
１．税理士法に電子的に行う税理士の署名押印について明示すること 1

税理士法33条に
署名押印義務を規定

電子署名については
税理士法に規定がない

電子署名が法33条の署名押印との
認識が確立されていない

≪結論≫税理士法に
電子的に行う税理士の署名押印

について明示すべき

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（抄）
（電子情報処理組織による申請等）

第３条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により
書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることがで
きる。

４ 第１項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定
により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわら
ず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって
当該署名等に代えさせることができる。

国税関係法令に係る行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する省令（抄）

（申請等の指定）

第３条 情報通信技術利用法第３条第１項の規定に基づき又は準じて、電子情報
処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表に掲げる法令の規定
に基づき税務署長等に対して行われる申請等とする。

（電子情報処理組織による申請等）

第５条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、（中略）当該申請等につ
き規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並び
に同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等
の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを
送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、当該電子署
名が国税庁長官が定める者に係るものである場合には、当該申請等の情報に
当該者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信
することを要しない。

別表（第３条関係） 62 税理士法 63 税理士法施行令 64 税理士法施行規則

電子で行う場合の署名押印について、
主務省令に規定することが記載

署名に代えて、電子署名及び電子証
明書を送信することが記載



２．電子申告において税理士資格を有することの証明を義務付けること 2

税理士が電子署名を行う際に・・・

「税理士用電子証明書」を用いる場合

「マイナンバーカード」を用いる場合

日本に住所地を

持つ者に対して発行

税理士資格を

有しているのか不明

税理士用電子証明書
を利用すべき

税理士にのみ

発行

業務停止などの場合

即座に利用停止措置

実質的に税理士資格

を有することの

証明が可能

≪結論≫

代理送信により電子申告を行う場
合、税理士資格を有することを
証明できるようにすべき



３．納税者との委嘱関係及びマイナポータル上の代理について
常に明確にできるようにすること

契
約
開
始
日

※都度、直近の税務代理権限
証書により、税務代理人を判断

国税庁における
税務代理人の認識

業務契約書

納税者

税理士

≪問題点≫
①税務代理権限証書が税務官公署に提出されるまで、委嘱関係が税務官公署においてわからない（事前通知されない）
②次の税理士の税務代理権限証書が税務官公署に提出されるまで、旧委嘱関係が継続していると国税庁が誤認する
③税務代理期間、e-Tax、マイナポータルなど期間の整合性を図る必要がある

※税務代理権限証書は、
申告期間外に単独で提出することも可能

問題点①

契
約
開
始
日

申告時などに税
務代理権限証書

を提出
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空白期間申告期間

申告書
＋

税務代理権限証書

電子申告に係る利用者
識別番号等の利用同意書

契約終了日
（自動延長）

契
約
解
除

マイナポータル上の
情報の閲覧・利用

問題点② 問題点②

新しい税理士

≪結論≫
・委嘱関係の明示手続を整備する
・委嘱関係を常に明確にする

税理士が税務代理権限を
正当に行使できるようにすべき

問題点③



≪ＩＣＴの発展≫

• ＩＣＴを活用した管理ツールにより、職員や事務所に対する
管理監督が容易になる可能性がある

≪ＩＣＴの発展≫

• インターネット環境があればいつでも税理士の門戸を叩く
ことが可能

• 物理的アクセスの必要性は薄れてきている

４．事務所の内部規律等を整備し、テレワークに関する指針を設けること

≪事務所設置の目的≫
※税理士法逐条解説より

• 非税理士の排除
税理士登録し、事務所が公表（日税連HP）される

• 国民の誰もがいつでも税理士の門戸を叩くことが可能

≪２ヶ所事務所禁止の趣旨≫
※税理士法逐条解説より

• 法律関係の明確化
どこの事務所の誰であるか、明確化が必要

• 個人の監督能力を超えた業務拡大を規制し、非税理士を
防止

制度部の考え

• 委嘱する相手が税理士であるかの判断要素として、事
務所は必要不可欠

• 日税連・税理士会の指導・連絡・監督上、事務所は必
須

制度部の考え

• 法律関係の明確化とＩＣＴの発展はリンクしない
• 納税者保護のため、非税理士防止は優先すべき

≪結論≫
いかにICTが発展しようとも、事務所は必要

≪結論≫
いかにICTが発展しようとも、
２ヶ所事務所は禁止すべき
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テレワークの類型※総務省HPより

