衆議院財務金融委員会速記録（議事速報）
平成28年2月23日

この議事速報は、正規の会議録が発行される
までの間、審議の参考に供するための未定稿
版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた
発言、理事会で協議することとされた発言等
は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合があります
ので、審議の際の引用に当たっては正規の会
議録と受け取られることのないようお願いい
たします。

午後一時開議
○宮下委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。鈴木克昌君。
○鈴木（克）委員 どうも、鈴木でございます。
税制についてということでありますので、午前
中の質問者と若干重なるところもあるかもしれま
せんが、大事な部分でございますので、私からも
質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、税制の構造改革の動向ということをお伺
いしたいんですが、昨年の六月に骨太の方針が閣
議決定をなされました。そのときには、経済社会
の構造が大きく変わっていく、そんな中で、持続
的な経済成長を維持促進するとともに、経済成長
を阻害しない安定的な税収基盤を構築する観点か
ら、税体系全般にわたってオーバーホールをする、
こういうことが閣議決定されたわけであります。
これを受けて、政府税調で昨年の十一月には論

点整理が取りまとめられました。その中で、「個
人所得課税及び資産課税において税負担の累進性
を高めることで低所得層の負担軽減を図り、再分
配機能を果たす重要性が増している。」というふ
うにされたわけであります。
こうした認識については私も全くそのとおりだ
というふうに思っておりますが、再分配機能につ
いて、これはもう相当前から指摘をされておった
部分だというふうに思うんですね。率直に申し上
げて、何を今さらとは言いませんけれども、少し
対応が遅いんじゃないかな、このように思うわけ
でありますけれども、大臣、税制構造改革の見通
しについてお伺いをしたいというふうに思います。
○坂井副大臣 済みません、私の方からお答えを
させていただきたいと思います。
委員御指摘のように、骨太の方針二〇一五にお
きまして、将来の成長の担い手である若い世代に
光を当てることにより経済成長の社会基盤を再構
築する、また特に、低所得若年層、子育て世代の
活力維持と格差の固定化防止といった観点から、
経済社会の構造変化を踏まえた税制の構造的な見
直しを行うこととされておりまして、これを受け
て、昨年の夏以降、政府税制調査会におきまして、
税制の構造的な見直しについて検討が行われ、昨
年十一月に論点整理が取りまとめられました。
論点整理の中身に関しましては委員御指摘のと
おりでございますが、若年層などの働く意欲を阻
害せず、安心して結婚し、ともに働きつつ子供を
産み育てることができる生活基盤を確保する、所
得再分配機能を高め、国民が安心して暮らせる社

会的なセーフティーネットを再構築し、経済の成
長基盤を強化するなどの、見直しに当たっての基
本的な考えが示され、また資産課税につきまして
は、資産格差が次の世代における機会格差につな
がらないよう、適切な資産再分配機能をどのよう
に確保していくか検討する必要があると基本的な
方向性としてはされたところでございます。
今も政府税制調査会におきまして検討が進めら
れておりまして、これまでに実施できた再分配機
能の回復に向けた取り組みの影響などを見つつ、
また、税制調査会における取りまとめなども今後
発表されるということでございますが、参考にし
つつ、引き続き検討してまいりたいと考えており
ます。
○鈴木（克）委員 いずれにしましても、先ほど
申し上げましたように、私は、少し対応が遅いの
ではないのかなというふうにこの件については思
っております。
それで、消費税の軽減税率制度の見直しと廃止
の可能性、まだ始まっていないのに廃止かよとい
うふうに思われるかもしれませんけれども、なぜ
かといいますと、今般の所得税法改正案の中に、
附則第百七十条に、消費税の軽減税率導入に当た
っての必要な措置というのが盛り込まれておるわ
けであります。この規定には「消費税制度を含む
税制の構造改革」という部分がありまして、私が
きょうお伺いをしたいのは、この「消費税制度を
含む」という部分に軽減税率の見直しも含まれる
のか否かということをお伺いしたいわけでありま
す。
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先ほど言ったように、導入前から廃止と言うの
はおかしいんですけれども、なぜこういうことを
申し上げるかというと、線引きの問題とか、いろ
いろな課題が指摘をされているわけであります。
したがって、軽減税率の改革も当然検討の対象に
なるというふうに思うんですが、そのような理解
でいいかどうか、このことをお伺いしたいと思い
ます。
○麻生国務大臣 鈴木先生の御指摘のありました
規定、いわゆる附則百七十条、これは軽減税率制
度の導入に当たっての財源確保にかかわる規定で
ありまして、したがって、軽減税率制度の導入ま
たは継続を前提としたものでありますので、これ
の条項に基づいて軽減税率制度そのものの改廃を
というようなことを行うことを規定しているもの
ではありません。
○鈴木（克）委員 そうすると、軽減税率制度の
廃止ということは現段階では全く考えていないと
いうことであります。
しかし、やはり制度でありますので、いろいろ
な問題が将来出てくる、そしてまた、いろいろな
混乱が、想定外の混乱も出てくるという可能性が
私はあると思うんですね。そのときには、我々が
主張しております給付つき税額控除、それから総
合合算制度、そういうものが、再びといいますか、
検討の俎上に上がってくる可能性というのは、私
はあるのではないのかなというふうに思うんです
が、その点、もう一度大臣の御所見をいただきた
いと思います。
○麻生国務大臣 税というものをやった結果、非

