
令和元年 5 月 15 日発行  関　　　　税　　　　政  第41号 （1）

41
発行所：関 東 信 越 税 理 士 政 治 連 盟
〒330-0854　 さいたま市大宮区桜木町4　-333-13 　 OLSビル14　F
ＴＥL 04　8 （64　3） 1661　　　FＡＸ 04　8 （64　3） 14　75

発行責任者：会　　　長　井　部　俊　一
編集責任者：広報委員長　栁　澤　　　彰
ＨＰ 　ｈｔｔｐ : 　//ｗｗｗ．ｋａｎｚｅｉｓｅｉ．ｊｐ/

参議院議員推薦結果　………………  ２

特別寄稿　……………………………  ３

任期を振り返って　…………………  ４

県税政連だより　……………………　12

東日本六税政連連絡協議会　………　18

関税政の動き　………………………　19

目　次  
面積約1.3ヘクタールの水郷潮来あやめ園（昭和
51年４月開園）は、毎年５月下旬から６月下旬に
開催される「水郷潮来あやめまつり大会」の会場
になっています。あやめまつりの期間中は潮来花
嫁さん「嫁入り船」やあやめ踊り、ろ漕ぎ舟遊覧
など水郷ならではのイベントが開催されます。
今年のあやめまつりは、５月25日（土）から６月
23日（日）まで。
※潮来市公式ホームページ参照

水郷潮来あやめ園（潮来市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真提供：茨城県庁

写 真 説 明
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関税政は、平成30年12月20日及び平成31年３月26日、本連盟推薦候補者及び日税政推薦候補者の推
薦を機関決定した。本連盟及び日税政の推薦候補者は次のとおりである。

（敬称略）

氏　　　名 選挙区 定　数 政　党 後援会 議連入会 関税政推薦 日税政推薦

藤　田　幸　久
茨　 城 ２

立憲民主党
（現） ○ ○ ○ ○

上　月　良　祐 自由民主党
（現） ○ ○ ○ ○

高　橋　克　法 栃　 木 １
自由民主党
（現） ○ ○ ○ ○

清　水　真　人 群 馬 １
自由民主党
（新） ○ ○

古　川　俊　治

埼　 玉 ４

自由民主党
（現） ○ ○ ○

矢　倉　かつお 公　明　党
（現） ○ ○ ○

宍　戸　千　絵 国民民主党
（新） ○ ○

熊　谷　裕　人 立憲民主党
（新） ○ ○

塚　田　一　郎 新　 潟 １
自由民主党
（現） ○ ○ ○ ○

羽　田　雄一郎
長　 野 １

国民民主党
（現） ○ ○ ○ ○

※小松　ゆたか 自由民主党
（新） ○ ○

※元衆議院議員

第25回参議院議員通常選挙推薦候補者
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【特別寄稿】

税政連活動の限界
関東信越税理士政治連盟

　副会長　百　瀬　征　男

税政連の最重点要望が頓挫して消費税複数税
率制度がいよいよ始まろうとしている。

軽減税率制度は、（1）区分経理等により事業
者の事務負担が増加する。（2）逆進性対策とし
て非効率である。（3）財政が毀損し社会保障給
付の抑制が必要となる等の理由から、日税連は
単一税率制度の維持を強く主張し、税政連は平
成28年以来、複数税率阻止に向け運動を進めて
きた。

税制抜本改革法に基づく消費税率の引上げは
２度延長され、軽減税率制度は平成28年度税制
改正において成立したものの、その年の臨時国
会においてその実施は２年半延長された。そし
て昨年10月安倍首相からの消費税増税の確認表
明に呼応して日税連会長はコメントを発表、（1）
社会保障費を支えるには消費税をおいてほかに
なく、税率引上げは極めて妥当である。（2）軽
減税率制度は、税理士の使命に基づきその円滑
な実施に向け適切に対応するとした。

昨年12月、消費税率引上げに伴う対応策が、
経済財政諮問会議から公表された。その要約は
次のとおりである。

消費税率引上げへの対応　平成30年12月20日

通常国会の施政方針で首相は、消費税の使い
道を見直し、借金返済から教育の無償化などに
振り向けるとしたが、税収増4.6兆円のうち幼
児教育の無償化は2.0兆円、年金生活者への給
付は0.8兆円である。平成25年の社会保障制度
改革国民会議報告によれば、全世代型社会保障
で重要なことは、負担の在り方を切り替え、負
担能力に応じた仕組みにしていくべきであると
している。つまり一律横並びに対応するのでは
なく世代内の公平の重要性を指摘している。果
たして幼児教育の無償化は、負担能力に応じた
仕組みとなっているであろうか。また税率引上
げによる経済への影響緩和措置として、防災・
減災・国土強靭化に1.4兆円が使われる。消費
税が回り回って公共事業に使われるのである。

日本商工会議所の昨年10月の調査では軽減税
率制度について、事業者の８割が準備に取りか
かっていない危機的状況にあるとしている。制
度への理解と協力が得られない中で、税理士は
どのような具体的対応を図ればよいかが問われ
ている。昭和25年に成立した我が国の付加価値
税は昭和29年施行されず廃止された。制度が複
雑すぎて国民の理解と協力を得ることが困難で
ある、廃止の理由はここにあった。

税理士会の建議はときとして、ある力が働き、
真意を覆すようである。そして税政連は 拠

よりどころ
を

失い要望は頓挫した。しかし税政連は税理士会
の期待に常に寄り添う立ち位置にある。今回の
顛末は税政連活動の限界を教えてくれた。税理
士会には歴史の轍

てつ
を踏まず、臍

ほぞ
を噛

か
まぬよう願

うばかりである。
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　　　　　　　　　会　長
井　部　俊　一　

