（参考） 用 語 集
あ 青色申告会

サイトにおいて、
２日以上の連続した期間内
に順次買受申込みを受け付ける競り売りの

青色申告制度の普及と誠実な記帳によ

方法により実施する公売をいいます。

る適正な申告の推進を目的として、
個人事業
者の青色申告者を中心に結成された団体で

か 確定申告書等作成コーナー

す。

国税庁がインターネット上で提供するサ

青色申告制度

ービスであり、
納税者が自宅等のパソコンや

事業所得、
不動産所得及び山林所得がある

タブレット端末を使用して、
画面の案内に従

者が、税務署長の承認を受け、日々の取引を

って金額等を入力することにより所得税、
消

所定の帳簿に記帳し、
その記帳に基づいて正

費税、
贈与税の申告書や青色申告決算書など

しい申告をすることで、
所得の計算などにつ

を作成できるシステムです。
なお、作成したデータをe-Taxで送信する

いて有利な取扱いが受けられる制度です。

こともでき、また、印刷して書面で税務署に

アジア税務長官会合（ＳＧＡＴＡＲ）

提出することができます。

アジア太平洋地域における税務行政の国

間税会

際的な協力の促進、
共通の諸問題についての
意見交換を目的として1971年に設立された

間接税についての知識を習得し、
自主的な

会議で、現在、17か国・地域の税務当局が加

申告納税体制の確立を通して、
円滑な税務運

盟しています。正式名は、Study Group on

営に協力することを目的として結成された

Asian Tax Administration and Researchで

団体です。

す。

き 技術協力
い 移転価格税制

開発途上国の社会・経済の開発の担い手と
なる人材を育成するため、
日本の技術や技能、

国外の関連企業（国外関連者）との取引価
格が第三者間の取引価格（独立企業間価格）

知識を開発途上国に移転し、あるいは、その

と異なることにより、
我が国の課税所得が減

国の実情にあった適切な技術などの開発や

少している場合に、
その取引が独立企業間価

改良を支援するとともに、技術水準の向上、

格で行われたとみなして所得を計算し課税

制度や組織の確立や整備等に寄与すること

する制度です。
国外関連者との取引を通じた

です。

海外への所得の流出を防止し、
適正な国際課

け 経済連携協定

税の実現を図る観点から、
移転価格課税を行
うための制度が昭和61年度税制改正で導入

自由貿易協定（ＦＴＡ）の要素（モノ・

されました。
主要先進国をはじめ多くの国で

サービスの自由化）に加え、投資や人の移

導入されています。

動、二国間協力を含む包括的な経済連携を
図る協定をいいます。

インターネット公売
インターネット上の民間のオークション
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原告訴訟

