因の増大を上回る更なる業務の効率

ではあるが、この分野における当局の能力の

化を当局に求めていくことには限界があると

現状については、十分にあるかどうかは別に
して、10 年前に比べてその能力は低下してい

考えるためである。特に、外部環境としての
．
「業務の質の面での負荷の増大」
、
具体的には、

ると評価せざるを得ないと考える(75)。また、

調査・滞納整理事案の複雑・困難化について

調査に係る能力のこのような現状から、滞納

は、①経済のグローバル化の進展に伴い納税
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者・滞納者が我が国の当局の調査権限や徴収

るための調査に係る国内法整備(81)、ⓔ国外財

権限が及ばない海外での経済取引や資産保有

産調書制度の創設(82)、ⓕ税務行政執行共助条

を増加させていること(76)、②我が国の経済社

約等に対応した徴収共助に係る国内法整備

会の変化に伴い新たな経済取引が普及拡大し

(83)。また、2013

ており、その実態を把握することが容易では

バー法 (84)及びその施行に伴う関係法律の整

ないと考えられること(77)、また、③従来の経

備法(85)が公布され、ⓖ税務関係書類への番号

済取引についても、上記①、②による複雑・

（個人番号又は法人番号。以下同様）の記載

困難化の進展により、人的資源の投入が困難

を義務付ける等のための整備 (86) が行われて

になっていると考えられること、などを背景

いる。2014 年度税制改正による、ⓗ国外証券

として益々進展していくと考える。従って、

移管等調書制度の創設(87)。2015 年度税制改

当局の当該能力を補強する、当局が負担可能

正による、ⓘ非居住者に係る金融口座情報を

で、有効な制度的対応策を検討・実施してい

海外税務当局と自動的に交換するための報告

かなければ、その能力は、調査に係る能力を

制度の整備(88)、ⓙ財産債務調書制度の創設(89)。

中心としてこれからも継続的に低下していく

また、2015 年 9 月にマイナンバー法等の改

と考える。

正法(90)が公布され、ⓚ金融機関等が預貯金者

年 5 月にいわゆるマイナン

税務執行当局の調査・滞納整理に係る能力

等情報を番号により管理することを義務付け

を補強するための、優先的に検討すべき制度

る制度の創設(91)が行われている。2016 年度

的対応策としては、当局の資料情報収集体制

税制改正による、ⓛ移転価格税制等に係る多

の強化があると考える。当局の資料情報収集

国籍企業グループ情報の各国共通の様式に基

体制の強化が重要であることは今も昔も変わ

づく報告制度の整備(92)、ⓜ個人番号の記載対

らないが、近年その重要性が特に高まってい

象書類の見直し(93)。2018 年度税制改正によ

る背景には、上記①～③があげられる。この

る、ⓝ大法人等の電子申告義務化(94)、ⓞ調書

ような背景を踏まえると、当局の当該能力の

等の電子データによる提出義務の基準引下げ

継続的な低下に歯止めをかけるためには、そ
．．
の能力を質的に向上させるという観点からの

(95)。2019

当局の資料情報収集体制の強化の検討・実施

困難な一定の取引を行う特定取引者に係る報

が重要となる。
このため、近年、毎年のように、このよう

告を取引の相手方又は場を提供する特定事業

な観点からの税務執行当局の資料情報収集体

び振替機関が証券口座情報を番号により管理

制の強化が実施されてきている。過去 10 年

することを義務付けるとともに証券会社等か

間（2010～2019 年度）の税制改正等から主

ら振替機関に番号等の提供を求めることがで

年度税制改正による、ⓟ事業者へ

の協力要請規定の整備(96)、ⓠ特定することが

者等へ求める措置の創設(97)、ⓡ証券会社等及

なものをあげると、2010 年度税制改正による、 きる制度の創設(98)などがあげられる。
ⓐ租税条約等による海外税務当局との情報交
換制度に係る国内法整備(78)。2011

上記の近年の税務執行当局の資料情報収集

年度税制

体制の強化に係る税制改正等からは、これら

改正による、ⓑ金地金等の譲渡対価の受領者
の告知及び支払調書制度の創設(79)、ⓒ一定枚

によって、当局の調査・滞納整理に係る能力
．．
をどのように質的に向上させていこうとして

数以上の調書等の電子データ
（光ディスク等。

いるのか、その全体的な方向性は直接的には

以下同様）による提出義務化(80)。2012 年度

見えにくい。また、税制調査会における種々

税制改正による、ⓓ租税条約等による海外税

の議論からもそのようなものは見当たらない。

務当局との情報交換制度に基づき情報提供す

筆者なりに、これらの制度的対応策を全体的
22
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な方向性を踏まえて整理すると、大きく二つ