１．第48回衆議院議員総選挙
2017年10月22日に、第48回衆議院議員総選挙

が行われました。木村前会長からバトンを引き
継いでから初めての衆議院議員総選挙でした。
関税政としては39人の推薦候補（日税政の推薦
も同様）とし、32人が当選しました。

日税政において、関税政の候補者数及び当選
者数の占める割合が大きいことを再認識しました。
２．新潟県知事選挙

2018年６月10日、 前知事の突然の辞職に伴う
新潟県知事選挙が行われました。保守系候補と
野党一本化候補の大接戦の選挙戦でありました。
投票日の数日前、自民党幹事長代行の萩生田光
一議員が当事務所に来られました。地元の国会
議員が公務で帰省できないため、代わりにあい
さつに来られたということでした。

何を話そうか悩んだところ、偶然、子供の嫁
が萩生田先生の選挙区である八王子出身でその
話で少し盛り上がりました。

応援については、県下にある「税理士による
国会議員後援会」の連絡網を通じて対応させて
いただきました。
３．会費収納方法の変更

2017年４月１日から関東信越税理士会の会費
収納方法が本会一括収納方法に変わりました。
それに伴って各県税政連の会費のみ各支局（支
部）で収納いただく手間を考慮し、本会に収納
事務を委託する方法を選択しました。（群税政
を除く）

この方法が、若干の問題点となっている県税
政連もありますが、しっかりとご理解いただけ
るように努めてまいります。

４．後援会に参加してください！
一般会員が行う政治活動の第一歩は、「税理

士による国会議員後援会」への参加です。ぜひ、
国政報告会や定期総会等に積極的に参加し、国
会議員の生の声を聴いて、皆様の生の声を税理
士会のために、国会議員に伝えてください。

　　　　　　　　　副会長
髙　野　善　生　

１．最も印象に残った活動
①　消費税改正に向けた税政連の活動は最も取
り上げたい活動でした。軽減税率導入に関して
は税理士会、税政連は反対を表明していました
が、伝えられるところによれば公明党からの要
請により導入されることとなりました。政治的
には決着していたことに対して反対運動を続け
ることはエネルギーのいることです。最近になっ
てマスコミ等で取り上げられる機会が増えまし
たが、もはや時すでに遅しの感がありました。
②　国会議員の政策秘書採用資格に税理士が明
記されたことは大きな収穫でした。税政連と国
会議員との間で話し合いが続き、大変なご苦労
のうえに成り立ったことです。後に続く若い税
理士に道が開けたと思います。
２．税政連のイメージ

税理士会が政治活動を行うことについては、
皆様ご承知のとおり制限があることです。この
ため政治活動に対する一般会員のご理解は薄い
ように思います。よく聞くことですが、税政連
は何をしている団体なのかわからない、という
言葉に表れているように思います。
３．今後の税政連活動に求めること

引き続き地味ではあっても理論的な立場から

任期を振り返って
広報委員会から
「任期を振り返って」については、会長、副会長、幹事長、副幹事長に対し、自由な内容または事前のアンケート（下記）
に答えるか、どちらかを選択するといった原稿執筆を依頼し提出されたものである。
１．最も印象に残った活動　２．税政連のイメージ　３．今後の税政連活動に求めること
４．会員へ訴えたいこと　５今度生まれてきたら職業は何をしたいか
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この国の税制について意見を述べ、公平・公正
な租税制度実現に向けた取り組みをしていただ
きたいと思います。特に地元国会議員との意見
交換を活発にすることこそが税理士会・税政連
の立場を強くする最短の道と考えます。
４．会員へ訴えたいこと

税政連は政治活動をする団体であり、個人の
思想信条に介入する危険性があるとお考えの会
員も多数いらっしゃいますが、税政連の活動目
的は日本の租税制度の改善に向けて、日税連が
公表する税制改正要望案を地元国会議員に周知
することにあります。決して憲法改正や外交防
衛などの話をする団体ではありません。またそ
のような話をしてはならないことが会則で定め
られています。ぜひ税政連の活動内容をご理解
いただきたいと思います。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

どのような職業でも社会に役立たないものは
ないと考えます。しかし人生を振り返ってみる
と、やはり医療従事者になることは世界共通で
あり、人類の歴史の中でも大きな役割を果たし
てきたと思いますので、できれば医者になりた
いと考えております。もちろん能力の問題もあ
りますが。

　　　　　　　　　副会長
若　山　　　実　

任期を振り返って
当連盟の副会長に就任して瞬く間に２年が経

過しました。私にとって初めての選挙応援や陳
情そして後援会活動等は貴重な経験でした。税
政連活動は税理士の権益拡大、税制改正等には
必要不可欠です。その実現のためには議員会館
に出向いて国会議員に対する陳情活動や後援会
活動を通して日頃から地元国会議員に対しての
働きかけが大切です。

税政連活動は会員が一致団結してこそ力を発
揮できますので、まだ税政連に未加入の会員は

加入いただけると幸いです。これからも会員の
皆様のご理解ご協力をお願いします。

　　　　　　　　　副会長
大　川　芳　宏　

１．最も印象に残った活動
毎年実施される、税制改正要望実現のため地

元選出国会議員への一斉陳情、後援会の設立。
２．税政連のイメージ

税政連に関係する担当（役員）にならないと、
会費を納入していれば良いと思う感じで、活動
状況は税政連機関紙で見る程度でした。
３．今後の税政連活動に求めること

任期を振り返るとやはり税政連活動には、後
援会組織と多くの会員組織が必要であると思い
ます。会員には、税制改正によりすべての会員
が享受できること等を広報し、そして後援会組
織を設立し参加し政治に目を向けてもらうこと
が必要だと思う。
４．会員へ訴えたいこと

