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第 6 章 安⼟城再建について 

1. 織⽥信⻑公が住んでいた安⼟城の跡 

 標高約 200m の安土山山上にあり、400 年を経た今も石垣や礎石が往時をしのばせてくれ

る。  安土城は、織田信長が、天正 4年（1576 年）から 3年有余をかけ完成した五層七重

の、わが国最初の天主閣を有する城。本能寺の変で信長が倒れたのち、城下町とともに焼

き払われ、天下の名城をわずか 3年にして灰燼と化した。  

 

安⼟城⼤⼿道⼊り⼝ 

近年の発掘調査では、焼亡したのは天主を中心とした主郭部だけであることがわかってお

り、城全体の 98％はそのままの形で残っていた。本丸天主を除く城の建物の多くは、天正

十三年（1585）の羽柴秀吉による近江八幡山城築城に際して城下町ごと移転させられたも

のと考えられている。移転後の城跡には秀吉が信長を弔うために墓を造営し、城と墓を聖

地として守ることを摠見寺に託した。この配慮はその後、幕末まで徳川幕府でも将軍の朱

印という形で代々続けられている。 

2. 滋賀県庁知事室にて 

 知事の満月幸三と政権与党の実力幹事長三階和弘は二人とも滋賀県の出身であり、膳所高

校、滋賀大学の同級生でもあったため、とりわけ仲が良かった。互いにに持ちつ持たれつの

関係が続いていた。 
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⻄側⽯塁の枡形⻁⼝ 

令和４年の１２月のある日、知事室を三階が訪ねてきた。 

萬月知事  久しぶりだな三階。突然アポも取らずに来るとは珍しい。何か秘密の用事が

あるのかい。 

三階幹事長 さすが満月だな。図星だ。 

知事     令和に入って散々な年だったな。オリンピックが去年あったけど、各国の選手

たちはコロナの陽性になるし、ワクチンと治療薬ができてようやくおさまっ

たな。お前のおかげだな。 

幹事長   お前はじめ知事たちが協力してくれたおかげだ。 

幹事長  さっそく要件に入ろう 

知事   いよいよきたな 

幹事長   私は滋賀県に楽市楽座を作りたいと思う。その理由は昔織田信長がやれなか

ったことをいま実現したいのだ。お前も知っているように、徳川一族という大
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バカ者が日本を閉ざし、世界から３００年間遅れた。鎖国というあほな制度が

