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国税庁・税務大学校が行う国際支援について

～アジアを中心とした開発途上国への技術協力～
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1. 国税庁・税務大学校が行う国際支援の現在の状況
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〇 各国税務当局との協力

「開発途上国に対する技術協力
～ アジア諸国を中心とした開発途上国への技術協力 ～」

国税庁では、政府開発援助（ODA）の技術協力の枠組みなどの下、
開発途上国の税務行政の改善、日本の税務行政に対する理解者の育成
などを目的に、アジア諸国を中心として、開発途上国に対する技術協力に
積極的に取り組んでいます。

〇 技術協力の概要
・国内での受入研修の実施
・開発途上国への職員派遣

［国税庁レポート 2022年版より］ 4



【アジア地域】 外務省ホームページの地域別インデックスにおいてアジアに
分類されている国・地域

▶インド
▶インドネシア
▶カンボジア
▶シンガポール
▶スリランカ
▶タイ
▶韓国
▶中国
▶ネパール
▶パキスタン
▶バングラディッシュ

▶東ティモール
▶フィリピン
▶ブータン
▶ブルネイ
▶ベトナム
▶マレーシア
▶ミャンマー
▶モルディブ
▶モンゴル
▶ラオス

▶北朝鮮
▶香港
▶台湾
▶マカオ

5



• 国税庁三十年史（1979（昭和54）年発行）

日本において、行政組織、特に税制、税務行政の整備が経済社会の発展

に重要な役割を果たしたことは明らかである。

開発途上国の税務職員を受け入れて研修を実施することは、アジア諸国

との友好を促進し、これら諸国との租税条約の締結を円滑にするなどの

メリットがある。

• 国税庁レポート 2022年版

開発途上国の税務行政の改善、日本の税務行政に対する理解者の育成

などを目的とする。

日本の税務当局にとって、租税条約に基づく情報交換や徴収共助、相互
協議等の円滑な実施に繋がることを期待。

現地に進出する企業にとって、予見可能性の高い税務行政の運営、国
際的な基準に則った国際課税制度の適用や運用等が行われることを期待。

国税庁・税務大学校が国際支援を行う理由・目的
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2. 国際協力の基本
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［独立行政法人国際協力機構（JICA)ホームページ(HP)  「国際協力とは」より］

開発途上国
への支援

NGO
/NPO 国際

機関

政府
機関

日本
政府

企業自治
体

教育
機関

公益
法人

投資
家

グローバル化した社会においては、
開発途上国が抱える問題は国境を超え
る世界的問題。

「国際社会全体の平和と安定、発展
のために、開発途上国・地域の人々を
支援することが国際協力です。」

「国際協力には、国が行う政府開発援
助（ODA）や多国間で行われる支援以
外にも、さまざまな組織、団体、機関、
そして市民が関わっています。」

国際協力とは
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【開発協力大綱（平成27年2月10日閣議決定）】

• 開発協力の目的

• 基本方針（我が国の開発協力が目指すべき方向性）

国際社会の平和と安定及び繁栄の確保により一層積極的に貢献すること

非軍事的協力による平和と繁栄への貢献

人間の安全保障の推進

自助努力支援と日本の経験と知見を踏まえた対話・協働による自立的発
展に向けた協力

日本の国際協力の目的等
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〇重点課題
• 「質の高い成長」とそれを通じた貧困撲滅

• 普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現

• 地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築

法の⽀配の確立、グッドガバナンスの実現、⺠主化の促進・定着、⼥性の権利
を含む基本的人権の尊重等は、効果的・効率的かつ安定した経済社会活動の基礎
をなし、経済社会開発を⽀えるものであると同時に、格差の是正を始め、公正で
包摂的な社会を実現するための鍵である。この観点から、実定法の整備や法曹、
矯正・更生保護を含む司法関係者の育成等の法制度整備⽀援、経済社会制度整備
⽀援、公務員の人材育成、不正腐敗対策を含む行政能力向上⽀援等のガバナンス
⽀援、選挙制度等の⺠主的政治体制構築⽀援、メディア⽀援や⺠主化教育等の⺠
主化⽀援等、必要な⽀援を行う。
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〇日本の重点課題別取組 （「2021年版 開発協力白書 日本の国際協力」(外務省））

