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第53回定期大会
新会長誕生～江波戸会長から平野会長へ～
税制改正重点要望事項決定

令和3年7月13日

於

オークラ千葉ホテル

千葉県税 政連

会長就任挨拶
千葉県税理士政治連盟 会長

第53回定期大会において

平野

芳和

ないといっても過言ではありません。税理士会の要望実現の

会長に選任されました、平野

ためには、税政連と後援会が連携することがますます必要と

でございます。昨年来猛威を

なってくると思います。会員の皆様には、
必ずどこかの後援会

振るっている新型コロナウイル

に入っていただき、
活発な活動をお願いしたいと思います。

スの感染拡大がなかなか収

克服すべき課題
千葉県税理士政治連盟が抱えている最大の課題は、会

束しません。昨年は会場での
定期大会を開催することが出

員数の減少とそれに伴う財政状態の悪化です。

来ず、書面議決による大会と

令和3年3月31日現在の加入率58.7％で、昨年を下回りま

なってしまいました。現在も次

した。支部ごとの格差も顕著で、高い支部は100％、低い支

から次へと変異ウイルスが発生、感染拡大が止まりません。

部は31.0％です。概ね県南東部は高く、北西部が低くなって

コロナ禍が１日も早く収束し、今まで通りの活動ができるよう

おります。支部ごとの事情はいろいろあると思いますが、税理

願ってやみません。

士会の活動が活発に行われている支部は、税政連の活動

さて、
退任されます江波戸会長は、
幹事長2期、
会長1期を

も活発のようです。税政連の活動を活発にするためには、税

含め20年以上にわたり千葉県税理士政治連盟をけん引さ

理士会との連携が不可欠です。税政連の支部役員は税理

れてこられました。
その功績は極めて顕著であり心より敬意を

士会の支部活動に積極的に参加し、相互交流を深め、税

表したいと思います。今後とも、
ご指導のほどよろしくお願いい

政連の活動を税理士会の会員に知って貰うよう努めて頂き

たします。

たいと思います。
会員数の減少に伴い、財政状態も悪化しております。
ここ

税政連の必要性
税政連はあくまでも税理士法第49条の11の建議権に基づ

数年、
単年度収支は400万円ほどの赤字で、
サポート募金で

く政治活動を行う団体であります。税理士会の目的に添った

一息ついている状態です。支出項目は政治活動を行うため

要望実現のため、
政治活動を制限されている税理士会に代

には必要不可欠なものばかりですので、
やはり収入を増やす

わって、
国会議員等に陳情などの政治活動を行うのが税政

努力が必要と思われます。
令和3年度の収支予算書から単純計算すると、
あと400

連であります。税理士会は、税に関する専門家として中小事
業者の視点からの税制改正要望をしております。
令和3年度

名程度の会員増加があれば単年度収支が合うことになりま

税制改正においては、
中小企業等の法人税率特例の延長、

す。400名増加すると加入率は大体75％になります。つまり、

電子帳簿等保存制度の見直し等の要望が実現しました。

すべての支部が加入率75％を達成すれば財政状態も好転

言うまでもなく法律改正は国会で行われます。一人でも多
くの国会議員に税理士会の要望に対するご理解をいただ

すると思います。支部長の皆様方には是非とも会員増強に
汗を流していただくようお願いしたいと思います。
最後に、
「税理士会の要望を実現するための政治活動を

き、賛成の一票を投じていただくことが税政連活動の基本
です。
そのためには、地域に密着した後援会活動が必要に

行う」
という税政連の目的を多くの税理士会員に理解してい

なってきます。後援会会長等が日常的に議員に直接会って、

ただき、参加していただくようにすることが私の使命と考え、

要望を説明し、陳情していただくことが重要なのです。税理

全力で取り組んでまいりますので、会員皆様のご協力を心よ

士による後援会の活動なくしては、税理士会の要望実現は

りお願い申し上げ、
就任のあいさつとさせていただきます。

「サポ－ト募金のお願い」
（1口以上）
引き続きサポート募金を募ることとさせていただき 【寄付金額】1口 5,000円
ゆうちょ銀行（口座番号 00180-1-632505）
ます。
1口5,000円以上で振込用紙は広報誌に同封 【振込口座】
いたしますので、
ぜひ多くの皆様にサポート募金にご 【口座名義】千葉県税理士政治連盟
協力いただけますようよろしくお願いいたします。

