
熱血教師の誕生

山田　義家議員はなぜ教師になろうと思
われたのですか。
義家　私は零歳で母と別れて父方の祖父
母に育てられました。思春期の頃は父権的
なものにいつもぶつかって、高校1年生のとき
に家から絶縁されて里親さんに引き取られ
たのです。そこで引きこもり生活をしていたと
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2003年、著書「不良少年の夢」「ヤンキー母校に生きる」で注目を浴びた元
熱血高校教師、義家ひろゆき衆議院議員。現在は2期目の文部科学副大臣を
務められています。今回は会計教育についてもお伺いしました！

昭和46年生まれ。明治学院大学法学部卒業。高
等学校社会科教諭、横浜市教育委員会教育委員、
内閣官房教育再生会議担当室長を経て平成19
年参議院議員選挙当選。平成24年衆議院議員
選挙当選、平成26年2期目当選。平成27年文部
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ころ、里親さんが、北海道の高校が全国から
中退生を受け入れていると新聞で見つけて
下さって、「もし本当にやり直そうとするなら
未知の場所でやってみないか」とすすめてく
れたのです。私には帰る家はない。自分の力
で生きていくには学校に行って知識をつける
しかないと思って北海道に行きました。
　だから私にとって学校は、母親みたいなも
のなのです。一度終わった人生を、あらため
て生んでいただいた。大学時代は弁護士を

目指して司法試験の勉強に明け暮れました。
ただ生計を立てるためにアルバイトもしてい
て、夜勤明けにオートバイの自損事故で意識
不明の重体になったんです。そのとき、これ
は永遠に忘れられないですが、ふと気がつく
と北海道の高校時代の担任の先生が、ぼと
ぼとと涙を落としながら私に語りかけてくれて

いました。朦朧とした意識の中で先生と母の
姿が私の中で完全に重なって、奇跡的に一
命を取り留めたときに考えたことは、自分はど
んなにのぞんでも彼女の子供ではない。だっ
たら、彼女が歩いてきた教育という道の続き
を自分も歩いていきたいということでした。法
曹になって罪を犯した者たちに寄り添うことを

考えていましたが、罪を犯さないように子ども
たちに寄り添うことも同じ道だと思ったので
す。それで自分を生んでくれた母校の教師
からスタートしようと決めました。

政治家への道を選んだ理由

松村　それから政治家に向かわれたのは、
何がきっかけですか？
義家　私が十年経って母校にもどってみる
と、目の前にいる子どもたちは至極真っ当で、
ただいじめられて助けてもらえず、どうしてい
いのかわからなくて編入してきていました。な
ぜこういう子たちが親元を離れてこの場所
まで来るのだろう？ 「教育という名の森」は
どうなっているのかと疑問を持つようになりま
した。それで2005年に横浜市教育委員会に
参画したんですね。すると、教育委員会制度
というのは無責任な制度で、2週間に1回、会
議をして承認して終わり。私が教育委員とし
て学校に行くと、教師は労働条件のことばか
り話してくる。これは教育の森をきちんと再生
しないと、道に迷う子供を量産してしまうと危
機感をもちました。ちょうどそのとき第1次安
倍内閣が誕生して、官邸に教育再生会議を
立ち上げたんですね。私はその担当室長と
して当時の安倍総理から指名を受けて、教
育基本法改正を行いました。そのとき安倍
総理から「教育政策の真ん中に参画しない
か」とお声をかけていただいたのです。です
から政治家になりたかったのではなくて、人を
つくるために政治家という手段を選んだ。弁
護士から先生になって政治家になったけれ

ど、私の理念は一貫して「人づくり」なのです。
松村　いまどのような施策を進めていらっ
しゃいますか。
義家　大きく3つあります。まず、障害のある
幼児児童や外国人の子供について、一定の
人数がいたら教育が受けられるよう教師を
配分していく「義務標準法の改正」。二つ目
は戦後はじめて給付型奨学金を導入します。
非課税世帯や児童養護施設などの子ども
たちに、返さなくてもいい奨学金をつけて、入
学金支援も含めてサポートするという歴史
的な制度です。三つ目は、こうした日本の人
づくりのノウハウを海外にも伝えて貢献して
いくということです。

