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　新年あけましておめでと

うございます。

　会員の皆様におかれま

しては健やかに新年をお

迎えのこととお慶び申し上

げます。

　2019年に中国・武漢より

感染拡大した新型コロナウイルス感染症は瞬く間に世

界中に拡がり、世界の感染者数2億5千万人、死者数

500万人を超える歴史的な大惨事となってしまいまし

た。我が国においても昨年は東京オリンピックの開催が

危ぶまれる程の感染爆発が起こりました。その深刻な

影響は経済のみならずあらゆる分野に及びました。

　そのような中、税政連の活動も対面での活動は自粛

せざるを得ず、慣れないリモートでの活動が中心となっ

てしまいました。陳情についても、毎年合同で行っており

ました国会陳情も密になることを避けるため個々の後援

会・支部役員の皆様の判断で実施していただく他なく、

大変なご苦労とご迷惑をおかけすることとなりました。

　令和4年度の税制改正の最重要建議・要望項目で

ある、「適格請求書等保存方式を見直すとともに、その

導入時期を延期すること」に関しては、昨年10月から適

格請求書発行事業者の登録申請が始まるなど、着 と々

その運用が行われております。個人・法人合わせて免

税事業者は500万者といわれており、この方たちからは、

「取引先から課税事業者になるか、値引きをするかを

要求されている」といった悲痛の声が数多く寄せられて

おります。このような免税事業者を救う為にも、税政連の

会員の皆様には引き続きこの要望実現に向けて、国会

議員への陳情をお願いします。

　また、日税連では、昨年6月理事会において、次に掲

げる、税理士法改正要望を決定いたしました。

①デジタル・ICTを前提とした税理士制度への変革

②多様な人材の確保と受験者数の減少への対応

③税理士に対する信頼の向上を図るための環境整備

これらの要望は、将来にわたって国民からより一層信頼

される税理士制度を確立するために必要なものです。

平成26年以来の改正となる、今回の税理士法改正が

令和4年の通常国会で実現するよう、国会議員への陳

情をお願いします。

　次に、昨年10月31日に行われました第49回衆議院議

員選挙におきましては、千葉県税理士政治連盟の推薦

する候補者全員が当選いたしました。これもひとえに、

会員や後援会の皆様の厚いご支援の賜物と心より感

謝申し上げます。そして、松野博一議員が官房長官、

小林鷹之議員が経済安全保障担当大臣という重職に

抜擢されましたことは千葉県税理士政治連盟にとって

の大きな喜びであるとともに誇りでもあります。両議員はも

ちろん、推薦国会議員の皆様には、今後とも税政連の

要望実現のため、お力添えを頂けるよう心よりお願い申

し上げます。

　本年も税政連の活動に一層のご理解とご協力をお

願い申し上げますとともに、本年一年が会員皆様にとっ

て素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り申し上げ、

年頭のご挨拶といたします。

新年を迎えて
千葉県税理士政治連盟 会長 平野　芳和
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後援会だより

　令和3年10月4日、松野博一議員は、岸田内閣の内閣官房長官に
任命されました。
　議員本人や周りの関係者も全く予想しておらず、驚きを隠せない様
子でしたが、これまでのご活躍と、誠実なお人柄が評価されたのだと
思い、後援会としましては、うれしい限りでございます。
　松野議員は平成12年の衆議院総選挙で初当選し、日本で初めて
公募制度から誕生した衆議院議員となられました。後援会は平成15年に設立し、その後、厚生労働大臣政務官、
文部科学副大臣、衆議院文部科学委員長、自由民主党副幹事長を歴任し、平成28年8月、第3次安倍第2次改造
内閣で文部科学大臣に任命され、初入閣されました。自民党内では女性活力特別委員長として「女性活力推進法
案」を衆議院に提出し女性活躍の流れをつくり、平成30年から雇用問題調査会会長として働き方改革、人手不足
問題等にも精力的に取り組んでこられました。
　松野議員は、雇用問題等について「日本社会の最大の潜在力は、優秀でありながら充分に活躍する環境が整っ
ていない女性の活躍・社会参加にある。日本における女性の社会参加の環境が整っていないことが教育の投資効
果が上がらない最も大きな要因である。」と述べられています。この様な実績、お人柄、また座右の銘は「素直」である
ように何事も真面目に熱心に取り組んでおられ、今後の活躍も多いに期待されます。官房長官に就任し激務となって
おり、周囲からは体調面を心配する声が聞こえてきますが、後援会といたしましても、より一層支援していきたいと考え
ておりますので、健康に留意して頂き、益 ご々活躍されることを祈念いたしております。

