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はじめに

　1999年、国税庁は開庁50周年を迎えた。国税庁長官は、その記念式典のあい

さつの中で、「これからの税務行政は納税者との対話を大切にした、開かれた

ものでなければならない」、「納税者には親切に対応する」といった税務行政の

基本方針を示し、納税者にやさしい税務行政をアピールしてきた。たしかに今

日の税務行政は、丁寧な対応をしてくれるようになってきている。各種の申告
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─その問題点と心構えについて─
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書を提出する際の窓口の対応も、書類等を作成する際の質問や問い合わせに対

しても、それなりに丁寧な応対をしてくれるようになってきている。

　しかしながら、今なお税務署を「怖いお役所」というイメージで見ている人

は少なくないだろう。税務署に「怖いお役所」というイメージを与える最大の

原因は、やはり税務署の行う「税務調査」に対するイメージから来るものと思

われる。

　税務調査は突然かかってきた一本の電話からはじまる。会計帳簿だけでな

く、個人の通帳やその他さまざまの帳簿・書類についてまで細かく調査される

場合もある。あらかじめ多くの情報をそろえた上で調査に来る場合も少なくな

い。所轄の税務署から調査に来ることもあれば、広域調査として所轄署以外の

税務署から調査に来ることもある。10年以上も調査に来ないこともあれば、２

年・３年で調査に来ることもある。また、一旦調査が開始されれば、数日で終

わることもあれば、数週間から数ヶ月かかることもある。さらに調査結果に納

得できない場合には、数年の歳月をかけて争わなければならないケースに発展

することも考えられる。

　本稿は、そんな一本の電話からはじまった宗教法人に対する税務調査の１つ

のケースを通して、税務調査の問題点を指摘するとともに、実際に調査に対す

る場合の心構えについて考えてみる。

　なお、本稿の内容の一部が月刊『寺門興隆』2003年２月号で紹介させていた

だいた内容と重複することをお断りさせていただく。
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Ⅰ．宗教法人に対する税務調査の現状と租税訴訟の現状

　まず宗教法人に対する税務調査の現状について少し見ておこう。

１．宗教法人に対する税務調査

　上記の資料は、平成11事務年度における宗教法人に対する法人税および源泉

所得税の課税事績について公表された統計資料である。

　宗教法人に対する税務調査は、主として宗教法人の行う収益事業に対する調

査と法人の役員や職員に対して支払われた給与等に対する源泉徴収について実

施されているが、３年間を通して、件数・追徴本税額ともに下降傾向を示して

いる。

　税務調査の多くは、基本的には主たる事務所の在する所轄の税務署から職員

が臨場して行われることになるが、最近の宗教法人に対する税務調査は広域調
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項目／事務年度
９ 10 11

