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千葉県税政連
令和5年1月1日（第７6号）

　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。
　昨年、新型コロナウイル
ス感染症は新しい変異株

が次々に出現し、第6波、第7波と感染拡大の波が押し
寄せました。そのような状況の中、感染防止の観点から
生まれた生活様式が定着したように思います。税政連
の活動も対面での活動を徐々にではありますが、再開
することができました。令和4年8月5日、本連盟の第54回
定期大会は会場への出席者を制限、事前に抗原検査
キットを配布して、陰性者のみの参加とさせていただくな
どの感染防止対策を徹底して開催しました。国会陳情
についても、感染防止対策を行い、令和4年10月13日に
3年振りに一斉陳情を実施しました。当日は120人を超
す会員が衆議院第一会館地下大会議室に集合し、そ
こからそれぞれ陳情先の議員事務所へ陳情に行って
いただきました。参加いただいた会員皆様のご協力に
心より感謝申し上げます。
　令和5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。」に関してですが、適格請求
書発行事業者の登録申請が令和5年3月31日までと
なっておりますが、その届出状況は登録が見込まれる
事業者数の40％の水準で、中小零細企業に限ってみ
ると60％超が未登録との情報もあります。これは、個人・
法人合わせて500万社といわれている免税事業者が、
取引先から課税事業者になるか、取引をやめるか選ぶ
ように言われ、登録事業者になった方がいいのか迷っ
ている人が多い結果だと思います。このような免税事業
者を救う為にも、免税事業者からの仕入れ税額控除割
合80％を維持するなど、実務を踏まえた柔軟な運用を
行うことの必要性を、引き続き国会議員へ陳情していた

だきたいと思います。
　また、昨年3月22日参議院の本会議におきまして、税
理士法を含む所得税法等の一部改正する法律案が
可決成立しました。今回の改正では、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です。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。近年、税理
士を目指す若者が激減している、という声が多く聞かれ
ます。今回の改正項目の一つである受験資格要件の
見直しは、今年の4月1日以降に行われる税理士試験か
ら適用されます。簿記論・財務諸表論の受験資格が不
要となり、だれでも受験が可能となります。これを機会
に、多くの若者が税理士を目指し、税理士を魅力ある職
業と感じられるようになることを望んでやみません。
　次に、昨年7月10日に行われました第26回参議院議
員通常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。そして、新
しい参議院副議長に長浜博行参議院議員が就任され
ました。8月10日に行われた内閣改造人事において、松
野博一衆議院議員の官房長官留任、新しく浜田靖一
衆議院議員が防衛大臣に就任。そして、11月11日には
葉梨法務大臣の後任として齋藤健衆議院議員が法
務大臣に就任いたしました。千葉県税理士政治連盟
の推薦議員から、このように大勢の方が要職に抜擢さ
れましたことは大きな喜びであるとともに誇りでもありま
す。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。税理士会の要望実
現のためには政治の力が不可欠です。国会議員の皆
様には、これからも税政連の活動にご理解、お力沿いを
頂けるよう心よりお願い申し上げます。
　本年も本連盟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

会長挨拶
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千葉県税政連
令和5年1月1日（第７6号）

後援会のある国会議員等に新年の挨拶をいただきました

閣僚新年挨拶

閣僚新年挨拶

　明けましておめでとうございます。
　千葉県税理士政治連盟の皆様におかれましては、日頃より、独立した公平な立場から納税者の信頼に応
え、納税義務の適正な実現を図るという使命や、地域社会において様々な役割を果たしていただいていること
に感謝申し上げます。
　昨年、皆様の御指導・御助力を頂きまして、税理士法について平成26年以来の大きな改正を実現いたしまし
た。具体的には、税理士業務におけるICT化の推進を通じた納税者の利便性の向上等に係る努力規定の創
設や税理士試験の受験資格の緩和といった措置が講じられています。今後も、皆様からの御意見を拝聴しな
がら、納税者利便の向上や適正な納税の確保のため、引き続き検討してまいりたいと考えております。

　また、インボイス制度につきまして、本年10月の制度開始に向けて、顧問先に対して制度を周知いただくとともに、登録申請を予定す
る方に早期の登録を促していただくなど、事業者の方が新たな制度に円滑に移行できるよう御尽力いただいていることに心より感謝申
し上げます。引き続きお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

内閣官房長官　沖縄基地負担軽減担当・拉致問題担当・ワクチン接種推進担当
衆議院議員　松野　博一　（自由民主党　千葉3区）

　千葉県税理士政治連盟の皆様方におかれましては、令和5年の新春をお健やかにスタートされましたことと、お喜び申
し上げます。
　昨年は、一時的ではありましたが、自民党の税制調査会副会長を務め、税制改正にあたり、皆様方には大変お世話
になりました。心より感謝申し上げます。
　今年は、新型コロナ感染による影響が長引き、円安、原油・原材料価格高騰、ウクライナ侵略の長期化等の影響を大き
く受ける中で、年が明けました。多くの中小・零細企業の皆様が経営的に苦しまれる中で、中小・零細企業の皆様とともに
ある税理士の先生方の役割は、極めて大きなものがあります。
　私も微力ではありますが、皆様と一緒に汗をかいていく所存でありますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

