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白鳥の渡来地として全国的に有名で、ラムサー
ル条約登録湿地でもある瓢湖。
白鳥は、毎年10月上旬に第一陣が訪れ、3月下
旬まで滞在しています。
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国対委員長　小　口　秀一　

第 49 回衆議院議員総選挙を
振り返って

第49回衆議院議員総選挙が10月19日に公示

され10月31日に投開票が行われた。岸田首相が

10月４日に就任と同時に発表した解散総選挙で、

任期満了の10月21日以降に総選挙が行われるこ

ととなり、これは現行の日本国憲法下では初めて

のことであった。慌ただしい選挙であったしマス

コミでは与党敗北予想の記事が報じられ各県に

おいては激しい選挙戦に対応していただいた多

くの会員がおられたと想像している。

国対委員会といたしましては、公職選挙法に

違反することのないように選挙事務所担当者と

連絡を密にしての選挙活動をお願いしたところ

でしたが、無事何も問題なく総選挙が終了し大

きな成果を得られましたこと会員の皆様全員に

お礼申し上げます。

大変お世話になりました。ありがとうござい

ました。

我が関東信越税理士政治連盟（以下「当連盟」

という）は、茨城７人・栃木４人・群馬６人・

埼玉14人・新潟７人・長野５人の合計43人の各

県税理士政治連盟が挙げた候補者を推薦し、う

ち42人が当選という期待したとおりのうれしい

結果となった。

全国に目を向ければ、マスコミの予想を覆す

与党勝利の結果となり自民党が単独過半数を獲

得した。議員個人に目を向ければ、多くの古株

といわれる候補者が小選挙区で落選し比例区で

も復活が叶わなかったケースが発生した。また

大阪では小選挙区19の内15を日本維新の会が獲

得し残り４は公明党という驚きの結果であった。

日本の政治に対する何らかの意思が意見を主

張し始めたと理解しなければいけないのかもし

れない。国対委員会は、この結果が一時的なも

のなのか始まりなのか見極めながらこれからの

国政選挙及び陳情活動に取り組んでいかなけれ

ばならないのかもしれない。

何はともあれ、11月16日に衆参両議員会館で

日本税理士政治連盟主催の一斉陳情が実施され、

当連盟が対応する議員への陳情の折には多くの

お祝いの言葉とともに税制及び税理士法改正の

要望に理解を求め、笑顔の中で陳情活動がス

ムーズに進められた。このような流れをお作り

くださった会員の皆様には重ねて御礼申し上げ

ます。
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下表43人の推薦候補者（日税政への推薦も同様）を決定した。令和３年10月31日の投開票において
下表の42人が当選した。

第49回衆議院議員総選挙における
関税政推薦候補者の結果

氏　　名 選 挙 区 政党（前）結果
枝野　幸男 埼玉５区 立憲民主党 •
牧原　秀樹 埼玉５区 自民党 比•
大島　　敦 埼玉６区 立憲民主党 •
小宮山泰子 埼玉７区 立憲民主党 比•
柴山　昌彦 埼玉８区 自民党 •
山口　　晋 埼玉 10区 自民党 •
小泉　龍司 埼玉 11区 自民党 •
土屋　品子 埼玉 13区 自民党 •
三ツ林裕巳 埼玉 14区 自民党 •
塚田　一郎 新潟１区 自民党 比•
鷲尾英一郎 比例北陸信越 自民党 比•
斎藤　洋明 新潟３区 自民党 •
菊田真紀子 新潟４区 立憲民主党 •
国定　勇人 新潟４区 自民党 比•
泉田　裕彦 新潟５区 自民党 比•
髙鳥　修一 新潟６区 自民党 比•
若林　健太 長野１区 自民党 •
務台　俊介 長野２区 自民党 比•
井出　庸生 長野３区 自民党 •
後藤　茂之 長野４区 自民党 •
宮下　一郎 長野５区 自民党 •
※•=当選　ー=当選に至らず　比•=比例当選

