
新たな日本の会計制度をつくる
ために、関係者同士じっくり意見
をまとめていってください。

衛藤征士郎 衆議院議員衛藤征士郎 衆議院議員

公明党参議院には3名の公認会
計士出身がいます。皆様と呼吸
を合わせて活動をしていきます。

魚住裕一郎 参議院議員魚住裕一郎 参議院議員

自治体の監査の必要性も常に言
われていますので、先生方と意見
交換をしながら実現して参ります。

浅尾慶一郎 衆議院議員浅尾慶一郎 衆議院議員

新しい活力ある経済にするため
に、指南役として皆さんの活躍
をご期待しています。

塩崎恭久 衆議院議員塩崎恭久 衆議院議員

公認会計士は資本主義の番人、
その立場が揺るがされないよう
にサポートしていきます。

若林健太 参議院議員若林健太 参議院議員

税制改正大綱を活かして民間投
資活性化できるか。先生方のご
活躍を祈念しております。

宮下一郎 衆議院議員宮下一郎 衆議院議員

会計の重要性をわかっているリー
ダーがいないので、時価会計論者
の私が力を尽くしていきます。

藤巻健史 参議院議員藤巻健史 参議院議員

現場の声を聞いて政策はつくら
れます。ぜひ皆さんの声をお聞
かせください。

佐々木さやか 参議院議員佐々木さやか 参議院議員

野村総研勤務のときと同様に皆
様にお知恵を借りて、これからは
経済成長を引っ張って参ります。

濱村 進 衆議院議員濱村 進 衆議院議員

公認会計士の私自身が、税務がで
きないことに疑問を感じています。
皆様と一体となって頑張ります。

若松謙維 参議院議員若松謙維 参議院議員

参議院の財政金融委員長とし
て、財政再建と景気回復を両立
できるよう心がけて参ります。

塚田一郎 参議院議員塚田一郎 参議院議員

地方行政でも、公認会計士の職
業的倫理性・専門性が、もっと活
かされるべきです。

片山さつき 参議院議員片山さつき 参議院議員

公認会計士の核心的利益を守っ
ていくことが私の役割です。皆様
方も活動を盛り上げてください。

鷲尾英一郎 衆議院議員鷲尾英一郎 衆議院議員

将来を語るこの場に、同世代の方
がいるのが心強いです。先輩の
皆様のご指導をお願いします。

鈴木貴子 衆議院議員鈴木貴子 衆議院議員

TPPに対応するため、団体同
士、利益をどう確保していくかと
いう観点が必要だと思います。

神田憲次 衆議院議員神田憲次 衆議院議員

日本企業の国際的信用を高める
国際会計基準がつくれるよう、ご
指導ご鞭撻をお願いします。

豊田真由子 衆議院議員豊田真由子 衆議院議員

皆様が経営コンサルタントとし
て活躍して、日本の景気拡大の
原動力になってください。

岡本三成 衆議院議員岡本三成 衆議院議員

日本の納税システムは複雑で
す。先生方が活躍できる土俵作り
に精一杯の努力をして参ります。

田中和德 衆議院議員田中和德 衆議院議員

参議院の政審会長、法務委員長
をしています。先生方に活躍し
ていただけるように頑張ります。

荒木清寛 参議院議員荒木清寛 参議院議員

昨年まで15年間、監査法人に勤
務してきた経験をいかし、国政
の場でしっかり働いて参ります。

杉 久武 参議院議員杉 久武 参議院議員

公明党3名の公認会計士出身の
議員と一緒に、皆様のお力にな
れるよう頑張って参ります。

中野洋昌 衆議院議員中野洋昌 衆議院議員

会計基準は日本の国策や社会も
左右します。私は国会で公益、正し
い道を真摯に追求して参ります。

大熊利昭 衆議院議員大熊利昭 衆議院議員

衆議院の決算行政監視委員会
に所属することになったので、先
生方のご指導をお願いします。

井坂 信彦 衆議院議員井坂 信彦 衆議院議員

公認会計士試験の修了考査に向
けて勉強中。勉強をいかして会
計制度もいいものをつくります。

桜内文城 衆議院議員桜内文城 衆議院議員

海外からの投資を呼び込むため
に、日本の企業がよくわかる会
計制度をつくっていきます。

小倉將信 衆議院議員小倉將信 衆議院議員

経済再生に向けて力強く進むた
めに、現場に一番近い皆様方か
らのご指導をお願いします。

笹川博義 衆議院議員笹川博義 衆議院議員

選挙に勝つためにお力をいただ
いた皆様方の主張を、国のほう
に通すため頑張って参ります。

三木 亨 参議院議員三木 亨 参議院議員

公会計や国際基準、皆さんから
お話を伺って勉強をし、改革を
行っていきたいと思います。

真山勇一 参議院議員真山勇一 参議院議員

消費税増税分を、社会保障にど
う割り振るか。大きな変革の時、
ご支援ご指導をお願いします。

武見敬三 参議院議員武見敬三 参議院議員

税務の有資格者、専門家と連携
して、国民の利便性に貢献する
制度にしていきましょう。

山口那津男 参議院議員山口那津男 参議院議員

※登壇順にご紹介しています。

会議員の方とは、政治連盟役員が肩を組んで
話し合う姿も見られた。
　黒田政連会長は、1853年に設立したエディ
ンバラの会計士協会とそのおよそ100年後の
1948年に設立した日本の公認会計士制度を
比較し、唯一遅れをとっている税理士資格問
題を取り上げられた。税理士制度を日本国民
にとっていちばん良い制度にしていくために、
国会議員に正しく公認会計士制度を伝えてい
こうと述べられた。