税理士会会務と違い関係しないと会費の納入
だけで、税政連活動から離れがちの感じですが、
税法に精通した熱い方も多く、素晴らしい組織
です。ぜひ、税政連にも目を向けていただき、
後援会組織にも参加してください。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

公務員。仕事と休日の区分が可能だから。

　　　　　　　　　副会長
狩　野　要　一　

１．最も印象に残った活動
毎年10月頃に行われる税制改正のための国会

議員等への陳情は、予想していたより、国会議
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員及び秘書の皆様が税理士会の要望事項をよく
聞いてくれました。これこそ税理士法第49条の
11に規定する「税制建議」の醍醐味を実感でき、
大変参考になりました。

しかし、本年10月に開始される消費税の複数
税率は、中小企業の事務負担の増加が避けられ
ず、政党重視に押し切られた結果となり大変残
念でした。
２．税政連のイメージ

政治に対する熱意の温度差を肌で感じ、政
治を熟知している先生方の努力に惜しみない
拍手を送ります。税制改正要望は、持論がな
かなか取り上げられない人間同士のぶつかり
合いですが、それにめげずに行動したいもの
です。
３．今後の税政連活動に求めること

政治連盟の役員なら一度は、税制改正の議論
をしている国会審議の平場に足を運んでみた
かったので、次回から任期中に一度は平場の経
験をするべきです。

また、税理士による各国会議員の後援会活動
は、会長と幹事による活動の取組む熱意により
結果が全く異なります。マンネリ化を防ぐ方策
を考えるべきです。
４．会員へ訴えたいこと

税制改正要望について持論をお持ちの方は、
各支部で毎年募集をしています。なかなか持論
を採用されることは難しいですが、一度や二度
で諦めないで継続することが力です。

何度でも挑戦してください。
５．今度生れてきたら職業は何をしたいか。
金融のクオンツ……経済的事象を数理的に分析

し、金融の流れを予想したい。
作曲家………………楽典に縛られない曲を作っ

てみたい。

　　　　　　　　　副会長
大　石　　　敬　

１．最も印象に残った活動
ひとつに絞るのは難しいが、この２年間は、

今までの活動に加えて、国会の本会議や各委員
会において、税理士会、税政連の要望を国会議
員が理解をされ発言していただいたことが多々
あった。この発言がきっかけとなって、税務行
政や税法などが改正されたことは印象深い。（具
体的には、稿を改めたい。）
２．税政連のイメージ

税理士会の要望を政治的に解決する組織
３．今後の税政連活動に求めること

税政連は、日税連の要望を実現するための行
動部隊である。税制改正などの決定プロセス、
すなわち 政治における政策の決定過程につい
ては、こうあるべきだという理想論を語るだけ
ではなく、現状の決定プロセスを研究し、要望
実現のためにはいつ何をすべきかにより力を注
ぐべきである。
４．会員へ訴えたいこと

ビジネスにも通じることであるが、政治的な
課題を解決するには、具体的な行動が必要であ
る。全国の税理士ひとりひとりの行動がパワー
を生む。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

ミュージシャンか作家（人にはない才能で他
の人を感動させられたら素晴らしいと思うから）

　　　　　　　　　副会長
高　橋　　　潔　

１．最も印象に残った活動
新たに国会議員の後援会を２団体立ち上げたこと。
後援会のある先生は陳情したときの聞く耳の
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大きさが違うこと。
２．税政連のイメージ

政治活動好きな者がやっているのでは、と思
われているのかな。
３．今後の税政連活動に求めること

接触を多くし、税理士の業務を理解してもら
う努力。確定申告期の視察を常態化する。
４．会員へ訴えたいこと

税理士会員全員へ成果は及ぶことの周知。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

海外へ行く機会が多そうだから、旅行会社の
企画担当（添乗員ではなく）。

　　　　　　　　　幹事長
渡　邉　輝　男　

関税政の幹事長の６年間において、最初の２年
間は日税政の国対委員長と埼玉県税政連の会長を
兼務し、中間の２年間は日税政の国対委員長を兼
務し、最後の２年間は日税政の幹事長を兼務して
いました。従って、関税政の幹事長として最も印
象に残った活動といっても思い出せません。

私が幹事長になる前は、会議においても議題に
沿って粛々と進められていた感じで、会議におい
て自由に発言し合う環境ではなかったような気が
しました。従って、私がいつも心掛けてきたことは、
会議において皆さんが活発に意見を述べ合う環境
作りをすることでした。活発な意見の交換は活発
な活動に繋がると思ったからです。

次にしようとしたことは、各県税政連の規約を
統一化し、それに基づいて関税政の規約を改正し
ようとしたことです。これは組織委員会にお願い
しましたが、なかなか結果が得られませんでした。
偶然と言ってよいのか、会費の収納方法の変更と
いう事案が生じ、これにより各県税政連の標準規
約等を作成することが出来ました。これは、その
後発生した栃木県税政連の訴訟問題において幾
らか役に立ったかなと思っています。

税政連活動に関して望むことは各委員会の活

動を活発化することです。このことは最初の正
副幹事長会議においても、各委員長に活発な委
員会活動をお願いし、会議及び活動に必要な予
算を提示するよう求めましたが、残念ながら予
算を要求してきた委員会はありませんでした。税
政連活動とは各委員会の活動の集約です。税制
改正を例にとれば、日税政の一斉陳情に参加す
ることは国対委員会及び政策委員会の活動では
ありません。税制改正の過程の中で状況を分析
し適時に陳情を計画し実行することが委員会の
活動です。国会議員の政治資金パーティーに参
加することも委員会活動です。このように、各委
員会の委員長が自分のするべきことを考え実行
することにより税政連活動が活発になるのです。