常に大きな弊害が出たとか、いろいろなことによ
って変えねばならぬという事態というものがない
ように考えていろいろやるのが仕事でありますけ
れども、その上で、あえて、こういったようなこ
とが起きればという前提に対して、仮定の質問に
少々お答えしにくいところでありますけれども、
私どもとしては、基本的には税というもののある
べき姿というものを考えておりますので、我々と
しては、我々の思っているものとは全然別のもの
のいわゆる問題点が出てきた等々につきましては、
その時点で検討せねばならぬという事態があり得
ないということを申し上げるつもりはありません。
○鈴木（克）委員 まさに何が起きるのかわから
ないということであります。
そのときには、また我々も真剣に議論をさせて
いただいて、さらにいい制度があれば、そちらを
研究し導入するということも、私は可能性として
はぜひ残しておいていただきたいし、また、そう
あるべきではないのかな、このように思っていま
す。
次に、法人税改革についてお伺いをしていきた
いんですが、前向きな投資や、それから賃上げが
可能な企業体質への転換、こういうことであるわ
けでありますけれども、与党の平成二十八年度税
制改正大綱では、二十七年度に着手した成長志向
の法人税改革を大胆に推進するということで、稼
ぐ力のある企業等の税負担を軽減することによっ
て、企業に対して、収益力拡大に向けた前向きな
投資や、継続的、積極的な賃上げが可能な体質へ
の転換を促すというふうにされておるわけであり

ます。
まさに、言葉的にはそういうことになるわけで
ありますが、私がぜひここでお伺いしたいのは、
体質というところなんですね、賃上げが可能な体
質への転換。
この与党大綱で言う企業が前向きな投資や積極
的な賃上げが可能な体質への転換という場合の体
質とは、企業がどのような状態になればそのよう
な体質になったというふうに判断をされるのか、
ちょっと理屈っぽい話になりますけれども、やは
り、その体質によって今回のこの改正の目的がど
こにあるかということになりますので、どういっ
たことがこの体質が変わったというふうになるの
か、御所見をいただきたいと思います。
○麻生国務大臣 今回の法人税改革は、単に税率
というものを二九・何％に引き下げるというだけ
ではなくて、課税ベースというものの拡大という
ことによりまして、財源をしっかりと確保しなが
ら税率を引き下げるということであります。
したがいまして、法人税課税というものそのも
のをより広く負担を分かち合うという構造へ改革
していくというものであります。
例えば、これは総務省の所管ということになり
ますけれども、大法人につきましては、法人事業
税の外形標準課税の拡大ということを行いつつ税
率を引き下げるということになりますので、稼ぐ
力が高い企業というものは税の負担が減りますし、
また赤字の大法人にとりましても、黒字化した場
合の税負担というものが、いわゆる増加度合いと
いうものが非常に緩和されるということになろう
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かと存じます。
したがいまして、企業が収益力を高め、前向き
な投資をやる、また継続的、持続的な賃上げ等々
を行える体質に転換することを期待いたしており
ます。
同時に、経済界も、与党税制改正大綱に関する
コメントとして、これは昨年の十二月の十六日に
経団連会長が発言をしておられますが、法人実効
税率を二〇％台に引き下げられることを歓迎する
とした上で、設備投資等の増大、雇用の拡大、賃
金のさらなる引き上げに積極的に取り組んでいき
たいとしておられますし、また新年の、一月五日
でしたか、経済三団体、同友会、商工会議所それ
と経団連の団体代表のお話というのも聞いており
ましたけれども、企業が今後、賃金の引き上げや
投資拡大を積極的に進めていくんだという姿勢を
表明されておられますので、今後の経済界の実際
の取り組み状況というものをよく見きわめてまい
りたいと考えております。
○鈴木（克）委員 体質ということについてはこ
のぐらいにしておきたいと思うんです。
ただ、私が申し上げたいのは、法人実効税率だ
けでこの体質が改善をしていくということは、私
はないんじゃないのかなと。総合的な政策の中の
一つがこの税率の問題ではないのかな、このよう
に思うわけですが、その辺、二十八年度の税制改
正では、税を下げる以外の方策というか施策とい
いますか、別にお考えになっておるところがあれ
ばお示しをいただきたいというふうに思います。
○麻生国務大臣 前にもこれは申し上げましたけ

れども、実効税率を仮に三〇％を切っていわゆる
欧米というかヨーロッパ並みということになって
いった場合、当然のこととして、税金が減る分だ
け純益はふえることになります。問題は、その純
益を何に使われるかです。
その純益がふえた分だけまたいわゆる企業の内
部留保をためられるのでは、何のためにためてお
られるのかわけがわからぬというので、本来の目
的は何かといえば、金をためるのが企業の目的で
すかということになりますので、基本的には、賃
金の引き上げ、配当をふやす、もしくは設備投資
等々にその内部留保というものを回していかれる、
それが結果として景気の好循環というものを生み
ますし、消費というものにもつながっていくとい
うことだと思いますので、企業のこういった姿勢
が一番問題なんだと思っております。
幸い、三団体の長ともそろって、この一月の五
日の新年の挨拶ではその点を御自分たちの方から
強調しておられましたところは、我々としては期
待をしているところであります。
○鈴木（克）委員 くどくなりますけれども、ぜ
ひ、税だけではやはり本来の目的である国の活力
を生むという形に私はなっていかないというふう
に思いますし、場が違うのでまた議論しますけれ
ども、大企業についてはそういうことであっても、
ではそれ以外の中小企業についてはどうだという
ような話にもなってきます。
いずれにしましても、ぜひひとつ、今回のこの
法人税改革が本当の意味での実効性あるものにな
るように、しっかりと国としても政府としても見

