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衛藤 征士郎 衆議院議員
無所属 ● 九州比例区 ● 衆議院副
議長 ● 自民党公認会計士制度振
興議員連盟 会長

若林 健太 参議院議員
自民党 ● 長野県 ● 財政金融委員会
委員 ● 自民党公認会計士制度振興
議員連盟 事務局次長 ● 公認会計士

尾立 源幸 参議院議員
民主党 ● 大阪府 ● 財政金融委員会
委員長 ● 民主党公認会計士制度推
進議員連盟 幹事長 ● 公認会計士

塩崎 恭久 衆議院議員
自民党 ● 愛媛1区 ● 元内閣官房
長官 ● 自民党公認会計士制度振
興議員連盟 副会長

古川 元久 衆議院議員
民主党 ● 愛知2区 ● 国家戦略担
当大臣

浅尾 慶一郎 衆議院議員
みんなの党 ● 南関東比例区 ● 党
政策調査会長

竹谷 とし子 参議院議員
公明党 ● 東京都 ● 財政金融委員
会委員 ● 党日本公認会計士懇話
会副幹事長 ● 公認会計士

中川 雅治 参議院議員
自民党 ● 東京都 ● 党政務調査会
副会長 ● 自民党公認会計士制度
振興議員連盟 幹事長

柴山 昌彦 衆議院議員
自民党 ● 北関東比例区 ● 法務委
員会委員 ● 自民党公認会計士制
度振興議員連盟 会員

桜内 文城 参議院議員
みんなの党 ● 比例代表 ● 法務委
員会理事 ● 会計士補

※写真はご登壇順です

～ご出席頂いた国会議員～

京にできること、アジアの時代とし
て日本の動向に注目が集まってい
ること、そしてぜひ早くアドプション
してアジアのリーダーになって欲し
いと語られた。
　内部統制制度、IFRSと、大きく会
計制度を変える二つの潮流の中心
となる方たちへの贈与は、日本公認
会計士協会の今後の方向性を示す
ものでもある。
　議員の挨拶でも塩崎恭久議員、
浅尾慶一郎議員、中川雅治議員な
ど、会計の国際化は必ず進めなけ
ればならないと強く語る国会議員
も多かった。また公会計については
竹谷とし子議員が財政の見える化
を主張し、桜内文城議員は命をか
けて取組んでいると熱くアピールし
た。志を共にする国会議員からメッ
セージをいただきながら、よりよき
制度改革に向けて進む山崎会長の
最後の1年がスタートした。

　去る7月4日（水）、日本公認会計士協
会定期総会懇親パーティが開催され
た。
　懇親パーティでは、7月6日の「公認会
計士の日」を記念して、会計、監査に対
する社会的関心の向上や公認会計士
制度の普及に貢献された方を表彰して
いる。
　第4回を迎えた今年の大賞は、八田
進二 青山学院大学大学院会計プロフェ
ッション研究科教授が受賞。八田教授
は企業会計審議会内部統制部会設立
当初から部会長を務められ、制度策定
の中心的役割を担われた。また会計・監
査に関する著書も多く、教育の場におい
ても後進の育成に努め、公認会計士業
界の発展に大いに貢献されていること
が認められた。
　また今回は特別賞にDavid Tweedie
卿が選ばれ、外国人初の受賞となった。
Tweedie卿は2001年から国際会計基
準審議会の初代議長を務め、日本の会
計基準の国際化に大いに貢献されたこ
とはご存知の通りである。Tweedie卿は
山田辰己氏から教わったという日本語
で会場を沸かせ、IASBの初の支部が東

古川 俊治 参議院議員伊吹 文明 衆議院議員甘利 明 衆議院議員 網屋 信介 衆議院議員 井上信治 衆議院議員

本年は11名の衆議院議員、6名
の参議院議員にご出席いただきま
した。
誠にありがとうございました。　

▲ 写真左から　八田進二教授、　 David Tweedie卿、 　山崎彰三会長

● 政治連盟会費の納付について(ご協力のお願い)

　当政治連盟は、公認会計士の社会的地位の向上を図り、公認会計士制度
を確立するために必要な活動を行っております。日本公認会計士協会の会
員・準会員は政治連盟の会員ですが、会員の皆様方からの政治連盟会費納付
率は約16％(平成23年度)に留まっており、十分ではない状況にあります。

何卒活動にご理解を賜り、会費納付につきまして、ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。
　なお、納付に当たりましては、例年通り8月下旬頃お手元にご依頼の案内を
させていただく予定でおりますので、これにより納付をお願い申し上げます。

竹谷 とし子 議員尾立 源幸 議員伊吹 文明 議員
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　先日、日本公認会計士協会定期総会の後の懇親パー

