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公認会計士

矜持を持って外交に臨む
公認会計士・国会議員である鷲尾議員が、外務副大臣に任命されました。鷲尾議員は
「歴史オタク」
を自称するほどの歴史通。大局観を持ち、ブレない軸を打ち立ててきた強い意志と覚悟を伺いました。
インタビュアー：増田宏一（囲む会会長）、加藤義孝（囲む会会長代行）、森公高（政連会長）

鷲尾

1977年新潟生まれ。東京大学経済学部卒、平成13-17年新日本監査法人。
平成17年、第44回衆議院選にて初当選、以後、5期当選。外務副大臣。感銘
を受けた政治家は原敬、岸信介、濱口雄幸。趣味はボクシング、読書。
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海上保安庁・防衛省と連携して24時間、
365 日やっていくと。これは日本政府
も私自身もそういう気持ちです。
れから菅政権の中で、農林水産物の
輸出が 2025 年に今の倍、2030 年には５
倍にしようというプロジェクトがあり

鷲尾英一郎衆議院議員
加藤義孝（囲む会会長代行）

ます。10 月の農産物の輸出統計を見ま
増田宏一（囲む会会長）

森公高（政連会長）

すと、前年同期比で２割増なんです。

Youtube わしお英一郎チャンネル『全力にっぽん
歴史ばなし』更新中。歴史を知るともっと日本が見
えてきます。ぜひご覧ください！

活 動 報 告

菅義偉内閣総理大臣を表敬訪問
2020年12月17日

森公高日本公認会計士政治連盟会長、 武参議院議員及び自民党２議員・
手塚正彦日本公認会計士協会会長、加

鷲尾英一郎衆議院議員、武村展英

藤達也日本公認会計士政治連盟幹事長

衆議院議員が菅義偉内閣総理大臣

（協会副会長）と公認会計士・国会議員

を表敬訪問し、懇談的に意見交換

である、公明党３議員・若松かねしげ参

を行なった。

議院議員、竹谷とし子参議院議員、杉久
菅 義偉 内閣総理大臣

武村展英 衆議院議員

若松謙維 参議院議員

鷲尾英一郎 衆議院議員

菅 義偉 内閣総理大臣

竹谷とし子 参議院議員

立憲民主党財務金融部会における
2020年11月18日
税制改正要望ヒアリングに参加

杉 久武 参議院議員

衛藤征士郎衆議院議員と意見交換
2020年11月10日

衛藤征士郎 衆議院議員

衆議院第２議員会館にて、立憲民主党

要望ヒアリングが開催され、手塚協会会長

（財務金融部会長：牧山ひろえ参議院議

ほか多数の役員が出席した。ヒアリングの

員）と日本公認会計士協会との税制改正

後、活発な意見交換が行われた。

若松かねしげ「国政報告会」に参加

2020年11月19日

「うえの賢一郎を囲む公認会計士の会」
2020年11月21日
第3回通常総会を開催

上野賢一郎 衆議院議員
若松謙維 参議院議員

「竹谷とし子ＣＰＡ応援隊」
国政報告会を開催

2020年11月26日

11月2１日、「うえの賢一郎を囲む公認

る司会に始まり、森公高政連会長の挨拶

会計士の会」第 3 回通常総会が彦根キャッ

の後、田中正志囲む会会長により議事が

スルリゾート＆スパにて開催された。うえの

進行され、活動報告、収支報告及び役

賢一郎議員のおひざ元である滋賀県彦根

員案及び顧問委嘱案、次期活動計画（案）

市での初めての開催であった。総勢 11 名

が承認された。うえの議員からは、コロナ

の公認会計士が参加した。

禍対策等を中心とした最近の諸問題とそ

総会では、森田淳一囲む会幹事長によ

の対策を中心に国政報告をいただいた。

公明党 日本公認会計士懇話会に参加
竹谷とし子 参議院議員
杉 久武 参議院議員

11 月 26 日、竹谷とし子議員（公明党・

正彦協会会長、ほか多数の役員が出席し

公認会計士懇話会（会長：石井啓一衆議

た。懇話会では、来年度の税制改正に関

院議員）
と日本公認会計士協会との会合が

する要望について説明を行った後、活発

開催され、森公高政治連盟会長、手塚

な意見交換が行われた。

今回の囲む会は公認会計士会館を拠点

参議院議員）を囲む会（竹谷とし子ＣＰＡ

とし、初のオンライン配信による開催となり、

応援隊）が開催された。

100 名を超える全国の会員が視聴した。

竹谷とし子議員は公認会計士であり、

衆議院第２議員会館にて、公明党日本

前半は竹谷議員と手塚会長が持続可

公明党と当協会の橋渡し役として、税制

能な社会の発展に向けた報告制度につい

改正ヒアリングの取りまとめや超党派の「公

て対談した。後半は竹谷議員の国政報告

会計推進議員連盟」など、日本公認会計

が行われ、オンライン配信の特性を活かし

士政治連盟・協会に多大なご理解とご協

て、多くの会員に竹谷議員の熱い想いを

力を賜っている。

届けることができた。

竹谷とし子 参議院議員
杉 久武 参議院議員

石井啓一 衆議院議員

若松謙維 参議院議員

竹内 譲 衆議院議員

2020年11月26日