する経済取引や資産保有に係る資料情報を新

のグループに分けることができると考える。

たに入手できるようにすることによって、こ

一つは、当局が必要とする経済取引や資産保

れらの重点分野を中心として、実地調査の的

有に係る資料情報を新たに入手できるように

確な実施を確保していこうとする方向性が見

するものと、もう一つは、既存の資料情報の
効率的な活用を促進するためのものである。

えてくる(99)。このような全体的な方向性は、
．．
滞納整理に係る能力の質的向上に関しても、

そして、前者については、更に、❶上記①に

基本的には同様であると考える。そして、こ

対応する当局の調査権限等が及ばない海外の

のような全体的な方向性は、当局による「こ

経済取引や資産保有に係るもの
（上記ⓐ、
ⓓ、

れまでの取組み」や「新たな取組み」、特に「新

ⓔ、ⓕ、ⓗ、ⓘ、ⓛ）と、❷上記②・③に対

たな取組み」と基本的な方向性は一致してい

応する新たな経済取引や従来の経済取引に係
るもの（上記ⓑ、ⓙ、ⓟ、ⓠ）
、後者について

ると考えられる(100)。
上記の全体的な方向性を踏まえて、税務執

は、❸情報基盤としてのマイナンバー制度の

行当局の資料情報収集体制を強化していくた

活用に係るもの（上記ⓖ、ⓚ、ⓜ、ⓡ）と、

めの検討課題を示すと次の通りである。❶の

❹収集する資料情報の電子データ化に係るも

分野に関しては、海外受送金だけでなく、海

の（上記ⓒ、ⓝ、ⓞ）に区分できると考える。

外資産保有、海外金融口座に係る資料情報の

そして、このような区分を踏まえて、当局
．．
の調査に係る能力の質的向上の全体的な方向

収集や、海外税務当局との情報交換などに関

性を示すと次のように整理できると考える。

きており、資料情報収集体制の充実が図られ

まず、❸・❹の分野からは、申告書や法定調

てきている。しかしながら、調査・滞納整理

書等に含まれる基礎的かつ大量の資料情報に

事案の複雑・困難化に対応していくためには

対する番号の記載とその電子データ化を促進

特に重要な分野であるため、制度的対応策の

することによって、既存の資料情報から行え

検討・実施が引き続き必要である。特に、こ

る申告内容の確認・是正を効率的に実施して

の分野における法定調書の拡充や、現行の法

いくという方向性が見えてくる。この場合、

定調書の提出の実効性を高めるための見直し

既存の資料情報でできる申告内容の確認・是

(101)などについては不断の検討・実施が必要

正は一部に留まるため、実地調査は引き続き

である。また、BEPS プロジェクト最終報告

重要であること、また、一方で、番号の記載

書で提言されたタックスプランニングの義務

や電子データ化によって、当局による「新た

的開示制度の創設については、早急な検討・

な取組み」の中で示されている、AI を活用し

実施が必要である(102)。❷の分野に関しては、

た調査必要度の判定なども可能になると思わ

資産保有に係る資料情報の収集や、特定する

れるため、その効率化の効果は単純な申告内

ことが困難な取引の報告を求める措置などに

容と資料情報の突合だけに留まるものではな

関する制度の整備・創設が実施されてきてお

いこと、に留意する必要がある。次に、上記

り、
資料情報収集体制の強化が進展している。

3 でも指摘したように、このような調査事務

この分野も❶の分野と同様に重要な分野であ

も含めた業務の効率化により生み出された振

るため、多数の申告漏れが想定される分野に

向け可能な人的資源を、富裕層に対する適正

おける法定調書の拡充とともに、現行の法定

課税の確保や国際的租税回避への対応などの

調書の提出や上記の報告を求める措置の実効

実地調査における重点分野に投入していくと

性を高めるための見直しなどの制度的対応策

ともに、❶・❷の分野からは、当局が必要と

の検討・実施が引き続き必要である。❸の分

する制度の整備・創設が集中的に実施されて
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野に関しては、これまでも着実に実施されて

Ⅴ 制度的対応策の概括的整理と優先的に検

きているが、資料情報を申告内容の確認・是

討すべき制度的対応策

正に効率的に活用する観点から、申告書や法

ここでは、表題に関して、1 で前記Ⅲ、Ⅳ

定調書等への番号の記載やそのための番号の

の検討の進め方に関する留意点を示した上で、

告知が確実に行われるよう、その実施状況を

2 で税制の円滑な実施を確保するための制度

踏まえつつ、制度的対応策の検討・実施が必

的対応策を概括的に整理するとともに、3 で

要である(103)。また、上記ⓚの制度と関係す

2 を踏まえて、前記Ⅲ、Ⅳで示したもの以外

るが、経済取引や資産保有に係る基礎的な資

の優先的に検討すべき制度的対応策として、

料情報となる預貯金口座については、番号で

源泉徴収制度の拡充・導入があることを、そ

の検索を可能にするため、金融機関等による

の検討が必要な場面とともに示す。

番号の入手を可能とする制度的対応策の検
討・実施が必要である (104)。この検討の際に

１ 前記Ⅲ、Ⅳの検討の進め方に関する留意

は、振替機関に地方公共団体情報システム機

点

構からの個人番号等の提供を可能とした (105)

前記Ⅲ、Ⅳにおいては、まず、申告納税制

上で、証券会社等が振替機関に番号等の提供

度の下で税制の円滑な実施を支えている要因

を求めることのできる制度（上記ⓡの制度）

である、納税者と税務執行当局がその役割を

も参考になると思われる。❹の分野に関して

実施する能力の現状を評価した上で、①納税

は、この分野もこれまでも着実に実施されて

者については事業者の申告・納税に係る能力

きているが、❸の分野と同様の観点から、資

が十分でないこと、また、②当局については

料情報の電子データ化の義務化の拡大や誘因

調査・滞納整理の的確な実施に係る能力が低

策の導入などの制度的対応策の検討・実施が

下していることを示した。次に、このため、

必要である。
なお、
将来的な課題ではあるが、

税制の円滑な実施を確保するためには、納税

2023 年 10 月から、消費税の仕入税額控除の

者と当局の当該能力を補強することが課題で

方式として適格請求書等保存方式が導入され

あり、納税者と当局の負担が負担可能な範囲

るが、この請求書のデータは事業者間取引の

に収まるような対応策として、制度的対応策

基礎的な資料情報となるため、その実施状況

の検討が必要であることを示した。
その上で、

を踏まえつつ、電子データ化の検討が行われ

優先的に検討すべき制度的対応策として、前

るべきである。

者の課題に対しては、その中の喫緊の課題で

税務執行当局に負の影響を与えている厳し

ある事業者の記帳習慣を前進させために、必

い外部環境の進展の中で、当局の調査・滞納

要経費に係る「概算控除制度」の導入が、後

整理に係る能力の継続的な低下に歯止めをか

者の課題に対しては、当局の資料情報収集体

けるためには、引き続き、当局の資料情報収

制の強化があげられることを示した。

集体制の強化に係る上記の検討課題に対する

このような検討の進め方は、論旨を明確に

検討・実施が必要である。また、当局の納税

するために取られた面があるため、三つの留

者に対する申告・納税に係る支援に関する能

意点を指摘しておきたい。第一は、実際は以

力についても、当局による「新たな取組み」

下のような場合が多いと考えられるが、ある

などによって、引き続き、その能力を高めて

分野で税制の円滑な実施が確保されていない

いくことが必要であることは言うまでもない。 状況、別な言い方をすると、納税者の申告・
納税が確実なものとなっていない状況に着目
して検討を進める場合には、上記①と②はそ
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の原因となるものであるが、どちらか一方の

