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会員の皆様には常日頃、東京地方税理士政治
連盟に対しまして、ご理解ご協力をいただき誠
にありがとうございます。
第 56 回定期大会につきましては、例年通り、
ホテル横浜キャメロット・ジャパンにおいて、
盛大に開催したかったわけですが、ホテル側の
都合と新型コロナウィルスの感染拡大により、
昨年と同様、規模を大幅に縮小して税理士会館
での開催となりましたことご理解いただきたい
と思います。
誠に残念であります。来年こそはホテルで盛
大に開催したいと思っております。
さて税政連活動のこの一年を振り返ってみま
すとまずは選挙の年でありました。
昨年の 10 月には第 49 回衆議院総選挙が実施
されました。神奈川県 19 名、山梨県 2名の候補
者を推薦し、その結果 16 名の議員が当選を果た
しました。
また本年 7月には第 26 回参議院議員選挙が開
催され神奈川県で 5名、山梨県で 1名の候補者
を推薦し、全員が無事当選を果たしました。
「神奈川」「山梨」各県税政連、各「税理士に
よる後援会」を中心に応援活動を行った結果で
あり、役員並びに会員の先生方にはご協力感謝
申し上げます。
令和 4年度税制改正法案については、本年 3
月 22 日の参議院本会議で可決成立しました。こ
の法案には 8年ぶりとなる税理士法改正法案が
含まれており、税政連活動の成果として努力が
実現したと考えております。
ただし本来の税制改正の要望については、消
費税をはじめとする重要要望項目は取り上げら
れませんでした。コロナの感染拡大を言い訳と
せず今後も成果が出せるよう引き続き強力な運

動を展開していく所存です。
その他の活動について、具体的には、渉外活動、

各種会議の開催、委員会活動、後援会活動等に
ついては、コロナの感染拡大の影響で活動が制
限され、必要最低限の活動にとどまらざるを得
ませんでした。
このことは、今、税政連の最大の克服すべき
課題である会員数の減少、いわゆる組織率の低
下にもろに影響しております。
税政連の活動の原点は、税理士会に与えられ
ている建議権をもとに立法府である国会議員に
政策提言を行い、諸々の法改正を求めていくこ
とにあると理解しております。
本来であればこの活動は税理士会が行えばよ
いわけですが、税理士会は強制加入の特別法人
であるため政治活動を行うためには限界があり
ます。よってこれを補う意味から税政連が必要
なわけです。税理士会と税政連は「車の両輪」
といわれるゆえんであり、この活動によって、
税理士の社会的、経済的地位の向上が図られて
いるといえます。このように税政連の活動の成
果は、一人一人のすべての税理士が恩恵を享受
しているわけですが、なかなかこの点が理解し

会 長 挨 拶
東京地方税理士政治連盟

　会　長　三堀　孝夫

三堀孝夫会長
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てもらえない時代となっております。
従いましてこの課題を克服するための具体的
な施策を、地区連、県連の各委員会、後援会組
織等の協力を得て横断的に検討していきたいと
思いますし、また必要であれば、本会はじめ関
連諸機関の協力を得て実行していきたいと思っ
ております。
いずれにしましてもコロナの影響で、税政連

活動が大幅に停滞してしまっている現状を確認
していただき、また今後この難局をどのように
乗り越えていくのかを皆様と考えていきたいと
思っております。
そのためにはまずは本定期大会を無事終了い
たしたく、議案のスムーズな審議をお願いいた
しまして開会のご挨拶といたします。宜しくお
願いいたします。

令和3年7月に神奈川県税理士政治連盟（以下、
県連）の会長に就任してからはや一年が経過致
しました。
この一年間を振り返ってみますとロシアのウ
クライナ侵攻、新型コロナウィルスに加えサル
痘感染、さらには安倍元首相銃撃事件が起こり、
混沌とした多難の一年間でございましたが会員
の皆様方のご理解と協力をいただけましたこと
に感謝申し上げます。
また、昨年の第 49 回衆議院選挙並びに今年の
第 26 回参議院議員通常選挙におきまして各後援
会の方々並びに会員の皆様方のご協力をいただ
きありがとうございました。

私ども執行部は税理士ブランドの向上や税制
改正に対する陳情活動を行ってまいりました。
税制改正につきましては我々税理士が納得いく
ような結果が出せずに残念な思いをしておりま
す。税理士ブランドにつきましては外部監査人
の登用等一定の成果が出せたと思っています。
また、昨年は東京地方税理士政治連盟（以下、
地区連）の規約改正に伴い地区連との整合性を
図るため県連も大幅な改正をいたしました。
毎回同じことを申し上げるのは心苦しいので
すが、活発な活動を行っていくには原資が必要
でございます。私ども執行部はギリギリの財政
状況のなかで効果的に活動を行うよう努めては
いますが、外に向かっては国会議員の先生方、
内に向かっては会員の皆様方とできるだけ意思
の疎通を図っていくにあたり財政面からの制約
を受けることが多々生じるのは非常に残念でご
ざいます。
何卒この苦衷を察して頂き多くの会員の皆様
方が税政連に加入してくださることを切にお願
い申し上げます。
最後になりましたが会員の皆様方の事業のご
繁栄とご健勝を祈念いたしまして会長挨拶とさ
せていただきます。