税理士による松野博一後援会会長　増嶋　英昭

「松野博一内閣官房長官」誕生

　令和3年10月4日に発足した第1次岸田内閣は、新たに経済安全
保障担当大臣のポストを設けて目玉政策の一つに掲げました。その
注目ポストに千葉県第2選挙区から当選3回の小林鷹之衆議院議員
が大抜擢され、初入閣となりました。さらに小林議員は就任直後に行
われた解散総選挙において4回目の当選を果たし、11月10日発足の
第2次岸田内閣においても、同じく経済安全保障担当大臣及び内閣府特命担当大臣として科学技術政策と宇宙
政策の分野を任されることとなりました。
　この大抜擢は、平成29年に防衛大臣政務官に就任した後、経済産業委員、サイバーセキュリティ小委員長、宇宙
総合戦略小委員会座長、新国際秩序創造戦略本部・知的財産戦略調査会・情報通信戦略調査会等の事務局長
という今回のポストに関わる仕事を精力的に行い、実力を示されたからだと思います。
　一方「税理士による小林鷹之後援会」は平成24年8月7日の設立以来10年目となりますが、実は、税政連では珍し
く議員が当選する前に設立した後援会であり、且つ小林大臣にとっては1番最初に設立された後援会です。当選す
る1年位前から2ヶ月に1度、若手税理士が集まり37歳だった小林議員と一緒に勉強会や飲み会をして応援していた
事を思い出すと、この度の初入閣は、とても嬉しく、誇らしい気持ちで一杯になります。
　また、今日に至るまで小林大臣は当後援会と千葉県税理士政治連盟のことを非常に大切に考えて下さり、どんな
にご多用でも確定申告視察や国会陳情時には必ず本人対応して頂きました。
　この様に、小林大臣は義理人情に厚く、とても優秀な若手リーダーで、日本を変革する力がある人物です。もし選
挙区外でも一緒に応援して頂ける先生方がいらっしゃいましたら、是非事務局経由でご連絡下さい！

税理士による小林鷹之後援会会長　太宰　真澄

「小林鷹之経済安全保障担当大臣」誕生

税理士による小林鷹之後援会　定期総会
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税理士による松野博一後援会　議員陳情報告
　令和3年8月2日、令和4年度税制改正について市原市の議員事務所に後援会から2人

（増田武志幹事長と私）で訪問し、陳情を行った。
　陳情内容については、消費税の「適格請求書等保存方式を見直すとともに、その導入
時期を延期すること」に関し、多々問題点がある中で特に小規模事業者の事務負担がよ
り一層多くなることにより、消費税の軽減税率導入時にみられたような事業を廃止する事業者が増加すると予測され、このような事態を
避けるためにも延期を含めた見直しを検討する必要性について説明した。その他「消費税の非課税取引の見直し」、「所得控除の見
直し」また、台風による市原市のゴルフ練習場等の甚大な被害があったことを教訓とした「災害損失控除の創設」の必要性について
も説明した。コロナ禍で陳情することが難しいと思われていたが、対面で税制改正の内容を説明することができ議員及び秘書にご理
解頂け、短い時間であったが有意義な場となった。

税理士による松野博一後援会会長　増嶋　英昭

税理士による薗浦健太郎後援会が定期総会開催　議員陳情報告
　令和3年9月2日、税理士による薗浦健太郎後援会の第16回の定期総会が税理士会
市川支部の事務局において会員13名の本人出席のもと、薗浦健太郎議員本人の出席
をいただいて行われ、全議題承認可決され無事終了した。
　そして、終了後薗浦健太郎議員の国政報告会ののち、毎年の全県で行われる国会陳
情がこのコロナ禍及び衆議院選挙が行われるため、毎年の通常の国会陳情ができない
ため、この総会の機会に本人に陳情を行うことにした。
　今まで、衆議院議員会館で行う陳情では、本人が忙しくて秘書に対して行っていたが、
今回は本人に対して陳情を行った。
　その結果、今までの秘書を相手に行ってきた陳情では、陳情の内容が本人に伝わっているか確認することができなかったが、今回は
本人相手で会ったので、本人の理解度等がその場で感じられたので、その効果が肌で感じられた。

