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ご登壇いただいた国会議員　

自民党政調会長代理になりまし
た。会計の質が経済の質。皆様
と一緒に頑張っていきます。

片山さつき  参議院議員片山さつき  参議院議員

皆様のお仕事の大切さは身にし
みて分かっています。制度確立
のため役割を与えてください。

宮崎岳志  衆議院議員宮崎岳志  衆議院議員

日本銀行の財務状況が心配で
す。先生方のご指導をいただき
国会で役割を果たしていきます。

玉木雄一郎  衆議院議員玉木雄一郎  衆議院議員

資本市場は発展中、国として監
査に対する経営者のリテラシー
向上に取り組んでいきます。

大塚 拓  衆議院議員大塚 拓  衆議院議員

蓮舫代表のもとNEXT経済産
業大臣を拝命し、経済政策を中
心に国会でも頑張っています。

田嶋 要  衆議院議員田嶋 要  衆議院議員

IFIAR常設事務局の設置が決
定。東京から国際的な資本市場
の規律を発信していきましょう。

三宅伸吾  参議院議員三宅伸吾  参議院議員

皆様の仕事の範囲は今後も増
えていきます。次の世代を育て
ていくことも役目だと思います。

古川元久  衆議院議員古川元久  衆議院議員

我が国の経済発展の基盤を作っ
ていただくために、先生方を徹
底的に応援していきます。

小田原潔  衆議院議員小田原潔  衆議院議員

私の取り組んでいるGDP統計
と会計は似ていて、皆様の経験
がものすごく活かせる分野です。

小倉將信  衆議院議員小倉將信  衆議院議員

国際社会の中で生きていく強い
日本をつくるという目標を、共有
していきたいと思います。

逢沢一郎  衆議院議員逢沢一郎  衆議院議員
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　平成28年10月12日、日本公認会計士政治連盟懇
親パーティが開催された。今回、国会議員の出席
は、106名。多くの議員に登壇いただき、ご挨拶をいた
だいた。国会議員の方の顔ぶれも多彩である。元経
済ジャーナリスト、元銀行マン、元大蔵官僚、元外交
官、そしてもちろん公認会計士。ほんの数年前まで、
「公認会計士とは何か、監査とは何か」の説明が必
要だったが、いまや、経済・金融業界のプロフェショナ
ルの方々が政治家となり、公認会計士を真のパートナ

ーとして求めてくださっていることが肌で感じられる。
　「会計の質が経済の質」。この明言は片山さつき
議員から飛び出した。「日本銀行の監査をお願いし
たい（玉木雄一郎議員）」、「経営者の会計リテラシ
ーを高め、監査の重要性を骨の髄まで分かってもら
わなければいけない（大塚拓議員）、「会計はGDPと
同様に信頼性が第一（小倉將信議員）」など、公認
会計士制度に対する深い理解からのメッセージを
いただいた。
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真のパートナーシップを築こう真のパートナーシップを築こう

後半にご登壇いただいた皆様を、ご紹介いたします。
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活 動 報 告

　10月26日、衆議院第二議員会館で日本
公認会計士懇話会（魚住裕一郎会長＝参
議院議員）が開催され、山口那津男代表を
はじめ多くの懇話会所属議員が出席され
た。また、今夏の参議院選挙で当選された
議員など、新たに懇話会に入会された議員
（別掲）が出席された。

　渡邊芳樹租税担当常務理事から税制
の在り方に関する提言とともに、税制改正
要望について説明し、引き続き、関根愛子日
本公認会計士協会会長から、公認会計士
監査強化への取り組みなどの諸課題につ
いて説明が行われた。

公明党・日本公認会計士懇話会を開催
平成28年10月26日

　衆議院東日本復興特別委員長としてご
活躍されている吉野正芳衆議院議員（自
民、福島5区、当選6回）の「福芳会朝食勉
強会」が自民党本部で開催された。当政治
連盟から森公高会長をはじめ多くの役員
が出席した。吉野議員は、公認会計士制度

振興国会議員連盟事務局長、また企業会
計小委員会委員長にご就任されている。本
日は元毎日新聞記者で、日本外交協会常務
理事の長田達治氏から「我が国外交を取
り巻く諸情勢」について大変有意義なご講
演を拝聴した。

吉野正芳衆議院議員「福芳会朝食勉強会」に参加

　シェラトン都ホテル大阪で「高市早苗を
囲む公認会計士の会（森田務会長）」第3
回通常総会並びに懇親会が開催された。
小川泰彦政治連盟近畿地方会会長をはじ
め、公認会計士58名が出席した。高市早苗
議員（自民、奈良2区、当選7回）は、現在、総
務大臣に就任されており、統一的な基準に
よる地方公会計の整備促進など大いにご
活躍されているところである。総会では、当
会を政治団体として届け出た旨並びに平成

