2017年 06月15日
第422号
発行所
日本公認会計士政治連盟
〒102-8264
東京都千代田区九段南4-4-1
公認会計士会館
電話03-3515-1155
発行人
編集人
前参議院議員 公認会計士

若林けんた

情熱の炎は消えない

■ 日本公認会計士政治連盟 インタビュー
情熱の炎は消えない。
リスクを取って前進！
■ 活動報告
●

「公認会計士国会議員との意見交換会」開催
四国地方会近況報告

●

北部九州地方会近況報告

●

森 公高
林 敬子

●

「菅原一秀を囲む公認会計士の会」を開催

●

「小林鷹之を囲む公認会計士の会」設立総会を開催

●

「古川元久とともに明日を創る会」に参加

■ 政治連盟会費の納付について（ご協力のお願い）

◎日本公認会計士政治連盟 インタビュー

リスクを取って前進！
初の自民党の公認会計士・国会議員として公認会計士制度の理解浸透に尽力してくださ
った若林健太氏。昨年の参議院選挙では惜敗しましたが、再選を目指し活動をスタートし
ています。政治にかける熱い思いを語っていただきました。インタビュアーは、森公高政連
会長、山田治彦幹事長です。

再起を期す決意
再起を期す決意

ださっていると感じていました。

を元気にと取組んできた情熱の炎を、
ここで

森

消すわけにいかない。
なんとしても再起を期

今回の総括をして、ぜひ次の選挙に

向かっていただきたいと思います。
昨年の参議院選挙では

若林 はい。冷静に数字を踏まえた分析を

若林さんの選挙区が2議席

する必要があると思っています。一方、
政治

から1議席になり、厳しい選挙

はその時々のテーマや風というものが作用

でした。政連も力及ばずで申

するので、一敗地にまみれることもあると思

森

森

1964 年生まれ。2010年第22回参

そうと思っています。
公認会計士になったき
っかけ
公認会計士になったきっかけ
若林さんは自民党の公認会計士・国

議院議員通常選挙初当選。外務大臣政

し訳なかったと思っています。

っています。今回は平和安全法制とTPP問

会議員としては第1号なんですよ。若林さん

務官、自民党副幹事長、参議院財政金

若林 とんでもないです。経団連、
銀行、
経

題で、全般的に安倍政権に対する批判が

はお父様が国会議員でしたが、公認会計

員会委員長、自民党オリンピック・パラ

済界を中心に大変な支援をいただきまし

広がって、長野から東日本の米どころの一

士を目指されたきっかけは何ですか。

リンピック東京大会実施本部事務局次

た。皆さん口々に「公認会計士協会から応

人区は秋田県以外は全滅でした。
しかしこ

若林

援要請がいっぱい来ている」
とおっしゃっ

こで諦めて会計業界に戻ることが、僕には

行かと思っていたのですが、
父の衆議院選

回参議院議員通常選挙で惜敗。

て、
先生方が東京で本当にお声がけしてく

まだできません。
ふるさと信州を元気に、
日本

挙を手伝ったときに「世の中は広いな」
と感

じました。組織や企業の枠の中だけで活動

ると感じました。

こるたびに思うのは、根本のところで今ひと

問題はどれか一つだけの施策で解決でき

するのは何か違うと思ったときに、
クラスに

森 オリンピック誘致でエピソードはありますか。

つ感覚的に納得してもらえてない部分が

るものではありませんから、
全体が見える政

公認会計士の勉強をしている人がいて、
一

若林 オリンピックでは、安倍さんが「内閣

ある。
ファームローテーションの話が出て来

治家として若林さんにはぜひ国政に復帰し

念発起し勉強をはじめました。

の責任において誘致する」
と宣言したんで

るのは、結局、
「顧客から報酬を得ている

ていただきたいです。

森 いずれ政治家と思われていたのですか？

す。
「もし誘致に失敗したらどうするのか！」

以上は、独立性は成立しない」
という議論

若林 この変革期に政策に関われないの

若林

監査法人に入って会計士になった

と誘致担当政務官として私も責められまし

なんです。

は残念ですが、地域の人たちがどう思って

ころニューヨークへ行く話があり、
ただ同時

た。招致が決定して東京に帰るとき総理に

森

何を必要としているのかにじっくり耳を傾け

に父が衆議院選挙で落選してしまい、
海外

その話を申し上げたら、
「わかっている。
しか

うことですね。

ることができています。次の日本の担い手と

に行くか長野に戻るか悩みました。結局、
長

し経営者でも政治家でもリスクを取らなけれ

若林