税理士による薗浦健太郎後援会会長　高梨　恒弘

税理士による渡辺博道後援会　議員陳情報告
　令和3年9月27日、渡辺博道衆議院議員（千葉6区）の松戸事務所に、秋葉武後援会
会長と、私とで陳情に伺いました。渡辺議員には、税制改正に関する要望について、最重
要要望事項の4点についてご説明申し上げ、その中でも特にインボイス方式に関する影
響の大きさについて、陳情申し上げました。また、渡辺議員からは、その当時の菅政権の
動向について、大変興味深いお話をお聞かせ頂きました。渡辺議員もお忙しい中でしたので、短時間の陳情となってしまいましたが、
大変充実した時間とすることができました。ありがとうございました。

松戸支部支部長　梅山　新平

税理士による齋藤健後援会　議員陳情報告
　令和3年8月4日、流山市の齋藤健後援会事務所に伺い、齋藤健議員に税制改正の陳
情を行いました。令和5年10月から始まるインボイス制度は、登録事業者との取引しか仕入
税額控除が出来ず、全国の免税事業者は商取引から排除される。それを回避するには、
免税事業者が登録番号を取得して課税事業者となり、消費税を納付するか、消費税の
10％分の値引きをするしか方法がないと説明したところ、齋藤議員からは「それは、弱者いじめの大変なことだ。インボイス方式の実態
を理解していない議員もまだまだ多いので、関係方面に働きかけてみる。」とのお話を頂きました。税制改正だけではなくコロナ対策の
現状などいろいろなお話を聞くことができて、大変勉強になりました。

（参加者：原田豊行　今吉修一　梅山新平　梶澤政治）
税理士による齋藤健後援会会長　原田　豊行
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税理士による浜田靖一後援会 議員陳情報告

　令和3年11月12日、木更津市の議員事務所に後援会から5人で訪問しました。
　陳情当日は、浜田靖一衆議院議員が直接対応してくださいました。
　陳情項目については、日本税理士政治連盟が機関決定した要望項目のうち「最重要
要望の4項目」について陳情を行い、浜田議員はもとより同僚議員の皆様にも、その趣旨・
内容をご理解いただき改正にご尽力頂きたい旨をお伝えした。
　浜田議員におかれましては、4項目のうち災害損失控除及び受贈財産が災害により財産価値の著しい低下などの救済措置につい
て特に理解をしていただいた。
　なお、消費税のインボイス制度の導入時期の延期についてご理解を得るには、具体的な事例等が必要ではないかと感じました。
いずれにしてもコロナウイルスの感染が収まり、議員会館へ一同が集まり各議員への陳情に戻ることを望むばかりである。

（参加者：大隅義一　松井洋美　齋藤克己　立川明義　古宮広明）
税理士による浜田靖一後援会幹事長　古宮　広明

税理士による小西洋之後援会 議員陳情報告

　小西洋之後援会は、令和3年10月18日、国会議員への陳情をWEB会議方式で行いまし
た。出席者は、小西洋之議員、千葉県税政連小島紀子副会長、佐藤純一幹事長、私の4
人でした。
　小島紀子副会長の挨拶に続き、私が「令和4年度税制改正に関する要望書」の最重要
項目とされる消費税のインボイス方式の見直しについての要望の説明をいたしました。
　小西議員には、この方式の導入によって、小規模事業者である免税事業者について、複数の負担を強いられることが予想されると
いうことを理解していただけたと思いました。またその後、佐藤幹事長から法人税関係の要望を伝えて、30分程度の時間ではありました
が、有意義な陳情を行うことができました。

税理士による小西洋之後援会会長　相川　和永

税理士による石井準一後援会 議員陳情報告

　令和3年10月18日、参議院議員会館に伺い、石井議員に税制改正の陳情を行いました。
　陳情に対して熱心に聞いていただき、石井議員もインボイス制度については疑問を持って
いるとの発言もありました。消費税の軽減税率の廃止については特に理解を示してくれました。
　相続時精算課税における受贈財産が被災し損失が生じた場合の救済措置についての
説明については、近年増加している自然災害の実例を説明したところ、敏感に反応してくれました。そして税理士でもある西田昌司参議院
議員（自民党税制調査会幹事）に必ず陳情内容を説明してくれると約束してくださった。

