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 重点要望項目 要望内容・理由  

 

１．法人税等実効税率の引き下げ  

 我が国の法人税等実効税率は、平成２３年度税制改正において税率引き下げが行われた結

果、時限措置たる復興法人特別税を除けば約３５％となったが、諸外国も立地競争力の強化

のために税率を引き下げて、平均税率はＯＥＣＤ諸国が約２６％、アジア諸国が約２４％ま

で低下しており、我が国の税率は世界的に見て依然突出している。このままでは、我が国産

業の国際競争力の低下や企業の海外流出に伴う国内産業の空洞化が懸念される他、外国企業

の日本への投資も減少して、今後の国内雇用の確保が非常に懸念される。 

そのため、我が国企業の国際競争力の確保、海外への資本流出の抑制及び外国企業の国内

投資促進の観点から、地方税を含めた実効税率の更なる引き下げが不可欠である。復興法人

特別税が終了した平成２７年度より、国際水準の  ２５％程度までを目途に、速やかに実

効税率の引き下げを進めて頂きたい。  

また、平成２３年度税制改正にて財源確保措置として実施された研究開発税制の縮減、欠

損金の使用制限及び減価償却の見直しなど課税ベースの拡大は、法人税の引下げ効果を減殺

するとともに、企業の事務負担を増加させるため、見直して頂きたい。  

 

 

２．研究開発税制の拡充  

これまで我が国は世界に先がけて独創的な先端技術や新製品の開発、実用化に成功を収め、

国際競争力の高い工業製品を世界に送り出すことにより、経済の成長と繁栄を確保してきた。

研究開発こそ資源小国の我が国にとって生命線と言える。現在、我が国企業は新興諸国をも

巻き込んだ熾烈なグローバル競争の渦中にあり、生き残りのために環境・エネルギー分野を

中心に積極的な研究開発投資を進めているが、諸外国企業も競争力強化の観点から政府の支

援措置を受けて研究開発投資を拡大させており、投資額から比較すると我が国の水準は十分

とは言えない。 

今後、我が国産業の国際競争力を高め、技術革新による低炭素化社会の構築のためには、

企業による研究開発の活発化が不可欠である。しかしながら、平成２３年度税制改正におい

て、法人税率引き下げの財源確保の一環として、過去にない研究開発税制の縮減が行われた。

本措置は法人税率引き下げ効果を損なわせるばかりか、我が国企業の研究開発投資意欲を減

退させるものであり、見直しが必要と考える。  

我が国産業の持続的成長と競争力強化をもたらす企業の研究開発投資を促進させるため、

次のとおり、研究開発税制の拡充を行って頂きたい。  

 

(1) 控除限度額の引き上げ 

「経済危機対策における税制上の措置」において、平成２１年度から２３年度まで、

時限的に認められた試験研究費の総額に係る税額控除制度の税額控除限度額の引き上
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げ措置（法人税額の２０%を３０%へ）を復活し、恒久化して頂きたい。 

 

(2) 上乗せ措置（増加型）の恒久化 

平成２０年度改正で創設され、平成２４年度税制改正で２年間の期限延長が行われた上

乗せ措置（増加型）は、イノベーションを加速させ、我が国企業の成長力と競争力の強化

に貢献しているため、恒久的措置として頂きたい。 

 

(3) 控除限度超過額の繰越期間の延長 

試験研究費の税額控除限度超過額の繰越可能期間について、現行の１年間を３年間に

延長して頂きたい。  

 

(4) 控除限度超過額の繰越要件の撤廃 

当該年度の試験研究費の額が前年度の実績額を下回らないという控除限度超過額の

繰越要件を撤廃して頂きたい。 

 

 

