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森信茂樹 国民皆確定申告、賛成ですか？

イー・ウーマン（ewoman）

会議番号:3154

開催期間

2012年03月19日−

04月02日

国民皆確定申告、賛成ですか？【最終日】
1日目の投票結果

［議長］
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国民全員（課税最低限の人は除く）が税務申告をするといったことが可能になりつつあります。それ
は、番号制度が導入されてITの成果を活用できるようになるということと、所得税の改正で勤務経費
の範囲が拡大することの2つが今進行しているためです。

全員が申告できるようになると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

まず、自分の経費が自分で申告できるようになるので、いまの給与所得控除よりは税金が安くなる人
がでてきます。おりしも平成24年度税制改革で、仕事のスキルアップを図るために必要な書籍購入費

や新聞代、仕事に関連した各種学校に通う費用などが控除できる特定支出控除（実額控除）の拡充が

始まります。また、実額で経費控除を行うことが可能になれば、将来的に、ベビーシッター代など所
得を得るのに必要な費用を控除できる政策税制の導入も可能になります。

次に、自分がいくら税金を払ったかわかるので、税金の使い道にもより関心が向くようになり、無駄
な公共事業などが抑えられるという効果が期待できます。

デメリットは、自分が申告に行くのは面倒くさい、今のように会社が代わって申告を行ってくれる方

が手間がかからない、ということです。税務署にしても、大勢の人が申告に来るようになれば、手間
もかかり場所も確保しなければならないといった問題が生じることです。

皆さんは、この問題をどう考えますか。国民皆確定申告に賛成ですか、反対ですか。いろいろなメ
リット、デメリットを一緒に考えてみましょう。

2012.03.19

森信茂樹

中央大学法科大学院教授、東京財団上席研究員

あなたの仕事、数年前よりフ
レキシブルになっています
か？【投稿受付中！】

保育園に子どもを迎えに行った後、帰宅。手
を洗うとすぐにパソコンを立ち上げながら
食...

「総合こども園」、ご存じで
すか？【最終日】
いよいよ最終日となりました。 Yamajunさ
ん、ふみこんさん、marco302...

国民皆確定申告、賛成です
か？【最終日】
自主申告制度への賛成は、当初は77％でし
たが、最終日は80％と上がりました。議
論...

「ダイバーシティ」、理解し
ていますか？【バックナン
バー】

大変貴重な体験や考え方のシェアをしていた
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国民皆確定申告、賛成ですか？【最終日】
［議長］

森信茂樹

中央大学法科大学院教授、東京財団上席研究員

2日目の投票結果
79％
118票

21％
32票

第1日目の投票結果は、YESが8割近くとなっています。 yokomit2さんやmondekさんなどから、「自ら申告を
することで初めて税の仕組みを理解でき、納得して納税できたと思います。」...