続などを行う際に、
他人による
「なりすまし」

滞納者が債務超過の状態で国税を納付せ

やデータ改ざんを防ぐために用いられる本

ずに所有財産を第三者に贈与等をした場合

人確認の手段です。
地方公共団体情報システ

や滞納者の債務者が差押債権の取立てに応

ム機構が発行する「電子証明書」と呼ばれる

じない場合に、滞納国税を徴収するため、国

データを外部から読み取られるおそれのな

が原告となって提起する詐害行為取消訴訟

いＩＣカード（マイナンバーカード）に記録

や差押債権取立訴訟などの民事訴訟をいい

し、これを用いて申請書などの情報に「電子

ます。

署名」を付すことにより、確かに本人が送付
した情報であることを示すことができます。

こ 広域申告センター
申告書用紙や各種届出書用紙などの交付、

公売

申告書作成のアドバイス及び申告書の受付

差し押さえた財産を金銭に換えて滞納国

を行っている会場です。住所地を問わず、ど

税に充てるため、
入札又は競り売りの方法で

なたでも利用できます。

強制的に売却する処分をいいます。

更正の請求

コーデックス委員会

既に行った申告について、
納税額の計算が

消費者の健康の保護、
食品の公正な貿易の

法律の規定に従っていなかったり、
計算に誤

確保等を目的として、
1962年に国連食糧農業

りがあったりしたために、
税額を過大に申告

機関（ＦＡＯ）及び世界保健機関（ＷＨＯ）

した場合や還付金が少なかった場合などに

により設置された国際的な政府間機関です。

行う手続です。この手続は、誤りの内容を記

国際食品規格の作成等を行っています。

載した更正の請求書などを税務署に提出す

国税総合管理（ＫＳＫ）システム

ることにより行います。なお、更正の請求が
できる期間は、
原則として法定申告期限から

全国の国税局と税務署をネットワークで

５年以内
（平成23年12月２日より前に法定申

結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力

告期限が到来するものは１年以内）です。

することにより、
国税債権などを一元的に管
理するとともに、
これらを分析して税務調査

構造改革特別区域法

や滞納整理に活用するなど、
地域や税目を越

地方公共団体が構造改革特別区域を設定

えた情報の一元的な管理により、
税務行政の

し、
地域の特性に応じた活性化を図ることで、

根幹となる各種事務処理の高度化・効率化を

国民経済の発展等に寄与することを目的と

図るために導入したコンピュータシステム

した法律です。
同法の
「酒税法の特例」
では、

です。

地域で生産される農産物を用いた酒類（濁

国税モニター

酒・果実酒等）の製造に際し、酒類製造免許
に係る最低製造数量基準を緩和等すること

広聴活動の一環として、地域・職域におけ

とされています。

るオピニオンリーダー等の経験・見識に基づ
いた税務行政に関する意見・要望等をお聴き

公的個人認証サービス

するために、
各国税局及び沖縄国税事務所に
おいて委嘱している方をいいます。

オンラインで申請や届出といった行政手
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さ 詐害行為取消訴訟

けることにより、納税者の秘密を保護する必

国が、
滞納者から第三者に対する財産の贈

要があること、②納税者の秘密を漏らしてし

与など、債権者（国）を害する法律行為（詐

まうと、税務職員と納税者との信頼関係が損

害行為）の効力を否定して、滞納者から離脱

なわれ、納税者の協力が得られなくなり、適

した財産をその第三者から取り戻して差押

正・公平な課税の実現が困難となって、円滑

えをするために提起する訴訟をいいます。

な税務行政の運営に重大な支障を来すため
です。

し 事前確認
酒類に関する公正な取引のための指針

納税者の申出に基づき、
国外関連取引に係
る独立企業間価格の算定方法等について、
国

公正取引の確保に向けた酒類業者の自主

税局長又は税務署長が事前に確認を行うこ

的な取組を促進するため、
全ての酒類業者が

とをいいます。
納税者が確認を受けた内容に

自主的に尊重すべき酒類に関する公正な取

基づき申告を行っている限り、
移転価格課税

引の在り方について国税庁の考え方
（事務運

は行われません。

営指針）を提示したものです。

相互協議を伴う事前確認は、
独立企業間価

酒類の公正な取引に関する基準

格の算定方法等について、
対象取引の当事者
が所在する複数国の税務当局間で相互協議

酒類の販売価格は、
一般的にはその販売に

を行った上で、実施する事前確認です。移転

要する費用に利潤を加えたものが合理的で

価格課税の適用についての予測可能性を確

あるとの考え方の下、
酒税の保全及び酒類の

保すると同時に二重課税のリスクを回避す

取引の円滑な運行を図ることを目的に、
酒類

ることを目的としています。

の公正な取引について、
酒類業者が遵守すべ
き基準（国税庁告示）を定めたものです。

集中電話催告センター室
酒類販売管理協力員

国税総合管理（ＫＳＫ）システムから取得
した情報に基づき、
滞納者に対して電話によ

国税局長の委嘱を受けて、
酒類販売場にお

り納付の催告をする
「集中電話催告システム」

ける未成年者飲酒防止に関する表示や酒類

を活用して、効果的・効率的な滞納整理を行

の店頭価格の状況を確認し、
税務署に連絡す

うために全国の各国税局に設置されている

る業務を行う者をいいます。

組織をいいます。

酒類販売管理者
守秘義務

酒類業組合法第86条の９の規定に基づき
選任された者をいいます。
酒類販売管理者は、

税務職員が税務調査などで知った秘密を
漏らした場合には、
国家公務員法上の刑事罰

酒類の販売業務に従事する使用人等に対し

（１年以下の懲役又は50万円以下の罰金）
よ

て、
関係法令の規定を遵守して酒類の販売業

りも重い税法上の刑事罰
（２年以下の懲役又

務を実施するために必要となる助言又は指

は100万円以下の罰金）が課せられます。

導を行います。

これは、①税務職員は、調査の過程で納税

書面添付制度

者の財産上、一身上の秘密を知り得る立場に
あるので、その秘密を漏らさないよう義務付

税理士は、申告書の作成に際し、計算し、
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整理し又は相談に応じた事項を記載した書

