
税務調査の実際と対応
～行動経済学からの視点で～

法令出版

永田 金司【著】



はじめに

　最近、書店の店頭に並んでいる本の中に税務調査に関する書籍が目に
つきます。税務署の内側を一面的に書いた本、脱税を勧めるかと思われ
るような表題の本、税務調査の是否認（通達・裁決・判例をベースとし
て）を解説した本、国税通則法の改正を機に税務調査の手続を解説した
本、税務調査での着眼点を通達をベースに解説した本など、種々多様に
揃っています。
　私は、東京国税局法人税課及び国税庁法人税課で、法人税の監理事務
を約 10 年間勤めてきました。監理事務とは聞きなれない言葉ですが、
各国税局及び税務署における法人税調査を含んだ事務運営のあるべき方
針を立て、中長期及び短期的な観点で企画・立案し実行を統括していく
部署です。この経験を基にKSK（国税総合管理）システムの構築に賦
課システムの責任者として従事しました。
　KSKシステムは、各税目の賦課から管理徴収まで一貫したシステム
であり、かつ、各税目間を相互に連結した調査・管理情報システムで、
このシステムは日本最大・最高のシステムであると自負しています。
　このような私の経験を踏まえ、従来の税務調査関連書籍とは一味違っ
た「税務調査学」ともいえる書籍を執筆したいと願っていました。
　私は平成 16 年７月に新宿税務署長を最後に退職し、税理士業も 10 年
が経過しました。この機会に念願の「税務調査」本を執筆しようと決意
しました。書き始めると、納税者の方々は無論、税務職員の皆様にも参
考となるよう、決して節税や不正計算を勧める本にしないことを念頭に
置きました。
　当初は、税務調査の対象とする法人の「選定」「準備調査」及び「調
査の実際」について解説する予定でしたが、周辺領域まで記述の範囲が
広がりました。また、記述のスタンスも現職時代からの持論である「納



税者行動経済」の視点としており、読者の方々には奇異に感じるところ
も多々あるかと思いますが、ご容赦願います。
　この本が、納税者の適正申告について、税務職員の税務調査の重要性
の再認識について、それぞれ一助となれば、望外の幸せです。
　また、このような特異な視点で書いた本の出版を快諾していただいた
法令出版の鎌田順雄氏に心より感謝いたします。
　なお、本書の内容及び意見、並びに法令解釈等は、無論、私見である
ことをご承知いただければと存じます。

　平成 30 年１月
著者　永 田 金 司

（補１）本書の視点について

　納税者の申告行動は、次の視点で表すことができると考えます。

　　t＋ 1　P＊t ＝ E（Pt ＋１ ―It）

E ： 期待値 t ： 期（年）
P ： 申　告 I ： 情　報

　この式は、t 期において来季（t ＋１）どのような申告（t ＋１P＊１）
をするかの意思決定は、種々の情報（Ｉｔ）を条件として来期に申告（Pt
＋１）しようとする期待値（Ｅ）によって決定されるという条件付期待
値をあらわしています。
　情報（Ｉ）の中には、①調査によって脱税行為が発見されるかもしれ
ない確率、②納税者自身の倫理観及び遵法意識、③景気予測（景気変動
が自己の資産等に及ぼす影響の考慮）、④外圧的要因（蓄財欲、入学資金
の手当、資金購入資金の手当等）などの要素があります。そして、情報
が相互に牽制しあったり増幅したりした結果が来期の申告（ｔ＋１Ｐ＊ｔ）
となってあわられてくると考えるのです。
　この情報（Ｉ）に人間行動経済が大きく影響を与えることとなります。
　このような視点で本書は構成されています。

（補２）行動経済（学）の納税者行動への応用への挑戦

　従来の企業の経済行動は、ホモ・エコノミストに基づき、①合理的な
行動（効用の期待値の最大化）、②自制的行動（すべて自制的行動で経済
的価値を減少する行動はしない）及び③利己的行動（自身の利益のみを
追求するのみで、他人の利益や公平といった価値基準をもたない）であ
ると定義されています。租税法をその行動基準に拠って解釈されている
ところも、多分にあるかと考えます。
　しかし、企業行動経済は常に合理的行動を採っているとは限りません。



