
税務調査は通常、税務署の「上席国税調査官」
や「国税調査官」等が調査を行いますが、調査
を受ける側は、調査官の過去の職歴を知ること
が重要です。

税務職員は毎年 7 月の定期異動により、概
ね 1～2 年で配置転換が行われることから、歴
任している部署等によっては、難しい調査の経
験が豊富であったり、特定の分野の専門知識を
有しているなど、非常に高い調査能力を持つ調
査官が多数存在します。

調査官の経歴から得意とする税目等を知り、
万全の態勢で税務調査に臨むため、是非 10 年
職歴をご活用ください。
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まず、縦の「平成27年」と「氏名」の列を見ると、国税局や税務署の職員が部署ごとに並んでいます。　

※ 以下、本パンフレットに掲載の「10年職歴」サンプルは、東京国税局版を基に仮名で作成したもので
す。

この税務署では「上原昌史・署長」以下、2名の副署長（副長）、特別国税調査官（特官）、総務課
（総）と続いていることがわかります。総務課以降は管理運営部門、徴収部門、個人課税部門、資産課税
部門、法人課税部門などがあります。

また、各部門には「統括国税調査（徴収）官」を筆頭に、他部門との連携役「連絡調整官」やサブリー
ダーの「総括上席調査（徴収）官」、ベテランの「上席国税調査（徴収）官」、「国税調査（徴収）官」
がおり、肩書き無しは経験の浅い財務事務官です。

その 1　税務署職員の人員構成がわかる

10年職歴でわかること
10年職歴は、国税局とその管轄地域内の税務署に勤務する職員の10年間分の職歴を掲載した、国税職

員の名簿です。
国税組織は右図のとおり、本庁である「国税庁」の下に全国12の国税局（11国税局と沖縄国税事務

所）があり、更にその下に524の税務署が設置されています。
10年職歴は、これら12国税局ごとにまとめ発行しています。（※）
10年間分の職歴からは、調査官の経験や得意分野などを把握することができ、税務調査の際に気になる

「どんな調査官が来るのか？」という不安や疑問を軽減することにつながります。
では、どのような職歴をチェックしたらよいのか、10年職歴の読み方の要注意ポイントを挙げて説明し

ていきます。
なお、10年職歴本文の職名は略称ですが、正式名称の一覧に加え、主な部・課名等の業務内容の説明も

収録しています。

※ 沖縄国税事務所は熊本国税局版に含まれます。

平成 27年 氏　　名 平成 26 年 平成 25 年 平成 24 年 平成 23 年 平成 22 年 平成 21 年 平成 20 年 平成 19 年 平成 18 年