>>議長コメントを全文読む
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賛成です （yokomit2・東京都・37）
今年確定申告をしました。自ら申告をすることで初めて税の仕組みを理解でき、納得して納税でき
たと思います。確かに税金は難しいですが、（１）自動集計・計算してくれるソフトと（２）気軽
に相談できる専門家がいれば、確定申告が毎年必要になっても、対応できると思います。税理士が
無料で相談に乗ってくれながら電子申告できる確定申告センターはとても便利でした。
自分の支出を見極める上でも （chieco76・静岡県・32）
先日、医療費控除の還付申告のために、初めて確定申告の手続きに行ってきました。手続きにかけ
た時間・手間と還付額を天秤にかけると、うーん…という気もしましたが、家族がいつどのように
病院にかかったのかを、あらためて整理することができました。様々なものが控除対象となれば、
自分が何にどれだけお金を使っているのかを毎年整理できて、日々家計簿をつけるのは苦手な自分
には、よいかなぁと思います。
賛成です。 （m yukie・神奈川県・48）
国民全員の税務申告に賛成です。昨年、歯科診療で出費が大きく、初めて医療費控除をしました。
還付額は所得税住民税合わせて9万円だったと思います。当初は所得税還付だけに目がいっていま
したが、遅れて住民税も修正されて、思いのほか還付額が多かったです。手続きはたしかに面倒で
すが、慣れればスムーズになりますし、キャリアアップのための費用が控除対象となれば、社会全
体にとって有益だと思います。一番の課題は、制度を活用できるかどうかで格差が生じることでは
ないでしょうか。
日本もやっと…… （パフィンドーナッツ・埼玉県・43）
オーストラリアに住んでいた時は、国民皆確定申告が当たり前でしたので、抵抗はありません。自
分で自分の生活をしっかり管理できるような気がしていました。色々な経費を控除するために、き
ちんと数字を管理しなくてなりませんから。ただし、税務署の方々は業務量が増えてしまうのかも
しれません。でも、わかりやすい申告書の書き方の説明の工夫（オーストラリアでは、色分け、例
題付でわかりやすかったです）等々、イー・タックスの普及により、業務軽減できるのではないか
と思います。
自分が支払う税金の把握 （mondek・神奈川県・37）
海外生活をしていたとき、様々な申告を自分で行わなければいけない状況に直面し、ものすごく面
倒に感じたことがあります。しかし、それだけ煩雑になるはずの申告業務が、日本では会社勤めを
しているというだけでまったくない現状の制度だと、税金を支払っている立場でありながらよくわ
からないうちに事が運んでしまう怖さはあるように感じます。今後、多様な働き方の増加が見込ま
れることを考えても、自分で税務申告を行う制度は必要不可欠になってくるのではないかと思いま
す。
保育園や学童のお金も申告したい （Ai・兵庫県・38）
毎年医療費の確定申告をしています。確定申告は非常に時間がかかって大変ですが、申告できる内
容が増えて税金が戻ってくる量が増えるのであれば歓迎します。保育園や学童保育にかかる費用
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も、子どもを育てながら仕事をして税金も納めている人の絶対的な必要経費として是非控除しても
らいたいです。
今の運用では無理なのでは？ （aindgblue・東京都・34）
メリットは理解できますが、現在の税務署のサービスの悪さを考えると、とてもではありません
が、国民皆確定申告ができる体制とは思えません。土日祝日に対応しなかったり、申告できる時間
が短かったり、確定申告にかかる時間を考えると、その時間が無駄としか思えません。e-Taxも、
他人が簡単に住基カードを取得できる程度の安全性しかないものを使う以上、危険すぎて信用がお
けません。メリットに比べ、デメリットが大きすぎます。
知識なさすぎですが。 （junet・神奈川県・43）
正直、知識がなさすぎな中で思いましたが、国民全員が申告するとなると、単純に考えただけで
も、住む地域などで申告の時期をずらすなどしないと、多くの人が最終日(最終週)殺到→事務手続
きが終わらない→税務署員(公務員)の増員の必要→公の予算確保→国民の税金…etc.という構図が
思いついて、結局国民が損をする図が浮かんでしまいました。企業等である程度まとめてもらうこ
とで税務署員も助かっているのでは？
コストの負担は （abbyi・神奈川県・34）
個人が税務処理を行うことになった場合、それにかかる時間や費用の負担が個人にかかるとすれ
ば、たとえ雀の涙ほどの還付金があったとしても、全体としてコスト増になるので反対です。確か
に、書籍などの教養費、ベビーシッター代などの控除や還付が見込める人にはプラスでしょうが、
そういったメリットを享受できない人間にとっては現状のシステムで十分です。税金の使い道に目
を向けるのは個人の努力でどうとでも補えると思います。
面倒を打ち消す説得力が必要 （ゆきなな・海外・その他・30）
これまで個人レベルでは収集がつかなくなる為、会社ごとの申告を義務付けている部分があると考
えます。新しいことを始める時は、それが浸透するまで、多少の混乱が生じるものですが、今回は
その混乱が大き過ぎると予測します。現状で大きな問題がなければ、現状維持、または少し整える
程度がいいと思います。税金が安くなるなどのメリットは、個人的に魅力的ですが、感じ方には個
人差がありますし、面倒な作業を強いられることを打ち消す程のメリットかと考えれば、説得力に
欠けると思います。

税制の複雑性を乗り越えるには
第1日目の投票結果は、YESが8割近くとなっています。
yokomit2さんやmondekさんなどから、「自ら申告をすることで初めて税の仕組みを理解でき、納
得して納税できたと思います。」というコメントをいただきました。
一方、反対という意見も2割程度ありました。その理由は、今の税務署の体制では無理、というもの
や、税制は複雑すぎてとても難しい、と言う意見でした。税務署の体制の問題は、イータックスと電
子申告が普及すれば、何とか解決されると思いますので、ここでは税制の複雑性について考えてみま
しょう。

税制が複雑という意見はその通りです。その最大の原因は、住宅や株式投資をすれば減税、年金は通
常の所得よりは安い税負担を……といった国民の声を政治の世界で取り上げた結果、租税特別措置が

