
森　衛藤議員は1977年から私どもの議連
に参加いただいていて、もう40年以上、我
が業界を支援していただいています。
衛藤　私が参議院議員に初当選したとき
からですね。
森　当時、会計士は数千人だったと思い
ますが、今は、昨年 11月の合格者を入れ
ると3万8千人を超えています。この間、税
理士法改正の問題や企業の不正事件など
いろいろな問題がありましたが、衛藤議員

は公認会計士業界をどのようにご覧になら
れてきましたか。
衛藤　資本市場の信頼性確保の一端を
担っています。また企業が戦略を策定する
ための正しい財務情報を確保して、健全
な経済の成長に資する仕事をされていると
敬意を表しています。日本経済の持続的
成長のための重要なインフラそのものです。
　数々の事件や問題点は、議連や企業
会計小委員会で共通の問題意識として
持ってきました。特に大企業の会計問題で
は、監査の品質向上が極めて重要な課題
になっています。政府においてローテーショ

ンの導入、監査法人のガバ
ナンスコードの策定、監査上
の主要な検討事項を監査報
告書に記載する制度の導入
など行われてきましたが、そう
した施策に真摯に取り組まれ
ており、公認会計士の皆さん
の誠実さを感じています。

衛藤　公認会計士の活躍のフィールドが
非常に広がってきていますね。一定規模

以上の社会福祉法人、医療法人に公認
会計士の監査が義務付けられ、ガバナン
スの強化、経営の透明性が確保されるよ
うになったと力強く思っています。それから
社外役員への就任が多いですね。上場
会社 3700社の半数以上で、1600名を超え
る公認会計士が社外監査役あるいは社外
取締役に就任しています。
森　東京証券取引所のコーポレートガバナ
ンス・コードで、独立社外役員の選任が
必要になり、我々の機能が要求されるよう
になりました。
衛藤　ガバナンス・コードでは「監査役に
は特に財務会計に関して十分に知見を有
しているものが１名以上選任されるべきで
ある」となっていますから、これはまさしく
公認会計士のことですね。私が皆さんに
期待するのは経営陣と対等に対峙できる
力を持って欲しいということです。SDGsを
見据えた取り組みも増えていますし、
TPP11、EPAなど大きな流れをキャッチアッ

プしていただきたいです。
森 SDGs に取り組む企業は、ESG
（environment, social,governance）経営
を強化して情報開示も進展しています。そ
の開示内容の品質を担保するために、公
認会計士も環境、社会、ガバナンスの観
点から企業の取り組みをしっかり見ていま
す。SDGsについては、日本公認会計士協
会も2015年に国連から公表された翌年に
支持表明をして、会計基礎教育などパブリッ
クに貢献できるものに力を入れています。

森　私たちに対してもっとこうした方が良
いといったアドバイスをいただけますか。
衛藤　やはりコミュニケーションですね。
公認会計士と国会議員のコミュニケーショ
ン、あと金融庁の担当者を加えた３者コミュ
ニケーション、こうした場をもっと持ったら

いいですよ。
森　国会議員の
方々の中で、会
計や監査に対す
る理解は進んでき
ているでしょうか。
衛藤　以前と比
べると経済、金融
の専門知識を持
つ国会議員は増
えていますし、財
務、税務、予算
についてはみんな
勉強していると思

います。ただ、公認会計士の監査となると、
非常に専門的だからとやや遠くから見てい
る感じかもしれませんね。
　公認会計士の分野は、専門的で難しい
と刷り込まれているのだと思います。だから
生半可な知識でものを言うのはよろしくない
から「お任せしよう」となり、するとそこに
距離感が生まれます。組織内会計士や社
外役員など、幅広く活躍していることも知
らない議員は多いと思いますよ。
森　我 も々わかりやすく説明する工夫が足
りなかったかなと思います。そういう勉強
会をしてもいいでしょうか。
衛藤　いいと思います。わかりやすく、共
感を感じられるような場をぜひつくってくだ
さい。

