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第２回 政治連盟囲む会インタビュー

ゲスト
衆議院議員

■ 第２回政治連盟囲む会インタビュー
この国は間違いなく成長する！
■ 活動報告
●

夏の議員会館挨拶廻り

「わしお英一郎を育てる会」に参加

●

森 公高
新井達哉

村井英樹

この国は間違いなく成長する！
今回は、自民党若手の村井ひでき議員。囲む会の久保会長の高校の後輩にあたり、東大卒、財務省入省、
ハーバード大学大学院修了、そして自ら政界に飛び込んだチャレンジャーです。この国の明るい未来を大い
に語っていただきました。
インタビュアー：久保直生（囲む会会長）、青山裕之（囲む会幹事長）

いです。私が退職したのは2011 年です

くB to Cの仕事と言えますよ

が、当時、民主党政権に代わって議員と

ね。インターネットやソーシャ

官僚の間がしっくりいかなくなっていました。

ルメディアの発展に伴って、

村井議員は財務省にいらっしゃっ

官僚があまり信頼されなくなって、十分な

有権者一人ひとりの力が強くなってくる時

て、国のために働けるポジションだったと思

仕事ができないと感じたのが直接的なきっ

代には、このB to C が難しくなるし重要に

いますが、どうして政治家を目指したので

かけです。また、役人は第一義的には政

なってくる、政と官で言うと政の比重が重く

すか。

治家に理解してもらう政策を作っていくの

なる。そう考えて、自分の限られた人生や

村井 国のために働こうという根底は、財

が仕事で、B to Bの側面が強いんです

能力をぶつけるのは政治の世界だと確信

務官僚時代と政治家時代で変わっていな

が、政治家は有権者の皆さんにご理解頂

をもって飛び込みました。

政治家にしかできない
仕事

GoogleとApple が取引にあたって守るべ

に全然理解いただいていないという危機感

な政策を打ちましたが、その効果は 率直

きルールを決めた
「デジタル・プラットフォー

を感じています。

に言ってネグリジブルです。なぜなら共通

議員を目指した動機
久保

久保

議員になられて８年、どのようなこと

マー取引透明化法」
を作りました。
久保

年金改革にも力を入れていらっしゃ

昭和55年埼玉県浦和市生まれ。東京大学卒、
ハーバード大学大学院修了。財務省主税局参事
官補佐。2012年、衆議院選初当選。自民党副幹
事長（歴代最年少）、内閣府大臣政務官（経済
再生・金融庁担当）など歴任。当選回数3回。尊
敬する政治家は大久保利通、吉田茂。