【振込用紙】別紙同封（ご住所・ご氏名をご記入の上お振込みください）

※「サポート募金」は政治資金規正法の関係上、
個人の税理士の方を対象としております。法人にお勤めの方がお振込みをされる場合は個人名をご記入
下さいますようお願い申し上げます。
また、
個人の方についても日本国籍を有する方に限らせていただきます。
（政治資金規正法第21条、
第22条の5）
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第53回定期大会開催
千葉県税理士政治連盟は、令和3年7月13日
（火）午後１時より、
オークラ千葉ホテル
（千葉市）
にお
いて、権淑香千葉県税理士会副会長、千葉正已千葉県税理士協同組合理事長他来賓を迎え、会
員98人の出席のもと、第53回定期大会を開催した。
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、千葉県には、
まん延防止等重点措置が発出されてお
り、出席者の人数を限定し、事前に抗原検査キットを出席者全員に郵送し、
「 抗原検査」を実施し、当
日の大会の模様は、
ライブ配信された。
また、恒例である国政報告会及び懇親会も中止し、国会議員等による挨拶（3分間スピーチ）のみと
し、規模を縮小して開催した。
山本秀和会員の司会により、今吉修一副会長の開会宣言、江波戸秀記会長の挨拶、来賓紹介
の後、議長に箕輪郁夫会員（柏支部）、髙橋光男会員（木更津支部）が選出され、議案審議に入り、
上程された全7議案はいずれも原案どおり可決 承認された。大 会決 議朗読の後、平 野芳 和新 会長
の就任挨拶があり、休憩を挟んで、感謝状の贈呈、来賓祝辞を賜り、美保哲夫副会長の閉会宣言に
よって、定期大会は終了した。
山本

秀和 会員
議長
箕輪 郁夫 会員
（柏支部）
議長
髙橋 光男 会員
（木更津支部）

今吉

修一 副会長
岩澤 良昭 会員
（東金支部）
小倉 良昭 会員
（佐原支部）

江波戸

秀記 会長
中村 正平 会員
（銚子支部）
石坂 好識 会員
（銚子支部）
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深田

深田

真吾 幹事長

真吾 幹事長

（P10 役員名簿参照）
藤森 強 役員選考委員長

河西

昌彥 財務委員長

相川

和永 会計監事

廻

小島

辰一郎 政策審議委員長

紀子 総務委員長

各委員長
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平野

芳和 新会長

植松 省自
税理士による熊谷俊人後援会長

美保

哲夫 副会長

権 淑香
千葉県税理士会 副会長
採決

千葉 正已
千葉県税理士協同組合 理事長

大会会場 来賓

石井 文夫
株式会社千葉県税理士会館 常務取締役
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国会議員等挨拶
定期大会終了後、国 会 議員等14名出席のもと、山本 秀 和 会員
（成田支部）
の司会により、国 会 議
員等の挨拶が行われた。例年は国政報告会が開催されるのだが、
コロナ禍ということで、挨拶のみと
なった。
出席の国会議員等からは、
日頃の支援に対する感謝の言葉と所属委員会での活動の話、消費
税や税制、
コロナの状況など各種問題に対する取り組み等を交えた挨拶があり、司会者による閉会
の挨拶で終了した。

（写真掲載は挨拶順）

齋藤 健
衆議院議員
自民党（千葉7区）

長浜 博行
参議院議員
立憲民主党（全県）

富田 茂之
衆議院議員
公明党（南関東比例）

渡辺 博道
衆議院議員
自民党
（千葉6区）

櫻田 義孝
衆議院議員
自民党（千葉8区）

浜田 靖一
衆議院議員
自民党（千葉12区）

野田 佳彦
衆議院議員
立憲民主党（千葉4区）

谷田川 元
衆議院議員
立憲民主党（南関東比例）

奥野 総一郎
衆議院議員
立憲民主党（南関東比例）

薗浦 健太郎
衆議院議員
自民党（千葉5区）

太田 和美
前衆議院議員
れいわ新選組（衆8区）

豊田 俊郎
参議院議員
自民党
（全県）

小林 鷹之
衆議院議員
自民党（千葉2区）

田嶋 要
衆議院議員
立憲民主党（南関東比例）
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役員紹介
政
この度3期目の副会長に選任されました
千葉西支部の美保です。政策審議委員
会を今期も担当させて頂きます。
税理士政治連盟は、税理士会の要望
に基づき納税者の適正な課税を実現する
こと及び税理士制度の維持発展のために
政治活動を行う組織です。税理士法で定
められた建議権に基づき調査研究部が取り纏めた「税制改
正の要望書」
を国会陳情・後援会活動等により国会議員への
働きかけを行い実現に向けて活動を行っています。皆様も国
会議員の先生方との情報交換会・勉強会に参加をお願いしま
す。
一緒に有意義な時間を過ごしましょう。

