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埼玉県春日部市には地下神殿とも呼ばれる巨

大施設があります。首都圏外郭放水路の調圧水

槽で地下22ｍの位置にあり、長さは177ｍ、幅78

ｍ、高さ18ｍです。県東部の低地の浸水被害を

防ぐため、北から流れ来る幾つかの河川の水を、

東西方向の地下50ｍに6.3㎞の世界最大級の地

下放水路を築いて取水し、調圧水槽を経て江戸

川にポンプで排水します。施設は見学もできます。

首都圏外郭放水路　調圧水槽 写真提供　国土交通省江戸川河川事務所

写 真 説 明
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関東信越税理士政治連盟

　会　長　井　部　俊　一

税政連活動にご協力を！！

新年おめでとうございます。会員の皆様にお

かれましては、コロナ禍でありますが、希望に

満ちた、輝かしい新しい年をお迎えのことと思

います。

常日頃は関税政の活動にご理解、ご協力をい

ただき誠にありがとうございます。本年もどう

ぞよろしくお願いします。

税政連の最も重要な活動の一つに国政選挙に

ついての対応があります。令和３年10月21日に

衆議院議員の任期が満了になります。政局はい

つ解散・総選挙となってもおかしくない状況と

なっております。

来るべき第49回衆議院議員総選挙においても、

税理士制度や税理士会にとって理解と協力を得

られる議員に対して積極的に応援し、一人でも

多くの国会議員を国政に送り出すことが税政連

の使命であります。関税政では第49回衆議院議

員総選挙には、令和３年１月末現在40人の候補

者を推薦しています。

そこで議員との信頼関係構築のポイントとな

るのが、「税理士による国会議員等後援会」で

あります。関税政では、現在53の後援会があり

ます。今後も税政連と後援会の連携を更に強化

し、後援会組織の拡大と活動の強化を図り、税

理士法改正や税制改正の実現のために活動して

いきます。

税政連のもう一つの重要な活動は国会議員へ

の陳情であります。今年度はコロナ禍というこ

とで、原則として地元陳情で行いました。その

内容は次のとおりであります。

◎第１次陳情……８月は新型コロナウイルス感

染症の影響に伴う税制改正に関する陳情

◎第２次陳情……10月は令和３年度税制改正に

関する陳情

◎第３次陳情……１月は新年挨拶と陳情

さて、昨年末、新型コロナウイルスの感染拡

大が続くなかで令和３年度の税制改正大綱が閣

議決定されました。経済活動を支えつつ、コロ

ナ後の成長につなげようと、デジタルや環境の

重視を柱に据えた内容となっています。これか

らも税政連として次に繋がる活動を続けていき

ます。

新型コロナウイルス感染拡大は一向に収束の

兆しが見えません。会員の皆様におかれまして

は、くれぐれもご健康に留意いただきたいと思

います。

結びに、会員の皆様にとって新年が「新しい

夢の実現！」となりますことをご祈念申し上げ、

また関税政へのより一層のご理解、ご協力をお

願いいたしまして新年のあいさつとさせていた

だきます。

年頭あいさつ
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税理士会栃木県連所属の会員が栃木県税理

士政治連盟（以下「栃税政」）を訴えた裁判は、

宇都宮地裁での棄却判決を受けた原告税理士が、

これを不服として東京高裁に控訴し、2020年９

月29日に和解が成立した。

この訴訟の経緯結果については、日本税理士

政治連盟（以下「日税政」）会報誌第557号（2020

年11月１日発行）４面にも掲載したとおりである。

原告税理士は、栃税政会員でないこと、栃税

政会費の支払義務がないこと及び栃税政会員と

して扱われ思想・信条の自由を害されたことに

対する損害賠償の３点を訴えたものだが、宇都

宮地裁による判決では、栃税政会員でないこと

及び会費支払義務がないことは双方に争いがな

く、争点から除外され、思想・信条の自由を害

された損害賠償については、原告税理士の請求

が棄却され、栃税政の全面勝訴という結果で

あった。高裁では判決を得ることも検討したが、

税理士間で争いを長期化しても何の利益もない

との判断から和解を選択するに至った。

和解条項に「規約改正を含め真摯に協議する

ことを約束する。」という点については、関東

信越税政連に所属する栃税政を含む６県の税理

士政治連盟（以下「税政連」）はそれぞれの団