 「質の高い成長」の実現に向けた協力

 産業基盤整備・産業育成、経済政策

「質の高いインフラ」、「貿易・投資環境整備」、「国内資金動員支援」、「金融」

 債務問題への取組

 情報通信技術、科学技術・イノベーション促進、研究開発

 職業訓練・産業人材育成、雇用創設

 普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現

 公正で包摂的な社会の実現のための支援

「法制度整備支援・経済制度整備支援」、「不正腐敗対策などのガバナンス支援」、「民主化支
援」

 平和と安定、安全の確保のための支援

「平和構築と難民・避難民支援」、「自然災害時の人道支援」、「安定・安全のための支援」
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政府開発援助（Official Development Assistance : ODA）とは、経済協力開発機

構（Organization for Economic and Development : OECD）の開発援助委員会

（Development Assistance Committee : DAC）が作成する援助受取国・地域リスト

に掲載された開発途上国・地域に対し、経済開発や福祉の向上に寄与することを

主たる目的として公的機関によって供与される贈与および条件の緩やかな貸付等

のこと ［外務省HP  「開発協力の形態」より］

政府開発援助(ODA)について

〇日本のODAの歴史

・ 1954年10月：「コロンボ・プラン」への加盟

・ 1960年 ：欧州経済協力機構(OEEC)の「開発援助グループ」(DAG)への加盟

・ 1961年 ：OEECの解組と経済協力開発機構(OECD)の設立、

DAGの「開発援助委員会(DAC)」への改組
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〇開発援助員会（DAC)

• 目的
「包摂的かつ持続的な経済成長、貧困撲滅、途上国の人々の生活水準の改善を含む、持続可能な

開発のための2030アジェンダ達成、及び援助に依存する国がなくなるような将来に貢献するために、

開発協力及び関連政策を促進する」こと。

• 最近の活動内容
(1) ODA及び他の公的・民間資金の流れに関するデータの収集・分析を通じて、透明性のある方法で、

持続可能な開発に貢献する資金のモニタリング、評価，報告及び促進を行う。

(2) 開発協力政策・活動をレビューし、国際的な規範・スタンダードを支持し、ODAの一貫性を守護し、

透明性と相互学習を促進する。

(3) 特に貧困撲滅と持続可能な成長に関係して、DACメンバー国及びそれ以外のドナーの、開発協

力におけるイノベーション、インパクト、効果及び成果の向上を支援するために、分析、ガイダンス

及びグッドプラクティスを提供する。

(4) 2030アジェンダの実行を支援しアディスアベバ行動目標（AAAA）に則った開発資金の動員を促進

するため、成果を最大化するような開発のグローバルな仕組みについて分析し構築を支援する。

(5) 持続可能な開発のための国際公共財と政策一貫性の重要性を広める。

［OECD日本政府代表部HP 「OECDの概要：開発調査委員会」、外務省HP「OECD開発援助委員会」より］
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［OECD HP 「DAC List for ODA Recipients, Effective for Reporting on 2022 and 2023 flows」から作成］

〇 ODAの対象となる国々

政府開発援助受取国・地域リスト(2022～2023)

政府開発援助(ODA)対象国

後発開発途上国(LDCs)
低所得国(LICs) 低中所得国(LMICs) 高中所得国(UMICs)