日本をだめにした。もし織田信長が政権をとっていたら我が国は、今のシンガ

ポールのような多国間貿易の盛んな国になっていただろう。それにタックスヘ

ブンになってぃて世界から金が集まる金融国家になっていただろう。 

知事   面白い構想だな。同感だ。大学の時も同じこと言ってたな。 

幹事長  さらに草津温泉を活かして、カジノがたくさんあるラスベガスのような街を作

りたいのだ。 

知事   いい考えだな。しかし総理はどう考えている。 

幹事長  総理の梶田は知っての通り高校の後輩だ。おおむね同意は得てある。その手始

めに安土城を再建させたいのだ。安土城の後はおまえも知っての通り草深いや

山の中だ。新幹線は北陸からも引っ張ってくる。東海道新幹線米原の駅は廃止

して、滋賀草津温泉駅を作るつもりだ。 

知事   ワクワクする構想だが予算はどれくらい見ている。 

幹事長  安土城建設で２０００億、カジノ整備で５００億、新幹線は北陸新幹線の予算

を流用すればよい、その他もろもろで５０００億円見てあけば大丈夫であろ

う。ちなみにこの試算は、国土交通省の特別チームで試算させたものだ。それ

に世界から人が集まれば、男と女の社交場も必要になる。雄琴温泉を民間に充

実させれば女の問題は片が付く。それでよかろう。婆さんたちが角はやして怒

りまくるだろうが、それはおれがなんとかする。 

知事    滋賀がタックスヘブンになれば税収が減ったり、租税回避地となったりして財

務省や国税庁それと他国から苦情が来ないか。抵抗はすさまじいと思われる

ぞ。 

幹事長  法律を作って通すつもりだ。抵抗する役人は厳しく処遇するつもりだ。知事の

お前には、相当汗をかいてもらう津用がある。 

知事   まず何から始めるつもりだ。 

幹事長  安土桃山城の建設からだ。 



© 2021 ⽊全美千男 

 4 

知事   それは国の金でやるんだな。安土城の跡地を改良して建設するつもりだ。設計

予算と天守の建設から始めるつもりだ。もうオリンピックも終わったし、なに

かビックなことしないとな。お前もそう思うだろう。心名も片付いたし、大き

なことしないと中国にしてやられるぞ。 

幹事長   滋賀県は予算が通ったところで広報活動やってくれ。楽市楽座プロジェクト

とよぶことにしよう。 

数日後、近畿新聞に安土城再建国家プロジェクトがスクープされた。  

「滋賀に安土桃山城再建される。莫大な予算。福祉はどうなる? 」 センセーショナルな見

出しで世論の反対を盛り上げようとした。たまたま開催中の県議会で、萬月知事は野党議

員から激しい攻勢を浴びた。   

議員  近畿新聞で報道された安土桃山城の再建は本当か。 

知事  政府との話で前向きに検討しています。 

議員  建設にどれくらいかかるのか。 

知事  相当程度かかる見込みです 

議員  相当程度ではわからない。説明になっていない 

知事  ５０００億円ははかかると試算しています 

議員  滋賀県にそんな金はないぞ。どこから調達するのか 

知事  これは国家プロジェクトとして進行する予定です。 

議員  知事はこのプロジェクトに賛成したのか。 

知事  もちろんです。議員は安土桃山城に反対なのですか。 

議員  反対ではないが、そのために福祉の予算がけずられることには賛成しかねる。 

知事  県としてはあくまでも広報としての役割とサポートが中心となります。    

先生も滋賀県人だから賛成していただけると思います。 
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そうこうしているうちに全国区の新聞が令和５年の予算が衆議院を通過し、楽市楽座法案

も国会を通り安土桃山城の建設が認められた。 

同時に滋賀県では大々的に安土城の広告が滋賀の各駅で目立つようになった。   

安土城の外観見学再開 

 

「（2019/12 月 改）※wikipedia より抜粋⇒宮上茂隆（みやがみ しげたか）氏、1979 年 

東京大学より工学博士号。日本建築史の研究や復元などを行なった。83 年、20 年がかりで

大坂城本丸の設計図面を復元。 

安土城の焼失についてははっきりとしたことがわからないため、当時の文献や資料、同時

期の城郭から研究や推測するという方法でいくつかの安土城復元案が提唱されています。

そんな中でこちらの安土城の再現には宮上茂隆氏の案をベースにしております。  」 

さらに安土城だけなく外国資本も導入され、カジノの建物がいくつか建設された。 

一部の日本人がカジノ反対と騒いだが、やはりお金の魅力には誰も勝てない。ノウハウを

持っているアメリカ、中国などのカジノが次々とし進出してきた。またた世界中から滋賀

県に巨大なの銀行もタックスヘブン目当てに進出してきた。日本の税制も大幅に改正さ
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れ、法人税は 10 パーセント未満となり、住民税なども大幅に減税されるようになった。徳

川幕府のような世界に疎い阿呆の政府よりももし信長幕府があれば、巨大なシンガポール

が日本にできていたであろう。またカジノ目当てに滋賀に世界中の金持ちが集まってゲー

ムを楽しんだ。 

 

もちろんカジノで身を崩す日本人もいたが、しばらくして日本人のカジノへの入場は禁止

された。カジノにはいいイメージがないが、やれば楽しいものである。そのうちに一定の

富裕層にはカジノすることは認められるようになった。富裕層を大事にしない国は、聖書

の昔から滅んで多々事実が認められる。貧乏人だけでは国が儲からないからだ。 
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マカオは珠江の最下流域、西の河口に位置し、中華人民共和国広東省の広州からは南西に