体において、引き続き協議検討をすることにし

ている。

今回の訴訟における地裁判決で、税政連とい

う団体について重要な点が示されている。その

判決文は下記のとおりである。

「栃税政が会員相互の協力による政治力を強

化し、栃木県連の目的とその事業を達成するた

めに必要な政治活動を行うことなどを目的とす

る政治資金規正法上の政治団体であるから、そ

の目的を達成するため、規約において栃木県連

所属の税理士を自己の会員として取り扱っても、

それ自体は栃税政に保障された結社の自由、政

治活動の自由等に由来するものと解される」と

示され、税政連にも憲法に保障された権利自由

等があるという内容であった。

しかしながら、会員個々にも私人としての思

想・信条の自由があり、これを妨げてはならな

いし、税政連の会費未納者に対して、強制や不

利益を与えてはならない。

日税政の会報誌でも掲載したが、税政連は規

約において、税理士会の目的達成のために政治

活動をする団体であり、税理士会の目的以外の

活動を行うことはなく、毎年の税制改正につい

ても、税理士法に基づき作成された税理士会の

建議書に沿って陳情活動を行っている。

税政連会員は税理士会員で組織され、税理士

一人一人によって支えられて活動ができるもの

である。会員の定義等でトラブルが起こらない

ように規約内容の検討をするとともに、一人で

も多くの税理士に税政連の意義と活動を理解い

ただくように努めなければならない。

栃木県税理士政治連盟訴訟について
関東信越税理士政治連盟

　幹事長　秋　山　典　久

裁判の報告
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茨城県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　坂　場　信　夫

陳情活動（税制改正要望）での国会議員との接
触状況について
令和２年９月13日、葉梨康弘衆議院議員（自
民党・茨城３区）の地元事務所において、後援
会の役員が「令和３年度税制改正に関する要望」
及び「新型コロナウィルス感染症の影響に伴う
税制改正に関する建議書の概要」について陳情
を行った。
また、議員の最近の活動状況や地元の経済状
況等についても意見交換を行った。

葉梨康弘衆議院議員

栃木県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　小　口　秀　一

１．陳情活動（税制改正要望）での国会議員と
の接触状況
例年ならば国会議員に対しての陳情活動を衆
参両議員会館に直接赴いて実施するのであるが、
本年は新型コロナウイルスの影響により県内に
おいて「令和３年度税制改正要望」陳情活動を

実施した。
令和２年10月６日の船田元衆議院議員（自民
党・栃木１区）事務所を皮切りに令和２年11月
５日の渡辺喜美参議院議員（無所属・比例区）
まで、全ての議員事務所にお伺いし次の５つを
改正の最重要項目としたパンフレットをメイン
資料として説明し陳情を行った。
（1）適格請求書等保存方式（インボイス方式）
の見直し

（2）消費税非課税取引の見直し
（3）所得計算上の控除よりも基礎的な人的控除
へのシフトを進める

（4）災害損失控除の創設と相続時精算課税の救
済措置の設置

（5）新型コロナウイルス感染症に伴う税制改正
特に、船田元衆議院議員、簗和生衆議院議員

（自民党・栃木３区）、高橋克法参議院議員（自
民党・栃木県）、渡辺喜美参議院議員の４人と
は直接お話ができたので、持参した他の資料に
よる説明と内容についての協議を行うことがで
き、気が付けば１時間以上経過してご迷惑を掛
けてしまったケースもあった。

船田元衆議院議員

船田元衆議院議員
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簗和生衆議院議員

簗和生衆議院議員

高橋克法参議院議員

高橋克法参議院議員

渡辺喜美参議院議員

２．後援会活動
（1）福田とみかず後援会
令和２年９月11日に「第10回福田富一知事に
よる県政報告会」が宇都宮市文化会館第１会議
室（宇都宮市）にて行われた。
本年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、対策を万全にしたうえで人数を絞って
例年の半分ほどの規模に縮小し懇親会も中止と
して実施した。
（2）高橋かつのり後援会
令和２年10月19日、長谷川薫会長、森島才子
幹事長、大戸会員の３人が高根沢事務所にお邪
魔して「令和３年度税制改正要望」陳情活動を
実施した。

