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●
●

日吉雄太公認会計士国会議員が来会

「武村展英を囲む公認会計士の会」通常総会を開催

●

「義家ひろゆきと日本再生を語る会」
に参加

●
●

第20回武見セミナーに参加

「伊吹文明を囲む公認会計士の会」
を開催

●

■ 年末の議員会館挨拶廻り

愚直な実行で、
違う状況を作り出す！
第48回衆議院選では、政党の後ろ盾のない無所属で当選を果たした鷲尾議
員。28歳で政界に飛び込んだ公認会計士は、12年5期を経て、地元に信頼さ
れる中堅議員として活躍が期待されています。

◎日本公認会計士政治連盟 インタビュー

即断した無所属での立候補

即断した無所属での立候補
10月の衆議院選挙では当選おめでと

森

うございます。
鷲尾

会計士の皆さんには、地元の先生
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して、新潟県民の心をつかむ県民党として

を図っていました。
それが解散総選挙に突

た。私がこれまで訴えてきたことから考えれ

活動をしてきましたので、都民ファーストが

入して、その候補は無所属で衆議院選を

ば、
無所属以外の選択はなかったんです。

国政に進出するといっても、
そこに迎合する

戦うことになったんです。
そういう経緯もあっ

気持ちになれませんでした。

て、私が希望の党に行くわけにはいかんだ

評価が力になっていく

ろうと思い、無所属での立候補に至ったわ

森

けです。

されました。
この数はどうご覧になられますか。

県連代表とはどういうものですか？

森

評価が力になっていく
鷲尾議員は無所属で9万7,808票獲得

方をはじめ本当にご支援をいただいて有り

鷲尾

難かったです。

ての選挙の候補者擁立の責任者になりま

山田

民進党から希望の党に行かず無所属

す。新潟5区は解散総選挙の前に補欠選

りませんから、相当な葛藤があったと思いま

るのは自分だと思いたいので、
とにかく全力

で立候補されたのはどういう理由ですか。

挙があって、
自民党に対抗する候補者を民

すが。

で活動してきました。地元での活動は、一

私は新潟県の県連代表をしていま

進党、社民党、連合の3者で用意する調整

鷲尾

葛藤はありましたけれど、即断でし

軒、
一軒回って困っていることや日頃感じて

いることをお伺いするという本当に地道な

ることがどういう成果につながるのか、
また

い。ぜひ続けて欲しい」
と言われました。政

軍慰安婦問題が出始めて、戦後50年経っ

毎日です。私は12年前に28歳で初当選しま

自分の評価もわからないです。人間誰しも

権交代のメリットは、
これまでとは違ったやり

て出てくることにいかがわしさを感じたんで

したが、
これは運だと思っていて、運で選ば

評価されないと辛いですよね。やる気を一

方を政治権力を使いながら実行できるとい

す。
しかし当時の総理大臣は中国、韓国に

れたからこそしっかりやらなくてはいけない

人で持ち続けることは難しいですから。

うことです。

配慮しなければいけない、事実を捻じ曲げ

と愚直に続けてきました。
その結果、
自民党

山田

何かアドバイスをいただけますか。

の風が吹いていても違う状況を作り出すこ

鷲尾

森
鷲尾

民進党の地方組織の代表で、すべ

無所属ですと比例の復活当選があ

鷲尾

私は地元でいちばん信頼されてい

ただ私がどんなに必要だと思っても、有

ないといけないと言っている。
これはどういう

そこの世界だけに閉じこもっている

権者が政権交代は意味がないと思ってしま

ことかと義憤に近いものを感じて、
これを変

とができたのかなと思います。
自分の努力も

と自分の仕事の意味が見出せないと思いま

うと成立しません。
いまはそういう状態で、
野

えるには政治しかないと思いました。

誰かが見ていてくれる。
だからこそ、
これか

すので、経理部ではなくて営業の方と話し

党は政権批判を強めているし、
これからは

森

らも頑張るという気持ちになります。

たり、違う業界と触れ合うことが大切だと思

二大政党が難しい時代に入っていくかもし

鷲尾

評価は大事ですね。我が業界も大

います。数字の裏にある
「人」を知ると視野

れません。

か、官僚からなるかと考えましたが、落選す

切な仕事ですけれど、評価されていないと

が開けてきますから、そこに気づいていた

森

感じる若者が多いのが問題です。

だきたいですね。上司の皆さんも、
数字がど

十分にできないですね。

鷲尾 よくわかります。
私もそうでしたが、
大

ういう風に作られているかをいろいろな経

鷲尾

手監査法人は細分化されて自分のやってい

験の中で見せてあげて欲しいと思います。 さんの選択ですから、
その中で自分が役に

森

私がいま会計士業界に戻ったらそうします。

立てる道を探っていかなければいけないと

ませんでしたか？

思っています。

鷲尾

山田

無所属でできること

無所属でできること

森 これから無所属での活動になりますね。
鷲尾

1977年新潟県生まれ。東京大学経済学部卒
業、平成13年〜17年新日本監査 法 人。平成
17年、第44回衆議院選にて初当選。第48回
では12年に及ぶ民進党（民主党含む）から離
れ、無所属で立候補し当選。趣味は読書。