初めての副会長、
しかも国会対策委員会
を担当することになり、
その職責の大きさに緊
張を禁じえません。
税理士政治連盟は、
納税者の適正な課税
を実現すること、
および税理士制度の維持発
展のための政治活動を行う組織であり、
そし
て、
国会対策委員会は、
これらの事業を完遂
するために、
国会議員等及び後援会への陳情活動の具体策を企
画し、
その運営にあたることを目的として設定されてます。
具体的には、
これらの要望を実現するために、
毎年、
国会議員
に対する国会陳情並びに多くの議員後援会に対する企画運営を
行っており、
今年度も事前に各後援会を中心に、
国会議員等に対
する個別陳情を申し入れている状況です。
委員会メンバーとともに頑張ってまいりますので、
会員皆様の更
なるご理解とご協力をいただけますようよろしくお願いいたします。

副会長に任命されました柏支部の深田
です。財務委員会としての活動は、
税政連
の活動を支えている会員からの会費収入
に関することです。昨今、会員の加入率、
収納率が問題となっておりますが、前任の
幹事長の経験を活かし税理士会、支部、
税政連では組織委員会など多方面との
連携を図り、
改善に向けていきたいと考えております。
サポート募金は他の単位税政連も行っており、
今年度もご負
担をおかけいたしますがご協力をお願いします。

副会長に再度就任致しました松戸支部
の原田です。7月13日の定期大会で誕生し
た平野芳和新会長の下で、
引き続き広報委
員会を担当します。今年の税政連活動の大
きな柱は、令和4年度税制改正要望の国会
議員への陳情と秋に控えた第49回衆議院
総選挙への対応です。広報部の目的は、機
関誌等を通して税政連の活動を広く会員の皆様に周知すること
にあります。国会議員への陳情の結果や後援会活動による選挙
運動の結果を会員の皆様にわかりやすくお伝えしたいと思いま
す。昨年はコロナ禍の影響で、
思うような活動ができませんでした
が、新しい委員長に市川支部の大内先生を迎え、新メンバーの
皆様と力を合わせて広報活動に励みたいと思います。
会員の皆様のご指導とご協力の程、
どうぞよろしくお願いいた
します。

副会長に選任されました成田支部の澤
昇です。組織委員会を担当いたします。
千葉県税政連は、
ここ数年加入率の低
下が大きな課題となっています。加入率
は、千葉県税政連の財政と直結していま
すので、
その活動に支障をきたす恐れがあ
ります。
また税政連の活動成果は全ての
税理士が享受します。未加入の会員の皆様には、
税政連の活
動をご理解いただき、
加入をぜひお願いいたします。
２年間よろ
しくお願いいたします。

この度、副会長に選任されました千葉
東支部の木下勉です。
税理士会は、
税理士法49条の11におい
て建議権を与えられておりますが、過去の
税理士法改正・税法改正には、税理士政
治連盟の活動が大きな影響を及ぼしてお
り、全ての税理士会員及び納税者が恩恵
を受けています。
これは、
50年以上に渉る税理士政治連盟の
諸先輩方の活動の賜物だと思います。
副会長としての立場を十分認識し、税理士の社会的使命
の達成と税理士制度の発展のため、税理士政治連盟の活
動・課題に取り組んで参りますので、
ご指導、
ご協力をお願い申
し上げます。
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このたび、幹事長に就任いたしました茂木浩
です。
深田真吾前幹事長のあとを引き継ぎ、
平
野芳和新会長の下、
千葉県税理士政治連盟
の発展と税制改正、
税理士法改正実現などに
取り組んでまいります。
本連盟の活動には井桁和夫顧問が会長を
務められていたころから関わらせていただき、
野
田佳彦元内閣総理大臣の後援会「税理士による野田佳彦後援会」
の
幹事長を長く勤めてまいりました。
また、
私は国会議員の政策担当秘書
資格、
政治資金登録監査人資格も所持しています。
千葉県には大臣
経験者や各党において要職に就いている議員がたくさんおられますの
で、
各議員の後援会と力を合わせて国会議員の皆様と関係を密にし、
目的達成のために汗をかく所存です。
どうぞよろしくお願いいたします。

税政連は、税理士会として成し得ることの
出来ない政治活動を通じて、多くの実績をあ
げて参りました。特に同族会社の留保金課税
制度の廃止、
特殊支配同族会社の役員給与
の損金不算入制度の廃止、
地方公共団体の
外部監査人への税理士の登用などがありま
す。
これらの運動の成果は税理士が等しく享
受するものです。
これらの運動を更に発展させることにより、社会の
要請に応え得る税理士制度の確立と税理士の社会的地位の向上
及び納税者のための租税制度の発展に寄与するものと確信しま
す。当審査会は、真に適任者であると認められる国会議員候補者
を推薦する機関であります。税政連の推薦基準に基づき的確な審
査を実施して参ります。会員皆様の一層のご理解とご協力をお願
いいたします。