次の幹事長には、自分なりの税政連のあるべき
姿を考えていただき、少しでもその姿に近づけるよ
う関税政を導いていただきたいと希望しています。

　　　　　　　　　副幹事長
坂　場　信　夫　

１．最も印象に残った活動
国会議員の先生と身近に接し、税理士会の税

制改正活動（陳情）ができたこと。
２．税政連のイメージ
「税制」全般について勉強していないと務ま

らない役職である。
３．今後の税政連活動に求めること

各後援会活動への更なる支援と国会陳情の効
果が見える形の強力なアピール方法。
４．会員へ訴えたいこと

税理士会員全員が税理士政治連盟の会員と
なってほしいです。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

生き物が好きなので、それに関連する仕事が
したいです。
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　　　　　　　　　副幹事長
小　池　英　之　

後援会対策委員長を拝命し２年が経過しました。
税政連の最も重要な活動として、「国会議員の

後援会」を組織して常日頃から接触をすること
で国会の情勢や生の政治の動き等の情報を得る
とともに、税理士会の要望を十分に伝え、要望
の実現を目指すということが挙げられています。

後援会は設立されてはいるものの活動していな
い後援会も数多く、そのような後援会の組織の強
化と活動の活性化を支援する後援会対策委員長
として大した事もできませんでしたが、皆様のご
協力により任期を終了することができそうです。

いろいろと課題の多い税政連ですが、今後と
も皆様のご協力をよろしくお願いします。

　　　　　　　　　副幹事長
入　沢　紀　行　

群馬県税理士政治連盟の幹事長として、また
関税政の広報副委員長を拝命し、瞬く間に２年
が経過しました。右も左もわからないまま関税
政の会議に出席し、会議等を通じ税政連の活動、
必要性を教えていただきました。税政連の役割
は税理士会の目的とその事業を遂行するため税
理士会の建議要望を受け、国会議員に対し陳情
活動を行い、税制改正を実現することです。

そのためには、後援会活動を通じ、国会議員
と地元税理士との間で密な関係を築く必要があ
り、そこから税理士会の意見要望を税制改正に
つなげる必要があります。我々の意見がすぐ聞
き入れられるほど簡単な話ではありませんが、
会員先生方におかれましても税政連の活動・後
援会活動にご理解ご協力いただければ幸いです。

　　　　　　　　　副幹事長
　秋　山　典　久　

１．最も印象に残った活動
後援会会長連絡協議会における後援会会長の

意識の高さ、税政連は後援会によって活動がは
かどっていることを再認識した。
２．税政連のイメージ

税政連は税理士会の目的達成のために組織さ
れているため、個々の政治観念は受け入れられ
るものではない。
３．今後の税政連活動に求めること

日税政及び関税政の重点要望を尊重し、個々
の意見を陳情しないようにすること。
４．会員へ訴えたいこと

税政連は税理士党とも言える組織であり、税
理士法第49条の11の建議権による建議内容の実
現のために活動をしていることを理解してもら
い年間1万円の会費納入をお願いしたい。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

国会議員　（税制に関する議論と税務行政に
ついての執行について監視をしたい。）

　　　　　　　　　副幹事長
古　川　和　夫　

税政連は、税理士会の目的を達成するために
設立された政治団体です。

税政連の活動は、会員の先生方に納付してい
ただく会費によって賄われています。税制の改
正をはじめとして、税理士を取り巻くすべての
法律に何らかの関わりを持つためには、政治活
動は必要不可欠です。そして、その活動成果は
税理士会員全員が受益者なのです。

確かに税理士会のように強制加入団体ではあ
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りません。だからこそ、より一層のご理解とご
協力が必要なのです。

　　　　　　　　　副幹事長
　横　沢　　　正　

１．最も印象に残った活動
消費税軽減税率導入反対についての陳情活動

２．税政連のイメージ
玄人集団

３．今後の税政連活動に求めること
小規模零細企業・一般庶民の声なき声の代弁

者としての活動の一層の充実
４．会員へ訴えたいこと

税理士会の要望を成就する一つの手段として
税政連があるということ
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

農業（税という人為の法則中心の中で生きて
きたので、次は自然の法則中心で）

　　　　　　　　　副幹事長
原　口　哲　也　

１．最も印象に残った活動
陳情で額賀先生の所へ訪問したら、本会の会

長までいらっしゃっていたこと。
２．税政連のイメージ

貧乏
３．今後の税政連活動に求めること

本来、業界の力を高めるためには政治力を高
める必要があると思います。
４．会員へ訴えたいこと

政治思想に関係なく自分の職業の地位向上の
ための団体なので、入会してお金払って下さい。

５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか
Ｆ１パイロット　　　　引退後　税理士

　　　　　　　　　副幹事長
仲　野　光　男　

１．最も印象に残った活動
参議院選挙で栃税政推薦の候補者の立会演説

会に役員とともに参加して栃税政が選挙の支援
活動を行っている事を伝えて理解を頂いたこと。
また、税理士による高橋かつのり後援会の設立
に発起人会から参加し設立総会まで立ち会うこ
とができ貴重な経験を得たこと。
２．税政連のイメージ

税理士会の要望である税制改正の実現に向け
て、政党や国会議員に働きかけ、また、選挙に
際して推薦候補者の選挙の支援活動を行う重要
な活動をしている。しかし、税理士会員の中に
は、税政連をよく理解されていないようなイ
メージがあります。
３．今後の税政連活動に求めること

税理士制度の擁護、発展及び税理士の権益の
確保、拡充の目的を達するため全税理士が結集
し、大きな政治力を発揮できるため後援会のな
い国会議員に税理士による国会議員後援会の設
立を積極的に進めていく。
４．会員へ訴えたいこと

税政連の活動によって多くの成果を受けること
ができますが、この成果の恩恵は、全税理士会員
が享受しているものであるので、全税理士会員が
税政連に参加してもらえるように訴えたい。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

