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◆◇討論 ９月２２日�・午後

税制改革を巡る課題と展望――――――――――――――――――――２２１

司 会 関西大学経済学部教授 林 宏昭
参加者（五十音順）

総務省自治税務局税務管理官 岡本 誠司
財務省大臣官房審議官 佐川 宣寿
神戸大学大学院経済学研究科准教授 玉岡 雅之
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５．地方環境課税……２４３
６．番号制度・地方税の電子化……２４４
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Ⅳ．私法上の法律構成による否認論 …………………………………………………………２６１
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