
今回は、生き馬の目を抜く金融業界を20 年生き抜いた元金融マン、小田原潔議員です。
経済通であることはもちろんですが、志はなんと「北方領土回復」と「国連の敵国条項の改正」、
「安保理常任理事国入り」。その心を伺いました。

1987年東京大学経済学部卒。富士銀行、メリルリンチ証券、ゴールドマン・サックス証券 、ドイツ
証券、モルガン・スタンレー証券を経て２０１２年１２月衆議院議員初当選。当選3回、元外務大臣
政務官。尊敬するのは佐藤栄作、陸奥宗光、秋山好古。三人の共通点は信念を貫き通したところ。
秋山好古は大酒飲みだったことにも共感。
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第5回 政治連盟囲む会インタビュー 小田原きよし第6回 

「北方領土回復」に込める想い

一法師信武（囲む会会長）小田原 潔 衆議院議員

一法師　メリルリンチ、ゴールドマン、

モルガンと金融の世界を 20 年以上歩ま

れた後、政治家になられていますが、い

つから政治家を志したの

ですか。

小田原　実は8歳の時、1972年の5月15

日、沖縄が返ってきたことがきっかけ

です。私の父は自衛官だったので、父

はいざという時には命をかける仕事を

している。でも思いつきのような作戦

で父が犬死するのは絶対嫌だと幼心に

思っていました。沖縄の返還は一発の

銃弾も発射せず、一滴の血も流さず戦

争で取られた領土が返ってきた。政治

の力はすごいと思って、それでいつか

そういう仕事がしたいと思ったんで

す。

一法師　しっかりしたお子さんだった

のですね。　

小田原　ぜんぜんです。喧嘩っ早かった

し、飽きっぽかったので、父にしてみれ

ば不甲斐ない息子だったと思います。ま

さか、こんなにきちんとするようになる

とは自分でも驚きです（笑）。

一法師　ご経歴からは、すごく優等生に

見えます。

小田原　実態からかけ離れた評価にい

つも悩んでいるんですよ。だいたいとっ

つきにくい経歴と思われるのですが、現

実はどの段階も七転八倒でした。

一法師　金融界から政界へは、どのよう

なきっかけがあったのですか。

小田原　私には地盤、看板、何もなく、

政治家への道は開かれていないだろう

と思っていました。でも小泉政権になっ

て自民党も候補者を公募をするように

なり、私はそれに 4回手を挙げて、大分

の参議院選挙の候補になったのです。そ

の時は現職の先生に負けましたが、次は

東京で出てみたらどうかと背中を押し

ていただいて、東京 21 区の候補者のお

話をいただきました。東京21区は、当時、

民主党の強い先生がいらっしゃったの

ですが、ここで断ったら二度と私には声

がかからないと思い、損得勘定も人生設

計もなく選挙に望みました。政権奪還の

風もあって当選させていただきました。

一法師　毎朝、立川、国立、高幡不動駅な

どで辻立ちをされているそうですね。

小田原　初めは小田原潔を知らない人

が圧倒的に多かったですから、知ってい

ただくことが目的でした。ただ私も通勤

していた頃、マイクを持って立っている

人を頑張っているなとは思いますが、う

るさいなと思うこともありましたので、

できるだけ爽やかな印象が残るように

「おはようございます。いい天気ですね。

行ってらっしゃい」と挨拶だけ言ってい

ます。すると、２年ぐらい経つと小田原

潔ぐらいは分かっていただいている雰

囲気ができてきました。これを 8年間続

けています。

一法師　毎朝続けるのは大変ですね。

小田原　駅頭はけっこう楽しいんです

よ。その日の町の雰囲気がよくわかりま

すから。政治に対する不信が芽生えた

り、情けないニュースが出ると雰囲気が

冷たいですし、菅総理が誕生したばかり

の時は雰囲気が暖かくてビラを取って

くれる人も多いです。駅頭も含めて地元

の活動は、日々の暮らしと政治は自分が

選んだ代表を通じて繋がっているんだ

と実感してもらうためにとても大事な

んです。私は議員の責任だと思っていま

す。

一法師　小田原議員は毎月、政策勉強会

を開催されていて、これも大変興味深い

です。

小田原　講師に起業家を呼ぶようにな

って、来場してくださる人も倍増しまし

た。我が国の経済の最大の課題は成長戦

略で、私が言うのは不謹慎ですが、成長

戦略はお役人や政治家が考えても良い

ものは出てきません。成長戦略は起業家

が新しい価値や仕組みを 365 日、24 時

間、本気で考えるところから生まれま

す。私たちの仕事は、みずみずしい起業

家さんや経営者たちのアイデアを邪魔

しないこと、これが私の信念です。　

一法師　最近の起業家さんは面白い方

が多いですね。

小田原　今までで一番面白いです。ホリ

エモンや村上ファンドの頃は、欧米で成

功したアイデアをいち早く取り入れて

上場しようというスタイルが散見され

ました。だけど今は金や名誉よりも、新

しい価値を世の中に問うてみたいとい

った純粋な起業家が多くなりました。

例えば宇宙ゴミを回収するとか、保育園

でうつぶせ寝を防ぐにはどうしたら良