池袋税務署

署長 上原　昌史 課二次長 課二料一課長 課二料一課長 課二法課長 課二法課長 課二統統括 課二統統括 査査 28 統括 査査 28 統括

副長 中村　達夫 足立特官 足立特官 四谷副長 四谷副長 江東総課長 江東総課長 麹町援納援官 松戸援納援官 課二料一総括

副長 江崎　和広 千東特官 本郷副長 本郷副長 麻布副長 仙台審判所 麹町総課長 市川総課長 館山総課長 東審二１審査

特官 原田秀一郎 日本特官 京橋特官 京橋特官 神田法特特官 神田法特特官 甲府法特特官 甲府法特特官 新宿総課長 新宿総課長

総課長 石藤　勝志 小石総課長 小石総課長 松戸産１統括 新宿産１統括 新宿産１統括 上野資産統括 監察察補 監察察補 柏連調整官

総補佐 本郷総補佐 本郷総補佐 調二総係長 調二総調官 調四総調官 調四調 43 調官 調四調 44 調官 調四調 44 調官 立川法１調官

総係長 須藤　　満 成田総係長 上野産特調官 上野産特調官 町田産１調官 神田資産調官 村山総 村山総 村山総 豊島産１

総 片桐　敦子 練西総 上野徴特徴官 東金管徴徴官 東金管徴 立川徴２ 立川徴２ 立川徴１ 国専

総 関根　　望 江北総 江北総 江東個２ 松戸個３ 松戸個２ 松戸個４ 国専

管運１統括 二ノ宮健司 本郷管運１統括 総総情報官 総総情報官 東審四 13 審査 東審四 13 審査 東審三６審査 東審三６審査 税大 税大

管運１総括 今西　純也 徴管係長 雪谷管上席 板橋法１上席 板橋法１調官 板橋管１徴官 板橋管１徴官 徴特総一徴官 練東管２徴官 中野管２徴官

管運１上席 安部　陽子 緑管運３上席 緑管２上席 緑管２上席 緑管２上席 緑管２上席 緑管２上席 厚木管上席 厚木管上席 厚木管上席
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国税組織は下図のように構成されており、国税庁・国税局・税務署・国税不服審判所を合わせて約5万6
千人の職員がいます。

（国税庁レポート2015より）

国税組織の概要

財務省

徴収部

調査査察部

国税庁

支部（12）・支所（7）

(地方支分部局)

（内部部局）

（審議会等）

（施設等機関）

（特別の機関）

税務行政を執行するための企
画・立案や税法解釈の統一を
行い、国税局・税務署を指導監
督しています。（879人、1.6%）

管内の税務署を指導監督する
ほか、税務相談などの納税者
サービスの提供、大規模・広
域・困難事案の税務調査や滞
納処分などを行っています。
（11,598人、20.8％）

納税者との窓口であり、第一線で
国税事務を担う行政機関です。
（42,428人、76.2％）

新規採用者のほか、税務の第一線で
働いている職員に対して、社会の変化
に即応し得るよう、必要な研修を行っ
ています。（326人、0.6％）

国税局長、税務署長が行った国税に関
する法律に基づく処分に対して、納税者
からされた審査請求についての裁決を
行っています。（472人、0.8％）

税務署（524）
国税局•沖縄国税事務所（12）

課税部

長官官房 総務部

税務署の課税部門の指導・監
督、大口・悪質などの調査困難
な納税者に対する調査などを
行っています。

課税部

税務署の管理運営部門、徴収
部門の指導・監督、大口滞納
者の滞納処分などを行ってい
ます。

徴収部

大規模法人などに対する調査
を行っています。

調査部

悪質な脱税者に対して、刑事
責任を追及するための調査を
行っています。

査察部

税務大学校

国税不服審判所

国税審議会（注２）

総務課

税務広報広聴官

申告書等の受付、納税証明書の発行、
現金の領収、税に関する一般的な相談
などの窓口対応のほか、申告書等の入
力、国税債権の管理、還付手続、延納・物
納に関する事務などを行っています。

管理運営部門

所得税や個人事業者の消費税などに
ついての相談・調査を行っています。

個人課税部門

相続税、贈与税、土地建物や株式
などを譲渡したときの所得税など
についての相談・調査を行ってい
ます。また、相続税などの計算の
基準となる路線価などを決める
作業も行っています。

資産課税部門

法人税、地方法人税、法人の消費税及
び源泉所得税のほか、印紙税及び揮発
油税などの相談・調査を行っています。

法人課税部門

酒税などの相談・調査や酒類販売業免
許に関する事務などを行っています。

酒類指導官

納付の相談や滞納処分などを
行っています。

徴収部門

主税局 税制の企画・立案

［支部］ 札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、
 名古屋、大阪、広島、高松、福岡、
 熊本、沖縄　
［支所］ 新潟、長野、横浜、静岡、京都、
 神戸、岡山

札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、
大阪、広島、高松、福岡、熊本、沖縄



横の列には、現在の部署・役職と合わせて10年間分の職歴が掲載されています。
税務調査に来た調査官の名刺には現在の肩書しかありません。しかし、過去に歴任している部署等によ