件数等 前年比％ 件数等 前年比％ 件数等 前年比％

実 地 調 査 件 数 491件 95.0 407件 82.9 364件 89.4

更生・決定の件数 409件 105.7 302件 73.8 293件 97.0

申告漏れ所得金額
百万円

2,038 93.2
百万円

1,893 92.9
百万円

1,621 85.6

追 徴 本 税 額 429 138.5 397 92.6 383 96.3

表１　平成11事務年度における法人税課税事績より

宗教法人の実地調査の状況

表２　平成11事務年度における源泉所得税課税事績より

宗教法人の調査および指導の状況

項目／事務年度
10 11

件数等 前年比％ 件数等 前年比％

源泉徴収義務者数 48,513件 100.8 48,848件 100.7

調査・指導件数 2,795件 103.1 2,441件 87.3

非 違 件 数 1,943件 97.4 1,806件 92.9

追 徴 本 税 額 22億円 96.0 20億円 92.3



査として実施されることが多くなってきたように思われる。広域の税務調査

は、所轄税務署以外の税務署から調査にくるケースで、これは宗教法人に対す

る税務調査を専門の職員が担当していることをあらわしているのであり、それ

だけに個々の調査においては細かな調査が実施されていると言うことができる

のではないだろうか。

　財務省は、12年以降以前のような宗教法人に対する税務調査の具体的な件数

を発表していない。宗教法人に対する税務調査の実数は、この数年の間に再び

増加しているのではないのかと考えられる。そして、その調査内容も、専門の

職員による細かい調査が実施されていると考えられるのである。

２．税務訴訟の現状

　一本の電話から始まった税務調査の結果、その調査結果に不満が残る場合や

税務署の指導に納得できない場合、さらに税務署の決定や更正を不満として争

う場合には何年もの時間を要することとなる。

　平成13年度の税務訴訟は、平成13年度の国税庁統計情報発表で400件提起さ

れている。前年からの持ち越し訴訟を含め13年度中に処理された件数は404件

にのぼる。その中で原告の全部または一部勝訴の件数は33件と報告されてい

る。税務訴訟における納税者の勝訴率は、一部または全部勝訴を含めて僅かに

8.2％に過ぎない。

　同じく所轄の税務署に対する異議の申し立ては、平成13年で4860件、前年か

らの持ち越し分と合わせた処理件数が5017件にのぼる。そのうち請求の容認件

数が756件で、請求の容認された割合は14.9％となっている。不服審判所に審

査請求された審査請求件数が2910件、前年からの持ち越し分と合わせた処理件

数が3294件、請求容認件数が459件で、請求が容認された割合が13.9％という

結果がでている。

　平成13年度中になされた異議の申し立ての中で、最終的にその請求の一部ま

たは全部の請求が認められたものは約27％に過ぎず、全体の約４分の１しか容

認されていない。

　「訴訟である以上双方の言い分は拮抗しているはずであって、統計学的な結
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果としては、原告被告の勝率は五分五分になるのが正しいのではないか」、「弁

護士、税理士は税務訴訟の原告の勝率が低いことは周知の事実であって、それ

でもあえて訴訟に持ち込むのであるから、勝率は五分五分を上回ってもおかし

くない」との意見も出されてる。にもかかわらず、結果は何年経っても変化し

ない。さらに、わが国の税務訴訟の場合、争っている期間も延滞税が課せられ

ることになり、いったん税金を納めてからでないと争うことも出来ない制度と

なっているのである。

Ⅱ．宗教法人に対する税務調査の一事例

　それではここで税務調査に係わる一つの事例を報告しておこう。少し古い話

になるのだが、平成４年10月の京都府での事例である。

１．事例

　京都府にある宗教法人Ｓ寺は檀家数40数軒の寺院で、Ｓ寺の住職Ｆ氏はＳ寺

の近くにあるＨ寺の住職をも兼務していた。兼務寺であるＨ寺も檀家数80数軒

の寺院であった。

　Ｆ住職は、Ｈ寺を兼務することとなった頃からＨ寺の本堂の立て替えを考え

た始めた。もともとこの本堂の建て替えの話は、Ｈ寺の先代住職の時代からの

長年の懸案の一つであった。しかしながら、本堂の建て替え費用を檀家からの

寄付に頼り、長年にわたって蓄えてはいたものの、個々の負担が大きく実現で

きないまま時間が過ぎていたのが現実であった。そんな中、Ｆ住職がＨ寺の住

職を兼務することとなり、是非とも先代からの意志を引継ぎ自らの手でＨ寺の

本堂を立て替えたいと考えるようになり、さらにＦ住職は自らの本務寺でもあ

るＳ寺の本堂をも立て替えたいと考えるようになったのである。

　Ｆ住職がＨ寺の住職を兼務することとなった翌年の昭和58年頃から墨跡を書

き始めた。自身で書いた墨跡は、その趣旨を理解してくれるＡ社、Ｂ社、C社

の３つの業者の協力のもと、広く世間に紹介されることとなった。その中でＡ

社の紹介により譲り渡された墨跡による収入は兼務寺であるＨ寺名義の通帳
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に、Ｂ社・Ｃ社の紹介により譲り渡された墨跡による収入はＳ寺名義の通帳に