会計教育の必要性

山田　日本公認会計士協会では、経済社
会の中で生きていくために、すべての国民
が会計教育を受けたほうがいいのではな
いかと「会計基礎教育」を広める活動を本
格的にやっていこうとしています。
義家　公認会計士の方々は経済社会にお
ける頭脳ですから、その英知を学校教育に
も活かしていただきたいです。奨学金の話で
も、多く借り過ぎて大変な思いをしている若
者もいるんですね。いくら借りて利子がいくら
で、どういう職業につけば何年で返せるとい
った会計的な知識が必要だと思います。私
も若い頃、見積もりが甘くて、1ヵ月の最後１週
間は千円しかないような状況に何度も陥りま
した（笑）。失敗して学ぶこともありますが、計
画性や合理性は身につけておく必要がある

と思います。お年玉も、子供たちはたとえば3
万円もらって、いまぜんぶ使ったら来年の1月
まで欲しいものは買えなくなるけどいいです
か？　といった会計教育からはじめて、算数
から数学になるようにステージにあった教育
ができるのではないかと思います。
山田　小中高の学校では、会計がお金を
扱うということで教育上よろしくないと思わ
れている印象があります。
義家　確かに教育には「銭金ではない」と
いう世界もありますけど、社会に出たら必ず
お金を扱いながら生きていくわけですから、
特にクレジットカード全盛の時代では、お金
の価値が見えにくくなっているのがすごく恐
いですよね。自分の収入と支出を身にしみて
考えていくことをしないと、大変不幸なことに
なります。お金はあくまで手段であって目的で
はないですから、お金を未来のためにどうし
ていくのかと、これは教育において当然、教
えるべきだと思います。
山田　ちなみに義家議員は、お小遣い制
ですか？
義家　うちは常に財布に1万円入れておい
てくれるんですよ。昨日は1日でカップラーメン
とサンドイッチで250円だから、9750円財布に
残るわけです。それが朝になると1万円にな
っている（笑）。会計教育が大事だと言った
あとに恥ずかしい話ですが、どのぐらい使っ
ているかよくわかっていません。ただお酒も
飲みませんし、趣味もあんまりないですから、
お金はかからないんです。
松村　奥様がしっかりされているのだと思
いますが、女性の活躍についてどのように

教育のど真ん中で
「人づくり」に奮闘！

【インタビュアー】 山田治彦政連幹事長、松村恵（政連青年部）
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考えられますか。
義家　我々は全員、女性から生まれてきて
いるわけで、その女性たちがイキイキと社会
の中で活躍していくのは極めて重要だと思
います。ただ活躍が、経済的に成功するとい
うことだけではないと思うんですよ。たとえば
我が家は専業主婦ですが、我が家の大蔵
大臣として生活費から選挙のときまで大活
躍です。ですから、男性も女性もそれぞれの
場所でお互いがリスクペクトし、英知を結集
することが大事で、その先に日本の成長が
あるのだろうなと思います。
山田　本日は有意義なお話をありがとうご
ざいました。

文部科学副大臣  義家ひろゆき 衆議院議員 インタビュー
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近畿地方会近況報告

「竹谷とし子CPA応援隊」国政報告会開催
　「竹谷としこＣＰＡ応援隊」国政報告会が公
認会計士会館で開催された。竹谷とし子参議
院議員（公認会計士・公明・東京）から、会計・監

活 動 報 告

査に関する国政の動向について、財政の見え
る化、社会福祉法人法、監査法人のガバナン
ス・コードなど、パワーポイントで分かりやすく説

明していただいた。懇親会は今回も大勢が参
加し、にぎやかな懇親会となった。最後の「が
んばろうコール」では、満を持して髙橋克典会員

が登場、「足は肩幅よりも少し広め、片手は腰
に」と見事な口上で、全員が一丸となっての心
温まる激励となった。

平成28年11月11日政治連盟東京会

平成28年12月8日政治連盟東京会

平成28年11月11日北部九州地方会

会長 小川泰彦

　近畿会では、従来から複数の会員が国会
議員として輩出されているため、他の地域会よ
り公認会計士制度や業界の問題について共
有できる環境にありました。公認会計士であり
民進党の尾立源幸氏及び公明党の杉久武氏
の役割は非常に重要であるとの認識から、い
ち早く「議員を囲む会」を設立し、日頃からより
親密なつきあいを実施してきました。加えて、総
務大臣である高市早苗氏にも、自民党政調会
長の時代に「議員を囲む会」を設立し、この3年