法務大臣
衆議院議員　齋藤　健　（自由民主党　千葉7区）

　明けましておめでとうございます。皆様には輝かしい新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。
　昨年は、ロシアによるウクライナ侵略、沖縄復帰50周年、そして、第二十六回参議院議員通常選挙、安倍晋
三元首相銃撃事件など、時代の転換点となるような出来事が起きた年であったと思います。
　現在、ロシアによるウクライナ侵略を背景とした、国際的な原材料価格の上昇や円安の影響により、日本経済
を取り巻く環境は厳しさが増しています。また、世界的にも景気後退懸念が高まっている中、この難局を乗り越え
るため、さらにその先の未来に向け、日本経済を持続可能でより高い成長経路に乗せていくには、岸田政権が
揚げる「新しい資本主義」の旗印のもと、物価対策と景気対策を一体として行う総合経済対策が、我が国の未
来に向けた経済を強くすることと期待しています。

　また、未だ終息の見えない新型コロナウイルス感染症ですが、マスクの着用ルールや外国人の新規入国制限の緩和など、ウィズコロ
ナの下、出来るだけ平時に近い社会経済活動が可能となるよう、感染症対応を強化させ国民の安全・安心を確保してまいります。
　私は、昨年8月、皆様方のご支援のお陰で二度目の防衛大臣を拝命しました。現在、日本を取り巻く安全保障環境は逼迫した状況が
続いています。ロシアによるウクライナ侵略は、国際秩序の根幹を脅かす暴挙であり、中国は東シナ海や南シナ海において、力による現
状変更やその試みを続けています。そして、北朝鮮はこれまでにない頻度でミサイル発射を繰り返し、我が国の上空を通過させ、5年ぶり
のJアラートが発令されるなど、予断を許さない状況が続いています。改めて、安全保障の重要性を強く感じるとともに、時代に即した安
全保障の概念が重要であると考え、緊張感をもって毅然と取り組み、日本国そして国民のため尽力してまいります。
　さて、本年は「統一地方選挙」の執行や「G7広島サミット」が開催予定されています。安全で安心できる希望の持てる国、地域を目指
し、明るい未来のためにしっかりと歩みを進め、普遍的価値と国際秩序に基づく新たな時代のメッセージの発信が期待されています。
　私は、引き続き、これまでの政治経験を活かし様々な課題を真摯に取り組み、私の故郷、南房総の発展と我が国の繁栄のため、全力
で政治活動を続けてまいります。何卒、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。本年が皆様にとりまして希望に満ちた素晴ら
しい年となりますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶とします。

防衛大臣
衆議院議員　浜田　靖一　（自由民主党　千葉12区）
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　新年あけましておめでとうございます。新型コロナもウクライナもまだ出口が見えない中で年が改まりました。本年
は税制度の点でも重要な節目の年になると思われます。それは本年10月にスタートとされるインボイス制度の導入
です。当事者である中小小規模事業者の間でのインボイスの認知度は1割から2割程度と極めて低く、今後の混
乱は必至です。そうでなくても制度設計時点では全く予想だにしなかった物価高が続いており、特に価格転嫁の
困難な中小小規模事業者には極めて苦しい経済状況が続いています。それに追い打ちをかけるように「実質増
税」を行う事は道義的にも問題があります。多くの団体からのお声が届いているように、少なくとも今後数年間のイ
ンボイス制度の先送りが必要です。事業者に本来なら寄り添うべき立場の経済産業大臣までが、まるで財務省

の解説書を読むが如く、移行に伴う事務コストの負担増には国もしっかり支援をする云 と々言うのは、今回の実質増税の本質を理解し
ていないか、それとも理解していながら痛みが分かっていないかです。弱きを挫く制度の導入を止めるため、引き続きしっかり先生方と
連携させて頂けますようよろしくお願いいたします。

衆議院議員　田嶋　要　（立憲民主党　千葉1区）

　新年明けましておめでとうございます。
　千葉県税理士政治連盟の先生方におかれましてはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は、経済安全保障担当大臣として「経済安全保障推進法」の成立に全力を注ぎ、また閣僚として様々な
経験を積むことができ充実した年でありました。一方で、ロシアによるウクライナ侵略、北朝鮮による度重なるミサイ
ル発射や台湾を巡る中国の動静など、我が国を取り巻く安全保障環境が不安定になりつつある年でありました。
　エネルギーや食料の安全保障上の脆弱性が新たに露呈し、国民の皆様の生活にも多大な影響を及ぼす事
態になったことから、政府は、昨年末の総合経済対策で、家庭や企業に対する物価高や電気料金高騰の負担

軽減措置や、円安のメリットを最大限に活かした、企業の国内回帰を含む、国内投資の増加など、経済再生のための対策を講じてい
ます。
　本年も、中小企業をはじめとする納税者の方々の立場に寄り沿ってご活躍されている先生方から頂く生の声に丁寧に耳を傾け、国
政に反映すべく頑張ってまいりますので、引き続きご指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
　本年も皆様にとりまして素晴らしい年となりますよう祈念致します。

衆議院議員　小林　鷹之　（自由民主党　千葉2区）

　新年明けましておめでとうございます。
　本年10月1日からインボイス制度が開始されます。でも、まだ周知徹底されていません。そもそもカタカナの名称が
正体を不明にしています。「インボイスって何？」って感じです。「適格請求書等保存方式」と言い換えてみても、チ
ンプンカンプンです。
　逆に、講習などを受けた事業者は、「知れば知るほど大変だとわかった」と、困惑しています。
　私は、そもそも軽減税率の導入に反対の立場でした。その財源にインボイス制度を充てることにも反対でした。
しかし、もはや反対論を主張する段階ではありません、10月からのインボイス導入に伴う混乱を、いかに回避する

かが重要になってきました。
　現場を知る税理士の先生方の声をしっかりと受け止めて、知恵を絞っていく決意です。本年も衆院財務金融委員会に所属します
ので、政府の準備状況なども厳しく質していきたいと思います。