なる若手農業者、経営者は政策担当者が

野に戻ることにしたときに、
いずれという思

ば結果は取れないんだ。
先が見えることを積

インフォーマルな機会などでも積極的に出

思っているほどやわじゃない。彼らを引き

いは頭のすみにあったかもしれません。
しか

み上げていくのが官僚で、
トップはどうリスク

かけていって発信して、
いろいろな人に会計

立てて可能性を広げていきたいと思ってい

しそれよりも机一つ、椅子一つで会計事務

を取るかが大事だ」
とおっしゃっていました。

制度を理解していただくことが必要ですね。

ます。

所をはじめましたので、
とにかく目の前の課

森 まさにリーダーシップが大事だというこ

題に一生懸命取組んでやってきました。30

とがわかりますね。

代後半に青年会議所の役員になって街作

山田

りに参画する中で、
政治を意識するようにな

いますが、
これはどのようなお考えですか。

森 では今後の展望をお聞かせください。

若林

っていきました。

若林 ともすると農政の議論は、精神論が

若林

私も50歳を超えました。一度失敗し

15キロぐらい走っています。今朝も4時半に

表に出て、
「 農 民をばかにしてはいけな

ましたが、失敗は諦めた時点で失敗になる

起きて走って、風呂に入って新聞に目を通

い」、
「耕地面積が狭いから関税で守らなき

ということですので、私は諦めることなくやり

し、
新幹線に乗ってやってきました
（笑）。

ゃだめだ」
という意見が多く聞こえます。
でも

抜いていきたいと思っています。国政にか

山田

オランダやイスラエルなどITを駆使した農

かわるテーマは多様ですから、私はスペシ

に支援させていただきます。本日はありがと

聞かせいただけますか。

業を実現しているところがあり、
冷静な数字

ャリティをもったゼネラリストを理想としてお

うございました。

若林

就任して半年たったところで東日本

と経営が必要なのです。実際、経営能力の

り、公認会計士の全

大震災が起こりました。
まだ新米でしたけれ

優れた国内農業者はたくさんいらっしゃい

体を把 握して、掘り

ど、
「おまえはBSがわかる」
と原子力賠償支

ますので、
そうした方々を支援してノウハウ

下 げて分 析 する能

援機構のスキームづくりに参加させていた

を広げていく施策を進めていました。

力は非 常に有 用で

だいたのは大変いい経験になりました。2年

森

数字と経営というと、
まさしく
「会計」で

す。
自分の果たすべ

目には外務大臣政務官で世界を回り、
日本

すが、政治家の皆さんにとって会計や公認

き役割はたくさんあ

が本当に世界の中で尊敬されていることが

会計士の位置づけは、
どう感じられますか。

ると思っています。

わかりました。極東の小国がここまで経済

若林

森

発展をしてきたこと、
戦後72年間、
平和憲法

制度を整備していくことは大事だという認

が変革期を迎えてい

の下で世界の平和に貢献してきたことへの

識は多くの方が持っていると思います。
ただ

ますね。財政、
エネル

リスペクトが大きなソフト・パワーになってい

会計不祥事などがあって党内で議論が起

ギー、国際競争等の

融委員会筆頭理事、参議院農林水産委

長、公認会計士制度振興国会議員連盟
事務局次 長など歴 任。2016年第24

参議院議員、
参議院議員、
6年間のエピソード
6年間のエピソード
山田

6年間の国会議員活動についてお

若林さんのテーマに農政があると思

資本主義社会のインフラとして会計

本来あるべき姿が描かれていないとい
国会議員がやっている勉強会など、

スペシャリティを持った
スペシャリティを持ったゼネラリストとして
ゼネラリストとして

山田

大学時代、将来は官僚か商社か銀

元気な日本づくりですね。若林さん

ご自身は、
いまもランニングを続けていらっし
ゃいますか。
続けています。平日は7キロ、土日は

いいリズムですね。
われわれも元気

いま社 会 全 体
森 公高
（政連会長）

若林健太氏

山田治彦
（政連幹事長）

活 動 報 告

「公認会計士国会議員との意見交換会」開催
センチュリーコート丸の内において、政連役員と公認会計士国会議員の意見交換会が開催され
た。公認会計士国会議員は自民党2名、公明党3名、民進党1名の現在6名。
この日は6名全員にお
集まりいただき、
日本公認会計士協会を巡る主な課題と対応について意見交換を行った。各議員
から一言メッセージを頂戴しました。
●

