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通算第 2996 回例会

本年度 第 22 回

場所 瀬戸商工会議所

例会次第

・開会点鐘

・「我等の生業」

・出席状況

・会長挨拶

・行事

・誕生日・結婚記念日祝福

・報告事項

・委員会報告/その他の報告

・卓話

ゲストハウスますきち

代表 南慎太郎様

「なぜ、新卒でＵターンして

宿を開業したのか」 第２９９４回例会 会長挨拶 鈴木政成君
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前回例会 記録
2022 年 1 月 19 日第 2994 回例会

・場所 瀬戸商工会議所

・出席報告 55 名 出席会員 33 名

当日出席率 60％

・行事

・マルチプル・ポールハリスフェロー

(+2）ピンバッジ授与…加藤定江君

・卓話

尾張瀬戸税務署 署長 相澤秀志様

「税務行政の現状」

皆さん、こんにちは。本日の例会は

2994 回本年度 20 回目の例会でござ

います。ゲストは、尾張瀬戸税務署署

長相澤秀志様と尾張瀬戸税務署法

人課税第一部門統括国税調査官太

田智代美さんでございます。お二人

には後ほど、卓話をお願いしておりま

すのでよろしくお願いいたします。本

日からオミクロン株の状況をみまして、

短縮例会となりました。予定をしてい

ました会議などが色々と変更、中止に

なってしまうのが現状でございます。

さて、1 月は職業奉仕月間でありま

す。皆さんは職業奉仕月間と聞いて、

何を思い出されるでしょうか。私は、ア

ーサー・フレデリック・シェルドンの「最

もよく奉仕する者、最も多く報われる」

という言葉を思いだします。シェルドン

がこの言葉に込めた思いを私が考え

ますと、継続的に事業が発展するた

めには、自分のもうけを優先するので

はなく、職業を通じて、社会に貢献す

るという考えで事業を営むべきだとい

うことではないかと思います。このシェ

ルドンはロータリアンであるとともに、

ビジネススクールで経営学を教える先

生でした。シェルドンが会員に伝えた

のは、シェルドンの経営的発想からき

た言葉であったといわれております。

後にこの理念が、ロータリアンのある

べき生き方で、人生哲学にも繋がっ

て、今があると私は思います。職業奉

仕こそがロータリーの金看板であると

いう言葉まで生まれることに至ったわ

けでありますが、RI では、職業奉仕も

他の奉仕と同列に扱うといわれていま

すが、我々はシェルトンの思いでもっ

て、職業奉仕を根幹にやってきたと思

います。もう一つ、最もよく奉仕すると

は、どういうことかと考えてみますと、

お客様第一の考え方の言い換えでは

ないかと思います。小売業であれば、

接客やサービス、製造業であれば、

お客様の求める商品を提供すること

が、真の意味でのお客様第一の考え

であり、企業としての倫理観をしっかり

身につけ、それを磨き上げていくとい

うことが、最も多く奉仕する者の定義

ではないかと私は思います。そうする

ことによって、企業の信用が上がり繁

栄に繋がっていく、それが最も多く報

われるということではないかと思いま

す。その倫理観を磨き上げるのが、本

来、例会の場であるべきだと私は思う

のです。１月は、皆さんもう一度、職業

奉仕月間について考えていただきた

いと思います。

例会予定

2 月 9 日（水）
休 会

2 月 16 日（水）
尾張東分区 地区防災対策委員

真城壮司様

「南海トラフ大地震に備えて」
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尾張瀬戸税務署 署長 相澤秀志様