守りながら、また指導も相談もしていっていただ
きたいというふうに思うわけであります。
それで、次に、税を減らすということになると、
拡大も当然考えなきゃならないということなんで
すが、課税ベースの拡大ということでお伺いした
いのは、生産性向上設備投資促進税制を廃止する
という話になっておるわけですね。
これは、法人税率の引き下げは課税ベースの拡
大をしつつ行うことは与党、政府とも共通の方針
であるというふうに思いますが、今年度税制改正
においても、課税ベースの拡大等として幾つかの
項目が挙がっておるわけであります。その中でも、
生産性向上設備投資促進税制の縮減、廃止という
のは大きな増収項目として位置づけられておると
いうふうに思うんです。
この措置を、期限が来たから廃止しますよとい
うことなのかもしれませんけれども、私は、政策
税制として、日本再興戦略に示された設備投資額
を、当初の目的を達成したからやめるのか、本当
にそれが効果があったのか、もし効果があったの
ならやめてはいけないんじゃないのかな、そうい
う視点で、その辺を政府はどのようにお考えにな
っているのかということをただしたいわけであり
ます。
財源確保が優先をするんだ、だから、実効性は
あったけれども、あくまでもこれは期限とともに
廃止をするんだということなのか。いわゆる、こ
の措置が、今回のあれが設備投資を達成したのか
していないのかという検証ですね、それがまず一
つ。それから、期限が来たから単にやめるのかど
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うか。その辺をちょっとただしてまいりたいと思
います。
○麻生国務大臣 租特、いわゆる租税特別措置と
いうものは、これは基本的には特定の目的という
政策を実現するために有効な政策手段となり得る
というのは間違いないと思いますが、同時に、必
要性とかその政策効果というものを見きわめた上
で、常にその見直しを行っていくべきものだと考
えております。したがって、毎年度、租特の期限
が来るものは幾つもありますけれども、その中に
あっては、取り扱いというものをよく見ていかな
いかぬというところだと思っております。
今御指摘のありました生産性向上設備投資促進
税制につきましては、これは全体の期限が二十八
年度末ということになっておりますが、一部は二
十七年度末の期限のものもあります。そういった
ことから、それに合わせまして二十八年度税制改
正においてこの議論を行ったところでありますが、
その際、この制度というものは設備投資というも
のの促進を目的とするということでありますから、
政府として官民対話の場でいわゆる設備投資の拡
大というものを呼びかけております中で、この税
制についてもいたずらに期限を延長しないという
姿勢を示すことによって、企業の投資判断の前倒
しを促すということを狙っておりますし、期限ど
おり二十八年度末に廃止するということについて
明確化させていただいたところであります。
また、今般の法人税改革というものは、こうし
た取り組みによって財源というものをしっかり確
保しつつ、法人実効税率の二〇％台を実現するも

のでありまして、経済界におきましても、先ほど
申し上げましたとおり、こうした政府の対応を受
けまして、設備投資の増大に積極的に取り組むこ
ととしているということなど、そういった発言が
あっておりますので、我々としては、誤った政策
というようなことではなくて、こういった我々の
姿勢を明確にしたことが正しかったんだと思って
おります。
○鈴木（克）委員 次に、増収見込み額の妥当性
ということでお伺いをしてまいりたいと思うんで
すが、租特透明化法に基づいて、平成二十六年度
の生産性向上設備投資促進税制の減収額の試算で
は、千七百七十三億円というふうに試算をされて
おるわけです。平成二十六年度は制度の導入初年
度でありまして、その減収額は三千五百二十億円
と当初見積もられていたわけであります。そうす
ると、三千五百二十億円という見積もりに対して
千七百七十三億円ということでありますから、実
際には半分ぐらいしかその実効性はなかったとい
うことになるかと思います。
こうした実績から考えると、今回の縮減、廃止
による見直しで確保されるという平成二十九年度
以降の見込み額二千四百十億円というのは、課税
ベース確保の要請を受けて過大に見積もられてお
るのではないのか、このように思うんですけれど
も、この見積金額の妥当性について御説明をいた
だきたいと思います。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
今お尋ねの生産性向上設備投資促進税制につき
まして、これを廃止することに伴う増収見込み額、