３．欠損金の繰戻し還付の復活及び還付期間の延長並びに繰越控除期間  

の延長等  

課税上の期間損益の通算は、中期的な観点から企業経営を行う上で非常に重要であり、リ

ストラや新市場分野への進出等、大胆かつ機動的な事業展開を後押しする制度であり、法人

税法においても定められている。  

しかし、我が国の現状の欠損金の扱いは欧米諸国に比べ不利な状況にある。欠損金の繰戻

し還付は財源措置として平成４年度より停止されており、また、繰越期間は９年間と、アメ

リカは２０年、イギリス、フランス、ドイツ等は無制限であるのに比べ、非常に制限されて

いる。そのうえ、平成２３年度税制改正において税収増加目的のために大企業を対象に欠損

金の使用制限が行われた。  

我が国企業の国際競争力を向上させ、設備投資意欲を高めるためには、欠損金制度の制限

措置の緩和が必要であり、停止中の繰戻し還付を復活のうえ、繰戻し還付期間を１年から２

年に延長するとともに、繰越控除期間をアメリカ並みの２０年に延長されたい。また、税収

増加目的の使用制限措置は企業にとって増税となるうえに、事務負担も増大するため、見直

して頂きたい。  

４．減価償却制度の改善 

 減価償却制度について、償却可能限度額の撤廃及び法定耐用年数経過時での取得価額の全

額償却、法定耐用年数区分の簡素化など改善が進められてきたが、さらに一層の国際的な整

合性を図り、我が国企業の国際競争力を強化するため、次の措置を実現して頂きたい。  

 

 (1) 少額減価償却資産の損金算入限度額の引き上げ  

少額減価償却資産の損金算入限度額ついては、税務の簡素化の観点から、現行の１０
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万円未満から３０万円未満に引き上げて頂きたい。  

 

(2) 研究開発専用設備及びソフトウエアの即時償却の容認  

      研究開発専用設備及びソフトウエアの取扱いについては、企業会計と税務会計の乖離

により納税者に多大な事務負担がかかっているため、企業会計上費用処理が強制される

ものについては、税務会計上も会計処理に合わせて即時償却を認めて頂きたい。  

 

(3) 償却資産税の廃止も含めたあり方の検討、機械設備等の償却資産税の  

評価額算定法の見直し  

償却資産税は課税対象が有形固定資産に限られ、無形固定資産は課税 

対象外であるなど、特定の設備型産業に偏重していることに加え、国際的 

に見て生産財に対する課税は極めて異例であることからも、廃止を含めて 

そのあり方について検討すべきである。 

また、平成１９年度の税制改正では固定資産税の資産評価法が据え          

え置きとなり、国税と地方税で同一の固定資産評価が異なるという  

異例の状況にあるため、機械設備等の耐用年数の比較的短い償却資産の                 

評価額の算定について、法人税の取扱いと合致させるよう見直されたい。  

 

(4) ２５０％定率法の復活 

平成１９年度税制改正において実現した減価償却に係る「２５０％定率法」は、

減価償却制度に関して国際的なイコールフッティングを確保し、イノベーション

の加速化により企業の国際競争力や我が国経済の成長力の強化に大いに貢献し

てきた。しかし、平成２３年度税制改正において財源確保のための課税ベース拡

大の手段として、償却率２５０％が２００％へ縮小された。本措置は我が国企業

の国際競争力を低下させるとともに設備投資意欲を削ぐものであるため、見直さ

れ、２５０％定率法を復活して頂きたい。 

 

５．連結納税制度の改善  

 連結納税制度は、機動的な組織再編やグループ経営導入により我が国企業の経営効率の向

上や国際競争力の強化を実現させるために導入されたが、制度活用上の付帯条件や制限措

置が多く存在し、制度適用の足枷となっているため、連結納税制度が有効に活用されるよ

う、次の項目について改善を行って頂きたい。  

(1) 申告・納税期限の延長  

複雑な業務に鑑み、連結中間申告の申告期限及び納税期限を現行より少なくとも１カ

月以上延長されたい。  

 

(2) 連結納税の適用対象子会社の見直し  

連結対象がすべての完全支配会社となっているため対象会社数が膨大となり、多大な
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事務負担が発生している一方、持株割合が１００％に満たない子会社は重要性が高い子

会社であっても適用対象とならない。事務の合理化や経済実態に鑑み、連結納税の適用

対 象 子 会 社 の 見 直 し を 行 わ れ た い 。 

 

(3) 連結納税の開始時・加入時に伴う資産の時価評価の撤廃あるいは除外要件の緩和  

連結納税の開始時・加入時に伴う資産の時価評価について撤廃されたい。その実現が

困難な場合、例えば過去５年間の出資比率が５０％超であることとするなど除外要件を

緩和されたい。  

 

(4) 地方税（法人住民税、法人事業税）における連結納税制度の導入  

地方税（法人住民税、法人事業税）においても連結納税制度を導入して頂きたい。  

 