会 長 挨 拶
神奈川県税理士政治連盟

　会　長　鈴木　崇晴

鈴木崇晴会長
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本日は山梨県税理士政治連盟定期大会にご出
席いただき有難うございます。
失礼ながら先程、司会者から会費未納入の方
の退席をお願いしたところであります。都市部
では 70％前後の会費納入率のところ、山梨県連
では 97％の会員にご協力頂いております。毎月
1,000 円の会費、大切に使わせて頂きます。日頃
の活動への御協力と合わせて御礼申し上げます。
時間も限られている中ですので、本年度の活
動の主軸の三つのみお話ししたいと思います。

1つ目は税理士法改正です。
税理士法改正法案が可決されたことが大きな
成果でした。
税理士会、政治連盟及び国会議員後援会が連
携し、実現に向けた活動の努力が結実しました。
改正法では、コロナ後の新しい社会を見据え、
税理士の業務環境や納税環境の電子化、受験資
格要件の見直しなど、税理士を取り巻く状況の
変化に的確に対応した改正となりました。

2つ目は、税制改正要望です。
インボイス方式への移行については、その増
大な事務負担、免税事業者排除、現在の帳簿方
式が世界的にも機能していると評価されている
ことをしっかり、粘り強く伝え、引き続き簡素
化への見直しを要望していく所存です。

3つ目は来月実施される参議院議員選挙です。
言うまでもなく法案の審議は国会で行われま
す。
国政選挙対応は、税政連にとって最も重要な
活動となります。
本年も既にご報告の通り永井学立候補予定者

の推薦が決定しております。皆様それぞれお考
えがあることは十分承知の上ですが、税理士政
治連盟の目的は税理士会の要望実現です。

税理士会の求める公正な職業法規の改正実現
及び租税正義の実現のためには、国会議員に働
き掛け、国会を動かす他はありません。税政連
活動の成果は全ての税理士が等しく享受します。
是非とも、本連盟の活動に一層のご理解とご
支援をお願い申し上げます。

結びとなりますが、本日は昨年に引き続き、
後程、塩島幹事長が構成した国会議員の方々の
ビデオメッセージをお届けします。
選挙は選挙。連携は連携。並行して県関連全
ての国会議員の方々とは政党を問わず、互いに
協力し合い、双方のために支援することには何
の変わりもございません。
この 1年間、県関連国会議員、各後援会、県
連関係者、力を合わせて税理士会のために活動
していきます。ご協力の程宜しくお願い致しま
す。

会 長 挨 拶
山梨県税理士政治連盟

　会　長　砂田　俊二

砂田俊二会長
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　定刻 13 時 15 分、中川公登東京地方税理士政
治連盟幹事長の司会により、出席者数 65 人であ
り本会が適法に成立したとの報告があった。
　井上武志副会長が定期大会の開会を宣言し、
鈴木崇晴会長が挨拶を行った。その後、須藤紳
次郎会員（厚木支部）が議長に指名された。
　須藤議長は議案審議に先立ち、議事録署名人
に鈴木峰陽会員（相模原支部）、書記に平田由紀
子会員（鎌倉支部）を指名して議事に入った。

第 1号議案　 令和 3年度運動経過及び組織活動
報告の件

　田中秀拓幹事長が議案書に基づき説明・報告
を行った。

第 2号議案　令和 3年度収支決算容認の件
　井出秀一財務委員長が議案書に基づき説明・
報告を行い、続いて林部正明会計監事により監
査報告が行われた。議長は議場に質疑を求めた
ところ、発言がなかったため議場に採決を求め
た。
　第 1号議案、第 2号議案は原案どおり可決承
認された。

第 3号議案　令和 4年度運動方針決定の件
　田中幹事長が議案書に基づき説明を行った。

第 4号議案　令和 4年度組織活動方針決定の件
　田中幹事長が議案書に基づき説明を行った。

　第 56 回定期大会が、 6 月 15 日（水）に山梨県政治連盟定期大会がアピオ甲府タワー館（甲府市）
で、8月 10 日（水）に神奈川県税理士政治連盟定期大会、東京地方税理士政治連盟定期大会が、
当初ホテル横浜キャメロット・ジャパンで開催される予定であったが、ホテル側の使用不可によ
り昨年同様規模を縮小して税理士会館（横浜市西区）で開催された。

第56回定期大会を開催

神奈川県税理士政治連盟定期大会報告

司会　中川公登幹事長 議長　須藤紳次郎会員

議事録署名人　鈴木峰陽会員 書記　平田由紀子会員
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　定刻 14 時 30 分、田中秀拓神奈川県政治連盟
幹事長の司会により、出席者は（神奈川 73 名、
山梨 5名計 78 名）であり本会が適法に成立した
との報告があった。
　城田英昭副会長が定期大会の開会を宣言した。
三堀孝夫会長が現状報告及び挨拶を行った。
　議長に亀重恵美子会員（相模原支部）が指名
され、議長は、議事録署名人に六槍勝明会員（鶴
見支部）、書記に中村貴郁会員（保土ヶ谷支部）