衆議院議員　野田　佳彦　（立憲民主党　千葉4区）

　あけましておめでとうございます。
　千葉県税理士政治連盟の先生方に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。長きにわたるコロナ禍ではござい
ますが、先生方におかれましては地域経済と公正な税制を支えるためにご尽力を賜り、心から感謝を申し上げま
す。
　さて、昨年の通常国会では、衆議院財務金融委員長として活動してまいりました。与野党の垣根を超え、所得
税法改正案や関税定率法改正案など、様々な法案を審議することができ、大変やりがいのある職務につくことが
できました。

　また、10月3日召集の臨時国会では、法務委員会の筆頭理事、自民党副幹事長並びに国際局長代理を拝命いたしました。
　物価高、円安などへの経済対策、緊迫している国際情勢などまだまだ課題は山積みではありますが、外交や経済安全保障を中心
に、引き続き全力で取り組んでまいります。本年も変わらぬご指導ご鞭撻賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
　千葉県税理士政治連盟の益々のご発展と、皆様方の実りの多い充実した一年になりますよう祈念致しまして、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

衆議院議員　薗浦　健太郎　（自由民主党　千葉5区）

議員等新年挨拶

議員等新年挨拶
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　新年明けましておめでとうございます。千葉県税理士政治連盟の皆様には、健やかに新しい年をお迎えのこと
と、お慶び申し上げます。
　昨年はコロナ禍を克服し、経済再生を進める中で、ロシアによるウクライナ侵略によって、我が国の経済は再び
停滞を余儀なくされました。
　今年の干支の卯は、株式相場の世界では辰巳の天井といい、景気が上向きに跳ねる、縁起の良い年と知ら
れています。緊褌一番、物価の高騰や円安を根治すべく政府・自民党一体となって取り組んで参ります。
　私は初当選から今日まで現場主義を貫き、先ず地域が原点として、地元の商店街に足を運び、また中小零細

企業で働く皆さんと膝を交えながら、国の施策に反映させて参りました。　
　選挙区も松戸市全域に変更されますが、更に多く地元の声に耳を傾けて参ります。
　十月には、インボイス制度が導入されますが、小規模事業者支援のスキームを万全にして、経済のデジタル化を推進していくことが
求められます。
　税理士会の皆様は、中小零細企業の経営者の皆さんの一番の相談相手であり、地域経済のホームドクターといえます。
　私にも、先生方より一層のご指導ご鞭撻を賜れれば幸いです。
　皆様の本年のご多幸とご健勝を祈念申し上げ、新年のご挨拶と致します。

衆議院議員　渡辺　博道　（自由民主党　千葉6区）

　明けましておめでとうございます。
　皆様にはお健やかに新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。
　日頃より、税理士の皆様から温かい・力強いご支援を賜っておりますことに心から感謝致します。おかげさまで、
私も当選10回、現在は自由民主党財務委員長・地方創生実行統合本部長として活動しております。
　近年、日本の税制は複数税率など、複雑で理解しづらい制度が増え、「公平・中立・簡素」という3原則からは
益々遠くなっているように思います。昨年、頂きました最重要要望項目のインボイスについては、導入時期の延期も
しくは中小企業者への実務を踏まえた柔軟な運用を行う事でございました。事業者への負担や行政手続きの混

乱など、どのような問題が起こりうるか、それに対し、どのように改正するのが良いかということについては、やはり税理士の皆様と深く意
見交換を行い、ご意見を国政に反映していくことが重要だと考えております。税金は、この国の社会基盤を整備し、国民により豊かな暮
らしを提供することが役割であり、国民の負担ばかりを大きくするものであってはなりません。
　より良い社会を作るために、今後とも皆様と共に取り組んで参ります。よろしくお願い申し上げます。

衆議院議員　林　幹雄　（自由民主党　千葉10区）

謹賀新年
　千葉県の税理士の先生方には日頃よりたいへんお世話になっております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
　昨年は長引くコロナ禍も収束しないなか、ロシアのウクライナ侵攻により世界情勢も緊張が高まった一年でし
た。我が国を取り巻く極東アジアの国際情勢も予断を許さないものとなっており、外交安保における我が国政治
の舵取りが益々難しくなっているものと認識しております。また国民生活においても近年にない円安、物価高が進
行しており、食料、エネルギー価格の上昇は、様々な必需品の価格上昇となって生活を圧迫しています。急速な
円安による原材料高は価格転嫁を困難とし、中小企業の経営も圧迫されており、消費税のインボイス方式導入に

ついては、延期または柔軟な運用が不可欠です。
　このような困難な時期を乗り越えるためには、税制をできるだけ簡素化するとともに、貴税政連が建議されている所得税の基礎的な
人的控除の引き上げなどにより、家計の負担を軽くすることも前向きに取り組むべきだと考えます。
　先生方には、いつも貴重なご意見、ご提言をいただき感謝いたします。本年もお世話になると思いますが、よろしくお願いいたします。
私も税理士連合会、政治連盟様の建議・要望はじめ、政策の実現に尽力してまいります。

衆議院議員　奥野　総一郎　（立憲民主党　千葉9区）

議員等新年挨拶

　謹賀新年。税政連の先生方には、昨年も大変お世話になりました。
　振り返ってみますと、令和の時代に入ってから、どうしたことか、災厄続きです。元年には、千葉県は、未曾有の
台風・豪雨被害に見舞われました。その翌年、2年の初頭から現在に至るまでは、世界中で新型コロナウイルス感
染症が猛威を振っています。加えて、昨年の2月24日に、プーチン・ロシアがウクライナに侵攻するという戦慄すべき
出来事が勃発し、終りの見えない戦争が今尚続いています。
　このように非常時とも言うべき状況下で税理士の先生方におかれても、公私共に何かと不自由な生活を強いら
れていらっしゃるのではないかと拝察申し上げます。その上、先生方の業務に密接に関係することとして、令和元