間、フレンドリーなつきあいができたと思ってい
ます。先の参議院選挙では尾立源幸氏が落
選され、公認会計士としては杉久武氏だけに
なりましたが、3か月ごとに勉強会を開催してお
り、「議員を囲む会」として充実した運営がなさ
れています。杉議員は、今回の内閣改造にお
いて財務省政務官に就任されましたので、高
市総務大臣とともに、「議員を囲む会」から二
人が内閣で活躍されおり、政治連盟地方会を
預かる立場として、心強い限りです。

　「小倉將信を囲む公認会計士の会」設立総
会が、アルカディア市ヶ谷で開催され、地元三
多摩会から多数の会員が出席した。小倉議員
は、東京都第23区（町田市、多摩市）選出の自
民党所属の議員であり、1981年生まれ、多摩
市出身、東大卒、日本銀行退職後2012年12月
の衆議院選挙で初当選、現在2期目、衆議院
予算委員会委員、自民党青年局次長兼国際
部長としてご活躍中である。設立総会では、囲
む会の会長に今村了会員、副会長に岡部雅
人会員、幹事長に後藤康彦会員（いずれも三

多摩会所属）が選任された。引き続き小倉議
員の挨拶と国政報告があり、IR推進法案やご
自身が取り組まれているEBPM「Evidence 
Based Policy Making」（証拠に基づく政策
立案）などについてご講演があった。懇親会で
は、終始和やかな雰囲気の中、小倉議員が
各テーブルを
廻られ、すべ
ての出席者と
懇 談されて
いた。

　ソラリア西鉄ホテルにおいて、北部九州地方
会会員が発起設立した「古賀あつしを囲む公
認会計士の会」（植田文雄会長）第3期通常
総会が開催された。古賀篤衆議院議員（自民
党、福岡3区、東京大学在学中に公認会計士
第2次試験合格）は、自民党公認会計士制度
振興議連に所属されており、国会では総務委

員会理事、自民党では厚生労働部会副部会
長、総務部会副部会長や青年局次長としてご
活躍中である。当日は、ＴＰＰや社会福祉法人
の監査導入などについてご講演いただいた。
古賀議員を囲んでの集合写真を撮影した後、
古賀議員と地元会員との懇親会が和やかな
雰囲気の中で行われた。

東海地方会近況報告
　私が政連活動に取り組むきっかけは、税理
士法改正問題でした。それ以前は多くの会員
と同じように、公認会計士資格は監査という独
占権で守られている権威ある世界共通の国際
資格で、税務代理権は当然に保有していると
いう認識でした。その当時、囲む会の古川元久
議員から言われた言葉が忘れられません。
「公認会計士は、もう少し国会議員に近づいた
方がいいよ。法律を作るのは国会議員だから」。
　既得権益の監査にしても公認会計士法に
記載されている条文にすぎません。また、会社
法や金融商品取引法等に記載されているから
「法定」監査になるのであって、監査の広がり
は実は法律の広がりに支えられており、国会議
員の先生方のご理解がとても重要なのです。

私どもは時間さえあえば議員会館にお邪魔し、
コツコツと議員とお会いして顔を覚えていただ
いています。東海会の渡邉事務局長は秘書の
顔も覚えていますので、本当に助かります。
　写真の藤川政人議員は今回、参議院財政
金融委員会の委員長となられ、麻生大臣の片
腕として活躍しておられます。ご子息は、現在大
手監査法人に勤務する公認会計士です。

会長 柴田和範

「小倉將信を囲む公認会計士の会」
設立総会を開催

「古賀あつしを囲む公認会計士の会」
通常総会を開催

　今年も学士会館（千代田区）において「衆
議院議員わしお英一郎育てる会」が開催さ
れ、当政治連盟から多くの役員が参加した。公
認会計士国会議員の鷲尾英一郎衆議院議員
（民進、比例北
信越）は、4期
目の大ベテラ
ン議員。当日
は、蓮舫代表、
野田佳彦幹事
長など多くの
民進党幹部が

激励に駆け付けられた。懇談の合間に鷲尾英
一郎議員とともに、次回選挙の勝利と益々のご
活躍を祈念し、参加者全員で集合写真に納
まった。
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