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会 長 就 任 挨 拶

新しい時代


会

長

森 岡

崇 （近畿）

全国青年税理士連盟の皆様こ

理事会までも影響を受けている

とされながらも何も進展がない

んにちは。8 月 23 日の第 53 回

状況です。しかし出来る事を考

ままです。納税者の権利擁護は

定時総会において第 54 代会長

え、例年に負けない活動をして

全国青税の目的です。今年度も

に就任しました近畿青年税理士

参ります。

引き続き制定に向けて活動して

連盟大阪支部の森岡崇と申しま
す。

税理士法改正

参ります。

税制改正

私は平成 22 年に入会し、近

令和元年 5 月に日税連から

畿青税では平成 27 年に制度部

「次期税理士法改正に関する答

長、平成 28 年に総務部長、平

申」が出され、それに対し令和

簡素を基本とし、応能負担原則

成 29 年に代表幹事、全国青税

元年 11 月に当連盟は日税連へ

に基づいておらず、国民のため

では平成 30 年に組織部長、平

「次期税理士法改正に関する答

の租税制度とは程遠いように感

近年の税制改正は公平、中立、

成 31 年に税制対策委員長を務

申への意見」を提出しました。

じています。今年度も国民の為

めました。私が初めて全青行事

しかし、その後日税連からは、

の租税制度となるよう議論を深

に参加したのは、10 年前に市

令和 2 年 3 月に結果報告がなさ

め、意見をして参ります。特に

木執行部での日税連懇談会に近

れただけでした。その間に新型

数年前から問題となっている消

畿青税の推薦者としてでした。

コロナウイルスの出現により、

費税の複数税率が令和元年 10

その 10 年後に全国青税の会長

在宅ワークの推進や給付金の申

月より施行開始となりました。

に就任する事になろうとは夢に

請に対する諸問題等が噴出した

更に令和 5 年 10 月よりインボ

も思っていませんでした。今年

ように思います。今後も現行の

イス制度の導入が予定されてい

１年間、全国青税会長の名を汚

税理士法で対応しきれない事態

ます。これらについては、引き

すことのないように頑張って参

が発生する事が予想され、税理

続き廃止及び導入反対を強く要

りますので、皆様どうぞよろし

士法も時代を見据えた改正が必

望して参ります。

くお願いいたします。

要であることは明らかです。今

さて、昨年末より新型コロナ

年度は過去の議論にとらわれ

ウイルス感染症の出現により、

ず、新しい青年税理士らしい意

世界中が混乱しています。わが

見をして参ります。

国においても感染者がどんどん
増え、4 月には非常事態宣言が

納税者権利憲章

納税環境整備
平成 28 年 1 月より行政手続
きにおける個人番号の利用が開
始されてから、およそ５年が経
過しようとしています。マイナ

発令されるなど、戦後最大の危

納税者権利憲章の制定が見送

ンバー制度はもともと社会保

機と言われる程混乱した状況

られてから約 10 年、附則 106

障・税番号制度と言われ、導入

が、現在でもなお続いておりま

条に「国税に関する納税者の利

当初は社会保障、税、災害対策

す。その影響で、集合での会議

益の保護に資するとともに、税

に利用が限られる予定でした

や総会は全て中止せざるを得な

務行政の適正かつ円滑な運営を

が、安易な利用拡大等が検討さ

くなっており、今年度の総会、

確保する観点から、納税環境整

れた経緯もあり、当連盟は反対

訪韓、秋季シンポジウムに加え、

備に向け引き続き検討を行う」

をして参りました。現在では、

Page- 03

186

会長就任挨拶

会長就任挨拶 / 部長就任挨拶・抱負

預金口座にもマイナンバーの紐

シンポジウムの開催について

冒頭にも述べましたが、今年

付けが開始されています。さら

は、全国大会と秋季シンポジウ

度は新型コロナウイルスの影響

には医療情報での利用もされよ

ムに代わる新しい形の研鑽事業

の為、例年の韓国税務士考試会

うとしています。今年度はマイ

を同日に開催することとなって

との交流もどういった形になる

ナンバー制度について議論し、

います。青年税理士らしさを前

か予測がつかない事もあります

問題点等を洗い出し、新たに意

面に出せるように行事の成功に

が、コロナに負けず青年税理士

見をして参ります。

努めて参るとともに、組織の活

として最大限の力を発揮しなが

性化という課題や未加入の青年

ら事業を進めて参りますので、

税理士の団体との交流にも執行

皆様どうぞよろしくお願いいた

部として取り組まなければなり

します。

その他
全国青税の組織改革の一環と

ません。

して、来年度の全国大会と秋季



部長就任挨拶・抱負
総

務

部

経

高橋」を中継基地に、連携を密

理

部

にできるよう調整を図って参り
ます。さらに、今年度からは全
国大会運営も大きな仕事となり
ます。主となる全国大会実行委
員会をしっかりとサポートし、
一緒に盛り上げて参りますの
で、ご協力の程、よろしくお願
部長

