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公明党青年委員会・政連青年部との勉強会を開催

「若林けんた君を励ます会」に参加

●
●

南九州地方会近況報告

「わしお英一郎育てる会」に参加

●
●

明風会主催後援会・懇親パーティに参加

●

井上信治衆議院議員と意見交換

■ 政治連盟会費の納付について（ご協力のお願い）

政治連盟
第54回
定期大会 開催
6月14日、公認会計士会館において「日

では和貝享介会計監査担当から監査報

会を通じ、意見交換を行ってきた。
また、昨

な基準による地方公会計の促進、会社法

本公認会計士政治連盟第54回定期大

告があった。いずれも質疑応答後満場一

年10月に開催した政治連盟懇親パーティ

及び金融商品取引法の開示・監査制度の

会」が開催された。森公高会長、
山田治彦

致で承認された。活動報告は概ね以下の

には106名の国会議員にご出席いただき、

一元化、監査時間の確保、監査報酬の引

幹事長による新体制後の初の大会であり、 とおりである。

多くの地元会員とともに公認会計士制度や

上げなど数多くの課題に対し、理解と支援

加藤達也副幹事長の司会進行で議事が

社会的に大きな影響を与えた会計不祥

監査の充実強化に向けた諸施策などにつ

を得るための積極的な活動を行った。
また、

事への対応を含め、
業界が抱える多くの課

いて懇談し、理解と協力を得ることができ

公認会計士による国会議員の後援会組織

題について、
「国会議員を囲む公認会計士

た。
また、
近年、
社会的要請による社会福祉

の設立を促進し、
「国会議員を囲む公認会

の会」の議員をはじめ、
各政党の公認会計

法人、
医療法人等への監査導入が拡大す

計士の会」の数は現在46となった。
また、
政

士議員連盟に所属されている議員を中心

るなか、
公認会計士の認知度が上がるとと

治連盟の財政強化に関し、適時、地方会

山田幹事長から第54事業年度の活動報

に、議員事務所（議員会館）への訪問、政

もに、
公認会計士に対する期待がますます

会長との情報共有を図り、
口座振替制度の

告並びに決算報告が行われた。決算報告

治資金パーティへの出席など、
あらゆる機

高まっている。
これも普段の地道で真摯な

促進など、納付率アップに努めた。政治連

活動が評価されたものと言える。

盟の活動は会員・準会員の方々の貴重な

進められた。

活動報告及び決算報告

会長挨拶

その他、
IFRS任意適用の拡大、統一的

会費・寄附金によって支えられており、今後

も尚一層のご理解を賜り、会費納付にご協

❹当政治連盟の活動に対する会員の理解

力をいただきたい。

と協力を得るため、広報活動等を活発に展
開する。

日本公認会計士政治連盟会長

森 公高

活動方針及び予算案

を推進するため､組織を活性化するととも

山田幹事長から第55事業年度の活動
方針並びに予算案について説明があり、
い
ずれも異議無く満場一致で承認された。

日本公認会計士政治連盟会長を拝命してから早くも1年を過ぎようとしていま
す。皆様には、平素より、公認会計士制度の育成、発展に関わる政治連盟の活動に
ご理解、
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