合、又は生じると納税者が考える場合、ある

面を申告書に添付することができ、
この書面

いは②納税者が独立企業間価格の算定方法

が添付されている申告書を提出した納税者

等に係る二国間の事前確認を求める場合に

にあらかじめ日時、
場所を通知して税務調査

おいて、
国税庁が納税者の申し立てを受けて

を実施しようとする場合には、
その通知前に

租税条約等締結国・地域の税務当局との間で

税務代理権限証書を提出している税理士に

協議を行う手続です。

対し、
添付された書面に記載された事項に関

租税回避スキーム

して意見を述べる機会を与えなければなら
ないというものです。

各国における税制の差異や租税条約の違
いを巧みに利用して租税負担を軽減する仕

せ 成果重視事業

組みをいいます。

「経済財政運営と構造改革に関する基本

租税教育推進関係省庁等協議会

方針2005」
（平成17年６月21日閣議決定）に
掲げられた、成果目標（Plan）－予算の効率

平成23年度税制改正大綱を受けて、
文部科

的執行（Do）－厳格な評価（Check）－予算

学省、総務省、国税庁及び日本税理士会連合

への反映（Action）を実現する予算制度改革

会（賛助会員）が連携・協調して租税教育の

を定着させるための取組の一つであり、
平成

充実に向けて取り組むために組織された協

18年度予算から創設されたものです。

議会をいいます。

税源浸食と利益移転（ＢＥＰＳ）

租税条約

多国籍企業が、
各国の税制や租税条約等を

我が国が締結した国際的二重課税の回避

巧妙に組み合わせて、
課税所得を人為的に操

や脱税の防止のための条約をいい、
相互協議

作し、
グローバルに租税の軽減を図っている

や情報交換等に関する規定も置かれていま

問題です。

す。

税務に関するコーポレートガバナンス

租税条約等に基づく情報交換

税務について経営責任者等が自ら適正申

各国の税務当局が、租税条約等に基づき、

告の確保に積極的に関与し、
必要な内部統制

必要な情報を提供し合うことです。

を整備することをいいます。

た 滞納処分免脱罪
税理士会

納税者が差押えなどの滞納処分の執行を

税理士と税理士法人の義務の遵守、
税理士

免れる目的でその財産の隠蔽等を行う犯罪

業務の改善進歩に資するために、
支部と会員

です。隠蔽等を行った納税者には、３年以下

の指導、
連絡や監督を行うことを目的とする

の懲役又は250万円以下の罰金が科されます。

税理士法に定められた団体です。

ダイレクト納付

そ 相互協議

事前に税務署に届出をしておけば、e-Tax

租税条約の等の規定に基づき、
①国際的な

を利用して電子申告等をした後に、
届出をし

二重課税が移転価格課税等により生じた場

た預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期
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日を指定して納付することができる電子納

あります。

税の方法です。

① ダイレクト納付による電子納税
② インターネットバンキング等による

単式蒸留焼酎

電子納税（登録方式・入力方式）

でん粉質原料（米、大麦及び芋等）などを

と 独立行政法人酒類総合研究所

発酵させ、
これを単式蒸留機で蒸留したもの
で、米焼酎、麦焼酎、芋焼酎、泡盛など、原

酒税の適正かつ公平な賦課の実現に資す

料による特色がある我が国固有の蒸留酒で

るとともに、酒類業の健全な発達を図り、併

す。

せて酒類に対する国民の認識を高めること
を目的とし、
酒類に関する高度な分析及び鑑

ち 地方税ポータルシステム（eLTAX）

定、酒類及び酒類業に関する研究、調査及び

地方税における手続について、インター

情報提供等の業務を行う法人です。

ネットを利用して電子的に行うシステム

に 日本酒造組合中央会

です。

酒類業組合法に基づき酒税の保全及び酒

地方税務協議会等

類業界の安定を目的として、清酒、単式蒸留
焼酎等の製造業者により組織された全国単

国税当局及び地方税当局の担当者などを

位の団体です。

もって、
国税及び地方税の事務運営につき連
絡協調を図るために組織された協議会をい

日本税務協会

います。なお、当該協議会には、国税局又は
都道府県単位の地方税務協議会及び税務署

「国民の財務に対する協力を積極旺盛に

単位の地区税務協議会があります。

し、かつ、財務官庁に対する諸手続の遂行を
援助し財務行政に関する官民の意思の疎通

調査課所管法人

を図り、その円満適正な運営に資する」こと
を目的として設立された団体です。

調査査察部等の所掌事務の範囲を定める
省令に基づき、国税局の調査部が所管する、

日本ワイン

原則として資本金１億円以上の大法人と外
国法人のことをいいます。

国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製
造された果実酒をいいます。
（
「果実酒等の製

徴収システム

法品質表示基準」第１項第３号）
。

国税総合管理（ＫＳＫ）システムのうち、

の 納税協会

徴収事務を担っている業務システムをいい
ます。
滞納事案の進行管理や各種分析等を的

「税知識の普及に努め適正な申告納税の

確に行うことができます。

推進と納税道義の高揚を図り企業及び地域
社会の発展に貢献」することを目的として、

て 電子納税

大阪国税局の各税務署管内に設立された団
体です。

金融機関や税務署の窓口に出向くことな
く、
インターネット等を利用して国税を納付
することができる仕組みであり、
次の方法が
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ほ 法人会