ティで前IASB（国際会計基準審議会）議長Sir.David 

Tweedie氏が「公認会計士の日」大賞特別賞を授与され

た。Tweedie卿はIASBの初代議長として10年間にわ

たり会計基準の国際的な調和、統一および発展に貢献さ

れたことに対する評価により今回の受賞となった。

　国際財務報告基準（IFRS）の適用に関してTweedie

卿は「日本がIFRSを適用するということを米国よりも早

く決定し公表するべきである。そもそも日本の会計基準

はIFRSに大半の部分がコンバージェンス（収斂）してい

るのであり、日本がIFRSを適用することに大きな問題は

ないと思われる」と述べ、「日本の決定は米国のIFRS適

用決定にも大きな影響を与えるであろうし、中国やイン

ドにおけるIFRS適用にも重大な影響をもたらす。日本

の意思決定が世界を動かすことになる」と強調された。

　会計の世界もグローバル経済や他の世界と同様に

「アジアが先導する世界」になっているとTweedie卿は

主張する。まさにそのとおりである。特に会計の分野で

はアメリカもしくはヨーロッパがグローバルベースの主

権を取る時代は過ぎ去ったといえる。会計はその時代の

経済と当然のことながら密接に結びついている。そのこ

とからもグローバルベースでの会計もアジアが先導し

ていかなければならない。そしてそのアジアの中心とな

りリーダーシップを発揮するのが日本でなければならな
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若林健太 参議院議員（自民党、長野県選挙区）

● 日　時 ：　　７月31日(火)　18時30分
● 場　所 ：　　グランドパレスホテル
● 会　費 ：　　8千円

「公認会計士による若林けんた後援会」 設立総会

議員を囲む公認会計士の会 設立総会開催 のご案内

い。まさに、日本には世界をリードする大きなチャンスが

目の前にある。

　しかし、日本がアメリカの動向を見据えて、とか、アジア

諸国の動向と協調の下に、とか言い訳をして意思決定を

遅らせているようではこの大きなチャンスをものにするこ

とはできない。いま日本として何を行わなければならな

いのか、日本の将来を見据えた戦略の下に国際社会をど

のようにしてリードするべきなのかについて日本国民と

政治家が一体となって真剣に議論されるべきである。

　6月1日、横浜市のパンパ
シフィック横浜ベイホテル
東急において、「衆議院議員 
甘利明君を囲む会」が開催
された。当日は多くの出席者
に混じり、「公認会計士によ
る甘利明後援会」役・会員及
び政治連盟役員が多数出
席し、甘利議員との交流を
深められた。

東京大学法学部を卒業、通
産省入省後、米国メリーラン
ド大学院で国際政治・経済
を学ばれている。2003年衆
議院議員総選挙において初
当選（当選回数３回）。2009
年自民党総裁選に立候補。
外務大臣政務官、党改革実

　去る6月25日、神戸国際
会館において、「西村康稔を
囲む公認会計士の会」の設
立総会並びに国政報告会が
開催され、会員、準会員61
名が出席した。
　西村議員は、神戸大附属
明石中学校、灘高等学校、

行本部副本部長などを歴任
している。
　設立総会では、発起人か
らの挨拶の後、議長を選任
し、審議事項である規約及び
役員が承認され、続いて西
村議員から国政報告があっ
た。
　国政報告では、開催中の
国会の状況、TPPに対する
基本的な考え方、景気刺激
策によるデフレ脱却が今の
日本にとって非常に重要な
課題であり、このことによっ
て円高も修正することが可
能となることを力説されてお
られた。国政報告は１時間
程度あり、その後質疑応答を
行って盛況のうちに閉会と
なった。

質疑、パワーポイント作成資
料「公認会計士の税務能力」
のスライド試写と続き、その
後、囲む会の今後の活動等
について、活発な意見交換
が行われた。

　6月27日、公認会計士会
館において、「議員を囲む公
認会計士の会 連絡会議」を
開催し、各会の代表者12名
及び山崎会長など政治連盟
役員が出席した。
　会議では、各代表者から
「議員を囲む公認会計士の
会」(以下「囲む会」と総称) 
の紹介、政治連盟役員によ
る税理士法改正に関する最
近の動向及びこれに対する

　今後の税理士法改正案検
討への対応並びに公認会計
士法改正に向け、今後も定
期的に連絡会議を開催して
いくことにした。

務大臣政務官を歴任し、現
在、参議院 財政金融委員会
委員長をはじめとして、民主
党の要職に就任している。
　尾立議員からは、国政報
告として、主に社会保障と税
制の一体改革の3党合意に
至った経緯並びに社会保