総務委員長に選任されました、
千葉東支部の
片岡でございます。総務委員会は、
税理士政
治連盟の設立の趣旨に則り、
税理士の声を国や
国民に発信していくためにその活動を縁の下か
ら支えるという重要な役割があると思っておりま
す。
各会員が結束して、
より活発に税制連活動を
進めていけるよう、
経験豊富な総務委員の皆様と
ともに、
会員の皆様の声に耳を傾け精一杯頑張る所存でございます。
会
員の皆様からのご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

政
政策審議委員長に選任されました柏支部
の鈴木隆夫です。税理士会では、
税理士法の
「税理士会は、税務行政その他租税又は税
理士に関する制度について、権限のある官
公署に建議し、又はその諮問に答申すること
ができる。」
との規定により行政に対し建議を
行っているところですが、税制連では、税の専
門家としてあるべき租税制度の確立するため、税理士会の調査研
究部と協議を重ね税制改正要望事項を取りまとめ、特に重要な項
目について国会陳情や後援会活動等の活動を通じ国会議員の皆
様にご理解いただき、要望に沿った税制改正を実現すべく努力し
たいと存じます。会員の皆様には、
ご指導ご鞭撻のほど何卒宜しく
お願い致します。

財務委員長の齋藤と申します。担当副会長
の指導の下に事務局委員の皆様と力を合わ
せて参りたいと思います。
会員皆様のご協力を
お願い致します。財務委員会においては中間
監査決算監査など重要事項が続きます。
また、
収支予算書作成は財務委員会の名にふさわ
しい活動が出来ればと考えております。
前任の
副会長、
財務委員長の助言を受けて適切に活動を行って参ります。
選挙管理委員会への報告も大切な事項であると伺っています。
会長
をはじめ他の委員会と協力し千葉県税理士政治連盟の一員として
経理業務を適切に行って参ります。
皆様のご指導の下に役割を遂行
して参りたく存じます。
向こう2年間よろしくお願いいたします。

組織委員長に選任されました成田支部の
平鹿です。税制連活動に参加するのは初め
てとなります。政治連盟の設立趣旨に「税理
士の権益を守り納税者のための民主的な税
理士制度と租税制度を確立する」
とあります
が、
税理士は納税者にとって一番身近な相談
相手であるからこそできるとても重要な活動だ
と考えます。
まだまだ未熟者ではございますが、一生懸命努めてい
きたいと思いますので、会員の皆様にはご指導ご協力のほど、
どう
ぞよろしくお願い申し上げます。

国会対策委員長に選任されました曲山で
す。国会対策委員会は、
中小企業・一般納税
者の声を陳情や後援会活動を通じて国会議
員へ働きかけ、税制改正が審議される国会
へ届ける活動を行っております。我々税理士
が要望する税制改正実現のためには強力な
組織力が必要です。多くの税理士の皆様に
税政連の活動を理解して頂き、
より一層のご支援ご協力をお願いし
ます。

広報委員長に選任されました市川支部の
大内です。広報委員会の職務は、
「本連盟の
目的達成のため、情報の収集及び機関紙の
発行その他の広報活動を推進する」です。第
1は機関紙の発行、第2はホームページの管
理運営があります。税政連のホームページは、
ＩＤもパスワードもいらず、
誰でも見ることができ
ます。
「千葉県税理士政治連盟」
と検索してみてください。
ご覧にな
れます。
皆様に税政連の活動と有益な情報をタイムリーにお伝えし、
税政
連に理解を深めていただけるよう、経験豊富なメンバ－の助けを借
りながら頑張る所存です。会員の皆様のご指導ご協力をよろしくお
願い申し上げます。
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支部長紹介
千葉
3期目の千葉東支部長を仰せつかりまし
た高橋です。会費の振替と組織率のアッ
プのため、税政連の役割をしっかりピー
アールしたいと思っています。

船橋支部長に就任した稲口淳太郎で
す。税政連での活動は8年前の総務委員
会副委員長以来8年ぶりになります。
その
ころとはだいぶ形も変わっていると思いま
すが2年間よろしくお願いします。

千葉
この度、千葉西支部長を仰せつかりま
した福田です。2期目になりますが、引き続
き、未加入会員への加入勧奨を積極的
に行い、組織の活性化に努めたいと思い
ます。

