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賀詞交歓パーティー開催
　1月16日、平成最後の年の賀詞交歓会が開催された。
5月には新元号となり、新しい時代がスタートする。関根
会長は変わってはいけない「公認会計士の使命」と、変
わりゆく社会に柔軟に対応する姿勢の重要性を強調
した。
　社会では、情報化が進み、透明化や説明責任が強く
求められるようになってきた。それは公認会計士におい
ても同様だ。監査法人のガバナンス・コードが適用され、
今年は監査自体の透明化が進められる。公認会計士
協会は昨年初めてアニュアルレポートを発行し、「監査
の品質とは何か」の研究報告も公表した。関根会長は
積極的に情報公開を進め、批判も含めた意見を広く求

様々なイベントがある今年、公
認会計士協会、監査業界が益々
発展するように取り組みます。

竹谷とし子 参議院議員

企業統治に関する指導の重要
性は益々高まっています。日本
の発展に寄与してください。

石原伸晃 衆議院議員

都民にわかりやすい見える化を
進めていく上で、皆様方のご協
力をお願いします。

小池百合子 東京都知事

無所属の会派を作りました。懸
命に会計士制度を推進してい
くことをお約束申し上げます。

野田佳彦 衆議院議員

自由民主党で唯一の公認会計
士議員です。監査法人で学んだ
ことを基に発言して参ります。

武村展英 衆議院議員

事業報告等と有価証券報告書
の「一体的開示」のように、ご意
見を政治に反映して参ります。

魚住裕一郎 参議院議員

オリパラ、万博と7年間は黄金
期、経済のインフラである会計
士制度の発展を祈っています。

衛藤征士郎 衆議院議員

今後、医療法人・社会福祉法人
が、国際的にも事業展開できる
ようご検討、ご支援ください。

武見敬三 参議院議員

日本企業が海外から注目され、
先生方の役割も重視されてい
ます。政策面で後押しします。

うえの賢一郎 衆議院議員

日本の政治が安定することで、
米国とEUの繋ぎ役として戦後
最大のプレゼンスを示せます。

甘利 明 衆議院議員

第二次地方創生の指針を作り
ます。アドバイザーとして自治
体のお手伝いをお願いします。

片山さつき 参議院議員

参議院の財政金融委員会理事
として公認会計士制度の健全
な発展に努力をしていきます。

皆様のご努力が日本、世界の企
業や経済の質を決めます。自負
心を持って頑張ってください。

塩崎恭久 衆議院議員

めている。
　日本は少子高齢化、人口減少などの問題を抱えている
が、人口減少によって「人間一人ひとりが大切になる」と関
根会長は語った。「人間が人間らしく仕事をして生活して
いくために、公認会計士にできることはたくさんある。未来
に向けて何ができるかを考える1年にしたい」と抱負を述
べた。
　企業会計審議会平松一夫会長からも、監査報告書の
透明化について期待の声が寄せられた。「監査の重要事
項について、監査報告書の中で触れるという非常に大切
な役割を付加することになりました。公認会計士の先生方
には骨の折れる仕事ですが 、重い課題に取り組むことで

古川俊治 参議院議員

   本年は24名の衆議院議
員、7名の参議院議員に
ご本人出席いただきま
した。

ご出席いただいた
議員の方々

赤間　二郎 衆 自民
甘利　　明 衆 自民

石原　伸晃 衆 自民
伊吹　文明 衆 自民
うえの賢一郎 衆 自民
魚住裕一郎 参 公明
衛藤征士郎 衆 自民

小倉　將信 衆 自民
小田原　潔 衆 自民
片山さつき 参 自民
古賀　　篤 衆 自民
小林　鷹之 衆 自民

佐藤　英道 衆 公明
塩崎　恭久 衆  自民
柴山　昌彦 衆 自民
武見　敬三 参 自民
武村　展英 衆 自民

竹谷とし子  参 公明
田嶋　　要 衆 無所属
棚橋　泰文 衆 自民
玉木雄一郎 衆 国民
中川　雅治 参 自民

中西　健治 参 自民
野田　　毅 衆 自民
野田　佳彦 衆 無所属
平口　　洋 衆 自民
古川　俊治 参 自民

古川　元久 衆 国民
務台　俊介 衆 自民
山田　美樹 衆 自民
吉野　正芳 衆 自民

古川元久 衆議院議員

柴山昌彦 衆議院議員古賀 篤 衆議院議員 佐藤英道 衆議院議員

吉野正芳 衆議院議員山田美樹 衆議院議員片山さつき 参議院議員

田嶋 要 衆議院議員

中西健治 参議院議員

中川雅治 参議院議員伊吹文明 衆議院議員

野田 毅 衆議院議員玉木雄一郎 衆議院議員 務台俊介 衆議院議員

小田原 潔 衆議院議員赤間二郎 衆議院議員

ご登壇
いただいた
議員の方々

明るい展望が開ける年にしていきましょう」とエールをいた
だいた。
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活 動 報 告