『税務行政の現状』

ただいまご紹介いただきました、尾張瀬戸税務署長の相澤でございま

す。 新年早々、貴重なお時間をいただき、お話しする機会を頂戴しまし

たことに感謝申し上げます。

まずもって、お話しすべきことは、オミクロン株の猛威で新型コロナウ

イルス感染症が急速に拡大しています。既に、多くの方が影響を受けら

れ大変ご苦労されている現状ですが、我々税務当局といたしましては、

法令の許す限り納税者の皆様の状況や心情に十分配意し、税務調査

や徴収事務を遂行して参ります。特に納税が困難な方に対しては、納税

の猶予制度をご案内するなど、丁寧な対応に努めて参ります。ロータリ

ークラブ会員の皆様におかれましても、ご要望がありましたらお気軽にご

相談願えればと思います。ところで、私、大勢のみなさんの前で話すの

が苦手でして、三重県の片田舎の高校を卒業して税務職員に採用され

て、現在に至っています。教養もありません。

皆さんのお役に立つお話しをしなければなりませんが、唯一お話しで

きそうな仕事の話、「税務行政の現状」「税務署が進んでいく方向性」を、

あまり面白くない話かとは思いますが国税勤務で経験したことなどを取り

混ぜて、お話しさせていただきたいと思います。

まず、簡単に自己紹介をさせていただきます。 出身は三重県津市で

す。高校卒業後名古屋国税局に採用されて国税局のほか出身の三重

県を除く東海地方、愛知県・岐阜県・静岡県内の税務署に勤務しまし

た。東京国税局にも２年ほど行ってまいりました。昨年の７月に尾張瀬戸

税務署長を拝命しました。前任地は静岡県伊豆半島の先端、下田税務

署です。瀬戸市と尾張旭市を管轄します当署には、１２年前にも一度勤

務したことがありまして、２度目の勤務となります。

長く名古屋市内に住んでいますが、当地の印象は「せともの」に代表

されるように非常に歴史あるモノづくりの街で、近隣の尾張旭市も含めて

緑や水・土といった自然にも触れ合え大変穏やかな地域といった印象で

す。休日には妻とよくドライブがてらお邪魔しています。名古屋国税局の

管内には 48 の税務署がありますので、２度も勤務できる機会を得まし

て、大変嬉しく思っています。国税局では査察部というセクションに２０年

近く勤務しました。いわゆる「マルサ」と呼ばれているところですが、大口

悪質な脱税者の摘発を担当してまいりました。 「マルサ」の話は、後ほ

どさせていただくことにしまして、まず税務署の近々の話題からお話しし

たいと思います。年が明けまして、令和３年分の確定申告の時期が近づ

いてきました。徐々に来署される方やお問合せが増えてきています。お

手元にリーフレットをお配りしましたが、本年も新型コロナウイルス感染

症拡大防止、オミクロン株の猛威から身を守るといった観点から、ｅ－

Tax を利用してご自身のスマートフォンやご自宅のパソコンから申告を

お済ませいただくことを強くお勧めしています。確定申告会場（尾張瀬

戸税務署においては、パルティ瀬戸をお借りして開設します）では、検温

や手指消毒などの基本的な感染症防止対策や入場整理券など利用し

て混雑緩和に努めて参りますが（ちなみに、例年申告会場と税務署にお越

しいただく人数ですが、１ヶ月余りの間に８，０００人ほどの方がお越しになり

ます。）、最も望ましいのは一人でも多くの方にｅ－Tax をご利用いただき、

わざわざご来場いただかずに、人との接触を極力避けて、確定申告をお済

ませいただくことです。 本年１月からはパソコン画面に表示された２次元バ

ーコードをスマートフォンで読み取れば、マイナンバーカードを使ってｅ－

Tax で送信可能になるなどますます便利になっています。その他、専用画

面の利用対象も拡大したほか、スマホのカメラ機能を利用して給与所得の

源泉徴収票を読取る機能も追加しています。 企業経営者の立場でお考え

いただきますと、従業員の方が混み合う申告会場で、万が一新型コロナウイ

ルス感染症に罹患してしまうというのは大変辛いことではないかと思います。

ご自身のみならず、ご家族、従業員、ご友人、取引先の皆様にもｅ－Tax の

ご利用を案内願えれば幸いです。いかにして平穏に確定申告を進めていく

か、これが税務行政喫緊の課題です。

続いて、中長期的な「税務行政の現状」ということで一つご紹介させてい

ただきます。新型コロナウイルス感染拡大防止策ということで、ｅ－Tax によ

る申告をご案内しましたが、昨今は社会全体もコロナ禍でデジタル化の必要

性・重要性が顕在化しているように感じます。行政全体ではでデジタル庁も

創設されました。国税庁では、「納税者の皆さんの利便性を高める、より質の

高い納税者サービスを提供する」という目的から、「税務行政のデジタルトラ

ンスフォーメーション―税務行政の将来像 2.0－」というものを公表していま

す。「納税者の利便性の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化を図って、適

正公平な申告を行った納税者の方々が不公平感を抱くことがないよう、悪質