群馬県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
三　輪　洋　之

１．地元陳情
「令和３年度税制改正に関する要望」及び「新
型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制改正
に関する要望」について、各後援会及び群馬県
税理士政治連盟（以下「群税政」という。）が
地元陳情を行うとともに、議員の最近の活動状
況や地元経済の状況について活発な意見交換を
行った。
（1）後援会による地元陳情
　①井野俊郎後援会（自民党・群馬２区）
　・第１次陳情
令和２年９月８日井野俊郎事務所（伊勢崎
市）　石井謙三会長他９人
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・第２次陳情
令和２年10月16日ＰＬＵＳアンカー（桐生
市）　石井謙三会長他９人　

②尾身朝子後援会（自民党・群馬１区）
令和２年10月１日尾身朝子事務所（前橋市）　
澤口俊行会長他２人

③小渕優子後援会（自民党・群馬５区）
令和２年10月15日関東信越税理士会群馬県
連事務局（前橋市）
田中和彦会長他２人

（2）群税政による地元陳情
①中曽根康隆衆議院議員（自民党・比例北関東）
令和２年９月７日中曽根康隆事務所（前橋
市）　田子一夫会長他１人



令和３年 ２ 月 15 日発行  関　　　　税　　　　政  第46号 （11）

②上野宏史衆議院議員（自民党・比例南関東）
令和２年９月25日上野宏史事務所（前橋市）
田子一夫会長他１人

２．後援会活動
税理士による富岡賢治後援会
令和２年10月９日グランビュー高崎（高崎市）
において、定期総会が開催された。その後、富
岡賢治高崎市長による市政報告が行われた。

３．表敬訪問
令和２年11月９日近藤昭一衆議院議員（写真
下段中央・立憲民主党税理士制度推進議員連盟
幹事長・愛知３区）が、長谷川嘉一衆議院議員
（写真下段左・立憲民主党・比例北関東）とと
もに群税政を来訪し、群税政の田子会長他２人
と、党のコロナ感染症対策や経済・税制対策へ
の取組みの説明や、群馬県の経済状況に対する
意見交換などを行った。

埼玉県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
岸　　　生　子

１．税理士による大野もとひろ後援会設立総会
を開催
令和２年12月６日、川口総合文化センターリ
リア（川口市）において、「税理士による大野
もとひろ後援会」の設立総会が開催された。
令和元年８月25日の埼玉県知事選挙で当選し
た大野元裕知事は、川口市出身ということで地
元において後援会を立ち上げる準備を進めてき
た。昨年の春には設立をということだったが、
コロナ禍で見合わせ、なんとか昨年内に設立の
運びとなった。
上程された後援会規約案と役員選任案が可決
承認され、大手達哉会長と小林政仁幹事長が就
任した。総会終了後、急遽欠席となった大野知
事に代わり出席した大迫秘書と会員が懇談した。
設立準備等にあたった発起人、川口支局と西
川口支局の皆様、ありがとうございました。
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２．会報の発行
37号は「後援会対策委員長として」と会費納
入のお願い、38号には「税理士政治連盟の活動
について」と夏から行った国会議員への地元陳
情写真を掲載した。

３．税制改正に関する研修会
例年12月に税制改正大綱について研修会を開
催しているが、今回は中止にした。

新潟県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
森　山　昭　彦

１．国会議員への陳情活動について
新潟県税政連では、今年度の税制改正等要望
事項の国会議員に対する陳情は、新型コロナウ
イルス感染症の影響により第１次陳情期間（令
和２年８月３日～９月10日）と第２次陳情期間
（令和２年10月５日から11月５日）の２回に分
けて行うこととなった。その結果、第１次陳情
期間中に12人の国会議員のうち11人に対し陳情
を実施し、２人を除き本人に対し直接面談をし
た。さらに第２次陳情期間においては、第１次
との重複も含め４人の国会議員への陳情を実施
し、結果として12人全員への陳情が実施できた。
ただ、残念なことに２人のみ本人に直接面談が
できなかった。なお、それぞれの陳情時間は概
ね30分となっている。