（敬称略）
氏　　名 選 挙 区 政党（前）結果
田所　嘉德 茨城１区 自民党 比•
福島　伸享 茨城１区 無所属 •
額賀福志郎 茨城２区 自民党 •
葉梨　康弘 茨城３区 自民党 •
梶山　弘志 茨城４区 自民党 •
石川　昭政 茨城５区 自民党 比•
永岡　桂子 茨城７区 自民党 •
船田　　元 栃木１区 自民党 •
簗　　和生 栃木３区 自民党 •
佐藤　　勉 栃木４区 自民党 •
茂木　敏充 栃木５区 自民党 •
尾身　朝子 比例北関東 自民党 比•
井野　俊郎 群馬２区 自民党 •
笹川　博義 群馬３区 自民党 •
福田　達夫 群馬４区 自民党 •
小渕　優子 群馬５区 自民党 •
福重　隆浩 比例北関東 公明党 比•
武正　公一 埼玉１区 立憲民主党 ー

村井　英樹 埼玉１区 自民党 •
新藤　義孝 埼玉２区 自民党 •
黄川田仁志 埼玉３区 自民党 •
穂坂　　泰 埼玉４区 自民党 •
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福島伸享衆議院議員（無所属・茨城1区）

額賀福志郎衆議院議員（自民党・茨城2区）

葉梨康弘衆議院議員（自民党・茨城3区）

田所嘉徳衆議院議員（自民党・比例北関東）

石川昭政衆議院議員（自民党・比例北関東）

茨城県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　原　口　哲　也

１．第49回衆議院議員総選挙について
10月14日に解散後、同月19日公示、同月21日
任期満了、同月31日投開票という選挙期間と
なった。戦後の衆議院議員総選挙は帝国議会
だった頃も含め議員の任期満了後に行われるの
は初めてのことであった。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら推薦候補者７人の陣中見舞い等は各後援会会
長等中心の手交となった。
各陣営の尽力の結果、推薦候補者全員が当選
となった。

推薦候補者（税理士による後援会有）
田所　嘉德（自民党）・福島　伸享（無所属）
額賀福志郎（自民党）・葉梨　康弘（自民党）
梶山　弘志（自民党）・石川　昭政（自民党）
永岡　桂子（自民党）

２．陳情活動での国会議員との接触状況について
11月16日に永田町の衆参両議員会館、自民党
本部において県選出国会議員に対して「税理士
法に関する改正要望」等に関する陳情を行った。
福島伸享議員、額賀福志郎議員、葉梨康弘議
員、梶山弘志議員、田所嘉德議員、石川昭政議員、
上月良祐議員がご多忙の中時間を作ってくださ
り直接本人に陳情した。本人不在の議員に対し
ては秘書等に趣旨を説明し資料を渡した。多く
の議員に理解を求めることができた。

梶山弘志衆議院議員（自民党・茨城4区）
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上月良祐参議院議員（自民党・茨城県）

栃木県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　小　口　秀　一

１．第49回衆議院議員総選挙について
９月29日に自由民主党総裁となり10月４日に
首相となった岸田文雄首相が、同日に10月31日
の総選挙を発表した。昨年からいつ総選挙が行
われてもおかしくない状況が続いていたが、新
型コロナウイルスの感染状況が収束しなかった
ことにより延び延びになっていたものが最後の
段階になってやっと実現した。
栃税政は昨年12月の段階で既に現職自民党衆
議院議員４人を日税政及び関税政に推薦候補者
申請しており本年９月までには全員を栃税政と
併せて３税政から推薦決定していたが、この発
表を受け栃木２区の小選挙区立候補者決定と同
時の10月８日に最終の栃税政からの推薦候補者
に対して書面審議による推薦審査会を開催した。
結果、追加推薦が承認され合計６人を推薦す
ることとなって10月12日から各選挙事務所を回
り推薦状と陣中見舞いを手渡し、出陣式には手
分けして駆けつけた。
史上初めて任期満了以降に総選挙が行われる
とあり慌ただしい選挙活動であったが、推薦し
た候補者は比例による復活当選も含め全員が無
事当選する運びとなった。
推薦及び当選者は以下のとおりである。
　日税政・関税政・栃税政推薦者
　　船田　元（自民党・栃木１区）当選
　　簗　和生（自民党・栃木３区）当選
　　佐藤　勉（自民党・栃木４区）当選
　　茂木敏充（自民党・栃木５区）当選
　栃税政推薦者
　　福田昭夫（立憲民主党・栃木２区）当選
　　五十嵐清（自民党・比例北関東）当選
　非推薦であったが当選した候補者
　　藤岡隆雄（立憲民主党・比例北関東）