多くできたということです。一度これらを整理して、シンプルな税制にする必要があります。実は、
そのようなことが分かることも自主申告のメリットですね。

米国の税制は、日本の数倍複雑です。しかし、全員申告制をとっています。税務署に行くと、スペイ
ン語、中国語、韓国語などで、申告の手引が備えてあります。有料で（それほど高くない費用で）申
告を助けてくれる人や、ボランティアなどが大勢います。また、自らの経費を一つ一つ申告するのが
面倒な場合には、概算控除といって、大雑把な経費をまとめて簡単に申告することが可能です。

わが国でも、申告納税制度をとっている以上、このような問題を乗り越えて、面倒だけど自分の経費
を帳面につけていく、という習慣をつける必要があるでしょう。
みなさん、日本の税制のどこが複雑だと思いますか？
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雑なら、税務当局にぶつけていくことも必要ではないでしょうか。また、どのようなものが「自らの
所得を得るために必要な経費」となると考えていますか。

2012.03.21

森信茂樹

中央大学法科大学院教授、東京財団上席研究員

あなたの仕事、数年前よりフ
レキシブルになっています
か？【投稿受付中！】

保育園に子どもを迎えに行った後、帰宅。手
を洗うとすぐにパソコンを立ち上げながら
食...

「総合こども園」、ご存じで
すか？【最終日】
いよいよ最終日となりました。 Yamajunさ
ん、ふみこんさん、marco302...

国民皆確定申告、賛成です
か？【最終日】
自主申告制度への賛成は、当初は77％でし
たが、最終日は80％と上がりました。議
論...

「ダイバーシティ」、理解し
ていますか？【バックナン
バー】

大変貴重な体験や考え方のシェアをしていた
だき、一つひとつの投稿を読みながら、心
か...
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国民皆確定申告、賛成ですか？【最終日】
［議長］

3日目の投票結果

森信茂樹

中央大学法科大学院教授、東京財団上席研究員

80％
132票

20％
33票

あいかわらず自主申告への支持は8割程度と高いですね。 今回の問いかけは、税制のどこが複雑ですか、というも
のでした。答をみると、CHIDURUさんなど、「どこがというよりそもそも税制を知る機会がない」と...

