
未来の監査専門委員会における検討風景（人工知能学会山田誠二会長をお招きして）

2018年 10月15日
第438号
発行所
日本公認会計士政治連盟
〒102-8264
東京都千代田区九段南4-4-1
公認会計士会館
電話03-3515-1155

発行人　森 公高
編集人　林 敬子

■ 活動報告

■ AI時代を生き抜く公認会計士

●  衆議院議員「塩崎恭久を囲む公認会計士の会」
　第2回定時総会を開催
●  参議院議員「若松謙維出版記念パーティ」に参加
●  衆議院議員「古賀 篤を囲む公認会計士の会」
　通常総会及び懇親会を開催
●  衆議院議員「小倉將信を囲む公認会計士の会」
　第1回通常総会及び懇親会を開催
●  夏の議員会館挨拶廻り

■ 囲む会のお知らせ

会員向け啓蒙活動

　昨今の急速なテクノロジーの発展によ
って、社会構造が大きく変革し、職業の在
り方についても大きく変わってくることが想
定されます。

なテクノロジーに代替可能な領域とそう
でない領域を明らかにした上で、代替可
能な領域については積極的に新たなテク
ノロジーを活用して業務の効率化を図る
とともに、人間がやるべき領域に注力する
ことによって、更なる業務の高度化を目指

　このような想定に基づき、例えば「AIに
よって人間の仕事の多くが奪われる」とい
った内容の報道が盛んになされていま
す。
　こうした状況において重要なのは、自ら
の職業を改めて見つめ直し、AI等の新た

　2016年3月に、IT委員会研究報告第
48号「ITを利用した監査の展望～未来
の監査へのアプローチ～」（以下「IT研
48号」という。）を公表し、未来の監査の
在り方について取りまとめを行いました。
同年10月にはIT委員会内に未来の監査
専門委員会を設置し、有識者との意見交
換、協会の機関誌である「会計・監査ジャ
ーナル」への寄稿等の活動を行いなが
ら、IT研48号の続編となる研究報告の検
討を進めております。

　一般の方は、「公認会計士の業務」と
言われて何をイメージされるでしょうか。も

日本公認会計士協会  IT担当常務理事

手塚 正彦

中央大学における講演風景（2018年4月9日）

しかすると、多くの人が、ITの活用とは程
遠く、書類の山に囲まれて、ひたすら電卓
を叩いている姿をいまだに想像されるか
もしれません。
　しかしながら、実際の監査の現場で
は、すでに多くの場面において、ITを活用
した手続がなされています。
　IT委員会では、監査の現場で実際に
どのような形でITが活用されているかに
ついて、公認会計士以外の方々にもわか
りやすくお伝えすることを目的として、パン
フレット「監査業務におけるITの活用事
例」を制作し、協会のウェブサイトに掲載
するとともに、大学、資格専門学校、日本
監査役協会等の関係者に配布しており
ます。
　本パンフレットでは、予備調査、監査計
画の立案、監査手続の実施、監査意見の
形成・審査、そして監査報告書の提出とい

う、監査の各局面における実際のITの活
用事例について、図解を用いて説明して
いますので、ご高覧をいただけますと幸い
です。
後進育成の取組

　協会は、若い世代の方々にも公認会計
士の魅力を伝える
べく、高校生・大学
生向けの公認会
計士紹介講座や、
小中学生を対象と
した会計教育活
動「ハロー！会計」
など、様々な後進
育成活動を行って
おります。
　会計教育研修
機構において実施

している実務補習においては、若い世代
のITへの対応能力の向上に寄与すべ
く、ITに関するカリキュラムを整備してお
り、IT委員会内のIT教育専門委員会に
おいてIT科目の講義内容の検討を行っ
ています。
　また、IT委員会では、AI等の新たなテ
クノロジーが公認会計士業務に及ぼす
影響をテーマに、大学生向けの講演会を
開催しています。
　講演会においては、公認会計士が実
施する監査業務の特質及び監査法人に
おけるITの活用事例の紹介に加え、業
務の効率化及び品質向上を達成するた
めに、AI等の新たなテクノロジーを積極
的に活用していく必要がある旨のメッセ
ージを発信しています。

すことです。
　協会では、テクノロジーの発展に対応
した未来の公認会計士の姿について研
究を進めており、会員向けの情報発信を
行っております。

会員向け啓蒙活動

後進育成の取組

パンフレット
「監査業務における
ITの活用事例」の制作

本パンフレットは協会ウェブサイトから
ダウンロードできます。

昨今、AI、IoT、ブロックチェーンといった新たなテクノロジーの発展によって、企業のビジネス環境

は劇的に変化しています。これに伴い、公認会計士に求められる能力も大きく変化しています。

日本公認会計士協会（以下「協会」という。）は、公認会計士の先進的なテクノロジーへの対応能力

の向上のため様々な活動を行っています。今回は、これまでのIT委員会の活動内容を中心に、協

会における施策を紹介します。

AI時代を生き抜く
公認会計士
― 公認会計士のIT活用に関する日本公認会計士協会の取組 ―



活 動 報 告

　8月7日（火）、午後6時から憲政記念会
館において「参議院議員若松謙維出版記
念パーティ」が開催された。若松謙維議員
は、参議院全国比例区で公明党所属の議
員であり、公認会計士である。現在、国会
で活躍されている7名の公認会計士・国会
議員の中では、第1号の国会議員である。
　当政治連盟から黒田顧問、森会長、山田
幹事長をはじめ、関根協会会長等大勢の
会員が出版のお祝いにかけつけた。
　出版本「北日本新エネ社会構想―福島