納税証明書
申告書を提出した場合の納付税額、
所得金

税知識の普及や適正な申告納税制度の確

額又は未納の税額がないことなどを証明す

立を図ることを目的として、
法人により結成

る書類です。金融機関から融資を受けたり、

された団体です。

資格審査を受けたりするときに
「納税証明書」

法定資料

を求められることがありますが、e-Tax又は
所轄税務署の窓口で交付請求手続を行って

株式等の配当や不動産の賃借料など一定

入手することができます。

の金銭等を支払った者が、
所得税法等の規定
に基づき税務署長に提出する資料をいい、

納税貯蓄組合

「配当等の支払調書」や「不動産の使用料等
の支払調書」など、全部で60種類（未施行分

納税資金の備蓄による租税の円滑な納付
を目的として組織された団体です。

を含む）あります。

納付しょうよう

法定資料以外の資料情報

電話や文書等により早期の納付を働き掛

税務当局が収集する資料情報のうち、
法定

けることをいいます。

資料以外のものをいいます。

ひ 標準地

ま マイナポータル

路線価等作成の基準とするため、
鑑定評価

政府が中心となり運営するオンラインサ

等を実施する地点をいいます。

ービスであり、
子育てに関する行政手続のワ
ンストップサービスや行政機関等から配信

ふ 振替納税

されるお知らせを受信できるサービスなど、
マイナンバーに関連した行政サービスが利

申告所得税や個人事業者の消費税につい

用できる個人ごとのポータルサイトです。

て、
あらかじめ納税者から税務署又は金融機
関に対して依頼書を提出することにより、
指

よ 予納制度

定した金融機関の預貯金口座から納付税額
が自動的に引き落とされ納付が完了する手

納付すべき税額が確定した国税で、
その納

続です。

期限の到来していないもの、
又は調査等によ
り近日中に納付すべき税額が確定すること

へ 閉庁日

が確実な国税について、
あらかじめ税務署長
に申し出て納付することができる制度です。

土曜日・日曜日・祝日等をいいます（これ
らの日は、通常、業務を行っていません。
）
。

り リデュース・リユース・リサイクル
ヘルプデスク

循環資源（有用な廃棄物等）の利用と処分
についての重要な取組を順に示したもので、

e-Taxの利用開始のための手続、
e-Taxソフ
ト、
確定申告書等作成コーナー及びその利用

廃棄物等の発生抑制（リデュース）
、再使用

のためのパソコン操作などに関する問合せ

（リユース）
、再生利用（リサイクル）を意

に電話で対応する専門窓口
（税務相談等を除

味しています。

く。
）です。
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ろ 路線価
路線（道路）に面する標準的な宅地の１平
方メートル当たりの価額のことをいい、
相続
税や贈与税の税額を算定する際の基準とな
ります。

Ｃ ＣＲＳ（Ｃommon Ｒeporting Ｓtandard）
外国の金融機関等を利用した国際的な脱
税及び租税回避に対処するため、平成26
（2014）年にＯＥＣＤにおいて、非居住者の
金融口座情報を税務当局間で自動的に交換
するための国際基準として策定・公表された
ものです。現在、約100か国・地域の税務当
局がこれに基づく情報交換の実施を約束し
ています。

Ｅ e-Tax
所得税及び復興特別所得税、法人税、消費
税、贈与税、印紙税、酒税などの申告、全税
目の納税、
国税関係法令に規定されている申
請・届出等について、インターネット等を利
用して電子的に手続を行うことができるシ
ステムです。

Ｉ ＩＣＴ
情報・通信に関連する技術一般の総称で
あり、Information and Communication
Technology の略です。

Ｏ ＯＥＣＤ移転価格ガイドライン
移転価格課税について適切に各国の課税
権を配分し、
二重課税を回避することを目的
として OECD 租税委員会において作成された
ものです。具体的には、移転価格の算定方法
及び移転価格課税問題の解決方法を示し、
税
務当局間又は税務当局と多国籍企業との間
の紛争を最小化し、
企業活動の円滑化に資す
ることを意図しています。

150