❺当政治連盟の目的達成に必要な諸施策
に、更なる財政の強化に努める。

青年部再結成

〈次期活動方針〉
❶公認会計士制度の一層の充実・強化・発

井上東幹事長代行から、青年部の再結

展のため､法改正等、制度的枠組みの見直

成について報告があった。青年部は若手

さて、昨年7月の参議院選挙では、同胞である長野選挙区の若林健太会員、大阪

しを求めるとともに、監査の質の向上、情報

の公認会計士等が政治連盟に関心を持

選挙区の尾立源幸会員が議席を失う結果となりました。長野選挙区では定数が

開示の一元化などの諸問題に関し、日本公

ち、参画することで活動の幅が広がるとの

2名から1名へ減少、大阪選挙区では強力な地域型政党の台頭等、止むを得ない

認会計士協会と緊密に連携し、適時、強力

趣旨で平成21年11月に結成された。
しかし

事情がありましたが、大変残念な結果となりました。地元地方会の皆様、本部から

な施策を講じる。

ながら、公的機関への出向、海外赴任など

応援された関係者の皆様に多大なご尽力をいただき、感謝申し上げます。両会員

❷公認会計士がその資格で税務業務が出

でメンバーが減り、
活動も厳しい状況である

の一日も早い国政復帰を心より祈念しております。

来るよう公認会計士法の改正を含め、関係

ことから、
メンバーを再結成することとした。

法令の整備を求める。

大手監査法人等の協力を得て現在38名

査にも大きな関心が寄せられ、マスコミで大きく取上げられています。
また、社会

❸国会議員等に対し、公認会計士制度に対

のメンバーで構成することができた。各党

福祉法人や医療法人の監査、農業協同組合の新制度監査の準備が着々と進めら

する理解と協力を得るための諸施策を講じ

の青年部に所属する若手国会議員との勉

れています。我が国において、適切で信頼性ある情報を支える会計、監査制度の

るとともに、適時、適切な支援活動を強力に

強会、懇談会等での交流を深めていく所

重要性に対する理解が進み、公認会計士の活躍の場が広がっています。政治連盟

推進する。

存である。

次に、資本市場では、財務情報の適正開示に係る問題がなくならず、同時に監

は、公認会計士がプロフェッショナリズムを発揮し、深度ある社会貢献を一層果た
していけるよう活動してまいります。
最後になりますが、政治連盟の活動基盤の強化が必要であり、本部と地方会の
連携を密にし、地方会の一層の活動促進を図りたいと考えています。日本公認会
計士協会は、
タグラインとして
「Engage in the Public Interest―社会に貢献する公
認会計士」を掲げています。政治連盟においてもこのタグラインとともに、制度改
善に向けた活動を推進していく所存です。皆様の倍旧のご理解、
ご支援をお願い
します。
「囲む会」の会長、幹事長など役員が出席

活 動 報 告

公明党青年委員会・政連青年部との勉強会を開催

平成29年5月25日

公明党青年委員会所属国
衆議院第二議員会館において、

本年5月、
メンバー交代があり、
新メンバーによる初めての活動

会議員と政治連盟青年部との勉強会が開催された。当政治

となった。勉強会のテーマは「開示・監査制度の一元化に向け

これまで国会見学、 て」、
連盟青年部は、平成21年11月に発足し、
公明党国会議員10名、
政治連盟青年部19名、
政連役員
議員インタビューなど様々な活動を行ってきたところであるが、 4名が出席しての勉強会であった。

2列目左から、三浦信祐参議院議員、中野洋昌衆議院議員、
杉久武参議院議員（財務大臣政務官）、國重徹衆議院議員、
樋口尚也衆議院議員（文部科学大臣政務官）、河野義博参議
院議員、真山祐一衆議院議員

「若林けんた君を励ます会」に参加

平成29年6月14日

いつもの元気
「めげません。元気です。戻ってまいります！」。
な声が会場いっぱいに響く。
都市センターホテルで「若林けんた君を励ます会」が開催さ
れた。森公高政連会長、関根愛子協会会長はじめ多数の役
また、地元長野県から多くの支援者が駆けつ
員が参加した。
け、熱気溢れる励ます会となった。会期末に迫った参議院本
地
急きょ、
司会を予定していた議員に変わり、
会議が開会中で、
元後援会長が司会を務められた。来賓からは、若林けんたを
若林けんた前参議院議員

