
●  Vision2020 第42回セミナー及び賀詞交歓会に参加
●  若松かねしげ参議院議員が来会
●  「参議院議員三原じゅん子さんを励ます会・神奈川」
　に参加
● 「高市早苗氏を囲む公認会計士の会」
　第５回通常総会を開催
●  鷲尾英一郎衆議院議員が来会
●  公明党日本公認会計士懇話会に参加

■ 日本公認会計士政治連盟インタビュー
　 “国の決算”を未来に活かそう！

■ 活動報告
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PROFILE

（前参議院議員 公認会計士）（政治連盟会長）
おだち源幸

参議院財政金融委員長と財務大臣政務官の経験を持つ公認会計士、
おだち源幸氏が、自民党から公認を受け、7月に行われる参議院選挙の
候補予定者となりました。「やり残したことがある」と語るおだち氏に、国
政に向かう志を伺いました。　

“国の決算”を“国の決算”を
未来に活かそう！未来に活かそう！

もとゆき 

◎日本公認会計士政治連盟インタビュー  おだち源幸氏
もとゆき 

森　おだちさんは平成16年から2期12年
にわたり参議院議員として活躍されました
が、平成28年の参議院選では誠に残念で
した。
おだち　森会長には何度も大阪に来てい
ただいて本当に感謝しています。私の力足
らずで申し訳なかったと思っています。

森　いろいろな思いがあったと思いますが、
3年間どのように過ごされていたのですか。
おだち　政治から離れて民間人に戻った
ことで、いろいろな経験ができました。現職
の時は行動の制約があって、行きたいとこ
ろになかなか行けないんですよ。この3年間
は、私のライフワークであるアジアとの交流
を深めてきました。特にベトナムは 30 回ほど
行って、ビジネスと政治的な関係を兼ねて
現地の方 と々非常に良いパイプを作らせて

いただいています。
　公認会計士としては、現場の皆さんと交
流する機会が増えて、現場で起こっている
問題やこれからの会計監査の在り方など
肌で感じることができています。3年前を振
り返ると、当時の私の主張、民主党の主張
は、現場と乖離していたと思うんですね。で
すから、自分の思い込みではなく、本当に日
本の国にとって何が必要か、私に何ができ
るのかを見直す良い機会になりました。

森　公認会計士として生きていく道も考え
られたのですか。
おだち　政治家も公認会計士もコンサルタ
ントもゼロベースでした。その中で自分が動
けば動くほど、自分には政治が向いている
なと思えてきたんです。

森　7月の参議院選挙では、自民党から公

認を受けて立候補されますね。
おだち　12年間の国政生活と3年間の充
電期間を経て、提案する力をつけさせてい
ただいたと思います。政治家としては実行
することが何より大事ですから、与党の一
員としてもう一度現職に戻らせていただき
たいと思っています。
森　そもそもおだちさんは、なぜ政治家に
なろうと思われたのですか。
おだち　職業会計人として、税金の使い
方に疑問を持ったことがきっかけです。国の

予算、決算のあり方が非常にずさんだとい
う思いがあって、なんとか国の会計制度を
複式簿記にしてしっかり財務諸表を作って
いきたいと思いました。
森　私も国政に接する機会がありますが、
予算を取ればそこで終わりで、それをどう
使ったかというチェックが弱い印象ですね。
実際、参議院の財政金融委員長や財務大
臣政務官を務められて、どのような実感を
持たれましたか。
おだち　まさに決算が軽んじられていると
思いました。当時は2年遅れで決算審議を
していましたので、2年も前のことを誰も気に
しないわけです。民間であれば決算から
3ヶ月以内に株主総会がありますから、比
ぶべくもありません。私は参議院では決算を
重視しようと相当力を入れました。タイミング
的にも決算審議が1年以内に始められるよ
うになりましたが、それでも予算編成には間
に合いませんから、予算は決算を検証する
ことなく作られていきました。
　財務大臣政務官で予算編成に加わって
驚いたのは、財務省をのぞいて厚労省、文
科省、国交省、経産省などほぼ全ての省庁
がお金を使いたい側の方たちなんですよ。
役所と族議員がどんどん予算要求をしてき
て、多勢に無勢で、それを跳ね返すのが至
難の技なんです。本当に国民にとって正し
い税金の使い方なのかと疑問を感じながら
予算が出来上がっていく現実を目の当たり
にして、やはり心ある同志をたくさん作らな
いと、特に会計士の資格を持った議員を一
人でも多く増やして、同じ思いで進めてい