上記❶からは、選択肢となる主なものとし

原因というよりも両方の原因による場合が多

て、上記ⓐの源泉徴収制度の拡充・導入があ

いと考えられる点である。

げられる。具体的には、前記Ⅱ1 で②、③の

第二は、これらの制度的対応策は、納税者

税制上の仕組みとして示した「源泉徴収制度

と税務執行当局の当該能力の補強に関しては、 に基づく申告不要制度」や「源泉徴収制度」
直接的か間接的かの違いはあるものの、どち

の拡充・導入である。
「源泉徴収制度」につい

らも両者の能力を補強する対応策となってい

ては、一定の経済取引に係る納税を確実なも

る点である。すなわち、必要経費に係る「概

のとするために、単に源泉徴収制度を拡充・

算控除制度」の導入は、納税者の記帳習慣を

導入する場合と還付申告を前提として拡充・

前進させる誘因が働くことによって納税者の

導入する場合が考えられる。
後者については、

能力を直接的に補強するだけでなく、調査の

前記Ⅱ2(1)で指摘したように、還付申告人員

必要度や負担が減少するという点からは当局

が申告人員の過半を占めるようになっており、

の能力も間接的に補強することになる。
また、

納税者に還付申告手続が一定程度周知されて

当局の資料情報収集体制の強化についても、

きている状況が見られることを背景として、

当局の能力を直接的に補強するだけでなく、

より納税を確実なものとする効果がある。ま

納税者が正しい申告を行う誘因が働くという

た、
「源泉徴収制度」の源泉徴収義務者には、

点からは納税者の能力も間接的に補強するこ

前記Ⅱ1 で指摘したように、本来の支払者だ

とになる。

けではなく仲介者がなる仕組みもあるため、

第三は、納税者と税務執行当局の当該能力

このような仕組みの導入も考えられる。
なお、

を補強するための制度的対応策は、上記の二

❶の中には、前記Ⅱ1 で①の仕組みとして示

つに限られたものではないという点である。

した、
「人的所得控除制度」
、
「所得計算上の所

これらの制度的対応策に限定して検討したの

得控除制度」などもあるが、これらの制度は

は、優先的に検討すべき制度的対応策に焦点

税制の円滑な実施に大きな影響を与えている

を当てたためである。

制度ではあるが、税制の円滑な実施を確保す
るための制度的対応策として検討される可能

２ 制度的対応策の概括的整理

性は小さいと考えられる。

ここでは、上記 1 の第三の留意点を踏まえ

上記❷に関しては、前記Ⅲ3 で取り上げた

るとともに、税制の円滑な実施を確保するた

2005 年 6 月の税制調査会・基礎問題小委員

めの制度的対応策の選択肢の全体像が見えに

会の「個人所得課税に関する論点整理」で指

くいため、選択肢となる主なものを概括的に

摘されている、納税環境整備に係る検討課題

整理する。整理に当たって、❶前記Ⅱで概括

から整理する。この「論点整理」は、所得税

した現行の申告納税制度を補充する税制上の

をめぐる主要課題全般についての検討を行っ

仕組み、❷近年の税制調査会における納税環

ており、2009 年以前の税制調査会における検

境整備に係る検討課題、❸近年の納税環境整

討のまとめともいえるものである。ここから

備に係る税制改正を参考にすると、ⓐ源泉徴

は、選択肢となる主なものとして、上記ⓐの

収制度の拡充・導入、ⓑ必要経費に係る「概

源泉徴収制度の拡充・導入、ⓑの必要経費に

算控除制度」の導入、ⓒ罰則等の強化、ⓓ立

係る「概算控除制度」の導入、ⓒの罰則等の

証責任の分配の見直し、ⓔ税務執行当局の資

強化、ⓓの立証責任の分配の見直し、ⓔの税

料情報収集体制の強化、の五つに整理できる

務執行当局の資料情報収集体制の強化があげ

と考える。

られる(106)。ⓐに関しては、給与所得者に対
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する源泉徴収を前提として、税務執行面にも

て、上記ⓐの源泉徴収制度の拡充・導入、ⓒ

配慮しつつ、給与所得者が自ら申告を行う機

の罰則等の強化、ⓔの税務執行当局の資料情

会を拡大していくことは望ましいとした上で、 報収集体制の強化があげられる。具体的な主
これに関連して、年末調整のあり方や特定支

な税制改正としては、ⓐについては、2011

出控除の拡大、また、適切な源泉徴収と確定

年度税制改正による、一定の公的年金等所得

申告での還付を組み合わせる仕組みが検討課

者に係る申告不要制度の導入と公的年金等に

題とされている。更に、公的年金等に関して

係る源泉徴収制度の整備 (108)があげられる。

源泉徴収のみで課税関係が終了する仕組みへ

ⓒについては、2010 年度税制改正による、脱

の移行も検討課題とされている。ⓓに関して

税犯及び秩序犯に係る法定刑の引上げ等(109)、

は、一般的に立証責任は課税庁が負うものと

2011 年度税制改正による、無申告逋脱犯及び

されているが、今後、納税者が自ら説明責任

消費税の受還付犯の未遂罪の創設(110)、2016

を果たすことが相応しい項目については、個

年度税制改正による、無申告加算税及び重加

別に制度的枠組みを整えていくことが検討課

算税の加重措置の創設 (111)があげられる。ⓔ

題とされており、ⓑもこのような観点からの

については、前記Ⅳ5 で示した通りである。

対応策と位置付けることができるとしている。

次に、
上記 1 の第二の留意点を踏まえると、

なお、2019 年 9 月の税制調査会の「経済

上記ⓐからⓔの五つの制度的対応策は、納税

社会の構造変化を踏まえた令和時代の税制の

者の申告・納税に係る能力を直接的に補強す

あり方」では、デジタル時代における納税環

る対応策と税務執行当局の調査・滞納整理に

境整備として、「ICT の活用により、納税者

係る能力を直接的に補強する対応策に分類で

の利便性の更なる向上……を図りつつ、同時

きる。前者には、ⓐ、ⓑ、ⓒが該当すると考

に取引や申告の段階から正確な手続を行うこ

えられ、後者には、ⓓ、ⓔが該当すると考え

とができるような仕組みを構築することを目

られる。これらの分類と上記の近年の税制改

指すべきである」とした上で、その具体例と

正の状況からは、近年は、後者のⓔの検討・

して、オンライン上のプラットフォーム事業

実施が中心となっていることが分かる。

者や関係行政機関等の協力を得て、申告に必
要なデータをマイナポータルに集約するとと

３ 優先的に検討すべき制度的対応策－源泉

もに、e-Tax とも連携して簡便に申告する仕

徴収制度の拡充・導入－

組みなどが考えられるとしている (107)。この

ここでは、上記 2 の制度的対応策の概括的

ような ICT を活用した申告手続の簡素化の

整理を踏まえて、税制の円滑な実施を確保す

仕組みは、納税者利便の向上を超えて、納税

るために優先的に検討すべき制度的対応策に

者の申告・納税に係る能力を補強するための

ついて整理・検討を行う。

制度的対応策となり得るものであり、極めて

まず、どの制度的対応策を優先的に検討す

重要な検討課題であると考える。しかしなが

べきものとして整理するかについて検討する。

ら、当該仕組みの導入に関しては、現時点で

上記 2 のⓑの必要経費に係る
「概算控除制度」

は、税制調査会においてもその具体化には更

の導入、ⓔの税務執行当局の資料情報収集体

なる検討が必要であると考えられるため、本

制の強化、については、既に、前記Ⅲ3、Ⅳ5

論においては、とりあえず、税制の円滑な実

で優先的に検討すべき制度的対応策として整

施を確保するための制度的対応策の選択肢か

理しているため、上記 2 のⓐの源泉徴収制度

らは外している。

の拡充・導入、ⓒの罰則等の強化、ⓓの立証

上記❸からは、選択肢となる主なものとし

責任の分配の見直し、について検討する。上
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記 2 で指摘したように、近年の納税環境整備

