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■ 日本公認会計士政治連盟
懇親パーティ開催のご案内
●

衛藤征士郎衆議院議員

「第29回年次特別セミナー」
に参加
「2018武見敬三セミナー PART1」
に参加

●

「わしお英一郎を育てる会」
に参加

●

「若林けんた君を励ます会」
に参加

●

「衆議院議員柴山昌彦君の更なる

●

飛躍を願う会」
に参加

政治連盟
第55回
定期大会 開催
6月14日、公認会計士会館において「日

計算書類は適正である旨の監査報告が

充実強化に向けた施策、監査報告書の

昨年秋の第48回衆議院議員総選挙で

本公認会計士政治連盟第55回定期大

あった。
いずれも質疑応答後、
満場一致で

透明化、監査法人ローテーション問題、会

は、政治連盟から266名の候補者を推薦

会」が開催された。加藤達也副幹事長の

承認された。

社法及び金融商品取引法の開示・監査

し、推薦状、陣中見舞金を贈呈するなどを

制度の一元化などの課題に対し、国会議

行い、222名が当選した。その中で、公認

会計士業界を巡る諸課題について、
「国

員の理解と支援を得るための積極的な活

会計士の資格を持った候補者も4名当選

会議員を囲む公認会計士の会」の議員を

動を行った。

した。
なお、衆議院総選挙の実施に伴い、

司会進行のもと、
森公高会長が議長となり

活動報告は概ね以下のとおりである。

議事が進められた。

活動報告及び決算報告

はじめ、
各政党の公認会計士制度議員連

現在、
自民党金融調査会企業会計小

恒例であった政治連盟懇親パーティの開

盟に所属されている議員を中心に、議員

委員会では、
監査法人におけるＩＴの活用

催は、昨年度は中止とした。現在、
「国会

山田治彦幹事長から、
第55事業年度の

事務所（議員会館）への訪問や、政治資

化、監査法人のガバナンス等の課題につ

議員を囲む公認会計士の会」の数は46と

活動報告並びに決算報告が行われた。
決

金パーティへの出席などあらゆる機会を

いて議論がされており、政治連盟として適

なり、
地方会を中心に活動を行っている。
ま

算報告では和貝享介会計監査担当から、

通じ、
意見交換を行ってきた。特に、
監査の

宜関係議員と意見交換を行っている。

た、
政治連盟の財政強化に関し、適時、地

講じるとともに、適時、適切な支援活動を

に展開する。

方会会長との情報共有を図り、
口座振替

〈次期活動方針〉

制度の促進など、納付率アップに努めた。

❶公認会計士制度の一層の充実・強化・

強力に推進する。

❺当政治連盟の目的達成に必要な諸施

政治連盟の活動は会員・準会員の方々の

発展のため､法改正等、制度的枠組みの

❹当政治連盟の活動に対する会員の理

策を推進するため､組織を活性化すると

貴重な会費・寄附金によって支えられてお

見直しを求めるとともに、監査の質の向

解と協力を得るため、広報活動等を活発

ともに、更なる財政の強化に努める。

り、今後も尚一層のご理解を賜り、会費納

上、情報開示の一元化などの諸問題に関

付にご協力をいただきたい。

し、
日本公認会計士協会と緊密に連携し、

活動方針及び予算案

適時、強力な施策を講じる。
❷公認会計士がその資格で税務業務が
出来るよう公認会計士法の改正を含め、

山田幹事長から第56事業年度の活動

関係法令の整備を求める。

方針並びに予算案について説明があり、

❸国会議員等に対し、公認会計士制度に

いずれも異議無く満場一致で承認された。

対する理解と協力を得るための諸施策を

会長挨拶

日本公認会計士政治連盟会長を拝命してから2年が経

次に、公認会計士制度に関する動きとしては、現在、自

過しました。皆様には、平素より、公認会計士制度の育成、

民党金融調査会企業会計小委員会で、監査法人における

発展に関わる政治連盟の活動にご理解、
ご協力を賜り厚

ITの活用、監査法人のガバナンスコード等のテーマが取り

く御礼申し上げます。

上げられております。我が国において、適切で信頼性ある

さて、昨年10月の第48回衆議院議員総選挙では、当政

情報を支える会計、監査制度の重要性に対する理解を進

治連盟の推薦候補266名のうち222名が当選されました。

めていくためにも、当政治連盟は、日本公認会計士協会

当選者の中には同胞である福岡県第3選挙区の古賀 篤会

と連携し、時機を見計らいながら活動してまいります。

員、滋賀県第3選挙区の武村展英会員、静岡県第7選挙区

最後になりますが、政治連盟の活動基盤の強化が必要

日吉雄太会員、新潟県第2選挙区鷲尾英一郎会員が含ま

であり、さらに本部と地方会の連携を密にし、地方会の一

れております。特に、日吉会員は初当選であり、会計士業

層の活動促進を図りたいと考えています。公認会計士制

界のよき理解者が増えましたことは大変喜ばしいことだと

度は、本年7月6日で70周年を迎えました。当政治連盟に

日本公認会計士政治連盟会長

思います。改めて、第48回衆議院議員総選挙に際し地元

おいては70周年のキャッチコピー「変わる時代、変わらぬ

森 公高

地方会の皆様、本部から応援された関係者の皆様に多大

信頼」をテーマに、制度改善に向けた活動を推進していく

なご尽力をいただき、感謝申し上げます。

所存です。皆様の倍旧のご理解、
ご支援をお願いします。

日本公認会計士政治連盟

懇親パーティ開催のご案内
日本公認会計士政治連盟では、公認会計士制度に対するご理解を深めていただくことを主旨として、下記の日時に多くの国会議員をお招きし、
「日本公認会計士政治連盟懇親パーティ」
を開催いたします。諸事ご多用と存じますが、
日程お繰り合わせの上、
ご参加賜りますようご案内申し上げます。
●日