年10月から軽減税率制度が実施され、本年10月からインボイス制度が導入されることになっております。その結果、膨大な作業量の増
大を招来し、大変ご苦労をなさっているという話も伺っております。先生方のご要請にきちんとお応えできていないという心苦しさも感じま
すが、それにしてもせめてより良い方向に向いますよう微力を尽したいと思います。この上とものご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し
上げます。併せて、本年1年間の先生方のご健勝、ご活躍を祈念致します。

衆議院議員　森　英介　（自由民主党　千葉11区）
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議員等新年挨拶

　令和5年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　千葉県税理士政治連盟の平野会長をはじめ役員の皆様、および税理士の先生方には日頃よりご支援・ご鞭
撻を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと新型コロナウイルス感染症で始まり一年を通してマスク生活を余儀なくされてしまい
ました。幸いにも国民の皆様のご協力と感染予防意識が高まり、感染者数は減少し、外国人観光客の受け入れ
規制が緩和され、観光地でも久しぶりに賑わいが戻ってきました。ただ、予断許さない状況はまだまだ続く可能性
はありますので、気を緩めずにお過ごし頂ければと思います。

　ところで、足下の景気動向に目を移しますと、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言やまん延防止措置の解除に伴い、飲食や
旅行などの個人消費に改善の兆しが見える一方、原油の高騰や記録的な円安の影響を受けて景気は低迷しております。地域経済
を押し上げていくには、中小企業の活性化と実体経済の改善が望まれるところです。その為にも税理士の先生方のご尽力を引き続き
宜しくお願いします。
　私ごとではございますが、昨年8月より参議院の皆様方の推挙を賜り、第33代の副議長という要職に就かせて頂きました。責任の重
さを痛感しながら公正かつ円滑な議会運営に取り組んで参りたいと思います。
　千葉県税理士政治連盟の皆さまの益々のご繁栄とご健勝を心からご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。

参議院議員　長浜　博行　（立憲民主党　全県区）

　明けましておめでとうございます。
　日頃から、国民に信頼される税理士制度構築に向け努力を続けている皆様に心より感謝を申し上げます。
　昨年の臨時国会以降、衆議院決算行政監視委員会の筆頭理事に就任いたしました。現在、まだ国会で議決
していない我が国の決算は、平成30年分から令和3年分まで、4年分もたまっています。
　きちんと税金の無駄がなかったか検証することは、若者への魅力ある納税制度の構築にもつながると思いま
す。国民目線、納税者の視点を忘れずに、今国会で少しでも正常化できるよう尽力して参ります。
　また、皆様のご意見を伺いながら、我々立憲民主党は、インボイス制度の廃止を求め法案も提出しております。

コロナ禍で打撃を受けた中小企業、小規模事業者のみなさまをこれ以上傷つけないような政策を進めていきます。
　30歳で千葉県議に初当選し、私の政治家としての人生がスタートしました。今年は30年目の節目でなおかつ私事ですが、還暦を迎
えます。この間、一貫して「地元から日本を良くする」という政治信条のもと一生懸命活動して参りました。本年もどうぞ宜しくお願い申し
上げます。

衆議院議員　谷田川　元　（立憲民主党　南関東比例）

　新年あけましておめでとうございます。千葉県税理士政治連盟の皆様方には、税理士としての業務を通じ、適
正な納税義務の実現のためにご尽力いただいておりますことに深く敬意を表しますとともに、日頃より格別のご配
慮を賜っておりますこと、厚くお礼申し上げます。
　私門山ひろあきは昨年8月より法務副大臣として活動し、先の臨時国会では民法の親子法制に関する改正法
案を提出致しました。また、「再犯防止推進計画等検討会」の議長として次期再犯防止推進計画の策定を進め
ております。入管法の改正についても、送還忌避、長期収容の問題等を解決すべく法案の提出を準備しておりま
す。

　現下の日本の政治的課題は経済再生と安全保障であると考えております。産業競争力を維持するため、成長分野への投資・人材
育成を推進し、強い経済の再生に取り組むこと、ロシアによるウクライナ侵略にみられるように厳しさを増す安全保障環境の中、日本の
防衛力を高め、価値観を共有する国 と々の協力を通じて抑止力を高めることが、日本が今後も繁栄を続けるために必要であると考え
ております。
　千葉県税理士政治連盟の益々のご発展と、会員の皆様のご隆盛を心よりご祈念申し上げます。

衆議院議員　門山　宏哲　（自由民主党　南関東比例）

令和5年新年あけましておめでとうございます。自民党 衆議院議員 櫻田義孝でございます。まずは
千葉県下にて経済活動の要として奮闘をされておられる千葉県税政連の皆様に心から感謝の言葉を
申し上げます。
　まさに、中小零細企業にとっての経営相談、税務申告の身近な相談役として千葉県税理士会の皆様
のご活躍は非常に重要であります。

申告納税制度の適正化を始め、納税者の為に、役に立つ情報発信や納税指導を、千葉県税理士政治
連盟の皆様に課せられた使命は、ますます重要になってきます。

特に千葉県税政連の活動は、他都道府県に比しても活発であるところ、各種税制に対する国への改正要望などにつき
ましても、比類なき影響力を発揮しているものと政治の側も強く認識しております。

我々政治の側も、千葉県税政連の先生方のお力をお借りして税制改正や景気対策などにまい進していく所存でござい
ます。結びにあたり、本年の皆様の今後益々の御健勝と御多幸をお祈り申し上げ、私からのご挨拶といたします。ありがと
うございました。