>>議長コメントを全文読む
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複雑ですが （マりりん・東京都）
自分の得た所得が何所得に該当するか、どの所得の損失なら通算できるのか等が複雑だと思いま
す。ただ、給与所得者が多い現状を踏まえると、あまり構える必要はない気もします。個人事業主
は確定申告している訳ですし、複雑な取引をした場合はそもそも確定申告しなければならないの
で。経費については、仕事で使用したもの、自分を向上させるためのものは該当すると思います
が、人それぞれで考え方が分かれると思います。
皆申告自体は賛成ですが…… （CHIDURU・京都府・29）
税制自体が複雑かどうかの前に、税制を知るためのツールが少なすぎると思います。確かに財務省
HPや税務署窓口などでは公開されていますが、税制に対してあまり免疫のない人が直接そのよう
なアプローチはしづらいと私は思います。実施プロセスではもちろん様々な策がとられると思いま
すが、何も知らない人であっても、何のどこを見ればいいのかが明瞭で、また情報の内容について
も、素人であってもわかりやすい国民目線のものが提供されてほしいと思います。
複雑以前の問題を感じます。 （millionbell・神奈川県・59）
具体的に何が複雑かという質問に納税者の果たしてどれぐらいの人が答えられるのかと考えてしま
います。税金に対して学ぶ機会が全くといってない中、義務として申告する人、義務を知っていて
申告しない人も少なくないはずです。確定申告には賛成ですが全ての人に平等に課してほしいと思
います。自ら税金対策できる人、老人や知識の少ない節税対策できない人が存在する以上、脱税者
もなくならないと思うからです。まじめに納税しているが損をしない仕組みだけはしっかりと整え
てほしい。
無知ゆえに漠然 （mondek・神奈川県・37）
現行の税制では会社からの天引きを鵜呑みにしているため、具体的にどのように複雑なのか、そも
そもこれが本当に複雑なのかすら、恥ずかしながら把握をしていません。家族構成や配偶者の有無
によっても変わってくるものだと理解はしているものの、実感としては何もないというのが正直な
ところです。必要経費については、特に会社には申告をしないスキルアップのための書籍や業務上
必要となる服装にかかる費用の申告ができれば助かるのではないかと漠然と想像しています。
書籍が経費だとありがたいです （yokomit2・東京都・37）
仕事柄、専門分野の本、お客様や関係者の関連本、話題のビジネス書、視野を広げるための本等、
毎月数万円単位で本を購入しています。当初は会社に請求していましたが、面倒ですし、仕事のた
めだけではなく自分のスキルアップ・教養のために読んでいることもあり今は自費です。申告で控
除できるようになることは知りませんでした。仕事のための書籍か線引きが難しそうです。基本的
にAmazonで買うので年間の購入書籍一覧をファイルに落とせれば申告もしやすいと思います。
関心があります （tsatomi・宮城県・37）
仕事に役立てることを目的に書籍を購入したり、セミナーを受けたりしているので、その費用を経
費として認めてもらえたら良いと思います。実際には、経費として申告する手間に見合うような控
除を受けられるとは限らず、面倒くさがりの自分には不向きかとも思いますが、このような制度が
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あると税金に関心が向くと思うので、賛成に投票します。
資料作成が大変 （クロ豆・東京都・41）
確定申告の書類の書き方が難しいです。医療控除の用紙の書き方は、比較的簡単でしたが、その他
の申請で大変苦労した記憶があります。会場は混み合うので、事前にWebで作成していくのです
が、正しく作成できたかわからず、必ず会場で税務署の方に質問しています。入力ガイドをしっか
り作成する、もしくは申請書類を簡単にする等、改良が必要だと思います。
税制と経費 （ゆきなな・海外・その他・30）
日本の税制が複雑なのではなく、これまで会社ごとの申告をしていたものを、個人レベルに変える
ことが混乱を招くと思います。申告をしなかった場合、何か生活に支障をきたす程の条件を付けな
いと、なかなか難しいのではないでしょうか。経費については、やはり子どもの教育費や医療費で
す。ここを手厚くすることで少子化対策にも繋がると思います。
「皆」には無理があるかも （irukakun55・福岡県・30）
個人的には、控除してもらえる費用科目が拡大されることや、社員の年末調整の世話をしなくてよ
くなるのは大きなメリットです。「申告の手間＜メリット」です。しかし申告についての知識がな
い人や、申告に行く体力も、ネットで済ませるIT知識もないという人など、自身での申告が難しい
人は大勢いると思うので、そういった「申告弱者」への対応をどうするのかな？と疑問に思いま
す。

番号を活用してイータックスで申告するシステム
あいかわらず自主申告への支持は8割程度と高いですね。

今回の問いかけは、税制のどこが複雑ですか、というものでした。答をみると、CHIDURUさんな

ど、「どこがというよりそもそも税制を知る機会がない」という内容が多く見られました。それは、
今サラリーマン（ウーマンも）は会社で申告調整をやってくれるから、知る必要がないからです。し

かし年末調整は、プライバシーの問題（両親と同居、子供のアルバイトなど）や会社にかかる手間な
ど多くの問題を引き起こしています。

さて、税制を知る機会がないので、それを作る必要があります。それは同時に税金の使い方を知るこ
とにもつながります。米国では、多くのボランティア団体が手助けしてくれます。わが国でも、申告
時期には税理士さんや青色申告会などが無料で助けてくれます。それから、「全員申告」と言って

も、所得が少ない人は申告する必要はありません。また、概算控除と言って、一定以下の経費につい
ては、概算で計算する簡便な申告方法もあるので、それほど心配する必要はないと思います。

経費についての問いかけですが、皆さんからの答えは、自らの資質を高めるための書籍代を経費と認
めてほしいというものが多かったですね。平成24年度改正で、給与所得の2分の1を超える会社都合交

際費、勤務に必要な図書費、さらには資格取得費も控除が可能となります(概算控除を超える場合)。

これをイータックスと組み合わせて、番号導入時にできるマイポータルを活用して、自宅で簡単に申
告できるシステムを作る必要があります。そうすれば、手間がかからず自主申告できることになりま
す。そのための簡単なソフトを開発する必要もあります。

ちなみにフランスでは、90年代半ばに出生率が低下したことから、家族政策の目的を、これまでの貧

しい家族に対する支援策から、仕事と家庭の両立を支援するという考え方に変えました。子どもを持

つ選択をした者が、仕事の面で払うことになる犠牲（機会費用）を小さくすることが政策目標とな

り、家で仕事をせずに子どもを育てるか、仕事をしながらベビーシッターなどを活用して子どもを育
てるかといった選択肢に応じた支援策を講じることになりました。

その一つが幼年者扶養経費控除です。単身者、離婚者、共稼ぎ夫婦で、6歳未満の児童を託児所等に
託している者は、その費用（児童一人当たり2.300ユーロが上限）の25％の税額控除が認められ、控