一人当たりGNI 一人当たりGNI 一人当たりGNI

＄1,045以下 ＄1,046-＄4,095以下 ＄4,096-＄12,695以下

アフガニスタン ジブチ ブルキナファソ 北朝鮮 アルジェリア スリランカ アゼルバイジャン 赤道ギニア ベネズエラ

アンゴラ スーダン ブルンジ シリア イラン タジキスタン アルゼンチン セルビア ベラルーシ

イエメン セネガル ベナン インド チュニジア アルバニア セントビンセント ペルー

ウガンダ ソマリア マダガスカル インドネシア トケラウ アルメニア セントヘレナ
ボスニア・ヘルツェ
ゴビナ

エチオピア ソロモン マラウイ ウクライナ ナイジェリア イラク セントルシア ボツワナ

エリトリア タンザニア マリ ウズベキスタン ニカラグア エクアドル タイ マーシャル

ガンビア チャド 南スーダン エジプト バヌアツ ガイアナ 中国 マレーシア

カンボジア 中央アフリカ ミャンマー エスワティニ パキスタン カザフスタン ドミニカ共和国 南アフリカ

ギニア ツバル モーリタニア エルサルバドル パプアニューギニア ガボン ドミニカ国 メキシコ

ギニアビサウ トーゴ モザンビーク ガーナ パレスチナ 北マケドニア トルクメニスタン モーリシャス

キリバス ニジェール ラオス カーボベルデ フィリピン キューバ トルコ モルディブ

コモロ ネパール リベリア カメルーン ベトナム グアテマラ トンガ モルドバ

コンゴ民主共和国 ハイチ ルワンダ キルギス ベリーズ グレナダ ナウル モンセラット

サントメ・プリンシペ バングラデシュ レソト ケニア ボリビア コスタリカ ナミビア モンテネグロ

ザンビア 東ティモール コートジボワール ホンジュラス コソボ ニウエ ヨルダン

シエラレオネ ブータン コンゴ共和国 ミクロネシア連邦 コロンビア パナマ リビア

サモア モロッコ ジャマイカ パラグアイ レバノン

ジンバブエ モンゴル ジョージア フィジー ワリス・フテュナ

スリナム ブラジル
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〇 ODAの形態

［外務省HP  「開発協力の形態」］
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【技術協力の形態】
・ 研修員受入
・ 専門家派遣
・ 調査団派遣
・ 機材供与
・ 青年海外協力隊/海外協力隊派遣
・ その他海外協力隊派遣
・ その他

＊ 技術協力プロジェクト：開発途上国が抱える問題に対して定められた目標
を達成するために、相手国と協議のうえ作成した計画
に基づき、研修員受け入れ、専門家派遣など複数の
形態を組み合わせて実施するもの。
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3. 税務行政に関する国際協力：世界の取組
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〇 国際支援に関する基本的な考え方の変化 技術移転から能力開発

〇 OECD グローバル・リレーションズ・プログラム
1990年代から、OECD非加盟国の、特に開発途上国に対し、国際課税の分野における
Tax systemの改善を支援。

〇 OECD キャパシティ・ビルディング・プログラム
・ OECDの「税の透明性及び情報交換に関するグローバルフォーラム」が、開発途上国

における租税条約に基づく情報交換の適切な実施を支援する取組として開始。
・ その後、開発途上国における、Tax Evasionへの対抗、SDG’sの達成、非居住者に係

る金融口座情報の自動的情報交換のための報告制度の実施を支援する取組を開始。

〇 OECDと国連開発計画（UNDP）による国境なき税務調査官
・ 専門家を開発途上国に配置して、移転価格や国際課税の様々な問題に対応する能

力の強化を目的とする。



2018年から2022年末までの期間のDACの目的は、持続的、包括的かつ持続可能
な経済成長、貧困撲滅、途上国の人々の生活水準の改善を含む、2030アジェンダ
の実施に貢献するため、開発協力・制作を促進することとされている。

［外務省HP  「OECD開発援助委員会」］

ODAとSDG’s （持続可能な開発目標）

〇2030アジェンダ
2015年9月に国連本部で開催された
「国連持続可能な開発サミット」における
成果文書として採択された「我々の世界を
変革する：持続可能な開発のための2030
アジェンダ」のこと。17の目標と169のター
ゲットで構成されている。

［国連広報センター 「2030アジェンダ」］
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• 目標17：持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナー

シップを活性化する。

ターゲット17.1：課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的

な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。

• 「SDG’sアクションプラン 2022」 （外務省 SDG’s推進本部）

優先課題：「SDG’s実施推進の体制と手段」

事 業 名 ：「国内資金動員のための途上国における税制・税務執行支援」

• 「2021年版 開発協力白書 日本の国際協力」(外務省）

「開発途上国が開発途上国が、自らのオーナーシップ（主体的な取組）で様々な

開発課題を解決し、質の高い成長を達成するためには、途上国が必要な開発資金を

税収等のかたちで、自らの力で確保していくことが重要です。これを「国内資金動員」と

いい、SDGsを達成するための開発資金が不足する中、重要性が指摘されています。

日本は、国際機関等とも協働しながら、この分野の議論に貢献するとともに、関連

の支援を途上国に対して提供しています。」

税務行政の改善とSDG’s：国内資金動員
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〇 SDG’sの目標8・10・17に関係して、税関、税務、金融分野に関する支援は、