企業の非経済的行動を心理面からの視点で解明しようとするのが「行動
経済（学）」であると理解しています。
　企業の行動経済（時には経済的合理性をもって、時には非経済的行動
をもって）において顕著に現れるのが租税面であると考えます。なぜなら、
納税者心理が租税負担行動に大きく影響してくるからです。
　このような視点をベースに本書は構成されていますが、荒唐無稽な解
説書とは思わずに、興味をもってお読みいただければ、この上ない喜び
です。
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第１章　国税の組織

　国税の組織は、下図のとおり、国税庁を頂点とするピラミッド型の組
織となっています。

国税庁

税務署

国税局
全国に 12の国税局があります。
（沖縄国税事務所を含む）

全国に 524 の税務署があります。

　以下、賦課課税部署の役割を中心に説明していきます。

１　国税庁の役割

（１）各賦課課税課の役割
　国税庁は財務省設置法第 18 条に基づいて設置され、その任務は「内
国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税
理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。」（同法第 19 条）
とあります。
　国税庁には、課税部に課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課
税課及び酒税課が置かれ（財務省組織規則第 392 条）、調査査察部に調
査課及び査察課が置かれています（同規則第 401 条）。
　課税部各課の所掌事務について、財務省組織規則をもとに簡記する
と、次のとおりです。

部 課 所掌事務
課
税
部

課税総括課 ・�内国税の賦課に関する事務の基本的な運営方針の企画及
び立案
・�内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務の管理
・法定資料に係るものに関すること

消費税室 ・消費税の賦課に関する事務の調整に関すること
・�消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の適用に関す
る事務の指導及び監督に関すること
・�消費税及びたばこ税等の賦課に関する事務のうち、消費
税及びたばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関す
る事務で他の所掌に属しないものに関すること

個人課税課 ・�所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の
管理に関すること
・�所得税等の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査
及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこ
れに必要な調査及び検査に関すること
・�所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること
・�所得税の賦課に関する法令の適用に関する指導及び監督
に関すること

資産課税課 ・�相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準又は
税額の決定に関する事務の管理に関すること
・�相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調
査及び譲渡所得等に関する検査及び犯則の取締りに関す
る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査
に関すること
・�相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する
法令の解釈に関すること
・�相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する
法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること

法人課税課 ・�法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の
管理に関すること
・�法人税等の課税標準の調査及び法人税等に関する検査及
び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれ
に必要な調査及び検査に関すること
・�法人税及び地方法人税並びに源泉徴収に係る所得税の賦
課に関する法令の解釈に関すること
・�法人税及び地方法人税並びに源泉所得税に係る所得税の
賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に
関すること
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　いずれの課（室）も「関すること」とあるように、実地調査をする部
署ではありません。各国税局（税務署）の事務運営について、指導監理
する立場であるといえます。
　この各課における所掌事務の特徴は、①資産課税課において、相続・
贈与税法に加えて所得税法上の譲渡所得に係るものを所掌しているこ
と、②法人課税課において、所得税のうち源泉徴収に係るものを所掌し
ていることです。

（２）国税庁法人課税課の具体的な役割
　法人課税課を例に、主にどのような事務に関する監理運営を行ってい
るかを簡記すると、次のとおりです。
　・…法人税に関する審理事務……法人税基本通達の発遣・改廃の事務を
つかさどります。

　・…法人税に関する監理運営事務……法人税調査事務に関する基本方針
の企画と、各国税局の法人税調査事務に関する指導事務（当該事務
年度において、どのような税務調査方針で臨むのか、重点事項とし
て何に対してどのように取り組んでいくかを、各会議を経て決定し
ていきます。）

　・…源泉所得税に関する審理事務……所得税のうち、源泉所得税に係る
基本通達の発遣・改廃の事務をつかさどります。

　・…源泉所得税に関する監理運営事務……源泉所得税調査事務に関する
基本方針の企画と、各国税局の源泉所得税事務に関する指導事務
（法人税の調査部署は、資本金額１億円以上の法人は国税局調査部
となりますが、源泉所得税の調査は、資本金額の多寡にかかわら
ず、税務署がすべての源泉徴収義務者に対しての税務調査権限を有
します。）