福沢諭吉の心訓の中に「世の中で一番楽しく
立派な事は、一生涯を貫く仕事を持つということ
です。」という一説があります。この言葉を心に
刻み税理士になろうと決めたことを思い出しまし
たので、今度生まれてきたら職業は何をしたい
かというと、同じ税理士になりたいと思います。
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　　　　　　　　　副幹事長
栁　澤　　　彰　

１．最も印象に残った活動
なんといっても初めての陳情です。地元選出

の議員の皆さんに議員会館で直接お会いして陳
情したときは緊張で冷や汗をかいたのを思い出
します。短い時間で端的に伝えることの難しさ
を感じました。
２．税政連のイメージ

参加する前は、重鎮の方々の会議中心のイメー
ジでしたが、実際にはかなりの行動力が必要であ
ると感じました。要望を伝えるには実行力・正義感・
熱い思いで取り組むことが必要だと感じました。
３．今後の税政連活動に求めること

税政連の活動状況を会員にどのように伝え理解
していただけるか、ひとりでも多くの会員の理解を
得ていくことが税政連活動の活性化にもつながり、
税理士への納税者からの支持を得られ、多くの税
制改正要望の実現に繋がっていくと思います。
４．会員へ訴えたいこと

他人事と遠ざけず興味をもっていただきたい
です。議員の先生も日頃の政治活動の中で有権
者の真の声が聞けることを望んでいます。先輩
方が築いてくださった議員の皆さんとのパイプ
を更に強力なものとして有権者の声を国政に伝
えていこうではありませんか。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

僧侶。税金に悩まされなくていいから。では
なくて今の時代悩みを抱える人々の救いになれ
ればなんて、でも現実は違うのでしょうね。

　　　　　　　　　副幹事長
　新　井　　　正　

１．最も印象に残った活動
毎年の一斉陳情

２．税政連のイメージ
役員の平均年齢が毎年高くなっていて、若い

会員に参加していただきたい。国会議員との信
頼関係構築には、何年もかかるので。
３．今後の税政連活動に求めること

我々会員の中から、国会議員を出したい。税
政連の役員100人より一人の国会議員が大きく
税理士を取り巻く環境を変える。
４．会員へ訴えたいこと

年に何度か、国会陳情に会員に参加して税政連活動
を理解していただきたい。会費収納率の向上になります。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

また、同じ職業ですかね？でも今の職業は後
10年で大きく変化し無くなると思います。

　　　　　　　　　副幹事長
　岸　　　生　子　

１．最も印象に残った活動
陳情のため、衆議院・参議院の議員会館へ行

き、直接議員さんと話をしたこと。
２．税政連のイメージ

役員になる前はマニアックなイメージでした
が、実際入ってみると税理士や税理士会のため
に活動しています。
３．今後の税政連活動に求めること

活動の具体的な内容をもっと広報して、会員
に分かってもらえる税政連にしないとならない
かなと思います。
４．会員へ訴えたいこと

税制は、国民全体の問題であり、税理士はその道
のプロです。もっと法律の改正等結果だけでなく、意
見を言うことが必要です。それが税政連の活動です。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

資産家の娘か嫁として、不動産の運用をした
い。そして、スポーツや趣味に時間とお金をか
けたい。仕事も大好きだが、いつも何かに追わ
れているようでバタバタしているので、自分の
ための時間がほしいから。
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　　　　　　　　　副幹事長
　永　井　　　保　

１．最も印象に残った活動
議員の方々への税制改正要望の説明

２．税政連のイメージ
何をやっているのか必要性が分からない存在。

影が薄い。
３．今後の税政連活動に求めること

本会の調査研究部との関係や税制建議の流れ、
税制改正活動での本会と税政連の棲み分けの等
を具体的・体系的に説明し示すことが必要。
４．会員へ訴えたいこと

ＩＣＴ化の進展で税理士業務が大きく機械的
に取って換わられている印象がある中、税制改
正を通じてどう評価を高めていくのか考えるべ
き時代となっている。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか
①　国税調査官　総務を通じて最先端の技術、

情報、知識に接することができ、また、謎解
きのような要素もある仕事

②　遺伝子学者　遺伝子やＤＮＡが何時頃どう
やってできたのか知りたい。

　　　　　　　　　副幹事長
　小　杉　正　一　

１．最も印象に残った活動
税政連上層部の国会対策の大変さと知識の深

さを見せていただきました。

２．税政連のイメージ
ちょっと近寄りがたいイメージ

３．今後の税政連活動に求めること
税政連は、日税連と税制改正の要望が同じで

すので単独では難しいと思いますが、要望した
ことが具体的にどう実現したのか会員にもっと
分かりやすく説明した方が良いのではないかと
思います。
４．会員へ訴えたいこと

税政連の活動は納税者や税理士全体に関係する
活動ですので会費の納付にご協力をお願いします。
５．今度生まれてきたら職業は何をしたいか

特にないが、法律関係の仕事。人の役に立ち
結果が良ければ自分も知的に満足できるから。

　　　　　　　　　副幹事長
　成　澤　優一朗　

長野県税理士政治連盟の活動に初参加すると
同時に関税政の副幹事長に就き、２年が経過し
ました。長野駅前での消費税軽減税率導入反対
のビラ配りや財務官僚との懇談会、自民党長野
県議団への陳情などその活動自体が新鮮でした。

私が暮らしている長野県北信地方には与党議
員がいません。私が長税政に入った最大の目的
は、この現状の打破にあります。

今年は選挙の年です。７月の参議院選挙に
は、推薦候補が勝利すべく行動が必要となりま
す。まずは会員に投票行動の繰り返しの呼び掛
けです。税政連の必要性も同時に訴えていきます。

