
公認会計士・国会議員である鷲尾議員が、外務副大臣に任命されました。鷲尾議員は「歴史オタク」
を自称するほどの歴史通。大局観を持ち、ブレない軸を打ち立ててきた強い意志と覚悟を伺いました。

インタビュアー：増田宏一（囲む会会長）、加藤義孝（囲む会会長代行）、森公高（政連会長）

鷲尾英一郎衆議院議員

増田宏一（囲む会会長）加藤義孝（囲む会会長代行） 森公高（政連会長）
Youtube わしお英一郎チャンネル『全力にっぽん
歴史ばなし』更新中。歴史を知るともっと日本が見
えてきます。ぜひご覧ください！
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加藤　外務副大臣就任おめでとうござ

います。

鷲尾　ありがとう

ございます。ひと

えに皆様方のおか

げです。

加藤　鷲尾議員は

まだお若いです

が、5期当選ですね。

鷲尾　もう16年に

なります。

加藤　会計士になる前から政治家にな

ろうと思われていたのですか。

鷲尾　一番のきっかけは、大学時代に

慰安婦問題や教科書問題に対して問題

意識が芽生えたことです。政治も自民

党、社会党、さきがけ政権があって大

丈夫なのかと思い始めました。それで

政治を勉強したいけれど、どうしたら

いいのかわからない。社会に出るにあ

たって、父が公認会計士ですから、何

か資格を取ると早く独り立ちして早く

政治の道にチャレンジできると考えて

公認会計士を目指しました。

　合格して新日本監査法人にお世話に

なり、そこで政治への道を開いていた

だいたんです。私と同じ部に配属され

た同僚が、ある衆議院議員の後援会に

入っていて、「鷲尾さんが政治の道に進

むんだったら紹介するよ」と生まれて初

めて議員会館に連れて行ってもらいま

した。

加藤　新日本監査法人が縁になったん

ですね。

鷲尾　感謝、感謝です。その方がいなか

ったら違う形になっていたと思います。

増田　鷲尾議員は民進党から無所属に

なり、いまは自民党で、そういうキャ

リアの方はいないのではないかと思い

ます。

鷲尾　政治の紆余曲折はすごいです。

16年のうち13年は党の代表を選ぶ選挙

に巻き込まれました。民進党では政権

交代も逆政権交代も、政党の移動も経

験しました。

　私は二大政党で是々非々でやるべき

だと思っていて、それを党の幹部に提

案し続けたのですが、民進党は批判一

辺倒で話はきいてもらえませんでした。

希望の党への合流も私は反対したんで

す。でも反対を表明したのは2人しか

いなくて、私はそういうところに与す

ることはできないと、3年前の選挙は

無所属で出ました。

増田　それで当選したから立派です。

新潟の有権者はちゃんと見ていますよ。

鷲尾　本当に厳しかったです。大勢に

逆らうことがいかに圧力がかかるか。

みんな希望の党に行けって言うんです

よ。でも自分とは主義主張が違う。根

性を試される極致でした。どの政党か

らも支援、推薦をいただかずに戦った

のは全国的にも私だけだと思います。

森　退路を絶って戦っていましたね。

鷲尾　わがままにつきあってくださっ

た後援者の方、有権者の方には感謝し

かありません。当選させてもらったと

き自分の胸に去来したのは、しっかり

地元のために活動していこうというこ

とでした。もうどこにもしがらみはあ

りませんから。それでそのあと内閣総

理大臣を指名する選挙で、私は自分の

名前を書いたんです。これも根性がい

りました。議場で最後読み上げられま

したもの。鷲尾英一郎くん、1票（笑）。

増田　それはすごい（笑）。

森　自民党に入られて1年半ほどで外

務副大臣は大抜擢ですね。

鷲尾　入党して半年で環境委員長をさ

せていただき、環境大臣の小泉さんと

1年間、グリーンイノベーションやグ

リーンファイナンスといった大掛かり

なものから、環境スタートアップ企業

のピッチコンテストまで取り組みまし

た。そして今回は総理から、「政治家と

して一度、外交をしっかりやっておき

なさい」とご下命をいただいて、もう喜

んでお受けさせていただきました。私

が政治家を目指したきっかけが慰安婦

問題や教科書問題ですから。いま日本

政府は全力で日本がこれまでやってき

たことを正当に評価してほしいと世界

に向けて活動しています。自分もその

一員に加わって、副大臣という立場で

携われるのはすごく幸せだと思ってい

ます。

森　尖閣諸島や南シナ海をめぐる問題

など外交・安全保障は全国民が注目し

ていますね。

鷲尾　日本としては、海洋というもの

は法の支配に基づいて、公平公正なル

ールでやっていくべきだというスタン

スです。いま「自由で開かれたインド太

平洋（FOIP）」という構想が進んでい

て、これもみんなで価値観を共有して

やっていこうというものです。しかし

