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◇討論会 ９月２２日�・午後

抜本的税制改革を巡る諸課題 ――――――――――――――――――１９８

司 会 関西学院大学経済学部教授 林 宜嗣
参加者（五十音順）

大阪ガス㈱取締役副社長執行役員（租研評議員） 北前 雅人
総務省自治税務局市町村税課長 杉本 達治
大阪学院大学経済学部教授 日高 政浩
財務省大臣官房審議官 星野 次彦

はじめに …………………………………………………………………………………………１９９
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性の導入／財源を調達する手段としての税／地方税の復興財源／国と地方の税源配分

Ⅳ．個別税制の現状と課題 ……………………………………………………………………２１２
１．社会保障・税一体改革………２１２
２．所得税………２１３
３．消費税………２１３
４．法人税………２１４
５．相続税・贈与税………２１４
６．社会保障と税に関わる番号制度………２１５
７．震災復興対策………２１５

Ⅴ．個別地方税制の現状と課題 ………………………………………………………………２１７
１．個人住民税………２１７
２．地方法人課税………２１７
３．地方消費税………２１８
４．固定資産税………２１９
５．地方税法による政策税制措置………２１９
６．地方税の電子化………２１９
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７．震災復興対策………２１９
Ⅵ．個別税制の現状と課題についての討論 …………………………………………………２２０
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おわりに …………………………………………………………………………………………２２７

＜資料編＞
◎財政・税制関係資料（財務省主税局）目次
資料①～�

◎地方税制関係資料（総務省自治税務局）目次
資料❶～32

◎国際課税関係資料（財務省主税局参事官室）目次
国際課税資料１～４２
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