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越智　大好きです。幸せな気持ちになりま
す（笑）。
毛利　こだわりがあるのですか。
越智　折り目正しいというのは重要です
ね。ワイシャツは洗濯屋さんに出しますが、

返ってきたものを朝もう一度アイロンします。
ズボンは毎日かけるとテカテカになるので数
日に一度。カジュアルなシャツ、ハンカチも

かけますよ。これが毎朝の日課です。
毛利　小さい頃から几帳面なのですか。
越智　社会人になってからです。銀行に
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越智隆雄 衆議院議員

入って3年目にフランスのビジネススクール
に行かせてもらい、自分で家事をやるよう
になりました。洗濯機がなかったので洗面
所で洗うのですが、最も効率的に早くきれ
いに洗う方法を考えているうちに洗濯が好
きになって、その流れでアイロンがけも好き
になりました。洗濯もアイロンも、ちゃんとや
れば必ず出来上がって達成感がありますよ
ね。今の仕事は一生懸命やっても成就す
るか分からないですから、だからアイロン
は大好き（笑）。

毛利　政治家を目指されたのは、お祖父
様である福田赳夫元総理の影響ですか。
越智　小学校の時は一緒に暮らしていて

「世界の人口は何人？」、「日本人は秋刀魚
を年間何万トン食べる？」といったことを聞か
れて育ちました（笑）。ですから国の経営
にはずっと関心があって、いずれは政治
家と思っていました。
　学生時代は東南アジアのNGO活動の
手伝いをしていたので国際関係に進みた
かったのですが、祖父に「まず日本の社会
を勉強しなさい」と言われ、86年に金融機
関に入りました。90年代後半、アジア通貨
危機があった頃、政策新人類と言われる
渡辺喜美さん、石原伸晃さんたちが活躍
されているのを見て、これは早く政治家に
なりたいと思いました。その頃、私は銀行
で証券会社や新しい会社を作る仕事をし
ていて、大蔵省や政治家にルールを決め
られることに反発を感じていたんです。金

融のことをよりわかっている人間がルールを
決める側にいくべきだと思って、99年に銀
行をやめました。
　国の経営について大きな枠組みで考え
たいと思い、立候補する前に大学院に行
って日本の政治史、外交史を学びました。
尾内　立派なお祖父様がいらっしゃり、ご
自身も東大の大学院を出られていて完璧な
ご経歴ですね。我々からすると少し近づき
難いような（笑）。　
越智　いや、僕の人生は挫折の連続です
よ。銀行でも競争の中にいましたし、辞め
た後、一旦は親父（越智通雄元衆議院議
員）の秘書になったのですが、ある発言で
親父は金融大臣を更迭され、その年の総
選挙で落選してしまいました。僕は「越智と
いう苗字ではもう政治家になれない、将来
が途絶えた」と思って二日間寝込みました。
そこから一度ゼロベースに戻って、自分の
力で理想の政治家像を実践していこうと大
学院を受験したのです。
尾内　挫折からのスタートだったのです
ね。
越智　36歳の時です。電話線を切って真
剣に勉強しました。

尾内　理想とする政治家とはどういうもの
ですか。
越智　国の経営をする政治家です。「総
理や大臣の仕事」と「議員の仕事」は違うと
思っています。議員は皆さんの声を国政に
届ける人です。日本は議院内閣制ですか

ら、選挙で議員が選ばれて、その中から
総理や大臣が選ばれていく。だから、必
ずしも国全体の経営を見る気持ちがある
人が多いわけではありません。この国の経
営が主要国の中でも劣悪で、人口は伸び
ない、コロナ対策もできない、借金も増え
ていくのはそのためです。僕は近寄り難い
と言われてしまうかもしれないけれど、国を
経営する政治家を実践したいと思っていま
す。
尾内　「私は庶民の味方です」と言われる
よりも「国の経営をします」と言っていただい
たほうが信頼が置けます。なかなかそこま
でおっしゃる方はいませんから。
越智　財政については、６月に骨太の方
針が決まり、2025年までに基礎的財政収
支を黒字化すると堅持しました。実は去年
の12月まで、永田町では「財政はもういくら
出してもいい。今まで問題にならなかった
からこれからも出すぞ」という雰囲気が支
配的でした。みんな、財政健全化を諦め
ていたんです。私は財務省に財政健全化
に対する意思を示すように言いました。す
ると財務省は「総理にその気がないので示
せません」という雰囲気。「だったら財務省
が出す法案は審議しない」と啖呵を切りま
した。そこまで言ってやっと、１月の国会の
財務大臣演説で示されて、そこから大臣
が言ったのだからと財務省も議論ができる
ようになりました。
尾内　財政健全化をあきらめているのは信
じられないですね。日本の借金は大変で、
国民の私的財産を当てにしているのはお

かしな話ですよね。
越智　おかしいです。もう財政再建という
よりも財政秩序が保たれていないということ
です。だから何を出すにも躊躇する。秩
序が保たれていれば教育費、科学技術な
ど必要なところにお金が出せるのです。
　財政というのは、意思の話なんですね。
予算を出すか出さないか、税金を取るか
取らないかということですから、これはマネ
ジメント可能です。だけど今は、政治や行
政が意思を持っていない。だから僕は1月
から党で何十回か会議を開いて財務省と
国会議員に事実と理屈を説明し、秩序を
保とうと勇気付けました。財務省も予算の
限界の目安を決めたかったのです。そして
5月に提言を菅総理のところに持って行き、
菅総理も「これでいこう。ありがとう」と合意
されて、6月の閣議決定となりました。
尾内　財務省と国会議員を教育されてい
たのですね。国会議員を選ぶ国民にも教
育が必要ですね。
越智　教育というと上から目線になるの
で、感覚の共有ですよね。私は啓蒙活動
をやりたいとずっと思っていて、折々に講演
会もやっています。昨年、米州の大学に
留学している日本人学生に授業をしたとこ
ろ、「日本はコロナで予算をたくさん使いま
したが、財源は何ですか？」と質問がきまし
た。カナダに5年住んでいる学生でしたが、
こういう質問は日本にいる学生からは出な

