
● ご登壇いただいた方々 本年は19名の衆議院議員、9名の参議院議員にご本人出席いただきました。

教育や老後のための大切な資金
を運用している人たちのために
今年も頑張っていただきたい。

変化に対応できた者が勝ち残
り、強くなります。我々も変化
に挑戦する一年にしましょう。

民進党も女性が代表となりまし
た。蓮の花を支える蓮根として推
進議連会長も務めてまいります。

衆議院の災害対策特別委員長
として、災害時の税制優遇策を
講じていきたいと思っています。

企業の透明度を高めていただ
くために、本年一層のご活躍を
お祈り申し上げております。

企業がコンプライアンスの重
要性を認識するようになり、先
生方の使命は高まっています。

女性会計士の活躍、中小企業
コンベンションの開催等、時代
に即した対応に敬意を表します。

IT化、AIなど変化に応じた先
生方のご努力が、日本の発展
の礎となっていくと思います。

内閣府大臣政務官として、金
融庁を担当しています。ご指導
くださいますようお願いします。

協会が日本・世界の経済の発
展の原動力になるといった気
持ちで進んでいってください。

公認会計士として国政で日本経
済発展の一端を担い、女性活躍推
進協議会にも協力していきます。

様々な課題に先生方に対応い
ただくと共に、私も会員の一人
として取り組んで参ります。

金融資本市場の健全な育成に、
先生方と手を携えて取り組ん
でいきたいと思います。

経済最優先の国会が始まりま
す。経済の現場から政治の分
野に提言を賜れれば幸いです。

米国の新政権誕生で、資本主
義やコーポレートガバナンス等
を考える年になると思います。

女性の活躍が期待される本年、
関根会長にはぜひ活躍の場を
広げていただきたいと思います。

日米関係では企業会計の透明
性、制度の相互理解が鍵です。
皆様の努力に感謝申し上げます。
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公会計でもお世話になってい
ます。協会が大きく羽ばたくこ
とを心から祈念しております。

小池百合子 東京都知事

中西健治 参議院議員

秋葉賢也  衆議院議員

未来に向かって羽ばたく年に
　2017年1月17日、日本公認会計士協会の賀詞交歓会が開催さ
れた。関根愛子会長は、就任時に立てた三つの柱（会計監査の
信頼性の回復・向上、会計インフラへの貢献、人材の育成）を全国
の公認会計士に伝えるべく、全国16の地域会を回って意見交換
をされてきた。その中で、全国の公認会計士がしっかりと前を向い
て進んでいけるとの手応えを感じたと述べられ、今年は未来に向
かって羽ばたいていきたいと抱負を語った。
　また前日に「女性公認会計士活躍推進協議会」が発進したこと
を受け、女性が活躍できる業界であることをPRしていきたいとトッ
プセールスの息ごみを見せた。

簿記学習人口の増加プランを
 安藤企業会計審議会会長は乾杯のご挨拶で、職業会計人減少

の危機について触れられた。
　昨年、野村総合研究所より、AIに取って変わられる職種として
「経理事務員と会計監査係員」があげられたことを受け、これは誤
解であるが、一流の知識人でも「経理と会計監査はAIにとってか
わられる」と話していると強い懸念を示された。ましてや、これから
職業を選ぶ学生、指導する先生が誤解してしまう可能性は高く、こ
こは公認会計士だけでなく税理士も含めた職業会計人が一体と
なって、「簿記学習をしよう」と新聞広告やTVコマーシャルでPRし
てはどうかと提案された。

＊　　　＊
　今回は、小池百合子都知事が出席され、初の女性都知事から
初の女性協会会長にエールが送られた。小池都知事はペーパー
レス化を進め、それによってデータを見える化し、都民に明確に説
明できるようにしていきたいと語られた。
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※写真はご登壇順です。 

野田 毅 衆議院議員 衛藤征士郎 衆議院議員小池百合子 東京都知事協会会長   関根 愛子



政治連盟東京会

「伊藤達也を囲む公認会計士の会」
通常総会を開催 平成28年12月14日

　「伊藤達也を囲む公認会計士の会」（玉木
國隆会長）第3回通常総会が、新宿プリンスホ
テルで開催され、公認会計士38名が出席し
た。伊藤達也衆議院議員（自民、東京22区、当
選7回）は、平成16年小泉第二次改造内閣で
金融担当大臣に就任された経歴があり、現在
は衆議院予算委員会及び地方創生特別委員
会等でご活躍中の議員である。総会は高徳

信男幹事長の司会で進行し、事業活動報告、
役員選任などが審議・承認された。伊藤議員に
よる国政報告では、日本やアメリカの外交政策
のほか、党内で中小企業調査会事業承継委
員長を務めており、中小企業の重要な課題で
ある事業承継が円滑に進むよう、公認会計士
の皆様に様々なご指導をいただきたいと話さ
れていた。

政治連盟神奈川県会

「浅尾慶一郎を囲む公認会計士の会」
通常総会を開催 平成28年12月5日

　「浅尾慶一郎を囲む公認会計士の会」（波
多康治会長）第5回通常総会が横浜の崎陽
軒本店で開催され、会員等47名が出席した。
総会は川上諒子世話人の司会で進められ、久
保田博事務局長から会務報告、役員選任など
の説明があり、原案どおり承認された。また、
「今後の日本経済・世界経済の懸案事項」と題
した浅尾議員の講演では、米国大統領選挙の