森　いま衛藤議員がお持ちの問題意識は
なんですか。
衛藤　国家財政が非常に脆弱ですね。
今年度の税収見込みは 62兆 5千億円と言
われていましたが、実際は60兆3千億円程
度で2兆数千億円を赤字国債で賄わなけ
ればいけなくなりました。2兆数千億円の見
込み違いは、公認会計士の先生方からす
ると「主税局、何をやっている」ということ
ですよね。
　日本は GDP も GDP に対する消費も落
ちています。ヨーロッパは人口が減っても、
GDPも消費も賃金もぜんぶ上がっている。
なぜなら、消費税が20％で皆さんに負担し
ていただいているから、年金、医療、介護、
子育て、老後がカバーされていて不安が

ありません。私は消費税は上げていくべき
だと思っていますが、すぐには難しいです
から、いま考えているのは最低賃金を上げ
て、全国で一元化することです。イギリス、
フランス、ドイツは、最低賃金が国内で統
一されています。パリで働いてもマルセイ
ユでも同じ。日本は九州と東京では 230円
ぐらい違います。年間にすると45万円も違う。
ですから自民党の中に「最低賃金一元化
推進議員連盟」を作りました。私が会長で、
他の政党からも注目されています。韓国と
日本では、韓国のほうが最低賃金が高い
のですよ。大学卒業生の賃金も韓国の方
が日本の1.5倍のレベルです。日本もボーと
していてはチコちゃんに怒られる（笑）。

森　今年は最低賃金一元化がテーマにな
りそうですね。
衛藤　議員立法でぜひやりたいと思ってい
ます。今年は積極的に動いていきますよ。
動く、動かす、『動』が今年のテーマです。
土井たか子さんは「山が動く」と言いました。
賃金を上げたら家計の所得底上げになり、
経済の底上げになります。経済界は反対
しますが、最低賃金を引き上げた会社に
対しては雇用調整助成金など国や地方自
治体の支援策をしっかり作っていきます。
そうして企業の460兆円の内部留保金を最
低賃金アップや中小企業への投資に回るよ
うにしたいと思っています。
森　我 も々積極的に動いて社会に貢献し
ていきたいと思います。本日はありがとうご
ざいました。

会計士の活躍の広がり

衛藤征士郎議員が、自民党の公認会計士制度振興議員連盟に参加したのは1977年。40年以上にわたり、
共に歩んでこられたその目に公認会計士はどう映っているのでしょうか。忌憚のないお話をいただきました。

40年越しの見解

わかりやすい
コミュニケーション

国家財政と最低賃金
今年は「動」で行く

日本公認会計士政治連盟インタビュー

【インタビュアー】 森公高政連会長

衛藤征士郎 衆議院議員森 公高（政治連盟会長）
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昭和16年 大分県出身
昭和41年 早稲田大学政経学部卒業
昭和46年 玖珠町長（全国最年少の２９歳の青年
 町長）
昭和52年 参議院議員（大分地方区）に当選
昭和58年 衆議院に初当選　以後12期連続当選
平成21年 衆議院副議長（第64代）就任
現在 自民党外交調査会長、自民党税制調
 査会副会長
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令和元年7月12日

令和元年12月9日

令和元年11月26日

令和元年12月10日

「そのけんを囲む公認会計士の会」
第2回通常総会及び懇親会を開催
　7月12日（金）、ビストロ賛世利亭（市川
市）において「そのけんを囲む公認会計士
の会」（薗浦健太郎衆議院議員・自民党・
千葉県第5選挙区）の第2回通常総会及
び懇親会が開催された。千葉会の会員を
中心に多数出席のもと、毛塚会長の挨拶
で始まり、事業活動報告並びに会計報告
について慎重審議が行われ、全員一致で
承認された。
　続いて、薗浦議員より、ご挨拶と国政報
告が行われた。全員オフレコが約束されて

「伊藤達也を囲む公認会計士の会」
第4回通常総会及び懇親会を開催

いるため、かなりすれすれの素晴らしい講
話であり、一同が驚きの連続だった。内閣
総理大臣補佐官の要職を精力的にこなし
ている薗浦議員のますますのご活躍が楽
しみである。
　集合写真を撮影した後、加藤達也政
連幹事長より、ご挨拶並びに乾杯のご発
声で懇親会が開催された。懇親会では、
薗浦議員が全員と意見交換され、特に若
手会員は直に議員と直接意見交換できた
ことを大変喜んでいた。