っては、専門的な知識や非常に高い調査能力を持っている場合があります。

❶ 署長

「上原昌史・署長」の場合、過去の職歴は以下となります。

平成 18~19年 国税局 ・査察部・査察第28部門・統括査察官
〃 20~21年 〃 ・課税第二部・統括国税実査官・統括実査官
〃 22~23年 〃 ・課税第二部・法人課税課・課長
〃 24~25年 〃 ・課税第二部・資料調査第一課・課長
〃 26年 〃 ・課税第二部・次長

署長が職員に与える影響力は大きく、この署長は法人税等を担当する課税二部に長く在籍し、部内ナン
バー2である次長を歴任していますので、法人の税務調査に関しては職員に的確な指示やアドバイスがさ
れていることでしょう。

❷ 特別国税調査官　～特官（とっかん）～

税務署の特官は、規模が大きい法人など調査が困難な事案や大口納税者に対する調査、重要な財産評価
などを行います。なお、資本金1億円以上の法人など大企業の税務調査は、基本的に国税局の調査部が担
当しています。

いわゆる「厚紙特官」と「薄紙特官」に分かれ、厚紙は副署長クラスの幹部職員、薄紙は課長・統括官
クラスです。人事異動の際、国税庁長官発令の特官は厚い紙で、国税局長発令の特官は薄い紙の辞令が渡
されることが由来です。掲載順で副署長の後にいるのが厚紙特官、「個特」や「法特」と頭に税目等が付
くのが薄紙特官で、個特であれば個人所得税担当、法特であれば法人税担当の調査官です。
難しい事案を多く手掛け、不正の手口などを知り尽くしています。

4

その 2　調査官の経験や得意分野がわかる

平成 27年 氏　　名 平成 26 年 平成 25 年 平成 24 年 平成 23 年 平成 22 年 平成 21 年 平成 20 年 平成 19 年 平成 18 年

署長 上原　昌史 課二次長 課二料一課長 課二料一課長 課二法課長 課二法課長 課二統統括 課二統統括 査査 28 統括 査査 28 統括

副長 中村　達夫 足立特官 足立特官 四谷副長 四谷副長 江東総課長 江東総課長 麹町援納援官 松戸援納援官 課二料一総括

副長 江崎　和広 千東特官 本郷副長 本郷副長 麻布副長 仙台審判所 麹町総課長 市川総課長 館山総課長 東審二１審査

特官 原田秀一郎 日本特官 京橋特官 京橋特官 神田法特特官 神田法特特官 甲府法特特官 甲府法特特官 新宿総課長 新宿総課長

総課長 石藤　勝志 小石総課長 小石総課長 松戸産１統括 新宿産１統括 新宿産１統括 上野資産統括 監察察補 監察察補 柏連調整官

①
②

要注意ポイント
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❸ 資料調査課　～ 料調（りょうちょう）～

【課二料一実官　⇒　課税第二部・資料調査第一課・実査官】
国税局の課税部に所属し、税務署所管の納税者のうち広域展開する企業や大口不正が見込まれる事案な

ど税務署では手に負えない事案に対する調査を行う、マルサ（査察部）に次ぐ調査能力を備えた精鋭部隊
です。任意調査ではありますが事前通知のない場合が多く、強制調査である査察に匹敵する厳しい調査を
行います。

