
地方公会計の整備促進と公営
企業会計の適用拡大では大変
お力添えをいただいています。

高市早苗 衆議院議員

IPO監査の問題などありますが、
政策面でお手伝いできること
があれば取り組んでいきます。

甘利 明 衆議院議員

手塚会長から示された3つの課
題に沿って、我々議連もしっか
りと汗を流して参ります。

衛藤征士郎 衆議院議員

昨年秋の会社法改正を一歩と
して、先生方の要望にしっかり
応えて参りたいと思います。

石井啓一  衆議院議員

東京金融賞にESG投資部門を
創設する等、企業が発展するよ
う種蒔きをして参ります。

小池百合子 東京都知事

業界の発展、会計監査の国益
に資する分野の開拓に一緒に
取り組ませていただきます。

竹谷とし子 参議院議員

格段に監査の品質は向上して
います。品格ある資本市場を目
指していきましょう。

日吉雄太 衆議院議員

公会計は総仕上げの時期。包括
外部監査を大きく改正し、フル
オーディットを導入したいです。

若松謙維 参議院議員

公認会計士業界の発展のため
に微力ながら頑張ってくことを
お誓い申し上げます。

秋葉賢也 衆議院議員

社会保障分野でも役割を拡大
し、我が国が対外的にも発展で
きるようご貢献ください。

武見敬三 参議院議員

関根前会長をはじめ社外役員な
ど女性の活躍が目覚ましい業界
であると誇りに思っています。

片山さつき 参議院議員

先生方の経験や知識が地域社
会で生かされていく時代を作
って参りたいと思っています。

山口那津男 参議院議員

企業会計の在り方、先生方から
ご指導いただきながら取り組
んで参りたいと思います。

山田美樹 衆議院議員

皆様の活動には深く敬意を表
し、協会の発展に向けて心血を
注いで参りたいと思います。

松田 功  衆議院議員

先生方のご指導・ご鞭撻を賜っ
て日本の会計制度を良い制度
にしていきたいと思います。

北側一雄 衆議院議員

企業の経営者がアニマルスピ
リットを鼓舞して頑張るような
監査をお願いします。

塩崎恭久 衆議院議員

皆様には、日本経済の骨のとこ
ろをしっかり正していただいて
いると感謝申し上げます。

柴山昌彦 衆議院議員

秋葉　賢也 衆  自民
甘利　　明 衆  自民

石井　啓一 衆  公明
石原　伸晃 衆  自民
伊藤　達也 衆  自民
伊吹　文明 衆  自民
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
神田　憲次 衆  自民
北側　一雄 衆  公明

小林　鷹之 衆  自民
塩崎　恭久 衆  自民
柴山　昌彦 衆  自民
高市　早苗 衆  自民
武見　敬三 参  自民

竹谷とし子 参  公明
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  無会
日吉　雄太 衆  国民
古川　俊治 参 自民
松田　　功 衆  立憲
山口那津男 参  公明

山田　美樹 衆  自民
吉野　正芳 衆  自民
若松　謙維 参  公明
鷲尾英一郎 衆  自民
小池百合子 東京都知事
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賀詞交歓パーティー開催
　2020年1月16日、令和初の賀詞交歓会が開催された。手塚正
彦協会会長は『日本の未来のために公認会計士ができること』の
発想のもと、今年注力する3つの貢献について話された。
　第一に「品格と活力のある資本市場の形成」に対する貢献。会
計監査と、組織内会計士や社外役員など企業サイドからのサポー
トの両輪で、企業経営の健全化と情報開示の信頼性を確保し、規
律正しい資本市場を通じて国民の資産形成につなげていく。　
　第二に「地域の活性化と地域社会のインフラの健全性維持」
に対する貢献。地方創生につながる中小企業支援と、医療法人・
社会福祉法人・農協の経営の健全性を確保して、地域社会の幸
せな生活を確保する。

　第三に『金融経済教育』への貢献。国民全員が自ら将来の
資産形成を考えられるよう金融経済のリテラシーを国民全員
にいきわたらせる。
（詳細は日本公認会計士協会webサイト・会長挨拶をご覧ください）
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本年は23名の衆議院議員、8
名の参議院議員、小池都知事
にご出席いただきました。 



活 動 報 告

　「衆議院議員衛藤征士郎君を囲む新春賀詞交歓
会」がANAインターコンチネンタルホテル東京で盛大に
開催された。
　当日はアルメニア大使をはじめ多くの大使が登壇さ
れスピーチがあった後、公認会計士制度振興国会議
員連盟会長である衛藤征士郎衆議院議員（大分２区）
から年頭のご挨拶並びに国政報告があった。その後、

「衆議院議員衛藤征士郎君を囲む
新春賀詞交歓会」開催

政治連盟会費（年額）

公認会計士12,000円

準会員1,200円

会費納入にあたりましては、昨年5月中旬に送付しま
した「払込取扱票（コンビニ利用可）」をご利用くださ
い。（あずさ、あらた、仰星、三優、新日本、太陽、トー
マツ、東陽、みのり、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。）
払込取扱票をご希望の方はお問合わせください。

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。

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）

2020年1月15日

野田 毅 衆議院議員

衛藤征士郎 衆議院議員

玉木雄一郎 衆議院議員

古川俊治 参議院議員

冬の議員会館挨拶廻り 2019年12月20日

当政治連盟の森会長からの
挨拶及び乾杯の発声が行
われ賑やかに歓談が始まっ
た。当政治連盟から多数の
役員等が出席し、会場いっ
ぱいの参加者のなか、会は
盛況裡に閉会した。

平口 洋 衆議院議員（自民党/広島２区）との
意見交換 2019年12月25日

島村 大 参議院議員（自民党/神奈川）に
表敬訪問　 2019年12月26日

古賀 篤 衆議院議員（ 自民党/福岡３区）との
意見交換 2020年1月8日

衛藤征士郎 衆議院議員

古賀 篤 衆議院議員島村 大 参議院議員平口 洋 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

　冬の議員会館挨拶廻りが例年同様行われた。森公高
政連会長、加藤達也幹事長、小暮和敏協会副会長、武
内清信協会副会長、峯岸芳幸協会副会長、秋山修一郎

副幹事長、北方宏樹副幹事長、鶴田光夫副幹事長、海
野正副幹事長、佐藤裕紀東京地方会会長の10名が4班
に分かれて挨拶に回った。　　　　　　　