(5) 資本金１億円以下の連結対象子会社の交際費の損金算入の容認  

資本金１億円以下の連結対象子会社について、単独納税において認められて

いた交際費の損金算入限度額までの損金算入を容認されたい。  

 

(6) 収用換地等の場合の連結所得特別控除の不利な扱いの是正 

   収用換地等があった場合、連結グループ内で圧縮記帳か特別控除のいずれかを統一

して適用することとされており、また、特別控除の金額は連結グループ全体で5,000

万円が上限とされている。収用等は公的強制措置であることから、連結納税制度選択

の企業が不利にならないよう、個別企業毎に圧縮記帳か特別控除を選択できることと

し、特別控除の金額もそれぞれ5,000万円を認めるべきである。  

 

(7) 連結納税グループ離脱時における投資簿価の修正方法の見直し 

   子法人が連結納税グループ加入前に有していた剰余金を加入後に親会社に配当する場

合、株式売却等により当該子法人が連結納税グループから離脱する際には親会社の投資

簿価修正の対象となるが、会計上の売却益に対し、税務上は配当相当額が売却益に上乗

せされ、二重課税となるため、投資簿価の修正方法を見直されたい。 

 

 

６．  国際関連税制の見直し、改善  

 (1) 外国税額控除制度の見直し  

①  控除限度額及び控除限度超過額の繰越期間の延長 

    輸出プラント工事などにおいて、国外所得の発生時期と現地における税額発生時期

のタイムラグが大きくなっていることに加え、現地で税務調査があった場合は、ある

年度の所得につき更正を受けた場合、税務当局と訴訟等になった結果、税額が確定す

るまでに数年かかることがある。このような場合、外国税額控除枠が十分に活用でき

ないことなどから、外国税額控除制度の利用が制約され、国際的二重課税の排除が
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十分に行えない事態が多々生じている。したがって、控除額及び控除限度超過額の

繰越期間については、現行の３年を延長すべきである。米国は現在 

１０年、英国は無期限の繰越が認められており、国際競争力確保の点からも、平成

２３年度税制改正で欠損金の繰越期間並びに更正期間が９年とされたと同様に、９

年への延長を要望する。 

  ② 控除限度超過額の繰越期間経過後の損金算入の容認 

    控除限度超過額が発生した場合、企業経営を圧迫する一因ともなっていることから、

控除限度超過額で繰越期間内に控除できなかった金額については、損金算入を認める

べきである。  

③ 外国税額控除の控除限度額の拡充 

外国税額控除の控除限度額は国外所得に法人税の実効税率を乗じて算出した金額

相当額になるが、試験研究費の総額に係る税額控除などにより実効税率が低下し控除

限度額が減少することになる。これでは双方の税額控除の目的を達成できないため、

控除限度額が法定税率（３０％）を用いて計算した金額相当となるような仕組にして

頂きたい。  

 

 

 (2) 特定外国子会社に係る所得課税の特例（タックスヘイブン課税）の改善  

  ①  欠損金の合算の容認 

    現行の税制では欠損金の合算が認められず、留保所得のある子会社の  

み日本で課税するという公正さを欠く制度となっているため、実質上親  

会社と一体である特定外国子会社の欠損金は合算を容認すべきである。  

② ホワイトリストの導入による軽課税国の明確化又は標準税率による判定 

実効税率が２０％以下であるかどうかの判定を会社別に毎期行うのは、大変多くの

労力を必要とするため、一定条件を満たす国・地域に所在する子会社についてタック

スヘイブン対策税制の対象外とする「ホワイトリスト」の導入を要望する。あるいは、

各国の法定税率を基準とした「標準税率による判定」でも、現行の実効税率による個

別判定と比較すると、実務面での大幅な簡素化が期待できるため、善処をお願いした

い。  

③ 特定外国子会社等の判定の基準となる租税負担割合の更なる緩和（トリガー税率の

引き下げ） 

    平成２２年度税制改正において、特定外国子会社等の判定基準となる租税負担割合

が２５％から２０％に緩和されたが（トリガー税率の引き下げ）、中東、アジア、東

欧諸国等で、法人税率引き下げにより法定実効税率が２０％以下となる国が多くなっ

ている現状に鑑み、企業の事務負担の軽減を考慮し、租税負担割合の更なる緩和をし

て頂きたい。 

④ 合算対象所得から除外される孫会社要件の緩和 

平成２１年度税制改正において、特定外国子会社等がその子会社（孫会社、２５％
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以上の株式等を６ヶ月以上保有）から受ける配当の額は合算対象所得から除外される