２．陳情活動での国会議員との接触状況について
11月16日に永田町の衆議院議員会館及び参議
院議員会館において、県選出国会議員に対して

陳情活動を行った。簗和生議員、五十嵐清議員、
上野通子議員、髙橋克法議員がご多忙の中お会
いくださって本人に直接陳情できた。税制改正
小委員会に出席して意見を述べていただくよう
お願いしてきた。
本人不在の議員に対しては全議員の秘書に資
料を手渡し説明した。

簗和生衆議院議員（自民党・栃木3区）

五十嵐清衆議院議員（自民党・比例北関東）

上野通子参議院議員（自民党・栃木県）

高橋克法参議院議員（自民党・栃木県）

群馬県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
三　輪　洋　之

１．第49回衆議院議員総選挙について
10月14日、衆議院が解散され、10月19日公
示・31日投開票とすることが、臨時閣議で決定
された。岸田首相は「コロナ後の新しい未来を
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切りひらいていけるのは誰なのか選択いただき
たい」と支持を呼びかけ、各党も新型コロナウ
イルス対策や経済対策などを争点に選挙戦をス
タートさせた。
群税政は、群税政規約に則り、推薦候補者を
書面審査により次のとおり決定した。
群税政・関税政推薦候補者
井野　俊郎（自民党・群馬２区）
笹川　博義（自民党・群馬３区）
福田　達夫（自民党・群馬４区）
小渕　優子（自民党・群馬５区）
尾身　朝子（自民党・比例北関東）
福重　隆浩（公明党・比例北関東）
群税政
石関　貴史（無所属・群馬２区）

群馬２区　井野俊郎候補

群馬３区　笹川博義候補

群馬４区　福田達夫候補

群馬５区　小渕優子候補事務所

比例北関東　尾身朝子候補事務所

比例北関東　福重隆浩候補

群馬２区　石関貴史候補

２．陳情活動（税制改正に関する要望・税理士
法に関する改正要望）について
11月16日、衆議院議員会館及び参議院議員会
館において県選出国会議員への陳情活動を行っ
た。また、本人不在の議員に対しては秘書に趣
旨を説明し資料を渡した。
税制改正に関する要望については既に地元で陳

情を行っているため、今回は、税理士法改正に関
する要望について重点的に陳情を行った。ご対応
いただいた議員の方々には、要望の趣旨や内容に
ついて十分な理解を得ることができたと思う。

笹川博義衆議院議員（自民党・群馬３区）

尾身朝子衆議院議員（自民党・比例北関東）
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中曽根弘文参議院議員（自民党・群馬県）