面が考えられる。このような場面では、既存

に係る税制改正からは、税務執行当局の調

の源泉徴収制度があれば税率の引上げなどが、

査・滞納整理に係る能力を直接的に補強する

ない場合には新たな源泉徴収制度の導入の検

ⓔの検討・実施が中心となっているが、上記

討が必要となる。この場面での税率について

1 の第一の留意点で指摘したように、納税者

は、還付を前提にしたものになると考えられ

の申告・納税が確実なものとなっていない状

る。次に、上記の状況ではあるが、既存の支

況の原因としては、当局の調査・滞納整理に

払調書がない場面が考えられる。このような

係る能力の低下だけでなく、納税者の申告・

場面では、制度的対応策の選択肢として、新

納税に係る能力が十分でないことも原因と考

たな支払調書等の法定調書の創設などの税務

えられる場合も多い。特に、納税者の申告・

執行当局の資料情報収集体制の強化とともに、

納税に係る能力が十分でない者の中には、前

新たな源泉徴収制度の導入の可能性について

記Ⅲ2 でも指摘したように、意図的に記帳と

の検討が必要となる。この場面では、支払者

帳簿書類の保存を行わない者が含まれている

だけでなく仲介者を源泉徴収義務者にするこ

場合も多いと考えられる。従って、納税者の

との検討も必要である。実際、最近の税制調

申告・納税に係る能力を直接的に補強でき、

査会・納税環境整備に関する専門家会合にお

その効果も見えやすい、ⓐについては、優先

いて、近年の経済社会の ICT 化等に伴う仮装

的に検討すべき制度的対応策に整理できると

通貨やシェアリングエコノミーなどの新たな

考える。次に、ⓒ、ⓓについては、制度的対

経済取引の拡大を踏まえて、納税環境整備の

応策として重要なものであるが、ⓒは直接的

在り方について検討が行われた際には、適正

な効果が見えにくいこと、また、ⓓは、上記

申告の実現に向けた方策として、納税者に対

2 の「論点整理」でも指摘されているように、

する更なる情報提供や当局の資料情報収集体

それ自体として検討されるというより、個別

制の強化だけでなく、源泉徴収制度の導入に

的な対応策の中で検討されるものであること

ついてもその留意点も含めて検討が行われて

から、ここでは、優先的に検討すべきものか

いる(113)。このように、ある分野で納税者の

らは外している。

申告・納税が確実なものとなっていない状況

次に、ⓐの源泉徴収制度の拡充・導入の検

では、ⓐについても優先的に検討される必要
があると考える(114)。

討が必要な場面について検討する。申告納税
制度の下における源泉徴収制度 (112)は、申告

最後に、以上の優先的に検討すべき制度的

納税制度を代替するものではなく補充するも

対応策の検討を踏まえると、税制の円滑な実

のとして位置付けることが適切であり、
また、

施を確保していくためには、事業者全般の申

このことは源泉徴収義務者の負担の観点から

告・納税に係る能力を補強するために、その

も適切であると考える。このため、ⓐについ

記帳習慣を前進させることを目的とした、必

ては、ある分野で納税者の申告・納税が確実

要経費に係る「概算控除制度」の導入を図り

なものとなっていない状況、具体的には、多

つつ、
納税者の申告・納税が確実なものとなっ

数の申告漏れが想定される状況において、そ

ていない個々の分野に対しては、税務執行当

の制度的対応策として検討することになると

局の資料情報収集体制の強化や源泉徴収制度

考える。このような状況において、検討が必

の拡充・導入などの制度的対応策の選択肢の

要な場面としては、まず、既存の支払調書は

中から、有効な対応策を時機を逸することな

あるが、それへの番号の記載やそのための番

く検討・実施していくことにより対応してい

号の告知を確実なものとすることが困難な場

くという姿が見えてくる(115)。また、同時に、
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税制の円滑な実施を確保していくためには、

特に、現状については、この分野における資

納税者に対する申告・納税に係る支援につい

料は限られているが、可能な限り計数を示す

ても ICT の活用などにより引き続き質的向

ことによって評価することに努めた。この試

上を図っていくことが重要である。

論によって、上記のような問題点や傾向が見
えてきたことは、現状と課題、そして、その

Ⅵ 終わりに

課題に対する優先的に検討すべき制度的対応

前記Ⅰでも指摘したように、税制が円滑に

策の概括的な整理の必要性を示すものである

実施されることは極めて重要であるが、その

と考える。今後、この試みが、前記Ⅰで指摘

現状と課題を概括的に把握した上で、その対

した増井教授の整理によるところのポリシー

応策を検討したものは少ない。このため、税

メイカー的視点からの税務執行の理論の進展

制の円滑な実施を確保するための対応策が、

や、税制の円滑な実施を確保するための制度

税制の実施に係る現状を概括的に評価した上

的対応策が、実現可能性ではなく、その重要

で、その課題の重要度や対策の有効性が議論

度や有効性に応じて着実に検討・実施されて

されるというより、時々の関心の高い課題を

いくことに、少しでも貢献できれば幸いであ

中心として、実現可能性を重視して議論され

る。

ることが多いと感じている。具体的には、例
えば、①前記Ⅲ3 で指摘したように、事業者
(1)

の申告・納税に係る能力を補強すること、そ

税制の円滑な実施を視野に入れた論考として

は、①増井良啓「税務執行の理論」ファイナンシャ

して、その中でも事業者の記帳習慣を前進さ

ル・レビュー65 号（2002 年）169 頁、②増井良

せることが喫緊の課題であるが、この課題に

啓「租税手続法の新たな潮流」日本租税研究協会

対する制度的対応策の検討が進んでいないこ

『税制抜本改革と国際課税等の潮流（日本租税研

と、②前記Ⅳ5 で指摘したように、税務執行

究協会第 64 回租税研究大会記録）
』日本租税研究

当局の調査・滞納整理に係る能力を補強する

協会（2012 年）98 頁などがある。
(2)

必要があり、その課題に対する制度的対応策

金子宏『租税法〔第 23 版〕
』弘文堂（2019 年）

が検討・実施されてきているが、その全体的

の枠組み参照。租税実体法、租税手続法、租税訴

な方向性が見えにくく、個々の制度的対応策

訟法、租税罰則法の枠組みの中で、税制の円滑な
実施は租税手続法の中で議論されることが多い。

の重要度が分かりにくいこと、また、③前記

(3)