こととなったが、親会社が直接受ける配当は益金不算入となる一方、特定子会社経由

で受ける配当は合算課税となるため不合理である。親会社と特定外国子会社等を合わ

せて２５％保有の場合も合算対象所得から除外される対象として頂きたい。  

⑤ 適用除外基準の拡充及び事前確認制度の導入  

平成２２年度税制改正において、物流統括会社に係る適用除外基準について一定の

明確化と緩和が図られたが、当該統括会社は、子会社のみならず親会社・兄弟会社な

どのグループ会社から仕入を行い、グループ会社へ販売する形態をとることも充分あ

り得る。このため、適用除外基準のさらなる拡充をして頂きたい。また、多くの事業

会社にとって、毎期の適用除外の判定作業に多大な工数を要す一方、リスクを抱えた

まま事業運営を行うことは、健全な海外事業進出を計画する上での妨げであるため、

当局との適用除外に関する事前確認制度を導入して頂きたい。 

⑥ Passive Incomeに対する課税制度の簡素化 

事業会社にとってPassive Incomeの収入に占める比率は極めて低く、調査・算出に

費やす事務負担が増えるだけであるため、制度の簡素化をお願いしたい。 

⑦ 資産性所得を発生させる持分１０％未満株式の判定の緩和 

平成２２年度税制改正で導入された資産性所得合算制度においては、株式保有割合

１０％未満の法人（特定法人）の株式等からの配当及び譲渡所得が対象とされている

が、この判定はグループ全体の持分で行うこととして頂きたい。 

 

(3) 移転価格税制の見直し  

①  定義の明確化と運用環境の整備  

移転価格税制に関し、企業が適正な申告納税が出来るよう、役務提供取引や無形資

産取引の取扱いの定義を明確化して頂く一方、実際の運用にあたっては二重課税の排

除を前提に柔軟な運用ができるよう環境の整備を行って頂きたい。  

② 調査における手続きのルール化 

移転価格の調査における手続きのルール化の整備（納税者側への課税根拠・関連デ

ータの開示など）を明確にして頂きたい。 

③ 事前連携の強化 

現行制度では、一時的にせよ企業に二重課税を強いることになるため、例えば相互

協議の後でなければ更正できないこととする、または課税当局が更正処分に先立って

二重課税回避の対応をする旨の事前合意を相手国政府から得ることを執行の要件と

するなど、執行の現場と相互協議担当局との事前の連携を強化して、予め二重課税リ

スクを低減させるなど、執行のあり方を検討して頂きたい。 

④ ＡＰＡ(移転価格事前確認制度)の手続き、審査の迅速化 

移転価格税制上の重要な制度であるＡＰＡ（事前確認制度）の手続き、審査の更な

る迅速化に向けての体制を構築して頂きたい。また、仮に十分な損益が見込めない事

業であっても、前向きに対応して頂きたい。  

⑤ 持分基準の見直し  

   移転価格税制における持分基準について、日本以外の多くの国で基準としている５
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０％超へ見直しをして頂きたい。 

 

(4) 二国間租税条約の締結及び改定の促進等  

①  二国間租税条約の締結及び改定の促進  

今後、世界的な投資交流の活発化に向けて、我が国としては、租税条約ネットワー

クの整備を図る必要がある。日本との取引が多い国・地域との租税条約が締結されて

いない場合には、移転価格税制に基づく相互協議など二重課税の排除や源泉税率の低

減に向けて、租税条約の早期締結を行われたい。とりわけ、次世代の投資国として脚

光を浴び始めているアフリカ諸国は日本との租税条約締結国が少なく（現在、日本は

エジプト、ザンビア、南アの３ヵ国のみと締結）、租税条約を活用している中国企業

に比べて我が国企業は競争環境として非常に不利となっているため、特に、経済規模

と人口成長から投資先・市場として期待できるモロッコ、チュニジア、ケニア、ナイ

ジェリア等を優先的に、早急に締結交渉を進めて頂きたい。 

また、日本の知的財産立国を後押しし、グローバル企業を育成する観点から、ロイ

ヤリティ支払いに関する源泉税の相互撤廃などを盛り込んだ日米租税条約をモデル

として、各国との租税条約の改定を推進されたい。とりわけ、インドとの租税条約第

１２条の「技術上の役務」に対する源泉課税の実施は、日本が他国と結ぶ租税条約と

整合性がなく、類例をみない異質な規定であり、インドにオフショア開発を委託する

上での経済的阻害要因となっているため、改定をお願いしたい。  

更に、投資交流の一層の促進を図る目的から米国・英国・仏国等との租税条約にお

いて一定基準を満たす配当に係る源泉税が免税とされているが、この配当免税措置に

ついて、各国との租税条約の改定を推進されたい。特に、日本からの投資規模が大き

い中華人民共和国との条約改定をお願いしたい。  

 