かないと改革は難しいと思いました。

森　2016年に民進党から国の財務諸表の
開示について定める「公会計法案」を出し
ましたね。
おだち　私がやり残したと思うことは、それ
なんです。「公会計法案」は提出しました
が、成立していません。今、国の財務諸表は
財務省が自主的に作っていますから、優先
順位があまり高くないのです。役所というと
ころは法律がバイブルですから、法律がない
と動かないんですよ。決算の検証をしない
まま国の予算が決められている今の状況を
変えるには、どうしても法制化が必要です。
　もう一つ会計士業界に関することで言う
と、「公開会社法」も進めていきたいと思って
います。上場会社は、開示は金融商品取引
法、ガバナンスは会社法に規制されていて、
企業も揺れますし、会計士も大変な思いを
していますよね。監査時間と監査報酬の問
題もありますし、新しい時代の会計・監査
のあり方を会計士協会の皆さんと一緒に考
えて、法改正を実現していきたいです。
森　社会福祉法人や医療法人の監査もス
タートして、業務内容も働き方も変わってき
ていますから、様 な々面でサポートしていた
だければと思います。
おだち　社福や医療法人は、監査と同時
に経営のあり方も会計士がアドバイスすると
いうことで、効果的なお金の使い方を促す
良い制度だと思います。ぜひ若い会計士の

皆さんも、資本市場だけでなく非営利分野
や様 な々分野にチャレンジしていただきたい
です。私にも“ アジアの未来をつくっていき
たい ”という目標があります。私はアジアで
交流を重ねる中で、ビジネスでも平和の面
でも、日本がリーダーにならなければいけな
いと感じています。国と国が良い関係を築く
には自分の国さえ良ければいいという考え
ではダメで、思いを共有する人と人との交
流がないと成り立ちません。そこに政治の
役割があると思うのです。
森　良い関係性を築いて未来をつくってい
くことが大事ですね。バイタリティ溢れるおだ
ちさんですが、ご趣味は狩猟だそうですね。
おだち　猟友会に入って21年になります。
自然の中で全てを忘れて集中できることが
魅力ですが、最近は畑や住宅地にシカやイ
ノシシが現れてそれを食い止めなければい
けなかったり、クマが出たからなんとかして
という話で、趣味というより公的な仕事に
なっているんですよ。
森　クマが相手ですと命がけですね。
おだち　本当にそうです。私は命の危険を
感じたことはないですけれど、気象条件や
時間などで動物の動きは変わりますから、
いろいろ総合的に考えなければいけません
し、でも最後は直感なんですよ。そこが難し
いところでもあり面白いところですね。
森　いろいろな方面で活躍されているおだ
ちさんに、7月の参議院選ではぜひ当選して
いただいて、我が業界の可能性も広げてい
ただきたいと思います。応援していますので
頑張ってください！

政治家としての志

現場から見えてきたこと

日本国の予算と決算の
作り方



活 動 報 告

Vision2020 第42回セミナー及び
賀詞交歓会に参加 平成31年1月22日

平成31年2月13日

平成31年2月6日

平成31年2月5日

「参議院議員三原じゅん子さんを励ます会
・神奈川」に参加 神奈川地方会

平成31年2月9日近畿地方会

　甘利明衆議院議員（自民党・選挙対策
委員長）が代表を務めるVision2020のセ
ミナー及び賀詞交歓会に、森政連会長、
山田幹事長、高品神奈川県会会長、須田
会員（公認会計士による甘利明後援会会
長）が参加した。
　前半部のセミナーでは甘利議員本人が
登壇し、日本の知的財産に関する諸問題、