最終的には、衆議院議員選挙において私たち
の推薦候補の勝利を目指しています。皆さま頑
張っていきましょう。

逝去のお知らせ
本連盟の副会長・福田 朗氏は、平成31年４月６日に逝去されました。同氏は、平成27年７月から

副会長を務められていました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

関東信越税理士政治連盟

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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茨城県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　坂　場　信　夫

１．新年賀詞交歓会
茨税政は、１月15日午後３時から、ホテルレ

イクビュー水戸（水戸市）において、例年どお
り県連・税協・税政連の３団体が一堂に会して
の賀詞交歓会を開催した。県税理士３団体合同
の賀詞交歓会ということで石毛茨城県知事公務
室長（知事代理）、髙橋靖水戸市長が出席され
それぞれあいさつをいただいた。今年の賀詞交
歓会も後援会を組織している国会議員、さらに
県内すべての国会議員を来賓として招待した。
出席者は国会議員本人が10人、前衆議院議員が
１人、代理の秘書が５人の総勢16人であった。

あいさつは衆議院議員の石川昭政議員（自民
党・茨城５区）、国光文乃議員（自民党・茨城６区）、
永岡桂子議員（自民党・比例北関東）、神田裕議
員（自民党・比例北関東）、浅野哲議員（国民民
主党・比例北関東）、青山大人議員（国民民主党・
比例北関東）、次に参議院議員の岡田広議員（自
民党・茨城県）、上月良祐議員（自民党・茨城県）、
藤田幸久議員（国民民主党・茨城県）、郡司彰議
員（無所属・茨城県）最後に前衆議院議員の福
島伸享氏からいただいた。また関税政から渡邉
輝男幹事長が出席された。

２．臨時大会
茨税政は、３月26日午後１時30分からホテル

レイクビュー水戸において役員改選を議案とす
る臨時大会を開催し、原案どおり可決承認された。

本連盟は、本年度も県下７つの国会議員の後
援会と協力して税制改正に関する陳情活動を活
発に行う予定である。

栃木県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　小　池　英　之

１．新年賀詞交歓会
栃税政は、１月12日午後４時から東武ホテル

グランデ（宇都宮市）において、県支部連合会、

石川昭政
衆議院議員

国光文乃
衆議院議員

永岡桂子
衆議院議員

神田裕
衆議院議員

浅野哲
衆議院議員

青山大人
衆議院議員

岡田広
参議院議員

上月良祐
参議院議員

藤田幸久
参議院議員

郡司彰
参議院議員

福島伸享氏
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栃税協との三団体の共催により、本年で26回目
となる新年賀詞交歓会を開催した。県内各支部
からも多くの会員が出席し、全体で110人規模
となった。

福田富一知事をはじめ衆参合わせて７人の本
県選出国会議員、関税政の渡邉輝男幹事長他４
人の役員をお迎えして盛大に開催した。

星野昌弘県連会長の開会の辞に続き、大川芳
宏栃税政会長による主催者あいさつが行われ、来
賓を代表して渡邉関税政幹事長があいさつ、大石
敬埼税政会長の乾杯のご発声により懇親に入った。

出席された知事、国会議員からは受付順に、
次に関税政の役員３人からもごあいさつをいた
だき、新春にふさわしい華やかな会となった。

２．後援会活動報告
「税理士による福田とみかず後援会」は、１

月12日午後２時から東武ホテルグランデ（宇都
宮市）において役員会を開催し、平成30年度の
活動状況及び収支決算の報告、平成31年度の活
動方針について協議を行った。

その後行われた税理士会の新年賀詞交歓会におい
ては、茂木敏充衆議院議員（自民党・栃木５区）、高
橋克法参議院議員（自民党・栃木県）及び福田富一
知事の各後援会役員が被後援者との懇親を深めた。

税理士による茂木敏充後援会

税理士による高橋かつのり後援会

税理士による福田とみかず後援会

３．栃税政臨時大会
３月22日午後１時30分から護国会館（宇都宮

市）において、栃税政の臨時大会を開催し多く
の代議員が出席する中、「役員改選の議決を求
める件」について審議した。

執行部から議案についての提案説明があり、
議長が議場に諮ったところ、満場一致で原案ど
おり可決承認された。
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群馬県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
入　沢　紀　行

１．国会議員の確定申告相談会場視察
税理士会が確定申告期に行っている税務支援

について理解を得るため後援会を通じ推薦国会
議員に税務支援会場等の視察を要請した結果、
２月24日（日）桐生商工会議所において開催さ
れた税務支援事業に井野俊郎衆議院議員（自民
党・群馬２区）に視察いただいた。桐生支部の
独自事業として開催されたもので、税理士会の
税務支援への取り組みの意義について石井謙三
後援会長をはじめ支部役員から説明し、井野議
員も税務支援の意義・重要性について理解いた
だいた。

井野俊郎議員 会場視察

２．税理士による富岡賢治後援会
３月27日ホテルグランビュー高崎（高崎市）

において第７回定期総会が開催された。大西勉
後援会長のあいさつの後、議案審議が行われ第
１号議案から第４号議案まですべての議案が全
会一致で可決承認された。

狩野要一群税政会長

大西勉後援会会長

３．群税政臨時大会
３月28日アニバーサリーコートラシーネ（前

橋市）において、臨時大会を開催した。代議員
94人中、出席87人（委任状による出席14人含む）
のもと、上程された群税政役員選任についての
議案は賛成多数で可決され、田子一夫（前橋支
局）会員を新会長に、三輪洋之（前橋支局）会
員を新幹事長にとする議案が承認された。その
後、役員を代表して狩野要一会長から退任のあ
いさつ、田子新会長から新任のあいさつが行わ
れた。