聖徳太子にあこがれて

聖徳太子にあこがれて
森

政治家になろうと思われたのはいつ頃

るとなんの保証もないですから、落選しても
稼げるようにと会計士を選びました。父が会
計士ということもあります。
政治家になるときお父さんは心配され
父は賛成してくれました。昔から
「お

前は政治家になると言っていた」
と言って
応援してくれています。
山田

大変お忙しい毎日だと思いますが、

ですか。

ストレス解消はどうされていますか。

遜色ありません。予算要望は与野党で立場

鷲尾 もともとは小学校の頃です。私は先

鷲尾 ボクシングと筋トレをやっています。

は違っても、結局、誰がつなぐかよりもどうい

天性の病があって、3歳のとき右肺の2/3を

山田

過激ですが、
大丈夫ですか。

う内容を地元から政府に出していくかがよ

切除しました。子どもの頃は医者から激し

鷲尾

今は大丈夫です。
ベンチプレスは最

ほど重要なのです。

いスポーツは止められていて、
プロ野球選

大で80キロぐらいあげますよ。

今後どのような政治を目指されますか。

手やサッカー選手にあこがれることができな

山田

おお、
すごいですね。

私が当初から民主党に席を置いた

かったんです。
それで自然と本を読むように

鷲尾

正義を貫いていくには力が必要なん

のは、二大政党で政権交代が可能な政治

なって、親からは野口英世の伝記をすすめ

です（笑）。

体制であるべきだと考えてきたからです。外

られましたが、
どうもぴんとこなくて、
ぴんとき

森

交・安全保障は現実的にやりながら、内政

たのが聖徳太子でした
（笑）。

です ね 。若 い

問題はこれまでの構造にしばられた与党で

森

聖徳太子ですか。

鷲尾議員に大

は変えられないところを変えていく。たとえ

鷲尾

聖徳太子は19歳で摂政、
つまり天皇

いに期待して

ば農業問題で、民主党政権のときに「戸別

陛下の代理をやっているんですよ。
この人

います。本日は

所得補償政策」を取り入れて、農家さんか

はすごいと感じて、
これが原点になっていま

ありがとうござ

ら
「こういう農政を初めて経験してすごくい

す。実際には1996年に大学に入った時、
従

いました。

鷲尾

鷲尾英一郎 衆議院議員

できませんね。
ただそれも国民の皆

はい。
サラリーマンから政治家になる

が、
質問や法律を作ることにおいてはあまり

森

PROFILE

無所属はいくつかの制約はあります

政権交代がないと、政治のチェックも

大学生の頃ですね。

頼もしい

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

平成29年11月11日

リーガロイヤルホテル広島で開催された我々 うそうたる顔ぶれである。全
の「岸田先生を囲む会」では、
ご挨拶に続き非 国の会員の方々もそれぞれ
常に分かり易く北朝鮮問題や国内の政情につ の地域で有力な国会議員
いてご報告いただいた。その後、岸田先生が の「囲む会」を積極的に組
各テーブルを回られ一人ひとりと歓談するとと 成されるようお願いしたい。
もに写真撮影ができる時間もあり、大変な賑わ そのことが、
「公認会計士
いとなって参加者の皆さんに喜んでいただくこ の明るい未来」へと広がり
とができた。

をもって繋がっていく。懇親

日本を代表して世界の政治の中心におられ 会のあとの会員の方々の満
る中国地方の国会議員の先生は、安倍総理、 足そうなお顔が、準備係と
岸田議員
（広島1区、
当9）
をはじめ、
宮沢議員、 して大きな励みとなった。
竹下議員、
石破議員、林議員、細田議員等そ