いです。学生だけではないですね。日本
では財源の議論をほとんどしません。主要
国では、予算をくれという話と財源をどうす
るかという話はセットでする。もらった分は
必ずリターンをする。だけど日本にはその
習慣がないんです。
尾崎　なぜだと思いますか。
越智　一つはお上は万能だという意識が
昔からあって、思考停止になっている。も
う一つは先ほどの個人金融資産の話と、
あと対外純資産が350兆円以上あって、
日本は世界最大の債権国だから大丈夫と
いう感覚できてしまい、知らない間に1200
兆円の債務ができてしまったということだと
思います。

尾崎　越智議員はどのような経営を考えて
いますか。
越智　次世代が安定して暮らしていける
持続可能な構造を作るために、人、モノ、
金で考えています。
　人は人口問題です。このままいくと2100
年に5,000万人になるという人口構造を改
善するために、産み育てやすい環境をつく
る。モノは競争力。日本のDXはどの国よ
りも遅れていますから、これを追いつかせ
たい。金は財政です。財政出動ができる
構造に変えなければいけません。

　人口問題で言うと、「二地域居住」を提
案しています。二地域居住は34年前から
ある施策ですが、コロナで人々の欲求とし
て都会でなくてもいいという動きが出てきま
した。僕は明日プレゼンするのですが、二
地域居住で住みやすい住環境をつくり少
子化対策、老後の生活保障対策、地方
活性化、結果として人口が増えるという作
戦を考えています。
　減少する人口を取りあって移住を進める
のではなく、一人が2倍の土地を使えばい
い、家を2軒ずつもてばいいという発想で
す。豊かな生活と新しい需要を生み出し
て人 も々ハッピー、ビジネスも成り立つとい
うグランドデザインを描いています。
尾崎　越智議員は本当に経営者みたいで

越智隆雄
ゲスト 衆議院議員

すね。越智議員の経営において公認会計
士への期待をお話いただけますか。
越智　経営に会計は必須ですから、みな
さんの評価が非常に重要です。僕が注目
しているのはグリーンの評価です。2030年
にはガソリン車をやめるということでサプライ
チェーンも変わって、グリーンを推し進める
上で会社の業績の変動が大きくでてきます
よね。ここを会計士の皆さんはどう評価し
ていくのか、しっかり意見を出して、信頼
性を高めていっていただきたいと思います。
毛利　日本の経営をしっかり進めていただ
けるように、我 も々会計のインフラを支えて
いきます。日本の持続的成長をともに目指
していきましょう。

挫折から始まった
政治家の道

財政の秩序を取り戻す

■ 第8回政治連盟囲む会インタビュー 
 国のマネジメントを考える
■ 活動報告

■ 政治連盟会費の納付について（ご協力のお願い）

● 夏の議員会館挨拶廻り

マスクを外しているお写真も掲載しておりますが、撮影時以外は感染症対策を十分に実施し、マスクも着用しております。

マネジメント
考考を える

国の

第8回 政治連盟囲む会インタビュー
今回は、経済安定成長論者であった福田赳夫元総理大臣のお孫さんである越智隆雄衆議院
議員です。小さい頃からお祖父様の薫陶を受けられ、小学校の卒業文集のテーマは「福祉
と公害」だったそう。日本の財政について大いに語ってくださいました。

◎インタビュアー ： 毛利 優（囲む会会長）／尾内正道（囲む会会長代行）／尾崎昌宏（囲む会幹事長）
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しているのはグリーンの評価です。2030年
にはガソリン車をやめるということでサプライ
チェーンも変わって、グリーンを推し進める
上で会社の業績の変動が大きくでてきます
よね。ここを会計士の皆さんはどう評価し
ていくのか、しっかり意見を出して、信頼
性を高めていっていただきたいと思います。
毛利　日本の経営をしっかり進めていただ
けるように、我 も々会計のインフラを支えて
いきます。日本の持続的成長をともに目指
していきましょう。

二地域居住計画で
グランドデザインを描く

活 動 報 告

PROFILE

1964年生まれ、慶應義塾大学卒、住友
銀行13年（仏･エセック大学院大学経営
学修了)。東京大学大学院(政治学)修
了。内閣府副大臣など歴任し、現在衆
議院財務金融委員長。趣味はアイロン
がけ、日曜大工、絵画。

越智隆雄 衆議院議員

　今年も毎年恒例となっている夏の議員 
会館挨拶廻りを実施した。今回も６班体

制とし、衆議院第1議員会館、衆議院第2
議員会館、参議院議員会館を効率よく分

夏の議員会館挨拶廻り 2020年8月3日

担して挨拶に廻った。
　挨拶を行う各班の人数を少数に制限す
ることで、挨拶中も密な状態を避けるこ
とができ、また効果的に実施することが
できた。

　直接議員にお会いできた際には、日本
公認会計士協会の動向などについてもお
話でき、とても有意義な挨拶廻りとなっ
た。

夏の議員会館挨拶廻り夏の議員会館挨拶廻り 2021年8月27日

下村博文 衆議院議員 片山さつき 参議院議員

夏の議員会館挨拶廻り

会費納入にあたりましては、４月末に送付しました「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、三優、新日本、太陽、トーマツ、東陽、みのり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。

竹谷とし子 参議院議員 越智隆雄 衆議院議員 小田原 潔 衆議院議員