高 橋 紀 充

い致します。

部長

コロナゆえの制約もあります

山 田 暁 久

（東京）

が、
「できることは何か」
「しな

総務部長を拝命致しました東

ければいけないことは何か」を

京青税の高橋紀充と申します。

考え、行動して参りますので、

本年度経理部長の役職を拝命し

細かい作業は苦手ですが、森岡

引き続き、青年税理士の英知を

ました近畿青税の山田暁久と申

執行部の細かいアクセル、ブ

全国から集結させてください。

します。1 年間よろしくお願い

レーキ役として、総務の職を務

コロナに負けず、皆さんの地元

します。

めたいと思います。1 年どうぞ

で開催の際には、
理事会に参加・

緊急事態宣言が解除された頃

宜しくお願い申し上げます。

傍聴して頂けますと大変嬉しい

でした。本年度は特に役職に就

です。宜しくお願い致します。

くこともなくいたので、宣言解



さて、総務部の大きな仕事は



（近畿）
全国青年税理士連盟の皆様、

やはり理事会運営になります。

除とともに解放感に包まれよう

コロナ禍で大変難しい運営にな

としたところに、森岡会長から

りますが、皆様の健康面を最大

経理部長就任への打診の電話が

限配慮し、これまで以上に活発

あり、気が緩むどころか気が

な議論ができるよう、全力でサ

もっと気が引き締まったもので

ポートして参りたいと思いま

す。

す。また、その他の重要な仕事

私自身の話で恐縮ですが、今

としては、各部・各委員会や各

年が青税に入会して 10 年目の

単位青税の調整です。「総務の

年になります。入会当初は役職
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に就くなど想像もできませんで

する予定ですので是非ともご期

親を図ることが難しいので、全

したが、青税では色々貴重な体

待ください。

国青税について近況の情報提供

験をさせて頂き本当に感謝しか

一年前の広報誌では、会長等

を通じて、魅力を伝えられたら

ありません。経理部長も全体を

推薦審議委員長として「全国青

と考えています。また、各単位

通じて初めての役職ですが、皆

税での役職も最後となり、全国

青税についても、組織部会を開

様からお預かりした大事な会費

青税の活動の集大成になるか

催して、拡大活動の問題点を共

を取り扱い、諸先輩方から引き

と・・・」とあいさつ文を書い

有して組織拡大に繋がるような

継いだ大事な財産をしっかり守

ておりましたが、何かの手違い

方策を検討したいと思います。

り次年度へと引き継ぐという役

で（笑）もう一年関わらせてい

割を持った重要な役職ですの

ただくことになりました。今ま

懇親活動において制約が課され

で、1 年間精一杯務めさせて頂

では研究部として何かをすると

る一方で、一部単位青税がオン

きます。皆様には様々なお願い

いうことはあまりなかったので

ライン研修について、他の単位

をすることもあるかと思います

すが、今年度の研究部は各単位

青税も参加できるよう案内した

が、どうぞ 1 年間よろしくお願

青税から選りすぐりのメンバー

り、複数の単位青税で合同研修

いいたします。

が集まってきております。全国

を実施するなど、全国青税なら

青税として、新しい研鑽事業を

ではの新しい取り組みも見られ

作っていきたいと思いますの

ます。こういった、全国青税の

で、どうぞよろしくお願い致し

加入メリットをアピールして、

ます。

組織の拡大に繋がるように一年

研

究

部

コロナ禍で青税活動が研修、

間頑張っていきますのでよろし

組

織

くお願いします。

部

厚
部長


生

部

前 田 信 哉
（神奈川）

皆様こんにちは、本年度研究
部長を仰せつかりました神奈川

部長

青税の前田信哉と申します。全
国青税では毎年秋にシンポジウ
ムを開催しておりましたが、今

酒 井 哲 也



（埼玉）

部長

全国青年税理士連盟の皆様、

河 合 基 裕

年は残念ながら新型コロナウイ

組織部長を拝命しました埼玉青

ルスの影響により中止となって

税の酒井哲也と申します。昨年

この度、厚生部長を仰せつか

しまいました。ただし、任意で

は、経理部長を一年間勤め、よ

りました岐阜青税の河合基裕で

はありますが論文集を作成する

うやく次期部長にバトンタッチ

す。全国青税の部長職は初めて

予定ですので、コロナ禍での各

をして肩の荷を下ろしたところ

です。至らぬ点など多々あろう

単位青税の努力の成果を発表し

ですが、今度は組織部長就任の

と思いますが、会員の皆さんの

ていただけるものと期待してお

お話を頂き、喜んで引き受けさ

ご指導ご鞭撻いただければ幸い

ります。また、数年前から行っ

せて戴きました。

です。



（岐阜）

ていた全国青税の組織改革の一

組織部の活動は、全国青税の

さて、厚生部の主な活動とし

環により、従来のシンポジウム

組織拡充です。未加入の青年税

ては、理事会後の懇親会の運営

に代わる研鑽事業を来年の全国

理士団体との交流については、

が中心となります。現状のコロ

大会において研究部主催で開催

コロナ禍においては積極的な懇

ナ禍の状況で、理事会後の懇親
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会の運営が不透明な状況となっ