（参加者：箕輪郁夫　高中夕貴子　藤森強　髙橋光男）
税理士による石井準一後援会幹事長　髙橋　光男

税理士による田嶋要後援会 議員陳情報告

　令和3年11月18日、田嶋要衆議院議員（千葉1区）の千葉事務所に、須藤信一後援会
会長と私とで、陳情に伺いました。田嶋議員から消費税の適格請求書等保存方式（イン
ボイス方式）に関する質問を受けました。特に帳簿方式から、インボイス方式に変わること
により、利害が生じる場合の詳しい説明を求められました。即答できなかった部分に関して
は、後日資料を送ることとなりました。

税理士による田嶋要後援会幹事長　前田　完一

税理士による門山宏哲後援会 議員陳情報告

　令和3年10月13日、門山宏哲事務所に、向後保雄後援会会長が令和4年度税制改正
の陳情に伺いました。陳情内容については、よく理解していただきました。

税理士による門山宏哲後援会幹事長　廻　辰一郎
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第49回衆議院議員選挙が投票・即日開票され本連盟推薦候補者（15名）全員が当選されました。

第49回衆議院議員選挙結果
敬称略、順不同。所属政党は11月1日現在。

選挙区 党派 新旧 後援会当選者氏名

千葉 1 立民 前 ◯田嶋　　　要

千葉 2 自民 前 ◯小林　　鷹之

千葉 3 自民 前 ◯松野　　博一

千葉 4 立民 前 ◯野田　　佳彦

千葉 5 自民 前 ◯薗浦　健太郎

千葉 6 自民 前 ◯渡辺　　博道

千葉 7 自民 前 ◯齋藤　　　健

千葉 8 立民 新本庄　　知史

千葉 9 立民 前 ◯奥野　総一郎

千葉 10 自民 前 ◯林　　　幹雄

千葉 11 自民 前 ◯森　　　英介

選挙区 党派 新旧 後援会当選者氏名

千葉 12 自民 前 ◯浜田　　靖一

千葉 13 自民 新松本　　　尚

南関東比例 共産 前志位　　和夫

南関東比例 公明 元角田　　秀穂

南関東比例 自民 前 ◯門山　　宏哲

南関東比例 維新 新藤巻　　健太

南関東比例 自民 前 ◯櫻田　　義孝

南関東比例 自民 前秋本　　真利

南関東比例 立民 前 ◯谷田川　　元

南関東比例 れ新 新多ケ谷　　亮

国会議員等秘書との協議会

協議会会場

　令和3年10月14日、千葉県税理士会館において国会議員等秘書
と当税政連役員との協議会が行われ、16名の国会議員等秘書の
出席があった。
　曲山博国会対策委員長の司会により、平野芳和会長の挨拶、自
己紹介の後、協議に入った。
　協議会では小島紀子副会長が座長を務め、税政連からは、茂木
浩幹事長より組織の説明、曲山博国対委員長より国会陳情につい
ての説明、鈴木隆夫政策審議委員長より令和４年度税制改正要
望についての説明が行われた。秘書からの後援会・税政連に対す
る要望が行われた。衆議院議員選挙が近く行われるため、熱心な
意見交換が行われ、深田真吾副会長の挨拶により終了した。
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千葉 1 区
田嶋要衆議院議員

（衆議院）科学技術・イノベーション推進特別委
員会理事

（立民党）千葉県連副代表
環境エネルギー調査会長

【現在の役職】

　気候危機対策です。温暖化はどのような立場の人にも等しく
降りかかる問題であり、現代に生きる私たちの生活や経済活動
への影響のみならず、私たちの判断や行動によっては将来世代
により深刻な影響を与えうるという意味で、最優先で取り組ま
なければならない課題です。危機への対応ではありますが、新たな
産業や雇用を生み出すチャンスと捉え、 エネルギー転換や新技
術の開発などを加速させ、脱炭素に向けた社会変革を進めます。

【最も関心のある政治課題】

千葉 2 区
小林鷹之衆議院議員

経済安全保障担当大臣
内閣府特命担当大臣（科学技術・宇宙）

【現在の役職】

◯経済安全保障
　①いかなる状況でも、国民の命と暮らしを守り抜けるよう各産業に
　　おける脆弱性の解消
　②世界と勝負できる分野を戦略的に拡大
　③国際ルールの形成に主体的に参画
◯科学技術立国の実現　◯宇宙産業の振興
◯中小企業に配慮した税制構築