時としてそうではない行動をする国も

ありますので、例えば尖閣諸島では、

日本が有効に支配しているわけですか

ら、しっかり物申していく。そしてこ

の状態を１ミリも動かさせない努力を

海上保安庁・防衛省と連携して24時間、

365日やっていくと。これは日本政府

も私自身もそういう気持ちです。

　れから菅政権の中で、農林水産物の

輸出が2025年に今の倍、2030年には５

倍にしようというプロジェクトがあり

ます。10月の農産物の輸出統計を見ま

すと、前年同期比で２割増なんです。

コロナ禍でも海外に対して売れている。

日本の質の高い農産物が求められてい

るのです。外務省としては、輸入規制

の緩和に取り組んで輸出拡大を目指し

ていきます。

　あと新潟県としては、拉致問題を解

決したい。でも北朝鮮は日本だけが言

っても聞きませんから、やはり米国等

との連携が必要です。バイデン政権を

注視しつつ働きかけていきたいと思っ

ています。

増田　本当に日本を背負って立つ仕事

をされていますね。

鷲尾　私は新日本監査法人で上場も海

外の子会社を持っている会社も金融関

係も、非常に幅広く見せていただきま

した。その時身につけたビジネスマイ

ンドが、経営者の皆さんと話すときや

海外との関係を考える際においても非

常に役立っています。監査の経験はい

ろいろな分野で役に立ちますので、ぜ

ひ公認会計士のみなさんも活動範囲を

広げていっていただけたらと思います。

増田　若い公認会計士はどんどん活躍

の場を広げていますので、鷲尾議員の

ご活躍はとても励みになります。がん

ばってください。

1977年新潟生まれ。東京大学経済学部卒、平成13-17年新日本監査法人。
平成17年、第44回衆議院選にて初当選、以後、5期当選。外務副大臣。感銘
を受けた政治家は原敬、岸信介、濱口雄幸。趣味はボクシング、読書。
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　11月26日、竹谷とし子議員（公明党・
参議院議員）を囲む会（竹谷とし子ＣＰＡ
応援隊）が開催された。
　竹谷とし子議員は公認会計士であり、
公明党と当協会の橋渡し役として、税制
改正ヒアリングの取りまとめや超党派の「公
会計推進議員連盟」など、日本公認会計
士政治連盟・協会に多大なご理解とご協
力を賜っている。

　今回の囲む会は公認会計士会館を拠点
とし、初のオンライン配信による開催となり、
100 名を超える全国の会員が視聴した。
　前半は竹谷議員と手塚会長が持続可
能な社会の発展に向けた報告制度につい
て対談した。後半は竹谷議員の国政報告
が行われ、オンライン配信の特性を活かし
て、多くの会員に竹谷議員の熱い想いを
届けることができた。

　森公高日本公認会計士政治連盟会長、
手塚正彦日本公認会計士協会会長、加
藤達也日本公認会計士政治連盟幹事長
（協会副会長）と公認会計士・国会議員
である、公明党３議員・若松かねしげ参
議院議員、竹谷とし子参議院議員、杉久

武参議院議員及び自民党２議員・
鷲尾英一郎衆議院議員、武村展英
衆議院議員が菅義偉内閣総理大臣
を表敬訪問し、懇談的に意見交換
を行なった。

衛藤征士郎衆議院議員と意見交換立憲民主党財務金融部会における
税制改正要望ヒアリングに参加

若松かねしげ「国政報告会」に参加

「うえの賢一郎を囲む公認会計士の会」
第3回通常総会を開催

公明党 日本公認会計士懇話会に参加

活 動 報 告

「竹谷とし子ＣＰＡ応援隊」
国政報告会を開催

菅義偉内閣総理大臣を表敬訪問

　11月2１日、「うえの賢一郎を囲む公認
会計士の会」第3回通常総会が彦根キャッ
スルリゾート＆スパにて開催された。うえの
賢一郎議員のおひざ元である滋賀県彦根
市での初めての開催であった。総勢11名
の公認会計士が参加した。
　総会では、森田淳一囲む会幹事長によ

る司会に始まり、森公高政連会長の挨拶
の後、田中正志囲む会会長により議事が
進行され、活動報告、収支報告及び役
員案及び顧問委嘱案、次期活動計画（案）
が承認された。うえの議員からは、コロナ
禍対策等を中心とした最近の諸問題とそ
の対策を中心に国政報告をいただいた。

　衆議院第２議員会館にて、公明党日本
公認会計士懇話会（会長：石井啓一衆議
院議員）と日本公認会計士協会との会合が
開催され、森公高政治連盟会長、手塚

正彦協会会長、ほか多数の役員が出席し
た。懇話会では、来年度の税制改正に関
する要望について説明を行った後、活発
な意見交換が行われた。

　衆議院第２議員会館にて、立憲民主党
（財務金融部会長：牧山ひろえ参議院議
員）と日本公認会計士協会との税制改正

要望ヒアリングが開催され、手塚協会会長
ほか多数の役員が出席した。ヒアリングの
後、活発な意見交換が行われた。
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