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日本公認会計士政治連盟

大岡敏孝衆議院議員

武村展英衆議院議員

本田太郎衆議院議員

懇親パーティー開催
日本公認会計士政治連盟は、
日本経済の発展のために共に汗を流
してくださる国会議員の先生方との交流を、
党派を超えて進めている。

ご登 壇 いただいた国 会 議 員（ご登壇順）後半にご登壇いただいた皆様を、ご紹介いたします。

日頃は全国各地で、
地元の公認会計士が囲む会を設立するなど議員
を応援し、
連携を深めている。
平成30年10月17日にホテルニューオータニにおいて開催された政
治連盟懇親パーティーは、
年に一度、
東京で一同に介して情報交換を
する場である。今回も92名もの国会議員ご本人に御出席いただいた。
ホストである公認会計士は約400名が参加し、東京在住の公認会計
士だけでなく、地方会の政治連盟役員が全国から駆けつけ大いに盛
り上がった。公認会計士制度に理解のある国会議員の多くは、
経済や
教育に精通しており、信頼される情報、経済のインフラ、地方創生など

武村展英衆議院議員

古賀 篤衆議院議員

日吉雄太衆議院議員

杉 久武参議院議員

松田 功衆議院議員

北部九州会の皆様のご指

近畿会の会員であり、囲む

監査法人時代は、監査の

皆様の業界が発展できる

導、感謝しております。企

会も作っていただき感謝

品質とは何かと仲間と語

よう、日 本 が 活 気 づくよ

しできるよう国政の場で

業会計小委員会でも必死

しております。来年は2期

り合いました。皆様の今後

う、未熟ではありますが頑

汗をかく所存です。

に取組んでいきます。

目の挑戦を致します。

を共に考えてまいります。
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福島の全事業体が復興の

千葉県会の先生にお会い

在り方、複式簿記等を学べ

導入が進んでいくと思い

ゴールに前進していける

できて大変嬉しく思って

ました。開示情報が全世界

る教育にするのが私の役

ます。先生方のご指導をお

ようにご指導を賜ります

います。二大政党を目指し

で信用される、そういう日

割だと思っています。
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千葉の先生方に後援会を

福井出身、経産省の政務

公認会計士制度には戦後

東北地区で公認会計士に

日経で編集委員をしてい

作っていただいています。 官です。米国CPAを持って

の希望、可能性が託され

よる後援会をつくってい

ました。皆様と共に会計を

小さな自治体にまで公会

おり、皆様の貢献に実感

ています。皆様、今後も頑

ただいた第1号です。先生

通じて経済を元気にした

計を広めていきましょう。
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今回も多くの国会議員の皆様と交流を深めることができました。ご参加いただき誠にありがとうございました。

三浦信祐
参議院議員

後藤田正純
衆議院議員

甘利 明衆議院議員

塩崎恭久衆議院議員

伊藤達也
衆議院議員

左藤 章
衆議院議員

小倉將信衆議院議員

森山浩行
衆議院議員

牧島かれん
衆議院議員

高村正大
衆議院議員

松沢成文
参議院議員

宮下一郎
衆議院議員

井上一徳
衆議院議員

村井英樹衆議院議員

中川雅治参議院議員

中西健治参議院議員

三原朝彦衆議院議員
宮崎 勝参議院議員

務台俊介衆議院議員

太田昌孝衆議院議員

石井正弘参議院議員

佐藤英道衆議院議員

荒井 聰衆議院議員

田所嘉徳衆議院議員

活 動 報 告

「伊吹文明を囲む公認会計士の会」
を開催
京滋地方会

「村井英樹を囲む公認会計士の会」
を開催
埼玉地方会

平成30年9月29日

平成30年10月23日

「伊吹文明を囲む公認会計士の会」第

区、元衆議院議長）から最近の政治情勢

「村井英樹議員を囲む公認会計士の

まで内閣府大臣政務官
（金融庁担当）
とし

3回通常総会・懇親会が京都ロイヤルホテ

などご講演いただき、
その後懇親会を開催

会」
（久保直生会長）第2回通常総会が浦

て、経済財政政策・金融行政など国政の

ル＆スパにて開催された。総勢20名の公

した。賑やかな談話が続く中で、伊吹議員

和ワシントンホテルで開催され、政治連盟

最重要分野で大いに活躍されたところで

認会計士が参加した。木田稔囲む会会

は各テーブルを回られ、会員一人ひとりと

埼玉地方会の蛭川会長をはじめ埼玉会

ある。

長、
森公高政連会長の挨拶に始まり、
活動

活発な意見交換が行われた。充実した時

所属の会員多数が参加した。村井英樹衆

今後も多くの地元会員に議員との交流・

報告、収支報告、新役員案などが承認さ

間が瞬く間に過ぎ、山田陽子囲む会副会

議院議員（自民、埼玉1区、当3）
は財務省

情報交換の場を提供し、囲む会を拡大し

れた。伊吹文明衆議院議員（自民、京都1

長の閉会の挨拶で盛況裡に閉会した。

出身の議員であり、昨年8月から本年10月

ていくつもりである。
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「公認会計士豊水会」
を開催

平成30年10月24日

健政会「若林健太東京後援会」に参加

平成30年11月15日

1981年9月に設立され、
国会議員を囲む公

東京・都市センターホテルにおいて「健

野県第一選挙区支部長に就任することが

が、
アルカディア市ヶ谷で開催された。公認

認会計士の会の中で最も古く、公認会計

政会朝食セミナー」が開催され、
関根協会

承認され、次期衆議院総選挙に長野一区

会計士制度振興国会議員連盟の会長で

士制度の改正と共に歩んできた。 当日は

会長、山田政連幹事長など多くの公認会

から自由民主党公認候補として立候補す

ある衛藤征士郎衆議院議員（自民、大分2

憲法・日米地位協定の改正、
消費税率10%

計士が参加した。
この日、
公認会計士若林

る旨の決意表明があった。

区）
は、
参議院議員1期、
衆議院議員12期、

への引き上げ、両院対等による一院制導

健太（元参議院議員）
ご本人から、
自由民

セミナーの講師として出席されていた下

衆議院副議長を歴任されるなど、
大ベテラ

入など、
多岐にわたる課題についてご講演

主党長野県支部連合会の総務会・選対委

村博文衆議院議員から、
必ずや次期総選

ン議員である。
「公認会計士豊水会」は

いただいた。

員会・職域支部長合同会議において、長

挙で勝利するようにとの激励があった。

「公認会計士豊水会」
（黒田克司会長）

衛藤征士郎衆議院議員

「わしお英一郎育てる会」に参加

若林健太前参議院議員

平成30年11月12日

学士会館において「衆議院議員わしお英

議員(無所属、新潟3区)が先の総選挙での

一郎育てる会」が開催された。冒頭に「わし

行動や今後の国政にかける胸中を熱く語ら

お英一郎東京応援団」の増田宏一会長（日

れた。森公高政連会長、
山田治彦幹事長の

本公認会計士協会相談役）から謝辞があ

ほか、関根愛子協会会長をはじめ数多くの

り、
出席された多くの国会議員からも激励の

公認会計士が激励に駆けつけ、
鷲尾議員と

挨拶があった。引き続き鷲尾英一郎衆議院

の交流を図った。
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