私どもは二千四百億と見積もっておりますが、そ
れがどういうことかというお尋ねでございます。
この計算の基礎としましては、今お話ありまし
たように、法人税の租税特別措置の適用実態調査
というものをベースにいたしますが、先般、二十
六年度分が明らかになったわけでございます。
それで、今のこの租特を、制度見直しの時点、
二十八年度までどういうふうに推移をするかとい
うことで、その先を伸ばしていかなければならな
いということもございます。実際の実態を、申請
件数などを見まして、そこは伸びるであろうとい
う見込みから、今申し上げました二十六年度の実
態にそういう点をも加味いたしまして計算をした
ということでございまして、そういうものとして
適切な見積もりだと考えておるところでございま
す。
○鈴木（克）委員 今申し上げましたように、二
十六年度では約半分ぐらいしか実効性が上がって
いないわけですよね。にもかかわらず、また今回、
二千四百十億円という数値は、私は少し甘いので
はないのかなというふうに思ったものですからお
尋ねをさせていただきました。杞憂に終わればい
いんですけれども、少し甘い見積もりではないの
かなというような気がしたのでお尋ねをしたわけ
であります。
それで、次は、ちょっと私もよくわからなかっ
たものですから、御担当に来ていただいてお伺い
したんですけれども、スイッチＯＴＣ薬というの
について、この予算書に載っているわけですね。
今まで余り聞いたことがなかったので、これは
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何ですかというふうに聞いたら、医薬品の分類と
販売制度の中で、例えば、私も聞いたことがある
のが、ガスター と
10かダマリンだとかロキソニン
だとか、薬の名前ですからあれですが、そういう
ものが、端的に申し上げて、今までは処方箋をも
らって買っておったというのを、これからは処方
箋なしで買えるようにする、こういうことなんで
すね。
その理由がセルフメディケーションという考え
方であるということなんですが、まず、このスイ
ッチＯＴＣ薬に係る医療費控除の特例の創設とい
うことについて御説明をいただきたいと思います。
○佐藤政府参考人 御説明を申し上げます。
先生今お話ございましたように、いわゆるセル
フメディケーションということで、骨太二〇一五
におきまして、軽度な身体の不調は自分で手当て
をする、そういう考え方を推進していこうという
流れがございます。
その中で、医療用の医薬品と同じ有効成分が含
まれる市販薬、これをいわゆるスイッチＯＴＣ薬
と呼んでおりますけれども、それを使うことを促
進するということで医療費の適正化に資するとい
うようなことを狙いとしておりまして、スイッチ
ＯＴＣ薬の購入費用のうち一万二千円を超える部
分につきまして所得控除を受けられるということ
で、医療費控除の特例という形で導入をすること
としたものでございます。
○鈴木（克）委員 どういう考え方からこういう
形になっていったのかというのはちょっとまた後
で教えてもらいたいんですが、私は、規制緩和と

か自由化とかいうことでいいじゃないかという部
分もありますけれども、果たして薬も、今の話で
は自分で処方箋を書くということですよね。
これは非常にある意味では危険な部分もあるの
ではないのかなというふうに思うものですから、
いわゆる自己判断に基づく誤った種類の薬を選択
するリスクや、無計画な利用等によって症状の重
篤化や副作用が発生する懸念も排除できないとい
うふうに思うわけであります。
このような指摘に対して、どのようなお考えで
この制度を今進めてみえるのか、お示しをいただ
きたいと思います。
○麻生国務大臣 いわゆる通称スイッチと言われ
るＯＴＣの話ですけれども、この薬を含みます医
薬品の販売に際しましては、いわゆる薬剤師など
が関与して、そして必要に応じて医師の診断を受
けるということを勧めるなどなど、適正な使用の
ための必要な情報提供というものを行っていると
伺っておるところです。
また、この控除を受けるに当たりましては、適
切にセルフメディケーションというものに取り組
んでいる人に限り支援するという視点でやります
ので、納税者が、医師の関与を伴ういわゆる検診
または予防接種というものを受けていることを条
件ということにいたしております。
これによりまして、例えば重症の初期症状とい
うものにおきまして適切な治療を受ける機会とい
うものを逸してしまうといったような事態を避け
る、回避できるという効果も期待できるのではな
いかというように考えております。