Ⅴ2 で指摘したように、税制の円滑な実施を

最近の税制の円滑な実施に関連する論考とし

ては、①高橋祐介「租税法の手続的基層－手続・

確保するための制度的対応策の選択肢の全体

執行面の法的統制」金子宏監修・中里実＝米田隆

像が見えにくいとともに、制度的対応策につ

＝岡村忠生編『現代租税法講座第 1 巻理論・歴史』

いては、納税者の申告・納税に係る能力を直

日本評論社（2017 年）157 頁、②佐藤英明「申

接的に補強するものも重要であるが、当局の

告納税制度の定着と展望－所得税を中心として」

調査・滞納整理に係る能力を直接的に補強す

租税法研究 45 号（2017 年）87 頁、③佐藤英明

るものが検討・実施の中心となっていること、

「情報通信技術の進展と税務行政－沿革と現状」

などがあげられる。

論究ジュリスト 26 号（2018 年）68 頁などがあ
る。

本論は、前記Ⅰでも示したように、申告納

(4)

税制度の下で税制の円滑な実施を支えている

拙稿「税制の円滑な実施に大きな影響を与えて

いる要因についての概論」税大ジャーナル 19 号

要因の現状と課題を概括的に示すとともに、

（2012 年）99 頁。

その制度的対応策の必要性と優先的に検討す

(5)

貝塚啓明『財政学〔第 3 版〕
』東京大学出版会

（2003 年）217 頁。

べき制度的対応策を示すことの試論であり、
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(6)

財務省設置法 19 条は「内国税の適正かつ公平

(23)

あるように、表 1 の①－②＋③により推計してい

な賦課及び徴収の実現」を国税庁の任務の一つと
している。
(7)

表 1 の「
（参考）課税対象となり得る者」欄に

る。
(24)

税制調査会「経済社会の構造変化を踏まえた令

和時代の税制のあり方」
（2019 年 9 月）16～17

この他に、上記 1 で指摘した納税者や税務執行

当局の負担から、正しい申告を行わない者も含ま

頁参照。

れている可能性は考えられる。

(8)

(25)

増井①・前掲注（1）170～172 頁。

(9)

増井教授は、税務執行のカバーする主な領域の

は、各種所得のうち給与所得の金額が最も大きい

例示として、税制調査会の中期答申（「わが国税

ものの人員、従たるものの人員は、それ以外の人

制の現状と課題－21 世紀に向けた国民の参加と

給与所得を有する者のうち、主たるものの人員

員をいう。他の所得についても同様。

選択－」
（2000 年 7 月）
）が税務執行に関連して

(26)

「15 歳以上人口」
、
「就業者」は、資料の長期

言及している、①公正、簡素な納税過程、②確定

時系列データ（基本集計）表 2 より、
「65 歳以上」

申告、③源泉徴収・年末調整、④資料情報制度等、

は、同表 3(3)より、
「雇用者」は同表 1(a-1)の月

⑤納税者番号制度、⑥税務行政、をあげている（増

別結果から年平均を計算して作成。
(27)

井①・前掲注（1）170～171 頁）
。
(10)

(28)

とがあげられる。また、税務執行当局の負担とし

万円以下である場合（法 121 条 3 項）
。

申告・納税が行われているかの確認と行われてい

(29)

ない場合に是正することがあげられる。
法 83 条、法 84 条、法 86 条ほか。

(12)

法 32 条 3～4 項、法 33 条 3～4 項、法 34 条 2

保 有 比 率 は 17.2％ で あ る 。

法 28 条 2～4 項、法 30 条 2～3 項・5 項、法

35 条 2 項 1 号・4 項。
(14)

は法 190～193 条）
。
法 121 条 2 項、法 199 条以下。

(16)

法 121 条 3 項、法 203 条の 2 以下。

(17)

租税特別措置法（以下「租特法」という）3 条、

(20)

(32)

法 67 条、法施行令 195～196 条、前掲注（31）
。

(33)

税制調査会「今後の税制のあり方についての答
前々年分又は前年分の事業所得等の合計額が

300 万円を超える白色申告者。
(35)

租特法 8 条の 4～8 条の 5、法 181 条、租特法

法 232 条 1 項、法施行規則 102 条、昭和 59

年大蔵省告示 37 号。
(36)

税制調査会・前掲注（33）35 頁。

租特法 37 条の 11 の 3～37 条の 11 の 5。

(37)

税制調査会・前掲注（33）35 頁。

給与所得には、給与所得控除の例外として、特

(38)

法 156 条、法人税法 131 条。

(39)

事業所得者とは、各種所得の金額のうち事業所

定支出控除がある（法 57 条の 2）
。
(21)

①、②ともに法 148 条、法施行規則 56 条、昭

(34)

9 条の 3。
(19)

法 143 条以下、法人税法 121 条以下。

(31)

申」
（1983 年 11 月）34 頁。

法 181 条 1 項、法 182 条 1 項 1 号。
(18)

(30)

和 42 年大蔵省告示 112 号。

法 121 条 1 項、法 183 条以下（年末調整制度

(15)

日本取引所グループ「2018 年 度 株 式 分 布 状

況 調 査 」に よ る と「 個 人・そ の 他 」の 株 式

～3 項。
(13)

公的年金等所得者のうち、公的年金等の収入金

額が 400 万円以下で、それ以外の所得金額が 20

ては、納税者の申告・納税に対する支援や適正な

(11)

老年者控除（50 万円）の廃止と公的年金等控

除のうち 65 歳以上の者の上乗せ措置の廃止等。

納税者の負担としては、自ら申告・納税するこ

同旨の指摘として、佐藤英明『スタンダード所

得の金額が他の各種所得の金額の合計額より大

得税法〔第 2 版補正版〕
』弘文堂（2018 年）186

きい者。
(40)

頁参照。
(22)

事業所得者は営業等所得者と農業所得者に区

課税対象となり得る収入を得ている者には、就
．．
労、年金以外の譲渡や利子・配当などだけから収

分されており、営業等所得者とは、営業等から生

入を得ている者もいるが、これらの者の人員に関

所得者とは、事業所得だけを有する者及び事業所

ずる所得が最も大きい者。また、この場合の事業

する計数はないので、ここではこれらの者は除外

得の金額が他の所得金額より大きい者。
(41)

している。
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(42)

2000 年頃からの青色申告者割合の微増傾向の

16 日）7 頁。
(52)