JICAが実施する取組においても、極めて重要性が高い取組の一つと位置づ

けられている。

〇 支援に取り組む意義

• 公共財政・金融システムは、他の開発課題においてそれぞれの課題を解

決し、成長の持続性を担保していく前提条件の一つ

• 公共財政・金融システムは、国家が過度に特定の国に政治的・経済的に

依存することなく、自立性を維持する上で重要

「財政 金融の基盤を強化、経済の安定と成長を目指す。」

［JICA HPより］

税務行政の改善とSDG’s：目標８・10・17

21



4. 国税庁・税務大学校が行う技術協力の内容
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(1) 国内において実施するもの
イ JICA主催の研修

・ 国際税務行政（ISTAX）一般・上級
・ アジア国際課税
・ 国別の研修

ロ 国税庁実務研修
ハ 個別の要請に基づき実施する研修

(2) 職員を海外へ派遣して実施するもの

イ JICAの要請に基づく専門家の派遣
・ 長期専門家
・ 短期専門家

ロ OECD等の要請に基づく研修講師の派遣
ハ 個別の要請に基づく職員派遣
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イ JICA主催の研修

〇 国際税務行政（International Seminar on Tax Administration)
• 1968（昭和43）年から、「アジア租税セミナー（International Seminar on 

Taxation for Asian Countries; ISTAC）」として開始。

• それまで、主としてアジアの開発途上国からの個別の要請に基づき、国税

庁及び大蔵省（現財務省）主税局が、それぞれ、研修生を受け入れて個別

に実施していた研修を一括して実施することとしたもの。

• 1974（昭和49）年からシニア・コースを開始。

• 1979（昭和54）年から、中堅職員向けの一般、幹部職員向け上級に整理

(1) 国内において実施するもの
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• その後、アジア以外の中近東、アフリカ、中南米、オセアニア地域等の開発

途上国からの受入れも行われるようになり、1990（平成２）年に国際税務行

政（International Seminar on Taxation; ISTAX）に改称。

• 研修の目的：日本の税制のアウトライン（概要）を知ることにより、アジア諸

国の税制の改善を図ること。

• 実 施 機 関：国際協力事業団（現JICA）の委嘱に基づき国税庁が実施

• 国税庁における研修実施機関

1973（昭和48）年：大蔵省主税局から国税庁に移管

1988（昭和63）年：税務大学校

1996（平成8）年：国税庁国際業務課（税務大学校職員兼務）が企画を担当。

講義は税務大学校及び必要に応じて国税庁各課が担当

〇 アジア国際課税

• 2007(平成19)年開始

アジア諸国の税務職員を対象とし、国際課税に関する講義を中心に行う研修

。
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【課題別研修の流れ】

【参考】JICA「課題別研修」
• 日本側が研修内容を企画・計画し、開発途上国に提案する研修
• 「税務行政（一般）・（上級）」、「アジア国際課税」は経済政策分野の課題別研修に該当
• 課題別研修の分野：農業開発、保健医療、運輸交通、資源・エネルギー、環境管理、教

育、社会保障、経済政策など計19分野（JICA 2020年度実績）

【候補案件の形成】 新規案件、継続案件の内容検討

【要望調査】 次年度に参加したい研修案件の確認

【案件実施の決定】 外務省による実施決定

【募集・人選】 募集要項の送付・候補者の選定

【来日・研修実施】 JICAの国内拠点において研修を実施

【終了・帰国】 評価会の実施・今後の改善点等の聴き取り
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【参考】JICA課題別研修案件要旨

［JICA HP 「2022年度課題別研修 コース一覧」より］

研修コース名 案件要旨

国際税務行政
（一般）

開発途上国の国税当局（関税を除く）の中堅税務職員を対象として
1968年（昭和43年）から実施しているものであり、幅広く日本の税
制・税務行政、国際課税等について学ぶことを目的とする。また、
講師の一部を経済協力開発機構（OECD）から招き、租税条約等の
集中講義も取り入れている。

国際税務行政
（上級）

開発途上国の国税当局（関税を除く）の幹部職員を対象として1974
年（昭和49年）より実施するものであり、日本の税制・税務行政に
ついて学ぶことを目的とする。また参加各国が直面する税制・税務
執行上の課題について発表、討議の機会を設ける。