古賀篤衆議院議員（自民、福岡3区、前総務（兼）内閣府大臣政務官）

平成29年4月13日

するための公益分野の監査や、
中小企業支援や税務など多様な分野で地域や社会に貢献す
る公認会計士業界の発展に向け、
共々に取り組んで参ります。
●

若松謙維参議院議員（公明、比例、前復興副大臣）
CPA国会議員第1号の私
（最年長者）
の提案で6名のCPA国会議員全員が揃い党派を超え、

働き方改革議論を
有意義な会議となりました。監査法人のガバナンスコードを学ぶ良い機会となり、

地元北部九州会はじめ、
公認会計士の先生方には、
日頃より大変お世話になっております。
お

踏まえた3月決算繁忙期の対応等、
CPA業務経験者ならではの深堀した課題解決も議論できま

蔭様で5年目の政治活動を送らせていただいております。
日本経済の動向に対し、
会計士業界と

近年の変化、
複雑化する諸課題に対して、
年複数回の意見交換会も提案させて頂きました。
した。

しての対応が求められるところです。私も引き続き先生方と共に誠心誠意取り組んでまいります
ので、
変わらぬご指導、
ご支援の程、
宜しくお願い致します。
●

●

鷲尾英一郎衆議院議員（民進、比例北信越、元農林水産大臣政務官）
6人の議員全員が集まり、
日ごろの公認会計士協会の政治的な配慮による求心力を感じまし

竹谷とし子参議院議員（公明、東京都、元財務大臣政務官）

た。
しかし昨年の参院選を経て、人数が減ったことが非常に残念です。
それぞれの現場で党派

適正な情報開示と情報の信頼性確保を通じて資本市場の健全な発展を支える会計監査制

を超えて公認会計士としての知見を活かした仕事をされていることを心強く感じ、
お互いが刺激

度は、
日本経済の維持発展に欠かせない重要な社会基盤です。
社会保障の持続可能性を確保

された会合となりました。様々な課題について皆様とともに取り組んでまいりますので、
宜しくお願
い致します。
●

武村展英衆議院議員（自民、滋賀3区、現内閣府大臣政務官）
現在、内閣府大臣政務官として、主に経済分野、金融庁、健康医療戦略などを担当していま

す。特に、
経済の成長戦略や骨太方針の策定と着実な実施、
地域金融機関との深度ある対話、
真に顧客本位の金融サービスの提供の促進、
公認会計士制度改革に力を入れて取り組んでい
ます。今後とも公認会計士の皆さまのご指導をいただきますようお願いいたします。
●

杉久武参議院議員（公明、大阪府、現財務大臣政務官）
日本公認会計士協会の先生方と貴重な意見交換を行うことができました。社会福祉法人・医

療法人に対する公認会計士監査制度の導入や新地方公会計制度など、
公認会計士の力が必
写真前列左から、古賀篤議員（自民党）、竹谷とし子議員（公明党）、若松謙維議員（公明党）、
鷲尾英一郎議員（民進党）、武村展英議員（自民党）、杉久武議員（公明党）