例えば青山さん、今65歳になった人と、

する根本的原因である
「将来不安」
に働き

40 年後に65 歳になった人、どちらが年金

かけてないからです。だから消費も投資も

に携わってきましたか。

いましたね。

額多いと思いますか？

活性化しない。将来不安の大元は、人口

村井 政権与党ですと役所と仕事をする

村井 人生 80 年時代から100 年時代に変

青山

減少と高齢化で経済成長はもうしないだろ

ことが多いのですが、私は政治は８割５分

わって国の仕組みも変えていかなくてはい

村井 思いますよね。だけど違うのです。

うということから来ています。だけど、経済

は役所に任せるべきと思っています。霞が

けないとなったとき、年金改革は不可欠で

年金の財政検証を厚労省が出しています

成長は
「労働投入量×生産性」
で導かれま

関と永田町ではそれぞれ得意分野があっ

す。年金改革は政治的に非常にセンシティ

が、物価を調整した後でも40 年後の人の

すので、75 歳まで働くことが一般的な経済

て、基本的に専門性が高くて執行能力が

ブかつB to Cの最たる政策ですが、4 年が

方が多くもらえます。報道が所得代替率

社会に30 年から40 年かけて切り替えてい

あるのは霞が関です。でも役所には苦手

かりで政治主導で支給開始年齢の引き上

（年金額を現役世代の平均賃金で割った

ければ、労働投入量は確保できます。生

分野が３つあります。一つはデジタル化や

げではなく、受給開始年齢の柔軟化に舵

値）
を取り上げて減ると言っていますが、

産性についても、この７年間で先進国の

人生 100 年時代のような大きな環境変化に

を切りました。65 歳が年金のもらい始めの

購買力で見ると上がります。その上で私や

中で一番生産性が伸びたのは日本です。

伴う新しい政策。二つ目は省庁またぎの分

基本で、70 歳からもらい始めると月額 1.42

青山さん世代は70 歳や75 歳まで働くでしょ

でも生産性の絶対値が一番低いのも日本

野。例えば GAFAの担当は、経産省か

倍、75 歳からだとなんと1.84 倍になる。こ

う。そうしたら1.4 倍、1.8 倍もらえるわけで

です。つまり伸びる余地がまだまだあると

公正取引委員会か、総務省か一見分か

のように、受給開始時期の選択肢を増や

すから豊かな老後ですね。だから年金の

いうことです。

らない。三つ目は省庁自体の組織に関わる

す年金改革法が今国会で成立しました。

未来は明るいのです。それが全く理解さ

労働投入量も維持できるし、生産性もま

れていない。すみません、エンジンがかか

だまだ上がるわけですから、この国は間違

ってきました
（笑）。

いなく成長すると思いますね。経済成長も

久保

しない、年金ももらえないと言っている人は

こと。ですから、こうした分野は政治家が
リーダーシップをとるべきだと思って取り組ん

この国が成長する論拠

できました。今国会ではGAFA、中 でも

村井英樹 衆議院議員
久保直生（囲む会会長）

青山裕之（囲む会幹事長）

前者だと思いますが。

今度、会計士協会で研修の場を

久保 財務省ご出

設けます（笑）。

私と議論して欲しい。何を根拠に言ってい

身ですから、税や

村井 ぜひお願いします。日本人は不安

るのか。私はそんな雰囲気を打破して閉

年金にご興味を持

を感じやすい遺伝子を持っている民族らし

塞感をなくして、みんなが新しい挑戦をす

って取り組んでおら

くて、それもあるのか報道も有識者も将来

る元気のある国を作っていきたい。コロナ

れるのですね。

不安が大好き。私はその根拠なき不安こ

で元気がなくなっているからこそ、あえて

村井 税金関係は

そが、この国の閉塞感を生んでいるんじゃ

声を大にして言いたいんです。

大好きです（笑）。

ないかと思います。

囲む会の陳情が税制の
特例を実現

ややオタクですけ

たとえば子供をもう一人持たない、高齢

ど、税の資料を作

者が現預金を蓄えお金を使わない、企業

るのも理屈なく好き

は内部留保を溜め込む。私は20 年近くこ

青山

です。年金につい

うしたテーマに携ってきましたが、少子化

強化税制」
の認定要件を大幅に拡充する

ては、国民の皆様

対策、NISA、賃上げ促進税制など様々

特例を通していただき、大変お世話になり

今回、村井議員に
「中小企業経営

ました。投資に対して100％減価償却費用

に上がりました。

せなくなっていたのがわかり、２月以降に取

います。感謝申し上げます。

化または10％の税額控除ができる税制で

村井

得した設備に関しては、9月30日まで申請

久保

すが、私のクライアントがコロナの影響で

から、ありがたかったです。役所は、コロ

OKに変えることができました。

うですね。

要件を満たすのが難しくなって、経産省や

ナの最中で相談が山ほどあって対応が追

青山

村井 高校まで野球をやっていました。一

税制の窓口に相談に行ったのです。でも

いついていなかったのだと思います。私と

6月15日には特例を出していただけたので

応、埼玉県野球協会会長です。

改正する動きはないと言われて、それで村

しては、公認会計士協会の皆さんとこれま

非常に有り難かったです。埼玉１区の代

久保

井議員に陳情するしかないと思ってお願い

で積み上げてきた関係がある中で、「青山

議士が村井議員で本当に良かった
（笑）。

ているのですが、始球式に出ていただけ

さんがおっしゃるのなら恐ら

久保 法の是正や改正は、通常、協会

ると盛り上がりますね。

く間違いない」
と思いました

本部から議員の方々に話をしますが、今

村井

し、多分役所も、税にマニ

回は地域のつながりでも実現できることが

の少年野球でもやらせてもらって、子供た

アックな私が言うから調べ

わかりました。各地の公認会計士は中小

ちから
「村井英樹、結構やるぜ」
みたいな

てみようとなって、話が前に

企業支援をしていますから、地元議員と協

反応をもらいます。国会見学で挨拶する

動いたと思います。結局、

力していろいろなサポートができますね。

と、「あいつ、超球速えんだよ」
とか
（笑）。

コロナの影響で認定に必要

村井 日頃から
「囲む会」
をやっていただい

久保 そうですか。では楽しみにしていま

な書類が工業会や経産局

たり、しっかりしたお話をさせていただいて

す。本日はありがとうございました。

からスピード感を持って出

いることが、今回のことに繋がっていると思

私は税に関することは大好きです

陳情に伺ったのが 5月のはじめで、

村井議員の趣味は野球と将棋だそ

協会の東京会が秋に野球大会をし

ぜひお願いします。始球式は地元

活 動 報 告
1班は森公高政連会長、手塚正彦協会

夏の議員会館挨拶廻り

2020年8月3日

8月3日（月）
、今年も夏の議員会館挨拶
廻りを実施した。今年は時節柄、密になって

会長、2班は加藤達也幹事長、佐藤久史

夫副幹事長、6班は柳澤義一副会長、峯
岸芳幸副会長。

協会専務理事、3班は武内清信副会長、4

4名の議員にお会いすることができ、協

の訪問を避けるために班を増やし、各班少

班は小暮和敏副会長、秋山修一郎副幹

会の動向などについて報告させていただ

人数で訪問すべく6班に分かれて行った。

事長、5班は北方宏樹副幹事長、鶴田光

いた。

野田 毅 衆議院議員

竹谷とし子 参議院議員

若松謙維 参議院議員

中川雅治 参議院議員

「わしお英一郎を育てる会」に参加
８月５日（水）
、学士会館で、
「衆議院議

2020年8月5日

認会計士が参加した。

員わしお英一郎を育てる会」が、新型コロ

鷲尾議員は現在43歳

ナウイルス感染症拡大防止対策を十分施

で、すでに当選５回を数

したうえで開催された。鷲尾議員は昨年３

える。公認会計士であり、

月に自由民主党に入党し、同年９月に衆議 「筋を通す政治家」として
院の環境委員長に就任され、小泉環境大

地 道な努 力を重ねてい

臣とともに環境問題に取り組まれている。

る。地元新潟のため、国

会場には、菅 義偉内閣官房長官、二

民のため、国家のため、

階俊博自民党幹事長、小泉進次郎環境大

そして公認会計士業界

臣ほか多くの国会議員が激励に駆けつけ

の発展のために、今後の

られ、鷲尾議員の政治姿勢及び今後の活

更なる活躍を願うところで

躍に対する期待について大いに語られた。

ある。

当政治連盟からも森公高会長、加藤幹
事長及び手塚協会会長をはじめ多数の公

鷲尾英一郎 衆議院議員