清水真人参議院議員（自民党・群馬県）

埼玉県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
新　井　　　正

第49回衆議院議員総選挙について
今回の衆議院議員総選挙は、菅内閣から岸田

内閣発足直後の解散で、公示から投票日までの
期間が今までにない短期間であった。その短い
期間に後援会の会員、支局長はじめ税政連会員
と連携し推薦候補者の当選を目指した。後援会
会員は、候補者の街頭演説、早朝からの駅頭応
援をはじめ選挙事務所での証紙貼り、ハガキの
宛名書きなどの選挙運動を活発に展開していた
だいたことに、この場を借りて改めて感謝申し
上げます。
今回の10月31日投開票日は、未だない厳しい
日であった。埼玉は特に、開票結果が出るのが
午前０時を過ぎ、また明け方になった選挙区も
多くある与野党激戦だった。選挙事務所に詰め
ていた税政連の関係者は大変お疲れ様でした。
埼玉の選挙結果は、推薦候補者15人の内、当
選14人落選１人であった。残念ながら１人の落
選であったが、推薦したすべての方は税理士制
度を理解してくださり、税政連の要望に耳を傾
けご協力くださった方々である。今後も引き続
き、税政連にご協力くださる方々を国会に送る
ためにも、後援会活動を積極的に行い、日々の
交流を積み重ねていくことが重要である。
我々の仕事は税理士会の声を国政に届けるこ
とである。後援会会員、支局の皆様には、今後
も引き続きご協力をお願いいたします。
（写真は『衆議院総選挙 PHOTO特集』をご覧
ください。）

新潟県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
田　中　　　操

１．第49回衆議院議員総選挙小選挙区・比例代
表について
推薦状を手交した県税政・関税政・日税政の
推薦候補者10人に対して税政連・後援会が公示
日から投開票日の前日まで総力結集の選挙運動
を行った。前回同様、投票率は全国第２位の
63.16% と高かった。
多数の選挙区で与野党激戦の一騎打ちとなり
与党推薦候補者６人は小選挙区で二勝四敗と
なったが、比例単独（推薦１人）と比例復活（推
薦４人）当選者が増えて新潟県選出の衆議院議
員は与野党９人から11人に増えた結果となった。
推薦候補者10人の選挙結果は次のとおりである。

選挙区	 推薦立候補者名	 結果
１区	 塚田　一郎（自民・新）	 比例当選
１区	 西村智奈美（立憲・前）	 当選
比例区	 鷲尾英一郎（自民・前）	 比例当選
２区	 細田　健一（自民・前）	 当選
３区	 斎藤　洋明（自民・前）	 当選
３区　	 黒岩　宇洋（立憲・前）
４区	 菊田真紀子（立憲・前）	 当選
４区	 国定　勇人（自民・新）	 比例当選
５区	 泉田　裕彦（自民・前）	 比例当選
６区	 髙鳥　修一（自民・前）	 比例当選

新潟１区　塚田一郎候補

新潟１区　西村智奈美候補
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比例北陸信越　鷲尾英一郎候補

新潟２区　細田健一候補

新潟３区　斎藤洋明候補

新潟４区　菊田真紀子候補

新潟４区　国定勇人候補

新潟５区　泉田裕彦候補

新潟６区　髙鳥修一候補

新潟３区　黒岩宇洋候補

２．令和４年度税制改正要望の陳情活動について
衆議院議員総選挙直前の地元陳情（関税政第
48号掲載）と選挙直後の11月16日に一斉陳情を
行った。
税理士法に関する改正要望にも賛同を得るこ
とができた。

長野県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
成　澤　優一朗

１．第49回衆議院議員総選挙について
９月29日に自民党新総裁に選出された岸田文
雄氏が、10月４日に首相に就任し、『今月14日
に衆議院を解散し、19日に公示、31日に総選挙
を行う』と表明した。
長税政は、１区若林健太氏、２区務台俊介氏、

３区井出庸生氏、４区後藤茂之氏、５区宮下一郎
氏の５人を推薦候補とした。10月７日から18日ま
での期間に推薦状等を持ち、各後援会とともに各
候補者事務所を廻った。選挙期間中は、各後援
会が中心となり、ハガキの宛名書き・証紙の貼り
付け・電話作戦に至るまで、選挙応援を行った。
４区後藤候補は、現職の厚生労働大臣として
圧勝した。５区宮下候補、３区井出候補、１区
若林候補は、大激戦の小選挙区を勝ち抜いた。
さらに、２区務台候補は、比例復活を果たし、
推薦候補全員が当選した。
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長野1区　若林健太候補