税理士の立場で税理士政治連盟の役
割を果たせるよう支部会員と共に努力し
ていきたいと思います。
よろしくお願いいた
します。

千葉
この度、千葉南支部長を仰せつかりま
した岡本です。税政連の役割のアピール
をし、未加入者の加入勧奨を積極的に行
い、加入率のアップを目指して精進したい
と思います。

銚子支部長を仰せつかりました髙根雅
人です。現在の高い加入率を維持しつ
つ、国会陳情などを通じて税制改正等の
実現のために努力したいと思います。
よろ
しくお願いします。

「税理士の税理士による税理士のため
の税政連」さらには納税者目線にたった
税制改正の提言を進めていくため精進し
て参ります。皆様の暖かいご支援ご協力
をお願いいたします。

この度、
東金支部長を仰せつかりました
伊藤です。税理士政治連盟の役割を果
たせるよう諸先輩方のご指導を頂き、
支部
会員と共に諸活動に取り組んでいきたいと
思います。

この度、税政連松戸支部の支部長を
拝命致しました梅山新平です。2年間よろ
しくお願い致します。積年の課題である
組織率の向上に向けて努力したいと思い
ます。

茂原支部の支部長に就任しました八木と
申します。歴代の支部長ほどの務めが果たせ
るか心配ですが、
諸先輩方からお力添えを頂
き、会員のお役に立てるよう邁進していきたい
と思いますので、
よろしくお願いいたします。

今年は、
衆議員総選挙があります。
我々税理士の顧問先であ
る中小事業者のためになる税制に、
理解を示す代議士を応援
するべく努力してまいりたいと思います。
コロナ禍の中で、
行動は
色々と制限されることとなりますが、
柏支部、
各議員の後援会を
中心に頑張りたいと思います。
2年間よろしくお願いいたします。

税理士制度の維持､発展は政治活動
を離れて考えることはできませんと税政連
のしおりにあります。加入者を増やし､税政
連の役割､税理士会の要望を実現するた
めに努めたいと思います。

この度、
市川支部長を仰せつかりました
金森です。
当支部は加入率が低いので税
政連の役割や目的を広く周知し、加入率
の向上に努めてまいります。
よろしくお願い
いたします。

昨年来、組織活動の難しい時代となっ
ていますが、
いろいろな試行錯誤や創意
工夫によって税政連の活動を維持してい
きたいと考えています。
よろしくお願いいた
します。
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千葉県税理士政治連盟