145km、香港からは南西に 70km 離れている。 広東省の珠海市に接し、中国大陸本土南海岸

に突き出たマカオ半島と、沖合の島から構成される。マカオは中後の一部だがも滋賀は完

全に日本の中である。中国と違い、平和が保たれている。カジノなどができればも旅行社

やホテルもたくさん建築される。えなにとっても客さんが増えることになるわけだ。しか

もマカオに来る客は金持ちが多い。滋賀県に落ちる金も多い。商売は貧乏人を相手にして

は金にならないことは明白だ。えなは新聞読みながらもうそろそろ独立して金儲けしても

いいのかなと思い始めた。 

知事と幹事長は草津温泉のなじみの飲み屋に飲みに行った。 

知事   滋賀県から生活保護者が一掃された。お前のおかげだな。 

幹事長  お前は余間やってくれたよ。滋賀は世界で一番所得番付になったもんな。 

知事   昔俺たちが学生時代、貧乏父さん金持ち父さんという本があってむさぼり読ん    

だんだ。 

幹事長  他都市化に貧困は罪悪だ、貧困社会も悪い世界だ。 

知事   そのとおり。この滋賀で理想の社会が実現したわけだ。県民所得は世界一にな

った。 

幹事長  県の税収のみならず、草津の税収も大幅に増えてと統計が言っている、 

知事   貧しい者は一掃され、みんな豊かな生活を送っている。 

幹事長  カジノで負けてすってんてんになって奴が救済求めているが、そんな者助ける

必要がない。自業自得というところだ。左系の弁護士にそそのかされて生活鉾

求めているが救済しないと条文に織り込むつもりだ。マジメに働いている者が

むくわれないからだ。 

【タックスヘブン】 

タックス・ヘイブン（Tax Haven）とは、課税が完全に免除されたり、著しく軽減されたり

している国や地域のことで、租税回避地、低価税地域とも呼ばれます。主に税制上の優遇

措置を地域外の企業に対して戦略的に設けている国や地域を指し、代表的な場所としては

イギリス領ケイマン諸島、バージン諸島といったカリブ海の島国や、ルクセンブルク、モ
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ナコ、アメリカ東部のデラウェア州などが挙げられます。多国籍企業や富裕層が、法人税

や源泉徴収税が皆無に等しいタックス・ヘイブンに資産を移し、オフショア取引を利用し

て租税回避するケースが多く、2016 年 5 月に公表された「パナマ文書」では、その利用実

態の一部が明らかになりました。脱税行為や利益移転、マネーロンダリング、犯罪・テロ

資金隠匿などに悪用されるケースもあります 

タックスへイブン対策税制は、タックスへイブン（軽課税国）を利用して租税回避を図る

行為を排除する制度です。本税制では現在、経済実態がない、いわゆる受動的所得は合算

対象とする一方で、実態のある事業からの所得であれば、子会社の税負担率に関わらず合

算対象外となります。これは、「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」との経済協

力開発機構（OECD）の「税源浸食と利益移転行動計画」（Base Erosion and Profit 

Shifting: BEPS）の基本的な考え方を踏襲しています。  

I. 外国関係会社  

タックスヘイブン税制適用対象としての外国関係会社は、まず特定外国関係会社とそれ以

外の外国関係会社に大別されます。特定外国子会社以外の外国関係会社は、さらに経済活

動基準のすべてを満たす場合といずれかを満たさない場合とに区分され、それぞれ課税対

象が異なります。  

外国関係会社とは、下記のいずれかをいいます。  

1. 居住者及び内国法人が直接または間接にその株式の 50%超を保有している外国法人  

2. 居住者または内国法人との間に実質支配関係がある外国法人  

II. 特定外国関係会社  

従来の租税負担割合による一律の判断基準（いわゆるトリガー税率）は廃止され、租税負

担割合が 20%以上であったとしても、以下 1～3に掲げるペーパーカンパニー等の特定外国

関係会社に該当する場合は当該会社のすべての所得に対して合算課税されます。ただし、

企業の事務負担軽減の措置として、租税負担割合が 30%以上のペーパーカンパニー等につ

いては、適用が免除されます。  

1. ペーパーカンパニー 

下記のいずれも満たさない外国関係会社をいいます。  

a. その本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っている

こと  
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2. 事実上のキャッシュボックス 

下記の基準の両方を満たす外国関係会社をいいます。  

a. 受動的所得のうち、1～4に該当する所得の合計額÷総資産の額 ＞ 30％  

b. （有価証券＋貸付金＋無形固定資産等）÷総資産の額 ＞ 50％  

タックスへイブン対策税制は、タックスへイブン（軽課税国）を利用して租税回避を図る

行為を排除する制度です。本税制では現在、経済実態がない、いわゆる受動的所得は合算

対象とする一方で、実態のある事業からの所得であれば、子会社の税負担率に関わらず合

算対象外となります。これは、「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」との経済協

力開発機構（OECD）の「税源浸食と利益移転行動計画」（Base Erosion and Profit 

Shifting: BEPS）の基本的な考え方を踏襲しています。  