を指名し議事に入った。

第 1号議案　 令和 3年度運動経過及び組織活動
報告承認の件

　中川公登幹事長が議案書に基づき説明・報告
を行った。コロナ禍により十分な活動が出来ず、
残念であった旨の説明があった。

第 2号議案　令和 3年度収支決算承認の件

東京地方税理士政治連盟定期大会報告

第 5号議案　令和 4年度収支予算案決定の件
　井出秀一財務委員長が議案書に基づき説明を
行った。

　議長は、第 3号議案から第 5号議案について、
議場に質疑を求めたところ、特に発言がなかっ
たため議場に採決を求めた。
　挙手多数による賛成があったので、第 3号議
案、第 4号議案、第 5号議案は原案どおり可決
承認された。

第 6号議案　 神奈川県税理士政治連盟規約一部
改正の件

　田中幹事長が議案書に基づき説明を行った。

第 7号議案　 神奈川県税理士政治連盟規則一部
改正の件

　田中幹事長が議案書に基づき説明を行った。
　
　議長は、第 6 号議案・第 7 号議案について、
議場に質疑を求めたところ、特に発言がなかっ
たため議場に採決を求めた。挙手多数による賛
成があったので、第 6号議案・第 7号議案は原

案どおり可決承認された。

第 8号議案　大会決議採択の件
　田中幹事長が議案書に基づき説明を行った。

　議長は、第 8号議案について、議場に質疑を
求めたところ、特に発言がなかったため議場に
採決を求めた。挙手多数による賛成があったの
で、第 8号議案は原案どおり可決承認された。

　また、議長は、第 8号議案で承認可決された
決議文は、この後開催される東京地方税理士政
治連盟第 56 回定期大会で採決される決議文と同
一であるので、その朗読については上記大会に
委ねることとしたい旨、提案したところ、全員
拍手をもって承認された。

　以上により議長は、すべての議案の審議を終
了したことを報告し、13 時 55 分に降壇した。
　最後に濱田茂副会長の閉会宣言をもって本大
会は終了した。
（神奈川県税理士政治連盟広報副委員長　佐々木欣子）

司会　田中秀拓幹事長 議長　亀重恵美子会員
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　佐野光明財務委員長が議案書に基づき説明・
報告を行い、続いて丸山孝佳会計監事が監査報
告を行った。
　亀重議長は、第 1号議案、第 2号議案につい
て議場に質疑を求めたところ、特に発言がなかっ
たので、議場に採決を求めた。挙手多数による
賛成があったので、第 1号議案、第 2号議案は
原案どおり可決承認された。

第 3号議案　令和 4年度運動方針決定の件
　中川幹事長が議案書に基づき説明を行った。

第 4号議案　令和 4年度組織活動方針決定の件
　中川幹事長が議案書に基づき説明を行った。
DX化の研修を検討している旨の説明があった。

第 5号議案　令和 4年度収支予算決定の件
　佐野財務委員長が議案書に基づき説明を行っ
た。政治活動費はコロナ前を想定した旨、機関
誌の発行事業費の増加は後援会発足を想定して
の計上である旨、経常経費は前年度に入所した
職員の人件費相当額の増加である旨の説明が
あった。

　亀重議長は、第 3号議案から第 5号議案につ
いて、議場に質疑を求めたところ、特に発言が
なかったので、議場に採決を求めた。挙手多数

による賛成があったので、第 3号議案、第 4号
議案、第 5号議案は原案どおり可決承認された。

第 6号議案　大会決議採択の件
　中川幹事長が説明を行った。
　亀重議長は、第 6号議案について議場に質疑
を求めたところ、特に発言がなかったので、議場
に採決を求めた。挙手多数による賛成があった
ので、第 6号議案は原案どおり可決承認された。
　可決承認された後 7項目の大会決議文が 8名
の会員により朗読された。

　議案審議終了後、後援会活動に功績のあった
7名の感謝状贈呈者の名前が披露された。代表
して石井正夫前浅尾慶一郎後援会会長が感謝状
を受け取り、26 年間にわたり後援会にたずさ
わってきた回顧及び挨拶があった。後援会運営
への経験が引き継がれ、会場から慰労の拍手が
送られた。

　続いて来賓の北島則行東京地方税理士会会長
からの祝辞があり、太田直樹日本税理士政治連
盟会長からの祝辞を司会者が代読した。また、
国会議員、関連団体からの祝電が披露された。
　最後に砂田俊二山梨県税理士政治連盟会長の
閉会宣言を持って本大会は終了した。
（神奈川県税理士政治連盟広報委員　小野寺美奈）

議事録署名人　六槍勝明会員 書記　中村貴郁会員

後援会役員を退任される石井正夫会員北島則行東京地方税理士会会長
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大　　会　　決　　議
　税理士の社会的地位の向上と権益の確保、拡充を図るとともに、国民のための税
理士制度及び租税制度を確立するため、次のとおり決議する。