問 高山

友二（東金）

相談役 杉田

慶一（成田）

哲夫（千西）

井桁

和夫（千東）

今吉

修一（ 柏 ）

原田

豊行（松戸）

横畑

靖明（成田）

伊豆倉博幸（船橋）

深田

真吾（ 柏 ）

富澤

康人（ 柏 ）

齋藤

克己（木更）

小島

紀子（船橋）

藤森

強（ 柏 ）

長 平野

芳和（木更）

副会長 美保

会

役員・委員等名簿

澤

昇（成田）

木下

勉（千東）

顧

江波戸秀記（成田）

和俊（ 柏 ）

錦織

定幸（木更）

相川

和永
（船橋）

後藤

良（市川）

羽山

信一（館山）

山下

秀文
（佐原）

鈴木

達也（船橋）

正浩（千南）

田畑

武彦（佐原）

寺嶋

啓修（成田）

中村

正平（銚子）

博（東金）

相田

謹典（松戸）

岩澤

良昭（東金）

晴美（市川）

井田

徹（松戸）

幹事長 茂木

浩（船橋）

土谷

孝道（千東）

湯本

副幹事長 片岡

雄彦（千東）

早川

良範（千東）

鈴木

隆夫（ 柏 ）

猪口

美好（千西）

齋藤

忠広（船橋）

地引

平鹿

邦明（成田）

曲山
大内

千代延英紀（茂原）

高橋

茂
（千東）

稲口淳太郎（船橋）

会

長 白戸

利行（千西）

小林

英正（市川）

長谷川次郎（千東）

福田

繁男
（千西）

八幡

寛史（佐原）

副会長 相樂

行孝（館山）

稲岡

隆之（船橋）

藤田

光敏（佐原）

岡本

次男
（千南）

髙根

雅人（銚子）

委

員 小澤

晃（千東）

小倉

良昭（佐原）

堀口

淳一（成田）

山本

頼人
（成田）

伊藤

寿洋（東金）

白戸

利行（千西）

石坂

好識（銚子）

高橋健一郎（千南）

梅山

新平
（松戸）

八木

剛（茂原）

吉田

洋（千南）

小林

力（東金）

高中夕貴子（松戸）

加藤

優一
（ 柏 ）

松井

洋美（木更）

室谷

和彦（成田）

神村

彰男（茂原）

金森善太郎
（市川）

田村

健一（館山）

齋藤

淑人（松戸）

林

憲二（木更）

黒田

正志（ 柏 ）

相樂

行孝（館山）

竹内

敬（千東）

政
担当役員 茂木

浩（船橋） 美保

哲夫（千西） 深田

真吾（ 柏 ） 澤

委 員 長 片岡

雄彦（千東） 鈴木

隆夫（ 柏 ） 齋藤

忠広（船橋） 平鹿

昇（成田） 小島

紀子（船橋） 原田

豊行（松戸）

邦明（成田） 曲山

博（東金） 大内

晴美（市川）
良範（千東）

副委員長 後藤

良（市川） 寺嶋

啓修（成田） 地引

正浩（千南） 千代延英紀（茂原） 湯本

和俊（ 柏 ） 早川

員 鈴木

達也（船橋） 土谷

孝道（千東） 羽山

信一（館山） 相田

謹典（松戸） 井田

徹（松戸） 猪口

美好（千西）

田畑

武彦（佐原） 中村

正平（銚子） 竹内

敬（千東）

委

藤田

光敏（佐原）

堀口

淳一（成田）

岩澤

良昭（東金）

高橋健一郎（千南）

錦織

定幸（木更）

高中夕貴子（松戸）

− 10 −

千葉県税 政連

定期大会に出席して
千葉
今回の定期大会は、新型コロナの影響で開催も危ぶまれました
が、マスク着用と懇親会は行わない事や、密を回避するため、出席
者の上限を割り当てる事、
また出席できない会員のためにライブ配信
を行うといった事は勿論、出席者全員の抗原検査も行うといった徹
底ぶりで、
2年ぶりに会員出席の開催となりました。
出席した感想としては、
いろいろ制約がある中、執行部の皆様の
大変なご努力のおかげで、
コロナ禍を感じさせないくらい盛大で、
か
つ厳粛な大会だったと思います。
また国会議員の先生も多数参加いただきました。挨拶も一人持ち時間3分と限られた時間でしたが、
それぞれ大
変熱の入った挨拶を頂きました。選挙も近い事もあって、時間をかなりオーバーする先生や、選挙演説みたいな先生
がいらっしゃった事はここだけの話です。

事務所に定期大会へ出席するための唾液抗原検査キットが届いた。大会前日、検査をすること15分。
よしっ、陰性
だ。当日会場に到着すると張りめぐらされた議員後援会の旗の数に驚いた。
それだけ多くの議員を支え活動している
税理士が多くいる証でもある。
ライブ配信も行われ、多くの事務所で視聴できる環境も整っており時代の進化を感じ
た。大会決議は恒例の大声は出せないものの、秘めたる想いが伝わる熱気に満ちていた。
いよいよ国会議員の先生
方の登場だ。挨拶は持ち時間1人3分との司会者からの厳格な指示に会場内に笑みが広がった。各議員の多様な
観点からの経済財政問題への見解は斬新だった。税理士として政治連盟の活動を展開していく気持ちを新たにし
た定期大会参加だった。

入会して3年目になり初めての定期大会出席でした。
さらに今年度から県税政連の総務副委員長のお役目をいた
だきその引き継ぎで受付を経験させていただきました。
コロナ禍ではございましたが会場運営に携わった沢山の会員
の皆様のご尽力により出席できたことに感謝を申し上げます。
本定期大会では、
お忙しいところ地元の代議士さんがたくさん駆けつけてくださり各支部の会員もたくさん出席され
ていました。
コロナ禍でしたのでライブ配信もされていました。受付前のモニターを確認していた限りでは、順調に配信されてい
たと感じました。
今後の活動として租税の分野で地域の意見に耳を傾けて政界の皆様と意見交換をしながら次世代につながるよ
うに努めたいと考えました。

定 期大会に参加するのは、幹事 を仰せつかって以来ですから10 年以上の時を経ての、久しぶりの出席となり
ました。
当時とは違いコロナ禍ですから、席の間隔を開け、席自体が少ないのは致し方のないことですが、
ライブ配信を
行っていただけるとのことです。
コロナが落ち着いても、
ライブ配信を続けることで税政連活動に興味を持たれる会員
が増えることが望まれます。
大会運営を企画実行する執行部は大変なご苦労かとお察ししますが、見所はなんと言っても国政報告会ではな
いでしょうか。出席の国会議員の皆様から消費税をはじめとする税制に対する取り組みや意見、時節柄コロナに関
する話題など、
メディアでは伝わりにくいニュアンスを含めての報告は聞き応えがありました。
− 11 −