長野2区　務台俊介候補

長野3区　井出庸生候補

長野5区　宮下一郎候補

長野5区　宮下一郎候補

若林健太候補当選の様子

２．陳情活動について
10月５日に長税政は、財務省との意見交換会
を行った。昨年は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から10年間続けてきた同会議を
中止したが、本年は、是非に復活させたいとの
強い思いから、後藤茂之衆議院議員のお力添え
により再開できた。
財務省の出席者
主税局税制第一課	課長補佐　島貫	まどか氏
主税局税制第二課	課長補佐　牧村	慎一氏
主税局税制第三課	課長補佐　河田	啓晴氏
国税庁の出席者
課税部	法人課税	企画専門官　松尾	公二氏
長税政の出席者
会長　百瀬	征男、副会長　神谷	正紀、幹事
長　成澤	優一朗、運動副本部長　小野	伸二

（要望事項）
①消費税の申告不要制度の創設について
②適格請求書等保存方式の問題点とインボイ
ス制度の導入の中止
③所得税制上の所得控除の簡素化
④少額減価償却資産の損金算入の特例の改正
⑤復興特別所得税の廃止　ほか
当初は、コロナ禍ということで、30分程度の
会議を求められたが、議論が白熱し、60分に延
長させていただいた。なお、従来は議員会館会
議室にて行われていたが、我々が財務省に出向
くことで実現された。
この意見交換会を創設した若林健太氏が、今
回の総選挙で衆議院議員に当選し、国政復帰し
たことで、より充実した会議に発展していくこ
とであろう。

財務省意見交換会財務省メンバー

財務省意見交換会長税政幹部



（10） 第49号  関　　　　税　　　　政  令和 3 年 12 月 15 日発行

衆議院総選挙PHOTO特集

	

茨城1区　田所嘉徳候補

	

茨城1区　福島伸享候補

	

茨城2区　額賀福志郎候補事務所

	

茨城3区　葉梨康弘候補

	

茨城4区　梶山弘志候補

	

茨城5区　石川昭政候補

	

茨城7区　永岡桂子候補

	

栃木県１区　船田元候補

	

栃木県３区　簗和生候補

	

	

栃木県４区　佐藤勉候補

	

栃木県５区　茂木敏充候補

	

群馬2区　井野俊郎候補

	

	

群馬2区　石関貴史候補

	

群馬3区　笹川博義候補事務所

	

群馬4区　福田達夫候補事務所

	

群馬5区　小渕優子候補事務所

	

比例北関東　尾身朝子候補事務所

	

比例北関東　福重隆浩候補事務所

	

埼玉1区　村井英樹候補

	

埼玉1区　武正公一候補

	

埼玉2区　新藤義孝候補事務所
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埼玉3区　黄川田仁志候補

	

埼玉4区　穂坂泰候補

	

埼玉5区　枝野幸男候補

	

埼玉5区　牧原秀樹候補

	

埼玉7区　小宮山泰子候補

	

埼玉10区　山口晋候補

	

埼玉11区　小泉龍司候補

	

埼玉12区　野中厚候補

	

埼玉13区　土屋品子候補

	

埼玉14区　三ッ林裕巳候補

	

新潟１区　塚田一郎候補

	

新潟１区　西村智奈美候補

	

新潟２区　細田健一候補

	

新潟３区　斎藤洋明候補

	

新潟３区　黒岩宇洋候補

	

新潟４区　菊田真紀子候補

	

新潟４区　国定勇人候補

	

新潟５区　泉田裕彦候補

	

新潟６区　髙鳥修一候補

	

比例北陸信越　鷲尾英一郎候補

	

長野１区　若林健太候補

	

長野２区　務台俊介候補

	

長野３区　井出庸生候補

	

長野５区　宮下一郎候補
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