４．その他
①役員候補選考会議を開催（２月12日）
構成員21人 出席者15人 委任状による出席者５人

②書面による幹事会開催（２月15日）　　
構成員40人　回答数37人（賛成37人・反対０）

埼玉県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
秋　山　典　久

国会議員が確定申告相談会場を視察
税理士会が確定申告期に行っている税務支援

について理解を得るため、推薦国会議員に対し
その実態を視察するよう後援会や支局に働きか
け、複数の推薦国会議員が視察を行った。

視察に当たっては、税務支援の実情を説明し、
税理士会が行う社会貢献について理解を求めた。



令和元年 5 月 15 日発行  関　　　　税　　　　政  第41号 （15）

視察内容は下記のとおりである。
①黄川田仁志衆議院議員（自民党・埼玉３区）
日時：２月18日　10時30分から
会場：イオンレイクタウン（越谷市）

税理士会から戸井田越谷支部長、井山副支部
長、越谷支局から落合支局長が対応した。

②山口泰明衆議院議員（自民党・埼玉10区）
日時；２月18日　９時50分から
会場：東松山市民文化センター（東松山市）

埼税政から島﨑副幹事長、東松山支局から新
島支局長、後援会から佐々木会長代理、小川幹
事長が対応した。

③大島敦衆議院議員（国民民主党・埼玉６区）
日時：２月21日　９時30分から
会場；上尾税務署（上尾市）

上尾支局から土屋支局長、後援会から榎本会
長らが対応した。

④村井秀樹衆議院議員（自民党・埼玉１区）
日時：２月24日　10時30分から
会場：さいたまスーパーアリーナ（さいたま市）

浦和支局から小滝支局長、後援会から内田副
会長、北村副会長、石川幹事長が対応した。

⑤土屋品子衆議院議員（自民党・埼玉13区）
日時：３月４日　９時から
会場：春日部税務署（春日部市）

埼税政から新井副幹事長、春日部支局から梨
本支局長、後援会から石川会長、宮野副会長、
澁谷幹事長が対応した。

⑥枝野幸男衆議院議員（立憲民主党代表・埼玉５区）
髙木錬太郎衆議院議員（立憲民主党・比例北関東）
日時：３月４日　10時から
会場：さいたまスーパーアリーナ（さいたま市）

埼税政から秋山幹事長、大宮支局から羽入田支
局長、後援会から川手会長、根岸幹事長が対応した。

新潟県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
古　川　和　夫

１．国会議員が確定申告会場を視察
税理士会が確定申告期に行っている税務支援

について理解を得るため、推薦国会議員に対し
その実態を視察するよう後援会や支局に働きか
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け、複数の国会議員が視察を行った。
視察に当たっては、税務支援の実情を説明し、

税理士会が行う社会貢献について、より一層の
理解を求めた。

①泉田裕彦衆議院議員（自民党・新潟５区）
２月18日、長岡地方合同庁舎会場を視察。

②鷲尾英一郎衆議院議員（無所属・新潟２区）
２月18日、新潟市巻ふれあい福祉センター
会場を視察。

③斎藤洋明衆議院議員（自民党・比例北陸信越）
２月25日、新発田市カルチャーセンター会場
を視察。

④石﨑徹衆議院議員（自民党・比例北陸信越）
３月11日、朱鷺メッセ４階国際会議場会場（新

潟市）を視察。

２．新年度役員が決定
３月28日午前11時から、新潟県税理士会館（新

潟市）において、臨時大会を開催し任期満了に
伴う新役員を決定した。

主な役員は次のとおり。
会長　　　高橋　　潔（長岡）　　再任
副会長　　池　　淳一（新潟）　　再任
　　　　　今井　彰夫（長岡）　　再任
　　　　　古川　和夫（長岡）　　新任
　　　　　青木美智夫（小千谷）　新任
　　　　　笹川　賢治（高田）　　再任
幹事長　　森山　昭彦（柏崎）　　新任

長野県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
横　沢　　　正

１．確定申告相談会場視察
①務台俊介衆議院議員（自民党・比例北陸信越）
　２月４日　松本税務署

会場視察後、松本税務署署長室において、署長以
下幹部と複数税率への対応状況などについて懇談した。
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②後藤茂之衆議院議員（自民党・長野４区）
　３月４日 塩尻市役所・茅野市役所

会場視察時に来場者及び担当税理士に言葉をか
け、市担当者と進捗状況についての意見交換があった。

２．国会議員訪問
１月10日、新年賀詞交歓会（日税連）への出

席に先立ち、衆議院並びに参議院各議員会館に
おいて後援会のある４人の議員、務台俊介衆議
院議員（自民党・比例北陸信越）、後藤茂之衆
議院議員（自民党・長野４区）、宮下一郎衆議
院議員（自民党・長野５区）、羽田雄一郎参議
院議員（国民民主党・長野県）を訪問した。

３．隣接士業政治連盟懇談会
１月24日、ホテルメトロポリタン長野（長野

市）において、長野県行政書士会政治連盟及び
長野県社会保険労務士政治連盟と各連盟の活動
状況について報告と意見交換を行った。

長野県社会保険労務士政治連盟

長野県行政書士会政治連盟

４．後援会活動
国政報告、税制改正要望など以下のとおり開催
１／５　税理士による務台俊介後援会（松本市）
１／19　税理士による宮下一郎後援会（伊那市）

宮下一郎後援会総会（伊那市：海老屋）

１／20　税理士による後藤茂之後援会（諏訪市）

後藤茂之後援会総会（諏訪市：仙岳本店）

１／27　税理士による務台俊介後援会（松本市）
２／４　税理士による務台俊介後援会（松本市）
２／21　税理士による務台俊介後援会（東京都麹町）
３／４　税理士による後藤茂之後援会（諏訪市、茅野市）