○鈴木（克）委員 今の御説明、わからぬわけで
もないんですが、逆に私の言うこともぜひ御理解
いただきたいと思うんですけれども、例えば体調
が不調になった後の対症療法としての薬の購入と
いうことになるわけですよね。
まず、私は、病気になってからというか、ぐあ
いが悪くなってから薬を買うということに対して
控除するよりも、その前に、例えばその予防や、
今大臣がおっしゃった健康診断を医療費控除する
ということによって、事前的に措置をするという
ことの方が本来じゃないのかなというふうに思う
んですよ。
これで誰が得をするというか、損をするという
のはおかしいんですけれども、素人の生兵法とか、
いろいろありますよね。本当に、私は、さっきも
ちょっと言ったように、無計画な利用で副作用が
出てしまったとか何とかということになる可能性
がかなり高いんじゃないのかなというような気が
します。
それよりも、今言っているように、ふだんの体
力づくり、健康維持だとか、それからいわゆる健
康診断をしやすくしていくとか、そういう形で医
療費の控除を進め、経費を抑えていくということ
の方が本来であって、今回の改正は、そんなに大
きな薬は、私も医者じゃありませんので全部はわ
かりませんけれども、何か的が違っておるんじゃ
ないのかな、考えていることが違っておるんじゃ
ないのかな、こんな気がしますので、御担当で結
構ですが、そうじゃないということを、私をぜひ
ひとつ納得させていただきたいというふうに思い
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ます。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
先生おっしゃいましたように、病気にかかる前
の予防の努力というのは当然あった方がもちろん
いいということかと思います。
このスイッチＯＴＣの今回の特例措置というの
は、やはりセルフメディケーションという考え方
は一応あって、軽い病気にかかった人がいきなり
医療機関に行くのではなくて、薬局で購入をする
ことで、できれば医療費の適正化を図りたいとい
う面はございます。
ただ、そういう控除を受けるいわば要件として、
誰でもいいということではなくて、例えば、その
方が自己管理をしている、すなわち、特定保健検
診であるとか定期健診とか人間ドックとかそうい
うことを受けている、そういうことでこういうふ
うなＯＴＣ薬を買った場合ということで、その要
件の中にそういう努力をしているという人を対象
にするといったようなことで、そういった思想も
盛り込んでいるというところでございます。
○鈴木（克）委員 ちょっと私の理解力がないの
か。
そうすると、証明か何かを持って薬局へ行くん
ですかね、私はそういう検診を受けていますよ、
そういうあれをしていますよという。そういうこ
となんですか。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
医療費控除の特例という位置づけでございます
ので、医療費控除を受けるときのいろいろな書類
を整備いたしますけれども、この特例を受けると

きには、自分が買ったときの領収書に加えて、こ
うした健康診断をしっかり受けたということも添
付していただくということで、その要件をいわば
運用するというふうに考えてございます。
○鈴木（克）委員 これぐらいにしておきますけ
れども、何か、今回の措置は、私自身は腑に落ち
ないなと。むしろ、もっとほかにやることがある
んじゃないですかということが言いたいわけです。
製薬業界からの要請なのかわかりません。私はわ
かりませんけれども、何かちょっとこの施策につ
いては、さっきも言ったように、的が少し違って
おるんじゃないのかな、別のところに力を入れて
いった方がいいんじゃないのかな、そんな気がし
たものですから、私の専門分野外で、本当に私も
最初、何なのか、ちっともわからなかったんです
が、今御説明を聞いて、何となく、おぼろげなが
らわかってきたということであります。
いずれにしても、国民が健康で、本当に長寿で
幸せな生活を送る、そういうふうにしていくのは
まさに国家の責任であり、我々の責任であります
ので、くどくなりますけれども、乱用したり、副
作用が出たり、おかしな形にならないように、し
っかりと見きわめていっていただきたいな、この
ように思うところであります。
これはこれぐらいで終わります。
さて、今回の税制改正で一番大きな問題は消費
税の軽減税率制度ということになります。これを
少しお話しさせていただきたいと思います。
まず、予算委員会だとか、また、きょうも午前
中ありましたけれども、本当に、この制度の効果

というのがどこにあるのかということをお伺いし
たいんです。
安倍総理は、買い物の都度、痛税感の緩和を実
感できることが特に重要である、こういうことを
おっしゃって、これだから軽減税率制度の導入を
決定した、このようにおっしゃっております。
しかしながら、低所得者対策ということである
なら、これまでもいろいろな方から指摘をされて
おるように、私は本当にそれでいいのかなという
ような思いがしてなりません。
何が言いたいかというと、要するに高額所得者
ですよね。麻生大臣は高額所得者だというふうに
思いますが、大臣がキャビアを召し上がっても税
控除になっていく。私はやはり、地元で若い人た
ちに言われるんですね。先生も控除になるんです
かと言うので、そうだと言ったら、少なくとも我
々より所得の高い人たちが控除を受けるなんてい
うのは、それはおかしいじゃないですかというふ
うにずばっと言われて返答に窮するところもある
わけです。
くどくなりますが、本当にこの施策しかないの
かどうかということを、私はいまだに腑に落ちな
い。むしろ高所得者にも恩恵が及ぶということで、
ある意味では、もっと違う方法の方がいいのでは
ないのかなというふうに思うわけであります。
例えば、低所得者対策を税制で対応しようとい
うことであれば、累進構造によって所得水準に応
じた税負担を求める所得税による対応をしていく
という方が私は筋ではないかというふうに思って
いますし、我々が主張しておる給付つき税額控除
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というのは、少なくとも軽減税率制度よりは低所
得者層を対象にした負担軽減策として有効なもの
であるというふうに思っています。
いわゆる特定の低所得者層に対して痛税感の緩
和を実感できる、先ほどの総理が言われたことよ
りもさらに私は痛税感の緩和を実感できるという
ふうに思っておるわけですが、ぜひひとつ、もう
一度、原点というか基本の話になるかもしれませ
んけれども、私は麻生大臣ならその辺のところは
御理解をいただけるのではないかなと思っておる
んですが、大臣、いかがですか。
○麻生国務大臣 これは鈴木先生、軽減税率制度
というものにつきましては、もともとというか、
そもそも、制度上、高額所得者というものを適用
から除外するといったことは困難であります。
日々の生活において、消費者が消費とか利用し
ている商品の消費税負担を直接軽減するというこ
とによって、いわゆる逆進性の緩和を図るとか、
また痛税感の緩和を実感できるという利点がある
というのがこの軽減税率というものの持っており
ます利点でして、この点が特に重要だということ
で、私どもとしては、ほかの、給付つき等、いろ
いろなやり方よりこれがいいということで今般導
入を決定させていただいたということであります。
こういうことをやらせていただいて、いずれに
しても、消費税が上がるということは税負担がみ
んなに及ぶわけですから、それをどうやって、軽
減税率等々を採用して、低所得者への負担という
ものを軽減させるかというところが一番大きな問
題であります。