料調の主査（税務署の統括官クラス）や実査官（同じく上席調査官クラス）の現職者はもちろん、歴任
者にも要注意です。

❹ 内部部門

【大森法1調官　⇒　大森税務署・法人課税第1部門・調査官】
課税第1部門は基本的に内部事務を担当する、部門全体の取りまとめ役です。さらに、審理担当者とし

て、他部門の調査官等が調査後の処分内容を決定する際に、その処分が税法に照らして適正か判断する役
割を担っている場合があり、税法について非常に詳しいです。

そのため、1部門の歴任者による税務調査が行われる際には、今一度、税務処理や申告がきちんと税法
に則ったものになっているかの確認をした方がよいでしょう。

❺ 筆頭部門

【四谷法4上席　⇒　四谷税務署・法人課税第4部門・上席調査官】
多くの国税局では、管轄地域内の税務署に、筆頭部門と呼ばれる税務調査を進めるうえでのリーダー的

な部門を設けています。例えば東京国税局の税務署では、源泉所得税を担当する部門の次の部門が筆頭部
門に当たります。なお、小規模な税務署には筆頭部門はありません。

筆頭部門は、税務署全体での調査計画の企画立案を行うため、知識・経験が豊富な老練の調査官が多く
配置されています

法 4上席 上野　健介 調三調25調官 調三調25調官 調三調25調官 調一特調官 調三調27調官 調三調27調官 日本橋法4上席 仙台局青森 仙台局青森

平成 27年 氏　　名 平成 26 年 平成 25 年 平成 24 年 平成 23 年 平成 22 年 平成 21 年 平成 20 年 平成 19 年 平成 18 年

法３調官 三浦　　昇 小石法１調官 小石法１調官 荒川法３調官 荒川法３調官 査査 25 査官 茂原法１調官 江東法５調官 江東法１調官 柏総

法３ 江成　太一 総情８ 総情８ 小石法１ 小石法４ 小石法５ 小石法１ 国専

法４統括 小野寺　晃 千東法２統括 神田法１上席 神田法１上席 神田法９上席 神田法９上席 船橋法４上席 船橋法４上席 船橋法３上席 上野法特上席

法４上席 林　　幸賢 課二料一実官 課二料一実官 品川法６上席 品川法４上席 柏法４上席 柏徴上席 柏徴上席 京橋法 15 上席 京橋法 15 上席

法４上席 山形　恵子 芝法 14 上席 芝法 14 上席 麹町法１上席 藤沢法１調官 小田法５調官 小田法２調官 保土法１調官 保土法６調官 保土法６調官

法４上席 鈴木　隼人 八王法２上席 八王法２上席 八王法２上席 八王法２上席 府中法２上席 府中法２上席 府中法２上席 府中法２上席 麹町法 10 上席

法４調官 山本　利明 大森法１調官 千南法３調官 千南法３調官 麹町法５調官 麹町法５調官 麹町法５調官 千東法１調官

法４ 村田　　誠 芝法特 芝法 11 芝法９ 税普

法５統括 桜井　博一 麻布法 14 統括 麻布法 14 統括 中野法１調整官 中野法１調整官 新宿法４総括 新宿法４総括 新宿法４総括 川北法４上席 川北法４上席

法５上席 小嶋　明人 四谷法４上席 四谷法４上席 渋谷法３上席 渋谷法３上席 渋谷法３上席 渋谷法３上席 豊島法３調官 豊島法３調官 豊島法３調官

法５上席 下山　哲一 四谷法５上席 大月法３上席 大月法３上席 荻窪法５上席 荻窪法３上席 相模個１上席 相模個１上席 相模法６上席 新宿法 10 上席

　
　　
　
　
　
　　
　
　
　

　　
　
　

葛飾法６調官 葛飾法６調官

　　

④
⑤

　

③
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法４上席 上野　健介 調三調25調官 調三調25調官 調三調25調官 調一特調官 調三調27調官 調三調27調官 日本橋法4上席 仙台局青森 仙台局青森

法４上席 林　　幸賢 課二料一実官 課二料一実官 品川法６上席 品川法４上席 柏法４上席 柏徴上席 柏徴上席 京橋法 15 上席 京橋法 15 上席

法４上席 山形　恵子 芝法 14 上席 芝法 14 上席 麹町法１上席 藤沢法１調官 小田法５調官 小田法２調官 保土法１調官 保土法６調官 保土法６調官

法４上席 鈴木　隼人 八王法２上席 八王法２上席 八王法２上席 八王法２上席 府中法２上席 府中法２上席 府中法２上席 府中法２上席 麹町法 10 上席

法４調官 山本　利明 大森法１調官 千南法３調官 千南法３調官 麹町法５調官 麹町法５調官 麹町法５調官 千東法１調官

法４ 村田　　誠 芝法特 芝法 11 芝法９ 税普

法５統括 桜井　博一 麻布法 14 統括 麻布法 14 統括 中野法１調整官 中野法１調整官 新宿法４総括 新宿法４総括 新宿法４総括 川北法４上席 川北法４上席

