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◎日本公認会計士政治連盟インタビュー

「第65回小田原きよし政策勉強会」
に参加

●
●

健政会「朝食会セミナー」
に参加

「西村康稔衆議院議員を囲む会」
に参加

●

「野田たけし新春のつどい」
に参加

●

■ 参議院選挙豆知識

森 公高
林 敬子

（参議院選挙の投票の方法について）

■ 政治連盟会費の納付について（ご協力のお願い）

杉 久武（すぎ ひさたけ）氏

外の目が入っているから
大丈夫という仕組みを！
「社会性が高い」
という理由で公認会計士を選び、15年間、監査を行ったのち国

森 公高（政治連盟会長）

杉 久武 参議院議員

山田治彦（政連幹事長）

会議員に転身した杉久武参議院議員。
そのベースにあるのは「社会のために役
立ちたい」
という信条です。2期目の参議院選に挑戦する志を伺いました。
が目的ですが、会計士は情報の信頼性を

を選ぶ時代でしたが、私は皆が必ず選ぶ

味深かったです。また、2006年から3年間、

担保して、時には顧客である企業とも議

経営学を選ばず、民法と経済学を選んだ

PwC のアメリカ・オハイオ州のコロンバス

論をぶつけなければいけない。非常に社

という変わり者です（笑）。

事務所に駐在しました。ちょうど中央青山

森 会計士を目指したきっかけは何ですか。

会性、公共性が高いところに魅力を感じま

森 その頃からパブリック志向が強かった

監査法人がみすず監査法人とあらた監査

杉

した。

んですね。監査法人ではどのような仕事を

法人に分かれる時で、私はみすず監査法

を持って社会に出たいと中学生ぐらいから

森

されていたのですか。

人で駐在をスタートし、アメリカにいながら、

思っていました。税理士もいいけれど会計

思われたんですね。

杉 中央監査法人の国際部で、SEC 登録

あらた監査法人に転籍することになりまし

士がいいなと思ったのは、客観的な立場

杉 はい。大学に入る時から会計士一本

企業とリファードワークが中心でした。会計

た。その頃はリーマンショックもあったので、

で事実を検証していくところです。弁護士

で、すぐに試験勉強を始めました。当時

のルール作りはまだまだ欧米主導でしたの

監査リスクも高く難しい時期でした。

や税理士は顧客の利益を最大化すること

は経済学・経営学・民法の中から２科目

で、先進的なスタンダードが勉強できて興

山田 それは大変でしたね。監査で日本

との違いはありましたか？

スで、最初の半年で体重が 8 キロも減った

省などを横串で査定する、いわゆる管理

観的に信頼を得ると言う意味では、外部

杉

んですよ。でも徐々に慣れて 3 年間やり切

会計的な視点もあります。議員側にいると

からのチェック機能の強化も必要で、AUP

ることができました。

そうした視点がなかなかわかりませんでし

（合意された手続き）などを利用して外部の

公認会計士から政治家へ

たが、政府側に立って物事を見ると全く違っ

チェックもコントロールの一部として組み込

た風景が見えて、大変勉強になりました。

んでいくことを提案したいと思っています。

え、アメリカ人の上司にレポーティングする

森

山田 部分的に合意された手続きを行う

中で、日本人同士とは違うところがありまし

たのはどういうきっかけですか？

た。例えば、日本だと仕事を多めに振って

杉

政府機関の不祥事が
起きない仕組みを

も引き受けてくれますが、アメリカでは自分

経験がお役に立てるのであればと決意しま

山田

て性善説的な仕組みが多いと思います。

のキャパシティ以上の仕事は受けるべきで

した。

ありますか。

それ自体が悪いことだとは言えませんが、

杉

公認会計士を目指した
きっかけ
父が税理士ですので、私も何か資格

監査品質の管理手法は同じですから

仕事そのものは変わらないですが、仕事
の振り分け方や人事評価が違うんです。
マネージャーとしてアメリカ人の部下を抱