振り込まれた。Ｆ住職は几帳面な性格で、丁寧に書かれた墨跡は評判となり、

墨跡による収入は順調に伸びていった。

　平成元年、念願かなって兼務寺であるＨ寺の本堂を建て替えることができ

た。墨跡を書き始めて７年目のことであった。

　Ｈ寺の本堂の建て替えの済んだ翌年の５月末、突然、所轄税務署であるＸ税

務署から電話が入り、「税務調査に伺いたいのだが、日取りはいつがよいか？」

と告げられた。Ｆ住職は、本堂の建て替えに伴う資金の調達方法、寄付等の状

況に関する形式的な任意調査と受け取り、Ｘ税務署からの税務調査に快く応じ

た。墨跡による収支は、すべて寺名義の通帳を通して行われていた。住職本人

のＨ寺からの給与も毎月定額が振り込まれ、源泉業務に関しても滞りなく処理

されていた。本堂の建て替えに係わる寄付金収入も、きっちりと整理し保管さ

れていた。そして、それらの収入のすべてが本堂の建て替えに使われていた。

Ｆ住職に不安はなかったのである。

　Ｘ税務署の税務調査は問題なく終了し、墨跡収入に関しても収益事業として

課税されることなく、その処理方法もＸ税務署は特に指摘することなく現状を

認めた。Ｆ住職はその後も墨跡を書き続け、その収入についてはこれまで通り

各法人名義の通帳に振り込まれるようにし、従来通りの処理を続けてきた。

　ところが、Ｘ税務署の調査から２年後の平成４年10月、今度は京都市内のＹ

税務署からＳ寺に対して税務調査を実施するとの連絡が入った。所轄の税務署

以外の税務署からの広域調査だった。10月28日、Ｓ寺に対して税務調査が実施

された。さらに同年11月９日、Ｈ寺に対しても再び税務調査が行われた。その

結果、Ｙ税務署はＦ住職の行う墨跡収入は収益事業に該当するとして、過去３

年間にさかのぼって課税するといってきたのである。

　Ｆ住職の行う墨跡収入は、２年前のＸ税務署の調査において収益事業とは認

められなかった。会計上もＸ税務署の指導の下、適正に処理し続けてきた。に

もかかわらず過去３年間にさかのぼって収益事業として課税するという。「請

負業」として課税するというのである。Ｓ寺、Ｈ寺を合算して、３年分の法人

税が7,008,800円、事業税が3,034,000円にのぼった。また、府民税349,500円、
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市町村民税1,027,800円が増えることとなり、さらに加算税1,051,300円が加わ

り、課税総額12,471,400円になった。さらに重加算税を含む源泉所得税も

7,260,900円が課税されることとなり、最終的な納税合計額はなんと19,600,000

円を越えたのである。

　Ｆ住職側は幾度となくＹ税務署との交渉を重ね、前回の調査を担当したＸ税

務署の調査官とも話し合った。しかし結果は変わらなかった。税理士は、裁判

を勧めた。しかしＦ住職は、「やはり宗教者として、裁判を起こして争うとい

うことはしたくない。」として、言われるままに平成元年にまでさかのぼって収

益事業開始届けを提出し、３年分の修正申告を提出したのである。

２．「禁反言の法理」

　「禁反言の法理」という言葉がある。「信義誠実の原則」ともいわれるこの原

則は、相手方の信頼を裏切った場合にその導入が議論される。

　納税者がこの「信義誠実の原則」に反する行為をした場合には、租税特権の

剥奪や加算税等による制裁処分や罰則規定が適用されることになり、納税者側

の行為としてこの法理を適用する余地はないといってよい。つまり、税務署等

の課税行政庁がこの法理に反する行為を行った場合にこそ議論されなければな

らない法理である、と考えられる。

　この点について、過去の判例（東京地判昭40.５.26）において次のように示さ

れている。

ⅰ．「自己の過去の言動に反する主張をすることにより、その過去の言動を信

頼した相手方の利益を害することは許されない。それを禁反言の法理と呼ぶ

か、信義誠実の原則と呼ぶかはともかく、法の根底をなす正義の理念より当然

生ずる法則であって、公法の分野においても、この原則の適用を否定する理由

はない。」

ⅱ．「納税者が非課税を受けたことにより、将来に向かっても非課税扱いを受

ける期待的利益が保証されるに至ったと解することは相当ではなく、行政庁は

非課税通知の誤りであったことを納税者に告げ、次年度以降につき課税するこ
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とは妨げられないものと解すべきである。その範囲において禁反言の原則の適