（３）国税庁消費税室の具体的な役割
　消費税室は、消費税の賦課に関する事務の調整及び消費税、たばこ税
等の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導・監督に関する事務を

つかさどります。

２　国税局の役割

　国税局は、国税庁と同様に事務運営を企画・立案する部署と、実地調
査を担っている部署とに大別できます。
　国税局の組織は、東京国税局を例に取ると、概ね下表のとおりです。

国
税
局

総務部 総務課、人事課、税務相談室、税務者支援調整官、催告
センターなど

課税第一部 課税総括課、審理課、個人課税課、資産課税課、資料調査課
課税第二部 法人課税課、消費税課、資料調査課
徴収部 管理課、徴収課、特別整理部門
調査部 調査審理課、特別国税調査官部門、統括国税調査官部門
査察部 査察管理課、査察部門

　各部の職務分担内容について、特に税務調査に係る事項について概説
すると、次のとおりです。

＜総務部＞
・税務相談室
…　納税者からの税に関する疑問、質問について電話による対応（テレホ
ンサービス）をする部署です。

・納税者支援調整官
…　税務調査や税務行政全般にわたる不満・苦情を受ける窓口です。各主
要署にも配置されています。
…　納税者から苦情を受けた納税者支援調査官は、その不満、苦情を所轄
の税務署に連絡して、解決のための助言及び教示を行うこととなります。

＜課税第一部＞
　課税第一部は、個人納税者を所掌・統括する部署で、部の下には、課
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税総括課、審理課、個人課税課、資産課税課、資料調査課があります。

・課税総括課
　課税第一部と課税第二部の総合調整を担う部署です。
　資料情報事務を総括担当する部署でもあります。

・審理課
…　内国税の賦課に関する法令の適用及び不服申立に関する処理を行う部
署です。
…　納税者（法人を含みます。）が、税務判断するに当たって法解釈上の
適否を文書で確認を求める（文書照会制度）場合の窓口となります。
　（参考�）不服申立制度の概要については、巻末「参考資料１」を、文

書照会制度（文書回答手続）の概要については、巻末「参考資
料２」をそれぞれ参照してください。

・個人課税課
…　税務署の所得税調査、所得税審理事務を指導監督する部署です。
…　調査指導監督の具体的な役割は、個人納税者を対象とする部署です。
前事業年度の調査実績や社会・経済状況を総合判断して、今後の調査方
針・重点調査業種などを国税庁個人課税課との会議方針を踏まえて、各
税務署の所得税事務方針を指導・監督する部署です。

・資産課税課
…　相続税及び譲渡所得に係る調査及び審理事務を指導監督する部署です。
…　資産課税課とは別途に資産評価を専門とする資産評価官が設置されて
います。

・資料調査第１～第４課
…　個人納税者を対象に、税務調査を実地に行う部署で、調査予告なしで
行うこともあり、調査担当者も多人数で行うことから、「ミニ査察」と

もいわれています。
……　調査は、査察とは異なり任意調査ですが、多額の不正が見込まれるこ
と、営む業種が複数であること、事業規模が大きいこと、事業の主宰者
が高額な資産家であることなどから、税務署での調査より深度ある調査
が必要と判断される個人事業者を対象としています。
…　資料調査課は、各課で、個人事業者担当、相続・贈与税担当、国際課
税担当などに分担別けされています。

・国税訟務官室
…　税の賦課に係る訴訟事案を担当する部署です。賦課ですので納税者が
原告、国側訟務官が被告ということになります。
　国税不服審判所の裁決を経た上での訴訟事案となります。

＜課税第二部＞
　課税第二部は、法人納税者の所掌・統括をする部署です。ただし、消
費税については法人・個人の納税者を含みます。
　部の下には、法人課税課、消費税課、資料調査課があります。