② 租税条約の適用を受ける支払に関する「租税条約に関する届出書」の提出要件の緩

和 

人的役務提供事業等の対価の支払に関し租税条約上本邦にて課税されない場合の

提出義務の撤廃、並びに特定国において提出が義務付けられている「特典条項に関す

る付表」の有効期限の撤廃を行われたい。 

また、米国等適用により免税となる場合、居住者証明が必要であるが、取引相手が

国の機関である場合、居住者であることは明らかであるので、居住者証明の取得の要

件を緩和して頂きたい。 

 

(5) 国外子会社に係る受取配当金の益金不算入制度の改善  

平成２１年度税制改正により国外子会社に係る配当金については益金不算入となっ

たものの、配当額の９５％を上限とすることや、国外の子会社以外からの配当について

は益金算入であることから、未だ制度としては不十分と言わざるを得ない。全ての株式

に係る配当金につき１００％の益金不算入を認めるべきである。 
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７．受取配当金の益金不算入制度の改善  

 受取配当金の益金不算入制度は、過去数次にわたる縮減措置実施の結果、現在、連結法人

株式及び関係法人株式以外の株式に係る益金不算入割合が５０％に制限されており、二重課

税状態にあるが、「法人擬制説」に立脚する法人税法の立場からは全ての国内株式に係る配

当金につき、１００％の益金不算入を認めるべきである。また、受取配当金益金不算入の負

債利子控除計算について、負債利子中の特定利子控除の復活をお願いしたい。  

 

 

８．地方法人課税全体の抜本的見直し、申告・納税方法の簡素化の推進  

   地方税における外形的課税は、事業所税をはじめ法人住民税均等割、都市計画税、固定資

産税など多岐に亘り、課税標準も重複するなど極めて錯綜しており、平成１６年度より導入

された法人事業税の外形標準課税により、その複雑さに更に拍車が掛かっている。そのため、

企業は二重課税による過重な税負担を強いられており、二重課税排除・税制簡素化などの

観点を踏まえて、地方法人課税全体の整理・統合など抜本的見直しについて早急に検討す

べきであり、  

  現在、行われている「社会保障と税の一体改革」の中で、是非、地方税の課題について見

直して頂きたい。とりわけ、過重となっている法人二税について、全体の法人税負担の軽

減と併せ、見直しを進めて頂きたい。  

   また、企業の事業活動が広域化、多様化している現状を考慮すると、地方公共団

体ごとに納税事務を行うことは煩雑であり、納税側・徴収側双方の事務負担やコス

トも計り知れない。そのため、地方税の統一申告・納付機関の設置、または本店所在地

都道府県・市町村に一括納付できるようにするなど、納付手続きの簡素化を早急に行って

頂きたい。  

 

 

９．地球温暖化対策税の見直し 

  地球温暖化対策税は、平成２４年度税制改正で決定し、今年１０月より導入が始まるが、

ＣＯ2削減効果、国民生活や産業界への影響など数々の課題に関する十分な議論が行われず、

また、原子力発電所の事故によりエネルギー政策の全面的見直しの議論が進む中、その結果

を待たずしての導入決定は時期尚早であり、是非、再検討が必要と考える。 

石油石炭税の課税に強化する地球温暖化対策税は、６重苦と言われる厳しい我が国の事業
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環境の中で、世界企業とグローバル競争を展開している日本企業に更なる負担を強いるもの

であり、今後も地球温暖化防止のために増税が続くとすると、企業の海外流出に伴う産業空

洞化や雇用不安の発生する懸念が大きい。地球温暖化防止のために我が国の取るべき方策に

ついて、十分議論することが必要である。 

 

 