用が制限を受けるものと解するのが相当である。禁反言の原則という法の根本

理念に背くような違法な賦課処分は、無効のものと解すべきである。」

　つまり、仮にその行政処分が税法上適法に行われた処分であったとしても、

その処分がこの禁反言の法理に反するものであったとするならば、やはりその

処分は違法・無効といわざるをえないのであり、この法理は、文書又は口頭に

かかわらず税務行政庁および個々の税務職員のなす一切の行為が対象にされて

るものと考えられるのである。

３．この事例を振り返って

①調査官の指導と責任

　このケースは、まさに税務行政庁の行った行為がこの「禁反言の法理」に反

する行為にあたるのではないかと考えられる。

　Ｆ住職は、平成２年のＸ税務署の調査の際に調査官に対してすべての事情を

説明し、これまでの会計上の処理方法についても説明した。Ｘ税務署の調査官

は、すべての説明を受けた上で、Ｆ住職の行う墨跡にかかわる活動を収益事業

とせず課税対象としなかったのである。Ｆ住職はＸ税務署の調査官の指導の

下、以降の墨跡収入についても同様の会計処理を続けてきた。それは税務署の

調査官によってその処理方法が間違っていないものとして認められたからで

あった。

　にもかかわらず、Ｙ税務署の調査において同様の活動が収益事業とされるこ

ととなった。それも過去にさかのぼって課税されることとなったのである。こ

れは、まさにＸ税務署の調査官の指導を信じ、その指導の通りに会計処理を続

けてきたＦ住職の信頼を裏切る行為である。さらに、Ｙ税務署のこの処分に

よって多大な損害（少なくとも加算税や重加算税を課せられることはなかった

はずである）を被ることになったのである。

　この事例において、やはりＹ税務署は、過去の収入に対して課税するのでは

なく、過去の指導を改め、将来に向かってのこの活動に関する会計上の処理の

変更を指導すべきであった。禁反言の法理は、過去にさかのぼっての取り扱い
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の変更に適用されるのであって、将来に向かっての取り扱いの変更に適用され

るものではないからである。

②宗教活動と収益事業

　次に、宗教活動と収益事業に対する納税者と課税行政庁の見解の違いについ

てである。

　宗教法人の行う事業の中で、何が宗教活動であり、何が収益事業なのかを判

断することは非常に難しい。今回の事例においては、担当した調査官によって

その判断が異なっていた。収益事業として課税した調査官は、その活動を「請

負業」として課税し、墨跡収入を「請負業」とした理由についても調査官から

の具体的な説明はなかった。

　本来「請負業」とは、請負契約により他の者のために何らかの仕事をしてそ

の報酬を得る事業をいう、とされている。しかし、税法上の「請負業」とは、

「事務処理の受託業」が「請負業」に含まれるとされることから、単に請負契約

によるものだけでなく、委任契約や準委任契約によるものもすべて「請負業」

に含まれることとなり、その範囲はきわめて広いものと理解されている。

　今回のケースの場合、たしかに長い活動の間には協力者である業者からの依

頼を聞いて墨跡を書いたこともあったであろう。しかし、あくまで墨跡は住職

が自ら書いたものであり、それは住職が主となって行っていた活動である。住

職の活動を「請負業」とする明確な説明を調査官から受けることはできなかっ

たのであるが、税法上、「請負業」とは極めて便利な業種であるということがで

きるのであろう。

　また、仮に同一の活動であったとしても、見る側の違い、認識の違いによっ

て宗教活動にもなり、収益事業にもなる場合が考えられる。今回のケースもＦ

住職とＹ税務署の調査官との間に、またＸ税務署の調査官とＹ税務署の調査官

との間にも宗教活動に対する大きな認識の違いがあった。双方が各々の立場か

ら一つの活動を評価し、異なる結論に達したものといえる。
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③関連する事例の紹介