アジア国際課税

アジア諸国の国際課税に従事する中堅税務職員を対象として平成19
年から実施。国際課税に関する知見の習得を⽀援し、参加各国の適
正な国際課税の執行に寄与することを目的としている。国際課税
ルールに関する各国共通の認識を醸成することを念頭に、講義・討
議・レポート作成等を行う。
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〇研修参加国の変遷（国際税務行政（一般））

期間 1968-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2021

アジア地域

インド フィリピン インド フィリピン インド フィリピン インド フィリピン インド フィリピン

インドネシア インドネシア ブータン インドネシア ブータン インドネシア インドネシア

カンボジア カンボジア ブルネイ カンボジア カンボジア

シンガポール ベトナム シンガポール ベトナム シンガポール ベトナム ベトナム ベトナム

スリランカ マレーシア スリランカ マレーシア スリランカ マレーシア スリランカ マレーシア マレーシア

タイ ミャンマー タイ ミャンマー タイ ミャンマー タイ ミャンマー タイ ミャンマー

韓国 韓国 韓国 モルディブ

中国 中国 モンゴル 中国 モンゴル 中国 モンゴル

ネパール ラオス ネパール ネパール ラオス ネパール ラオス ラオス

パキスタン 香港 パキスタン 香港 パキスタン 香港 パキスタン パキスタン

バングラデシュ台湾 バングラデシュ バングラデシュ バングラデシュ バングラデシュ

東ティモール

１７か国/地域・２３６名 １６か国/地域・１５４名 ２０か国/地域・１１８名 １６か国/地域・１２２名 １４か国/地域・９０名

中東地域 ４か国・２３名 ４か国・１６名 ３か国・６名 ６か国・１５名 ４か国・１１名

アフリカ地域 ― ８か国・２４名 １１か国・２４名 １３か国・３２名 １４か国・５５名

中南米地域 ３か国・１７名 ８か国・３１名 ９か国・３６名 ６か国・９名 ２か国・５名

オセアニア地域 １か国・２名 ３か国・３名 ５か国・６名 ４か国・４名 ４か国・１０名

ヨーロッパ地域 ― ― ３か国・４名 ５か国・１３名 １か国・５名
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〇研修参加国の変遷（国際税務行政（上級））

期間 1974-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2021

アジア地域

インド
バングラデ
シュ

インド
バングラデ
シュ

インド
バングラデ
シュ

インド
バングラデ
シュ

インド
バングラデ
シュ

インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア インドネシア 東ティモール

カンボジア フィリピン フィリピン フィリピン カンボジア フィリピン カンボジア フィリピン

シンガポール シンガポール シンガポール ブータン

スリランカ スリランカ スリランカ ベトナム スリランカ ベトナム スリランカ ベトナム

タイ マレーシア タイ マレーシア タイ マレーシア タイ マレーシア マレーシア

韓国 ミャンマー 韓国 ミャンマー 韓国 ミャンマー ミャンマー ミャンマー

中国 モンゴル 中国 モンゴル 中国 モンゴル

ネパール ネパール ネパール ネパール ラオス ネパール ラオス

パキスタン パキスタン 香港 パキスタン 香港 パキスタン パキスタン

１３か国/地域・６１名 １３か国/地域・９５名 １７か国/地域・８７名 １５か国/地域・７８名 １５か国/地域・７１名

中東地域 ２か国・３名 ４か国・５名 ３か国・３名 ５か国・６名 ３か国・５名

アフリカ地域 ２か国・３名 ３か国・７名 ３か国・３名 ６か国・１２名 １１か国・４１名

中南米地域 ３か国・５名 ４か国・１１名 ７か国・１４名 ２か国・２名 ２か国・２名

オセアニア地域 ― １か国・１名 ― ２か国・４名 １か国・２名

ヨーロッパ地域 ― ― ２か国２名 ― ―
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〇 国別の研修
特定の開発途上国の税務職員を対象として、当該開発途上国の要望に沿っ

