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■ 囲む会のお知らせ

社会福祉法人への
円滑な公認会計士監査の
導入に向けて
平成28年3月に成立した改正社会福祉法により、一定規模を超える社会福
祉法人には、平成29年4月1日開始の会計年度から公認会計士又は監査
法人による会計監査を受けることが義務付けられました。公認会計士の役
割および日本公認会計士協会の施策について、公会計協議会の梶川融会
長と、非営利法人委員会の岩下稲子委員長に話を伺いました。

非営利法人委員会委員長

公会計協議会会長

岩下 稲子

梶川 融

法人への会計監査は、
社会福祉法改正の目

の強化、透明性の向上といった経営力の強

支出は年々増加しており、平成29年度予算

玉のひとつと言われていますね。

化に資することも期待されています。具体的

案では32兆5,000億円と、
歳出総額97兆円の

梶川

今回の改正は制度開始以来の大改

には、社会福祉法人が、計算書類を監査報

うち33％を占めています。社会保障に関する

社会福祉法人への会計監査の導入

革と言われており、
福祉サービス供給体制の

告書と共に公表することで事業運営の透明

領域は、少子高齢化が進む我が国におい

は協会でもホットトピックで、様々な施策が進

整備及び充実を図るために経営組織のガ

性は高まりますし、監査の途中でガバナンス

て、国民が継続して十分な医療・介護サービ

められていますね。

バナンスの強化、事業運営の透明性の向上

体制、内部統制の不備又は事務処理上の

スを受けられるか、
またその運営のための財

岩下

等の改革を目指したもので、公認会計士監

エラーが公認会計士の指導の下に修正され

源を確保できるかといった点で、我が国の最

査もその一環として導入されています。

ることもありますので、
結果として経営力の強

重要課題です。今般の社会福祉法人制度

法定監査導入の趣旨と
公認会計士にできること
梶川

非営利法人委員会でも社会福祉法

人分科会を中心に、
監査の実務指針や理事
者確認書のひな型など業務に必要な資料

監査に対する社会の要請は、
情報の信頼

化に貢献することができると考えています。

改革は、我が国における持続可能な社会保

の整備を急ピッチで進めています。社会福祉

性を確保することが第一ですが、
ガバナンス

我が国の医療・介護に係る社会保障関係

障の構築を図るものですので、我々公認会

計士が将来にわたって持続可能な社会保

織に監査制度をご理解いただくこと、
さらに

して公認会計士監査の具体的な手続の内

いて共有したり、
厚生労働省等から発出され

障の構築に貢献していくことに繋がります。

梶川先生がお話しされた会計監査の指導

容やスケジュールを解説するためのリーフレ

る情報をタイムリーにお知らせするなど、
会員

指導的機能の発揮が
求められている

的機能の発揮について議論しました。監査

ットや説明資料を公表しています。
もちろん、

のレベルアップを図るための施策を適宜実施

の実務指針の公開草案では、社会福祉法

リーフレットの作成だけでは十分とはいえな

しています。
また社会福祉協議会等と協力し

人の監査が適切に行われ、
不正や重大な誤

いため、今後もあらゆる機会を捉えて、公認

て説明会を開催している地域もあり、作成者

公認会計士が、
会計監査を通じて内

りを正していく批判的機能の発揮を大前題と

会計士の監査を社会に理解していただくた

団体とも緊密に連携を図っていきます。

部統制の向上や経理体制の強化に資する

しつつ、社会の期待について会員への周知

めの対応を進めていきます。

指摘や提言を行うことは指導的機能と呼ば

徹底を図り、
その理解の上で指導的機能の

岩下 ところで、
厚生労働省からの通知によ

員である公認会計士が不適切な監査を行っ

れていますが、社会福祉法人の監査におい

発揮を促す内容を加えているのが特徴とな

れば、会計監査人の設置が義務化される社

ていないか、事前事後に業務の報告を受け

ては、
この指導的機能の発揮がより強く期待

っています。

会福祉法人の規模基準は、平成29年度以

てチェックも行っていきます。協会には会員の

公開草案に対して寄せられた意見を踏ま

降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要

業務をチェックする仕組みが既にあります

昨年、厚生労働省が設置した「社会

えて今後修正を加え、
できるだけ早期に確定

に応じて見直しを検討することとされていま

から、それらを社会福祉法人の監査にも活

福祉法人会計監査円滑実施協議会」や様々

版を公表できるように検討を進めています。