四国地方会近況報告

会長

四国会では、徳島県選出の後藤田正純議

要とされる分野が拡大しております。様々な情報が溢れる今日、適正な情報開示および情報の
信頼性確保のために、
私自身も政治という分野で頑張って参ります。

北部九州地方会近況報告

石川千晶

福祉は国の重要政策であり、会計士の果た

員に続き、昨年10月には、愛媛県選出の塩崎 す役割も期待されている分野といえます。禁煙

本野正紀

会長

北部九州会では、国会議員の方々のセミ を年2回開催され、当会の正副会長と挨拶す
ナー等への積極参加や新年会へのご招待に

る機会を設けていただいています。公明党福

恭久議員を囲む会を設立いたしました。塩崎 法案の行方も気になるところです。竹谷とし子

より、
直接ご本人とお話しする機会が増えてい

岡県本部とは、昨年で3回目となる政策要望懇

議員は、
厚生労働大臣を勤められておられ、
設 議員を迎えた女性の懇談会、政党主催の懇

ます。福岡県は、麻生太郎財務大臣・金融担

談会に参加し、公認会計士協会の諸課題や

立総会でも社会福祉法人の監査制度等を中 談会、政治連盟推薦議員による国政報告会、

当大臣のお膝元であり、様々な意見交換を

税制改正要望等の意見交換を行いました。今

心に、
活発な意見交換が行われました。

行っています。古賀篤衆議院議員（福岡3区） 後も国会議員の方々との接点をより密にできる

勉強会等に適宜出席しております。

は、会計士補の資格保持者であり、
「古賀あ

よう努めていく所存です。

つしを囲む公認会計士
の会」を設立。自民党
公認会計士制度振興
国会議員連盟会長の
衛 藤 征 士 郎 先 生（ 大
分2区）は、福岡で「衛
藤征士郎君を囲む会」

塩崎恭久衆議院議員

「菅原一秀を囲む公認会計士の会」
を開催

古賀篤衆議院議員

「小林鷹之を囲む公認会計士の会」設立総会を開催
千葉会（千葉市）
において、
「小林鷹之を囲 席もあり大変盛況であった。大嶋良弘顧問によ

「菅原一秀を囲む公認会計士の会」
（小貫 わたる講義を受講した。
菅原一秀衆議院議員（自民、
東京9区、
当選

む公認会計士の会」の設立総会及び懇親会 る設立趣旨説明のあと、規約と牧野智成会員

研修会、通常総会及び懇親会が開催され、研 5回）
は、
経済産業副大臣、財務副大臣を歴任

が開催された。小林鷹之衆議院議員
（自民・千 を会長とする役員選出案が全会一致で承認

裕文会長）が公認会計士会館で開催された。

修テーマは「会計監査を巡る動向」、
講師は金 され、現在は衆議院予算委員会理事、
自民党

葉2区）は、現在42歳、財務省に11年間勤務 された。小林議員による国政報告では、
わが国

融庁幹部と菅原議員。小貫後援会会長をはじ 東京オリンピック・パラリンピック実施本部幹事

し、公認会計士制度には非常に理解を示され を取り巻く国防上のリスク等について説明が行

め練馬部会所属の会員多数が出席し、
1時間に

ている。2012年初当選の2期目であり、防衛大 われた。昨今の北朝鮮のミサイル問題等、
経済

長として活躍されている。 平成29年4月5日
政治連盟東京会

臣政務官に就任されている。当日は千葉会の 活動にも影響を与えるタイムリーなトピックであり、
会員を中心に政連役員及び東京会会員の出

会場一同、
小林議員の説明に聞き入っていた。
政治連盟千葉地方会

平成29年4月17日

菅原一秀衆議院議員

「古川元久とともに明日を創る会」に参加

小林鷹之衆議院議員

ザ・キャピトルホテル東急において「古川元 まれており、
プーチンも唸った山口の美酒での
久とともに明日を創る会」が開催された。当政 乾杯が印象的であった。
治連盟から多数の役員が参加し、
古川元久衆

平成29年5月10日

政治連盟会費の納付について

（ご協力のお願い）

懇親を深めた。古川議員は、国会では財務金

平成29年度の会費の納付にあたりましては、4月下旬に送付しました「払込取扱票」をご利
用ください。
（あずさ、あらた、新日本、太陽、
トーマツ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。）

融委員会委員として、民進党では税制調査会

政治連盟会費（年額）

議院議員（民進、愛知2区、大蔵省出身）
との

及び経済連携調査会会長として活躍されてい

準会員1,200円

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。

る。
「國酒」
を世界へ（kanpai to the world）
と、
日本のお酒を世界へ広げる活動にも取り組

公認会計士12,000円

古川元久衆議院議員

【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