・法人課税課
　税務署の法人税調査、法人税審理事務を指導監督する部署です。
…　事務年度（当年７月から翌年６月の１年間）において、前事務年度の
調査実績や社会・経済状況を総合判断して、どのような調査方針で臨ん
でいくのか、重点とする調査事項は何にするかなどを、国税庁法人課税
課との会議・方針を踏まえて各税務署の法人税事務運営方針を指導・監
督する部署でもあります。

・消費税課
…　消費税に関する税務調査を含む事務運営を総括する部署です。消費税
の他に印紙税についても所掌しています。消費税・印紙税に係る署から
の質疑について判断する部署でもあります。
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・資料調査課
…　法人納税者を対象に税務調査を実地に行う部署で、「ミニ査察」とも
言われます。調査箇所も、本社事務所のみならず、代表者等自宅、取引
先銀行などに亘り、調査予告なしで臨場する場合もあります。
…　もともとは、資本金は小さいが事業規模は大きい法人に対する課税の
適正化を図るために法人課税課内に設けられていたものが、時代の変化
に対応するため、独立して資料調査課となったものです。
　調査の対象とする法人納税者は、課税第一部における資料調査課と同
様です。

・調査部門
…　間接諸税の調査を担当する調査部門と、酒税の調査を担当する調査部
門があります。

＜調査部＞
　国税局調査部は、原則資本金１億円以上の法人に対する申告等に係る
調査、相談、指導等を行っています。その中でも資本金等が数十億円以
上で日本を代表する著名な超大規模法人等を担当するのが特別国税調査
官部門で、調査第一部に設置されています。
　調査部門には、大きな問題点があるとか細部に亘っての調査が必要と
認められる法人の調査を担当するのが特別調査部門、それ以外の法人の
調査を業種別に担当する一般調査部門に分かれ、機能的な調査担当体制
となっています。
　また、法人取引も国際課税に及ぶなど複雑化していることもあり、こ
れに係る税務判断をする部署として調査審理課、移転価格の調査を担当
する特別調査官（ＴＰ担当）も設けられています。

＜査察部＞
　査察部は国税犯則取締法（注）に基づき、裁判官からの捜索令状を得

て法人事務所のみならず、居宅等への強制捜査を行います。脱税の証拠
を差し押さえて質問調査により脱税の事実を固め、脱税犯として検察に
告発し、その後は租税犯則事件として裁判所に事件の審理が移ります。
　査察事案は、査察部自ら犯則調査を行いますが、その他に税務調査で
多額の脱税が把握されると査察部に連絡し、この連絡に基づいて査察部
による犯則調査に移行する事案も多数あることに納税者は留意する必要
があります。日ごろから適正申告を心掛けることが大切といえます。
（注…）国税犯則調査手続に係る規定について、平仮名、口語体標記に改
める等の現代語化を行うとともに、国税通則法に編入され、国税犯
則取締法は廃止されます（平成 30 年４月１日から施行）。

３　税務署の役割

（１）税務署の所掌事務
　税務署の所掌事務として、財務省組織規則第 545 条で次のように規定
しています。
　①　内国税の賦課及び徴収に関すること。
　②　税理士制度の運営に関すること。
　③　酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること。
　④　酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
　⑤　印紙の模造の取締りを行うこと。
　⑥　税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること。
　⑦…　①から⑥までに掲げるもののほか、法律に基づき、税務署に属さ
せられた事務

　税務署の組織は概ね次図（次頁）のとおりです。
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税務署

副署長

税務署長

特別国税
調査官

特別国税
徴収官

特別国税
調査官

（総合調査担当）

総務課

総務課長

係長

係員

上席
国税徴収官

国税徴収官

事務官

上席
国税徴収官

国税徴収官

事務官

上席
国税調査官

国税調査官

事務官

上席
国税調査官

国税調査官

事務官

上席
国税調査官

国税調査官

事務官

上席
国税調査官

国税調査官

事務官

上席
国税調査官

国税調査官

事務官

徴収部門個人課税
部門

納税者支援
調整官

資産課税
部門

法人課税
部門酒類指導官 税務広報

広聴官
管理運営部門

（管理運営・徴収部門）

・総務課
　税務署内における事務の総括を行っています。具体的には、複数の部
署に関連する事務についての調整、申告書や各種届出書等の受付、情報
公開や個人情報の開示等の請求の受付、税理士制度の運営等を行ってい
ます。