千葉県税 政連

7月13日、
オークラ千葉ホテルにおいて千葉県税理士政治連盟の定期大会が開催され、数年ぶりに出席してまいり
ました。
まん延防止等重点措置の中での定期大会ということもあり、役員等少人数での大会でした。粛々と議事が進
行され、すべての議案が可決承認され、新会長挨拶、来賓祝辞等が終わり閉会となりました。第2部では国会議員
等の先生方が登壇され、
やはりコロナ禍ということで3分間という短い時間の中でのご挨拶がありました。
ほとんどの
先生方はマスクをされながらのご挨拶だったので、
お顔を拝見できず少し残念でしたが、何としても日本を良くしていこ
うという、
とても熱い気持ちが伝わるご挨拶でした。
これから2年間、
この先コロナ禍がどうなるか分かりませんが、支部
長として身の引き締まる思いがした定期大会でした。

支部長に就任して初の出席となり、
身の引き締まる思いとなりました。
コロナのため今後の会務運営がどのようにな
るのか予想できませんが、臨機応変に対応し、会員の皆様のお力になれるよう頑張らせていただきたいと思います。
時代の変遷に伴う業務の多様化、会員の高齢化により、移動が困難な会員が多くいらっしゃいます。
またコロナで
参加を最小限に留めることについても、
ライブ配信は有意義なものと思われますので、今後も続けられることを希望し
ております。
今年は衆議院選挙が控えており、多くの国会議員等の出席がございました。長い間自民党の一強となっておりま
すが、
コロナ禍の今こそ、党派を越えて政治が行える議員が一人でも多く排出されることを祈るばかりです。

コロナ禍で、参加者数も例年の半分と絞られ、寂しい空間を感じる
中、大会が始まりました。議事に入ると、
この一年間、税政連役員、支
部、後援会が多くの活動をしていることが報告されました。運動経過
の概要にある税理士の社会的地位の向上、千葉県税理士会の基
本施策の実現を遂行するため、
身を粉にして会務にあたった方々の
一年間の活動に感謝をします。税理士の地位の向上等のために組
織に多くの会員がいることが大切で、今、税政連に加入していない
税理士が税政連の活動に賛同し加入してくれることを願う。

議員会館訪問
令和3年8月3日
（火）、平野芳和会長とともに衆議院議員会館と参議院議員会館へ出向き、就任の
ご挨拶と令和4年度税制改正要望を兼ねて税理士による後援会がある議員の他、千葉県選出（南
関東ブロックを含む）の国会議員事務所を訪問しました。
事 前のアポイントなしに訪問したうえ、国 会が閉 会中ということもあって、多くの議員が不 在でした
が、富田茂之議員（公明 南関東比例）、長浜博行議員（立民 全県）、小西洋之議員（立民 全県）、
豊田俊郎議員（自民 全県）
には直接お会いしてご挨拶し、要望書を手渡すことができました。
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後援会だより
税
千葉県