私どもとしては、額ではなくて、いわゆる家計
調査というものを使って調べてみますと、酒類、
外食を除きます飲食料品の消費支出の割合という
ものを調べてみますと、年収が千五百万円以上の
方ですと約一五％、しかし、年収二百万円未満の
世帯ではそれが倍の三〇％程度というふうに率が
上がりますので、そういったことを考えて、私ど
もは、低所得者の方が高所得者よりはるかにそう
いった面が高くなっておりますので、制度の導入
によりまして、消費税の負担の軽減の度合いにつ
いて低所得者の方がより多くなっているというの
はパーセントから見てもはっきりしておりますの
で、その意味ではまさに逆進性の緩和につながる
んだ、そう思ってこの導入を考えておるところで
あります。
○鈴木（克）委員 先ほども紹介しました、総理
は、いわゆる買い物の都度、痛税感の緩和を実感
できることが特に重要である、そういった判断で
この軽減税率の導入を決定したんだ、このように
おっしゃっておるわけですが、私は、くどくなり
ますけれども、本当に低所得者対策ということで
あるならば、さっき申し上げましたような給付つ
き税額控除の方がすっきりとしていくんじゃない
のかなと。地元に帰って、先生も、我々よりも少
なくとも所得は高いだろう、一緒に軽減されるの
かと言われたときに、本当に、それは今大臣がお
っしゃったようなことを当然言わなきゃならない
わけですけれども、そうじゃなくて、まだ別にそ
ういうことをすきっとする方法があるわけですか
ら、何もこれでしかないということでは私はない

と思うんですよ。
まして、いわゆる八パーに据え置くだけのこと
ですからね、一〇パーになったのを。これを例え
ば五パーにしますとかゼロにしますということな
らまた話は全然別だと思うんですけれども、これ
は、何か私自身は納得いかないというか腑に落ち
ないというか、本当にこれが低所得者の皆さんに
喜ばれ、そして高所得の人たちがそれなりにきち
っと税を払うという、やはりそういう方向に私は
変えていくべきではないのかなというふうに思う
わけです。
給付つき税額控除について、大臣はどのように
お考えでしょうか。
○麻生国務大臣 この給付つき税額控除というの
は、御指摘のありましたように、対象者というも
のを絞れるということに関しましては、これは利
点があることは事実だと思います。
他方、この給付つき税額控除につきましては、
いわゆる実際の買い物をするときのタイミングと
いうものを考えましたときの、買ったときの購入
額というものに全く関係なく、所得水準に応じて
決まった額を給付されるということになりますの
で、消費税そのものの負担が直接軽減されるとい
うわけではありません。また、消費者にとっても、
痛税感の緩和に関しての実感はないということだ
と思っております。
また、所得というものや資産というものの把握、
どれぐらいあるんですかというのに関しましては、
所得の把握ができても資産の把握はなかなか難し
いというのが実態でありますので、いわゆる行政
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が執行を可能にするに当たってのコストといった
面も、これはもう一点考えておかねばならぬとこ
ろだと思っております。
また、間違いとか不正受給とか、そういったも
のが海外でいろいろ出てきている話は御存じのと
おりなので、そういった支給の適正性というもの
につきましても、我々としてはそれをきちんと確
保しておかねばならぬということなどを考えます
と、私どもは、今言われましたような点に関しま
しては、確かにメリットもありますけれども、逆
に、今申し上げたようなデメリットも十分に考え
ておかないかぬところではないかと思っておりま
す。
○鈴木（克）委員 私はそういうふうに思うし、
そうでない方は軽減税率がいいんだということで
すから、平行線になるかもしれませんけれども、
いずれにしても、先ほど私が議論したように、こ
の制度が進められていく中で、非常に大きな問題
があるというふうになったときには、私は、廃止
をするということも含めて、やはりきちっと考え
ていっていただく必要があるんじゃないかな、真
の公平公正、平等というものを考えていったとき
に、何が本当に正しいのかということになるんじ
ゃないかなというふうに思います。
話を進めさせていただきますが、次に、軽減税
率ということでいきますと、この対象品目や線引
きの問題、取引の線引きの問題というのがあるわ
けですよね。これについて少しお尋ねをしていき
たいんです。
酒と外食を除く飲食料品全般が対象になったと