　12月10日（火）、「村井英樹を囲む公認
会計士の会」第３回通常総会及び懇親会
が浦和ワシントンホテルで開催された。通
常総会では会計報告の承認、役員の承

認等の議事が進ん
だ後、村井議員
から社会保障改革
を中心とした国政
報告が行われた。
　総会に続く懇親

会では、和やかな雰囲気で懇談が進み、
村井議員も積極的に各出席者を回って名
刺交換等を行い出席者との親睦を深めた。
　会には26名の会員が出席し、政治連盟
の森会長、加藤幹事長を始め、埼玉地
方会の佐久間幹事長、埼玉会の小山前
会長らも出席した。これらの方々による挨
拶もあり、親睦を深め合い、２時間の会を
終えた。

　「伊藤達也を囲む公認会計士の会」第
４回通常総会及び懇親会が、アルカディア
市ヶ谷で開催され、会員35名が出席した。
　伊藤達也議員は自民党所属の衆議院
議員であり、金融担当大臣、衆議院財務
金融委員長等を歴任され、現在は衆議院
の東日本大震災復興特別委員長、予算
委員会委員、自民党の競争政策調査会
長、社会的事業推進特別委員長、東京
2020 実施本部長代理としてご活躍されて
いる。
　総会は、同囲む会の髙德信男幹事長
による司会（議長兼任）のもと、玉木國
隆会長が会務報告等を行い、いずれの議

「山田美樹を囲む公認会計士の会」
第3回通常総会及び懇親会を開催

　「山田美樹を囲む公認会計士の会」第3
回通常総会及び懇親会が、アルカディア市
ヶ谷で開催され、会員24名が出席した。山
田美樹議員は、自民党所属の衆議院議員
であり、外務大臣政務官を務められた経験
を持ち、現在も衆議院財務金融委員会や
自民党経済産業部会副部会長として活躍
されている。
　総会は、坂本亮幹事長が会計報告等を

「村井英樹を囲む公認会計士の会」
第3回通常総会及び懇親会を開催

案も滞りなく承認された。
　伊藤議員の国政報告では、『米中新冷
戦とデジタル経済の未来』と題して、世界
の中で立ち遅れている日本のデジタル経済
について、「米国発４大企業ＧＡＦＡの現
状」と「ＺＨＤ（ソフトバンクグループ傘下の
ヤフーなど）とＬＩＮＥとの経営統合によるデ
ジタル経済への取り組み」、更には未来を
見据えた世界新経済圏的な視点から、米
中のどちらかをパートナーとして選択すべき
岐路がいずれ到来する可能性がある話題
など、我が国日本が置かれている現況を
踏まえて説明して頂いた。

薗浦健太郎 衆議院議員

行い、いずれの議案も滞りなく承認された。
　引き続き行われた山田議員の国政報告
では、憲法改正をはじめ、外為法改正や５
Ｇ投資減税、国際課税、デジタル通貨など
財務金融分野の主要テーマについて説明
が行われるとともに、今後、監査の世界も
様々な変革を迎えていくと考えており、公認
会計士に引き続きご指導いただきたいとの
依頼があった。

片山大介 参議院議員

辻元清美 衆議院議員

櫻井 周 衆議院議員 末松義規 衆議院議員

古本伸一郎 衆議院議員

伊藤達也 衆議院議員

辻元清美 衆議院議員

大串博志 衆議院議員

村井英樹 衆議院議員

鷲尾英一郎 衆議院議員

山田美樹 衆議院議員

片山さつき 参議院議員

吉野正芳 衆議院議員 塩崎恭久 衆議院議員

「2019 参議院議員片山さつき
政経セミナー」に参加

片山大介参議院議員が来会辻元清美衆議院議員
・大串博志衆議院議員が来会

共同会派「財政金融合同部会」に参加

活 動 報 告

令和元年11月19日

「わしお英一郎 育てる会」に参加
令和元年11月19日

吉野正芳衆議院議員「福芳会」に参加
令和元年11月29日

塩崎恭久衆議議員を訪問
令和元年12月3日

令和元年12月4日

令和元年12月10日

令和元年12月11日

お詫び
先月の政連ニュース第452号において、懇親
パーティーにご出席いただきました田中和德
衆議院議員のお写真を掲載いたしましたが、
議員のお名前に誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げます。

埼玉地方会

千葉地方会