自宅を就業場所とする

「在宅勤務」

• 子育てや介護等との両立目的
• ワークライフバランスの充実目的など

施設に依存しない

「モバイルワーク」

• 出張先ホテルでの作業
• 関与先での相談や作業など

サテライトオフィス等を就業場所とする

「施設利用型勤務」

• サテライトオフィス
• テレワークセンター
• スポットオフィスなど

≪結論≫

各種義務の適正遵守のために、「テレワークに関する指針」を設けるべき

≪事務所に関する制度部の考え方≫※前頁参照
• いかにICTが発展しようとも、事務所は必要
• いかにICTが発展しようとも、２ヶ所事務所は禁止すべき

４．事務所内の内部規律等を整備し、テレワークに関する指針を設けること

２ヶ所事務
所に該当
ＮＧ

【論点】 働き方改革の一つとしてテレワークが社会的に認知される中、

税理士事務所におけるテレワークについて、どのように整理すべきか
≪疑問≫

現行法で行い得るのか？

されると・・・

≪ポイント②≫
「在宅勤務」「モバイルワーク」の実施場所が、事務所と判断されると・・・

２ヶ所事務所に該当するためNG

≪税理士事務所の定義≫通達40-1
• 「事務所」とは、継続的に税理士業務を執行する場所
• 外部表示、設備状況、使用人の有無等の客観的事実で判定

≪ポイント①≫
テレワークを実施する場合、
使用人監督義務や守秘義務
等の適正担保について、通常
以上に留意する必要がある。
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５．税理士法人に対し、定期的な倫理研修の受講義務を課すこと
6

税理士法
「税理士の使命」の実現

守秘
義務

会則
遵守
義務

研修
受講
(努力)
義務

事務所
設置
義務

帳簿
作成
義務

使用人
監督
義務

助言
義務

開業税理士 税理士法人社員税理士所属税理士

社員に
対する
義務

法人に
対する
義務

その他
会社法
義務

様々な義務や禁止規定がある
（登録時研修などで担保することを想定）

更に多くの義務や禁止規定が課せられている
＝より高度な職業倫理の保持が求められている

≒
≪結論≫

運営の更なる適正
化に資するべく、定
期的な倫理研修の
受講義務を課すべき

別途意見 No.12）

登録時研修の
義務化などを
別途意見（No.12）



６．租税教育などを税理士法人の業務範囲に含めること
≪現行≫税理士法人の業務範囲（法48条の5、48条の6、規則21条）

税理士業務（絶対的記載事項）

＋
相対的記載事項

税理士業務に付随する会計業務（法48条の5）
税理士業務に付随しない会計業務（規則21条）
補佐人業務（法48条の6）

社労士業務

• 会計参与業務
• 認定支援機関業務

≪制度部の基本的考え方≫
税理士法人の業務範囲は税理士法に規定されていることから、限定的に解釈すべき

≪株式会社の場合≫目的の範囲内の行為とは、明示された目的に限局されず、目
的遂行に直接または間接に必要な行為が包含される。必要性は、目的遂行上現実
に必要か否かではなく、抽象的に判断されなければならない（最判昭和41(オ)444）

税理士法人として行えない業務など

• 保険代理店業務
• 不動産業務
• 支配目的の株式保有
• その他・・・
• 成年後見人業務や租税教育講師などの公益的業務
※税理士法では法人の業務範囲を定めており、これら業務のすべてが含まれていな
いことから、法人として行えない。ただし、成年後見人業務の一部（財務に関する事
務）を法人として受任することは可能

• 研修会講師
※研修内容が、定款記載業務に密接に関連するものであれば法人が行い、そうでな
いものは社員が行う

≪結論≫

専門的知見を活かして行う
公益的業務などを
業務範囲に加えるべき
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国税庁フォローアップ検討会

• 税理士が専門的知見を活用して行っている業務は、
税理士法人でも行い得るものとする必要がある

• 今後、税理士法人が行う業務としてふさわしい業務
があれば、業務範囲に加えていくことも考えられる



法48条の4②一（社員税理士が業務停止処分を受けた場合など）の解釈について

≪現行解釈≫被処分社員税理士は・・・
①現行法人に留まることができず、脱退しなければならない
②他の税理士法人の社員となることができない

７．法定脱退事由に社員税理士の業務停止処分を明記すること
（社員の資格）
第48条の4 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。
２ 次に掲げる者は、社員となることができない。

一 第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、
当該業務の停止の期間を経過しない者

二 第48条の20第1項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員
であつた者でその処分の日から3年（業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間）を経過しないもの