結果から読み取るべきこと、グローバル化による
負の側面が表れない政策の必要性など、多く
の有意義な話をいただいた。懇親会は、森公
高政連会長及び山田治彦政連幹事長の挨
拶、清水要吉政連神奈川県会名誉会長の乾
杯でスタートした。最後は浅尾議員と森会長が
壇上にあがり、高品彰政連神奈川県会会長の
「ガンバロウコール」で盛況理に終了した。

政治連盟神奈川県会

「参議院議員三原じゅん子さんを励ます会」
に参加 平成28年12月2日

　昨夏の参議院議員選挙において神奈川選
挙区でトップ当選を果たした三原じゅん子さん
を励ます会が、ロイヤルホールヨコハマにて開
催された。当政治連盟
から「公認会計士によ
る三原じゅん子後援
会」の須田均会長をは
じめ、神奈川県会の役
員など多数が出席し
た。三原じゅん子議員

の挨拶時には当選を祝う拍手にも増して、三原
議員の結婚を祝福するお祝いの拍手が暫し
鳴り止まなかった。

北陸地方会近況報告
　衆議院議員橘慶一郎復興副大臣（自民、富
山3区、3期目）による国政報告会及び富山県
部会員との意見交換会が、平成28年11月27
日、高岡市の大野屋で開催され、富山県部会
員34名が出席した。橘慶一郎議員は、平成21
年第45回衆議院議員総選挙に、富山3区の選
挙民のたっての要請を受けて立候補され、自
民党に大逆風が吹き荒れる中、見事初当選さ
れた。その経歴は、官僚、上場会社の経営者、
首長、そして国会議員という非常に珍しく、素

晴らしいものであり、各方面から期待が寄せら
れている。橘慶一郎議員と富山県部会員との
国政報告会・意見交換会は3回目であり、毎回
公認会計士の興味をひく話をされ、今回も予
定の1時間はあっという間に過ぎ、我々の質問
にも丁寧にお答えいただいた。その後の橘議
員を囲んでの食事と懇談にも気さくにお付き合
いいただき、参加者は皆一同に、興奮と感動が
冷めやらない様子であった。

会長 堀 仁志

会長 石川信行 会長 尾形克彦東北地方会近況報告
　昨年6月20日に宮城2区選出の「秋葉賢也
衆議院議員を囲む公認会計士の会」を開催し
た。この会は毎年6月に定例開催され5年を迎
えるに至っている。また、宮城1区選出の土井と
おる衆議院議員が、公認会計士の業務に係
わる重要な役職である自民党財務金融部会
長に就任されたことを機会に、11月1日に政策
懇談会の発足式を開催した。土井議員は、平
成29年度税制改正大綱の取りまとめにご尽力
されたことから、本年2月1日に平成29年税制改

正大綱に関する政策懇談会を予定している。
この政策懇談会には、仙台市議数名の参加も
予定されていることから、公認会計士制度と公
会計について東北地方会より説明し、理解を深
めていただけるものと期待している。
　この他、福島県選出の参議院議員「岩城光
英法務大臣を激励する会」、福島2区選出の
「根本匠衆議院議員・郡山連合後援会」に県
支部会長が出席している。

北海道地方会近況報告
　北海道会では従前から政治連盟地方会会
長については地域会の会長が兼務しておりま
したが、税理士法改正問題の際に顕在化した
政治活動の重要性及び地域会会長の負担
軽減を鑑み、新執行部から担当副会長が政治
連盟地方会会長の任に当たることといたしま
した。
　税理士法改正問題が落ち着いた現在は政
治連盟推薦議員の先生を中心に、当会の新
年交礼会等の参加の声がけや、各議員の各種

会合への出席・事務所訪問等、日常のコミュニ
ケーションを図っています。
　そのような地道な活動を通して、徐々にでは
ありますが、議員側にとっての公認会計士の認
知度も増してきていると感じているところであ
り、先般も公明党北海道本部と政策協議を
行ったところです。北海道会会員のご理解とご
協力のもと、引き続き活動を行っていきたいと思
います。

活 動 報 告

政治連盟四国地方会

「三宅伸吾君と共に日本を元気にする昼食会」
に参加 平成28年12月26日

　憲政記念館（千代田区永田町）で開催され
た三宅伸吾君と共に日本を元気にする昼食会
に、政治連盟四国地方会の石川千晶会長及
び山田治彦政治連盟幹事長が出席した。三
宅伸吾参議院議員（自民、香川）は、日本経済
新聞編集委員を経て政界へ挑戦、現在、財政
金融委員会理事などに就任され、活躍されて
いる。また、「監査法人の監視・監督のための

国際機関（IFIAR）を日本に誘致する議員の
会」の発起人である。

三原じゅん子参議院議員

土井 亨衆議院議員

三宅伸吾参議院議員

横山信一参議院議員佐藤英道衆議院議員

伊藤達也衆議院議員

橘 慶一郎衆議院議員

浅尾慶一郎衆議院議員


