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第7回

■ 第7回政治連盟囲む会インタビュー
あるべき姿を描いて
オールジャパンで乗り越える！
■ 活動報告
「健政会（東京後援会）セミナー」に参加

●

「日本公認会計士政治連盟、
自由民主党より表彰」

●

「逢沢一郎衆議院議員が来会」

●

■ 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

政治連盟囲む会インタビュー

あるべき姿を描いて
オールジャパンで乗り越える！
今回は、国会議員一の俊足、松本洋平議員です。モットーは「俺がやらねば誰がやる」。里親に育休を
認める法改正を実現されており、インタビューでも優しさと大胆さを併せ持つお人柄がうかがわれました。

インタビュアー
廣瀬明夫（囲む会会長）、堀川朋善（囲む会幹事長）

ゲスト 衆議院議員

1973年生まれ。慶應義塾大学経済学部を卒業、三和銀行入
行。2005年衆議院選挙にて初当選。現在4期目。自民党青年
局長、内閣府副大臣（防災担当）、経産省副大臣歴任。中学
から大学まで陸上競技に取り組む。高校時代インターハイ・
ジュニアオリンピック出場、大学時代インターカレッジ出場。

松本洋平

た。高校三年生の時は、インターハイに

川県の大学記録を持っています。25 年間

キャラなんだなあと感じます。

も出場しました。今では見る影もないです

破られていないんですよ。

松本 ありがとうございます。基本的に地

が（笑）。

堀川 すごいですね。松本議員は体格もい

元 の 行 事 は 呼 ば れてなくても行きます

廣瀬 中学から大学まで陸上をされていた

廣瀬 タイムはどのくらいだったのですか。

いですから、地元の集まりでもすぐに見つ

（笑）。僕は 盆踊り3 年の法則 というの

そうですね。

松本

400mを48 秒ぐらい。50mを6 秒で

けます。地元の女性は
「洋平ちゃん」
と呼

を作っていて、最初の1 年目は
「誰だ、こ

松本

足の速さは小さいころから自慢でし

走り切る感じです。今でもリレーでは神奈

んでいますよね。親しみ感があって愛され

いつ」、次に行くと
「また来たよ、こいつ」、

３年目には
「よく来たな、こいつ」
に変わって

で、永田町の国会議員の事務所に突撃

はの活動はどういうものがありますか。

りとした基盤をつくっておかなければいけな

いきます。今まで６回選挙をして２回、落

訪問して話を聞かせてもらう活動を一人で

松本 自分で問題意識を持って法改正を

いと思っています。これが 1 点。

選していますが、地元の方は落選している

始めました。

実現できたものは幾つもあります。たとえば

２点目は、政治を志した原点である企業

時にどういう活動をしているかをよく見てく

廣瀬

銀行に勤めながらですか？

里親の育児休暇は、私の会社時代の知り

を元気にしたい、経済を良くしたいというこ

ださっていて、積み重ねと継続で少しずつ

松本

勤務が大手町で皇居の反対側で

合いから相談を受けて、実の親子関係と

とです。経済産業副大臣を去年の9月ま

すから、昼休みに会社を抜け出して
（笑）。

同様の法的措置が受けられるように法改

でやっていましたが、今、とにかくデジタル

でもいつまでも政界に進みたいと思いなが

正ができました。

だという話になっています。でもデジタルは

ら会社勤めをしているのも良くないと思い、

廣瀬 里親は育休が取れなかったんです

元あるものをより便利にしたり、価値を高め

29 歳の時に辞表を出しました。

ね。

るもので、大事なのは元となるものづくりや

廣瀬 松本議員はなぜ政治家を目指した

廣瀬

松本 そうなんです。厚労省に掛け合っ

技術だと思うんです。

のですか。

ね。

松本

松本

本気度を見せる
盆踊り3年の法則

「こいつは本気だな」
と感じていただくことが
大事だと思っています。

勝手な使命感で政治家に

私は1996 年に卒業して銀行に就職

何のツテもなく、まず辞めたのです

て平成 29 年に施行にこぎつけました。
人事部からバカかと言われたのを

堀川

今後やらねばならぬと思っているこ

経産省の若手に言っていたのは、25 年
前は、貿易収支で見ると日本の一番の稼

しました。企業の成長をサポートしたいと

覚えています。自分でも後から考えてみる

とは何ですか。

ぎ頭は家電、機械製品だった。今は自動車。

思って入ったのですが、就職して間も無く

とバカだなと思いますけど
（笑）。母には反

松本

私は1973 年生まれで第二次ベビー

では10 年後、20 年後は何で食べて行くん

金融システムが急激に悪化して、北海道

対されることがわかっていたので、辞めて

ブーム世代です。日本の財政は深刻です

だ？と質問をすると、残念ながら誰も答えら

拓殖銀行の倒産、山一證券の経営破綻

から伝えました。

が、我々が支えてもらわなければいけない

れない。かと言って私も確信があるわけで

などがありました。金融界は生き残るため

廣瀬

高齢者になる時が一番苦しくなります。で

はないのですが、多分日本はデジタルでは

に貸し渋り、貸し剥がしを始め、私は実際

したのでしょう。

すから、我々の世代が責任を持ってしっか

食べていけないと思うんです。

に銀行の現場にいて中小企業の苦しむ声

松本 「俺がやらなきゃダメなんだ」
と思っ

をものすごく聞きました。思っていた仕事と

たんですよね。勝手な使命感と言っていま

違うし、銀行が本来社会で果たすべき役

す（笑）。だって誰も期待してくれていたわ

割とも違う方向に進んでいることに大変危

けではありませんから。

機感を持って、当時1年目、2年目でしたが、

何がそこまで松本議員を突き動か

会社を辞めた翌日に大学の恩師のところ

頭取宛に手紙を書きました。

に挨拶に伺ったところ、「おまえが人生をか

廣瀬 それはすごいですね。

けるのなら」