要因については、商工会議所・商工会、青色申告

税制調査会・地域の自主性・自立性を高める地

会等の記帳指導によるものと思われるが、今後、

方税制度研究会「中間取りまとめ」
（2011 年 10

この微増傾向が継続するのかも含めて注視して

月）14 頁。また、土屋雅一「地方収受分の所得

いく必要があると考える。

税確定申告書についての e-Tax の利用促進策」

(43)

全法人数に対する青色申告法人数の割合。

税大ジャーナル 16 号（2011 年）110 頁に「総務

(44)

「営業等所得者」の青色申告者割合の 2000 年

省の推計によれば、市町村における所得税確定申

までは、資料の表 7「個人の青色申告者数の推移」

告書の収受割合は、所得税確定申告書総数のおお

より、
「法人」の青色申告普及割合の 2000 年まで

むね 2 割程度とされており」との記述がある。な

は、資料の表 8「法人数及び青色申告法人数の推

お、支援分は収受分の内数となることに留意する

移」より作成（国税庁「日本における税務行政（平

必要がある。

成 15 年版）
」

(53)

税務署の支援を受けて申告相談会場で作成さ

（ https://www.nta.go.jp/about/introduction/tori

れた所得税確定申告書は、原則、ICT（下記の国

kumi/report/2003/japanese/contents.htm

税庁 HP の「作成コーナー」をインストールした

2020 年 8 月 1 日最終閲覧）参照）
。

パソコン）を利用して作成されているため、税務

「法人」の青色申告普及割合の 2010 年からの

署で ICT を利用して作成された申告書の提出人

計数は、資料の第 2 部・第 1 章・第 4 節法人税・

員の全体に対する割合を、「税務署で作成された

(45)

2 申告の状況・(1)法人数、の記載より作成（国税

所得税確定申告書の提出人員の割合」としている。
(54)

庁「事務年報」
(https://www.nta.go.jp/about/introduction/torik

「税理士支援分」は資料の参考指標「税理士関

与割合」より作成。

umi/jimunenpo/index.htm 2020 年 8 月 1 日最

(55)

終閲覧）で示されたリンク先を参照）
。

「税務署支援分」は、資料の表「ICT を利用し

た所得税等の確定申告書の提出人員」の「税務署

酒井克彦「申告納税制度における記帳や帳簿保

での ICT 利用」より、
「国税庁 HP 作成コーナー

存の意義－青色申告制度と加算税制度が意味す

作成分」は、同表の「国税庁 HP の作成コーナー

るもの－」税大ジャーナル 16 号（2011 年）13

で作成・e-Tax で提出」と「国税庁 HP の作成コ

～14 頁。

ーナーで作成・書面で提出」の合計より作成（年

(46)

(47)

佐藤・前掲注（21）409～410 頁。

によって表記が異なる）
（本論中、[報道発表資料]

(48)

税制調査会・基礎問題小委員会「個人所得課税

の表示のある資料については、国税庁「報道発

に関する論点整理」
（2005 年 6 月）4 頁。
(49)

表・国税庁発表分」

税制調査会・基礎問題小委員会・前掲注（48）

16 頁。
(50)

(https://www.nta.go.jp/information/release/inde
x.htm 2020 年 8 月 1 日最終閲覧）で示された

浅井要「事業所得者の課税のあり方の検討－事

リンク先を参照。以下同様）
。
(56)

業所得における概算経費控除の導入の検討を中

所得税確定申告書提出件数の長期の推移につ

心として－」税大論叢 72 号（2012 年）403 頁。

いては、国税庁「第 20 回国税審議会・説明資料

浅井氏によれば、事業所得における概算経費控除

『参考資料』
」
（2019 年 3 月 13 日）4 頁参照（国

の導入の検討の論点としては、①納税者による選

税庁「国税審議会・説明資料」については、国税

択を認めることの可否（認めない場合は、新たな

庁「国税審議会」

概算経費率による推計課税の規定を設けること

(https://www.nta.go.jp/about/council/kenkyu.ht

と同様であり、認める場合には、所得計算の特例

m#a01 2020 年 8 月 1 日最終閲覧）で示された

として設けることになるとしている）、②概算経

リンク先を参照。以下同様）
。
(57)

費率の決め方、③いわゆる「実額反証」を認める

調査関係事務とは、国税庁課税部内の部署が所

ことの可否、があるとしており、具体的な提言も

管するもので、①実地調査や実地調査以外の調査

行っている（同 487～495 頁参照）
。

（納税者に来署を依頼して帳簿書類等の提出を

(51)

「平成 23 年度税制改正大綱」
（2010 年 12 月

求めて申告内容を確認する事務）のほか、②行政
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指導として行う事務（申告書に計算誤り等がある

照）
。
(67)

場合に自発的な見直しを要請する事務や資料情

拙稿「
（講演録）税務行政を取り巻く環境の変

報を任意で収集する事務等）などをいう。なお、

化と国税当局の対応」
税大ジャーナル 20 号
（2013

2009 年の調査関係事務割合の増加については、

年）21～38 頁参照。国税庁・前掲注（65）の説

後掲注（66）参照。

明資料「税務行政を取り巻く環境の変化と国税庁

(58)

調査等件数は国税庁課税部内の部署が所管す

の対応について」の考え方とそれに基づくその当

るものの件数で、簡易な接触（比較的容易に申告

時までの国税庁の取組みを説明している。
(68)

額等の適否の確認及び非違事項の是正ができる

(69)

接等により行うもの）は除いている。
(59)

国税庁「税務行政の将来像－スマート化を目指

して－」
（2017 年 6 月 23 日）[報道発表資料]。

納税者に対して文書・電話又は来署依頼による面
法人実調率は、実地調査件数を法人数（休業

国税庁「『税務行政の将来像』に関する最近の

取組状況－スマート税務行政の実現に向けて－」
（2019 年 6 月 21 日）[報道発表資料]。

中・清算中法人を含む）で除したもの。
(60)

国税庁・前掲注（56）8 頁参照。

(70)

拙稿・前掲注（67）26～37 頁参照。

(61)

国税庁定員の長期の推移については、国税庁

(71)

「国税庁 HP のアクセス件数」は、財務省「国

「第 19 回国税審議会・説明資料『参考資料』」
（2018 年 1 月 24 日）4 頁参照。
(62)

税庁実績評価書」の参考指標「国税庁ホームペー
ジのアクセス件数」より作成。

2018 年の定員は、前年に比べて 57 人増加し

(72)

「
『作成コーナー』で作成された所得税確定申

ているが、うち 50 人は新たな障害者雇用の推進

告書の提出人員」は、前記Ⅲ4 の表 6 の「税務署

のための定員である。

支援分」と「国税庁 HP 作成コーナー作成分」の
．．
合計の人員の計数であり、出典も同様（前掲注

(63)