会計士を目指す段階から、そこまで

国際派の会計士から国会議員になっ
党からお声がけいただいて、自分の

政治家になられて嬉しかったことは

AUP は、どのような活用をお考えですか。
杉 まだまだ日本では、行政手続きも含め

はないという文化でした。最初は仕事を振

森

大阪府内のある交差点で視覚障害者

不正が起き得る機会を残しているのではな

り切れず、マネージャーがやるべきでない

杉 自分に国会議員ができるのかという不

用の信号をつけてほしいというお声があり

いかと思うのです。重要なところは「外部

仕事まで抱えて辛い思いもしました。ストレ

安はありました。でも自分が学んできたこと、 ました。盲導犬は信号が十分に判断でき

の目が入っているから大丈夫」というあり

経験してきたことが社会のお役に立てるの

ず、周りの人に合わせて信号を渡っていて

方を目指していきたいと思います。

であれば、という思いでした。

非常に怖い思いをしていると。これは一見

森

国の話ではないようですが、道路が国道

大阪の魅力を世界に発信

逡巡はなかったですか。

今年で6年目ですが、手応えはいかが

ですか。

だったので国交省の出先と、信号機は警

森

杉

予算でも決算でも数字をしっかり見極

察ですので大阪府会議員に協力していた

で大阪府選挙区から出られますね。

めた中での議論が必要ですから、公認会

だいて、交通量の調査などを経て信号を

杉 はい。大阪はインバウンドで活気付い

計士の目は非常に大事だと感じています。

つけることができました。1 年半かかりまし

ていますし、今年は G20 サミット首脳会議

また、税の分野では、与党での議論が想

たが、皆さんから本当に喜んでいただいて

が大阪で行われます。2025 年の万博も決

像以上に大きなインパクトを与えることがわ

私も嬉しい経験でした。

定になりました。大阪がさらに世界から注

かりました。

山田 国会議員でも一人ひとりに向き合っ

目される時がきていると思います。大阪は

森

ていけるのはいいですね。

人、食事、観光とコンテンツが充実している

ありますか。

杉 わが党は一人との出会いを非常に大

ので、「大阪は楽しいとこや」と思ってもら

杉

切にしています。全ての声にすぐにお応え

えるよう取り組んでいきたいと思います。

することはできないかも知れませんが、い

森

財務政務官のご経験で感じたことは
内閣の一員として政府側で国の予算

を決定していく仕事は緊張感がありました。

次の参議院選挙では、公明党公認

杉議員の趣味も旅行なんだそうですね。

予算では一般会計の議論が多いですが、 ただいた相談は一つひとつ大切にして、諦

杉 そうなんです。色々と訪れたいところ

一般会計のほか、特別会計が 13 もあって

めずに取り組んでいきたいと思っています。

はありますが、いまは我慢して、大阪や日

杉 久武（すぎ ひさたけ）氏

非常に入り組んでいます。これは行政マン

山田 いま課題にしていることはありますか。

本全国の皆さんに「万博をやって良かっ

1976年生まれ。1997年中央監査法人入所。

でもその分野に長けている人でないと全体

杉

た！」と言っていただけるよう全力を尽くして

像はつかめません。それから予算査定は

を提案していく必要があると思っています。

いきます。

各省ごとだけでなく、分野ごとの横串で財

都道府県・政令指定都市は来年から内

森

務省主計局の主計官が見ていきます。例

部統制制度が入りますが、国の内部統制

すから、大いに期待しています。次回の

えば公共事業は国交省、農水省、環境

はまだまだ提言できるところがあります。客

参議院選も頑張ってください！

PROFILE

2007年あらた監査法人入所。2013年参議院
議員選挙初当選。公明党参議院政策審議副会
長。党青年委員会副委員長、同国際局次長、同
大阪府本部副代表。元財務大臣政務官。公認会
計 士、税 理士。米国公 認 会 計 士（デラウェア
州）。