と、何人かの政治家の先生を

松本 新入社員の意見が届くわけもなく何

ご紹介いただき、それがご縁で会社を辞

も変わらなかったですが、その後、小渕

めた半年後の衆議院選挙で立候補するこ

内閣が誕生して、貸し渋り対策の制度融

とになりました。最初の選挙は落選しまし

資を手厚く実行しました。私が担当してい

たが、２回目で当選して、本当にいろいろ

た取引先でも
「助かった」
という会社がたく

な幸運が重なってこの世界にいられている

さんあって、政治で社会はこんなにも変わ

のだと思います。

るんだと実感したことが政治の道を考え始
めたきっかけです。
でも親戚に政治関係者は誰もいないの

世界の中で戦える国づくり
廣瀬

政治家になられて松本議員ならで

松本洋平 衆議院議員
堀川朋善（囲む会幹事長）

廣瀬明夫（囲む会会長）

堀川

にしましょうと言っています。企業にアンケ

共通化して良かったという話になると思いま

ていきます。

いですね。

ートを取ると、事務手続きが煩雑なので地

す。

松本 公認会

松本 そうです。技術力やものづくりで世

方行政改革をして欲しいという意見が多く

堀川

界の中でしっかりと戦える国にしなくてはい

ありました。菅総理が進めるデジタル法案

ど、ご苦労はあるんでしょうね。

には経済の健全

けないと思っています。

は、地方自治の事務手続きなど統一できる

松本

今回のコロナ対策の補助金関係

性を確保してい

ものは全部統一して効率化を図っていこう

も、とにかく手元の流動性が必要だからス

ただくと同じに、

というものです。私は行革担当副大臣の

ピード勝負でやらなきゃダメだと指示を出し

私が思うのは、

時から取り組んでいたので、法案作成の

ました。コロナという要因で、企業が経営

中 堅・中 小 企

責任者の一人として携わらせていただきま

をあきらめることによって今後の日本の経済

業の密接なパー

した。

や社会の基盤が失われることは避けなけ

トナーにもなって

ればと考えました。

いただきたいと

技術力を生かした何かがあるとい

壁は「えいやッ」で
乗り越える
堀川

国づくりのために何をしなければい

けないと考えていますか。
松本 世界で最も企業活動をしやすい国

今、地方自治は、同じ仕事をやってい

計士の先生方

法案づくりの過程は表に出ませんけ

るにもかかわらずシス

判断というものはつくづく難しいと思いま

いうことです。先生方はいろいろな業界、

テムがバラバラです。

す。でも有事の際やインフラチェンジとなる

会社をご覧になられていますから、その情

災害時に応援にかけ

と、誰かが責任を持って判断しなければい

報を中小企業に伝えて一緒に転換を考え

つけても、使い方がわ

けません。多少強引でも
「えいやッ」
とやっ

ていってほしいです。またその情報を政治

からないということが起

ていかないと壁は乗り越えられないですか

や行政に伝えていただけると、我々も大変

こっています。自治体

ら、本当にあるべき姿をきちんと描いて、

ありがたいです。

の皆さんは慣れたシス

国として責任を持つ、予算をかける、オー

堀川

テムから変更するのは

ルジャパンで社会の課題に対応していく、

ルティングの世界に出ていますので、そう

大変だと思いますが、

そういう体制を作っていかなくてはいけない

いう事例もご紹介していけると思います。

２、3 年 我 慢していた

と思っています。

これからの日本を一緒に考えていきましょう。

だければ、圧 倒 的に

廣瀬 良い国づくりのために我々も協力し

若い公認会計士はどんどんコンサ

活 動 報 告

「日本公認会計士政治連盟、自由民主党より表彰」
2021年4月1日

3月21日（日）、第 88 回自由民主党大会
が新型コロナウイルス感染症対策を徹底し
て実施された。今回は招待客を招かない
運営であったため、自由民主党を代表し
て古賀篤衆議院議員（福岡県３区）が来
会され、「感謝状」の表彰を受けた。この
表彰は、当政治連盟の活動に対する会員
の皆様のご理解とご協力により賜ったもの
であり、改めて皆様に感謝申し上げます。

古賀 篤 衆議院議員

「健政会（東京後援会）セミナー」に参加
3月31日（水）都市センターホテルにおいて、
「健政会
（若林けんた東京後援会）セミナー」が開催され、森公

2021年3月31日

た。若林けんた自由民主党長野第一選挙区支部長より、
近況の報告と国政復帰に向けて熱い思いが語られた。

高政治連盟会長をはじめ多くの役員が激励に駆け付け

逢沢一郎 衆議院議員

「逢沢一郎衆議院議員が来会」
2021年４月21日

４月 21 日（水）逢沢一郎衆議院議員（自民党・岡山県１区）
若林健太 前参議院議員

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−

が来会された。

政治連盟会費（年額）
公認会計士12,000円

準会員1,200円

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

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

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

ニ利用可）」をご利用ください。
また、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。

要な活動を行っております。何卒、
当政治連盟の活動にご理解を賜り、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。
（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。
）

【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