一、　 われわれは、税理士制度の発展と、納税者のための真の代表を国会に送るた
め強力な運動を展開する。

 
一、　 われわれは、納税者に信頼される税理士制度の確立を目指して強力な運動を

展開する。

一、　 われわれは、公正な税制の確立及び税務行政改善のための強力な運動を展開
する。

一、　 われわれは、税制改正に際し、中小企業に過重な負担をもたらすことのない
よう強力な運動を展開する。

一、　 われわれは、規制改革、ＴＰＰ等の資格制度に係る改革の動向を注視し、税
理士業務の無償独占及び税理士会への強制入会制の堅持のための強力な運動
を展開する。

一、　 われわれは、税理士の業務及び職域に重大な影響を及ぼす動向に対して強力
な運動を展開する。

一、　 われわれは、税理士の使命に則り、税理士の公益的業務への更なる参加がで
きるよう強力な運動を展開する。

　　 以上決議する。

令和 4年 8月 10 日
東京地方税理士政治連盟

第 56 回定期大会

決議文朗読
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　定刻 13 時 40 分、江井誠山梨県税理士政治連
盟副幹事長の司会により、出席者数 86 人であり
本会が適法に成立したとの報告があった。
　瀧口敦副会長が定期大会の開会を宣言し、砂
田俊二会長が挨拶を行った。その後、深沢邦秀
会員（甲府支部）が議長に指名された。
　深沢議長は議案審議に先立ち、議事録署名人
に中込正純会員（甲府支部）、渡邊儀春会員（大
月支部）両名、書記に河西良太会員（甲府支部）、
村上三千代会員（甲府支部）両名を指名して議
事に入った。

第 1号議案　令和 3年度運動経過報告承認の件
　塩島好文幹事長が議案書に基づき説明・報告
を行った。

第 2号議案　令和 3年度収支決算承認の件
　初鹿武仁財務委員長が議案書に基づき説明・
報告を行い、続いて清水弘人会計監事により監
査報告が行われた。
　
　深沢議長は、第 1号議案、第 2号議案につい
て議場に質疑を求めたところ、発言がなかった
ので、議場に採決を求めた。挙手多数により第
1号議案、第2号議案は原案通り可決承認された。

第 3号議案　令和 4年度運動方針決定の件
　塩島幹事長が議案書に基づき説明を行った。

第 4号議案　令和 4年度収支予算決定の件
　初鹿財務委員長が議案書に基づき説明を行った。

　深沢議長は、第 3号議案、第 4号議案について、
議場に質疑を求めたところ、発言がなかったた
め議場に採決を求めた。挙手多数により第 3号

議案、第 4号議案は原案どおり可決承認された。

第 5号議案　推薦申請要綱の一部改正の件
　塩島幹事長が議案書に基づき説明を行った。
　
　深沢議長は、第 5号議案について議場に質疑
を求めたところ、発言がなかったため議場に採
決を求めた。挙手多数により第 5号議案は原案
どおり可決承認された。

第 6号議案　次期役員選任の件
　塩島幹事長が議案書に基づき説明を行った。
　
　深沢議長は、第 6号議案について議場に質疑
を求めたところ、発言がなかったため議場に採
決を求めた。挙手多数により第 6号議案は原案
どおり可決承認された。
　
第 7号議案　大会決議採択の件
　塩島幹事長が議案書に基づき説明を行った。

　深沢議長は、第 7号議案について、議場に質
疑を求めたところ、発言がなかったため議場に
採決を求めた。挙手多数により第 7号議案は原
案どおり可決承認された。
　以上により議長は、すべての議案の審議を終
了したことを報告し、降壇した。

　議案審議終了後、第 7号議案で承認可決され
た決議文が 7名の会員により朗読された。次に
祝電と国会議員 7名からのビデオメッセージが
披露された。
　最後に志村公康副会長の閉会宣言をもって本
大会は終了した。
（山梨県税理士政治連盟広報委員長　藤原　徳仁）

山梨県税理士政治連盟定期大会報告

砂田俊二会長 決議文朗読
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第 26 回参議院議員通常選挙の結果
　第 26 回参議院議員通常選挙におきまして、東京地方税理士政治連盟、神奈川県税理士政治連盟、
山梨県税理士政治連盟が推薦をしました以下の候補者全員が当選いたしました。

　　神奈川選挙区
　　　三原じゅん子　（自由民主党・現）
　　　三浦のぶひろ　（公　明　党・現）
　　　松沢　成文　　（日本維新の会・元）
　　　浅尾慶一郎　　（自由民主党・元）
　　　水野もとこ　　（立憲民主党・新）

山梨選挙区
　永井　　学　（自由民主党・新）

三原じゅん子　選挙事務所三原じゅん子　参議院議員

三浦のぶひろ　参議院議員 三浦のぶひろ　選挙事務所

浅尾慶一郎　参議院議員松沢　成文　参議院議員
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水野もとこ　参議院議員 水野もとこ　選挙事務所

永井　学　選挙事務所永井　学　参議院議員

参議院議員等選挙推薦基準
東京地方税理士政治連盟

（制定　昭和 50 年 11 月 28 日）
改正　昭和 59 年 12 月 19 日
改正　平成 10 年  5 月 15 日
改正　平成 11 年 10 月 13 日

　参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の各選挙に際し、候補者を推薦する
場合の基準は、次のとおりとする。

1　 被推薦者は、当選の可能性があり、かつ、進展する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並びに納税者のための租税制度の発展に寄与すると思
われる、次の各号の一に該当する者であること。

