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衆議院議員

■ 仙台の起業マインドを育てよう
■ 活動報告
「義家ひろゆき 新春の集い」に参加
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「甘利明 企業・団体 令
令和2年賀詞交歓会」に参加
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「健政会（若林けんた東京後援会）朝食会セミナー」

●

に参加

●

宮澤博行議員が来会

■ 政治連盟会費の納付について（ご協力のお願い）

森 公高
新井達哉

秋葉賢也

仙台の起業マインドを育てよう
今回のゲストは、公認会計士が「囲む会」
を設立している秋葉賢也衆議院議員です。お話を伺う尾町囲む会
会長は高校の先輩、石沢東北会会長は大学の先輩という間柄。終始和やかなインタビューになりました。
【インタビュアー】尾町雅文（囲む会会長） 石沢裕一（東北会会長）

含めて多くの方がお亡くなりになり、安倍

で、男の仕事はこれだろうと

総理はこの台風被害を
「激甚災害」
に指定

思って、中央大学に入って司

しました。天皇皇后両陛下が即位されて

法試験を目指しました。叔父

最初の被災地訪問が丸森町だったんです

のすすめで
「辞達学会（弁論

よ。地元はとても勇気づけられました。

部）」
に入り、そこで政治に関

尾町

秋葉議員は松下政経塾のご出身

心が出てきたのです。司法

会）
を作っていただいたのは私が第一号と

ですが、政治に興味を持たれたきっかけ

試 験 の 勉 強もしていました

いうことで、ありがとうございます。

は何ですか。

が、理想を実現するためには、法律の見

尾町

秋葉 もともと私は検事に憧れていました。

直しや新規立法が必要だという問題意識

年の台風 19 号は大変でしたね。

小学生の時ロッキード事件があって、田中

を持つようになり、既存の法令の中で仕事

秋葉

甚大な被害を受けました。うちの

角栄さんは素晴らしい政治家だと思います

するよりも法令そのものを作る仕事がした

実家は建材関係の会社をやっていて事業

が、その総理大臣経験者を逮捕する検

いと思い始めました。でも親戚に政治家は

所が１.５m 浸水しました。私の同級生を

事はすごいなと。まさに社会正義の実現

いないし、ハードルが高い。そこで松下

政経塾に入り、地方議会から積み重ねて

僚、2 人が政治家です。それぞれ担務が

る。これほど手厚い国はないです。だけ

とするときにCFO がいないということになっ

いきました。

あり、私は地 方 創 生、少 子 高 齢 化、全

ど制度を知らない人も多いですから、わか

て、公認会計士で補えないかと話しがあり

国会議員になって初めての議員立法

世代型社会保障改革を担当しています。

りやすく伝えていきたいと思っています。

ました。そこで東北会が窓口になって公認

は、高齢者虐待防止法でした。二年前は

この３つの会議に陪席して支えるのがメイ

再犯防止推進法を作り、最近ではチケット

ンの仕事です。だけど補佐官は組織も予

転売禁止法を作りました。ローメーカー
（立

算もないですから、総理にお願いして全

法者）
になりたくて国会議員になったので

世代型社会保障の広報戦略会議を首相

尾町

やりがいを感じています。ただ、こういう

官邸で行うことを許可してもらいました。補

だとお考えですか。

秋葉 そういうノウハウは東北はまだ乏し

ことは地元ではなかなか伝わりにくいんで

佐官の元で組織体を作るのは初めてじゃ

秋葉

事業承継です。いま後継者がいな

いですから、ぜひお願いしたいです。会

すよ。

ないかと思います。委員には東大のクイズ

くて廃業している企業の5 割以上が黒字で