　関連する事例として２つのケースを簡単に紹介しておこう。

　１つ目の事例として紹介するのが、平成13年11月、愛知県春日井市のお寺に

対する調査の事例である。

　このお寺は、檀家数５件のお寺で、昭和59年から条例に基づいた動物火葬場

の認可を受けて始めた動物霊園で寺院の運営を行ってきた。20年近く動物霊園

を経営してきたこのお寺に突然税務調査が入り、その調査の結果、「動物はモ

ノですから、ペットにかかわる寺の事業はすべて課税対象となります。遺骨を

預かったり、埋葬する行為は『倉庫業』に当たり、火葬したり葬儀をすること、

お経をあげる行為は『請負業』に当たり、やはり課税対象となる」ということ

になったのである。

　この20年近く前に東京で同じような事例があり、その時国税庁は、専用墓地

とロッカー式の永代使用料は非課税、管理料は課税、線香、塔婆、お経、法要

は非課税ということで、ほぼ決着したものと考えられていた。ここでも当局の

判断に差が生じたのである。

　ナニワ監査法人編著の『宗教法人の会計と税務』平成９年11月改訂版によれ

ば、「犬、猫等の納骨を納骨施設に保管し納骨料を徴収する事業は、倉庫業た

る収益事業に該当し、当該納骨に伴う火葬、供養に際し徴収した料金も含めて

申告する必要があります。」と記載されている。しかし、同『宗教法人の会計と

税務』三訂版（平成２年９月28日発行）には上記のような記載は一切見受けら

れない。平成２年から９年の間になされた法の改正を説明し、しっかりとした

課税の根拠が示される必要があるように思われる。

　次に２つ目の事例を紹介しておこう。

　これは宗教法人に係わる事件ではないが、平成７年２月９日、東京地方裁判

所に提訴された事例である。

　この事例は、平成元年３月、Ｎ氏が自らが代表取締役を務める会社の、Ｎ氏

個人の所有する株を、同じく自らが代表を務める有限会社に買い取らせるた

め、Ｎ氏個人が有限会社に対して無利子、無期限でお金を貸し付け、その金を

元に有限会社が証券会社を通してＮ氏から株を買い取ったという事例である。
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Ｎ氏が有限会社に無利子・無期限で貸し付けた金額は3455億円であった。税務

署は、平成４年６月、Ｎ氏に対して、有限会社に対する貸付金に対して利息が

あったものと見なし、雑所得金額141億円を加算した総所得金額を151億円と

し、納付税額73億円、過少申告加算税10億円の賦課決定処分をしてきた。さら

に平成２年分、３年分についても同様の処理をしてきたのである。

　もちろん異議を申し立て、国税不服審判所に審査請求を行い、訴訟を提起し

た。しかしどのような形で争うとしても、税務署の決定に対して一日当たり

1000万円近くの延滞税がかかってくる。Ｎ氏は有限会社を解散し、税金を納め

ざるを得ない結果となった。有限会社に対して貸し付けていた内1400億円が回

収不能ということになったのである。

　個人が同族の会社に対して金銭を貸し付けること、そうした場合にそこで利

子を取らないことは一般に容認されていた。どの解説書を読んでもかかれてい

たことであり、東京国税局編、大蔵財務協会出版の『法人税質疑応答集』にも

書かれていた。会社の社長が自分の会社に対して貸し付けを行うことはよくあ

る。個人の所有の土地を会社に貸し付け、そこに建物を建て、地代をもらわな

いケースもよくあることである。しかし、これらに対して、利息をもらったも

のとして、あるいは地代をもらったものとして課税されることはこれまではな

かったのである。

　このケースでは何が問題とされたのか。貸し付けた金額が大きかったために

課税されたのだろうか。動物霊園も規模が小さかったならば課税対象とはされ

なかったのかも知れない。墨跡収入も額が小さかったならば課税されなかった

のだろうか。

Ⅲ．税務調査の対策と心構え

１．税務調査の対策

　大きな宗教団体でも、その末寺あるいは傘下の法人の中で年間に何件程度が

税務調査を受けているのかと言うことも統計的に調べられているところは少な

い。また、何時・どこの法人が調査を受けたかと言う報告も上がってこない、
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というのが現実の様であり、具体的な税務調査の対策が団体としてマニュアル

化されているところは少ないように思われる。

　そんな中、ある宗教団体では、各地区ごとに法人の会計責任者・経理責任者

が集まって研修会や講習会を実施している。昭和60年頃から年に２回から５回

程度の頻度で、団体の本部が主催する研修会が実施されており、「財務帳簿の

重要性」「給与額算出の手引きとお礼の取り扱いについて」「給与と源泉徴収の

しかた」「年末調整と確定申告」「現物給与とお礼の扱い方」「固定資産税関連の

諸問題」等、実際の経理上の具体的な問題が取り上げられている。またこれと

は別に各教区ごとの研修会も開催されており、昭和60年には全国で15箇所、61

年にも11箇所、以降年に２回から５回程度の回数で実施されている。平成８年

以降は宗教法人法の改正に伴う財務帳簿講習会として、８年に18回、同じく９

年に18回、10年に10回、11年に４回、12年に５回と、積極的に取り組みを行っ

ている。講習会には本部から派遣される講師の他に、公認会計士、税理士と

いった実務家、あるいは大学教授といった研究者が講師として派遣されてい

る。

　これらの研修会や講習会は必ずしも税務調査の対策としてなされるものでは

ないが、各法人が書類、帳簿等をしっかりと作成し、保管し、備え付けるため

の指導的な意味合いを多く含んだもので、会計の重要性と意識の向上に寄与す

るものと考えられる。

　また、この他にも傘下の法人からの法律相談、税務相談の相談窓口を常設的

に設け、末寺からの相談に対応しておられる団体は多数見受けられる。

２．税務調査の心構え

　税務調査は突然かかってきた一本の電話からはじまる。その電話からはじ

まった税務調査の結果、予想もしなかった事態に発展する可能性も含んでい

る。しかし、税務調査は必ずしも怖いものとは限らない。あくまで税務調査は

任意調査であり、納税者の承諾が前提となる。税務署としては、納税者に税務

調査を拒否された場合、納税者に対して罰則を与えることは出来たとしても、

それ以上の強制力を持って調査することは出来ない。それでは税務調査本来の
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目的は達成されたことにはならないのである。