　（1）　 東京地方税理士会会員で東京地方税理士会及び本連盟の諸活動に積極的に協力し、
真に税理士たる使命と信念に立脚した者。

　（2）　 東京地方税理士会及び本連盟の施策に理解を示し、尽力してくれた議員等（立候補
予定者を含む）及び今後これらの施策に対して協力が得られると認められる者。

2　推薦数は、各選挙区の定数を超えないこと。

3　推薦に当たっては、政党又は派閥にとらわれないこと。

4　 各県税政連からの推薦依頼を原則とするも、最終的には本連盟推薦審査会の議を経て決
定する。
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　令和 4年 8 月 5 日（金）、「推薦国会議員秘書
との懇談会」が衆議院議員 14 人、参議院議員 7
人の秘書出席のもと税理士会館 8階にて開催さ
れた。
　野本優子神奈川県税理士政治連盟副幹事長の
司会により始まり、鈴木崇晴神奈川県税理士政
治連盟会長の挨拶、出席秘書の紹介が行われた。
　城田英昭政策委員会担当副会長から、「令和 5
年度税制改正に関する要望」、特に重要事項 4項
目〈本会報 10 ページを参照〉について説明があっ
た。
　具体的には、ここ数年陳情を続けている「消
費税の適格請求書等保存方式導入の延期」につ
いては、緊急性を要するため強く要望を行った。
　続いて、懇談会に出席いただいた秘書の方々
が挨拶、自己紹介をし、質疑応答、意見交換を
行い、税制改正の要望を議員の先生方に報告す

る旨の回答をいただいた。
　最後に、田中秀拓神奈川県税理士政治連盟幹
事長から推薦国会議員等への陳情説明を行い、
甲谷隆和神奈川県税理士政治連盟副会長の閉会
のことばにより閉会した。
（神奈川県税理士政治連盟　広報委員長　藤田　伸哉）

神奈川県税理士政治連盟　秘書懇談会

　本年もコロナの感染拡大により開催が危ぶま
れたが、規模の縮小及び感染症対策を行い、9
月 1日（木）、甲府商工会議所にて開催した。
　このような状況下であったが、4名の国会議
員秘書にご参加いただいた。塩島好文山梨県税
理士政治連盟幹事長の司会のもと、瀧口敦山梨
県連副会長の開会宣言により懇談会が開始した。
　初めに、砂田俊二山梨県連会長の挨拶が行わ
れ、その後、田原俊幸山梨県連副幹事長より出
席いただいた秘書の紹介が行われた。
　そして本懇談会のメインである、要望事項の
発表が行われた。今回の要望事項は 4項目あり、
消費税 2 項目、所得税 1 項目、そして所得税・
相続税 1項目であった。
　具体的には、「消費税　適格請求
書等保存方式導入の延期」につい
て初鹿武仁財務委員長が、「消費税　
非課税取引の範囲の見直し」につ
いて中村勝良選挙対策委員長が、
「所得税　人的控除の引上げと基礎
控除へのシフト」について名取正
文議会対策委員長が、「所得税・相
続税　災害損失控除の創設」につ

いて井上一也組織委員長が説明を行った。特に、
消費税の適格請求書等保存方式導入の延期につ
いては、緊急性を要するため強く要望を行った。
　続いて、本懇談会に参加いただいた秘書の方々
からご挨拶をいただき、各後援会会長からも挨
拶を頂戴した。
　その後、秘書の方々と質疑応答をし、税制改
正の要望を議員の先生方にきちんと伝える旨の
回答をいただいた。
　最後に、深沢邦秀地区連副会長の閉会宣言に
より無事閉会となった。
　本年も国会陳情の事前説明として、本懇談会
は大きな役割を果たすことができた。
（山梨県税理士政治連盟　広報委員長　藤原　徳仁）

山梨県税理士政治連盟　秘書懇談会
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本村賢太郎相模原市長 本村市長を囲んで

　「税理士による本村賢太郎後援会」の 第 10 回
定時総会を令和 4年 8月 5日相模原市民会館（相
模原市中央区）にて開催した。今回もコロナ禍
で制約のある中、25 名の後援会会員の出席のも
と、来賓に房間恵子税理士会相模原支部長、鈴
木峰陽県連相模原支部長をお迎えして 17 時 25
分より総会を開始した。
　森敏孝後援会副会長による開会のことばの
後、司会者から来賓の紹介があり、吉野賢一後
援会会長の挨拶があった。司会者より平井英長
後援会副幹事長が指名され議長席に着いた。
　議長は就任挨拶の後直ちに議事に入った。
　第一号議案 令和 3年活動報告及び会計報告承
認から第二号議案 令和 4年活動計画承認（案）、
第三号議案 役員改選（案）承認の件まで全ての
議案が滞りなく承認可決された。議長は、以上

で本日の議事がすべて終了した旨を宣し、議長
席より降壇した。
　その後、本村賢太郎相模原市長から、7月 10
日に政治の師 藤井裕久元財務大臣がご逝去され
たこと、相模原市の現状報告と問題点、そして
市長としての基本姿勢及び施政方針を表明する
挨拶があった。次に房間支部長、鈴木支部長の
挨拶と続き、井上公秀後援会副幹事長の閉会の
辞により総会は終了した。今年も懇親会は実施
せず、集合写真を撮り散会した。
　平成 31 年 4 月相模原市長就任以来、この２年
半の間の後援会活動は少なく、もっと活動でき
たのではないか？コロナ禍でも他に活動の手段
があったのではないか？…反省と熟慮を重ねて
おります。

