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■ 来れ！国政を考える公認会計士
■ 活動報告
「武村展英を囲む公認会計士の会」

●

第6回通常総会を開催

「古賀篤代議士を囲む公認会計士の会」

●

通常総会を開催

「わしお英一郎 育てる会」に参加

●

「伊藤達也を囲む公認会計士の会」

●

第５回通常総会を開催

「片山大介 参議院議員（日本維新の会）が来会」

●

「尾立源幸 前参議院議員が来会」

●

来れ！国政を考える
公認会計士
今年は都議選と衆議院選が予定されています。先が見通せないVUCAの時代、
政治家も長期目線で国のサスティナビリティを考える力が必要でしょう。独立
した立場で将来を見通すフェアビューを持つ公認会計士の登場が望まれます。

大臣を動かした議連の活動

進みました。

新井

士制度振興国会議員連盟の役員会にご

今日は昨年の総括と今年の活動

新井

政連としては自民党の公認会計

方針をお話いただきたいと思います。

説明に上がって、梶山経産大臣の懇話を

森

出していただくところまでつなげてい

コロナ禍は、我々の業界にも大きな

影響を与えました。監査はもちろんです

ただきましたね。

が、コンサルティングや税務も通常は会

森

社と膝を突き合わせて行う仕事ですか

政治連盟会長

政治連盟広報局長

森 公高

新井達哉

にも伝わって多くの方の協力が得られ

言をしました。

にあるか、より多くの方に理解いただく

たと思います。

ら、非常に影響を受けました。特に 3 月

手立てはないかということになり、振興

新井 コロナ禍に対応する税制改正の

決算の会社については、監査も、会社側

議連で塩崎恭久議員にお骨折りいただ

提案もしましたね。

都議選挙と衆議院選挙への
協力のお願い

に立つコンサルも大変だったと思いま

き、梶山大臣に監査業務に遅延が起きる

森

す。金融庁が市場関係団体を集めた連絡

ことや、株主総会の延期に言及していた

にもご説明に行きました。税制は政府の

の 7月、衆 議 院 の 総 選 挙 が 任 期 満 了 の

協議会を発足してくださって、7000社近

だこうとなったのです。これをきっかけ

具体的な施策として重要ですから、この

10月までに必ずありますが、どのような

くある会社の決算が混乱することなく

にメディアが取り上げましたので、社会

状況の中でどのようなものが必要か提

対応をお考えですか。

人数で 1、2 時間、国会議員の先生とじっ

ですが、
もっと増えていくといいですね。

広く持たないといけないと思います。専

くりと中身の濃い話をしています。よく

森

門分野のことだけ知っていても、その専

公認会計士の政連は不思議だと言われ

愛媛の桜内文城さん、大阪の尾立源幸さ

門性を活かすことができないんですね。

るのですが、通常、政治団体の役割とい

んが捲土重来を期して頑張っていらっ

いろいろな場面を知って、いろいろな経

うのは自分たちの業界のため、突き詰め

しゃいます。国のためという志を貫いて

験を積むことによって初めてその磨い

れば、利益のための陳情なんですね。し

いてすばらしいですよ。しっかり応援し

た専門性を活かすことができます。

かし我々は、社会のインフラを支えてい

ていきたいと思います。

るという自覚のもと、社会制度を良くす

新井

若林さんは事務所の一つ上の先

決定機関である国政があります。どのよ

るため、国民生活を豊かにするためには

輩でした。二十代の頃から政治家を志し

うな日本であればいいか。そのためにど

どうしたらいいかという提言が多いわ

ていらっしゃって、今は自民党県連の支

のような制度が必要か。そういう意識を

けです。そういう意味では、国会議員の

部長ですが、今度の衆議院選ではぜひ復

持つことで視野は広がっていきます。公

方々も安心して腹を割ってお話いただ

活していただきたいです。

認会計士の専門性を国政で活かしてみ

けていると思います。

森

たいと思う方は、ぜひ手を挙げてくださ

新井

認会計士を見ていますが、公認会計士は

森

政連が主体的に動くのは国政の場

決算業務、監査業界がどういう状況

国会議員の政策ブレーンですね。

自民党、公明党、そして立憲民主党

予備軍として長野の若林健太さん、

私はいろいろな業界で活躍する公

ではありますが、社会福祉法人や医療法

森

そうなりたいですね。囲む会でもぜ

公平な立場でものを見る訓練をされて

人、地方自治体の公会計などには地元の

ひそういう関係を構築して、ともに地域

いるので、バランス感覚が非常にいいん

公認会計士が携わっていますから、地方

の活性化に取り組んでいただきたいで

です。加えて将来の見積もりに対する判

選挙についても力を入れていく必要が

す。公認会計士はどうしても東京、大阪、

断も訓練されていますから、公平な目で

あると感じています。

名古屋の大都市に集中していますから、

見て将来はこうなるだろうと青写真が

新井

公認会計士の区議会議員、都議会

地方の先生方の票になかなか結びつか

描けます。そういう専門性を持った政治

議員も増えてきました。米子市長の伊木

ないんですね。そこが我々の弱いところ

家がもっと増えてくるといいですね。

さんもがんばっています。

ですが、地方で会計事務所や税務事務所

新井

森

私は公認会計士が政治を考えるの

を開いている会員には顧客もたくさん

しましょうか。

は非常に良いと思うんです。社会の利益

いますから、そういった方々に広げてい

森

のために、公認会計士という国家資格を