たテーマに絞って、それぞれの国が必要とする知識や技術に関する研修を、
日本において提供するもの。

ロ 国税庁実務研修
• 平成8年開設

• 世界銀行の奨学金制度等を利用して、日本の大学（修士課程）に留学して
いる開発途上国の税務職員を対象とする研修。

• 大学の修士課程において、実践的教育等と位置づけられており、各大学の
履修単位の一部を構成している。

• 日本の税制・税務行政に関する講義のほか、租税条約集中講義及び模擬
交渉演習などが行われている。

ハ 個別の要請に基づき実施する研修
• 開発途上国からの個別の支援要請に応じて国内で研修を実施するもの。
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〇研修参加国の変遷（国税庁実務研修）

期間 1996-1999 2000-2009 2010-2021

アジア地域

インド バングラデシュ インド バングラデシュ インド バングラデシュ

インドネシア フィリピン インドネシア フィリピン インドネシア フィリピン

カンボジア ブータン カンボジア ブータン

スリランカ ベトナム スリランカ ベトナム スリランカ ベトナム

タイ マレーシア タイ マレーシア マレーシア

韓国 ミャンマー ミャンマー

中国 中国 モルディブ 中国 モルディブ

ネパール モンゴル ネパール モンゴル ネパール モンゴル

パキスタン パキスタン パキスタン

１３か国・３３名 １６か国・１４２名 １５か国・１１６名

中東地域 ― 2か国・２名 ―

アフリカ地域 ９か国・１３名 １７か国・３８名 １４か国・５１名

中南米地域 ２か国・３名 ４か国・５名 １か国・１名

大洋州地域 ― ― １か国・１名

欧州地域 １か国・１名 ６か国・１２名 ２か国・３名
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イ JICAの要請に基づく専門家の派遣
〇 長期専門家

国税庁の実務や経験を踏まえ、その国の税務行政の改善に資する継続
的なアドバイスを提供することを目的として、職員をJICAの長期専門家とし
て派遣するもの。

〇 短期専門家
・個別の開発途上国の要望に沿ったテーマについて、相手国で実施する研
修に講師として職員を派遣するもの。

・外国税務当局がJICA現地事務所の支援を受けて実施する周辺国に対す
る研修への講師派遣。

＊国内における国別の研修及びJICAの要請に基づく専門家の派遣は、主に、
JICAが開発途上国に対して行う技術協力プロジェクトに基づいて実施される。

(2) 職員を海外へ派遣して実施するもの
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〇 JICA長期専門家への職員派遣

＊網掛けの年度において職員を派遣している

年度

派遣国

1990年代 2000年代 2010年代 2020年代

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

インドネシア

カンボジア

フィリピン

ベトナム

マレーシア

ミャンマー

ラオス
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【参考】JICA「技術協力プロジェクト」の流れ

【案件発掘・形成】 相手国政府との協議、現地における情報収集

【要請～採択】 外務省、関係各省、JICAによる採択可否の検討

【検討／事前評価】 効果の明確化・実施の適切性の検討

【プロジェクトの実施／進捗状況促進】 定期的モニタリング

【フォローアップ／事後評価】 結果は類似案件に活用
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ロ OECD等の要請に基づく研修講師の派遣
• OECDの要請に応じてグローバル・リレーションズ・プログラムに研修講師と

して職員を派遣しているほか、税務行政に関する支援を行う機関が、開発途
上国向けに、各国で行っているプログラムに職員を講師として派遣している。

• 日本で行っている国際税務行政（一般・上級）において、OECDから派遣され
た講師による講義もグローバル・リレーションズ・プログラムである。

ハ 個別の要請に基づく職員派遣
• 開発途上国からの個別の支援要請に応じて、職員を当該国に派遣して研修

を実施するもの。
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〇国別の研修（国内において実施するもの・職員を派遣するもの）の実施状況

＊網掛けの年度において、国別の研修を実施している

年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

インドネシア

カンボジア

タイ

中国

フィリピン

ベトナム

マレーシア

ミャンマー

モンゴル

ラオス

ウズベキスタン

アフガニスタン

ウガンダ

ケニア

タンザニア
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（インドネシア・カンボジア・中国ほか）

国別の技術協力概要
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協力期間 2003年12月～2007年3月