法定脱退に記載有 法定脱退に記載無

• 弁護士法
• 司法書士法
• 行政書士法
• 土地家屋調査士法

• 税理士法
• 公認会計士法
• 社会保険労務士法
• 弁理士法

≪参考≫各士業法の状況

≪結論≫ 法定脱退事由に
「業務停止処分を受けた場合」を明記すべき
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≪現行の法定脱退（法48条の17）≫
①登録抹消、②定款に定める理由の発生、③総社員の同意、④除名

法定脱退事由に「業務停止処分を受けた場合」が規定されておらず、誤解を招くおそれがある



８．学識による受験資格要件を見直すこと 9

大学
１年

大学
２年

大学３年 大学４年

税理士試験の勉強

就職活動開始インターンなど
10月
内定式

8月
税理士試験

8月
税理士試験

就職試験

受験資格なし

【早期に受験できないことの主なデメリット】
• 自らの職業適正の判断が遅れる
• 在学中の資格取得が極めて困難になる
• 税理士試験への専念が困難（就職活動と並行）
• 公認会計士など受験資格の無い資格試験を選択

≪結論≫
大学３年次未満でも受験可能とすべき

受験
資格
要件

受験
資格
要件

学識

資格資格職歴職歴

税理士事務所で補助
事務に2年以上従事

した者など

日商簿記検定試験
１級合格者など

イ 大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学を1科目以上履
修した者

ロ 大学3年次以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単
位以上を取得した者

ハ 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経
済学を1科目以上履修した者

二 司法試験合格者

ホ 公認会計士試験の短答式試験に合格した者

学識による受験資格要件（例）



使命が各々異なる専門職業に対する資格付与は、
各々の専門性を問う試験を通じて行うことが原則

税理士としての専門性を問う能力担保措置を講じるべき

弁護士

〇税理士登録するためには、会
計科目合格を要件とすべき
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公認会計士

〇税理士登録するためには、税
法科目合格を要件とすべき

税務行政実務経験者

〇５科目全てが免除されることの
無いよう制限を加えるべき

９．税理士は、試験に合格した者であることを原則とすること

区分 試験合格者 試験免除者 弁護士 公認会計士 資格認定者 税務代理士
特別試験
合格者

計

総数 34,914 27,953 637 9,631 3 13 4,176 77,327
うち税務職員
であった者

比率

比率 45.15% 36.15% 0.82% 12.45% 0.00% 0.02% 5.40% - 77,327 17,705 22.90%

≪参考≫2017年度末（2018年3月31日）時点の登録状況

税理士数



≪現状≫

社会構造の変化や国際化の
進展によって税理士業務も

複雑多様

≪対応≫
研修受講や自己研鑽により

資質の維持向上

≪免責≫
事故が生じた場合の
専門家責任は免れない

• 国民・納税者の権利と安全性を確保
• 税理士の社会的信頼性の向上

≪結論≫全ての税理士及び税理士法人に
職業賠償責任保険への加入を義務化すべき

≪一例≫
• 過去の保険支払い実績の８割を担保する500万円程度の保障額
• 現行の任意加入制の税理士職業賠償責任保険は存置する

≪参考≫2017年度(2017.7～2018.6)支払金額別件数表
区分 件数 件数割合 支払金額合計

500万円未満 428件 81.2% 619百万円

500万円以上1000万円未満 55件 10.4% 373百万円
1000万円以上3,000万円未満 38件 7.2% 583百万円
3,000万円以上5,000万円未満 2件 0.4% 73百万円
5,000万円以上1億円未満 3件 0.6% 208百万円

1億円以上 1件 0.2% 142百万円

計 527件 100.0% 1,998百万円
※日税連保険サービス「税理士職業賠償責任保険事故事例」より

保険年度 2012年 2017年
支払件数 281件 527件
支払金額 802百万円 1,998百万円

税賠保険支払件数・金額の比較
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税理士会会員 日税連・税理士会

税賠保険を
管理・運営

保険会社

≪イメージ図≫

事故審査は、日税連
と連携して行う

・登録、入会、会費負担
・事故申請、保険請求

・保険料を納付
・事故申請、保険請求

保険金支払 保険金支払

10．税理士職業賠償責任保険への加入を義務化すること



11．財務大臣の総会決議取消権は見直すこと

総会決議取消権がある士業法 総会決議取消権がない士業法

• 公認会計士法(46条の12(報告及び検査)、46条の12の2(監督上の命令)、46条の13(総会決議
の取消し))