（後援会幹事長　中村 一郎）

　令和 4 年 8 月 24 日（水）新横浜プリンスホ
テル（横浜市港北区）において午後 5時から「税
理士によるみたに英弘後援会」第 1回定期総会
を開催した。当日は、東京地方税理士政治連盟
より三堀孝夫会長、中川公登幹事長、神奈川県
税理士政治連盟より鈴木崇晴会長、田中秀拓幹
事長をはじめ総勢 21 名での開催となった。み
たに英弘衆議院議員は地元応援者である元議員
の葬儀参列で中座はあったが、国会報告をして
いただいた。岸蔚会長の明るい性格で議案審議
は和やかな雰囲気の中、終了した。
　初めてのことでもあり、更にコロナ禍という
こともありどうなるか心配したが、時間を忘れ

るほどの充実した会となり、滞りなく終了した。
（後援会幹事長　平山紀美子）

後 援 会 だ よ り

「税理士によるみたに英弘後援会」第１回定期総会

みたに英弘議員（中央）

「税理士による本村賢太郎後援会」第 10 回定時総会報告
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税政連だより

令 4. 6. 1 第 3回証票伝達式／税理士会館8階会議室
   会務打合せ会／税理士会館 2階事務局
 6. 3  第 3回広報委員会／税理士会館2階事務局
   三原じゅん子さんを励ます会／新都市ホール
 6. 4 神奈川青年税理士クラブ　定期総会／税

理士会館 8階会議室
 6. 6 鎌倉支部　定期総会（表彰式・懇親会）

／鎌倉プリンスホテル
   戸塚支部　定期大会及び定期総会／ホテ

ル横浜キャメロットジャパン
   厚木支部　定期総会懇親会／レンブラン

トホテル厚木
 6. 7 神奈川支部　定期総会・懇親会／新横浜

グレイスホテル
 6. 8 自民党県連　要望ヒアリング／県庁第 2

会場（地区連出席なし）
   鶴見支部　定期総会・懇親会／ホテル横

浜キャメロットジャパン
 6. 9 日本税理士政治連盟　選挙関連法研修会

（会場研修、web 研修）／日本税理士会館
   相模原支部　定期大会・定期総会懇親会

／レンブラントホテル東京町田
   平塚支部　定期大会・懇親会／平塚プレ

ジール
   緑支部　田中和徳　在職 25 年記念　新

都市構想セミナー／ザ・キャピトルホテ
ル東急

 6. 10 横浜南支部　定期総会／ホテル横浜キャ
メロットジャパン

   小田原支部　定期大会・定期総会／小田
原三の丸ホール

   川崎西支部　定期大会・懇親会／ホテル
モリノ

   横須賀支部　定期総会・懇親会／セント
ラルホテル

 6. 13 第 4 回広報委員会／メールオンライン会
議／各事務所

   笠ひろふみ政経懇話会／都市センターホ
テル

 6. 14 東京地方税理士協同組合　通常総代会懇
親会・懇親会／横浜ロイヤルパークホテル

   関東信越税理士政治連盟　定期大会・懇
親会／ザ・キャピトルホテル東急

 6. 20 横浜中央支部　定期大会・定期総会／
ローズホテル横浜

   神奈川7区決起大会／新横浜プリンスホテル
 6. 22 東京地方税理士会　定期総会／甲府記念

日ホテル
   第 26 回参議院議員通常選挙　第一声／

各候補予定者開催場所
 6. 30 日本税理士政治連盟　第5回幹事会（web

会議）／各事務所
 7. 1 第 26 回参議院議員通常選挙　激励訪問

／各候補予定者事務所
   第 4回証票伝達式／税理士会館8階会議室
   会務打合せ会／税理士会館 2階事務局
 7. 6 第 2回財務委員会／税理士会館2階事務局
 7. 14 甘利明君を囲む会／東京プリンスホテル
   山際大志郎政経セミナー／都市センター