　税務調査の連絡があった場合、納税者の側から日時を指定し調整することが

できる。その際に調査理由や調査の対象となる書類等についても確認するよう

にする。あらかじめ書類等を準備することができることは、調査を受ける側に

とっても、調査を実施する調査官にとっても好ましいことであり、むやみに調

査対象を広げられることへの防止にもつながる。又、日程を調整する際には、

関与の税理士や弁護士、その他の立会人への日程の調整の合わせてしておくよ

うにする。実際の調査に対しては単独で調査を受けることを避けるようにす

る。調査結果に対して納得できないまま判を押すことがないように気を付け

る。納得できないときには調査官と十分に話し合い、必要があるときには専門

家の意見を聞いてみる。

　税務調査の心構えはいくつもある。しかし、最も重要なことは日頃から会計

に関心を持ち、ルールに従った処理を続けておくことが重要であると思われ

る。一定のルールに従った会計を続けることで、一つひとつの会計処理を説明

できることが重要なのであり、そうすることで、はじめて税務署と話し合う機

会を得ることができるようになると考えられる。

３．税理士の役割

　最後に、税務調査に立ち会う場合の私たち税理士の役割であるが、私たち税

理士が税務調査に立ち会う場合、最も気をつけることとはやはり納税者の権利

の保護であろう。もちろん調査が円滑に進むように税務署の調査官に対しても

協力することも税理士の職務のひとつである。しかし、やはり守るべきは納税

者の権利と考えている。

　宗教法人の場合、そこには他の普通法人の場合とは違った特別に配慮しなけ

ればならないいくつかのポイントがある。宗教法人に対する税務調査の場合に

は、他の法律において保護されるさまざまの権利との間において緊張関係を生

じる多くの問題点が内在している。宗教者はその職務上知り得た事柄について

むやみに口外することは禁止され、民法上・刑法上の守秘義務が課されている。

過去帳等の取り扱いに対しても慎重な取り扱いが要請されている。
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　宗教法人に対する税務調査の場合には、これら他の法人に対する税務調査の

場合とは明らかに異なるポイントに対して十分な配慮がなされた税務調査が実

施されなければならない。しかし、税務署の職員や調査官が、その点に関する

十分な知識と認識を持っているとは限らない。そのことは調査を受ける側が十

分に認識し、調査に立ち会う私たち税理士が十分に認識しておくことが大切だ

と考えられる。

　申告納税制度の下での税務調査の最も重要な目的は、納税者が自主的に適正

な申告と納税を行うようにするための担保としての役割を果たすことである。

納税者が将来にわたる適正な申告と納税を続けるように指導することである。

適法に実施される税務調査に対しては、健全なる納税者として円滑に税務調査

が進むよう十分な協力をし、納税者と税務署が十分に話し合うことのできる環

境を整備し、その機会を確保する。他方、本来の目的を逸した違法な税務調査

に対しては、納税者も私たち税理士をはじめとする職業会計人も、毅然とした

態度で対応することが重要なのではないかと考える。

最後に

　平成14年12月６日、自民党の野中広務・元幹事長の発言が新聞紙上をにぎわ

せた。野中氏は12月５日、自民党税制調査会小委員会で「税は、広く薄く取る

べきだ。観光だけの宗教法人とかの聖域を見直す議論の場を設けてもいい」と

述べ、宗教法人への課税強化を検討すべきだとの考えが示された（2002年12月

６日、読売新聞朝刊）。この点に関しては、すでに平成15年度の税制改正大綱

において検討事項に掲げられている。平成14年度中を目途に公益法人制度全体

に関する抜本的な見直しが検討されている中で、さまざまの税制上の措置につ

いての見直しも検討されてきた。（平成15年３月28日、宗教法制研究会当時）

　公益法人制度に対する抜本的な見直しが検討され、税制上のさまざまの措置

が見直されている中で、宗教法人に対する課税強化も検討されている。この問

題は、いずれ仏教界をはじめ宗教界全体が真正面から向き合わなければならな

い問題になると考えられる。個々の宗教者が、会計に対して関心を持ち、納税
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者としての意識を高め、この問題に対する積極的に発言することが求められて

いるといえるのである。
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