法５上席 小嶋　明人 四谷法４上席 四谷法４上席 渋谷法３上席 渋谷法３上席 渋谷法３上席 渋谷法３上席 豊島法３調官 豊島法３調官 豊島法３調官

法５上席 下山　哲一 四谷法５上席 大月法３上席 大月法３上席 荻窪法５上席 荻窪法３上席 相模個１上席 相模個１上席 相模法６上席 新宿法 10 上席

法３調官 三浦　　昇 小石法１調官 小石法１調官 荒川法３調官 荒川法３調官 査査 25 査官 茂原法１調官 江東法５調官 江東法１調官 柏総

法３ 江成　太一 総情８ 総情８ 小石法１ 小石法４ 小石法５ 小石法１ 国専

法４統括 小野寺　晃 千東法２統括 神田法１上席 神田法１上席 神田法９上席 神田法９上席 船橋法４上席 船橋法４上席 船橋法３上席 上野法特上席

葛飾法６調官 葛飾法６調官

平成 27年 氏　　名 平成 26 年 平成 25 年 平成 24 年 平成 23 年 平成 22 年 平成 21 年 平成 20 年 平成 19 年 平成 18 年

⑥
⑦　
⑧

❻ 調査部　～本店勤務～

【調三調25調官　⇒　国税局・調査第三部・調査第25部門・調査官】
国税局の調査部（または調査査察部の調査部門）は、主に資本金1億円以上の大企業の調査を担当して

います。
大企業では中小企業よりも複雑な取引や会計が行われていることが多く、高い調査能力が求められるた

め、税務署の調査官のうち優秀な者が選ばれ勤務しています。
税務職員は国税局を「本店」と呼ぶことから、国税局に勤務することを「本店勤務」とも言います。
1度でも国税局に勤務できるのは税務職員全体の3〜4割ほどであり、過去に調査部に所属していれば、

出世株のエリート調査官ということになります。

❼ 特別調査部門　～特調（とくちょう）～

【芝法14上席　→　芝税務署・法人課税第14部門・上席調査官】
過去に不正な会計処理を行っている、税務調査に非協力的である等の理由から調査が困難な事案や、反

面調査（取引先に対する調査）・銀行取引の照会などを行う必要があり、長期間を要する事案などを担当
するのが特別調査部門です。比較的大規模な税務署に設置されており、東京国税局では一番大きい番号の
部門が特調に当たり、大阪国税局では第2部門の中に数名のチームとして設けられています。

特調はその調査能力の高さから、国税局内の精鋭部隊「資料調査課（料調）」の税務署版として「ミニ
料調」とも呼ばれています。

❽ 畑を見極める

税務職員は基本的に退職まで同じ事務系等（税目や分野のことで、俗に“畑”と呼びます）を担当します
が、「転課」や「交流」として違う税目等を担当する場合もあります。

一方、この調査官のように転課をせず、同じ税目（この場合は法人税）を長年担当してきている場合、
その税目のベテラン調査官ということになります。
ただし、税務署では職員研修に力を入れていますので、転課直後でも油断は禁物です。



7

特一署

“特一署”は一般的に規模が大きく、複雑な経済取引の多い都市部を管轄しているため、高度な調査経験
が豊富な調査官が多いです。

例：東京局 ⇒ 千葉東・麹町・神田・日本橋・京橋・芝・麻布・新宿・
東京上野・渋谷・豊島・板橋・練馬東・江戸川北・
立川・横浜中・川崎北

大阪局 ⇒ 上京・下京・北・東・南・堺・豊能・東大阪・神戸・
姫路・尼崎・奈良

名古屋局 ⇒ 名古屋中・昭和・熱田・豊橋・静岡・浜松西・岐阜北

税務署ごとの特徴

東京国税局管内でみると、芝税務署は“人・モノ・金”の動きが把握しづらいソフト・サービス関連企業
が多い地域を管轄しており、複雑・困難な調査に直面することが多くなるため必然的に調査官としての技
術向上につながります。