衆議院議員　櫻田　義孝　（自由民主党　南関東比例）
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議員等新年挨拶

　新年あけましておめでとうございます。
　千葉県税理士政治連盟の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。日
頃より格別のご高配を賜り心より感謝いたします。
　昨年7月に参議院議員選挙が実施され、皆様の各地域での力強いご支援、ご協力を頂き、お陰さまで自民党
公認の2候補が揃って当選を果たすことが出来ました。心からの御礼を申し上げます。
　コロナの完全収束・物価対策・安全保障・防衛力強化・憲法改正等の課題を抱える中、税理士会の皆様には
納税環境の電子化・子供たちへの租税教育や、高齢化社会での成年後見制度等に積極的に取り組まれており

ますことに深く敬意を表します。変化が激しい時代にあって税理士の皆様に益 ご々活躍頂ける基盤づくりを、参議院議員運営委員会
委員長として、全力で取り組む決意であります。本年もご理解ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　千葉県税理士政治連盟の益々のご発展と、会員皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ年頭のご挨拶とさせていただきます。

参議院議員　石井　準一　（自由民主党　全県区）

　千葉県税理士政治連盟のご活動に敬意を表し、新年のご挨拶を謹んで申し上げます。世界はいま、戦争、感
染症、食糧・燃料問題の混乱のなかにあり、日本経済も多大な影響を受けています。税理士の先生方は、地域で
は経済の発展に直接に寄り添い、国政では税制改正法案等への助言を通じて、日本の政治と経済の安定に寄
与されています。今年もまさに厳しい世界情勢のなか、日本の経済と政策の現場で、税理士政治連盟は大きな役
割を果たされることを思い、感謝申し上げます。
　税理士の先生方による後援会活動のおかげで、私は地域経済の実情をいち早く知って対策の策定に参加す
ることができるようになり、また何より厳しい政治活動の日々のなか、心のエネルギーの充電を支えていただいてい

ます。秋には与党自民党では党税制調査会にて次年度税制改正への大綱を取りまとめますが、昨年の党税調の諸会合に私も積極
参加することができました。確実で公正な税収確保は近代主権国家の基本であり、税制改正はその起点です。税理士政治連盟のご
指導のもと、今年も税と予算と政策を通じて、日本と世界の平和と発展のために働いていく決意です。　
　私は初代少子化・男女共同参画大臣を務め、また大学教授として多くの学生も教えた経験から、若い世代のための働き方改革も推
進してまいります。昨年の参議院議員選挙を経て、3期目の千葉県選挙区選出参議院議員として最善の努力を国政にて続けてまいり
ますので本年もよろしくお願い申し上げます。

参議院議員　猪口　邦子　（自由民主党　全県区）

　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は多くの先生方のご厚情を賜りまして、千葉県選挙区で再選をさせていただきました。三期目となり、立憲
民主会派の政策審議会会長、党政策調査会の会長代理、次の内閣の官房副長官の職責を得まして、立憲民
主党が国民から期待と信頼を寄せられる政党たるべく、コロナ対策（インフルエンザとの同時流行）、物価・経済
金融、産業政策などに懸命に努めて参る決意です。
　また、本年は医療福祉制度の大きな改革の年であり、私が循環器病対策推進基本法で初めて実現したロ
ジックモデルに基づく都道府県計画が、医療法（5疾病6事業 ※感染症対策を含む）、がん対策推進基本法な

どで実行されます。高齢化や医療過疎を抱える千葉県において重要な政策であり、厚労省指針をしっかりと指導し、千葉県庁をサ
ポートして参ります。
　参議院では、引き続き、憲法審査会の筆頭幹事、外交防衛委員会の筆頭理事を務めて参ります。我が国の法の支配・立憲主義を
守り抜くとともに、安全保障環境の変動の中にあるべき外交防衛政策を追求して参ります。引き続きのご指導を宜しくお願い申し上げま
す。
　結びに、今年一年の先生方のご健勝を心より祈念申し上げます。

参議院議員　小西　洋之　（立憲民主党　全県区）

　皆様健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　千葉県税理士政治連盟の皆様には日頃より大変お世話になっております。特に確定申告時には無料の相談
や申告のお手伝いをいただいておりますことにあらためて深く感謝申し上げます。
　昨年は新型コロナウイルスの感染拡大、ウクライナや北朝鮮情勢、円安、物価高、異常気象による災害の多発
など私たちの暮らしは大変な影響を受けました。新たな改造内閣で私は国土交通副大臣を拝命いたしました。
国土交通省では国土の保全・利用、交通政策、観光、災害対策など幅広く担っております。特に多発する災害か
ら国民の生命・財産を守るための治水対策など防災・減災、国土強靭化や、空き地、空き家、所有者不明土地問

題など重点的に取り組んでおるところです。また気象に影響を及ぼす二酸化炭素の排出削減としてカーボンニュートラルの取り組みに
も力を入れております。
　本年も多くの課題が山積しておりますが、これらの課題に対し全力で取り組んでまいりますので皆様方のご支援よろしくお願い申し
上げます。
　新しい年を迎え、本年が皆様にとりまして素晴らしい一年となりますようお祈り申し上げます。

参議院議員　豊田　俊郎　（自由民主党　全県区）
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議員等新年挨拶

　新年あけましておめでとうございます。
　千葉県税理士政治連盟の皆様方には、税知識の普及や適正な申告納税制度の徹底などに取り組まれており
ますことに、心より敬意と感謝を申し上げますとともに、税務行政に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症の防止対策については、日頃からご理解とご協力をいただいているところです
が、今後、日常生活を取り戻していくにあたり、医療提供体制の確保や感染防止に取り組みながら、教育活動の制
限緩和、観光産業や飲食業の需要喚起など、社会経済活動の更なる回復に努めているところです。