さて今年度法対策部において

ついての調査研究などです。今

ています。このような状況で

は、税理士制度対策委員会、税

年は韓国税務士考試会との勉強

あっても、会員の皆さんの親睦

制対策委員会、納税環境整備委

会が、10 月に日本で開催予定

が図れる方法がないか検討しな

員会と 3 つの委員会で活動を行

でしたがコロナウイルスの影響

がら進めて行こうと思います。

います。

で残念ながら中止となりまし

また、コロナ禍の影響が減少し、

税理士制度対策委員会では、

た。

懇親会を開催しても問題ない状

次期税理士法改正に関する答申

況になった際には、開催地単位

への意見募集の結果を踏まえ、

は、平成 21 年第 43 代坂田覚会

青税の方にご協力いただきなが

現行税理士法の課題を検討し更

長就任時でしたが、全国青年税

ら楽しい運営をしていきたいと

なる提言を行って参ります。

理士連盟の国際交流や海外視察

思います。

さて、国際部が発足されたの

税制対策委員会では、昨今の

の歴史はさらに古く、昭和 48

コロナ禍の状況で、懇親会等

複雑化難解化している税制を基

年のヨーロッパ視察に遡りま

の宴会が自粛モードであります

本原則である「公平・中立・簡

す。アメリカ、カナダ、ドイツ、

が、このような状況が終了した

素」に沿って検討を行います。

オーストラリアなど様々な国と

際には、全国各地で活躍する税

納税環境整備委員会では、税

の交流がありました。外国の文

理士を知る機会になりますの

理士法第 1 条を土台として、第

化、法律、制度を知り、改めて

で、皆さんと一緒に楽しい気分

2 条についての検討を行うとと

自国について知ることは、自国

で盛り上がりましょう。是非ご

もに、納税者の権利擁護・税理

の法や制度を考える上で大変有

参加ください。

士業界の発展などの研究を行い

意義な事だと思います。

最後に、森岡会長のもと、執

ます。またマイナンバー制度の

今後はコロナウイルスの影響

行部の一員として微力ながら頑

ありかたについての研究も行っ

もあり、
活動は制限されますが、

張っていきます。一年間どうぞ

て参ります。

外国税制や国際課税についての

よろしくお願い申し上げます。

法対策部

法対策部としての活動を行っ
ていくためには皆様のお力添え

元国際部員や興味のある方にも

が必要不可欠となります。どう

どんどん参加して頂ければと思

ぞ 1 年間ご協力の程、宜しくお

いますので部会などもお気軽に

願い致します。

お越しください。

国

部長

調査研究は国際部員に限らず、

際

部

広

報

部

冨 川 和 將



（近畿）
全国青年税理士連盟の皆様、

はじめまして。今年度法対策部

部長

長を拝命いたしました近畿青税
の冨川和將と申します。全青税
での役職は初めてとなります。



伊 藤 美 穂
（東京）

国際部長を務めさせて頂きま

部長


木 下 晃 良
（名古屋）

今年度広報部長を務めます、

初めての役職が法対策部長とい

す伊藤美穂と申します。国際部

う大役を仰せつかり、責任の重

の主な活動は、友好協定を締結

広報部は、広報誌やホーム

大さに身の引き締まる思いで

している韓国税務士考試会との

ページを通じて、みなさんの活

す。

交流や、外国税制や国際課税に

躍を紹介しています。
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名古屋青税の木下晃良です。

全国青税の広報誌は、年 3 回

らは全国大会と全青税シンポジ

発行しています。1 回目はこの

ウムが同時開催されるため、広

役員就任の挨拶と全国大会報

報誌の発行にも影響がありま

告、2 回目は秋に行われる全青

す。今年度は、来年度以降の広

税シンポジウムの報告、3 回目

報誌の発行時期について検討を

は一年間の集大成である役員退

行う予定です。

任の挨拶が中心になります。

今年度は我慢の一年になって

今年度は、新型コロナウイル

しまうかもしれませんが、全国

スの影響で、残念ながら全青税

青税の魅力を発信しつつ、来年

シンポジウムが開催できないた

度の礎になる活動をしていきた

め、広報誌の発行も年 2 回とな

いと思います。一年間どうぞよ

る見通しです。また、来年度か

ろしくお願いいたします。



委員長就任挨拶・抱負




ります。理事会傍聴は日税連の

きるのかどうか不透明な状況に

日税連担当委員会

情報収集を行うに当たって大切

あります。本来であれば会議

小 山 栄 一

な機会なので、次回以降は傍聴

は毎回東京で行うため近畿在住

が可能となる事を切に望む所で

の私には距離的な負担が大きい

す。

ですが、近畿青税では従前より

委員長

（東京）
青税会員の皆様こんにちは。

日税連は 8 月に財務省などの

Web 会議を活用していました

このたび森岡執行部にて、日税

関係官庁へ税制改正建議書を提

ので、そういった経験を生かし

連担当委員長を務める事になり

出しております。そういった意

Web を活用することで、距離

ました東京青税の小山栄一で

味でも青税的なあるべき税制、

的な負担を軽減できるだけでな

す。1 年の任期になりますが、

またあるべき税理士制度の考え