【最も関心のある政治課題】

千葉 3 区
松野博一衆議院議員

内閣官房長官
沖縄基地負担軽減担当大臣
拉致問題担当大臣

【現在の役職】

・新型コロナウイルス対策
・新しい資本主義の実現
・国民を守り抜く、外交・安全保障
・危機管理の徹底
・東日本大震災からの復興・国土強靭化

これらの課題に取り組みます。

【最も関心のある政治課題】

千葉 4 区
野田佳彦衆議院議員

（立憲民主党）最高顧問
千葉県連最高顧問

【現在の役職】

　膨大なコロナ対策費によって悪化した財政の立て直しが最重要課
題。
　コロナ後にプライマリーバランス黒字化を実現するための中長期計
画を策定したい。

【最も関心のある政治課題】

千葉 5 区
薗浦健太郎衆議院議員

（衆議院）財務金融委員会委員長
【現在の役職】

　コロナによって大きく影響を受ける業種への支援に加え、コロナ後を
見据えた成長への種まきを行わなければなりません。
　米中対立は深刻化の様相です。我が国が自由と繁栄をどう享受し
続けて行くのか、「次の戦略」の議論を進めてまいります。
　地元では、東西線の混雑緩和や京葉線のりんかい線乗り入れと羽
田延伸、総武線のホームドアの設置や、塩浜立体整備を行います。ま
た、喫緊の課題である冠水対策を講じてまいります。

【最も関心のある政治課題】

千葉 6 区
渡辺博道衆議院議員

（自民党）経理局長
再犯防止推進特別委員長

【現在の役職】

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動再開に
全力を尽くす。
　新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた分野における需
要喚起の取り組みを行い一日も早く通常に近い社会経済活動の回復
を図ること。
　そのためにも、ワクチン・治療薬の研究開発や生産体制の強化等に
よる安全安心な社会の構築図る。

【最も関心のある政治課題】

令和3年11月1日付けでアンケートを発送しました（11月15日締め切り）。順不同。

国会議員にアンケート調査実施しました

※掲載内容はアンケート回答によるものです。



千葉県税政連国会議員アンケ－ト

− 8 −

千葉 7 区
齋藤健衆議院議員

（自民党）税制調査会幹事
団体総局長

【現在の役職】

　曲がり角にある日本の再活性化。具体的には、経済面では、中国に
追い抜かれ、アメリカとの差が広がっている産業競争力の復活（含む、
先端技術開発）。
　国難とも言える少子化への抜本的な対策。戦後放置してきた、防衛
すらおぼつかない安全保障政策の見直し（含む、憲法改正）。世界で
勝負していくための英語教育の抜本的強化。農業・エネルギー含めた
経済安全保障の強化。ひきこもりや虐待など子供の悲劇の撲滅。

【最も関心のある政治課題】

千葉 9 区
奥野総一郎衆議院議員

（衆議院）「沖縄及び北方問題に関する特別
委員会」委員長、憲法審査会幹事、予算委員
会委員、総務委員会委員

（立民党）国会対策委員長代理

【現在の役職】

　安倍政権以来の新自由主義的な政策により格差が拡大していることが課題。金融政策の量的緩
和に頼り過ぎ、適切な再分配、成長戦略が機能しなかった。金余りで株価、地価の上昇によるミニバ
ブルが発生し一部の資産家が潤う一方、勤労所得は全く伸びず労働者、消費者の生活は豊かに
なっていない。円安で輸出企業の所得が一時的に増加したが労働分配には回らず、輸入物価の上
昇等で生活者には負担が増している。
　財政支出を伴う公的支援をグリーン、ヘルスケア、ローカルの次世代産業へ積極的に行い成長産
業として育成し、雇用を拡大する。減税と直接給付で中間層の所得を底上げ、消費を喚起すること
で景気を刺激し、税収拡大の循環を作る。法人税の累進税率導入、金融所得の段階的総合課税
化により所得再分配を強化する。

【最も関心のある政治課題】

千葉 10 区
林幹雄衆議院議員

（自民党）地方創生実行統合本部長
千葉県道路協会・河川協会会長
利根川治水同盟会長

【現在の役職】

　新型コロナウイルス感染症から国民の命と暮らしを守り、コロナで傷
んだ日本経済を立て直おす。
　国の基「農林水産業」を守り、成長産業にする。
　大胆な「危機管理投資」で国土強靭化を進め、安全で安心な国・
健康で豊かな地域社会を目指します。