　これらの施策を実現するためには、県税収入の確保が重要なことから、昨年3月に「千葉県県税特別徴収対策計画」を策定するな
ど、公平な課税、公正な徴収に全力で取り組んでいます。
　千葉県税理士政治連盟の皆様方におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策の観点からも、eLTAX による電子申告やキャッ
シュレス納付の一層の利用促進に更なるご協力をよろしくお願いします。
　結びに皆様方のご健勝、ご活躍と千葉県税理士政治連盟の益々のご発展を祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

熊谷　俊人　千葉県知事

　あけましておめでとうございます。
　千葉県税理士政治連盟の皆様におかれましては、健やかな新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　旧年中も新型コロナウイルス感染拡大防止をはじめ様々な分野で地域づくり、まちづくりのためにご理解とご協力
を頂きましたこと御礼申し上げます。
　昨年を振り返りますと、長引く新型コロナウイルスの影響と共に、ウクライナへのロシアの侵攻、エネルギーをはじめ
とする物価高騰等多くの課題が生じました。4月には10年先を見据えたまちづくりの方向性を示す第3次総合計画
がスタートし、「人もまちも輝く笑顔あふれる船橋」を将来都市像として掲げました。

　本年は、人もまちも健康でありたいとの願いを込めて行ったスポーツ健康都市宣言40周年を迎える記念の年となります。地域で行う各
種スポーツ事業の活性化と千葉ジェッツふなばしやクボタスピアーズ船橋・東京ベイといったプロスポーツとの交流イベントの充実など子
供から大人までスポーツに触れ合える体制づくりを進めます。
　船橋のまちにとって重要な役割を果たす、市児童相談所の設置を含めたJR南船橋駅南口市有地の活用や、メディカルタウン構想をコ
ンセプトとした海老川上流地区のまちづくりなど将来につながる取り組みと共に、市民活動や市内経済の回復に向けた施策を積極的に
進めてまいります。
　船橋市がさらに発展するために、本年も全力を注いでまいりますので、皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

松戸　徹　船橋市長

　千葉県税理士政治連盟の皆様、新年あけましておめでとうございます。
　皆様には、日頃より税の専門家として、申告納税制度の普及・促進や納税意識の高揚に努められているとともに、市
政への御支援と御協力を賜っておりますこと深く感謝を申し上げます。
　昨年は、今後10年間の市政の方向性を定める千葉市基本計画を策定し、「みんなが輝く　都市と自然が織りなす
　千葉市」を目指す都市の姿としました。迎えた新年は、都市機能と自然環境のいずれにも恵まれた千葉市の特長をさ
らに磨き、いざというときに頼りになるセーフティネットが働く都市づくりに全力で取り組んでまいります。
　既に「検見川・真砂スマートインターチェンジ」と「検見川立体」の新規事業化により都市機能の充実が図られるほ

か、緑区誉田地区等への大型企業立地の実現による雇用の創出、また、環境省の「地域脱炭素先行地域」に選定されるなど、未来のまちづ
くりに向けた確かな1歩を踏み出しています。
　新型コロナウイルス対策は4年目に入ることになりましたが、ワクチン接種体制の確立などとともに、地域活動、経済活動を並行して進めるこ
とに一段と注力していく年としたいと考えています。
　結びに、千葉県税理士政治連盟の益々の御発展と、会員の皆様方の御健勝と御活躍を祈念いたしまして新年の御挨拶といたします。

神谷　俊一　千葉市長

謹賀新年
　千葉県税理士政治連盟の先生方、明けましておめでとうございます。
　昨年は、私の参議院議員選挙に際し、陰に日向に絶大なるご支援を頂き、本当にありがとうございました。また、
早々に後援会を立ち上げて頂き、より緊密な中でご指導を頂ける環境を下さったことにも重ねて感謝を申し上げま
す。お陰様で、予算委員会委員や憲法審査会委員など重要な役職を頂き、一回生ながら全身全霊で国政にあた
らせて頂いております。
　さて、今年は過去3年間のコロナにより傷ついた経済を本格的に立ち直らせ、働く人の汗が報われる社会実現の

為の勝負の年、大切な一年となります。しかしながら、留まるところを知らない物価高や過去に例を見ない速度で進む円安など、ロシアとウ
クライナの戦争による影響は我が国にも大きな影を落とし、国民の生活に大きな打撃を与えているのが現状です。今こそ政治家が国民
の不安に寄り添い、政治の力で混迷する社会に希望の道筋を示すときです。税政連の先生方は、常日頃から地元の中小零細企業に寄
り添い、事業継続を支えていらっしゃいます。先生方ほど現場の生の声を深く聞いている人はいないはずです。先生方のご指導を賜りな
がら、国民の不安を払拭する政治を果断に進めて参る決意です。

参議院議員　臼井　正一　（自由民主党　全県区）
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国会陳情報告

