
山田　若松議員はどうして会計士を目指し
たのですか。
若松　うちは家業が2回倒産しているんで
す。父は心臓が悪くて入退院を繰り返し、母
が一生懸命働いてくれていましたから、家
計を助けたいと子供ながら思っていました。
もともとそろばんが好きで、学校でも会計係
を必ずやっていましたので、高校の時には
会計士になると決めていました。
山田　成績が良かったんですね。

山田　それまでそういう話はなかったので
すか。
若松　一切なし、青天の霹靂です。公明党
は出たい人より出したい人という文化があり
ます。会計士よりも国会議員として仕事をし
た方が影響力は大きいと説得されて、あえ
て大変な道を選ぶ決意をしました。

若松　1993年の衆院選で初当選して、「国
を監査する」という発想で政策に取り組み
ました。まず当時は天下りが多かったので、
「特殊法人改革基本法」を作り、無駄な事
業を監視する「行政評価法」を作りました。

山田　行財政の無駄ゼロで、3兆円もの歳
出削減ができたんですよね。
若松　わずか3兆円です。私は霞が関の古
い行政システムでは行財政改革は難しいと
思い、「霞が関の三位一体改革」を考えて
いました。でも2003年の総選挙で落選して
しまいました。
山田　浪人時代が10年続きますが、公認
会計士として仕事をされていたのですか。
若松　会計士の樫谷隆夫先生にお声がけ
いただいて、事業再生に取り組みました。国
の再生から企業の再生になったわけです。
監査、監査役、上場準備、経営コンサルティ
ング、税務もやらせていただいて、実は浪人
時代、とても楽しかった。現場感覚を磨くと
いう意味でも充実していました。

土屋　2013年に参議院議員で復帰されて
から6年間の活動を教えてください。
若松　参議院復活1年目は東日本大震災
からの復興のど真ん中でした。2年目に「福
島新エネ社会構想」を総理に提言して、3
年目に復興副大臣になったんです。6割か
ら7割は現地に行って被災者に寄り添う仕
事を最優先にしていました。
山田  1000回以上、行かれたそうですね。
若松　震災当時は議員ではなかったです
けど、福島は私の地元ですから、とにかくで
きることをやろうと一人で現地を回っていま
した。その中で被災地の自治体は国会議
員のワンストップサービスを求めていると感
じ、竹谷とし子議員（公認会計士）と連携を
取りながら、被災地ごとの担当を作ってくれ

と党にお願いしたんです。公明党の半分以
上の議員が担当地を持って現場対応をし
てくれました。
　そのあと災害対策特別委員会委員長に
なって、防災士と防災危機管理者の資格も
取りました。私は石巻の大川小学校の子供
達が校庭に並ばされて亡くなったのが残念
でならないんです。あの時、防災士がいれ
ばあのような判断は取らなかった。私は防
災士を国家資格にして、病院や学校に設
置義務を設けたいと提案しています。
　そして5年目が法務委員会の理事です。
山田　株主総会の日程を伸ばす提案をし
ていただいてありがとうございます。
若松　監査を充実させるために監査期間
を確保するのは必要なことですし、これは
公認会計士の働き方改革の一環ですと法
務委員会で質問させていただきました。
山田　会社法と金融商品取引法の開示と
監査の一元化のためには、議決権行使の
基準日の変更がどうしても必要ですので、
国会で取り上げていただいたのは非常に
ありがたかったです。実現はまだ遠いです
けれど、確実に前進していると思います。
若松　6年目の現在は行政監視委員会の
理事で、また原点に戻って国を監査する仕
事に取り組んでいます。
　私は25年政治に関わってきて、会計士の
役割は本当に増えていると感じています。
いま福島で2040年までに再エネ100%でエ
ネルギー供給するという政策を進めていま
すが、国政においてもいつまでに何をやる
か、財源はいくら必要か、調達はどうするか
と事業計画を立てる会計士の発想が非常

に重要です。私は会計士を代表する国会
議員としてこれからも国政に携わっていきた
いと思っています。
土屋　ぜひ頑張ってください。応援していま
す。お忙しい中、若松議員は休日はどう過ご
されていますか。
若松　政治家に休日はないんですよ。健康
維持にマラソンをしていますが、趣味は料
理で、「若松ダイニング」というのがあるんで
す。日本酒とワインのメニューがありますが、
土屋さんはどちらがいいですか。
土屋　ではワインで。
若松　まずアペタイザーは、トロッとしたフル
ーツ、例えばマンゴーや桃を出して、冷やし
たワインやシャンパンでいただきます。白ワイ
ンの時はサラダ。コンビニでコールスローの
材料を買って、そこにナッツとパプリカと温玉
を入れて、シーザーサラダドレッシングをかけ
る。あとペペロンチーノのパスタと仕上げは
カレーもんじゃ（笑）。
土屋　美味しそうですね。レシピに加えさせ
ていただきます（笑）。本日は楽しいお話を
ありがとうございました。