・税務広�報広聴官
　納税者に、税金の意義や役割を正しく認識していただくよう広報広聴
事務を行っています。また、将来の日本を支える児童・生徒に対して、
税金や納税の意義、役割などについて知識を深めてもらうため、租税教
育の推進も行っています。

・管理運�営部門
　租税債権の管理事務のほか、来署した納税者の窓口として各種申告書
及び申請書等の受付、各種用紙の交付、納税証明書の発行、国税の領
収、国税に係る制度や手続に関する一般的な相談への対応を行っていま
す。なお、管理運営部門の事務と徴収部門の事務を行う、管理運営・徴
収部門が置かれる税務署もあります。
　また、総合窓口（ワンストップ・サービス）を所掌する部署でもあり
ます。

・徴収部�門
　期限までに税金を納付していない滞納者に対して納税の督促や滞納整
理を行っています。また、納税に誠意のない滞納者については、強い権
限をもって財産調査や捜索を行い、差押えや公売等の強制徴収手続など
を行っています。

・個人課�税部門
　所得税や個人事業者の消費税等について、ICT（情報通信技術）を利
用した申告の推進や申告などの個別的な相談・指導・調査を行っていま
す。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・
研修等も担当しています。

・資産課�税部門
　相続税、贈与税、土地建物や株式等を譲渡したときの所得税等につい
ての個別的な相談や調査を行っています。また相続税及び贈与税の計算
をする場合の土地の価格は、路線価や倍率による評価額によりますが、
この路線価等を決める仕事も行っています。

・法人課�税部門
　株式会社等の企業の法人税や消費税等、源泉所得税、印紙税等の個別
的な相談や調査を行っています。また、経済取引の国際化・高度情報化
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の進展に対応するために国際税務専門官や情報技術専門官を主な税務署
に配置し、これらに対応した調査等を広域的に行っています。

・酒類指�導官
　酒税の個別的な相談のほか酒類の免許に関する事務や調査を行ってい
ます。また、消費者利益の観点から、酒類の品質・安全性や未成年者飲
酒防止をはじめとする酒類の適正な販売管理の確保、公正な取引環境の
整備などに努めています。

・納税者�支援調整官
　国税庁、国税局又は税務署の職員の応対や調査の仕方など税務行政全
般に対する注文や批判の対応、また困りごとの相談などに対する助言及
び教示並びに調整を行っています。

（２）法人課税部門の具体的な事務
　具体的な事務には、課税の公平を実現遂行するための税務調査及び申
告水準向上のための納税関係団体（例：法人会及び間税会など）との協
調があります。
　法人税に係る税務調査は、署所管法人のうち規模の大きい法人の調査
を担当する特別国税調査官部門、それ以外の法人の調査を担当する統括
国税調査官部門があります。
　統括国税調査官部門が所掌する法人の管理・分担は、伝統的な分担方
式としては、調査官の専門性を育成する観点から業種分担制を採ってい
ました。一部の業種（例えば不動産管理業など法人数が多い場合）につ
いては、地域分担制を採り入れていました。その他にも税務署の管内特
性を取り入れた「繁華街」などの特定地域担当部門もありました。
　現在は、法人名の五十音順の各部門別分けも取り入れている税務署も
あるようです。
　このような管理・分担方式を取り入れることになった理由は、考える
ところ、部門毎の業種分担の偏りの解消、地域的な分担偏在の解消や、

更には管理運営部門との連絡協調の深化によるワンストップサービスの
更なる充実にあるのではないかと考えます。
　なお、国税通則法の改正を踏まえた今日的な重要な役割を担う部門と
して「審理専門（担当）官」が各課税部門毎に設置されています。税務
調査で調査官が判断に困った時に検討・結論を出す部門で、税務調査結
果の法的妥当性を審理する部門でもあります。
（注…）国税局に消費税室が設置されていますが、税務署においては消費
税部門としての設置がなく、法人課税部門内での消費税に係る調
査、印紙税の調査・指導を専担する部門の設置となっています。