　ANAインターコンチネンタルホテル東京に
て「衆議院議員衛藤征士郎君を囲む新春
賀詞交歓会」が開催され、森政連会長をは
じめ多数の政連役員が参加した。会は、経
団連副会長、日本船主協会会長の挨拶に
始まり、１３か国の在外公館の大使・特使の
紹介、オーストリア大使及びハンガリー大使
の挨拶、さらには学校法人国士舘理事長の
挨拶と続き、参加者の多さもあいまって衛藤
議員の豊富で幅広いご人脈がうかがえた。
　来賓の挨拶後、衛藤征士郎議員ご本人
から新春の挨拶があり、今後の外交政策、
経済政策などにつき所感を述べられた。そ

の後、森政連会長が乾杯の音頭を発した。
衛藤議員（自民党、大分２区、外交調査会
長）は、公認会計士制度振興国会議員連盟
会長として、公認会計士制度の発展にご尽
力いただいている議員である。

「衆議院議員衛藤征士郎君を囲む新春賀詞交歓会」に参加 平成31年1月21日

　西荻窪のフレンチレストラン「こけし屋」に
て「石原のぶてるを囲む公認会計士の会」
第３回通常総会を開催した。出席者は石原
伸晃衆議院議員（自民党・東京8区・税制調
査会副会長・当10）、森公高政連会長、淺井
万富東京会会長をはじめとし、総勢14名と
なった。
　今回は食事をしながらのフリーディスカッ
ション方式の囲む会で、石原代議士は公認
会計士業務について非常に熱心に勉強さ
れており、特に会社の不祥事があった際の

公認会計士の対応についての話題では、深
く切り込んだ話をされるなど、多くの出席者
が深く感銘し、非常に有意義な会となった。

「石原のぶてるを囲む公認会計士
の会」を開催

　東京プリンスホテルで開催された「衆議
院議員義家ひろゆきと日本再生を語る会」に、
森公高政治連盟会長、関根愛子協会会
長、須田均会員（「公認会計士による義
家弘介後援会」会長）らが参加した。
　義家弘介議員（自民党、神奈川16区、
当3）は平成19年初当選以来、文部科学
副大臣、財務金融部会長等の要職を歴
任され、現在は党の副幹事長として大い
に活躍されている。政治連盟では、今

「衆議院議員義家ひろゆきと日本再生を
語る会」に参加 平成30年11月21日 平成30年11月28日

　魚住裕一郎参議院議員（公明党・日本公
認会計士懇話会会長）が、年末のごあいさ
つに公認会計士会館に来会され、森政連
会長と懇談した。
　魚住議員は、公明党参議院議員会長や
税制調査会副会長としてご活躍されている
だけでなく、公明党日本公認会計士懇話会
の会長として、公認会計士制度の振興に力
を注いでいただいている。

魚住裕一郎参議院議員、協会にご来会
平成30年12月27日

　ホテルボストンプラザ草津びわ湖にて「武
村展英を囲む公認会計士の会」第4回通常
総会が開催され、囲む会の木田稔会長、田
中正志副会長、本部政治連盟からは加藤
達也副幹事長など、総計19名の公認会計
士が参加した。
　総会議事の後、武村議員（自民、滋賀県3
区、当3）から、武村議員が所属する自民党
金融調査会所管の企業会計小委員会、衆
議院環境委員会及び同消費者問題に関す
る特別委員会の各運営状況や、特定複合
観光施設区域整備法（IR法）の推進に関す
る説明があり、公認会計士の知見を生かし

つつ国会議員として精
力的に活動されている
ことに出席者も感銘をう
けた。
　懇親会では、武村議
員が会員一人一人と会
計士の業務や地域経
済等に関して個別に懇
談され、最後は今後の
武村議員と囲む会の維
持、発展を祈念し手締
めを行い、囲む会は盛
会裏に終了した。

「武村展英を囲む公認会計士の会」通常総会を開催

政治連盟会費（年額）

公認会計士12,000円 準会員1,200円

【お問合せ】 日本公認会計士政治連盟事務局　☎ 03-3515-1155　

　日本公認会計士政治連盟は、公認会計士、日本公認会計士協会準会員をもって構成されて
おり、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。活動の経済的基盤は会員・準会員各位の会費によって支えられております。
なにとぞ会費の納付にご協力くださいますようお願い申し上げます。

政治連盟会費の納付についてお願い （「預金口座自動振替」制度をご利用ください）

京滋地方会 平成30年12月1日

義家弘介 衆議院議員

魚住裕一郎 参議院議員
石原伸晃 衆議院議員

武村展英 衆議院議員

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。

後も神奈川県会の囲む会の会員とともに義
家議員の活動をより強固に支援していく予
定である。

衛藤征士郎 衆議院議員