　6月23日、「おだち源幸を
囲む公認会計士の会」設立
総会（及び国政報告会）並び
に懇親会がKKRホテル大阪
にて開催され、公認会計士
を中心に57名が出席した。
　尾立源幸議員は、民主党
所属で、慶応大学経済学部
卒業後、アーサー・ア
ンダーセン（現有限
責任あずさ監査法
人）に勤務、その後
独立し、会計事務所
を経営。平成16年7
月の参議院議員選
挙で大阪選挙区より
出馬して初当選、2期
目を務めている。財

障、税制、各税目のそれぞれ
の観点、民主党内の合意形
成過程など喫緊の課題につ
いてお話いただいた。
　設立総会並びに懇親会と
もに盛況裡のうちに閉会し
た。

平成24年6月1日

「衆議院議員 甘利明君を囲む会」
  を開催

平成24年6月23日

「おだち源幸を囲む公認会計士の会」
  設立総会を開催

平成24年6月25日

｢西村康稔を囲む公認会計士の会｣
  設立総会を開催

平成24年6月27日

「議員を囲む公認会計士の会
  連絡会議｣を開催

　当日は、松岡東海地方会
会長が会の設立経緯を説明
し、会の規約を承認の後、役
員選任を行い、高岡次郎氏
が会長、田島和憲氏、中浜明
光氏、松岡正明氏の３氏が
幹事、神谷誠氏が会計責任
者、香田浩一氏が副会計責
任者、小川薫氏が監事と決
定した。会長に選任された高
岡次郎氏は地域の後援会会

　「古川元久を囲む公認会
計士の会」の創立総会が、平
成24年6月30日、名古屋国
際ホテル2階で開催された。
　日本公認会計士政治連盟
の活動において、各地で政
治家を囲む会の結成が行わ
れているとの政連ニュース
の記事を見た古川氏の秘書
を通じて、「古川元久を囲む
会」を設立していただけな
いかとの要望があり、結成に
至ったものである。
　政連東海地方会では愛知
県会の会員に案内を送り、
参加を呼びかけたところ、
35名より入会申し込みがあ
り、そのうち都合の付いた会
員が出席して創立総会開催
となった。

長もされており、古川氏との
関わり等を紹介された。
　この後、厳しい政局の合
間を縫ってご出席いただい
た古川元久氏が国政報告を
行い、現在の国会運営の厳
しさや一体改革法案への対
応、ご自身が担当されている
職務の内容等のお話があっ
た。終了後は昼食会となり、
会員相互の懇親を深めた。

平成24年6月30日

「古川元久を囲む公認会計士の会」
設立総会を開催
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6月23日、「おだち源幸を
囲む公認会計士の会」設立
総会（及び国政報告会）並び
に懇親会がKKRホテル大阪
にて開催され、公認会計士
を中心に57名が出席した。
尾立源幸議員は、民主党

所属で、慶応大学経済学部
卒業後、アーサー・ア
ンダーセン（現有限
責任あずさ監査法
人）に勤務、その後
独立し、会計事務所
を経営。平成16年7
月の参議院議員選
挙で大阪選挙区より
出馬して初当選、2期
目を務めている。財

障、税制、各税目のそれぞれ
の観点、民主党内の合意形
成過程など喫緊の課題につ
いてお話いただいた。
設立総会並びに懇親会と

もに盛況裡のうちに閉会し
た。

平成24年6月23日

「おだち源幸を囲む公認会計士の会」
 設立総会を開催

平成24年6月25日

｢西村康稔を囲む公認会計士の会｣
 設立総会を開催

　当日は、松岡東海地方会
会長が会の設立経緯を説明
し、会の規約を承認の後、役
員選任を行い、高岡次郎氏
が会長、田島和憲氏、中浜明
光氏、松岡正明氏の３氏が
幹事、神谷誠氏が会計責任
者、香田浩一氏が副会計責
任者、小川薫氏が監事と決
定した。会長に選任された高
岡次郎氏は地域の後援会会

　「古川元久を囲む公認会
計士の会」の創立総会が、平
成24年6月30日、名古屋国
際ホテル2階で開催された。
　日本公認会計士政治連盟
の活動において、各地で政
治家を囲む会の結成が行わ
れているとの政連ニュース
の記事を見た古川氏の秘書
を通じて、「古川元久を囲む
会」を設立していただけな
いかとの要望があり、結成に
至ったものである。
　政連東海地方会では愛知
県会の会員に案内を送り、
参加を呼びかけたところ、
35名より入会申し込みがあ
り、そのうち都合の付いた会
員が出席して創立総会開催
となった。

長もされており、古川氏との
関わり等を紹介された。
　この後、厳しい政局の合
間を縫ってご出席いただい
た古川元久氏が国政報告を
行い、現在の国会運営の厳
しさや一体改革法案への対
応、ご自身が担当されている
職務の内容等のお話があっ
た。終了後は昼食会となり、
会員相互の懇親を深めた。

平成24年6月30日

「古川元久を囲む公認会計士の会」
設立総会を開催