く、このような状況下でもより

どうぞよろしくお願い致しま

を反映させるため、まずは懇談

頻繁に緊密に連携をとることが

す。昨年は総務部長がこの委員

会の実現に尽力して参りますの

できるのではないかと考えてい

長を兼任してまして、以前は直

で、ご支援ご協力の程よろしく

ます。他士業の方々としっかり

前会長が担ってましたが、今回

お願い致します。

と連携をとりながら皆様に有用

はたまたまこの話を頂いたので

な情報提供ができるよう活動し

お引き受けしました。

て参ります。

この委員会は日税連との橋渡
しという位置づけで、非常に重
要なポジションであります。全
青側の意見を直接伝え、日税連





三青会担当委員会
委員長

辻 田

学

一年間どうぞよろしくお願い
致します。

（近畿）

との意見交換を出来る場が例年

この度、三青会担当委員長を

12 月に開催される日税連執行

務めます近畿青税の辻田学と申

部との懇談会となりますが、昨

します。主な活動は弁護士、司

今のコロナ禍により前途多難な

法書士と行われる会議へ出席

船出となってしまいました。今

し、互いの情報交換を行うこと

本来であれば今年の 8 月 23

日この原稿を書いている段階

です。今年度はコロナウイルス

日に岐阜において全国大会が開

で、残念ながら既に 9 月の日税

の影響により集まることができ

催されるはずでしたが、新型コ

連理事会傍聴は NG となってお

るかどうか、会議そのものがで

ロナウイルス感染症の影響によ





全国大会実行委員会
委員長

塚 下 順 司
（岐阜）
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りやむなく中止となりました。

る候補者を推薦したいと思いま

も、提出は任意となりますが、

そのため、来年こそは岐阜での

す。

シンポジウムに代わり研究冊子

開催をということで引き続き実

現状、税理士法改正、インボ

の作成をすることとなりました

行委員長を務めさせていただき

イス制度廃止、納税環境整備

ので、会員の皆様はどうぞご期

ます岐阜青年税理士連盟の塚下

等々、我々全国青税が取り組む

待頂きますようお願い申し上げ

順司です。

べき課題は山積しております。

ます。

次年度からは、例年 11 月に

それら解決のために我々の先頭

至らない点など多くあろうか

行っていた秋季シンポジウムが

に立ち、行動していただける方

と思いますので、引き続きご指

なくなり全国大会に集約される

を推薦することへの責任は非常

導、ご鞭撻を賜りますと幸いで

こととなりました。来年の全国

に大きなものがありますが、私

す。1 年間どうぞよろしくお願

大会は開催地の単位青税ではな

の全国青税活動の集大成として

い致します。

く全国青税のメンバーが中心と

精一杯努めて参ります。どうぞ

なって運営する新しい形の全国

よろしくお願いいたします。

大会です。この形で開催する全
国大会としては初めてとなるた



め試行錯誤の状態ですが、みな
さまに岐阜での全国大会を楽し
んでいただけるような企画を準
備していきたいと思っておりま





秋季シンポジウム実行委員会
委員長

濵

久 人
（名古屋）




ホームページ運営委員会
委員長

東 紘 太 朗
（近畿）

皆様、
初めまして。
この度ホー
ムページ運営委員長を拝命いた

す。来年においても東京オリン

秋季シンポジウム実行委員長

しました、近畿青税の東紘太朗

ピックが予定されており、2021

を仰せつかりました名古屋青税

と申します。何度か全国青税の

年の全国大会はオリンピックに

の濵久人と申します。昨年の研

理事の末席に名を連ねておりま

よる混雑を避けるため、例年と

究部長に引き続きまして務めさ

すが、全青での委員長は初めて

は異なり 8 月下旬に開催されま

せていただきます。

の経験となります。

す。

さて、皆様もご承知の通り、

前年度リニューアルを遂げた

2021 年 8 月 22 日（日）都ホ

新型コロナウイルスによる感染

ホームページの管理と更新が主

テル岐阜長良川にて、多数のみ

拡大の防止に伴い、全国青年税

な役割です。会員の皆様にはブ

なさまのご参加をお待ちしてお

理士連盟のメイン行事の 1 つで

ログの原稿執筆を依頼すること

ります。

ある「秋季シンポジウム」は中

があるかと思います。その際は

止となってしまいました。準備

快くお引き受けいただけると信

をして頂いていた各単位青税の

じておりますのでご協力をお願

担当会員はもちろんのこと、毎

い致します。

会長等推薦審議委員会

年の開催を楽しみにしていた会

25 歳の時に京都青税に入会

員の皆さんの気持ちを察すれ

してから 8 年目となりました。

ば、やるせない気持ちで一杯で

青税活動を通じてたくさんの役

本年度、会長等推薦審議委員

す。先の見通せない状況ではあ

職を経験したことが今の自分の

長を務めます近畿青税の三谷智

りますが、各単位青税にヒアリ

成長につながっている、と思い

です。

ングをした結果、オンラインで

たいです。全青のホームページ

当委員会のスケジュールとし

物理的な接触を避けながら研究

をみて青税を知り、青税に入会

ては、9 月の理事会において委