ホテル
 7. 19 緑支部　定期大会／新横浜プリンスホテル
 7. 20 鈴木けいすけ　政経モーニングセミナー

／ホテルニューオータニ
   東京地方税理士会　第 2回理事会〈Web

会議〉
 8. 1 会務打合せ会／税理士会館 2階事務局
 8. 5 神奈川県税理士政治連盟　税理士による

後援会会長・幹事長会／税理士会館 8階
会議室

   神奈川県税理士政治連盟　推薦国会議員
秘書との懇談会／税理士会館 8階会議室

   千葉県税理士政治連盟　第 54 回定期大
会／オークラ千葉ホテル

 8. 10 第 56 回　定期大会／税理士会館 8 階会
議室

 8. 12 第 5 回広報委員会　メール・オンライン
会議／各事務所

 8. 16 日本税理士政治連盟　第 1 回幹事会
〈Web 会議〉／各事務所

 8. 24 税理士によるみたに英弘後援会　定期総
会／新横浜プリンスホテル

 8. 26 日本税理士政治連盟　第 2回正副会長会
〈Web 会議〉／各事務所

 9. 1 会務打合せ会／税理士会館 2階
   山梨県税理士政治連盟　国会議員秘書と

の懇談会
 9. 2 笠球会ゴルフ大会／よみうりゴルフ倶楽部
   第 6回広報委員会／税理士会館2階事務局
 9. 9 山梨県税理士政治連盟　令和 5年度税制

東京地方税政連活動



（第98号）令和 4年 10 月 10 日 東京地方税政連

－ 15 －

改正等に関する陳情／永田町議員会館
 9. 12 東京地方税理士協同組合／創立 60 周年

記念　神奈川ゴルフ大会／平塚富士見カ
ントリークラブ

   第 2 回正副会長・幹事長打合せ会／税理
士会館 3階会議室

   第 3 回正副会長正副幹事長会、第 3回幹
事会／税理士会館 8階会議室

 9. 16 牧山ひろえモーニングセミナー／紀陽ビ
ル 3階 DAY赤坂

 9. 20 東京税理士政治連盟　第 56 回定期大会
／京王プラザホテル

 9. 21 第 7回広報委員会／税理士会館2階事務局
 9. 22 笠ひろふみ　政経懇話会／都市センター

ホテル
 9. 23 東日本六税政連役員連絡協議会／札幌

パークホテル
 9. 24 水野もとこタウンミーティング／かなが

わ労働プラザ
 9. 26 自民党神奈川県連　横浜市・川崎市連意

見交換会／税理士会館 8階会議室
   神奈川県税理士政治連盟
   　第 1回支部長・支部幹事長会
   　第 1回組織委員会合同会議
   税理士による永井学後援会　設立総会／

ベルクラシック甲府
 9. 27 税理士による鈴木けいすけ後援会　定期

総会／新横浜グレイスホテル
   田中和德　京浜懇話会セミナー／横浜ベ

イホテル東急
 9. 29 日本税理士政治連盟　第 56 回定期大会

／The Okura Tokyo
   日本税理士政治連盟　第 2 回幹事会／

The Okura Tokyo
   東日本の税理士による片山さつき後援会

定期総会／The Okura Tokyo

令 4. 6. 1 第 3回証票伝達式／税理士会館8階会議室
   会務打合せ会／税理士会館 2階事務局
 6. 3 第 3回広報委員会／税理士会館2階事務局
 6. 6 鎌倉支部　定期総会（表彰式・懇親会）

／鎌倉プリンスホテル
   戸塚支部　定期大会及び定期総会／ホテ

ル横浜キャメロットジャパン
   厚木支部　定期総会懇親会／レンブラン

トホテル厚木
   甘利明君を囲む会／横浜ベイホテル東急
 6. 7 神奈川支部　定期総会及び懇親会／新横

浜グレイスホテル
 6. 8 自民党神奈川県連　要望ヒアリング／県

庁第 2会場
   鶴見支部　定期総会・懇親会／ホテル横

浜キャメロットジャパン
 6. 9 緑支部　定期総会及び懇親会／新横浜プ

リンスホテル
   相模原支部　定期大会・定期総会懇親会

／レンブラントホテル東京町田
   平塚支部　定期大会及び懇親会／平塚プ

レジール
 6. 10 横浜南支部　定期総会／ホテル横浜キャ

メロットジャパン
   小田原支部　定期大会・定期総会／小田

原三の丸ホール
   川崎西支部　定期大会及び懇親会／ホテ

ルモリノ
 6. 13 第 4 回広報委員会／メール・オンライン

会議／各事務所
 6. 14 東京地方税理士協同組合　通常総代会懇親

会及び懇親会／横浜ロイヤルパークホテル
 6. 20 横浜中央支部　定期大会・定期総会／

ローズホテル横浜
 6. 22 東京地方税理士会　定期総会／甲府記念

日ホテル
   第 26 回参議院議員通常選挙　第一声／

各候補予定者開催場所
 7. 1 第 26 回参議院議員通常選挙　激励訪問

／各候補者事務所
   第 4回証票伝達式／税理士会館8階会議室
   会務打合せ会／税理士会館 2階事務局
 7. 19 緑支部　定期大会／新横浜プリンスホテル
 8. 1 第 5回証票伝達式／税理士会館8階会議室
   会務打合せ会／税理士会館 2階事務局
 8. 5 税理士による後援会会長・幹事長会／税

理士会館 8階会議室
   推薦国会議員秘書との懇談会／税理士会

館 8階会議室
 8. 10 第5 6回　定期大会／税理士会館8階会議室
 8. 12 第 5 回広報委員会　メール・オンライン

会議／各事務所
 8. 15 河野太郎議員（地元陳情）／河野太郎事

務所
 8. 16 三浦のぶひろ議員（地元陳情）／公明党

神奈川県本部
 8. 17 後藤祐一議員（地元陳情）／後藤祐一事

神奈川県税政連活動
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令 4. 6. 5 参議院議員選挙「永井学」決起大会／ア
イメッセ