な納税者に対しては厳正な姿勢で臨む」こととしています。言い方を変えま

すと、最終的には「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにスムーズ・スマ

ートにできる社会」を目指すことと、課税や徴収についても AI 等も活用して

データ分析への取組みを更に進めていき、いわゆる「調査・徴収の充実」を

図るというものです。難しいお話しをしましたが、お配りの資料を見ていただ

ければと思います。

この将来像を公表した背景を少し説明させていただきます。大きく２点あり

まして、１つが、先ほどお話ししたように社会情勢そのものが ICT 化やグロ

ーバル化で進展著しい現状で、納税者サービスを充実していくには時代に

即したデジタル化が必要になったということです。もう一つが、税務職員の数

と、納税者のみなさんからの申告件数のバランスが崩れ、ICT 化やグローバ

ル化と相まって、調査・徴収が非常に複雑・困難になってきていたということ

があります。数値で少しお話ししますと、国税庁全体の定員は令和２年度が

5 万６千人弱で、平成に入ってからのピーク時、平成９年度の定員 5 万 7 千

人強と比較して２％減少しました。ちなみに、約３０年前平成元年度の定員

は 5 万 4 千人強でした。平成元年と令和２年を比較すると、2.5％増加して

いますが、所得税の確定申告件数と比較すると、平成元年が、1，697 万件

で令和元年分が２，２２２万件ありましたので、30.9％増加しています。「法人

数」、便宜上休業法人を含んでの数値ですが、平成元年が 235 万社で、令

和元年が 311 万社です。32.3％増加しています。単純比較ですが、いわゆ

るマンパワー不足の状況です。ということで、限られた資源・人材をどう活用

するかが組織の問題・課題となり、将来に向けた方針が発表さました。詳細

は、国税庁のホームページに公表していますので、お時間のある時にご覧

いただければ幸いです。

「調査の充実」という観点から、少し、最近の税務調査事績の特徴をお話

しさせていただきます。法人の調査については、消費税の還付申告、海外

取引中心の法人、無申告法人の調査に力をいれています。特に消費税中

心の調査件数が増えています。消費税は、税収の面では最もウエイトが高

い税目になっています。税率アップやインボイス制度の導入など国民のみ

なさんの関心も非常に高いものになっています。もともと消費税には預り金

的な性格がありますので、平たく言えば国民のみなさんから預かったお金を

適正に申告せず、個人のために使ってしまうというのは、問題な行為かと思

います。ですので、我々税務当局には一層適正な執行が求められているも

のと思っています。特に、不正に還付金を得ようとする詐欺的なケースには

徹底した調査を行っています。例えば、輸出免税制度を悪用して、架空の

仕入の計上と架空の輸出売上を計上して不正に消費税の還付を受けようと

する手口や、高額な固定資産を購入したかのように装って架空の課税仕入

れを計上したりする事例を把握して是正を求めています。個人の調査では、

富裕層・海外投資・インターネット取引、それから法人税同様無申告に対す



ニコボックス報告
2022 年 1 月 19 日例会
尾張瀬戸税務署長 相澤秀志様の卓話を楽しみにしていま

す。宜しくお願い致します。会長 鈴木政成、幹事 松本哲也

マルチプル・ポールハリスフェロー(+2)、ありがとうございます。

加藤定江

尾張瀬戸税務署 署長 相澤秀志様の卓話を楽しみにしてい

ます！

井上博、江坂正光、大竹一義、刑部祐介、梶野輝雄、勝谷哲

次、加藤一夫、加藤克弘、加藤克己(2021)、加藤定江、加藤

眞言、加藤光哉、加藤陽一、加藤令吉、小池芳樹、小林稔、

近藤三博、鈴木伸、高橋信郎、戸田由久、野田由紀子、牧オ

サム、増岡錦也、山口記由、山本英雄

る調査に力を入れています。特に、海外への投資や海外取引で儲け

た利益を申告しないといった事例を把握しています。海外の資産や利

益をどうやって把握していくかということですが、一つは資料情報の集

積を充実させています。海外に送金したり受け取ったりする際には、

金融機関から国外送金等調書というものを提出していただいて情報集

積していますし、租税条約に基づいて海外の税務当局から金融口座

の情報も入手しています。その他、外国の税務当局に実際に調査に

出向いてもらって事実関係を明らかにしてもらうといったことも積極的

に要請しています。徴収関係についても、外国当局に財産の差し押さ

えなど徴収を依頼しています。

ちなみに、税務職員を直接海外に駐在させてその国の税務当局と

情報交換を密に行う取り組みもしています。お隣りの韓国ソウルやアメ

リカニューヨークのほか合計１８都市に配置しています。相続税の調査

でも海外資産関連に重点を置いて取り組んでいます。海外に隠せば

日本の税務署にはばれないといった時代は、もう過ぎたとご理解いた

だきたいところです。税務行政の進むべき方向性、税務署や国税局が