●会

時：

平成30年10月17日(水)

（事前説明会 当日18時15分〜）

場：

18時30分〜20時

ホテルニューオータニ「芙蓉の間」

東京都千代田区紀尾井町4 -1／ TEL 03-3265-1111

●参 加 費： 無料（交通費は自弁となります。）
●申込方法： 所属地域会・お名前をご記入の上、
FAX又はメールにてご連絡ください。
FAX

【お問合せ先】日本公認会計士政治連盟事務局

03-5226-3354 メール seiren@jicpa.or.jp

☎ 03-3515-1155

活 動 報 告

衛藤征士郎衆議院議員 平成30年6月12日
「第29回年次特別セミナー」に参加
第29回年次特別セミナー「衆議院議員

について話があった。

衛藤征士郎君を囲む会」が東京プリンスホ

乾杯は森公高政連会

自民党細田総務
テルにおいて開催された。

長が行った。
日本公認会

会長（清和政策研究会会長）等の挨拶に

計士協会関根会長をは

当
衛藤征士郎衆議院議員（大分2区、
続き、

じめ当政治連盟から多く

選12回）からご挨拶があった。特別セミナー

の役員が出席し、
公認会

当日は初の米朝首脳会談が開催された日

計士制度振興国会議員

日朝国交正常化推進議員連盟会長
であり、

連盟の会長である衛藤

である衛藤代議士から、拉致問題も含めた

征士郎議員との懇親を

日本の国交化に向けての対応等、外交問題

深めた。

衛藤征士郎衆議院議員

「2018武見敬三セミナー PART1」に参加

「若林けんた君を励ます会」に参加

平成30年6月6日

人間一人ひとり
が参加した。武見代議士は、

東京・都市センターホテルにおいて「若林

武見敬三セミナー PART1」が開催された。 に着目し、尊厳ある生命を全うできる社会づ

けんた君を励ます会」が開催された。若林

長、宮下一郎衆議院議員など）が応援に駆

は、来年夏の参議
武見代議士（自民、東京）

くりを目指す「人間の安全保障」の実現に向

元参議院農林水産
（元自民、
元参議院議員

けつけられた。当政治連盟からは森会長、

院選挙では任期6年の改選を迎えられる。

力強く挨拶された。
けて取り組んでいくと、

選挙区であ
現在、
は、
公認会計士）
委員長、

山田幹事長、黒田顧問、鈴木副会長をはじ

る長野を中心に政治活動を精力的に行って

めとし多くの公認会計士が参加した。若林

昭子元参議院副議長、岸田文雄自

いる。会場には若林元議員の政界復帰を期

元議員からは「いつでも政界に復帰できるよ

民党政務調査会長など多くの国会

（細田博之前自民
待されている議員の方々

との力強い決意があった。
う頑張っていく。」

議員と、大勢の医療関係の支援団

中川雅治
吉野正芳復興大臣、
党総務会長、

東京・九段グランドパレスにおいて「2018

山東
会場には麻生太郎財務大臣、

平成30年5月28日

環境大臣、橋本聖子参議院自民党議員会

体の方々が応援に駆けつけられ、来
年の参議院選挙に向けた華やかな
スタートとなった。当政治連盟からも
森公高会長、山田眞之助幹事など

武見敬三参議院議員

「わしお英一郎を育てる会」に参加
（月）、昨年に引き続き学士会館に
6月4日

平成30年6月4日

れた。当政治連盟からも黒田克司顧問、

おいて「衆議院議員わしお英一郎を育てる

森公高政連会長、山田治彦幹事長をはじ

会」が開催された。鷲尾議員は昨年の衆議

め多くの公認会計士が参加した。鷲尾議員

院選挙では、新潟2区から敢えて無所属と

の
は公認会計士国会議員（現在衆参7名）

いう立場で立候補し、5期目の当選を果たさ

お1人であり、公認会計士業界の発展のた

れた。

めに活躍していただくことはもとより、国民の

会場には、国民民主党大塚耕平共同代
表など多くの国会議員が応援に駆けつけら

ため、国家のために精力的に取り組んでい
ただけるものと確信するところである。

若林健太前参議院議員

「衆議院議員柴山昌彦君の更なる
平成30年6月11日
飛躍を願う会」に参加
麹町・ホテルルポール麹町において「衆議

務会長をはじめ多くの代議士と柴山代議

院議員柴山昌彦君の更なる飛躍を願う会」 士の選挙区である埼玉8区の支援者等が
が開催された。柴山代議士（自民、埼玉8

柴山代議士のお人柄が
大勢駆けつけられ、

区、党筆頭副幹事長、総裁特別補佐）は、 うかがわれた。当政治連盟からは森会長、
公認会計士制度振興国会議員連盟に加

山田幹事長が出席した。

入されており自民党金融
調査会企業会計小委員
会には常にご出席をいた
だき、公認会計士業界の
ご
多岐にわたりご意見、
指導を賜っている。会場
鷲尾英一郎衆議院議員

には細田博之前自民党総

柴山昌彦衆議院議員