また、管内に高級住宅地を有する玉川税務署では資産家が多いため、他の税務署に比べ資産課税部門の
レベルが高いです。

このように、地域の特色から税務署ごとの特徴を読み取ることができ、調査官の経験値などを知る手掛
かりともなります。

審理系

国税局において国税の訴訟に関する事務を担当する「国税訟務官」や、税務署において税務調査結果の
審理・法令の適用・訴訟に関する事務を行う「審理専門官」など、審理や訴訟を担当する職員は税法のス
ペシャリストです。

審理系を歴任している調査官は、税法の規定に忠実で厳格な調査を行います。

情報技術専門官

企業のパソコンやサーバのデータ解析を専門とする部署です。
帳簿上は記載されていない隠された取引を調べるなど、企業のIT化の進展により、税務調査においても

IT技術が重要になっています。消去されたデータの復元なども行っており、調査官となってもその知識は
強い武器となっています。

再任用者

国家公務員には、定年等で退職した職員を再び任用する「再任用制度」があります。
国税組織においては、退職後に税務署の調査官・徴収官として再任用されるケースが多いですが、肩書

きは「国税調査官」です。
“ベテランである上席調査官ではないから”と油断していると、税務調査の当日になって、前年まで統括

官だった経験豊富な調査官が来てビックリすることもあります。
統括官、上席などから調査官への異動は、再任用の可能性大です。
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コラム　〜調査官の苦労〜

特　調
税務署の特別調査部門（班）は、税務調査

に非協力的であるなど難航が予想される企業
等の調査を担当し「ミニ料調」とも呼ばれて
います。しかし、「料調」であれば世間一般
からの認知度が高く、その肩書きだけで調査
がスムーズに進むこともありますが、特調の
場合はそのような威光もないため、高難度の
調査を担当することと相まって、税務署内で
最も苦労する調査官とも言われています。

ピンク担当
東京国税局であれば渋谷や新宿など、管内

に繁華街を有する税務署では繁華街担当、い
わゆる「ピンク担当」を設置しています。風
営法の対象となるような店舗などを専門に扱
うのですが、苦労するのは内偵調査。内情を
知るためには客として潜入し従業員から話を
聞き出したりすることは重要ですが、例えば
バーやクラブでは緊張感から酒の味もわから
ない上、正体がばれれば危険な目に合う可能
性も…。非常に神経を使うようです。

品　　　名 単　価 数　量 品　　　名 単　価 数　量

東 京 局 版 6,000円 冊 札 幌 局 版 3,000円 冊

関 信 局 版 4,000円 冊 仙 台 局 版 3,000円 冊

大 阪 局 版 5,000円 冊 高 松 局 版 3,000円 冊

名古屋局版 4,000円 冊 福 岡 局 版 3,000円 冊

広 島 局 版 3,000円 冊
熊 本 局 版
（含沖縄所版） 3,000円 冊

金 沢 局 版 3,000円 冊 ※消費税等別 円 冊

平成 　　  年　　  月　　  日

お 名 前

ご 住 所
〒

電話番号

国税局・管内税務署

10年職歴 (平成18年～27年)  申込書

お申し込みは、最寄りの支社へ

FAXを送信してください
東　京  03-3985-3112
大　阪  06-6363-1952
名古屋  052-262-3132
広　島  082-224-1314

●代　金：後払い（納品時に請求書を同封）

●申込み：下記申込書の太枠内に必要事項をご記入ください。

●送料無料：（価格には送料が含まれています）※税別