西村智奈美衆議院議員

鷲尾英一郎衆議院議員

黒岩宇洋衆議院議員

泉田裕彦衆議院議員

髙鳥修一衆議院議員
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石﨑徹衆議院議員

斎藤洋明衆議院議員

細田健一衆議院議員

打越さく良参議院議員

水落敏栄参議院議員

２．後援会活動について
新潟県は与野党の票が拮抗しており、選挙の
たびに現職が入れ替わる状況が続いているが、
そのような中で「税理士による後援会」が５つ
設立されており、さらにもう１つ設立が計画さ
れている。本年は衆議院の選挙が実施されるの
で、後援会の総会やその他の機会を通じて積極
的に国会議員との接触を図っていく予定である。

長野県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
横　沢　　　正

令和２年９月以降の本連盟における活動状況
は以下のとおりである。
１．国会議員への陳情活動について
・９月５日　宮下一郎後援会　　
宮下一郎事務所（伊那市）において災害対応
税制の陳情を議員本人に対し行った。財務省に
協議、対応を図る旨の回答を得た。

宮下一郎代議士

・９月27日　井出ようせい後援会
井出ようせい事務所（上田市）において災害
対応税制の陳情を議員本人に対し行った。１時
間にわたり、他の税制についてもディスカッ
ションを行った。
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井出代議士への陳情・懇談会集合

井出代議士への陳情・懇談会

・10月３日　羽田雄一郎後援会
上田温泉ホテル祥園（上田市）において災害
対応税制の陳情を議員本人に対し行った。１時
間にわたり、他の税制についてもディスカッ
ションを行った。

羽田参議院議員税制改正陳情

羽田参議院議員との懇談会

・10月14日　後藤茂之後援会　
後藤茂之事務所（諏訪市）において災害対応
税制の陳情を議員本人に対し行った。併せて令

和３年度税制改正に向けてディスカッションを
行った。

後藤代議士へ陳情

２．その他の活動
・９月16日　長野県自民党県議団との懇談会
県庁議会棟（長野市）において、新型コロナ
ウイルス感染症対策への税制上の措置と災害対
応税制について説明を行い、ディスカッション
を行った。

自民党県議団との懇談会

・９月28日　書面による推薦審査会
第49回衆議院議員選挙推薦候補者決定のため
書面による推薦審査会を開催し、５人の推薦候
補者を決定した。
・11月18日　新入会員への研修会
ホテルブエナビスタ（松本市）での新入会員
研修会において、百瀬征男県税政連会長が税政
連の必要性及び入会と会費について説明を行い、
同日のうちに参加20人中14人の入会届が提出さ
れた。

羽田雄一郎議員（立憲民主党・長野）に
おかれては、令和２年12月27日にご逝去さ
れました。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
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尾身朝子衆議院議員