背景
・金融危機後の財政難克服の観点から税務行政の改善が必要。
・インドネシアのガバナンス改善の視点から、より公平な税務行政の実施が必要。

目標
・広報活動・納税相談・税務調査の改善を通じた、国税総局の職員の能力・透明性・信
認の向上。

協力内容
・納税相談に関する現状調査、納税相談にあたる職員に対する研修の実施
・納税者サービスに関する研修の実施
・日本の国税庁の広報活動を紹介する研修の実施

協力期間 2006年12月～2009年12月

背景
・租税負担率（租税歳入の対国民所得比）が近隣諸国よりも低水準。
・税務行政の近代化を推進するも、ノウハウやリソース不足。

目標
・適材適所の人材管理の実施。
・納税者が、必要とする情報を容易に入手できるようにする。
・税理士制度の改善及び国税総局と税理士会との連携強化。

協力内容

・人材管理における問題点の把握、改善案の作成に関する支援。
・情報提供等の広報手段のあり方等の検討及び改善案の作成に関する支援。
・現行の税理士制度の問題点の把握、改善案の作成に関する支援。
・上記の内容に関する研修の実施。

インドネシア
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協力期間 2009年12月～2014年6月

背景

・「国家収入の増加と金融安全プログラム」において、税政策・行政改革、税紛争行政
改革が掲げられている。
・悪質な納税者への対応能力が低い。
・職員研修におけるOJTの推進・定着が喫緊の課題。

目標 ・広報活動・納税相談・税務調査の改善を通じた、職員の能力・透明性・信認の向上。

協力内容
・OJTの研修プログラムへの組み込み、e-ラーニング教材、人事考課制度の開発支援。
・インドネシアにおける徴収制度、査察制度、不服申立制度の課題の把握、改善案の
作成に関する支援、及び、日本における同制度の運用や経験に関する研修の実施

協力期間 2014年1月～2018年9月

背景
・電子商取引の拡大、相互協議、事前確認制度、租税条約に基づく情報提供要請の増
加及び租税条約に執行に関する国内法の的確な適用の重要性が大幅に増加。
・リスク管理能力の向上に関して海外の機関からの支援の必要性。

目標
・日本などの先進国におけるベストプラクティスとの比較検討により、国税総局の相互
協議、事前確認制度、情報交換手続の実務能力の向上。

協力内容 ・日本の国際課税制度、電子商取引課税、リスクマネジメントに関する研修の実施
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協力期間 2018年1月～2021年3月

背景
・複雑化する経済活動を背景として、特に「税務行政の国際課税実務の能力向上」、
「税務の執行に対する実務の能力向上」、「税務コンプライアンスに係る職員の能力強
化」並びに「国税総局の組織管理強化」について更なる支援を必要としている。

目標
・国際化・多様化する経済活動にかかる税務行政を執行する国税総局職員の実務能
力の向上。

協力内容

・相互協議、事前確認制度、CRS、BEPS等の国際課税に関する研修の実施及び国税
総局職員への支援・助言。
・査察に関する研修の実施及び国税総局職員への支援・助言。
・リスクマネジメント、税務調査に関する研修の実施及び国税総局職員への支援・助言。
・組織管理に関する研修の実施及び国税総局職員への支援・助言。
・日本の不服審査・租税教育に関する研修の実施。
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協力期間 2004年1月～2006年12月

背景

・1997年に実額課税方式が導入されるも、基礎的な簿記・会計や調査法の知識に欠
ける調査官が少なくなく、知識・ノウハウを得るための研修機会の付与が必要不可欠。
・税務調査計画を立案すべき立場にある幹部職員の意識、知識や能力が不十分。
・人事・研修担当部が、4名と小規模である。

目標 ・税務調査官の能力向上と効率的な税務調査の実施。

協力内容
・幹部職員を対象に調査方針の立案、人材育成、人事管理に係る研修の実施。
・人事管理に関する行動計画の策定、実施、モニタリングを支援。
・税務調査法、国際課税に関する研修の実施。

協力期間 2007年6月～2010年6月

背景

・税収拡大を図り歳入基盤を強化するべく、税制の近代化や税務行政の改善に関す
る改革が進められているが、長年に亘る内戦の影響から人的資源の不足が著しい。
・これまでの、職員の実務能力向上、問題意識の改善に加え、更なる制度整備や総
合的人材育成が必要。

目標 ・租税総局の能力向上。

協力内容
・税務調査法、納税者サービス、納税者情報管理及び内部事務改善、納税者権利救
済制度及び異議申し立て制度の研修の実施。
・研修所の設立、研修コース・カリキュラムの検討、教材の開発に関する支援。