政府機関の不祥事が起きない仕組み

国政と地元がつながる大きな施策で

活 動 報 告

健政会「朝食会セミナー」に参加
平成31年2月21

都市センターホテルで健政会（若林健

前議員本人から、直近

太前衆議院議員の東京後援会）による朝

の活動内容や去就につ

食会セミナーが開催され、森政連会長、 いて話があった。
若林前議員は、昨年

山田幹事長ら多数の公認会計士が参加

自民 党 長 野 県 第 一 選

した。
セミナー講師は、若林前議員と同じ地元

挙区支部長に就任し、

の吉田博美参議院議員（自民党参議院幹

これからの活躍が期待

事長・長野選挙区）で、昨今の政治情勢

されている公認会計士

についての解説のあと、若林前議員の人

政治家であり、政治連

柄に触れたエピソードを紹介し次回の総選

盟では引き続き支援を

挙に向けてエールを送った。その後、若林

続ける所存である。

若林健太 前衆議院議員

「西村康稔衆議院議員を囲む会」に参加

「第65回小田原きよし政策勉強会」に参加
平成31年2月19日

ホテルルポール麹町で開催された小田
原潔衆議院議員（自民党・比例東京・

及び外交情勢解説を講演し、その後の質
疑応答も活発に行われた。

平成31年3月1日

3 月 1 日、西村康稔（衆議院議員、自
民党、兵庫 9 区）を囲む会が憲政記念館

当3）
の政策勉強会に、

で開催され、関根愛子日本公

山田幹事長と一法師

認会計士協会会長と当政治連

信武「小田原きよしを

盟山田治彦幹事長が出席した。

囲む公認会計士の

内閣官房副長官である西村

会」会長が参加した。

議員は、安倍首相の側近とし

冒頭、小田原潔議

て常に首相をサポートする重要

員が挨拶と国政報告

な役職を担われている。挨拶で

を行い、続いて元 産

は「安倍首相は諸外国のリー

経新聞政治部長、編

ダーと固い信頼関係を築いてい

集長などの経歴をもつ

る。内閣官房副長官として引き

北村経夫参議院議員

意が披露された。公認会計士

「野田たけし新春のつどい」に参加

高顧問の野田毅議員（自民党、熊本 2 区、
当選 16 回）が登壇し、米中を中心とした

院議員 野田たけし 新春のつどい」が開

国際情勢や少子高齢化と社会保障制度の

催され、
「野田たけしを囲む公認会計士の

維持、消費税アップと軽減税率の導入、

会」から林田素行会長をはじめ南九州会

熊本地震後の復旧・復興と地方創生の取

の会員計９名が参加した。

組みなど幅広くお話しされた。

このうち、熊本ホテルキャッスルでは約

その後、野田議員は各テーブルを回ら

1,300 名参加の大盛会となったが、多くの

れ、我々囲む会のメンバーにも親しくお声

議員や首長、関係団体、支援者から挨拶・

を掛けていただき、ひと時の懇談となった。
野田 毅 衆議院議員

激励が行われた後、自民党税制調査会最

知です
ご存

!?

〜参議院選挙の投票の方法について〜

か

参議院選挙豆知識
参議院選挙は、
各都道府県の区域を選

ます。有権者は「選挙区」と「比例代
表」の「２票」投票することになります。

選挙区選挙

あなたの選挙区の
「候補者名」
を
書いて投票。

2

枚目

比例代表は
個人名を記入しないと
順位に反映されない
仕組みです。
ぜひ 個人名で投票
してください！

1

枚目

国を単位とした「比例代表選挙」があり

西村康稔 衆議院議員

平成31年3月3日

ロイヤルホテル（玉名市）において「衆議

挙区の単位とした「選挙区選挙」
と、全

ていく所存である。

続き全力を注ぐ」との力強い決
小田原 潔 衆議院議員

が、現在の政治情勢

去る３月３日、熊本ホテルキャッスルと司

政治連盟は、引き続き、西村議員を支援し

比例代表選挙（全国区）

各政党の名簿に登載された
「候補者名」
または「政党名」
を
書いて投票。

政治連盟会費の納付について
（ご協力のお願い）
−「預金口座自動振替」制度をご利用ください−

日本公認会計士政治連盟は、
公認会計士、
日本公認会計士協会準会員を
もって構成されており、公認会計士の社会的地位の向上を図り、公認会計士
制度を確立するために必要な活動を行っております。活動の経済的基盤は
会員・準会員各位の会費によって支えられております。
なにとぞ会費の納付に
ご協力くださいますようお願い申し上げます。

:: 政治連盟会費（年額）::
公認会計士12,000円

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。
【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