大内広報委員長 説明 全体会議会場

和田榮一
千葉県税理士会会長挨拶

曲山国会対策委員長 説明平野芳和 会長挨拶

鈴木政策審議委員長 説明

日 時

陳情場所

陳情人数

陳 情 先

陳情趣旨

陳情概要

令和4年10月13日（木）午前9時30分～

衆議院第1及び第2議員会館
参議院議員会館（各議員事務所）

124人

衆議院議員15人
参議院議員6人

　千葉県税理士政治連盟が、税理士会及び納税者の要望の実現に向けて、国会議
員に税制改正の陳情を行う。

税制改正に関する件
　令和 5 年度税制改正に関する要望のうち最重要要望項目の消費税関係を中心に
陳情を行った。
　適格請求書等保存方式については、①事務負担に与える影響、②市場取引に与
える影響の問題点に対して必要な措置を検討すべきである。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動の制約が概ね解消さ
れ、簡易で安価な電子インボイス制度の整備のほか、中小企業者の実務を踏まえ
た負担軽減措置が講じられるまでの間は、導入を延期するか、少なくとも中小企
業者の実務を踏まえた柔軟な運用を行うべきである。
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　コロナ感染防止を最大限に考慮し、国会陳情の人数を制限して3年ぶりに国会陳情を開催した。衆
議院議員及び参議院議員への陳情に先立ち、衆議院第１議員会館において、全体会議が行われ、平
野芳和会長及び和田榮一千葉県税理士会会長の挨拶、国会陳情の実施要領の説明があった。会
議の合間には、陳情を受けられる衆議院議員12人、参議院議員4人から挨拶を頂いた。

全体会議で挨拶をいただいた議員（挨拶順）

豊田俊郎議員 渡辺博道議員 門山宏哲議員 臼井正一議員

田嶋要議員 齋藤健議員 小西洋之議員 奥野総一郎議員

森英介議員 猪口邦子議員 小林鷹之議員 薗浦健太郎議員

野田佳彦議員 本庄知史議員 松本尚議員 谷田川元議員
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千葉1区　田嶋要衆議院議員

【現在の役職】　
〈立憲民主党〉ネクスト経済産業大臣

【陳情者】　
須藤　信一
髙橋　　茂

前田　完一
片岡　雄彦

千葉2区　小林鷹之衆議院議員

【現在の役職】　
〈衆議院〉予算委員会理事、党副幹事長、知的財産戦略調査会長

【陳情者】　
太宰　真澄
齊藤　裕介　　
芥川　　誠
美保　哲夫

江野澤藤利　　
猪口　美好
道明　誉裕

千葉4区　野田佳彦衆議院議員

【現在の役職】　
〈立憲民主党〉最高顧問

【陳情者】　
増永　　保　　
江原　弘高　　
鈴木　恭浩　

大久保任尉　　
川村　誠治　　
狐崎　麻男

千葉6区　渡辺博道衆議院議員

【現在の役職】　
国土交通副大臣

【陳情者】　
秋葉　　武　　
齋藤　敬介　　
権　　淑香

梅山　新平　　
小林　孝夫

千葉8区　本庄知史衆議院議員

【現在の役職】　
〈衆議院〉予算委員会、内閣委員会、憲法審査会
〈立憲民主党〉党副幹事長、政調会長補佐　党千葉県連副代表

【陳情者】　
平野　芳和
茂木　　浩

江波戸秀記

千葉7区　齋藤健衆議院議員

【現在の役職】　
法務大臣

【陳情者】　
原田　豊行　　
今吉　修一　　
齋藤　淑人

野本　知聖　　
岩㟢　重樹

千葉5区　薗浦健太郎衆議院議員

【現在の役職】　
〈衆議院〉法務委員会筆頭理事
〈自由民主党〉副幹事長、国際局長代理

【陳情者】　
高梨　恒弘　　
大内　晴美　　
宮崎　俊雄

桐生　孫治
金森善太郎　　　　　
宮本　純一

千葉3区　松野博一衆議院議員

【現在の役職】　
内閣官房長官

【陳情者】　
岡本　次男　　
増嶋　英昭　　
増田　武志

山野　　廣　　
粕谷　利徳　
髙橋健一郎

南関東比例　門山宏哲衆議院議員

【現在の役職】　
法務副大臣

【陳情者】　
廻　辰一郎
石井　幸夫

植松　高志

南関東比例　櫻田義孝衆議院議員

【現在の役職】　
〈自民党〉PFI推進特命委員長

【陳情者】　
富澤　康人
木村友吏子
宮坂　弘之

加藤　優一　　
富澤　章人

　全体会議終了後、「税理士による後援会」会員を中心に税政連会員も含め、後援会のある国会議
員等の事務所へ陳情を行った。陳情時写真と、各議員の現在の役職等についてお聞きしました。

国会議員事務所へ陳情しました
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千葉9区　奥野総一郎衆議院議員

【現在の役職】　
〈衆議院〉総務委員会の野党筆頭理事、憲法審査会筆頭理事
〈立憲民主党〉憲法調査会事務局長、千葉県連代表

【陳情者】　
鈴木　英伸　　
鈴木　慶夫　　
飯塚　正光

上瀬　　基　　
田中　晴治

南関東比例　谷田川元衆議院議員

【現在の役職】　
決算行政監視委員会筆頭理事、国土交通委員会理事、憲法審査会委員
〈立憲民主党〉「次の内閣」ネクスト財務金融副大臣、内閣府担当副大臣

【陳情者】　
田畑　武彦　　
越川　正雄

髙根　雅人　　
齊藤　英樹

千葉12区　浜田靖一衆議院議員

【現在の役職】　
防衛大臣

【陳情者】　
大隅　義一　　
田村　健一　　
松井　洋美

古宮　広明　　
立川　明義　
嶋野　　渉

全県区　石井準一参議院議員

【現在の役職】　
〈参議院〉議員運営委員会委員長

【陳情者】　
箕輪　郁夫　　
高中夕貴子　　
梶澤　政治

髙橋　光男　
神村　彰男
大野　孝男

全県区　小西洋之参議院議員

【現在の役職】　
〈参議院〉憲法審査会筆頭幹事、外交防衛委員会筆頭理事
〈立憲民主党〉党参議院政策審議会会長、党政務調査会会長代理、「次の内閣」ネクスト内閣官房副長官