 6. 6 第 3 回総会打合せ会／税理士会館
 6. 15 第 56 回定期大会／アピオ甲府タワー館
   東京地方税理士会山梨県会第 66 回定期

総会／アピオ甲府タワー館
 6. 22 参議院議員選挙「永井学」出陣式、陣中

見舞／アピオ甲府
   東京地方税理士会総会第 66 回／甲府記

念日ホテル
 7. 2 参議院議員選挙「永井学」勝ちにいこう

500 人集会／ジットプラザ
 7. 19 親善ゴルフ大会打合せ会／税理士会館
 8. 3 総会反省会／税理士会館

 8. 9 第 2 回正副会長正副幹事長会、幹事会（書
面決議）

 8. 10 東京地方税理士政治連盟第 56 回定期大
会／税理士会館（横浜）

   神奈川県税理士政治連盟第 56 回定期大
会／税理士会館（横浜）

 9. 1 第 3 回正副会長正副幹事長会、幹事会、
相談役等合同会議／甲府商工会議所

   国会議員秘書との懇談会／甲府商工会議所
 9. 9 国会陳情　
   中谷真一衆議院議員／経済産業省副大臣室
   堀内詔子衆議院議員／衆議院第二議員会館
   中島克仁衆議院議員／衆議院第二議員会館
   森屋宏参議院議員／参議院議員会館
   赤池誠章参議院議員／参議院議員会館
   小沢雅仁参議院議員／参議院議員会館
   永井学参議院議員／参議院議員会館

山梨県税政連活動

務所
 8. 22 水野もとこ議員（地元陳情）／水野もと

こ事務所
   三谷英弘議員（地元陳情）／三谷英弘事

務所
 8. 23 阿部知子議員（地元陳情）／阿部知子事

務所
 8. 24 松沢しげふみ議員（地元陳情）／松沢し

げふみ事務所
   税理士によるみたに英弘後援会　定期総

会／新横浜プリンスホテル
 8. 25 浅尾慶一郎議員（地元陳情）／あさお慶

一郎事務所
 8. 26 会務打合せ会／税理士会館 2階事務局
 8. 29 甘利明議員（地元陳情）／甘利明事務所
 9. 1 第 6回証票伝達式／税理士会館8階会議室
    会務打合せ会／税理士会館 2階事務局

 9. 2 第 6回広報委員会／税理士会館2階事務局
 9. 9 佐々木さやか議員（地元陳情）／阿部後

援会長事務所
 9. 12 会務打合せ会／税理士会館 3階会議室
   第 2 回正副会長・幹事長打合せ会／税理

士会館 3階会議室
   第 3 回正副会長正副幹事長会、第 3回幹

事会／税理士会館 8階会議室
   牧山ひろえ議員（地元陳情）／牧山ひろ

え事務所
 9. 21 第 7回広報委員会／税理士会館2階事務局
 9. 26 第 1 回支部長・支部幹事長会、第 1回組

織委員会／税理士会館 8階会議室
   自民党神奈川県連・横浜市連・川崎支連　

意見交換会／税理士会館 8階会議室
 9. 27 税理士による鈴木けいすけ後援会　定期

総会／新横浜グレイスホテル

編集後記
　7月 3、4日に税理士会横須賀支部の支部旅
行で鳥取・島根へ行ってきました。
　コロナにより 2年間中止となっていました
ので、久々の開催でした。少し悩んだのです
が、足立美術館にどうしても行ってみたかっ
たので参加することに決めました。横山大観
などの絵画も素晴らしいのですが、美術館の
庭園がとても美しく「庭園もまた一幅の絵画
である」と創設者の方が表している通りであ
ると思いました。喫茶室でお茶をいただきな

がら、ただ庭園を眺めているだけで、日常を
忘れ心が癒される気がしました。四季折々の
庭園にも訪れてみたいですが、なかなか難し
いかな…。鳥取砂丘も裸足でリフトに乗った
り砂丘を登ったりが、思っていた以上に楽し
く童心に帰った気持ちになりました。（かな
り昔ですが…）
　やはり旅はいいな～とあらためて感じた 2
日間でした。

（広報副委員長　小林由美子）
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　平素は組合事業に格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当協同組合は令和４年５月に創立60周年を迎えました。新型コロナウイルス感染症
による様々な行動制限が長引く中ではありますが、全ての組合員・準会員の皆様、日頃お世話
になっている東京地方税理士会及び関連諸機関の皆様、並びに提携企業の皆様とともにお祝い
をすべく、各種行事等を企画しましたのでご案内申し上げます。

東京地方税理士協同組合
理　事　長　髙 橋 　 稔
創立60周年記念事業
実行委員長　越 智 政 利

東京地方税理士協同組合創立60周年記念事業一覧

行 事 内 容 開催日 開催場所

式典・講演会

講演会（山梨）
（人と経営研究所　所長
 大久保寛司 氏）

８月５日（金) アピオグランドステージ

トークショー（神奈川）
（東京2020　卓球　金メダリスト
 水谷　隼 氏）

11月18日（金) 新都市ホール

記念式典 11月18日（金) 横浜ロイヤルパークホテル

厚 生 事 業

秋季ゴルフ大会 ９月12日（月) 平塚富士見カントリークラブ

野球・ソフトボール大会 10月４日（火) 保土ヶ谷公園野球場

山梨県ゴルフ大会 10月７日（金) 境川カントリー俱楽部

テニス大会 11月８日（火) 相模原グリーンテニスクラブ

業 務 促 進 創立60周年記念ポイントの贈呈 ４月～　　　
令和５年１月

全税共事業・共済会事業・
斡旋事業・購買事業・研修
事業

記 念 品 神奈川県・山梨県商品オリジナル
カタログギフト ６月下旬 全組合員・準会員等

へ送付済

※　各事業は感染症等の状況により変更する場合もありますのでご承知おき願います。

創立60周年記念事業のご案内