鷲尾英一郎衆議院議員が来会

平成31年2月14日

　鷲尾英一郎衆議院議員（無所属・新潟
2区・公認会計士）が、公認会計士会館に
ご挨拶で来館された。
　鷲尾議員は森政連会長、山田幹事長と
懇談し、ご自身の政治活動や地元新潟の
状況などについて説明をされた。2冊目の
書籍の執筆もご予定されているそうで、政
治連盟は今後の鷲尾議員の熱意あふれる
政治活動を更に支援していく。

公明党日本公認会計士懇話会
に参加
　衆議院議員第一議員会館で公明党日
本公認会計士懇話会（魚住裕一郎参議
院議員＝会長）と日本公認会計士協会及
び日本公認会計士政治連盟の会合が開催
され、関根協会会長、森政連会長、山田
幹事長（協会副会長）が、懇話会所属の

　ロイヤルホールヨコハマにて、参議院議
員三原じゅん子さんを励ます会・神奈川が
開催され、「公認会計士による三原じゅん
子後援会」の須田均会長、柴田叙男幹事
長が出席した。神奈川地方会からは、高
品彰会長、清水要吉名誉会長、猪鼻久
義副会長が出席し、三原議員との交流を
図った。
　会には菅義偉内
閣官房長官をはじ
め、多くの神奈川
県内の国会議員、
地方議会議員が駆
けつけ、三原議員
への激励の挨拶が
あった。三原議員
（自民、神奈川県、
当2）は、現在、参議
院における消費者

とりわけ知財の中核を担う大学法人改革の
話題に始まり、国際社会におけるデータ利
用についての諸問題、データビジネスにお
ける競争などについて分かりやすい講演が
行われた。後半部の賀詞交歓会は、ユー
モラスな甘利議員の人柄があらわれたよう
な穏やかな雰囲気の中、参加者同士や参
加者と甘利議員が懇談した。

若松かねしげ参議院議員が来会

　若松かねしげ参議院議員（公明党・比
例・公認会計士）が、公認会計士会館に
来館され、森政連会長と今国会の展望や
今後の政治活動について懇談した。若松
議員は国会議員としての活動を精力的にこ
なし、また、公認会計士としての知見を活
かして国政改善に取り組まれている。
　政治連盟は、今後も選挙時の推薦など
を通じて若松議員への支援を続けていく所
存である。

問題に関する特別委員会の理事を務めら
れている。自由民主党では女性局局長に
就いておられ、精力的な活動について報
告があった。
　政治連盟では「公認会計士による三原
じゅん子後援会」を平成28年に設立し、
神奈川県会会員を中心に、三原じゅん子
議員の活動を支援している。

「高市早苗氏を囲む公認会計士の会」第５回通常総会を開催
　「高市早苗を囲む公認会計士の会」第
5 回通常総会（及び国政報告）並びに懇
親会がシェラトン都ホテル大阪にて開催さ
れ、公認会計士 45 名が出席した。
　高市早苗議員は、自由民主党所属の
衆議院議員（奈良県２区：当選８回）で、
現在は自民党で衆議院議院運営委員長を
担当されている。
　総会では、当会の役員人事の承認及び
平成 30 年度収支報告があった。その後、
高市早苗議員から、ご本人の関心事であ
るサイバーセキュリティに関連した執筆の披
露があり、セキュリティ対策がいかに喫緊
の課題であるかという説明があった。

国会議員と懇談した。関根会長から、協会
の現在の取組と課題についてひととおり説
明のあった後、意見交換が行われ、行政手
続にも監査まではいかずともAUPなど何ら
かの第三者によるチェックができないかとい
ったことについて話題があがった。

若松かねしげ 参議院議員

甘利 明 衆議院議員

　続いて開催された懇親会では、高市議
員が各テーブルすべてを回って積極的に

意見交換などをすることで会員との懇親を
深めた。また、会員相互も懇親を深める

機会となった。

鷲尾英一郎 衆議院議員
三原じゅん子 参議院議員

高市早苗 衆議院議員