（会長 石橋三千男）

日吉雄太公認会計士国会議員が来会
第48回衆議院総選挙で立憲民主党から立 認 会 計 士 登 録 、
候補し、初当選された日吉雄太衆議院議員 49歳の公認会計

通常総会がホテルボストンプラザ草津びわ湖 長などに就任されご活躍されている。
で開催され、囲む会の木田稔会長、
田中正志

員会副委員長就任など協会会務に精力的に る。関 根 愛 子 協

加藤政連副幹事長の乾杯で始まった懇親

副会長、平居新司郎顧問、
そして本部政治連 会は、
武村議員が時間の許す限り会員一人ひ

ご協力いただいた経歴があり、静岡県伊東 会会長と懇談し、
市在住、
平成8年一橋大学商学部卒、平成9 今後の政治活動

「武村展英を囲む公認会計士の会」通常総会を開催
「武村展英を囲む公認会計士の会」第3回 である。現在は、
自民党財務金融部会副部会

（比例東海）が来会。
日吉議員は学校法人委 士国会議員であ

年公認会計士第2次試験合格、平成13年公

岸田文雄衆議院議員

盟から山田治彦幹事長、加藤達也副幹事長 とりと懇談され、膝を交えての意見交換の場と
日吉雄太衆議院議員

の豊富などについて意見交換した。

など17名の公認会計士が参加した。総会議事 なった。議員は常に地元を第一にと東奔西走
の後、武村展英衆議院議員（自民、滋賀3区、 されており、囲む会も更に強力に支援してま
当3）から国政報告をいただいた。公認会計士 いります。

「義家ひろゆきと日本再生を語る会」に参加
平成29年11月22日

東京プリンスホテルにて、衆議院議員「義家

国会議員である武村
議員は、第3次安倍
第2次改造内閣で内
閣府大臣政務官（金

ひろゆきと日本再生を語る会」が開催された。

融庁担当）
に就任さ

関根愛子協会会長、
山田治彦幹事長、
高品彰

れ、
公認会計士制度

副会長（神奈川県会会長）
、
「公認会計士によ

の充 実 発 展にご指

る義家弘介後援会」の須田均会長などが参

導いただいたところ

加した。義家弘介衆議院議員（神奈川16区、

武村展英衆議院議員

義家ひろゆき衆議院議員

自民、当3、参1）は、第3次安倍改造内閣で文

部科学副大臣に就任され、
現在は自民党財務 た小瓶のミルクでの「乾杯！」は、初めての経験
金融部会長として大いに活躍されている。

平成29年11月18日

である。今後も義家議員をしっかりと応援して

サプライズは「いせはら地ミルク」での乾杯 参ります。地元在住の会員をはじめ全国の会
であった。酪農家と伊勢原市の想いが形となっ 員のご支援をお願いします。

「伊吹文明を囲む公認会計士の会」
を開催
京都市内のホテルで「伊吹文明を囲む公 期ではないか」
と話されており、時には厳しい
認会計士の会」第2回通常総会が開催され、 指導もあるが本当に親しみのある京都出身の
木田稔囲む会会長、森公高政治連盟会長な 議員である。懇親会は、堀村不器雄顧問の乾

第20回武見セミナーに参加

平成29年11月29日

ホテルオークラ東京において「第20回武見セ

ど19名の公認会計士が参加した。総会議事の 杯で始まり、
伊吹議員が各テーブルを回られて
後、
伊吹文明衆議院議員
（自民、
京都1区、
元衆 意見交換が行われ、山田陽子囲む会副会長
議院議長、
当12）
より、
国政報告をいただいた。

ミナー」が開催された。
当政治連盟から森公高

伊 吹 議 員は折に

政連会長、
山田治彦幹事長、
柳澤義一副会長

触れ、
「日本は豊かで

などが参加した。診療報酬と薬価のダブル改

便利な国となったが、

訂の年であり、
セミナー会場は医療関係者で

I Tなどの進 歩で対

満杯であった。
「声もでかいし、顔もでかい、
た

武見敬三参議院議員

だ選挙に弱い」
との支援者の挨拶で会場に大 から、すべての人が有意義な人生を歩むこと
きな笑い声が溢れた。麻生財務大臣などの挨 ができる「人間の安全保障」の実現に向けて、
拶に続き、武見敬三参議院議員（自民、東京） 全力で取り組んでいくとの決意が示された。

の閉会の挨拶でお開きとなった。
政治連盟京滋地方会

平成29年11月25日

面での交流が少なく
なった。豊かさとは何
か、幸せとは何かを
改めて考えてみる時

伊吹文明衆議院議員

年末の議員会館挨拶廻り
平成29年12月11日

年末の議員会館挨拶廻りを行った。
関根愛子
協会会長、森公高政連会長、山田治彦幹事

衛藤征士郎衆議院議員

柴山昌彦衆議院議員

山田美樹衆議院議員

竹本直一衆議院議員

長、鈴木昌治副会長、柳澤義一副会長、淺井
万富副会長、井上東幹事長代行、海野正副
幹事長、北方宏樹副幹事長、佐藤裕紀副幹
事長の10名が４班に分かれて行った。10名の
議員にお会いすることができ、
協会の動向など
についてご報告させていただいた。

古賀 篤衆議院議員

衛藤征士郎衆議院議員

竹谷とし子参議院議員

伊藤達也衆議院議員

片山さつき参議院議員

武見敬三参議院議員

馳 浩衆議院議員

三原じゅん子議員事務所