活動を開始している青税もある

してよかった、という会員がい

員の推薦を各単位青税にお願い

など、明るいニュースも僅かな

つか現れるよう、活動内容を随

し、10 月から各単位青税より

がらあることがわかりました。

時発信していければと思いま

選出された委員の皆様とともに

そこで、本年は既に研究活動を

す。1 年間どうぞよろしくお願

慎重に協議し、来年 1 月には全

開始している単位青税の成果発

いします。

国青税の将来を担っていただけ

表の場を提供する意味において





委員長

三 谷

智
（近畿）
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しましたので、青税歴、税理士

等の存在もあり、税理士報酬は

税理士制度対策委員会

歴共に 5 年目の若輩者です。ま

価格破壊が進み、事業環境はか

阿 部 圭 子

さかの大役を仰せつかりプレッ

なり厳しい状況です。改善に向

シャーに押しつぶされそうです

けて声を上げていかなければ、

が、お引き受けした以上は精一

状況は変わりません。税理士業

杯努めてまいりたいと思いま

界の事業環境改善に向けた提言

す。

を取りまとめて、要望を提出し

委員長

（東京）
この度、税理士制度対策委員

長を拝命いたしました東京青税
の阿部圭子と申します。全国青

昨年消費税率が引き上げら

税での役職は初めてであり相当

れ、同時に複数税率になりまし

法対策部での活動は初めてで

迷走しそうですが、微力ながら

た。令和５年にはインボイス制

すが、皆様の協力を得ながらよ

も冨川法対部長と協力して、森

度が開始されます。令和４年度

りよい納税環境の実現に向けて

岡会長を助けていけたらと思っ

税制改正意見書では、特にイン

具体的に変革に結び付けられる

ています。

ボイス制度の廃止を求める意見

様に活動を行っていきます。1

を強く発信する必要があると考

年間宜しくお願い致します。

昨年度「次期税理士法改正に
関する答申」についての意見募

たいと思います。

えております。

集が日税連で行われました。

今年度は、新型コロナウイル

これより後に生じたことです

ス感染症拡大防止に伴い、例年

が、コロナ禍により税理士事務

通りの部会の開催が難しい状況

所もテレワーク導入が現実的な

ですが、あるべき税制に向けた

課題としてクローズアップさ

意見書を作成するために微力を

れ、二ケ所事務所・守秘義務問

尽くしてまいります。良い意見

題など現行税理士法との整合

書を作成するためにも皆様のお

性、あるいは改正すべき点を整

力添えいただきたく存じます。

理し検証していくことが必要と

どうぞよろしくお願いいたしま

なっています。

す。

税理士制度対策委員会では、
税理士制度の発展強化に資する
という理念と税理士の置かれて
いる現実や将来を見ながら、次
期税理士法改正について議論を
深め、意見を表明していきたい
と思います。１年間どうぞよろ
しくお願いいたします。





納税環境整備委員会
委員長

亀 川 貴 之
（千葉）

今年度、納税環境整備委員長
を拝命いたしました千葉青税の
亀川貴之と申します。
納税環境整備委員会では主に





税制対策委員会

納税者権利憲章の制定にむけて

髙 栁 律 彦

税者権利憲章の制定に向けた活

委員長

（神奈川）

活動してきました。本年度は納
動を継続しつつ、納税環境整備

今年度の税制対策委員長を拝

のために我々税理士の事業環境

命しました、神奈川青税の髙栁

改善に向けた取り組みも行って

律彦と申します。

いきたいと考えております。

平成 27 年の税理士試験で合

公正・公平な納税環境実現の

格し、翌平成 28 年 2 月に神奈

ために我々税理士は大きな役割

川青税入会、４月に税理士登録

を果たしていますが、斡旋業者

Page- 09

186

委員長就任挨拶・抱負

単位青税代表紹介

単 位 青 税 代 表 紹 介
東京青年税理士連盟


会長

平良夏木

本年度、東京青年税理士連盟
の会長を務めております平良夏
木です。東京青税は昭和 37 年
3 月 27 日の設立以来、税理士
の社会的使命と職責とに対する
深い認識のもと、真に「国民の
ための税理士制度」の確立をめ
ざし税理士制度の発展強化を目
的として活動しています。東京
青税は青年の志を持っている方
であれば、会員に年齢制限はあ
りません。現在、税理士試験合
格者を中心として新米税理士か
らベテラン税理士まで幅広い方
が会員となり、税理士試験に合
格し税理士登録していない準会
員を含め、その会員数は約 500
名です。
具体的な活動は①税理士制度
及び租税制度等に関する調査研
究や要望書等を通じた提言②税
理士としての資質の向上を図る
ための実務や事務所経営に役立
つ研修会及び租税法の研究会等
の開催③春と秋の気軽に参加で
きる楽しい厚生行事や研修会後
の懇親会の開催です。また、同
好会活動も活発で会員同士の親
睦を深めています。
全国青税においては、東京青
税から多くの会員が参加するこ
とで、全国の青税の仲間と共に
全国青税を盛り上げていきたい
と思います。一年間どうぞよろ
しくお願いいたします。
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近畿青年税理士連盟