若松　それが高校3年の旺文社の模擬試
験で、300点満点中48点だったんです。
山田　48点？
若松　31万人中30万番台です。さすがに
反省して、それからがむしゃらに勉強しまし
た。大学は働きながら通える中央大学の二
部です。でも公認会計士試験は難関で、ア
ルバイトをしながらの現役合格は難しいと
思い、母に頼んで大学二年からは試験勉
強に専念させてもらいました。その間にも父
が危篤になったり、家が2回目の倒産をしま
したが、だから尚更、何としても会計士にな

サポートをしました。
山田　国際派の会計士だったんですね。
若松　会計士として何ができるだろうと考
えた時、日本は平和憲法ですから、日本企
業の海外進出が世界平和に繋がると思
い、それをサポートしようと決め、300社以上
支援してきました。1992年にフランクフルト駐
在の話がきて、家内とワインでお祝いしよう
という時に、党から衆院選の候補者になっ
て欲しいと電話がかかってきたんです。私
は日本脱出ばかり考えていたので、最高の
日に全く想定外の話しが来たなと（笑）。

らなればいけないと勉強に打ち込んで、大
学四年の時に合格しました。

若松　監査法人トーマツに入社して、シアト
ル、サンフランシスコ、ロンドンと通算6年、海
外勤務をしました。ロンドン駐在時はチェル
ノブイリの原発事故、EUの統合、東欧の民
主化で非常に時代が動いていたときでし
た。1991年にはモスクワに現地会計事務所
ができ、ゴルバチョフのクーデターで混乱し
ている中をジープで走り回って日系企業の

◎日本公認会計士政治連盟  インタビュー  若松かねしげ 参議院議員

■ 日本公認会計士政治連盟  インタビュー
　 国政にもっと公認会計士の視点を！

■ 活動報告

2019年1月15日
第441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　森 公高
編集人　林 敬子

1993年、初の公認会計士国会議員となった若松かねしげ議員の役割は、「国政に
公認会計士の視点を持ち込む」ことでした。国の無駄ゼロ、環境問題への取り組み、
平和外交の3本を柱とする、25年に及ぶ政治活動をお伺いしました。

●  「うえの賢一郎を囲む公認会計士の会」を開催
●  「公認会計士による岸田文雄後援会」を開催
●  「衆議院議員そのうら健太郎君を励ます会」に参加
●  「竹谷とし子ＣＰＡ応援隊」国政報告会を開催
●  「小田原きよしを囲む公認会計士の会」設立総会
　及び懇親会を開催

若松かねしげ 参議院議員若松かねしげ 参議院議員若松かねしげ 参議院議員

若松かねしげ参議院議員 山田治彦（政連幹事長）土屋敬子（青年部）

会計士を目指した動機

国際派会計士か政治家か

国政復帰後は地域復興

公認会計士国会議員第1号 若松議員のご著書。「再エネのための送電網の強化」、「水
素社会実現のモデル構築」、「スマートコミュニティの構築」
を提唱し、3つのプロジェクトを進めている。
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福島県石川町生まれ。中央大学商学部二部卒。
公認会計士。税理士。行政書士。衆院当選３回。
元総務副大臣、復興副大臣。25年参院議員に初
当選。趣味は料理、第九（バス担当）、マラソン、カ
ラオケ、ラーメンと幅広い。地方ラーメンナビを
愛用。

■ 年末の議員会館挨拶回り



活 動 報 告

　東京・グランドアーク半蔵門にて、衆議院
議員そのうら健太郎君を励ます会が開催
され、「そのけんを囲む公認会計士の会」
の岡田敏男会長、山田治彦政治連盟幹事
長が出席した。　
　薗浦議員（自民、千葉5区）は外務大臣
政務官、外務副大臣を務められた後、現
在は内閣総理大臣補佐官（国家安全保
障に関する重要政策担当）という要職を務
められている。出席された麻生太郎副総
理・財務大臣からは「幅広い知見を持ち安
倍総理の信頼は極めて厚い」との紹介が

あり、柴山昌彦文部科学大臣からも激励
の祝辞があった。政治連盟では「そのけん
を囲む公認会計士の会」を平成29年に設
立し、千葉支部会の会員を中心に薗浦議
員の活動を精力的に支援している。