いかとか、社会的に価値がある面白い

アイデアを持ってくる起業家が本当に

たくさんいます。こういう日本の宝を

講師に呼んでいるので本当に楽しいで

すよね。

一法師　今後どのようなことを目指さ

れていますか。

小田原　私は金融マンでしたけど、本

当にやりたいことは、まず北方領土の

回復です。それから国連の敵国条項の

改正。死文化しているとは言え、国連

憲章の53条と107条には、まだ先の大戦

で連合国の敵だった国は国連の敵だと

書いてあります。60年以上、第2位の拠

出金を払い続けている、企業で言えば

第2位の筆頭株主に議決権がないのと同

じです。3番目に私がやりたいことは、

安保理の常任理事国になることです。

地球上で起こる重要なことは必ず相談

されて意見が言える立場にいることが

大事で、これは子や孫、子孫に残せる

極めて大きな国益になります。

一法師　目指すことの一番最初に北方

領土がくるのはどういうお考えですか。

小田原　ふるさとだからです。ふるさと

を守る、領土を守るのは、同胞の生命を

守るのと同じで最優先課題。だから、た

だ４つの島を返してくれと言っている

のではなくて、「日本人としての誇りと

自信を取り戻す」ということです。取ら

れた領土も、拉致された人も、取られた

主権は何十年、何百年かかっても必ず取

り返す国だと証明することは、とても大

事な国民としての自尊心です。だから絶

対、北方領土は返してもらわなければい

けないと思っています。

一法師　沖縄返還のときからの思想が

続いているのですね。

小田原　それはもう一生追い続けます。

ただ、現実的にいま期待されているのは

経済や財政面です。経済、経営、市場とい

ったことについて、骨身にしみて分かっ

ている国会議員は残念ながら少ないで

す。貸借対照表と損益計算書、キャッシ

ュフロー・ステートメントがわかる政

治家はどれ位いるでしょうか。B/S、P/L

が読めないで経済や財政を語るのは、ヘ

ッドライトをつけないで運転するぐら

い危ない。会議で議論が迷走しないよう

に貢献するのも大きな仕事だと思って

います。

一法師　小田原議員が公認会計士に求

めることをお聞かせいただけますか。

小田原　エンロン事件でSOX法がで

き、スチュワードシップコード、コー

ポレートガバナンスコードができまし

たが、不祥事がなかなかおさまらない

のは、トップが不正に絡んでいるから

だと思います。うまくいかないときこ

そ人柄がでます。トップエグゼクティ

ブの方々がうまくいかないときにごま

かさず、公正な表示をしてこそ真の経

営者だと思います。

　私は会計原則が求めるものは、突き詰

めれば経営者の勇気と丁寧な姿勢だと

思います。ですから公認会計士の先生方

に求めることは、経営者のみなさんにう

まくいかないときこそ勇気を持って真

実を語っていただく。そういう

人間関係を築き、今期うまくい

かなくても来期挽回しましょ

うと、良き助言者になっていた

だくことに尽きます。そういう

上級アドバイザーになってい

ただきたいです。

一法師　ありがとうございま

す。私たちも研鑽を積んで経営

者の力になっていきたいと思

います。ところで、ご趣味のト

ライアスロンはコロナでなかなかでき

ませんね。

小田原　そうなんです。35、36 歳ぐらい

から月に 100キロ走って、月に 8回泳ぐ

ということを続けてきたのですが、ここ

1年泳いでいないです。トライアスロン

を競技でやっているのは、現役の国会議

員ではたぶん私一人だと思います。だけ

ど僕はもともと運動神経が鈍い方で、50

歳代の部でいつもびりから 2番目（笑）。

完走できればいいと思っているので、ほ

とんどの人は頭の中で「ロッキーのテー

マ」が流れていると思うけれど、僕の頭

の中はレゲエが流れています。

一法師　完走できるだけ立派です。これ

からも日本のために一緒に走っていき

ましょう。本日はありがとうございま

した。

全てをかけて臨んだ
政治家への道

日々の活動で
トレンドをつかむ

大切なのは日本人としての
誇りと自信



活 動 報 告

会費納入にあたりましては、5月上旬に送付いたします「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。

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

【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

公認会計士12,000円 準会員1,200円政治連盟会費（年額）

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。

国会議員の先生方との
意見交換

西田昌司 参議院議員（自民党/京都府選挙区） 2021年3月10日 古川俊治 参議院議員（自民党/埼玉県選挙区） 2021年3月11日 片山さつき 参議院議員（自民党/比例代表（全国区））2021年3月17日