必ず国会に戻すとの熱意がこもった発言が相次いでいた。

南九州地方会近況報告

会長

岩切英彦

「わしお英一郎育てる会」に参加

平成29年5月22日

南九州地方会は熊本県、大分県、宮崎

日常的
の各県での応援はもちろんのこと、

102票差を胸に！今年も学士会館において

連会長、関根愛子協会会長をはじめ多く

県、鹿児島県の四県で構成され、従来か

には、囲む会の開催や後援会主催の会に

「衆議院議員わしお英一郎育てる会」が開

の政連役員が参加した。公認会計士国会

ら、多くの有力政治家を輩出してきた地域

出席して先生方との定期的なお付き合い

催された。前総理で民進党幹事長の野田

議員の鷲尾英一郎議員（民進、比例北信

中でも、公認会計士協会にとっ
であります。

をさせていただいております。

元民主党代表の前原誠司代
佳彦代議士、

は、4期目の大ベテラン議員で民進党新
越）

て重要なキーマンとしてご尽力いただいて

いかに公認会
わが国の発展のために、

議士など、多くの民進党議員が激励に駆

潟県連代表に就任され、地元での活動、東

きた国会議員の先生方がいらっしゃいます。

計士制度を発展・拡充させるかについて、

当政治連盟からも森公高政
け付けられた。

京での活動に精力的に取り組まれている。

まず、大分県選出の衛藤征士郎代議士

立法府であるの国会議員の先生方に会計

自由民主党公認会計士
は永年にわたり、

あるべき
士業界の現状を正しくお伝えし、

制度振興国会議員連盟の会長をお引き受

姿についてご理解いただく必要がありま

大所高所から的確な助言や力
けいただき、

地方会においてもこれま
そのためには、
す。

強いサポートを行っていただいているところ

で築き上げてきた国会議員の先生方との

自由
また、税理士法改正問題時に、
です。

さらに密にさせていく
良好な関係を維持し、

民主党税制調査会会長の要職であり、現

ことが大変大切だと思っております。

最高顧問の野田毅代議士
議連内の公認会計
は現在、

鷲尾英一郎衆議院議員

士監査拡充委員会の委員

井上信治衆議院議員と意見交換

これか
長に就任されており、
らもますますお世話になるこ

自民党組織運動本部団体総局長に就

とと思います。
南九州地方会は選挙時

明風会主催後援会・懇親パーティに参加

課題などについて意見交換した。井上代
「井上信治を囲む公認
議士の地元では、

催の講演会・懇親パーティが開催された。 んでいる。顔の見えるコミュニケーションを

（原島正之会長）が発足して
会計士の会」

関根愛子協会会長、森公高政連会長、 大事とし、後輩の育成に当たって欲しいな

おり、機会あるごとに地元会員とともに意見

加し、伊吹文明衆議院（自

どのお話があった。

平成29年5月15日

民、京都1区、元衆議院議

します。

議会議員選挙の情勢、公認会計士を巡る

がコミュニケーションの希薄な社会へと進

山田治彦幹事長、
岸上恵子常任幹事が参

支援体制を充実してまいりたいと思います

任されている井上信治衆議院議員（自民、 ので、地元会員の皆様のご協力をお願い

野田毅衆議院議員

東京25区、当選5回）が来会され、東京都

都市センターホテルにおいて、明風会主

平成29年6月2日

井上信治衆議院議員

交換させていただいている。今後もより一層

政治連盟会費の納付について

（ご協力のお願い）

八百屋さんでの一つ一つ

平成29年度の会費の納付にあたりましては、4月下旬に送付しました「払込取扱票」をご利
用ください。
（あずさ、あらた、新日本、太陽、
トーマツの各監査法人所属の方々には、法人本
部を通してお願いしております。）

の買物が食品スーパーで

政治連盟会費（年額）

長）
と懇談した。魚屋さん、

の一括購入に変わり、そし

準会員1,200円

なお、会費の納付に便利な「預金口座自動振替」制度（年1回引落し）
をご利用ください。

てアマゾンでの 注 文に変
化した。豊かさは実現した

公認会計士12,000円

伊吹文明衆議院議員

【お問合せ】日本公認会計士政治連盟事務局 ☎ 03-3515-1155 FAX 03-5226-3354