【陳情者】　
佐藤　純一　
後藤千恵子　
稲口淳太郎

齋藤　忠広　
伊豆倉博幸

全県区　臼井正一参議院議員

【現在の役職】　
〈参議院〉予算委員会、政府開発援助、沖縄及び北方問題に関
する特別委員会、憲法調査会、文教科学委員会

【陳情者】　
錦織　良光　　
向後　保雄　　
石井　文雄

藤野　祐一　　
石毛　利和

全県区　猪口邦子参議院議員

【現在の役職】　
参議院外交・安全保障に関する調査会会長
自民党領土に関する特別委員会委員長

【陳情者】　
海老原利子　　
掛布　茂代　　
大坪　恭也

中島　　慧　
後藤　　良
岩田　聡子

全県区　長浜博行参議院議員

【現在の役職】　
〈参議院〉副議長

【陳情者】　
村岡　敬治　
押田百々枝

鈴木　隆夫　　
佐々木利之

千葉11区　森英介衆議院議員

【現在の役職】　
〈衆議院〉憲法審査会長
〈自由民主党〉党労政局長

【陳情者】　
伊藤　寿洋
今井　洋一　
松川まさみ

最首　利光
千代延英紀　　　　　　　
地引　久貴

千葉10区　林幹雄衆議院議員

【現在の役職】　
〈自由民主党〉財務委員長、地方創生実行統合本部長、観光立国調査会長

【陳情者】　
林　　三郎　　
堀口　淳一　
野口　光男　
黒田　忠正

篠原　一郎　　　　　　　
山下　秀文　　
岩立　和雄　　
野村　　勲

全県区　豊田俊郎参議院議員

【現在の役職】　
国土交通副大臣

【陳情者】　
阿部　尚武　
矢代　雅義　
大田川智子

能田　宗健　　
廣瀬　大典
福田　繁男
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後援会だより

後援会だより

　令和4年11月11日前法務大臣の辞任を受け、新たに齋藤健議員が第107代法務大臣に
就任されました。
　齋藤議員は、平成21年8月の第45回衆議院議員総選挙で初当選以来、昨年10月の選
挙で5回目の当選を果たしました。この間、平成24年12月には環境大臣政務官、平成27年
10月から農林水産副大臣、平成29年8月からは第60代及び第61代の農林水産大臣を歴任
されました。その後、衆議院憲法審査会幹事、衆議院予算委員会理事、自民党税制調査会副会長を経て、この度
法務大臣に就任いたしました。
　入閣にあたり、「一番大切なことは、国民から信頼される法務行政の実現だ」との抱負を語り、新たな法案の検討
が進められている旧統一教会の被害者救済について、早急に準備を進め、被害者の救済に全力を尽くすと述べて
います。
　齋藤大臣はいつも「誰もやらない一番難しい仕事にチャレンジしたい」と申しています。今回の法務大臣就任は、ま
さにタイムリーで適材適所な人事だと思います。また、私達税理士の後援会の陳情にも非常に熱心に耳を傾けてくれ
ます。インボイス制度の導入に対しても、中小零細企業の現状を正確に理解されていて、今すぐ導入すべきではなく、
延期すべきと主張されています。齋藤大臣の魅力は、周りに忖度することなく自分自身の主義主張を堂 と々述べると
ころにあります。
　今後共、後援会として齋藤大臣を全面的に支援して行く所存でございますので会員の皆様のご協力をお願い申
し上げます。結びに、齋藤大臣の今後の益々のご活躍とご健勝を祈念いたします。

税理士による齋藤健後援会会長　原田　豊行

「齋藤健法務大臣」誕生

　日本税理士政治連盟の第56回定期大会が9月29日オ－クラ東京で開催され、千葉県税理士政治連
盟の代議員が出席した。千葉県税理士政治連盟からは、退任役員として江波戸秀記会員が表彰され
た。また、3年ぶりに懇親会も開催され、税政連役員・後援会役員と来賓の千葉県選出の国会議員と懇
親を深めた。

日本税理士政治連盟 第56回定期大会・懇親会
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　令和4年10月5日、オ－クラ千葉ホテル（千葉市）において国
会議員等秘書と千葉県税理士政治連盟役員との協議会が行
われ、15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5年度
税制改正要望についての説明が行われた。秘書から後援会・
税政連に対する要望があった。特に、インボイス制度につい
ての質問や勉強会を開催してほしい等多数の要望があった。
　協議会は、原田豊行副会長の挨拶により終了し、続いて3年
ぶりに同会場で懇親会が行われ、インボイス制度についての
質問に早速お答えする等有意義な懇親会だった。

国会議員秘書との協議会

主要会務 （令和4年9月〜令和4年11月）

9 月23日（金）
9 月29日（木）
10 月5日（水）

10月13日（木）

10月18日（火）
11月16日（水）

11月21日（月）

札幌パ－クホテル
ホテルオークラ東京
オ－クラ千葉ホテル

〃
衆議院・参議院議員会館
衆議院議員第一議員会館
書面
千葉県税理士会館

〃
〃
〃
〃
〃

アマンダンセイル

東日本六税政連役員連絡協議会
日本税理士政治連盟定期大会
第2回正副会長会・正副幹事長会
国会議員秘書との協議会
国会陳情
日本税理士政治連盟国会陳情
中間監査
第3回正副会長会
顧問相談役会
第4回正副会長会・正副幹事長会
第2回役員選考委員会
第2回幹事会・支部長会合同会議
第2回後援会連絡会議
国会議員等との懇親会

国会議員秘書との協議会／主要会務

第2回幹事会・支部長会合同会議 第2回後援会連絡会議