27年度収支報告があり、続いて、高市議員
から国政報告が行われた。判例集の通読
が趣味とのことや、国会答弁での官僚との
資料探しの話など、親しみのある温かい雰
囲気での国政報告であった。また、懇親会
では、高市議員と会員との懇親を深めるこ
とができ、会員相互の懇親をも深めることが
できた。今後も地元会員をはじめ多くの会
員にご協力をお願いし、強力な支援体制を
築いてまいりたい。

「高市早苗を囲む公認会計士の会」通常総会を開催

　現在、政治連盟東京会管轄下では12の
囲む会が設立されています。
　その中のひとつが、公認会計士で長野
県を地盤とする若林健太氏であり、4月には
地元で「長野県公認会計士による若林け
んたを囲む会」を設立し、応援して参りまし
たが、7月の参議院選挙では接戦ながら落
選され、大変残念な思いをしました。最近の
主な活動状況は以下のとおりです。
4月 菅原一秀を囲む公認会計士の会を設立

5月 竹谷とし子CPA応援隊隊長連絡会議を開催

6月 東京会定期総会懇親会において山田美樹、越

智隆雄、菅原一秀、竹谷とし子各

議員と交流を深める

7月 第24回参議院選挙で推薦候

補者を応援し、6名が当選

政治連盟東京会定期大会を開催

8月 小倉將信議員と三多摩会の懇

親会を開催

9月 萩生田光一議員と三多摩会

の懇親会を開催、首相官邸へ表敬訪問

10月 竹谷とし子CPA応援隊朝会を議員会館で開催

11月 竹谷とし子CPA応援隊国政報告会を公認会

計士会館で開催

12月 小倉將信を囲む公認会計士の会を設立

伊藤達也を囲む公認会計士の会を開催。

　また、多くの地区会総会懇親会には地元
の国会議員の先生方が出席され、政治連
盟の活動はますます活発化しております。
今後とも公認会計士制度の充実、拡大に
ご賛同頂ける議員の先生方を一人でも多く
応援していきたいと考えております。

東京会近況報告 神奈川県会近況報告

政治連盟近畿地方会

政治連盟東京会　会長 前原一彦 政治連盟神奈川県会　会長 高品 彰

【懇話会入会議員】 伊佐進一　衆議院議員　大阪6区
浜地雅一　衆議院議員　比例九州
吉田宣弘　衆議院議員　比例九州
新妻秀規　参議院議員　比例
伊藤孝江　参議院議員　兵庫

　政治連盟神奈川県会は従来から活発に
政連活動を行っています。また域内には有
力な政治家を多く輩出しており、諸先輩の
方々の努力により長年にわたり良好な関係
を築いています。活動が活発になった契機
は3年前の税理士法改正問題であります。
このとき執行部は手分けして議員会館を回
り理解を求めに奔走したことは記憶に新し
いことであり、その時、日常の付き合いが重
要であることを知りました。
囲む会も会員の皆様の尽
力により7会を数えるように
なり、また若い会員も参加
してくれるようになり、裾野
が広がっているのが実感

されます。また議員主催の励ます会への参
加や、県会事務所に来会される議員との懇
談が増え、距離感が一層縮まってきている
感じがします。今後も立法府である国会議
員の先生方とのコミュニケーションを密に
し、公認会計士制度の発展のため尽力し
ていきたいと思っております。神奈川県会の
会員の皆様の政連活動に対するご理解、
ご協力をよろしくお願いいたします。

平成28年11月15日
平成28年10月29日

　松山市伊予鉄会館で「愛媛県公認会計
士による塩崎恭久議員を囲む会」の設立
総会及び塩崎恭久議員（自民、愛媛1区、
厚生労働大臣）との懇親会が開催された。
当政治連盟から森公高会長、山田治彦幹
事長、四国会から石川千晶会長が出席し、
愛媛県部会から計37名の会員・準会員が
出席した。武士末研郎会員の開会宣言に

続いて、囲む会の規約案・役員案が承認決
議され、囲む会会長に就任された池田喜
志髙会員から挨拶があった。塩崎議員の
国政報告の後、石川四国会会長の乾杯で
始まった懇親会では、非常に和やかな雰囲
気の中、塩崎議員と親しく酌み交わすこと
ができ、会員にとっては忌憚なく会話をさせ
ていただくという貴重な時間となった。

「愛媛県公認会計士による塩崎恭久議員を囲む会」
設立総会を開催 政治連盟四国地方会 平成28年10月29日

竹谷とし子議員との朝会（議員会館）竹谷とし子議員との朝会（議員会館）

【お問合せ】　政治連盟千葉地方会事務局　☎ 043-305-4203

＊ 囲む会のお知らせ ＊

たじま要を囲む公認会計士の会
●会場：  日本公認会計士協会千葉会会議室  （千葉市中央区中央１－11－１）
●日時：  12月20日（火）19：00～　　●会費：  3,000円　　

島村大参議院議員

吉野正芳衆議院議員

塩崎恭久衆議院議員

高市早苗衆議院議員

三浦信祐　参議院議員　神奈川
里見隆治　参議院議員　愛知
高瀬弘美　参議院議員　福岡
熊野正士　参議院議員　比例
宮崎　勝　参議院議員　比例