「国税庁定員」は資料の参考指標「国税職員の

定員の推移」より、
「所得税確定申告書提出件数」
は資料の参考指標「申告書の提出件数（個人）
」
より作成（年によって表記が異なる）
。
(64)

(55)参照）
。
(73)

「e-Tax の利用率」は、国税庁「e-Tax の利用

状況等について」[報道発表資料]より作成。
(74)

「調査関係事務割合」は資料の測定指標「調査

税務執行当局の能力を 10 年前（2008 年）と

関係事務の割合」より、「調査等件数」
、「追徴税

現在（20018 年）を比べて概括的に評価しようと

額」は資料の参考指標「税務調査等の件数及び追

する本論での試みとは方法が異なるが、財務省は、

徴税額等」より作成（「調査等件数」は参考指標

毎年の国税庁の実績評価において、実績目標やそ

の内書きの計数。年によって表記が異なる）
。
政を取り巻く環境の変化と国税庁の対応につい

の下位の業績目標を設定して、それらを定量・定
．．
性の測定指標で評価することによってその達成
．
度を評定している。参考までに、実績目標 1-2「納

て』
」
（2005 年 3 月 4 日）参照。当該説明資料は、

税者サービスの充実」の 2012～2018 事務年度の

当時の国税庁の税務行政を取り巻く環境の変化

評定を示すと、2012 事務年度が「達成に向けて

に関する認識とそれに対する国税庁の取組みを

進展があった」、2013 事務年度が「相当程度進

図示したものである。

展あり」、2014～2017 事務年度が「進展が大き

(65)

(66)

国税庁「第 7 回国税審議会・説明資料『税務行

2009 年 7 月から実施しているもので、これま

くない」、2018 事務年度が「相当程度進展あり」

で税務署の複数の部門で行われていた申告から

である。当該実績目標の下位の業績目標は、①「広

納税までの一連の事務や納税者の移動に伴う事

報・広聴活動等の充実」
、②「相談等への適切な

務などの内部事務を調査事務と区分して、一つの

対応」
、③「電子申告等 ICT を活用した申告・納

部門で実施するものである。内部事務に係る業務

税の推進」であり、ICT の活用以外の分野につい

の効率化を目指すとともに、納税者の申告・納税

ても評価を行っている。2014～2017 事務年度の

に係る一般的な手続の窓口を一つ（ワンストップ

評定が「進展が大きくない」となっている主な要

サービス）にして納税者利便の向上も目指すもの

因は、③の所得税等の e-Tax 利用率の目標値が達

である。なお、この内部事務と調査事務の区分に

成できなかったことによるものであり、この測定

より、調査関係事務割合が増加している（図 3 参

指標を除けば、①、②も含めて概ね目標を達成し
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(78)

ている。また、2008～2011 事務年度は、当該実

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

績目標の設定はなく下位の二つの業績目標 1-1-2

及び地方税法の特例等に関する法律」（以下「租

と 1-1-3（上記①・②と③に相当する目標）のみ

税条約等実施特例法」という）8 条の 2。財務省

であったが、業績目標の評定は、「達成に向けて

「平成 22 年度税制改正の解説」536 頁以下参照

進展があった」又は「達成に向けて相当の進展が

（財務省「税制改正の解説」については、財務省

あった」となっている。このような実績評価の結

「税制改正の概要」

果は、本論の評価と概ね同様なものと考える。な

（ https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/

お、2013 事務年度に評定区分の変更があった。

outline/index.html 2020 年 8 月 1 日最終閲覧）

(75)

前掲注（74）と同様に、参考までに、国税庁

で示されたリンク先参照。以下同様）
。

の実績評価における業績目標 1-3-1「適正申告の

(79)

法 224 条の 6、法 225 条 1 項 14 号。財務省「平

成 23 年度税制改正の解説」89 頁以下参照。

実現及び的確な調査・行政指導の実施」
（2011 事
務年度以前は、同様の目標である業績目標 1-2-2）
の 2008～2018 事務年度の評定を示すと、2008

(80)

法 228 条の 4 第 1 項ほか。前々年に 1,000 枚

以上提出している調書等が対象。財務省・前掲注

～2012 事務年度が「達成に向けて進展があった」、
2013 事務年度が「相当程度進展あり」、2014～

（79）93 頁以下参照。
(81)

2016 事務年度が「目標達成」、2017～2018 事務

租税条約等実施特例法 9 条 1 項ほか。財務省

「平成 24 年度税制改正の解説」211 頁以下参照。
(82)

年度が「相当程度進展あり」である。当該業績目

「内国税の適正な課税の確保を図るための国

標を達成するための施策は、「有効な資料情報の

外送金等に係る調書の提出等に関する法律」（以

収集」
、
「的確な調査事務の運営」
、
「社会・経済状

下「国外送金等調書法」という）5 条ほか。財務

況に対応した調査への取組」
、
「悪質な脱税者に対

省・前掲注（81）616 頁以下参照。
(83)

する査察調査の実施」であり、
「的確な調査事務

租税条約等実施特例法 11 条 1 項ほか。財務

の運営」の二つの定量の測定指標（調査関係事務

省・前掲注（81）509 頁以下参照。広い意味での

の割合及び同（調査課分）。全期間で目標値を達

税務執行当局の資料情報収集体制の強化に含ま

成している）を除いて定性の測定指標で評価して

れるとして、ここにあげている。
(84)

おり、本論における測定指標とは異なる。筆者と
しては、当該実績評価の結果については、各施策
．．．
の測定指標の目標（値）に対する達成度を評価し

「行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律」
。
(85)

ているため結果に異存はないが、各施策が進展し

「行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に伴う関

ているにもかかわらず、厳しい外部環境の中で税

係法律の整備等に関する法律」
。

務執行当局の能力が低下しているという状況ま

(86)

通則法 124 条 1 項ほか。

では示し切れていないと考える。なお、2012 事

(87)

国外送金等調書法 4 条の 3 ほか。財務省「平

務年度以前の当該業績目標の表記は異なる。また、
2008 事務年度の施策は三つにまとめられている。
(76)

租税条約等実施特例法 10 条の 5 ほか。財務省

「平成 27 年度税制改正の解説」624 頁以下参照。

税務執行当局は、調査権限や徴収権限が及ばな

(89)

い海外事案では租税条約に基づく要請による情
報交換制度や徴収共助制度を活用している。
(77)

成 26 年度税制改正の解説」200 頁以下参照。
(88)

国外送金等調書法 6 条の 2 ほか。財務省・前

掲注（88）890 頁以下参照。

税制調査会においても、近年の経済社会の ICT

(90)