５．長野県税政連の活動
12／19　書面による推薦審査会（松本市）
12／20　第２回幹事会（松本市）
２／１　伊那支部訪問（伊那市）
２／８　臨時大会（松本市）
２／11　小松ゆたかを囲む会（長野市）
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２月７日、アマンダンセイル（千葉市）にお
いて第33回東日本六税政連役員連絡協議会が開
催され、関税政から井部会長など８人、全体で
63人が出席した。

この協議会は東日本の６つの税政連で構成さ
れ、今回は千葉県税政連の主催で開催された。
出席者は次のとおり。

①東京税政連（東京都） 11人
②東京地方税政連（神奈川県、山梨県） 10人
③北海道税政連 ６人
④東北税政連 ８人
⑤千葉県税政連 17人
　千葉県税理士会 ２人
　千葉県税理士協同組合 １人
今回は、事前アンケートでの「１．各単位会

の活動の特色について」、「２．財政の健全化に
向けての取り組みついて」の２つの議題を基に、
各単位税政連から報告がなされた後、意見交換
がおこなわれた。関税政からは、

１．各単位会の活動の特色については、①会
議開催による情報の共有化②後援会活動の活性
化のため年１回「後援会会長連絡会議」の開催
で会長全員から活動報告を求める③日税政と同
日に行う一斉陳情や地元での国会議員への接触
による陳情④埼税政は、税制改正大綱の決定・
公表に併せての勉強会開催⑤長税政の財務省主
税局との意見交換会の実施を報告した。

２．財政健全化に向けての取り組みについて
は、①旅費規程の見直し②埼税政が実施したサ

ポート募金③国会議員への推薦料の削減を行っ
たことを報告した。

その後、次回の開催を北海道税政連が主催す
ることで午後４時20分閉会した。

懇親会では、各単位税政連の会長６人による
日本酒の鏡開きが行われ、海ほたるや千葉港に
入港する船舶の灯りを眺めながら活発な意見交
換がなされ盛会裏に終了した。

関税政の出席者は次のとおり。
会 　 長 井部　俊一
副 会 長 高野　善生
幹 事 長 渡邉　輝男
副幹事長（政策委員長） 秋山　典久
副幹事長（財務委員長） 古川　和夫
副幹事長（組織委員長） 横沢　　正
副幹事長（広報委員長） 栁澤　　彰
副幹事長（後援会対策委員長） 小池　英之
事務局 １人

広報委員長東日本六税政連役員連絡協議会 栁　澤　　　彰

税理士による国会議員後援会名簿（新設）

国会議員名 選　挙　区 政党名 後援会会長名 後援会幹事長名 設立年月日

上　月　良　祐 参・茨城 自民党 井上　雅裕 四ツ倉宏幸 Ｈ 31.3.24

（敬称略）

•••••••••••••••••••••••••
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●平成31年２月７日　東日本６税政連役員連絡協議会
　（千葉市・アマンダンセイル）
議題　各単位会の活動の特色について

●３月26日　第２回推薦審査会
　（本会会議室）
議題　次期参議院議員選挙の本連盟推薦候補者

について

関税政の動き
●３月26日　第６回正副会長・正副幹事長合同会議
議題　後援会支援規程改正案について

●４月５日　第１回広報委員会
　（本会会議室）
議題　「関税政」第41号の校正について

●４月10日　第１回正副幹事長会
　（本会会議室）
議題　第53回定期大会の議案について

編集後記編集後記
広報委員長　　　栁澤　　彰
今回の編集作業において役員の皆さんの税理士とし
ての使命感の強さに改めて敬服し勇気付けられ、税
政連活動の課題と広報の重要性も再認識しました。
今回の意見を参考に身近な税政連・会報誌が出来れ
ばと感じた。

広報副委員長　　入沢　紀行
この編集後記を書くのも今回の５/15号で最後と
なりました。２年間という短い期間でしたが何も
わからない状況の中、会員皆様の協力により無事
終えることができました。この場をお借りしまし
てお礼申し上げます。

広報委員　　　　加藤　信彦
投稿してくださった方の思いを伝えられるよう編集
を務めてきたつもりですが、なかなか難しいなと感
じることが多々ありました。いろいろな視点から文
章を見ることの大切さを教わりました。ありがとう
ございました。

広報委員　　　　青柳　　孝
４年間微力ながら務めさせていただきました。勉
強することが多く、いい経験になりました。変わっ
てほしいことが本当に変わる日が来るか？見届け
たい気もしています。

広報委員　　　　小板橋敬之
２年間の任期が終了しました。初めての税政連で
したが政治家の方への働きかけの大変さが垣間見
えたような気がしました。来年度も引き続き広報
委員を務めることとなりました。今後ともよろし
くお願いいたします。

広報委員　　　　島﨑　己作
鯉のぼり昭和は遠くなりにけり
平成が終わり、令和になりました。元号も悪くは
ないのでしょうが、連続性のある西暦が実務的で
国際性があります。今後も和暦表示と西暦表示の
書類が入り交じります。期間の計算、年齢などは
早見表が必要です。

広報委員　　　　田中　　操
関税政第41号の発行をもって間もなく３期６年
の任期を終了します。「限られた予算内で発行で
きるタイムリーな広報誌の発行」という課題は創
意工夫により年３回発行することで解決できまし
たが、皆様にはタイムリーに届いていますでしょ
うか。

広報委員　　　　依田　央雄
新元号令和・紙幣の全面刷新と明るい新時代を迎
えた感があります。私は２期４年の広報委員の役
目を無事終了することができました。渡邉幹事長、
栁澤委員長、各県広報委員、事務局の皆様大変お
世話になりました。今後も「関税政」が税理士の
社会的地位向上の中心的役割を担っていただきた
いと思います。
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