社法改正はガバナンス強化の観点が強か

王など若い人に入ってもらって、SNSなど

す。2 年前の税制改正で、法人を対象に

ったけれど、外部の専門家が経営者のパ

んだと言われていましたね。

を利用する方法を探っていきたいと思って

贈与税、相続税の100％減免を決めて10

ートナーとなって力を貸していくことが大事

秋葉 予算措置など言い出せばきりがない

います。

年の時限立法で制定しました。ところが地

だと思います。

ですが、本来、国会議員は立法作業に

尾 町 アグレッシブで秋 葉 議員らしいで

元では皆さん使ってないんですよ。事業計

どれだけ貢献したかで評価されるべきだと

すね。

画を5 年以内に出す必要があるので、先

思います。

秋葉

ローメーカー（立法者）
に
なったきっかけ
尾町

囲む会を作ってもう10 年になりま

すね。
秋葉

東北で公認会計士の後援会（囲む

尾町

秋葉議員は丸森町ご出身で、昨

前回の選挙で、地元で何をやった

補佐官の仕事とは
尾町

首相補佐官はどのようなお仕事で

すか。
秋葉

補佐官は5 人で、3 人がキャリア官

与えられた会議に陪席するだけで

会計士を紹介する体制を整えています。
監査法人から独立した若手などもいます
から、起業家のパートナーとして事業計画

我々と協働できるところはどの部分

生方にこの制度活用を進めてほしいです。

や組織力強化のアドバイスができます。

ライバルは
トムクルーズ !?
尾町

はなくて、具体的成果を出したいんですよ。

石沢

社会保障問題は国民の一番の関心事な

が重要だと思います。事業を承継しようと

ていますか。

のに、内容が十分に伝わっていません。

いうマインドのある人が少ない。黒字で倒

秋葉 ジョギングをしています。東京マラソ

例えば年金も70 歳から貰う人は43％加算

産する企業は、引き受ければ事業はうまく

ンが中止になってがっかりしているんです

があります。それを75 歳まで繰り下げる改

いくわけですから、これを伝えてマインドを

よ。6 年続けて走っていますから。今回は

革も進んでいて、83％も増えるんですよ。

醸成していきたいですね。

3 万円の靴も買ったんです。車体性能は

男性の育 休 制 度

秋葉 確かに人の問題が大きいですね。

どんどん衰えていますから、メカに頼る。

も、ユ ニセフのレポ

最近の若い人は社長を目指したいとも思わ

でも僕はトムクルーズと生年月日が同じなん

ートで世界一充実し

ないし、事業を継げと言われても責任を追

です。
なのになんでこんなに違うのか（笑）。

ていると褒められて

いたくないと言う人が多い。でも先日、仙

尾町 いやいや、フルマラソンを走るのは

います。雇用保険の

台にUターンしようと思ったら働きたい会社

立派です。

手当てと保険料免除

がないから自分で起業したという社長さん

秋葉

分を合わせると、子

に会いました。IT 関係で従業員も増えて

ないので、走っていて最高なんです。背

供が一歳になるまで

いるそうです。そういう人材を育てていか

中を押してもらえる。あの応援の力はもの

給与の 8 割が支給さ

ないといけないですね。

すごいですね。

れます。子供を保育

石沢

石沢

所に通わせないと、

で、企業育成のワーキンググループを作っ

す。ぜひ一緒に東北を盛り立てていきまし

最大 2 年間続けられ

ています。その中で上場まで持っていこう

ょう。

秋葉賢也 衆議院議員
尾町正文（囲む会会長）

事業承継の肝は人づくり

1962年7月3日宮城県生まれ。
中央大学卒、東北大学大学院法学研究科博士
課程前期修了、 松下政経塾卒。宮城県議会議
員を経て現在、衆議院議員(6期)。厚生労働副
大臣、復興副大臣を歴任。現在、内閣総理大臣
補佐官。
趣味は野球、ジョギング、映画、音楽(オリジナ
ル曲のCD2枚を発表)。

