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竹谷議員

政治連盟会長 森 公高

森　若松議員は公認会計士国会議員第1
号ですね。若松議員が総務副大臣のと
き、私は日本公認会計士協会の常務理事
で副大臣室にお邪魔しているんですよ。
若松　平成13年に「行政機関が行う政策
の評価に関する法律」が制定され、そのタ
イミングで総務副大臣をさせていただきまし
た。私は監査の観点から「行政の評価」や
「効率化」に力を入れてきましたので、行政
評価局を設置する流れをつくらせていただ
いたという自負があります。それから20年経
って、最近ではEBPM（Evidence-Based 
Policy Making ／エビデンスによる政策立
案）が重要であるとなってきています。
　Evidence-Basedというのは、公認会計
士で言う「監査証拠」のようなもので我々に
は馴染みがあるのですが、多くの国会議

員にはよくわからないのが現状です。です
から、今年3月の総務委員会で私が代表
して問題点を取り上げました。
　まず一つは、EBPMはエビデンスを基に
ロジックモデルを作成してそれを検証する
仕組みですので、エビデンスであるデータ
が質的に高いものでないと意味がありませ
ん。ですから、データ整備のレベルをあげ
なければいけないということ。
　二つ目は、EBPM推進委員会が内閣
府にありますので、行政評価局がある総
務省と頭が二つあるということは避けてい
ただきたいということです。令和3年度の
予算編成で、内閣官房で5,000万円、総
務省で5,000万円とばらばらに予算を取っ
ています。これからEBPMを制度として定
着させていくためには、これまで20年間、
行政評価をしてきた行政評価局が中心とな
ってやっていくべきではないかと提言しまし
た。
　今後はEBPMの実践の話になっていき
ますので、公認会計士国会議員として活
用のアドバイスや推進をしていきたいと思っ
ています。
森　EBPMは、いつぐらいから検討され
ているのですか。
若松　これは統計改革からきていまして、
平成29年に統計改革推進会議ができ、こ
れを内閣中心で行なったことより、EBPM
推進委員会も内閣にいったという流れで
す。
森　政策決定や予算どりにあたっても
EBPMを使って客観的な政策推進をしよう

ということですね。
若松　そうです。ロジックモデルは企業で
言うところの「事業計画」です。企業はエビ
デンスを基に綿密に予算を立てますが、行
政は政治的な力が強くて「どーん」と予算を
取る。しかし後の評価が弱いというのが長
年の課題です。だから、主要な政策につ
いてはEBPMでやっていこうとなりました。
ただロジックモデルをつくるのは大変な労力
ですので、諸外国でもかなりしぼってやっ
ています。
森　まずはどの分野で進めようとしている
のですか。
若松　医療と教育分野が多いですね。行
政というのは、量的に成果を表現するの
が難しいものが多いです。だからEBPM
というロジックモデルをしっかり作って、その
通りお金が使われ効果が出ているというエ
ビデンスを出すことが非常に重要になってく
ると思います。今後も内閣府と総務省、そ
して行政評価に関わる関係者を集めて、
率直な意見交換をしながら進めていきたい
と思っています。

森　竹谷議員には何度となく協会に来て
いただいて、会員に対して財政の見える
化のお話をしていただいていますね。
竹谷　財政の見える化は、国民が納めた
税金を無駄なく必要なところに使っていると
いう「政府に対する信頼をつくる」ために必
要不可欠だと思っています。政府も企業の

ようなBS/PLを作るようになりましたが、そ
れだけでは見える化と言えませんよね。企
業で言う「原価計算」の手法で、行政サー
ビスにいくらかかっているのか評価して、も
っといい予算の使い方があるのではないか
と検討するということを、2014年から試行
的に財務省でやっていただいています。
　一つ例を出すと、刑務所の費用は年間
2,600億円以上かかっています。収容され
ている人、一人当たりの費用を出すと、宿
泊、食事、矯正費用などで1日1万3,000
円以上かかっている。「なんとか減らせな
いの？」と国民的に思いますよね。
　そこでどうするかというと、犯罪をなくし
ていく。特に再犯を防止する。犯罪の背
景には貧困や虐待の問題がありますの
で、社会環境や教育環境を充実させたり、
知識や技能を身につけさせることに予算を
割くべきであるという議論につなげていくわ
けです。
森　原価計算の手法で見える化して改善
策を作り出すのは、公認会計士の発想で
すね。会計事務所のコンサルティング部門
が国会の中に入っていったなと感じます。
竹谷　私は国の現金給付業務の手続き面
でも効率化できると思っています。財務省
と各省に国の支援金や補助金を支給する
ための間接経費を出していただいたら、多
くのものが５～１０%、単価の低いものは２
割から３割かかっていました。それらを、
毎回違うシステムでやるのではなく、一度
IDを登録すれば迅速にできる共通システ
ムをつくりましょうと、いま経済産業省で開

