
国会議員との関係はなぜ必要か

新井　会員の中には政治に興味がない方
も多いと思います。なぜ公認会計士に政
連活動が必要かお話いただけますか。
加藤　ご理解いただきたいのは、政連の
活動は公認会計士制度をより良いものに
するために必要不可欠だということです。
制度的課題を解決する法改正は、国会議
員の先生方のサポート無くしては成立しま
せん。ですから、業界の環境や課題を国
会議員の先生方に理解していただくことが
非常に重要なのです。懇親パーティーの
開催、定期総会後の懇親会や賀詞交歓

パーティーへの招待、また議員主催のパ
ーティーや勉強会に我 も々参加して関係づ
くりを進めています。
新井　いま、国会議員の先生方にどのよ
うな内容をお伝えしていますか。
加藤　監査制度の大きな改革として、監
査上の主要な検討事項（KAM）の導入
があり、監査のプロセスが透明化されるこ
とをお伝えしてきました。社会福祉法人・
農協など非営利法人への監査業務の広
がりや、組織内会計士、社外役員会計士
など業務形態の多様化など、経済社会で
の新しい役割についてもお話しています。
新井　手塚会長は５つの戦略目標の中で
「ステークホルダーエンゲージメント」を掲げ

ています。議員の
先生方も重要なス
テークホルダーで
すね。
加藤　法改正にお
いても重要な役割
りをはたしていただ
いておりますし、社
会への発信力とし
て、国会議員の先
生方に「監査は重要だ、公認会計士制度
は重要だ」とお話いただけると非常に浸透
力があります。そういう意味で、国会議員
の先生方との関係づくりは本当に大切だと思
っています。

新井　関係づくりにおいて意識しているこ
とはありますか。
加藤　コミュニケーションはじっくり時間を
かけて取らなければいけないと思っていま
す。国会議員の先生方は、我々が行くと

いつもにこやかに受け入れてくださいます
ので、胸に飛び込んでいくつもりで積極的
に活動していきたいと考えています。
　あと私が必要だと思うのは、不正会計な
どの事件が起きた時に、適時に正確な情
報を提供するということです。協会にはい
ろいろな事情がありますが、きちんと説明
ができなかったばかりに違った形で捉えられ、
制度だけが厳しくなっていく結果になってし
まったこともあると思います。原因を明確に
して、反省すべき点は反省してお伝えすれ
ば、きちんとご判断いただいて後押しもして
いただけると思うのです。
新井　私見ですが、私も過去の出来事に
対する総括があまりうまくいっていないのか
なという感覚を持っています。どこまでオー
プンにするかセンシティブですけれど、いま
は何かあったら開示しないとかえって非難

される時代ですから、我 も々考え方を変え
て一歩踏み出していかなければいけないと
思います。
加藤　透明性が時代のキーワードですか
ら、変革のタイミングだと思いますね。一
つの事件で、監査は全て機能していない
と判断されるのは、我々にとって大きな損
失です。監査のレベルは確実に上がって
いますので、それをきちんと伝えるためにも
明確な情報提供が必要だと思っています。

新井　政連の活動をしていて、国会議員
の先生方でも、監査の重要性が本当のと
ころで理解していただけていないように感じ
ることがあります。
加藤　歴代の政連役員が一番苦労されて
きたところですね。監査の重要性の感じ方
は文化に根ざしているところがあって、監
査は情報の信頼性を保証するという役割
ですが、そもそも島国である日本は、信頼
があることが当たり前のカルチャーなので、
入手した情報が正しいかどうかの保証が
必要とは考えないできたのだと思います。
欧米のように、第三者が保証しないと物事
を信頼できないという思考ではないので、
監査の必要性を感じにくいのだと思います。
新井　いい国民性なのだと思いますが、ビ
ジネスの世界はもはや国内で閉じているも
のではありませんから、「第三者の保証」
を担保に、信頼し、信頼されて、事業は

発展していくものだと思います。ですから、
グローバルの時代では「信頼」は空気のよ
うなものではなく、自ら調べたり第三者の保
証を活用して自分の力で得るものだと、そ
ういう時代に入ったと伝える必要があるかも
しれませんね。そして、では誰のお墨付き
が必要ですかとなった時に、「会計監査の
専門性を持ち、独立した第三者の立場を
貫く公認会計士」となり、そこで公認会計
士の価値、監査の価値が本当の意味で認
識いただけるのではないかと思います。