代表幹事

藤原功子

近畿青年税理士連盟第 56 代
代表幹事の藤原功子です。
女性活躍推進が叫ばれる中、
遅ればせながら近畿青税からも
初の女性代表幹事が誕生しまし
た。私自身、青税活動において
性別は全く意識しておりません
が、対外的にはインパクトがあ
ることと捉えており、今年度は
その部分を積極的にアピールす
る予定でしたが、コロナ禍によ
り予定のまま終わってしまいそ
うです。
さて、近畿青税は近畿 2 府 4
県の 6 支部で構成されており、
それぞれの支部が独自に活動を
行っております。そして、地域
ごとの支部活動を基本としなが
ら、さらに近畿青税として集結
し、税制改正意見書や税理士法
改正意見書の作成、シンポジウ
ム論文執筆などの活動を行って
おります。今年度はコロナ禍を
前向きに捉え、オンラインでの
活動を基本とすることにより支
部間の距離の問題の解消と活動
参加者数の増加を目指しており
ます。現状、リアルで会えない
物足りなさはありますが、オン
ライン会議を活用して密な活動
を展開しております。少々物足
りなさを感じながらも、今、近
畿青税として止まることなく活
動が行えるのは、これまで築き
上げてきた 6 支部の繋がりが
あってこそだと思います。コロ
ナ禍がもたらした新しい生活の
中、これまで以上に 6 支部の繋
がりを大切にし、積極的な活動

を展開したいと思います。
また、近畿青税には全国青税
の森岡会長が所属しています。
近畿青税として森岡会長をサ
ポートしながら全国青税の活動
も盛り上げていきたいと考えて
おります。
一年間どうぞよろしくお願い致
します。

名古屋青年税理士連盟


会長

山本祥嗣

名古屋青年税理士連盟会長の
山本祥嗣です。
名古屋青税は、45 歳までの
正会員とその活動に賛同する賛
助会員の約 570 名からなる団体
です。正会員約 170 名が全国青
税の会員となり、若き会員を全
国青税に送り出しています。
コロナ禍において名古屋は東
京・大阪ほどの感染者が出ない
ものの、名古屋青税の活動には
大きな影響を及ぼしました。定
時総会は異例ながら Web 審議
形式で行い、当面は集合を要す
る活動を自粛しました。現在は
少人数の部会等は認めているも
のの、各自の判断で Web 会議
を使って活動しています。
Web でも青税活動ができる、
そう思う方がいるかもしれませ
ん。しかし我々のような任意団
体の活動は、
集まって議論をし、
刺激を受け、共感を得ることで
信頼関係を作ってきました。そ
れは「密」になるためにやって
きたようなものです。この「密」
を避けなければならない社会、
青税活動を続けるには、今まで
の慣習や常識にとらわれず、本

当に必要なことを見極め、新し
い活動の形を創造していくこと
になるでしょう。若き名古屋青
税メンバーの柔軟な思考と感性
をこの全国青税のステージでも
発揮できるよう、会員の参加を
促し、盛り上げていきたいと思
います。よろしくお願い致しま
す。

神奈川青年税理士クラブ


代表幹事

坂田二郎

本年度、神奈川青年税理クラ
ブの代表幹事を務めております
坂田二郎と申します。神奈川青
税は令和 2 年に 50 周年を迎え
ることとなりました。私のよう
な入会 10 年未満の一会員が神
奈川青税を語れるようになるの
は、まだほど遠い未来であるこ
とを実感するとともに、この歴
史ある団体の一員であることを
誇りに思います。
神奈川青税の活動は、学びの
多い研修や親睦を深める厚生行
事が中心ですが、これらの活動
も新型コロナウイルスの影響で
自粛せざるを得ません。
しかし、
あらゆる時代を乗り越えてきた
神奈川青税です。先人が築きあ
げてきた 50 年の歴史を切らさ
ないためにも、今まで以上の会
員間の意思疎通が必要です。
よって、本年度のテーマは
「One for all, All for one」とし、
各事業に多くの会員が関わるこ
とで会務を分散し、青税活動を
通して会員間の繋がりをより強
くしていきます。 ま た、 こ の
テーマは「一人はみんなのため
に、みんなは一つの目的のため
に」という意味も込めています
ので、更なる税理士制度の発展
という神奈川青税の本来の目的