カンボジア
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協力期間 2011年9月～2015年7月

背景

・近年税収が増加するも、他ASEAN諸国と比較すると国税の税収割合は低い。
・財政の自立発展性の向上の促進に税務行政の改善は不可欠。
・GDTは権限拡大に見合う機能を果たすべく、税務調査や納税者サービス、これらを支え
る内部事務、人事管理の強化が求められている。

目標 ・申告納税制度促進を通じた租税総局における徴税体制の強化。

協力内容

・税務調査に係る研修の実施及び課題の整理、マニュアルの作成、改善、研修計画策定。
・効果的な税務調査・徴収のための情報の収集・管理及び企業の包括的な記録の改善。
・納税者サービス改善に向けた研修の実施、クレームの分析及び実務への反映、納税者
に対する啓発活動の強化。

協力期間 2015年8月～2019年6月

背景

・申告納税制度に関する税務行政が不十分、納税者の納税意識が低い。
・申告納税方式への移行に伴う簡易帳簿方式の導入、租税教育や広報活動、Q&Aの作
成、納税者満足度調査の実施など納税者サービスの質及び提供能力の向上が必要。

目標 ・租税総局の納税者サービスの提供能力の継続的な強化。

協力内容
・租税教育のための広報用DVD等の作成 納税者サービスの改善に関わる研修の実施
・簡易帳簿方式の導入・定着に関する、指導者育成のための研修、記帳に関する研修な
どの活動計画の策定。
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協力期間 2004年7月～2007年3月

背景
・中国国内における外資による直接投資の拡大及びその伸びがあまりに急激であり、
国際課税に関する専門知識を有する人材育成が間に合わない。

目標
・中国の税務当局者が国際課税制度に関する国際的な運用基準への理解を深め、円
滑な国際課税制度の実施体制構築に向けた税務行政面での執行体制の強化。

協力内容
・日本における国際課税制度、大企業及び多国籍企業の管理制度、移転価格税制の
実施体制、事前確認制度、国際的な規準及び日中租税条約に基づく国際課税の適用
に関する専門的・実践的な知識移転・研修の実施。

協力期間 2008年11月～2011年5月

背景
・2008年の外資優遇税制の大幅見直しなどを背景として、外資企業や多国籍企業等の
納税者から税務行政に対する理解と信頼を確保するため、税務行政の大きな柱の一
つである広報活動をはじめとする納税者サービスの質的向上が急務。

目標
・納税者サービスの実施体制を整備するとともに税務担当官の能力を高めることを通じ
た、納税者サービスの質の向上。
・適正な国際課税制度運用の地域的拡大。

協力内容
・納税者サービス制度とその運用、国際課税制度・執行に関する専門的・実践的な知
識移転・セミナーの実施。国際課税制度に関しては、多国籍企業の進出が移行した中
西部地域の職員を中心に実施する。

中国
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協力期間 2012年9月～2015年9月

背景

・国際課税制度の整備、外資系企業・外国人を含む適正納税者向けのサービス体制強
化に積極的に取り組み始めるも、国際課税業務の急増・多様化に、当該分野の人材育
成が追いついていない。

目標 ・国際税務に関する税務行政分野の人材育成能力の向上

協力内容
・国際課税、納税者サービス分野の講師人材を育成するための研修等の実施
・研修管理能力向上のための研修等の実施



45

（受講者のコメント等）

技術協力に対する評価
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国税庁実績評価書において、開発途上国に対する技術協力として実施した受
入研修及び職員を海外に派遣して行った研修の満足度を測定し公表している。

・開発途上国に対する技術協力の満足度（受入研修）

・開発途上国に対する技術協力の満足度（職員派遣）

会計年度
平成28年度
(2016年度）

29年度
(2017年度)

30年度
(2018年度)

令和元年度
(2019年度)

２年度
(2020年度)

実績値(％) 100 100 99.2 100 95.5

会計年度
平成28年度
(2016年度）

29年度
(2017年度)

30年度
(2018年度)

令和元年度
(2019年度)

２年度
(2020年度)

実績値(％) 94.5 91.5 95.0 94.5 89.2
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ご視聴ありがとうございました。