新井　政連は限られたリソースで活動し
ていますので、どれだけ効率的に、効果
的に活動できるかが一つの課題になって
います。
加藤　いま国会議員の先生方を囲む会は
全国で48あり、各地元の会員が忙しい時
間を割いて活動してくださっています。自
分たちの制度は自分たちで守るという心意
気で活動をしてくださっていますが、こうし
た活動は一部の人がやればいいというもの
ではありません。私は、公認会計士制度
のもとで仕事をしている3万8千人全会員に
参加していただきたいと思っています。
新井　どういう参加の仕方があるのかわ
からない会員も多いと思います。
加藤　まず国会議員の先生方を囲む会に
参加していただきたいです。48議員作って
いますので、地元議員の囲む会に参加し
てください。それから毎年秋に開催してい

る懇親パーティーにも参加していただきた
いです。このパーティーには国会議員の
先生方が100名以上参加されます。直接、
お話いただくことで、国会議員の先生方の
理解も深まると思います。
新井　公認会計士は一人ひとりが広報マ
ンですね。
加藤　そういう気持ちで参加していただき
たいです。パーティーなどへの参加ができ
ない方も最低限、会費納入や寄付をお願
いします。これが政治連盟の活動資金に
なりますので、資金面での応援も非常にあ
りがたいです。
　国会議員の先生方は全国にいらっしゃ
いますので、地域で活動いただける会員の
皆様の協力が必要不可欠です。会員の皆
様のご協力をよろしくお願い致します。
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政連の活動に
３万８千人の力を！
公認会計士政治連盟は3年に１度、役員の交代があります。本年６月に
新たに就任した加藤達也幹事長と新井達哉広報局長が、今の時代に
合った政連活動のあり方について話し合いました。

政治連盟幹事長
加藤達也

政治連盟広報局長
新井達哉

■ 政連の活動に３万８千人の力を！
■ 活動報告
●  「野田たけしを囲む公認会計士の会」
　第６回通常総会を開催
●  「越智隆雄を囲む公認会計士の会」
　第1回通常総会を開催
●  「公認会計士豊水会」を開催
●  夏の議員会館挨拶廻り
●  議員がご挨拶に来会されました

■ 政連の活動に３万８千人の力を！
■ 活動報告

■ 囲む会のお知らせ
■ 政治連盟会費の納付について（ご協力のお願い）

日本人に、第三者の保証は
必要ない？ 政連活動への参加の仕方



「野田たけしを囲む公認会計士の会」第６回通常総会を開催 令和元年8月31日

「越智隆雄を囲む公認会計士の会」
第1回通常総会を開催 令和元年9月19日

　「越智隆雄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、公認会計士 25 名が出席した。
　越智隆雄議員は、自民党所属の衆議
院議員（選挙区 : 比例東京ブロック、当
選４回）であり、現在、自民党財務金融
部会長に就任している。
　総会では、事業活動報告、会計報告、
役員選任が審議され、承認された。

議員がご挨拶に来会
されました
　近況についてお話をうかがうとともに、意
見交換をおこないました。

夏の議員会館挨拶廻り 令和元年8月22日

　越智議員の国政報告では、過去に民
間金融機関に勤められていた経歴や経験
について説明が行われ、併せて、今後も
党内大役への邁進を誓う旨の決意が述べ
られた。
　懇親会では、越智議員に各卓を回って
いただき、有意義なお話をご披露いただ
いた。終始和やかな雰囲気の中、閉会
した。

「公認会計士豊水会」を開催 令和元年9月24日

【お問合せ先】 03-3515-1180（東京地方会）

「伊藤達也を囲む公認会計士の会」

大岡敏孝 衆議院議員 山田美樹 衆議院議員

衛藤征士郎 衆議院議員杉久武 参議院議員

野田たけし 衆議院議員

越智隆雄 衆議院議員 衛藤征士郎 衆議院議員

●2019年8月30日
宮本周司参議院議員（自民、比例①）
●2019年9月19日
大岡敏孝衆議院議員（自民、滋賀1区）
●2019年9月25日
山田美樹衆議院議員（自民、比例東京）