のためにも活動していきます。
全国青税においては、多くの
会員と参加し、活動を盛り上げ
ていきますので、一年間どうぞ
よろしくお願い致します。

埼玉青年税理士連盟


代表幹事

中村

岳

今年の埼玉青税では、組織的
な足場固めをすべく長期的な視
野に立った施策に取り組んでい
ます。コンセプトは『タテとヨ
コの連携』
。タテは世代間の交
流、ヨコは機動的な会員間の連
携を指します。先輩会員との交
流を活発化することで私たちの
青税活動にもより深みが出てく
るものと思います。また、小規
模青税ゆえの業務の人的依存に
より効率的な会務運営がなされ
ていないところもあり、こうし
た状況を踏まえて、各部長主導
のもとで部会を開催し検討を重
ねています。
また、新型コロナ禍の影響に
より専門学校での合格者祝賀会
も開催が危ぶまれております。
あまりにも不憫な状況ですが、
埼玉青税ではあえて新合格者祝
賀会を例年どおり、例年以上に
気合を入れて開催することを決
定しました。他の団体に依存し
ない独自のルートを開拓すべ
く、さまざまな可能性を探って
いるところです。
躍進を続ける埼玉青税に今後
もご注目ください！

千葉青年税理士連盟


会長

山崎

喬

2020 年 7 月 4 日の第 43 回定
期総会にて承認され、千葉青年

税理士連盟（千葉青税）の会長
を務めさせていただくことにな
りました山崎喬（千葉青税と同
じ 43 歳）と申します。
現在、千葉青税は、千葉県内
での登録者、千葉県内の在住者
を中心に約 90 名の会員で構成
されています。また、年齢制限
もなく幅広い世代が在席してい
ます。
昨今、税理士業界は、どちら
かというと厳しい話が多いかも
しれません。そのようななか、
千葉青税はそのアットホームさ
を活かして、会員相互に助け合
うことができる環境にあること
が強みです。
現状のこのような状況下、思
うような活動ができないことも
しばしばありますが、千葉青税
の仲間と全国青税の活動に参加
させていただきますので、どう
ぞよろしくお願い申し上げま
す。

岐阜青年税理士連盟


会長

山木田篤則

我が岐阜青年税理士連盟は昭
和 52 年 7 月に発足され、今年
で 44 年目を迎えることとなり
ます。これまで、多くの歴代会
長の皆さまの支えがあり、我が
岐阜青税は昭和、平成、令和と
いう長きにわたるこの激動の時
代を乗り越えてまいりました。
この長きにわたる時代の中
で、私達税理士の使命は、それ
ぞれの時代の経済環境ととも
に、常に変化をしてきたものと
考えております。もちろん、税
理士法に定められる「税理士の
使命」というものは不変である
とは思いますが、職業としての
税理士という観点から見ると、
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今の時代は、納税者にとって
我々税理士は無くてはならない
存在だという大きな責任感を持
つことが大切であると考えてお
ります。
私達のお客様の多くは中小零
細企業がほとんどであり、その

お客様の唯一の相談相手こそが
私達税理士だと考えておりま
す。私達税理士がよりたくさん
の知識と経験を身につけお客様
の良き相談相手となり、中小零
細企業の皆さまが元気になれ
ば、結果として岐阜という街も

今以上に元気になってくれると
信じています。
岐阜という街を元気に！そん
な念いを胸に、今年度、岐阜青
年税理士連盟は活動してまいり
ます。一年間、どうぞよろしく
お願いいたします。