化等に伴う仮装通貨やシェアリングエコノミー

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利

などの新たな経済取引の拡大を踏まえて、納税環

用等に関する法律の一部を改正する法律」
。

境整備の在り方について検討が行われている（税

(91)

通則法 74 条の 13 の 2。

制調査会・納税環境整備に関する専門家会合「経

(92)

租特法 66 条の 4 第 6 項ほか。財務省「平成 28

済社会の ICT 化等に伴う納税環境整備のあり方

年度税制改正の解説」565 頁以下参照。

について（意見の整理）
」
（2018 年 11 月７日）参

(93)

通則法 124 条 1 項ほか。 財務省・前掲注（92）

876 頁以下参照。

照）
。
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(94)

法人税法 75 条の 3 ほか。財務省「平成 30 年

佐藤英明教授は、
「マイナンバー等の告知義務を

度税制改正の解説」1052 頁以下参照。
(95)

課すべきである」とした上で、
「マイナンバーの

法 228 条の 4 第 1 項。前々年に 100 枚以上提

告知義務を履行しない受給者については、支払時

出している調書等が対象。財務省・前掲注（94）

に所得税の最高税率で源泉徴収する『補充的源泉

127 頁以下参照。

徴収』の制度を創設すべきである」としている（佐

(96)

通則法 74 条の 12 第 1 項。財務省「令和元年

藤③・前掲注（3）74 頁）
。
(104) 税制調査会・マイナンバー・税務執行ディス

税制改正の解説」864 頁以下参照。
(97)

通則法 74 条の 7 の 2。財務省・前掲注（96）

カッショングループ「論点整理」
（2014 年 4 月）

866 頁以下参照。
(98)

7 頁では、
「預金口座へのマイナンバーの付番に

通則法 74 条の 13 の 3～74 条の 13 の 4。財務

ついて早急に検討すべきである」としている。な

省・前掲注（96）869 頁以下参照。
(99)

お、一般利子等に関しては、源泉分離課税で課税

税務執行当局の調査の方向性については、実地

関係が終了するため、一般利子等の支払を受ける

調査の重要性に関して、異なる見方がある。高橋

者及びその支払をする者は番号の告知及び支払

祐介教授は、課税庁の人員・予算の増加の困難化

調書の提出の義務から除外されている（租特法 3
条 3 項）
。

や調査の手続的保障などにより実地調査件数が

(105) マイナンバー法

減少することを考え合わせると、「今後は課税庁

9 条（別表 1 の 38 の 2）
、同法

14 条 2 項、同法施行令 11 条、住民基本台帳法 別

側が実地調査に積極的に乗り出して納税者の申

表 1 の 44 の 3。

告書の非違を暴くよりも、むしろ納税者には様々
な情報の申告ないし書類の提出が要求され、課税

(106) 税制調査会・基礎問題小委員会・前掲注（48）

庁側はそれをデータ・マッチングにかけて不整合

14～18 頁参照。ここでは、納税環境整備として、

な部分を見つけ出し、不整合部分について納税者

①納税者番号制度、②記録及び記帳に基づく申告

に説明を求める（あるいはデータ・マッチングで

制度、③立証責任、④源泉徴収・年末調整、⑤公

は不整合が暴けない部分のみ実地調査を行う）と

示制度、⑥罰則、が検討課題としてあげられてい

いう形で申告納税制度が運営される傾向がます

る。②で必要経費に係る「概算控除制度」の導入

ます強まるであろう」としている（高橋・前掲注

について言及されている。税務執行当局の資料情

（3）165 頁）
。

報収集体制の強化については、項目建てはされて

(100) 国税庁・前掲注（68）1～2

頁参照。

いないが①、③で言及されている。

(101) 見直しの検討対象としては、
不提出等に対する

(107) 税制調査会・前掲注（7）19～20

頁。税制調査

罰則のない法定調書については罰則の創設、また、

会における税務手続の電子化の議論については、

国外財産調書や財産債務調書に係る過少申告加

税制調査会「経済社会の構造変化を踏まえた税制

算税等の加重措置のような制度の創設などが考

のあり方に関する中間報告 2」
（2017 年 11 月 20

えられる。下記❷の分野に関する検討課題におい

日）3～10 頁も参照。
(108) 法

ても同様。
(102) 税制調査会・前掲注（7）23

頁では、
「富裕層

121 条 3 項、法 203 条の 3 第 1 項 1 号ハほ

か。財務省・前掲注（79）75 頁以下参照。
(109) 法

や多国籍企業等による複雑なタックスプランニ
ングについては、BEPS プロジェクトでベストプ

238 条～242 条ほか。財務省・前掲注（78）

622 頁以下参照。
(110) 法

ラクティスとして取り上げられた義務的開示制
度（MDR：Mandatory Disclosure Rules）など、

238 条 3～4 項、消費税法 64 条 2 項。財務

省・前掲注（79）671 頁以下参照。
(111) 通則法

諸外国の取組等も参考にしつつ…検討を行って
いくことが重要」としている。

66 条 4 項、同 68 条 4 項。財務省・前

掲注（92）874 頁以下参照。

(103) 検討対象としては、
番号の記載義務はあるが番

(112) 源泉徴収制度は、
我が国に申告納税制度が導入

号の告知義務のない法定調書等については告知

される以前からある制度であり、沿革的には申告

義務の創設、不告知等に対する罰則のない告知義

納税制度とは独立に発展してきて、戦後の申告納

務については罰則の創設などが考えられる。また、

税制度の導入以後に両制度が併存するように
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なったものである（金子宏「わが国の所得税と源
泉徴収制度－その意義と沿革－」日税研論集 15
号（1991 年）6～27 頁参照）
。
(113) 税制調査会・納税環境整備に関する専門家会

合・前掲注（77）5～10 頁参照。
(114) 源泉徴収制度の拡充・導入に対しては、消極的

な意見もある。高橋祐介教授は、「申告納税制度
が…支持されるとすれば、…源泉徴収制度は、あ
くまでその例外に過ぎず、本来の納税義務者の税
額の把握と納付が適切に行われる限り、その縮小、
あるいは究極的には廃止が考えられるべきこと
になる」とした上で、
「近年の改正傾向を見ても、
…源泉徴収自体の制度強化は目につかず、…我が
国の源泉徴収制度も円熟期に入りつつあるのか
も知れない」としている（高橋・前掲注（3）168
頁）
。
(115) 上記

2 で指摘した ICT を活用した申告手続の

簡素化の仕組みが具体化してきた場合には、納税
者全般の申告・納税に係る能力を補強するために
優先的に検討すべき制度的対応策として、当該仕
組みの導入が加わることになる。
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