いうことであります。しかし、これで全てが解決
をしたというわけではなくて、飲食料品全般の中
にもさまざまな、グレーゾーンといいますか、非
常に難しい問題があると思うんですね。
もちろん、全てのグレーゾーンに対応するとい
うことは、これは神様でもない限りできないのか
もしれませんが、私は心配するのは、例えば、税
務署ごとのその判断が異なるというような、実際
に進める中でそんなふうになってきたときには、
消費者や事業者の混乱を招くということになると
思うんですね。それからまた、消費税制度自体の
信頼性が損なわれるということにもなるわけであ
ります。
こうした事態に備えて、当局はどのような取り
組みを行う予定なのか、お聞かせをいただきたい
と思います。
○麻生国務大臣 軽減税率の適用対象品目という
んですか、そういったことにつきましては、これ
は、消費税率一〇％の引き上げに伴いまして、低
所得者への配慮という趣旨を踏まえまして、幾つ
かのことを考えております。
日々の生活の中での消費または活用の状況、ま
た、逆進性の緩和、そして、合理的かつ明確な線
引き、そして、社会保障財源である消費税収全体、
これはやり過ぎますと消費税収自身がなくなって
社会保障という意味で本末転倒になりかねません
から、そういった意味では消費税収への影響など
などのあれを総合的に勘案をさせていただいて、
酒類及び外食を除く飲食料品及び一定の新聞の定
期購読料としたところであります。

今般の税制改正案におきまして、具体的には、
飲食料品を、食品表示法に規定する食品、これに
記されていないものはだめです、口に入るもので
あっても、食品表示法に記せられていないものは
だめと。また、酒類も酒税法に規定する酒類とい
うものにさせていただいて、外食も、テーブル、
椅子などの飲食設備を設置した場所において飲食
をさせるサービスと規定をするなど、適用対象品
目につきましては明確に定義をしたところであり
ます。
その上で、この定義の具体的な当てはめにつき
ましては、これは実際に個別具体的な状況を踏ま
えましてその都度個別に判断をしていくべきもの
と考えておりますけれども、消費者及び事業者に
とって、軽減税率の適用範囲というものをわかり
やすいものにする。そのためには、今後、その具
体的な線引きの当てはめ等々につきましては、こ
れは通達やＱアンドＡとかいろいろなものがあろ
うとは思いますけれども、できるだけわかりやす
くお示しをするということは当然のことなのであ
って、事業者からの相談等々につきましても対応
を丁寧に行っていくというように努めてまいりた
いと考えておって、一時期、税務署に聞いたらど
うだなんという話がありましたが、税務署なんて
ところは最も電話をかけたくないところの一つで
すから、そんなところに問い合わせをする人はお
りませんので、商工会議所とかいろいろな形で、
そういったものに丁寧に答えられるようなところ
を考えていかねばならぬところだと思っておりま
す。

- 8 -

衆議院財務金融委員会速記録（議事速報）
平成28年2月23日

○鈴木（克）委員 今、御丁寧に大臣がお示しを
いただいたんですが、実際は、やはり運用を始め
てみないとわからないところが相当出てくるんじ
ゃないかなという気がしてならないんですね。そ
れほど、全然話は別ですけれども、マイナス金利
の話とこの軽減税率の話は、国民にとってよくわ
からないという話になってくると思うんですね。
したがって、極力、個別判断というようなこと
のないような、そしてまた、今、しかし最後はや
はり税務署の判断というのはあるんじゃないのか
なと思いますので、かけたくない、かけたくある
ということは別としても、やはり、ありとあらゆ
る所管庁でそれなりのきちっと判断のできる体制
を私はきちっとつくっていってもらいたいという
ふうに思うので、もし導入するということになれ
ば、ぜひひとつ万全の体制で混乱を招かないよう
にやっていただきたい、このことを要望させてい
ただきたいと思います。
それから、当然、この話の延長が益税という話
もお尋ねをしなきゃならぬと思います。
消費税の事業者免税点制度や簡易課税制度によ
っていわゆる益税問題が生じてくるということは
これまでも指摘をされておるところでございます。
今般の税制改正法案では、いわゆるインボイス
制度が導入されるまでの間、経過措置として、売
り上げや仕入れの一定割合を軽減税率の対象品目
にかかる売り上げや仕入れの額とみなして税額計
算を行う方法などの特例が認められておるという
ことであります。
これらの特例によって算出された税額というの

は実際の税額を下回る可能性もあるというふうに
思うんですね。ここでいわゆる益税というものが
発生をするわけでありますが、こうした障害の可
能性を伴う、まあ、特例ですよね。特例というの
は、やはり消費税を負担する消費者側への説明が
私は非常に不可欠だというふうに思うんですね。
何か、あいつは納めるべき税を猫ばばしておる
んじゃないか、言い方は悪いんですけれども、そ
ういうようなことになったらこれは本当に悲劇で
ありますし、本来のものではないというふうに思
うんですが、この特例を選択せざるを得なかった
というか、特例を選択した理由というのは何なん
でしょうか。
○麻生国務大臣 これは、政府として、軽減税率
制度というものを導入することに当たりましては、
がちゃがちゃしない、混乱がないようにすること
が極めて重要だと考えております。
したがいまして、複数税率に対応したいわゆる
区分整理というものが困難な中小事業者もおられ
るであろうということを想定しまして、税制上の
対応として、売り上げの一定割合というものを軽
減税率の対象であるものとするということができ
る税額計算の特例を設けるということにいたして
おります。
この売上税額の計算の特例というものは、事業
者の状況に応じていろいろきめ細かな対応をする
ということが必要なんだと思いますが、実態と大
きく乖離しないようにしておくということがすご
く大事だと考えております。
仕入れた商品というものをそのまま販売する卸