   第3回 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、時間を割いて出席して
くださった国会議員は106名。昨年12月の衆
院選と今年7月の参院選で初当選された議員
から、いままさに日本の経済政策を担われて
いる甘利経済再生担当大臣まで個性豊かな議
員にお越しいただいた。若い国会議員の方は
若い会員と話がはずみ、「勉強会をしましょ
う」と、あちらこちらで新しい関係が生まれる
シーンがあった。また長年お付き合いのある国

甘利 明 衆議院議員甘利 明 衆議院議員

写真左から関根愛子副会長、
黒田克司会長、甘利明衆議院
議員、森公高協会会長、池上玄
副会長

大事なのは経済の好循環をつくることです。投資家が安
心して投資できるよう会社法改正もしていきます。アベノ
ミクスを応援してください。
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出席いただいた国会議員の方々出席いただいた国会議員の方々

石井正弘 参議院議員石井正弘 参議院議員

今村雅弘 衆議院議員今村雅弘 衆議院議員

近藤昭一  衆議院議員近藤昭一  衆議院議員

宮路和明 衆議院議員宮路和明 衆議院議員

岩城光英 参議院議員岩城光英 参議院議員 村井英樹 衆議院議員村井英樹 衆議院議員 伊藤信太郎 衆議院議員伊藤信太郎 衆議院議員 竹内 譲 衆議院議員竹内 譲 衆議院議員 小沢鋭仁 衆議院議員小沢鋭仁 衆議院議員 萩生田光一 衆議院議員萩生田光一 衆議院議員

山田修路 参議院議員山田修路 参議院議員 門 博文 衆議院議員門 博文 衆議院議員 堀井 巌 参議院議員堀井 巌 参議院議員 若宮健嗣 衆議院議員若宮健嗣 衆議院議員 葉梨康弘 衆議院議員葉梨康弘 衆議院議員 中川雅治 参議院議員中川雅治 参議院議員

宮澤博行 衆議院議員宮澤博行 衆議院議員 左藤 章 衆議院議員左藤 章 衆議院議員 保岡興治 衆議院議員保岡興治 衆議院議員 富樫博之 衆議院議員富樫博之 衆議院議員 小宮山泰子 衆議院議員小宮山泰子 衆議院議員 山本博司 参議院議員山本博司 参議院議員

伊吹文明 衆議院議員伊吹文明 衆議院議員

秋元 司 衆議院議員秋元 司 衆議院議員

河村建夫 衆議院議員河村建夫 衆議院議員 高木美智代 衆議院議員高木美智代 衆議院議員 上川陽子 衆議院議員上川陽子 衆議院議員

越智隆雄 衆議院議員越智隆雄 衆議院議員

塩崎恭久 衆議院議員塩崎恭久 衆議院議員

松沢成文 参議院議員松沢成文 参議院議員 中西健治 参議院議員中西健治 参議院議員

望月義夫 衆議院議員望月義夫 衆議院議員

塩谷 立 衆議院議員塩谷 立 衆議院議員

浅尾慶一郎 衆議院議員浅尾慶一郎 衆議院議員

小渕優子 衆議院議員小渕優子 衆議院議員

後藤田正純 衆議院議員後藤田正純 衆議院議員

石原伸晃 衆議院議員石原伸晃 衆議院議員 竹下 亘 衆議院議員竹下 亘 衆議院議員

石井啓一 衆議院議員石井啓一 衆議院議員 森 雅子 参議院議員森 雅子 参議院議員 上田勇 衆議院議員上田勇 衆議院議員 平木大作 参議院議員平木大作 参議院議員 黄川田仁志 衆議院議員黄川田仁志 衆議院議員 階 猛 衆議院議員階 猛 衆議院議員

北村経夫 参議院議員北村経夫 参議院議員 安井美沙子 参議院議員安井美沙子 参議院議員 井上信治 衆議院議員井上信治 衆議院議員 高市早苗 衆議院議員高市早苗 衆議院議員 島村大 参議院議員島村大 参議院議員 宮沢洋一 参議院議員宮沢洋一 参議院議員 岡田 広 参議院議員岡田 広 参議院議員

吉田博美 参議院議員吉田博美 参議院議員 小池百合子 衆議院議員小池百合子 衆議院議員 松原 仁 衆議院議員松原 仁 衆議院議員 長浜博行 参議院議員長浜博行 参議院議員 中川正春 衆議院議員中川正春 衆議院議員 鈴木克昌 衆議院議員鈴木克昌 衆議院議員 中川俊直 衆議院議員中川俊直 衆議院議員

田嶋 要 衆議院議員田嶋 要 衆議院議員 武正公一 衆議院議員武正公一 衆議院議員 牧島かれん 衆議院議員牧島かれん 衆議院議員 山崎 力 参議院議員山崎 力 参議院議員 三原朝彦 衆議院議員三原朝彦 衆議院議員 秋葉賢也 衆議院議員秋葉賢也 衆議院議員 古川俊治 参議院議員古川俊治 参議院議員

吉川有美 参議院議員吉川有美 参議院議員 松本剛明 衆議院議員松本剛明 衆議院議員 藤川政人 参議院議員藤川政人 参議院議員 髙木 毅 衆議院議員髙木 毅 衆議院議員 金子一義 衆議院議員金子一義 衆議院議員 今枝宗一郎 衆議院議員今枝宗一郎 衆議院議員 大久保勉 参議院議員大久保勉 参議院議員

渡嘉敷奈緒美 衆議院議員渡嘉敷奈緒美 衆議院議員 山田美樹 衆議院議員山田美樹 衆議院議員 柴山昌彦 衆議院議員柴山昌彦 衆議院議員 小田原潔 衆議院議員小田原潔 衆議院議員 大沼瑞穂 参議院議員大沼瑞穂 参議院議員

国会議員の皆様、
誠にありがとうございました。