ただきたいと呼びかけています。

てバックアップ体制をとって行きたい

いただいているわけですから。公認会計

国政で公認会計士の
専門性を活かす

士が個々の国会議員を支援する会とし
て「囲む会」を組織していますが、いま、
50 ありまして、多くは 20 名ぐらいの少

政治連盟第58事業年度運動方針

新井

いま公認会計士・国会議員は７名

新井

今年は、都議選がオリンピック前

その大きな一つとして、国の最高意思

い。一緒にチャレンジしましょう！

政治家を目指したい若手を募集

いいですね。政連が人材育成も考え

と思います。
新井

では若手にメッセージをお願い

します。
森

私は専門性を磨くためにも視野を

（ 2020年4月1日から2021年3月31日まで）

１．国民経済の健全な発展に寄与するため、日本公認会計士協会と緊密に連携して、公認会計士制度
の一層の充実・ 強化を図るのに必要な法改正等、制度的枠組みの見直しを求めるとともに、公
認会計士が関わる社会的な諸課題の解決に向けて、適時、強力な施策を講じる。
２．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、関係法令の整備を
求める。

３．国会議員等に対し、公認会計士制度等に対する理解と協力を得るための諸施策を講じるととも
に、適時、適切な支援活動を、強力に推進する。
４．当政治連盟の活動に対する会員の理解と協力を得るため、広報活動等を活発に展開する。
５．当政治連盟の目的達成に必要な諸施策を推進するため､組織を活性化するとともに、更なる財政
の強化に努める。

活 動 報 告

「武村展英を囲む公認会計士の会」
第6回通常総会を開催

2020年11月28日

「古賀篤代議士を囲む公認会計士の会」
通常総会を開催

2020年12月4日

11月28日、「武村展英を囲む公認会計

いただいた。田中正志囲む会会長により

12月４日、「古賀篤代議士を囲む公認会

士の会」第 6 回通常総会がホテルボストン

議事が進行され、活動報告、収支報告

計士の会」通常総会が、北部九州会会議

プラザ草津びわ湖にて開催された。総勢

及び役員案及び顧問委嘱案、次期活動

室において開催された。

16 名の公認会計士が参加した。

計画案が承認された。

たことから、野瀬秘書による古賀代議士か
らのメッセージ代読となった。
通常総会では、千々松北部九州会会

コロナ禍の影響で、例年行っていた懇

長による挨拶の後、矢加部会長により議

通常総会では、田中正志囲む会会長に

次に武村議員より、直近の国政報告を

親会は中止とし、総会と代議士による挨拶

事が進行され、決算書案及び役員案が

よる開会挨拶のあと、森公高政連会長・

いただいた。国政報告会の最後には質疑

及び国政報告のみとなったが、総勢 15 名

承認された。野瀬秘書からは、公認会計

加藤達也政連幹事長・茂木哲也総務局

応答をさせていただき、内海靖副会長の

の公認会計士が参加した。古賀篤代議

士が直面している問題点や要望等の発言

局長が紹介され、森政連会長より挨拶を

閉会挨拶にて盛況裡に閉会となった。

士は、当日、急遽、国会の本会議対応の

を求められ、それに係る意見交換を行い、

ため、予定の時間までの帰福が困難となっ

定刻どおり盛況裡に閉会となった。

宮澤博行 衆議院議員

武村展英 衆議院議員

「わしお英一郎 育てる会」に参加
12月10日
（木）、「衆議院議員わしお英
一郎

育てる会」が学士会館で、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止対策を十分

2020年12月10日

当政治連盟からも森公高会長、手塚
正彦協会会長及び加藤達也幹事長をは
じめ多数の公認会計士が参加した。

施されたうえで開催された。鷲尾議員は

鷲尾議員から、地元新潟及び国家へ

昨年９月16日に発足した菅内閣において、

の熱い思いが込められた国政報告がな

外務副大臣を拝命され、茂木外務大臣と

された。会場からはさらなる活躍を期待

鷲尾英一郎 衆議院議員

ともに外交問題について取り組まれている。 する声が響き、盛況裡に閉会となった。

「伊藤達也を囲む公認会計士の会」第５回通常総会を開催

2020年12月15日

「伊 藤 達 也を囲 む

民党の競争政策調査会長、社会的事業

公認会計士の会」第５

推進特別委員長、東京 2020 大会実行本

回通常総会が、公認

部長代理としてご活躍されている。

会計士会館４階で開

総会は、同囲む会の髙德信男幹事長

催され、公認会計士

による司会（議長兼任）のもと、玉木國隆

10 名が出席した。

会長が会務報告等を行い、いずれの議案

伊藤達也議員は自
民党所属の衆議院議

引続き開催された伊藤議員の国政報告

員であり、金 融 担 当

では、『アフターコロナ時代の日本経済の

大臣、衆議院財務金

課題』
について、説明が行われた。

融委員長等を歴任さ
れ、現在は衆議院の
伊藤達也 衆議院議員

「片山大介参議院議員（日本維新の会）
2020年12月15日
が来会」

も滞りなく承認された。

国政報告後には、活発な質疑応答が
行われ、盛況裡のうちに閉会した。

予算委員会委員、自

「尾立源幸前参議院議員が来会」
2021年1月6日

片山大介参議院議員（日本

前参議院議員で公認会計

維新の会・兵庫選挙区）が日

士である尾立源幸氏が日本公

本公認会計士協会に来会さ

認会計士協会に来会された。

れ、政治連盟の加藤達也幹事

手塚正彦協会会長と業界
の状況や今後の展望について

長と活発に意見を交わされた。

意見交換をおこなった。

片山大介 参議院議員

尾立源幸 前参議院議員