【最も関心のある政治課題】

千葉 11 区
森英介衆議院議員

（衆議院）憲法審査会長
（自民党）労政局長・司法制度調査会長

【現在の役職】

　持続可能な社会の構築を目指す。その為に、①人類にとって不可
欠なリソースであるエネルギー、環境、食料等が危機的状況に立ち至
るのを防ぐ。②我が国では、少子高齢化、人口減少が急速に進行す
る。その中に在っても生産性を高めることにより持続的な経済成長を
実現し、人々の生命と暮しを守る。③我が国の内外の状況は、憲法制
定時には想定していなかったほど大きく変貌した。我が憲法をかかる
時代に適合できるよう逐次改める。

【最も関心のある政治課題】

千葉 12 区
浜田靖一衆議院議員

（衆議院）政治倫理の確立及び公職選挙法改
正に関する特別委員会委員長

【現在の役職】

安全保障
　私は、安全とは失って初めてわかるものだと思っています。たとえば、風邪など
の病気となった方が、健康について気を使い始めるように、安全でなくなったとき
にその重要性に気づきます。また、脅威や安全の概念は時代とともに変化し、現
在の安全保障は、他国からの軍事的な脅威だけでなく、自然災害や伝染病も含
まれ、多様な脅威から守ることを指しています。国家や国民の安全を脅威から守
ることの重要性の議論を更に深めたいと考えています。

【最も関心のある政治課題】

南関東比例
門山宏哲衆議院議員

（衆議院）安全保障委員会委員、財務金融委員会委
員、消費者問題特別委員会委員、憲法審査会委員

（自民党）副幹事長
（委員会については今後変更の可能性がございます。）

【現在の役職】

　新型コロナ対策として、ワクチン、経口薬、医療体制の強化等を通し
て、通常に近い経済社会活動を一日も早く取り戻す。
　日本が今後も繁栄を続けるために、強い経済の再生に取り組む。デ
ジタル化・グリーン化をはじめ、次の成長分野への投資・人材育成を推
進し、「科学技術立国日本」を実現する。
　確かな安全保障・外交政策を通して国民の生命と財産を守り、日本
の平和と繁栄を確かなものにする。

【最も関心のある政治課題】

南関東比例
櫻田義孝衆議院議員

衆議院議員
【現在の役職】

①新型コロナ感染症対策（経済再生とワクチン等の新技術の開発）
②憲法改正（自衛隊、非常事態条項の付加）
③千葉北西連絡道路（国道16号バイパス）の早期建設
④行政改革の推進（国政・地方行政）
⑤手賀沼マラソンをハーフと合わせてフル（42.195km）やスプリント
　10kmも合わせて実施へ
⑥つくばエクスプレスの利便性向上（8両化工事促進、将来的な東京延伸検討）

【最も関心のある政治課題】

※掲載内容はアンケート回答によるものです。
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南関東比例
谷田川元衆議院議員

（立民党）政調副会長
立憲民主党千葉県連副会長
千葉県ハンドボール連盟会長

【現在の役職】

・新型コロナウイルスで疲弊した経済を立て直すために、消費税率を
時限付きで５％まで下げ、消費を喚起させていく。

・ＰＣＲ検査についても対象を拡大し、国産のコロナウイルス治療薬の
開発を推進する。

・所得税・法人税の税率見直しを行い、中間層や低所得層への減税
を行う一方、富裕層や大企業への増税を行う。

【最も関心のある政治課題】

全県区
長浜博行参議院議員

（参議院）国土交通委員会理事、議員運営委員会委
員、政府開発援助等に関する特別委員会委員、政治
倫理審査会委員、改革協議会協議員

（立民党）千葉県総支部連合会代表

【現在の役職】

環境問題
　公害（大気汚染、水質汚濁等）のみならず地球環境に影響を及ぼ
す、すなわち人類の生存にかかわる地球温暖対策が急務。
　国連の気候変動枠組み条約に基づく日本の取り組みに関心を持っ
ています。