第 53 回

定時総会報告（Web 総会）

新会長は森岡 崇会員（近畿青税）
2020 年 8 月 23 日、 全 国 青

度の事業活動が説明され、第 2

年税理士連盟第 53 回定時総会

号議案（2019 年度決算承認の

（Web 総会）が開催されました。

件）は酒井哲也経理部長（埼玉

総会は 13 時 30 分より、小西伸

青税）より決算の報告がなされ

幸会員（近畿青税）の司会のも

ました。続いて決算について、

と、藤原功子会員（近畿青税）

芳賀保則会計監事（東京青税）

の開会の辞により開会されまし

より会計監査報告がなされまし

た。

た。その後、議長より事前に受

次に議長として坂井昭彦会員

付けた質問はなかった旨の報告

（近畿青税）、瀬川昇会員（近畿

があり、第 1 号議案並びに第 2

青税）の 2 人が選出され、議事

号議案ともに事前書面決議の結

が始まりました。

果、賛成多数で可決承認された

とする新役員が事前書面決議の

旨の報告がありました。

結果、賛成多数で承認された旨

議案審議

挨拶をする三谷智前会長

第 3 号議案（慶弔規定改正の

の報告がありました。そして新

第 1 号 議 案（2019 年 度 事 業

件）は、高井正樹厚生部長（岐

旧執行部席の交代の後、森岡崇

報告承認の件）は安田浩二総務

阜青税）より、今回の改正経緯

新会長をはじめ新役員の紹介が

部長（近畿青税）より 2019 年

等が丁寧に説明されました。そ

行われました。

の後、議長より事前に受付けた

第 5 号 議 案（2020 年 度 事 業

質問はなかった旨の報告があ

計画承認の件）は高橋紀充新総

り、第 3 号議案は事前書面決議

務部長（東京青税）より、第 6

の結果、賛成多数で可決承認さ

号議案（2020 年度収支予算書

れた旨の報告がありました。

承認の件）は山田暁久新経理部

第 4 号議案（役員改選の件）

司会の小西伸幸会員
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長（近畿青税）より議案上程が

は前田信哉会長等推薦委員長

なされました。議長より、事前

（神奈川青税）より新会長候補

質問として坂本和穂会員（近畿

者の推薦の経緯、候補者の経歴

青税）からいただいている旨の

等が説明されました。その後、

報告があり、森岡新会長が坂本

議長より事前に受付けた質問は

和穂会員の質問を代読し、回答

なかった旨の報告があり、森岡

を致しました（質問と回答は、

崇新会長（近畿青税）をはじめ

文末に記載）
。
その後、
議長より、

議長の坂井昭彦会員・瀬川昇会員

リモートでの会計監査報告

第 5 号議案並びに第 6 号議案と

畿青税）の閉会の辞により全国

もに事前書面決議の結果、賛成

青年税理士連盟第 53 回定時総

多数で可決承認された旨の報告

会は無事終了しました。

がありました。

とであると思います。
団体加入・個人税理士の加入
いずれも容易に実現することで
はありませんが、新型コロナウ

最後に、第 7 号議案（総会宣

【第5号議案に関する質問と回答】

イルス感染拡大に伴うテレワー

言採択の件）が冨川和將会員
（近

（質問）坂本和穂会員
（近畿青税）

クやテレビ会議などの普及は全

畿青税）によって読み上げられ、
事前書面決議の結果、賛成多数

事業計画 6 の組織活動につい
て質問させていただきます。

で採決された旨の報告がありま

国の税理士が当連盟の活動に参
加する可能性を広げているとも

全国青年税理士連盟規約第 3

言えます。そういった新たな社

条に規定されているとおり、当

会的な取り組みを活用すること

総会の議案審議が全て承認可

連盟の会員は各単位青税の構成

は重要ですが、もっと重要なこ

決され、議長団は議長席から降

員と個人会員から成り立ちま

とは、当連盟の組織活動は会長

壇しました。

す。全国青税の組織活動は各単

自らが情熱・ビジョン・アイデ

新会長の挨拶として、森岡崇

位青税の組織活動をサポートし

アを持ち、組織部長を始めとす

新会長より、今年度 1 年間の活

つつ、新たな税理士団体、また

る組織部と連携しつつ自ら先頭

動方針の抱負が熱く語られまし

は個人の税理士の加入を促す活

に立って取り組まなければ、何

た。

動が中心になると思いますが、

も成し遂げられないということ

続いて、自由民主党・安藤裕

各単位青税の組織活動はそれぞ

です。全国青年税理士連盟はそ

衆議院議員、韓国税務士考試会・

れの置かれている状況などを踏

の名称にふさわしい、全国の税

郭薔美会長より祝電をいただき

まえ、各単位青税に基本的には

理士から組織される団体となる

ましたので、ご披露をさせてい

委ねられており、新たな会員の

ことを常に目指し、そのための

ただきました。

獲得に向けての活動が当連盟の

活動を継続することが必要だと

組織活動として非常に大切なこ

考えます。

した。

最後に、和田泰裕新副会長
（近

ZOOM での配信の様子

Web 総会の舞台裏
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旧・三谷執行部のみなさん
事業計画の中で「当連盟に未
加入の青年税理士団体との交流
を継続し、全青税への新規加入

森岡崇新会長の就任挨拶

ただきたいと思います。よろし

はなく、こつこつと、具体的に

くお願いいたします。

は手紙やメールのやりとりを通

（回答）森岡崇新会長

じて、懇親の場を設けながら意

実現に向け行動する。」と記載

私が組織部長時代を含め、数

見交換を行い、理事会や総会な

されていますが、森岡新会長が

年前より各地の青年税理士団体

どにお誘いするという方法を今

現時点でどういったアイデアや

と交流を図ってきております

後も行っていきたいと考えてお

施策をお持ちなのか、また組織

が、なかなか進んでおりませ

ります。単年で考えるのではな

活動にどういった姿勢で臨もう

ん。組織活動ですので、派手な

く、数年に亘った活動として捉

と考えておられるか、ご回答い

ものをお見せして勧誘するので

えております。
一方、昨今のコロナ禍におけ
る状況を踏まえ、首都圏から地
方へ赴くことも遠慮される場合
もありますので、Web 会議シ
ステムの活用など、積極的に検
討していきたいと思います。
全国青税の理念に共感して加
入をしていただけるよう、事業
計画書に書きましたとおり、広
報活動を通じて、我々の理念を
発信していきたいと思います。
以上です。

新・森岡執行部のみなさん



（総務部長

高橋紀充）

あとがき
あとがきまで読んでくださったそこのあなた、今日一日良いことが起こるおまじないをか
けておきますね。
と冗談は置いておいて、昨今のコロナ禍の影響で、今回の全青税の総会は Web 上での開
催となりました。離れていても同じ場を共有できるようになり、便利な世の中になったと思
う反面、実際に会って議論を交わし、懇親を深める重要性を改めて感じています。早く広報
誌やブログに全国大会やシンポジウム、懇親会などの写真を載せられるように願っています。
広報部では全青税の魅力を発信できるように部員一同協力して編集していきますので、今
後も楽しみにお待ちください。
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広報部長

木下

晃良