「衆議院議員そのうら健太郎君を
励ます会」に参加

　ホテルボストンプラザ草津びわ湖にて「う
えの賢一郎を囲む公認会計士の会」第１
回通常総会が開催され、囲む会の木田稔
会長、田中正志副会長、本部政治連盟か
らは北方宏樹副幹事長ら14名の公認会
計士が参加した。総会議事の後、上野議
員（自民、滋賀県2区、当4）から、財務副大
臣として国政の中心
から見た財政・税制
の課題と対応策や、
予算編成、各種国際
会議などでの精力的
活動についの報告が
あった。
　また、高速道路イン

ターチェンジの整備や、救急医療体制の
向上等、京滋地域の社会資本整備や経
済活性化の施策についてもご説明があ
り、大変興味深いものであった。
　懇親会では、上野議員がテーブルを回
られ、会員一人一人と会計士の業務や地
域経済等に関して個別に懇談された。

「うえの賢一郎を囲む公認会計士の会」
を開催

　「竹谷とし子ＣＰＡ応援隊」国政報告会
及び懇親会が公認会計士会館ホールで
開催され、参加人数は100名を超える盛況
ぶりであった。
　第一部の国政報告会は、まず竹谷とし
子参議院議員（公認会計士、公明党、東
京）が「Society5.0とIndustry4.0」のテー
マで講演を行い、RFID（電子タグ）の活用
やキャッシュレス化といったIoTによる社会
課題解決の事例などを紹介した。続いて、

盟友である若松かねし
げ議員（公認会計士、
公明党、比例）が官民
データ活用についての
講演を行い、オープン
データの活用事例など
について紹介した。
　その後、第二部の懇親会では杉ひさた
け議員（公認会計士、公明党、大阪）が応
援に駆け付け、参加者と交流をあたため

　リーガロイヤルホテル広島「ダイヤモンド
ルーム」において、第7回定期総会及び懇
親会が、岸田文雄衆議院議員（自民、広島
1区、政務調査会長、前外務大臣）をはじ
め、公認会計士など37名が参加して開催
された。
　定期総会は、山田希恵会員の司会、石
橋三千男後援会長の議長の下、すべての
議案が承認された。その後、岸田議員か
ら、国政報告及び世界政治情勢の話があ

り、特に隣国であるロシア、中国、北朝鮮
については強権的な国のリーダーによる
統治が当分の間継続することが予測され
るため、状況を常に冷静に見極めて外交
を行っていく必要があるとのことであった。
　その後の懇親会において、岸田議員は
各テーブルをまわられ、参加者一人一人と
親しく歓談された。各人思い思いに岸田政
調会長と写真撮影ができる時間もあり、会
は盛況のうちに幕を閉じた。

「公認会計士による岸田文雄後援会」を開催

そのうら健太郎衆議院議員

小田原潔衆議院議員

うえの賢一郎衆議院議員

平成30年11月10日

平成30年11月19日

京滋地方会 平成30年11月10日 中国地方会

平成30年11月13日 千葉地方会

　「小田原きよし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、公認会計士29名が出席した。
　小田原潔議員は、自民党所属の衆議院
議員（東京都第21区）であり、外務大臣政
務官を務められた後、現在は、衆議院予算
委員会委員、自民党国際局次長に就任し
ている。
　設立総会では、
開会挨拶、規約の
制定並びに役員の
選任の議事、小田
原議員から挨拶・
決意表明、花束贈
呈が行われた。
　 挨拶・決意表

「小田原きよしを囲む公認会計士の会」
設立総会及び懇親会を開催 平成30年11月26日

「竹谷とし子ＣＰＡ応援隊」
国政報告会を開催

岸田文雄衆議院議員

竹谷とし子参議院議員

年末の議員会館挨拶回り

　年末の議員会館挨拶回りを行った。各議員の国会事務所を訪問
し、1年間のお礼と1月16日に開催される協会の賀詞交歓パーティー
の案内を述べた。なお、12名の議員ご本人に直接お会いすることが
できた。

平成30年12月10日

た。会の最後には、佐藤裕紀政治連盟副
幹事長の掛け声で「がんばろうコール」の
シュプレヒコールが行われ、全員で今後の

CPA応援隊の結束と竹谷議員への支援
を誓った。

明では、手作りのフリップを用いて自己紹
介が行れ、「公認会計士の方々には、企業
の公正な開示のために、これからもご指導
いただきたい」と依頼があった。
　懇親会では、小田原議員が各テーブル
を回り出席者と懇談され、終始和やかな雰
囲気の中、盛況裡のうちに閉会した。

鷲尾英一郎衆議院議員 日吉勇太衆議院議員 古賀篤衆議院議員 吉野正芳衆議院議員 竹内譲衆議院議員 大串博志衆議院議員 伊藤達也衆議院議員

大塚耕平参議院議員衛藤征士郎衆議院議員義家弘介衆議院議員若松謙維参議院議員 赤羽一嘉衆議院議員