政

連

税
税

平成21年6月、
当時31歳全国最年少市長として、
さわやかな新風に乗り熊谷新千葉市長は登
場した。
熊谷市長は、税理士会とも積極的に連携を図られ、租税教育への理解協力や税理士会支部
総会にも必ず出席された。
また、
中学生や教師・父兄が大勢参加する千葉市内中学生の吹奏楽ク
ラブの演奏会は、熊谷市長・税務署幹部・税理士等々が集まりさながら大きな租税教室のようで
あった。
この様な連携の出発点は熊谷千葉市長誕生後まもなく、
「税理士による熊谷俊人後援会」が千
葉東支部・西支部・南支部で横断的に設立され、植松省自会長により毎年充実した後援会活動
が続けられてきたことによる。
令和2年秋の後援会総会にて急遽、
植松会長が健康上の理由により退任され、
小職が指名され引継ぎが行なわれた。
そして年末には突然県知事選へ!! 県政改革のため、政令指定都市全国ワースト1位であった千葉市の財政状況を徹底した
行財政改革によって立て直した千葉市長3期の実績を基盤に、
無所属として戦うことが表明された。
その後、
新聞・ＴＶで周知のとおり、
森田知事の後任選びに自民党千葉県連は中央政界をも巻き込んでの大混乱が続いた。
こうした流れの中、
我が税理士による後援会としてはどうしたらいいのだろうか？
役員一同議論意見を交わし、被後援者のため全力で頑張るしか無い !! この様な「いざ鎌倉!!」の時こそ最大限支援しようと
纏まり、千葉県税政連役員各位とも相談・お願いをして、直ちに当時の江波戸会長から直接候補者に推薦状と為書きが届けら
れた。
早速、必要な千葉県内14支部づくりが始まった。本部役員としては、千葉市長後援会としての当時の役員諸氏を尊重し、
ま
た、千葉県全域の後援会に拡大しての役員選びには調和が必要と考え、東葛地区人口密集地域から髙田住男元県会長に
副会長の就任をお願いし、
須藤・織本との三人副会長となった。
活動的支部長は忙しい中、
支部会員を集めて頂き、
約束の期限には何と400名を超す後援会となり、
職員家族を含めると1千
数百人の規模となることが出来た。
この全県下にわたっての組織づくりが、短期間でしかも繁忙期のコロナ禍の中、
スムーズに進行出来たことは、正に熊谷俊人
候補者が如何に普段から税理士業界にその高い人柄が知れ渡っていたところであり、
もしかしたら当選できるかも!!の感触が少
しずつ湧き上がって来たものでした。
この様な税理士会内の組織づくりの一方で、
「熊谷俊人選挙対策本部会議」が候補者を中心に開かれた。
本部長に就任したのは千葉県医師会会長の入江康文氏で、
同じロータリークラブ所属の友人でもあった。途中、
入江先生に
呼び出され「石井さん本部会議の雰囲気がおかしいこと分かるでしょう
！医師会も頑張るから税理士会も頑張って、
協力して下さ
いな!! 熊谷本人もそれを一番望んでいるのです。」
との依頼があり
「協力しましょう!!」
と約束し合った。
いつの間にか副本部長に
千葉県税政連・石井の名前が記載されていました。
こうして確定申告繁忙期の中、
3月4日出陣式が行なわれ、私は千葉中央公園へ、役員一同はリモートによるＷＥＢ参加を実
施。会場には船橋市元総理大臣 野田佳彦先生、公明党 富田茂之先生等も駆けつけられ激励の挨拶を贈られ、熊谷候補は
早速街宣活動に走られました。
いよいよ確定申告もコロナのための期限延長の中、運命の3月21日投開票が行われた。結果、
自民党 関まさゆき氏の38万票
に対し100万票を上回る140万票を超える得票数となり歴代知事最多の圧勝となった。
結びとして、今後は首都圏知事4人の内の重要な1人として千葉県民の命と安全を最優先に守り、
コロナウイルスに対処さ
れ、
そして県民納税者の代理人である税理士業界と力を合わせて、
アフターコロナの経済立て直しと、税務行政の連携に期待
したいところであります。
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千葉県税 政連

主要会務 （令和3年1月〜令和3年9月）
1 月 26 日（火）

千葉県税理士会調査研究部との協議会（Web会議）

3 月 19 日（金）

千葉県税理士会第4回理事会

オークラ千葉ホテル

3 月 26 日（金）

第4回正副会長会

千葉県税理士会館

第3回支部長会・幹事会合同会議

アマンダンセイル

4 月 1 日（木）

千葉県税理士会第1回理事会

オークラ千葉ホテル

4 月 23 日（金）

第5回正副会長会

アマンダンセイル

第4回支部長会・幹事会合同会議
第3回後援会連絡協議会
5 月 18 日（火）

千葉県税理士会第2回理事会（Web会議）

6 月 2 日（水）

新役員予定者会議

オークラ千葉ホテル

6 月 22 日（火）

第1回税制改正に関する後援会会長連絡会

千葉県税理士会館

7 月 13 日（火）

第53回定期大会

オークラ千葉ホテル

7 月 20 日（火）

千葉県税理士会調査研究部との協議会（Web会議）

7 月 26 日（月）

公明党との政策要望懇談会

8 月 13 日（金）

第1回推薦審査会（書面審議）

8 月 25 日（水）

第1回正副会長・幹事長会

公明党千葉県本部
千葉県税理士会館

第1回支部長会・幹事会合同会議（Web会議）
第1回後援会連絡協議会（Web会議）
9 月 15 日（水）

千葉県税理士会第3回理事会（Web会議）

9 月 30 日（木）

日本税理士政治連盟定期大会

ホテルオークラ

公明党千葉県本部との政策要望懇談会出席
千 葉 県 税 理 士 政 治 連 盟は、令 和3年7月26日
（月）公
明党千葉県本部で開催された公明党千葉県本部との
政策要望懇談会に出席しました。
当 連 盟 から、平 野 芳 和 会 長、美 保 哲 夫 副 会 長 他3
名、公明党からは、富田茂之議員（南関東比例）、平木
大作議員（比例代表）、竹内真二議員（比例選挙区）及
び県、市議会議員7名が出席しました。
令和4年度税制改正要望について理解を求めたほか、
コロナ禍での事業者の現状等について活
発な意見交換が行われました。

お知らせ

広報委員会

千葉県税理士政治連盟のホームページ（Web）10月にリニューアルします。
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