• 社労士法(25条の47(総会決議取消し及び役員解任)、25条49(一般的監督))
• 弁理士法(71条(報告及び検査)、72条(総会決議の取消し))

• 弁護士法
• 司法書士法(69条の2(協会の業務の監督))
• 行政書士法(18条の6(監督))
• 土地家屋調査士(64条の2(協会の業務の監督))

不均衡

一般的監督権
(法49条の19)

適正運営確保のため必要なときは、報告を徴し、業
務について勧告、又は業務状況等を検査することが
できる。

総会決議取消権
(法49条の17)

法令・会則に違反し、その他公益
を害するときは、総会決議取消し
を命ずることができる。

一般的監督権で
十分では？

• 自主的・自立的団体として適正運営がな
されている

• 公益に害する決議がなされても一般的
監督権で対応可能

• 総会決議に至るまでに正副会長会、常
務理事会、理事会があり、当局による審
議段階での指導監督も可能

• 総会で有効に決議できる事項は限定的
• そもそも法令・会則に違反する決議は無
効

≪結論≫

財務大臣の総会決議取消権は
削除すべき

12



1312．登録時研修及び定期的な倫理研修の受講を会則等で義務付けること

業務開始
税理士
登録

•税理士とし
ての自覚

•税理士の
使命

登録時
研修

•毎年変わる
税制

•職業倫理
の保持

業務

執行
自覚と責任を
再確認

定期的
な倫理
研修

学識学識

研修受講研修受講

職業
倫理
職業
倫理

• 税理士の使命は、納税義務の適正な実現を図ること
単に学識等を有するのみでは不十分
高い職業倫理の保持が必要

• 新規登録者にする登録時研修を実施
受講率は約５割
業務に携わる前に、税理士としての自覚を持つ

• 職業倫理の重要性は極めて高い
税理士である限り常に保持し続けなければならない

• 年間36時間以上の研修受講義務を課している

結論

1. 登録時研修の受講を会則で義務付けること
2. 定期的な倫理研修の受講を会則で義務付けること



【参考】税理士会綱紀規則（準則）抄
（税務支援への従事義務）
第１４条第３項

会員（税理士法人の社員及び所属税理士である税理士会員は除く。）は、その事務所において執務又は勤務する税理士会員が第１項に規定する税務支援に従
事する場合において、これに協力をしなければならない。
（研修の受講義務）
第１５条第２項

会員（税理士法人の社員及び所属税理士である税理士会員を除く。）は、その事務所において執務又は勤務する税理士会員が前項に規定する研修を受講する
ことに理解を示し、協力をしなければならない。
（使用人等の監督）
第１７条 会員（所属税理士である税理士会員を除く。）は、税理士の業務に係る使用人等が、会則等に違反する行為を行わないよう監督しなければならない。

13．開業税理士及び税理士法人に対し、
所属税理士及び社員税理士に対する会則義務を履行させる義務を課すこと

14

税理士法人

日税連・税理士会

所属・社員税理士

開業税理士

困難な
事例も

所属を
抱える

増加
傾向

【例】税務支援や研
修に参加しにくい

状況

指導・連絡・監督

≪結論≫ 開業税理士・税理士法人に対し

所属税理士及び社員税理士に会則義務を履行させる
法律上の義務を課すべき

新設



税理士を周旋する業者

≪ホームページの記載例≫
税理士の顧問料の相場教えます
上から目線ではない税理士に対応してほしい
相談したいのに連絡がとれず困っている

多くの中小企業は顧問税理士に不満を抱いているが、付き
合いを続けている

14．比較広告等を行う周旋業者の利用に関する指針を設けること 15

税理士 税理士会会員の業務の広告に関する細則（準則）

（禁止される広告）
第３条 会員は、次の広告をすることができない。
（１）事実に合致していない広告
（２）誤導又は誤認のおそれのある広告
（３）誇大又は過度な期待を抱かせる広告
（４）困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
（５）他の会員又は会員の事務所と比較した広告
（６）法令又は日本税理士会連合会若しくは本会の会則及び規則に違反する広告
（７）上記の他、税理士の信用又は品位を損なうおそれのある広告

日税連・税理士会

業務広告について
制限を課している

税理士の紹介会社など
に登録・広告出稿

≪結論≫
比較広告等の広告を禁じている趣旨にかんがみ、

こうした周旋業者の利用に
関する指針を設けるべき

過度な
価格競争

業務品質
の低下

品位の
低下