す。今後より多くの社会福祉法人に社会イン

用することでモニタリングを行っていく予定

フラとしての監査制度の浸透を図るには、平

です。

岩下

されているということでしょうか。

梶川

な機会を通じて意見交換をさせていただい
ていますが、会計監査人に期待する事項と

今後の協会の施策について

して「社会福祉法人の体制の整備向上と経

成29年4月から始まる会計年度の監査が適

これからも、社会福祉法人でより良い監査

切に行われ、実際に監査を受けた社会福祉

が行われ、法人経営に有用な価値を提供で

法人だけではなく、行政サイドや法人を取巻

きるように、協会として積極的に対応してい
きます。

営力の強化に力を貸してほしい」
という要望

岩下

を聞いております。

のような施策を進めていますか。

く社会の皆様にも公認会計士の監査が有意

もちろん、
自己監査は避けなければいけま

梶川 まず、公認会計士の監査がどのよう

義であると実感していただく必

せんので、経理を一から十まで指導すること

なものか、対象となる社会福祉法人の皆様

要があると思われます。
そのた

は独立性の観点からは難しいです。それで

によく理解していただく必要があります。税務

めに協会としては何ができるの

も社会福祉法人の監査においては、不正や

顧問のような形で以前からお付き合いのある

でしょうか。

誤りを厳しく指摘していく前に、整っていない

ところは良いのですが、公認会計士に初め

梶川

点を直すことに協力する、
という意識で社会

て接する社会福祉法人の方も多いと思いま

員の知識のレベルアップが必

福祉法人の皆様と向き合うことが重要では

す。
そのような法人では、
監査の場でどのよう

要不可欠です。協会では、公

ないかと感じています。

な手続が行われるのか、公認会計士からど

会計協議会の中に「社会保障

岩下 非営利法人委員会でも、
社会福祉法

のようなことを質問されるのかイメージがわ

部会」を作ってネットワーク化を

人監査の実務指針作成にあたり、先ずは公

かず、
漠然とした不安を抱えている担当者の

図っています。研修会や説明

認会計士に組織を取巻く外部・内部環境を

方も多いと聞いています。

会を頻繁に実施して、監査の

よく理解していただくこと、
そして監査対象組

実務指針の策定のほかに、
協会はど

そこで協会では、社会福祉法人の方に対

協会は自主規制団体でもありますので、
会

実際に監査に携わる会

留意点や社会からの期待につ

社会福祉法人の監査は、
指導的機能の発揮がポイント

活 動 報 告

「公認会計士による岸田文雄後援会」
総会を開催

政治連盟中国地方会

「たじま要を囲む公認会計士の会」
を開催
政治連盟千葉地方会

平成28年12月17日

平成28年12月20日

リーガロイヤルホテル広島で、
「公認会計士 れている。国政報告では、山口県の湯本温泉

「たじま要を囲む公認会計士の会」
（会長岡 ら9月の福島での駐在任務は政治家人生の中

による岸田文雄後援会」
（会長石橋三千男）
の での安部・プーチン会談が2日前に行われたこ

田敏男）第4回通常総会が開催された。
たじま でも実に貴重な体験であり、
可能な限り早期に

総会及び懇親会が開催された。政治連盟中 ともあり、
北方四島の返還についての現実的な

かつ無くして行くことを目指
要衆議院議員
（民進、
千葉1区、
当選5回）
は東 原発依存を減らし、

国地方会 蔵田修会長をはじめ、公認会計士及 対応策として、一方的な経済支援ではなく双

大法学部卒業後、
ＮＴＴ・世界銀行などで17年 し、再生可能エネルギーの技術革新と市場拡

び事務所スタッフ28名が出席した。岸田文雄 方の協議をもって、北方四島での民間ベース

間勤務、
1991年米国にて経営学修士（ウォート 大にわが国の総力を傾けたいと熱く語られた。

衆議院議員（自民、広島1区、当選8回）は、
自 の経済活動を積極的に行っていく為のルール

日本の素晴らしい技術・知見、
文化や日本
ンMBA）
を取得、2003年、第43回衆議院議員 また、

民党岸田派の長としてまた、現在世界でも2番 を定めることなど、親しみのあるいつもの笑顔

選挙で初当選、以来5期目の当選を果たした。 人の精神性は世界に大きな貢献ができること、

目に在任期間の長い外務大臣である。
オバマ で話をされていた。
また、懇親会では、現職の

現在、民進党エネルギー環境総合調査会事 政治は未来の世代に恥ずかしくない日本を残

大統領の広島訪問や、
プーチン大統領の来日 外務大臣と間近に話ができる又と無い機会と

しっかりと引き継いでいくことであり、子ども
務局長を務める。国政報告ではエネルギー政 し、

の御膳立て等、