10．会計基準変更への対応 

 近年、国際的整合性の観点から金融商品に関する会計基準、退職給付に係る会計基準、固定

資産の減損に係る会計基準等、各種会計基準の見直しが行われてきている。今後は更に国際会

計基準とのコンバージェンスが進められることとなっているため、税制上の対応が必要である。 

 

(1) 会計上の損失処理の容認 

企業においては、会計基準の導入・変更に伴い、不良債権・不良資産等に係る損失処理が

進められてきたが、税制がこのような動きに連動していないため、損金認容が制限された結

果、多額の繰延税金資産が計上されることになり、多くの企業において繰延税金資産の資産

性の問題が生じている。また、会計・税務の二重基準に伴う申告調整項目の増加によって、

判断と手続きの両面で極めて煩雑となっている。  

税務上の取扱いは企業会計上の取扱いと極力一致させるべきあり、具体的な要望事項は次

のとおり。  

① 貸倒引当金制度廃止の見直し等 

平成２３年度税制改正において、金融機関等を除いて貸倒引当金制度の廃止が行われた

が、公平性の観点から問題が多く、従前の取扱いを復活するとともに、次の個別評価の貸

倒引当金については、繰入率の引き上げをお願いしたい。  

・ 会社更生法などの法的手続き開始時点での貸倒引当金の繰入限度額の大幅に引き上げ 

・ 外国政府などに対して有する特定海外債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の１００％化 

② 有価証券評価損の計上の容認等 

上場有価証券などの一部を除いて、法人税法上の有価証券等に係る評価損の要件は従来

どおりであるため、会計と税務の乖離が大きく、多額の有税処理を余儀なくされている。

公正な担税力の観点から、また実務の煩雑性において、かかる現状は適当でないことから、

会計基準と同様の基準で評価損の計上を認めて頂きたい。また、相場のあるゴルフ会員権

は、上場有価証券に準じ評価損の計上を認めて頂きたい。加えて、損金経理要件を廃止し、

退職給付信託資産（有価証券）についても一般の上場有価証券と同様の基準で評価損の計

上を認めて頂きたい。 

③ 棚卸資産に係る評価損並びに固定資産の減損損失の損金算入 

棚卸資産の評価損並びに固定資産の減損損失についても、会計基準と同様の基準で損金

算入を認めて頂きたい。 

 

(2) 国際会計基準へのコンバージェンスに伴う税制措置 
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国際会計基準へのコンバージェンスが行われた場合、減価償却費等の課税ベースが大幅に

拡大することが懸念される。会計基準適用の有無により課税ベースが異なることとなるのは

課税の公平性を欠き、その結果設備投資や研究開発投資へ大きな影響を与える可能性がある

ため、次の事項を要望する。 

① 減価償却費に係る損金経理要件の廃止 

国際会計基準へのコンバージェンスにより、減価償却資産の償却方法の定 

率法から定額法への変更や、会計上の耐用年数の延長が見込まれているが、減価償却費に

ついては損金経理要件が付されているため、税法基準での損金算入が不可となることから、

損金経理要件を早期に廃止すべきである。 

② 試験研究費の発生時損金算入 

一定の開発費については、無形資産として計上のうえ償却することなることが見込まれ

ているが、試験研究費については、発生時損金算入という従来の取扱いを維持して頂きた

い。  

 

11．その他  

(1) 民法上有効な意思表示に基づく非関連者間の債権の切り捨て、債権放棄  

  並びに債権譲渡の税務上の容認  

      民法上有効な意思表示に基づく非関連者間の債権の切り捨て、債権放棄並びに債権譲

渡について税務上も容認し、原則として寄附金として扱わないようにして頂きたい。  

 

  (2) 子会社等の整理・支援損に係る取扱いの緩和  

      子会社等の整理・支援損の扱いについて、法人税基本通達9-4-1(子会社等を整理する

場合の損失負担等)及び9-4-2（子会社等を再建する場合の無利息貸付等）の要件を緩和

し、経営危機に陥る前の経営悪化の段階での支援を弾力的に認めて頂きたい。 

 

  (3) 社会保障・税共通の番号制度の早期、確実な導入 

社会保障・税共通の番号制度を導入する法律案が国会に提出されているが、同制度

は公平性・透明性の確保、各種手続きの簡素化など、国民の利益に資することから早

期の導入が必要であり、予定されている２０１５年から確実に導入して頂きたい。 