売業者もしくは小売業者というものは、仕入れの
いわゆる軽減対象品目の割合というものがわかる
場合にはこれを売り上げの軽減対象割合として用
いるということでしょうし、また、卸売とか小売
業以外の事業者で、いわゆる連続する通常十日間
ぐらいの実績というものを用いまして、大体、二
対三とか、二対八とか、三対七とか、いろいろ、
対象品目、対象品目じゃないとかいうのを、大体
それくらいのものでわかるというような形で、十
日間ぐらいの実績を用いてみるとか、これらの方
法も困難である場合には、原則、対象割合を百分
の五十だということとして、特段複雑なものと考
えているわけではございません。
いずれにせよ、今般の税制改正法案において、
軽減税率制度の導入に当たって混乱が生じないよ
うにということで、万全の準備というものを進め
ていかねばならぬと思っておりますので、政府の
必要な体制というものをきちっと整備すると同時
に、いわゆる事業者の準備状況というものをきち
んと検証して、軽減税率制度の円滑な導入及びそ
の運用に資するための必要な対応を行うというこ
とにいたしておりまして、こういったことをきち
っと明記させていただいて、政府としてしっかり
事業者への対応というものを行ってまいりたいと
考えております。
○鈴木（克）委員 最後の質問になると思います
が、一つ飛ばさせていただいて、インボイス制度
への移行期間の妥当性ということについて質問を
させていただいて、終わりたいと思います。
インボイス制度が平成三十三年四月から本格的
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に導入される、それまでは、現行の請求書等をベ
ースとした方式がとられるというふうに聞いてお
るわけです。
まず、このインボイス制度へ完全移行するまで
の間の措置について、その概要とスケジュール、
そして、経過措置としていわゆる区分記載請求書
等保存方式を導入する趣旨、ここをお答えいただ
きたいということが一点。
もう一つ、続けて御質問しますが、インボイス
を導入するといいますか、そういった処理ができ
る業者に対してはインボイス制度を前倒しという
形でやっていくというお考えは全くないのかどう
か、それをお尋ねしたいと思います。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
平成三十三年四月からインボイス制度に移行す
るということで、それまでの間、四年あるわけで
ございます。いきなりインボイスというわけにも、
なかなか対応はできないということでございます。
制度の趣旨、それから事務的な負担、そういうも
のを考えた上で、移行ができるようにということ
で、四年というある程度の期間をとらせていただ
いたということでございます。
その中身は、今までお話ありましたような、売
り上げそれから仕入れの計算について、本来はき
ちっと、複数税率でございますから、区分経理を
していただかなければなりませんけれども、それ
がなかなか十分ではないというケースもありまし
ょうから、特に中小企業者にはそういうことが起
こりますので、一定の特例計算ということをして
いただくということで、その間を対応いただくと

いうことでございます。
それから、実際にインボイスが入りましたら、
今度はまた、きょういろいろ御議論ございました
けれども、免税事業者の方々への影響もございま
すので、それについても一定の、仕入れ税額につ
いての特例のようなものも考えながら、円滑にイ
ンボイスに移行できるような形、導入までの期間
をとりながら、その後も円滑にするような措置も
あわせて講じているということでございます。
○鈴木（克）委員 もう終わります。
ただ、私は、申し上げたかったのは、四年の経
過が、四年必要だということを主張される方もあ
りますが、逆に、現場の対応として、四年もかか
っておって本当にいいんだろうかと。
いわゆるこういった経過措置の導入で、事業者
としては、区分記載請求書等保存方式への対応と、
インボイス方式への対応の、二回の対応が必要に
なってくるわけですよね。したがって、初めから
インボイスを導入した方が、事務負担の面でも、
また制度移行時の混乱という面でも影響が少なく
なるのではないかなというふうにおっしゃる方も
あるわけです。
したがって、もう一度御答弁いただきたいんで
すが、事務能力のある事業者に対しては前倒しで
インボイスを導入するということをお考えになる
かどうか、それだけ御答弁をお聞きして、終わり
ます。
○麻生国務大臣 いわゆる導入時期を前倒しする
ということについてですけれども、これは、事業
者の準備に配慮をして、四年間の準備期間を設け

て、平成三十三年の四月というぐあいにさせてい
ただいておりますが、鈴木先生は対応する事務能
力を持っている企業はもっと早く移行したらどう
かということなんだと思いますが、この制度とい
うものは、売り手と買い手というものが同じイン
ボイスというものに、納入書に基づきまして税額
計算をする仕組みでやりますので、一部の企業と
いうものだけが対応したとしても機能しないとい
うことになろうということも御理解をいただきた
いと思っております。
加えて、このインボイスには事業者の登録番号
を記載するということになっておりますので、こ
の登録番号は平成三十一年四月以降に事業者の登
録を受けてから付番することということにいたし
ておりますので、そういった意味では事業者の判
断ですぐに記載できるものではございません。
そういった意味では、政府としては、こういっ
たものの準備というものを、いろいろ御心配いた
だいて大変ありがたいと存じますけれども、万全
の準備を進めてまいりたいと考えております。
○鈴木（克）委員 終わります。ありがとうござ
いました。

- 10 -