【最も関心のある政治課題】

全県区
小西洋之参議院議員

（参議院）憲法審査会筆頭幹事、外交防衛委員会
筆頭理事、予算委員会委員

（立民党）常任幹事会幹事、参院政策審議会会長
代理、外交・安保副部会長、政治改革部会副部会長

【現在の役職】

　新型コロナの第6波と医療崩壊を防ぐ高齢者への三回目接種の前
倒しの実現。医療・検査・保健所の体制構築の「新型コロナ医療等体
制確保法案」の制定とそれまでの間の唯一の国会意思である自ら起
草した特措法附帯決議に基づく対策の確保。
　立法した脳卒中・循環器病対策基本法のロジックモデル・ＰＤＣＡサ
イクルに基づく各県計画の策定の確保、いじめ防止法の改正、文書
通信交通滞在費の国庫返納・日割・使途報告の法案策定と実現。

【最も関心のある政治課題】

　国民の生命財産を守るという観点から、新型コロナウイルス対策と
して国産のワクチンや治療薬の開発、さらに落ち込んだ日本の経済を
いかに早く回復させるか、これらが最も関心をもっている政治課題で
す。経済対策を進めるにあたっては困窮者支援を急ぐとともに、中長
期的にはカーボンニュートラルやデジタル化の推進、また経済の安全
保障などにも十分な配慮が必要と思っています。

【最も関心のある政治課題】

全県区
石井準一参議院議員

（参議院）憲法審査会筆頭幹事
（自民党）幹事長代理、選対委員長代理

【現在の役職】

全県区
元榮太一郎参議院議員

（参議院）議員運営委員会
（参議院自民党）国会対策委員会

【現在の役職】

　個々の政策を議論することは大切なことではあるが、参議院の役目
として、多岐にわたる政策が相互に活かされ、各分野が連携して潜在
力を発揮できるよう注力したい。世界経済のグローバル化や IT化が
加速する中で、国民の生命と財産を守り、持続的な経済発展を遂げ
る鍵となりうる再生エネルギー開発や国際協力・外交問題を感度高く
捉え、地方と世界が繋がる新しい産業構造を切り開く人材の育成に
努めたい。

【最も関心のある政治課題】

全県区
豊田俊郎参議院議員

（参議院）法務委員会 理事、決算委員会 委員、国
民生活・経済に関する調査会 筆頭理事

（自民党）参議院国会対策委員会 副委員長、所有
者不明土地等に関する特別委員会事務局長代理

【現在の役職】

　昨今の世界的に多業種にわたるデジタル化の流れを汲み、各種税
務においても電子申告等より一層デジタル化を推進していく必要がある
と考えます。
　マイナポータルやe-Taxの連携による電子申告の推進を図るなど、現
場での業務負担削減も課題です。書面での申告等をベースとして規定
されている税法についても改正すべく取り組んでおります。
　引き続き皆さんからご意見をいただきながら、ともに進めてまいります。

【最も関心のある政治課題】

※掲載内容はアンケート回答によるものです。
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主要会務 （令和3年10月〜令和3年11月）

10月14日（木）

10月18日（月）
11月16日（火）
11月22日（月）

千葉県税理士会館
〃
〃

衆議院議員会館
オークラ千葉ホテル

〃
〃
〃

第2回正副会長会・正副幹事長会
国会議員秘書等との協議会
中間監査
日本税理士政治連盟国会陳情
推薦審査会との意見交換会
第3回正副会長会・正副幹事長会
第2回幹事会・支部長会合同会議
第2回後援会連絡協議会
WEB参加がありました。

　千葉県税理士政治連盟は、税理士の社会的、経済的地位の向上を図るとともに、税理士の社会的役割の重要性に
鑑み、納税者のための民主的税理士制度及び租税制度を確立するために必要な政治活動を行うことを目的として
います。（千葉県税理士政治連盟 規約第3条）

　千葉県税政連に加入されていない税理士の方は、この機会に加入していただきたく、お願い申し上げます。
　お申し込みは、税政連ＨＰのお問い合わせフォ－ムからの加入、または千葉県税政連事務局へお電話（TEL043-243-1526）
あるいは税政連各支部長までご連絡ください。

税政連加入のお願い

活動を展開させるためには、税理士皆様の協力がぜひとも必要です。

　広報委員会では、よりよい紙面づくりのために、会報の内容について、会員の皆様から広くご意見を募集し
ております。ご意見ご要望がございましたら、広報委員会あてにご連絡ください。

電話番号 043-243-1526　　FAX 043-243-1553
メールアドレス c-kenren@zeiseiren.chuo.chiba.jp
ＵＲＬ https://chibazeisei.jp/

広報委員会からのお知らせ

ＱＲコード作成しました。

第2回幹事会・支部長会合同会議 後援会連絡会議
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