永岡桂子衆議院議員

福田達夫衆議院議員

長谷川嘉一衆議院議員

清水真人参議院議員

黄川田仁志衆議院議員

柴山昌彦衆議院議員

尾身朝子衆議院議員

福田達夫衆議院議員

小渕優子衆議院議員

清水真人参議院議員

新藤義孝衆議院議員

大島敦衆議院議員

高橋克法参議院議員

井野俊郎衆議院議員

小渕優子衆議院議員

清水真人参議院議員

村井英樹衆議院議員

枝野幸男衆議院議員

上月良祐参議院議員

井野俊郎衆議院議員

中曽根康隆衆議院議員

上野宏史衆議院議員

清水真人参議院議員

穂坂泰衆議院議員

Photo 特集

陳情活動
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田中良生衆議院議員

髙木錬太郎衆議院議員

黒岩宇洋衆議院議員

斎藤洋明衆議院議員

井出庸生衆議院議員

羽田雄一郎参議院議員

土屋品子衆議院議員

森田俊和衆議院議員

鷲尾英一郎衆議院議員

石﨑徹衆議院議員

水落敏栄参議院議員

後藤茂之衆議院議員

野中厚衆議院議員

牧原秀樹衆議院議員

西村智奈美衆議院議員

髙鳥修一衆議院議員

打越さく良参議院議員

務台俊介衆議院議員

山口泰明衆議院議員

山川百合子衆議院議員

上田清司参議院議員

泉田裕彦衆議院議員

細田健一衆議院議員

宮下一郎衆議院議員
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●令和２年10月21日　第１回推薦審査会

●令和２年12月22日　第４回正副会長・正副幹事長合同会議

編集後記編集後記

関税政の
動き

広報委員長　　三輪　洋之広報委員長　　三輪　洋之
先日、関与先からおせちの申込書が届きました。
毎年、お付き合いで購入しているものですが、い
つもより値段が高いので理由を尋ねたところ、帰
省や旅行などを控える人達を見込み例年より高い
ものを販売するそうです。さて、委員長に就任し
て２年目の今年は、税政連の活動を広く伝えるた
め、紙面の一層の充実を図るつもりでしたが、コ
ロナ禍で、委員会の招集も満足にできませんでし
た。そんな中でも、編集作業に熱心にご協力いた
だいた委員の皆様をはじめとする多くの方々には
深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

広報副委員長　　栁澤　　彰広報副委員長　　栁澤　　彰
コロナ禍は、潜在化していた問題を顕在化させた
ように思う。ｗｅｂ会議の採用は時間の有効活用
になったが、白熱した会議の後、懇親会で本音で
の語りあいの場が無くなったのは寂しい。新しい
生活と人と人との繋がりを強く感じる時代になる
よう心から願います。

広報副委員長　　島﨑　己作広報副委員長　　島﨑　己作
仕事に追われている時の税政連の活動は、駆け出
しの零細事務所にはこたえる時もありました。今
回無事に任期を終えることができそうです。役員、
広報委員、事務局の方々お世話になりました。あ
りがとうございました。

広報委員　　飯田　義明広報委員　　飯田　義明
本年は「辛丑（かのとうし）」の年。さてどんな
意味があるのでしょうか。「辛」は木火土金水の金、
即ち金属転じて宝石を意味します。また「丑」は
夜中の１時から３時の時刻、合せると「新しい芽
が出かかっているが未だ深い土の中」の年に当た

るようです。春の一歩手前の力を蓄える時といえ
るでしょうか。

広報委員　　青柳　　孝広報委員　　青柳　　孝
関税政で広報委員を４年務めさせていただきまし
た。この度卒業です。いろいろと勉強させていた
だきありがとうございました。一番の思い出は自分
で撮った写真を表紙に使っていただいたことです。

広報委員　　小板橋敬之広報委員　　小板橋敬之
今期の編集会議は大宮に集合してでなく、配信さ
れたゲラを校正するといった異例のものになりま
した。対面での会議は皆さんの校正に対する考え
もうかがえるのでやはりいいものだと改めて実感
した任期でした。

広報委員　　齋藤　嘉一広報委員　　齋藤　嘉一
今期の広報委員会は、すべて書面による打ち合わ
せになってしまいました。
税理士会にかかわる会議も書面決議によるものが
増え、心なしか寂しく感じています。昨年末になっ
て、ようやく海外から新型コロナウイルスのワク
チン投与開始のニュースが流れました。国内にお
いても今年中には、ワクチン接種により新型コロ
ナ流行以前の状態に戻れることを願っています。

広報委員　　塩川　　進広報委員　　塩川　　進
ここ１年、コロナ禍の中で広報委員としての通常
の活動もままならないまま、任期が終わりそうで
すが、所属いたします佐久支局において、ようや
く国会議員の後援会が設立の運びとなり、議員へ
の陳情や意見交換などの交流により、税政連の活
動の活性化につながるようモチベーションを高め
ていこうと思っています。
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〒330-0842　さいたま市大宮区浅間町 2 丁目 7 番地 