から北日本へ―」は、福島から北日本を中
心とした新エネルギー社会構想について
の提言である。未来の新たなエネルギー社
会を見据えた内容は、エネルギー問題に
携わる者以外の興味も引くものであり、是
非一読願いたい。
　若松議員は、来年7月の参議院選挙を
控えておられ、当政治連盟は引き続き支援
してまいりますので、全国の会員の皆様の
ご協力をお願いします。

参議院議員「若松謙維出版記念パーティ」
に参加

　松山の伊予鉄会館会議室において、政
治連盟四国地方会の「塩崎恭久議員を囲
む公認会計士の会」第2回定時総会を開
催した。塩崎恭久衆議院議員は愛媛第1
選挙区選出。現在、自民党政治制度改革
実行本部長として、党において政治制度
の改革を進めることに尽力されている。
　総会は、事業活動報告、収支決算及び
今後の活動計画・収支予算について、報告

と審議が行われ、満場一致で承認可決さ
れた。
　続いて、塩崎恭久議員から国政報告が
なされ、日本の内外の課題等について貴
重なお話をいただいた。
　国政報告後、開催された懇親会では、
塩崎恭久議員は参加者の各テーブルを回り
和やかな雰囲気の中で歓談され、盛況裡
に閉会となった。

衆議院議員「塩崎恭久を囲む公認会計士の会」
第2回定時総会を開催

　「衆議院議員小倉將信を囲む公認会計
士の会」第1回通常総会が、アルカディア
市ヶ谷で開催され、会員27名が出席した。
　小倉將信議員は、自民党所属の衆議院
議員（東京都第23区：当選3回）であり、現
在、総務大臣政務官、衆議院予算委員会
委員等に就任されている。
　総会では、後藤康彦幹事長が会務報告
等を務め、いずれの議案も滞りなく承認さ
れた。小倉議員の国政報告では、若手議員

として、新しい考え方を政策に取り込んで
いけるように頑張っていきたいとの決意が
述べられるとともに、自治体に公会計を一
層活用してもらえるように総務省が検討会
を立ち上げており、公認会計士に引き続き
ご指導いただきたいとの挨拶があった。
　その後は、小倉議員が各テーブルを廻り
出席者と懇談され、終始和やかな雰囲気
の中、盛況裡のうちに閉会した。

　「衆議院議員古賀 篤を囲む公認会計士
の会」通常総会が、福岡、ソラリア西鉄ホテ
ルで開催され、会員23名が出席した。
　古賀 篤議員は、自民党所属の衆議院議
員（福岡3区：当選3回）であり、現在、衆議
院総務委員会委員、党金融調査会企業
会計に関する小委員会事務局長に就任
されている。

　総会では、植田文雄会長から会務報告
等が報告され、その他いずれの議案も滞り
なく承認された。古賀議員の国政報告で
は、予算委員会及び内閣委員会等常任委
員会の委員としての最近の活動報告等が
行われた。引き続き行われた懇親会は、
篠原俊顧問の乾杯に始まり終始和やかな
雰囲気の中、盛況裡のうちに閉会となった。

衆議院議員「古賀 篤を囲む公認会計士の会」
通常総会及び懇親会を開催

若松謙維参議院議員

塩崎恭久衆議院議員

平成30年7月21日

平成30年8月7日 平成30年9月5日

四国地方会 平成30年8月27日 北部九州地方会

東京地方会

衆議院議員「小倉將信を囲む公認会計士の会」
第1回通常総会及び懇親会を開催

古賀 篤衆議院議員

小倉將信衆議院議員

夏の議員会館挨拶廻り

　今年も夏の議員会館挨拶廻りを実施した。4班に分かれ
て訪問。本年10月17日に開催する政連パーティのご案内を
兼ねて挨拶回りを行った。参議院竹谷とし子議員の議員室
に集合した後、1班は関根愛子協会会長、森公高政連会
長、山田治彦幹事長、2班は武内清信副会長、加藤達也
副幹事長、3班は井上東幹事長代行、海野正副幹事長、
湯川喜雄副幹事長、4班は淺井万富副会長、柳澤義一副
会長、佐藤裕紀副幹事長に分かれ参議院議員会館をス
タートとして行った。国会が閉会中であり、訪問日が月曜日
の午前中でもありほとんどの議員が地元とのことであった
が、8名の議員にお会いすることができ、日本公認会計士協
会の動向などについてご報告させていただいた。 

「衆議院議員村井英樹を
囲む公認会計士の会」（通常総会）
●日時：　　　　　　　　　　　　　　   　●会費：  7,000円
●会場：  浦和ワシントンホテル（さいたま市浦和区高砂2-1-19）
●お問合せ:  048-644-9050（埼玉会）

10月23日（火）18:30～20：30
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「竹谷とし子CPA応援隊」国政報告会
（参議院議員、公明、東京都）

●日時：　　　　　　　　　　       　　●会費：  5,000円
●会場：  公認会計士会館ホール（東京都千代田区九段南4-4-1）
●CPE1単位： 1時間の国政報告のあと懇親会も開催します。
●お問合せ:  03-3515-1155（日本公認会計士政治連盟事務局）

11月19日（月）18：15～

平成30年8月20日

野田 毅衆議院議員

若松謙維参議院議員

片山さつき参議院議員

山口那津男参議院議員

竹谷とし子参議院議員

石破 茂衆議院議員越智隆雄衆議院議員

山田美樹衆議院議員