除しきれない部分は給付されるものです。また、家庭内労働者控除で、自宅（別荘を含む）で、家
事・育児・介護を行うものを雇用している者は、支払報酬額の50％の税額控除が認められます。ただ

し上限あり。このように、家庭内保育と自宅外保育の両方に対して支援税制が構築されており、ワー
クライフバランスを踏まえたきめ細かい制度となっています。

このような制度を導入するためには、ベビーシッター代が法律の要件に沿って支払われること、それ

を納税者が申告することが必要で、そのチェックを効率的・効果的に行うためには番号と、それを活
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用した申告が不可欠です。
さて今回の問いかけです。番号を活用してイータックスで自宅から申告できることになれば、皆さん

はどうしますか。そのためには帳面を付ける手間を惜しまず、利用するかどうか、ご意見をお聞かせ
ください。

2012.03.23

森信茂樹

中央大学法科大学院教授、東京財団上席研究員

あなたの仕事、数年前よりフ
レキシブルになっています
か？【投稿受付中！】

保育園に子どもを迎えに行った後、帰宅。手
を洗うとすぐにパソコンを立ち上げながら
食...

「総合こども園」、ご存じで
すか？【最終日】
いよいよ最終日となりました。 Yamajunさ
ん、ふみこんさん、marco302...

国民皆確定申告、賛成です
か？【最終日】
自主申告制度への賛成は、当初は77％でし
たが、最終日は80％と上がりました。議
論...

「ダイバーシティ」、理解し
ていますか？【バックナン
バー】

大変貴重な体験や考え方のシェアをしていた
だき、一つひとつの投稿を読みながら、心
か...
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イー・ウーマン（ewoman）
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2012年03月19日−

04月02日

国民皆確定申告、賛成ですか？【最終日】
［議長］

4日目の投票結果

森信茂樹

中央大学法科大学院教授、東京財団上席研究員

80％
132票

20％
33票

自主申告制度への賛成は、当初は77％でしたが、最終日は80％と上がりました。議論のし甲斐がありました。
最終回の問いかけは、「イータックスでの申告はどうでしょうか」というものでした。これに対しては...