　2019 年 8 月22日、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
訪問を行った。本年 10月 16日に開催す
る政連パーティーのご案内を兼ねて挨拶
廻りを行った。1班は森公高政連会長、
手塚正彦協会会長、加藤達也幹事長、
2 班は柳澤義一副会長、小倉加奈子副

会長、3班は武内清信副会長、海野正
副幹事長、4班は峯岸芳幸副会長、佐藤
裕紀副会長に分かれて行った。国会が
閉会中であり、ほとんどの議員が地元と
のことであったが2名の議員にお会いする
ことができ、協会の動向などについて報
告させていただいた。

南九州地方会

宮本周司 参議院議員

　ホテル日航熊本において、「野田たけし
を囲む公認会計士の会」第６回通常総
会が開催され、政治連盟の森公高会長
を始め会員等２２名が出席した。
　総会では、林田素行会長の挨拶のあ
と事業活動報告及び会計報告があり承認
された。また、幹事の定数増に係る規約
改正案、次期役員候補（幹事２名増）
の提案が行われ、承認された。
　野田毅議員はご挨拶で監査の品質向
上に係る取組みについて触れられ、国政
報告では、国内経済情勢、財政問題と
社会保障制度、消費税の軽減税率導入

の影響など会員の関心が高い事項につい
て幅広くお話しをいただいた。
　懇親会は荒木幸介副会長の挨拶の後、
森政連会長から囲む会設立時の貴重な
お話があり、貞閑孝也南九州地方会会
長による乾杯の発声で開始された。
　野田毅議員は最近懸念されている日韓
関係など国際情勢について興味深いお話
しをされ、各テーブルの会員と和やかに
懇談し、質問にも気軽に応じられていた。
最後は、本吉幸雄幹事による恒例の「ガ
ンバロウコール」と、岩切英彦顧問による
挨拶で盛況裡のうちに閉会となった。

会費納入にあたりましては、5月中旬に送付しました「払込取扱票（コンビニ利用
可）」をご利用ください。（あずさ、あらた、仰星、新日本、太陽、トーマツ、東陽、みの
り、三優の各監査法人所属の方々には、法人本部を通してお願いしております。）
払込取扱票をご希望の方はお問合わせください。

政治連盟会費の納付についてお願い  （「預金口座自動振替」制度をご利用ください）

【お問合せ】 日本公認会計士政治連盟事務局　☎ 03-3515-1155　FAX 03-5226-3354

公認会計士12,000円 準会員1,200円政治連盟会費（年額）

なお、会費の納付に便利な「預金口座自動振替」制度（年1回引落し）をご利用ください。

囲む会のお知らせ どなたでもお気軽にご参加ください。 

日時: 令和元年11月26日（火） 18:30～
会場: アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北）
会費: 7,000円

【お問合せ先】 048-644-9050（埼玉地方会）

「村井英樹を囲む公認会計士の会」 日時: 令和元年11月25日（月） 18:30～
会場: 浦和ワシントンホテル
　 （埼玉県さいたま市浦和区）

【お問合せ先】  03-3515-1155（政治連盟）

「竹谷とし子CPA応援隊」 日時: 令和元年11月6日（水） 18:15～
会場: トニーローマ三番町（東京都千代田区三番町）
会費: 5,000円

　　　　　　　

　「公認会計士制度振興国会議員連盟」
の会長である衛藤征士郎衆議院議員（大
分２区）を支える会である「公認会計士
豊水会」（黒田克司会長）がアルカディア
市ヶ谷で開催され、48名の公認会計士が
出席した。
　衛藤征士郎議員は、国会議員として 42
年のキャリアがあり、現在は自由民主党の
外交調査会長及び税制調査会副会長と

してご尽力されている。
　国政報告では、九州・千葉での台風
被災についての政府の対応、外交面で
は日韓関係と北方領土問題についてわか
りやすく丁寧にご説明をいただいた。
　その後の懇親会では、各テーブルを回
っていただき、参加した会員と終始和や
かにご歓談され、とても有意義な時間を
過ごすことができた。