石沢裕一（東北会会長）

制度を広めるにあたって、人づくり

仙台市と東北経産局と東北財務局

秋葉議員は健康のために何かされ

東京マラソンは観客が絶えることが

我々も秋 葉 議 員を応 援していま

活 動 報 告

「野田たけし 新春のつどい」に参加

「義家ひろゆき 新春の集い」に参加
神奈川地方会

2020年2月8日

レンブラントホテル厚木にて、
「衆議院議

閣において、法務副大臣を務められてお

員 義 家ひろゆき 新 春の集い」が 開 催さ

り、精力的な活動について報告があった。

れ、神奈川地方会からは、太田会長、高

政治連盟では
「公認会計士による義家

品特別顧問、西顧問ほかが出席し、義家

弘介後援会」
を平成 25 年に設立し、神奈

議員との交流を図った。

川県会会員を中心に、義家ひろゆき議員

義家議員
（自民、神奈川 16 区、当参 1・

2020年2月16日

の活動を支援している。

衆 3）
は、現在、第 4 次安倍第 2 次改造内

野田 毅 衆議院議員

去る２月16日
（日）熊本ホテルキャッスルに

査会最高顧問の野田毅議員（熊本２区、

おいて、
「衆議院議員 野田たけし 新春の

当選 16 回）が登壇し、経済政策や社会保

つどい」が開催され、
「野田たけしを囲む

障政策、人口減の中の熊本の将来、道半

公認会計士の会」
から林田素行会長をはじ

ばの熊本地震からの復興の取組など幅広

め計７名が参加した。

くお話しされた。その後、野田議員は各テー

会場は約 1,200 名参加の大盛会で、多
くの議員や首長、関係団体、支援者から
義家弘介 衆議院議員

ブルを回られ、我々囲む会のメンバーにも
親しくお声を掛けていただいた。

挨拶・激励が行われた後、自民党税制調

「甘利明 企業・団体 令和 2年賀詞交歓会」に参加
レンブラントホテル海老名にて、
「衆議院

当 12）
は、現在、衆議院における決算行

議員 甘利明 企業・団体賀詞交歓会」が

政監視委員会の委員を務められており、自

開催され、
「公認会計士による甘利明後援

由民主党では税制調査会会長に就いてお

会」
の須田会長、柴田幹事長が出席した。

られる。国際経済における将来の日本の課

神奈川地方会からは、太田会長、猪鼻副

題と希望について、国会議員としてのひた

会長、高品・髙野両特別顧問が出席し、

むきな熱意が語られた。

甘利議員との交流を図った。

神奈川地方会

2020年2月17日

政治連盟では
「公認会計士による甘利

会場には、三原じゅん子参議院議員、

明後援会」
を平成 23 年に設立し、神奈川

島村大参議院議員をはじめ多くの関係者

県会会員を中心に、甘利明議員の活動を

が駆けつけ、甘利議員への激励の挨拶が

支援している。

甘利 明 衆議院議員

あった。甘利議員（自民、神奈川 13 区、

「健政会（若林けんた東京後援会）朝食会セミナー」に参加
激励に駆け付けた。

2020年2月20日

された後、自由民主党長野県衆議院第一

国政復帰に向けて、長野県所属の会

て、「健政会（若林けんた東京後援会）朝

当日は自民党政務調査会長代理の柴山

選挙区支部長として、若林けんた元議員

員をはじめ全国の会員の支持をお願い

食セミナー」が開催され、手塚正彦日本公

昌彦衆議院議員より
「society5.0の到来と

より近況の報告と国政復帰に向けて熱い

し、当政治連盟は今後も引き続き応援して

認会計士協会会長をはじめ多くの役員が

今後の教育の方向性」
について講演がな

思いが語られた。

いく決意である。

2月20日
（木）都市センターホテルにおい

若林健太 元参議院議員

政治連盟会費の納付についてお願い

宮澤博行議員が
2020年2月20日
来会

（「預金口座自動振替」制度をご利用ください）

会費納入にあたりましては、昨年5月中旬に送付しました「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。

宮澤博行衆議院議員（自民党/
静岡３区）が来会されました。

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。
宮澤博行 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