>>議長コメントを全文読む

03/

19

03/

21

03/

03/

23

26

疑問をすぐ解決できれば （note・海外・その他・32）
給与計算の仕事をしていました。自分の税金を自分で申告（計算）すると、税制についての議論が
加速すると思うので、皆確定申告に賛成です。申告方法はイータックスや紙ベース等、多様な方法
を用意してほしいと思います。個人的には申告時の疑問点をすぐ解決できるコールセンターが充実
したら、ネット申告を使いたいと思います。また、税に関する手続きが日本語だけでなく英語や中
国語などでもできるように、ぜひしてほしいと思います。
家計簿の延長 （真打ち・栃木県・42）
番号活用のイータックス申告に大賛成だ。今年80歳の父も、既にその方法で申告をしている。し
かし、普段から金銭の動きを把握しない人にとっては、自宅からの申告でも、入力を面倒に感じる
など負の側面もありそうだ。日々の計算はおおまかでも良いので、とにかく「溜めない」ことをお
勧めしたい。この習慣は、申告を面倒にしない唯一の秘訣だと自負する。
税制を考える良い契機に （mondek・神奈川県・37）
現在の税制について私が無知であることの理由のひとつとして、関わる機会がないことが挙げられ
ると思います。etaxが実現して、自分の税金支出を把握できる状況になれば積極的に参加したい
と思いますし、国会で議論をされているような内容も、単に漠然としているだけの理解を抜けて、
自分ならどのようにするのがベターかを考える機会を得られるように感じます。
基本的には賛成ですが……。 （millionbell・神奈川県・59）
e-taxのよさは、紙を減らす意味もありますが、個人的にはなんといってもあの長蛇の列に並ばな
くてもよいことです。税務署での待ち時間は毎年2〜3時間は並ばされます。自宅でe-taxを試みま
したが、株の申告入力部分で解らずその先に進めなくなり、結局税務署に出向いて申告しました。
仕分けの項目を理解しているとか、PC操作の面で問題がなければとても便利ですが、今の時点で
は不明部分も多く難しい状況です。もし間違えて申告した場合はどうなるのかも疑問が残ります。
イータックスであれば （abbyi・神奈川県・34）
イータックスシステムの導入が前提であれば、YESです。元々家計簿はつけており、何が経費で何
がそうでないかも明確に分かるようにしていますので、増える手間も大したことではなさそうな気
がします。ただし、1つ気になるのは、セキュリティの問題です。プライバシーの保護も皆申告の
目的のひとつのようですが、ハッキングなどでデータが漏れれば本末転倒になると思います。
確定申告は国民の意識を高める （Wadaerika・東京都・47）
確定申告をすることに賛成です。確かに面倒くさい面はありますが、確定申告をするとどれだけ税
金を払っているか自覚でき、それがどのように使われているのか、意識が高まると思います。ま
た、皆確定申告にすれば、納税の仕組みを使った政策が容易になるので、経済政策の手法も増える
のではないでしょうか。現状でも税務署に出向かなくても、PCとネットで簡単確定申告の書類作
成はできるし、郵送もできるので、それほどハードルは高くないと思います。
納税者意識を高めるために （リンダ山本・海外・その他・51）
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納税者意識を高めるために賛成。確定申告がほぼ不要な今の日本の税制では、納税意識も高まらな
い。年収1800万円以下で給与所得控除は65万円、通勤費は非課税で会社負担。スクール通い等で
65万円を超える事は少なく、住宅取得や高額医療費がないと確定申告は不要。私の住むドイツで
は手取りはグロスの約60%、税金の使い道には敏感になる。給与所得控除は約10万円、通勤費は
原則自腹。通勤費だけで給与所得控除を超え、申告する人が多い。
肝心なときに壊れる （tibiko・大阪府・42）
コンピュータ関係の仕事をしていますので、パソコンはよく使います。道具としては使いますが、
3年に1度ぐらいは壊れ、担当者のいない時に不具合を起こし、必要な時には使えないことがあり
ます（感情があって、なんでこんなに仕事させるねん！と、ストライキを起こしているんじゃない
かと思います）。お金に関するものは、電気を使わなくても確認できるようにしたほうが良いと考
えているので、イータックスは、最終的には使用しないと思います
あえてNO （Jerryb・東京都・45）
個人事業主で毎年確定申告しています。税務署に行くと、何も準備せずに申告書作成コーナーで指
導を待つお年寄りの多いこと。人手が足りず対応が十分でないために飛び交う怒声、人員整理の臨
時アルバイト、仮設の提出窓口。本当に時間と税金の無駄遣いですし、これ以上対象者を増やすな
んて、と思ってしまいます。できる人はやってもいい（ただし自分の責任で勉強するか全自動化し
て）というのは1つの方法だと思いますが、基本はやらなくていいという仕組みは残した方がいい
と思います。

自分の税金は自分で確定する、という原点
自主申告制度への賛成は、当初は77％でしたが、最終日は80％と上がりました。議論のし甲斐があり
ました。

最終回の問いかけは、「イータックスでの申告はどうでしょうか」というものでした。これに対して
は、真打ちさんなど多くの方から賛成の意見をいただきました。

その中でも興味深かったのは、noteさんからいただいた、「疑問点をすぐ解決できるコールセンター

を充実させては」という意見です。現在、国税庁で納税相談を行っていますが、自主申告となれば
もっと充実させる必要があるでしょう。

また、自分の所得を稼ぐに当たって必要な経費にはどんなものがあるのか、これについて考えること
も必要ですね。いずれにしても、自分の税金は自分で確定する、これが原点だということですね。

一方で、セキュリティーの問題を心配されるabbyiさんのような意見もありました。この点は、社会
保障・税番号制度全般について言えることでしょう。ITの成果の活用とわれわれのプライバシーの問

題は、大変難しい問題ですね。結局安全神話は無いので、可能な限り万全の備えをするということで
しょうか。

今回の議論を私なりにまとめると、

番号を活用したイータックスでの申告、簡素な税制と税務ソフトの開発、コールセンターなど納税相
談の充実、申告を手助けするボランティア（税理士制度の問題あり）、それから本人の記帳への配

慮、これらの条件がそろえば、自主申告制度が可能になる、そして、自主申告制度の導入は、税制に
ついて知ることになり、税金の使い方についても関心を大いに高めることなる、それが納税者の原点
である、ということではないでしょうか。

私も大いに勉強をしました。ありがとうございました。
2012.03.26

森信茂樹

中央大学法科大学院教授、東京財団上席研究員
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