衛藤征士郎 衆議院議員（自民党/大分2区） 2021年3月4日 古賀篤 衆議院議員（自民党/福岡3区） 2021年3月8日 柴山昌彦 衆議院議員（自民党/埼玉8区）柴山昌彦 衆議院議員（自民党/埼玉8区） 2021年3月10日

塩崎恭久 衆議院議員（自民党/愛媛1区） 2021年2月24日 吉野正芳 衆議院議員（自民党/福島5区） 2021年3月1日

武村展英 衆議院議員

片山さつき 参議院議員古川俊治 参議院議員西田昌司 参議院議員

柴山昌彦 衆議院議員古賀 篤 衆議院議員

吉野正芳 衆議院議員塩崎恭久 衆議院議員

衛藤征士郎 衆議院議員

薗浦健太郎 衆議院議員松本洋平 衆議院議員

2021年2月17日 2021年3月4日

　日本公認会計士協会、日本公認会計士政治連盟と

して今月も国会議員の先生方と業界を取り巻く環境

について意見交換をおこないました。

武村展英議員が来会薗浦健太郎議員、松本洋平議員が来会
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だ４つの島を返してくれと言っている

のではなくて、「日本人としての誇りと

自信を取り戻す」ということです。取ら

れた領土も、拉致された人も、取られた

主権は何十年、何百年かかっても必ず取

り返す国だと証明することは、とても大

事な国民としての自尊心です。だから絶

対、北方領土は返してもらわなければい

けないと思っています。

一法師　沖縄返還のときからの思想が

続いているのですね。

小田原　それはもう一生追い続けます。

ただ、現実的にいま期待されているのは

経済や財政面です。経済、経営、市場とい

ったことについて、骨身にしみて分かっ

ている国会議員は残念ながら少ないで

す。貸借対照表と損益計算書、キャッシ

ュフロー・ステートメントがわかる政

治家はどれ位いるでしょうか。B/S、P/L

が読めないで経済や財政を語るのは、ヘ

ッドライトをつけないで運転するぐら

い危ない。会議で議論が迷走しないよう

に貢献するのも大きな仕事だと思って

います。

一法師　小田原議員が公認会計士に求

めることをお聞かせいただけますか。

小田原　エンロン事件でSOX法がで

き、スチュワードシップコード、コー

ポレートガバナンスコードができまし

たが、不祥事がなかなかおさまらない

のは、トップが不正に絡んでいるから

だと思います。うまくいかないときこ

そ人柄がでます。トップエグゼクティ

ブの方々がうまくいかないときにごま

かさず、公正な表示をしてこそ真の経

営者だと思います。

　私は会計原則が求めるものは、突き詰

めれば経営者の勇気と丁寧な姿勢だと

思います。ですから公認会計士の先生方

に求めることは、経営者のみなさんにう

まくいかないときこそ勇気を持って真

CPAは上級アドバイザー
であってほしい

実を語っていただく。そういう

人間関係を築き、今期うまくい

かなくても来期挽回しましょ

うと、良き助言者になっていた

だくことに尽きます。そういう

上級アドバイザーになってい

ただきたいです。

一法師　ありがとうございま

す。私たちも研鑽を積んで経営

者の力になっていきたいと思

います。ところで、ご趣味のト

ライアスロンはコロナでなかなかでき

ませんね。

小田原　そうなんです。35、36 歳ぐらい

から月に 100キロ走って、月に 8回泳ぐ

ということを続けてきたのですが、ここ

1年泳いでいないです。トライアスロン

を競技でやっているのは、現役の国会議

員ではたぶん私一人だと思います。だけ

ど僕はもともと運動神経が鈍い方で、50

歳代の部でいつもびりから 2番目（笑）。

完走できればいいと思っているので、ほ

とんどの人は頭の中で「ロッキーのテー

マ」が流れていると思うけれど、僕の頭

の中はレゲエが流れています。

一法師　完走できるだけ立派です。これ

からも日本のために一緒に走っていき

ましょう。本日はありがとうございま

した。

会計原則に
求めるもの
経営者の勇気
丁寧な姿勢