行う今後の調査・徴収の在り方というところでお話しさせていただきまし

た。

続きまして、私がいました査察部の現状といった話を少しさせていた

だきます。査察調査は、税務署の調査とは手続きが違いまして、裁判

所から令状の発付してもらって強制調査を行います。最終的な目的

は、悪質な脱税者に刑事責任を負ってもらうことです。具体的には、強

制調査で証拠収集をして、質問調査を繰り返して、証拠が固まり次第

検察庁に告発というものをします。その後は、検察庁の取調べから最

終的には裁判で刑事訴追をしてもらいます。査察部は、経済情勢を反

映して社会的に波及効果が高い事案を摘発していくことが求められて

います。難しい言葉で言い表しますと、「その一罰百戒の効果を通じ

て、適正公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資すること」を目

的としています。

税務職員は全国で５万７千人とお話ししましたが、査察部の職員

（査察官と言いますが）、これは全国で１，２００名程度です。名古屋国

税局には１６０名弱の査察官が従事しています。脱税事件は、バブル

期には株式や不動産取引の脱税が中心でした。その後、リーマンショ

ックで経済が低迷すると、摘発件数がぐっと減りました。査察事件は、

その時々の経済や社会情勢、世相を反映して悪質な脱税事件を摘発

していきます。非常に敏感に傾向が表れます。風俗業や建設関連業、

人材派遣業などを多数手掛けた時代もありました。その他、脱税を唆

(そそのか)したり、架空経費の計上の手伝いを請け負ったりするいわ

ゆる脱税請負人といった案件も摘発してきました。場合によっては、検

察庁や警察当局と合同で手掛けることもあります。しばらく前に新聞紙

上をにぎわした「謝礼金」問題や暴力団の「見ヶ〆料」いった案件など

も手掛けています。脱税で得た資金の貯め方ですが、多くは不動産

や現金、国内の預貯金などでした。確かに少し前までは顕著でした

が、最近の事例としては○○コインといった暗号資産や海外への投

資、海外の預金で貯めたり、海外カジノなどの遊興費で使ってしまっ

たなどの事例もあります。昨今は、お話ししましたように消費税の不正

還付事案を多く摘発しています。消費税には、未遂犯といいまして、

還付申告をしただけで、税務署が還付しなくても犯罪が成立するよう

に法律が改正されました。輸出免税制度を悪用した不正還付事案で

は、他の犯罪（詐欺罪）と合わせてですが、過去には９億円近い金額

の不正還付事案で懲役９年の実刑判決も出ています。不正還付事案
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は、時計などのブランド品、宝飾品や金地金を利用した架空取引のほ

かに、中古自転車の架空輸出取引なども摘発しています。消費税以外

では、世相を反映した事案として、生活保護の受給者に宿泊施設を提

供するいわゆる貧困ビジネス事案を摘発したりしています。この事案の

手口は、ホームレスやネットカフェ難民をターゲットにして、宿泊施設を

提供して彼らが受給した生活保護費を現金で回収して、その一部を申

告しなかったというものです。その他、何度もお話ししていますが海外

取引を利用した脱税が多数摘発されています。海外の関連会社に架

空の仕入や経費を計上する手口などが把握されています。

いわゆる国際事案と呼ばれるものですが、令和２年度ですが過去５

年間で最多の告発件数でした。実際に、もう少し脱税の手口や隠した

財産のお話を、査察調査に従事してきた経験から詳しくお話ししたいと

ころですが、今日のところはこのへんで止めさせていただきます。と申し

ますのは、実は詳しい査察の概要は国税庁のホームページをご覧いた

だくといろいろと掲載されています。面白いところでは国税庁提供の動

画もありますので、そちらを是非ご覧いただきたいと思います。

税務行政の現状と題して「国税庁の使命・任務」をご紹介させていた

だきましたが、とりとめのない話ばかりさせていただきました。税務行政

の根幹は、正直に申告・納税されている方には最大限のサービスを提

供していく、悪徳・不誠実な納税者には断固とした姿勢で調査・徴収を

行うということだと思っています。

最後になりますが、昨年、この使命・任務を果たすために「国税庁の

組織理念」というものが制定されました。

新たな組織理念のもと「信頼で 国の財政 支える組織」を目指し、

国税職員が力を合わせて「使命感を胸に挑戦する 税のプロフェッショ

ナル」として日々の職務を遂行するというものです。

我々税務職員は、目標である適正公平な課税の実現に向けて取り

組んでいきます。 本日ご臨席の皆様には、今後とも税務行政へのご

理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 最後に皆様方のご健

勝、ご多幸を祈念して結びの言葉とさせていただきます。ご清聴に感

謝いたします。ありがとうございました。

尾張瀬戸税務署 法人課税第一部門

統括国税調査官 太田 智代美様