存在感をもって大いに活躍さ

策を軸の一つとして活動していること、特に原 たちのことを中心に考えていく等、信念のある

なり、
会員の満足度は相当高いものとなった。

子力災害現地対策本部長として2011年6月か

岸田文雄衆議院議員

田嶋 要衆議院議員

「公認会計士による棚橋泰文議員を囲む会」 埼玉地方会近況報告
を開催

ゆるぎないメッセージをいただいた。

政治連盟東海地方会

平成29年2月4日

会長 蛭川俊也

埼玉県会は昨年4月1日に東京会から独立 ています。社会の変化に対応し、社会福祉法

岐阜県の公認会計士18名が参加して第5 府の対応」についてお話頂いた。その中で「ト

し、全国で15番目の地域会となり、政治連盟も 人及び医療法人等の会計監査、会計指導等

回「公認会計士による棚橋議員を囲む会」
（世 ランプを支持したアメリカの中間層、下流・移民

埼玉地方会となりました。埼玉地方会には、参 の業務が拡大し、公認会計士の社会的な役

話人福井真一）
を開催した。冒頭、棚橋議員 層に対する本音の政策実施」
と同様に、
日本

議院議員の「公認会計士による古川俊治後 割・責任が高まって来ていますので、法律制定

から、
谷垣前幹事長の自民党幹事長代理を務 の国内消費を活発化させる為には「移民、
イノ

援会」がありますが、
昨年10月14日若手会員を に係る国会議員の先生方に業界をPRして認

めた後、現在は衆議院国家基本政策委員長 ベーション、下流層等」への政策の検討が、
日

中心に衆議院議員の「村井英樹を囲む公認 識度を高めてもらう必要があります。公認会計

に就任していること等の近況報告があった。講 本にも必要になるという点が印象に残った。講

会計士の会」が設立されました。埼玉第1区で 士制度の健全な発展に理解のある政治家の

演では、
会員がいま最も聞きたい「トランプ大統 演終了後は、会員からの質問に対して、丁寧

党派に関係なく応援し
36歳、元財務省出身の会計士業界の実情に 先生と連絡を密にして、

領の打ち出す貿易・防衛政策に対する日本政 なご回答を頂いた後、
散会した。

精通している方ですので、
今後の活躍に期待し ていきたいと思っています。

棚橋泰文衆議院議員

村井英樹衆議院議員

千葉地方会近況報告
会長 岡田敏男

平成28年4月から、地域会千葉会設立と同時に政
古賀 篤衆議院議員

●平成28年12月7日 ホテルルポール麹町

古賀篤衆議院議員
（会計士補、
自民、福岡3区）
「政治フォーラム」に参加

鷲尾英一郎衆議院議員

甘利 明衆議院議員

●平成29年1月31日 公認会計士会館

鷲尾英一郎衆議院議員
（公認会計士、民進、比例北信越）
が来会

●平成29年1月25日 ザ・キャピトルホテル東急

甘利明衆議院議員
「第30回セミナー・賀詞交歓会」
に参加

治連盟千葉地方会として活動を行っています。東京会
千葉県会の時、
「公認会計士によるたじま要を囲む
会」
を設立し、
以来、
毎年、
議員の国政報告会を兼ねた
通常総会及び懇親会を開催、公認会計士を取り巻く
現状の意見交換等を行っています。
また、千葉会定期
総会懇親会及び新年賀詞交歓会には多数の衆参両
議院議員の皆様にご臨席いただき交流を深めていま
す。
さらに、3月21日に薗浦健太郎衆議院議員（現外務
副大臣）、4月17日に小林鷹之衆議院議員（現防衛大
臣政務官）
の囲む会を発足する予定です。両議員とも

衛藤征士郎衆議院議員

竹谷とし子参議院議員

●平成29年1月31日 ホテルニューオータニ

衛藤征士郎衆議院議員「新春賀詞交歓会」に参加
＊ 囲 む 会のお 知 ら せ ＊

「そのけんを囲む
（設立総会）
公認会計士の会」
3月21日
（火）19：00〜

公認会計士による
古川俊治後援会
3月27日
（月）18：30〜

●会場： 千葉会事務局会議室
（千葉市中央区中央）
●会費： 3,000円

●会場： 東天紅JACK大宮店
（さいたま市大宮区錦町）
●会費： 7,000円

東村邦浩都議会議員

●平成29年1月23日
公認会計士会館

竹谷とし子参議院議員（公認会計士、公明、東京）
と
東村邦浩東京都議会議員（公認会計士、公明、
八王子）が来会

菅原一秀を囲む
公認会計士の会
4月5日
（水）18：30〜

●会場： 公認会計士会館
4階会議室（千代田区市ヶ谷）
●会費： 5,000円

【お問合せ】 日本公認会計士政治連盟事務局

☎ 03-3515-1155

「小林鷹之を囲む
（設立総会）
公認会計士の会」
4月17日
（月）19：00〜

●会場： 千葉会事務局会議室
（千葉市中央区中央）
●会費： 3,000円

様々な分野で活躍が期待される、
若きリーダーです。千
葉地方会の活動がますます活発になっていきます。千
葉会会員の皆様のご理解ご協力をお願いします。