発していただいています。来年から徐々に
補助金や交付金の支給などの手続きが簡
略化されていくと思います。
若松　それは省庁横断ですか？
竹谷　そうです。
若松　すごいですね。
竹谷　もう一つ、私は食品ロス問題にも取
り組んでいます。公明党として「循環型社
会形成推進基本法」をつくり、令和元年に
は議員立法で「食品ロス削減推進法」をつ
くりました。食べられるのに捨てるのはもっ
たいない、一方で食べ物に困っている人も
いる状況を変えたいということです。
　日本には過剰な鮮度志向があり、つい
棚の奥に手を伸ばして新しいものを買うと
いう習慣があります。そこでコンビニでは「手
前から取ってください」というキャンペーンを
やっていただいたり、期限が近づいたらポ
イントを5％つけますというシールを貼ってい

ただいたり、メーカーも需要予測を精緻に
行うことによって過剰な生産・在庫を減ら
していく取り組みをしていただいています。
　余っているものは、フードバンクやこども
食堂に提供して、必要な人に届けていく
運動を推進しています。公認会計士の先
輩方も賛同してくださって、こども食堂にご
寄付をいただいたり支援いただいたりして
います。そういったゼロエミッションな社会
をつくっていきたいと思っています。

森　杉議員は大阪ですので、近畿会でよ
く勉強会をしていただいて、非常に国政に
対する理解ができるということで感謝をして
おります。杉議員は、会計検査院のあり
方に問題意識を持っているそうですね。
杉　私は監査をやってきた立場から、会
計検査院のあり方について提案がありまし
て、参議院の決算委員会の中で、会計検
査院にも質問ができる機会があり、森田会
計検査院長に質問をさせていただきまし
た。実は森田会計検査院長は公認会計
士の大先輩で、国会で公認会計士同士
が質疑応答をするのは珍しい事だと思いま
す。 
　会計検査院は毎年11月に前年度の会
計検査報告を出します。去年は、指摘事
項が248件、297億円だったわけですが、
これがどう報道されるかというと、『税金の
無駄297億円』と出るわけです。

　しかし報告の中身を見ていくと、問題の
ある項目もあれば、改善提案されているも
のもあって、全てが無駄遣いのように捉え
られている状況はいかがなものかと感じて
います。
　国民からの期待は、無駄をなくしていく
ことだと思いますが、果たしてそこだけの
目線で検査をやり続けるのがいいのだろう
か、私も監査法人が長いものですから、
何かの形で、検査院が『保証』するような
観点を入れて行く必要があるのではないか
と決算委員会で質問させていただきました。
森　確かに検査院の検査と公認会計士監
査とは、手続きなど近い面がありますね。
国の財政はものすごく大きくて、100兆円を
越える規模の監査をどうやってやるのかと
考えると、法の問題、人員やツールの整
備などハードルはなかなか高そうですが。
杉　保証となると、実務的に越えなくては
ならないハードルがあるというのも承知して
います。完全な保証でなくても、年を変え
て一部の分野だけでも、こういう視点で検
査をしてこういう結果だったと、指摘だけで
なく、問題がなかった個所についての所見
も述べるコミュニケーションが大切なんじゃ
ないかと思うのです。
森　なるほど、国民とのコミュニケーション
が深まるということですね。
杉　国民が最終的に望んでいるのは、し
っかりとした問題のない行政であり、それ
が『外部の目からきちんと検証されている』
ということだと思います。ですから一番望ま

しいのは、国民の関心事項に対して、「行
政はちゃんとやっていました」と、検査院が
第三者的な立場で伝えることがゴールかな
と思っています。予算や人員、専門的能
力を踏まえた上で、指摘型検査から保証
型検査へ、どういったアプローチができる
のかこれからも勉強して取り組んで行きた
いと思っています。

森　本日、お話を伺って、あらためてお三
方とも公認会計士だなあと感じました。バッ
クグランドに会計、財務、監査があって、
その発想を国政での活動に活かしていた
だいていると思います。ぜひ今日のお話が
実現できるように我 も々サポートしていきま
す。タッグを組んでより良い日本を作ってい
きましょう。
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EBPMを推進して
行政評価をレベルアップ

改善策まで考える
「財政の見える化」を推進

公認会計士はこう考える公認会計士はこう考える
今回は、3人の公認会計士国会議員のインタビューです。公認会計士の専門性が三者三様の個性で活かされている様子が伝わってきました。
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行政の

マスクを外しているお写真も掲載しておりますが、撮影時以外は感染症対策を十分に実施し、マスクも着用しております。
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計検査院長に質問をさせていただきまし
た。実は森田会計検査院長は公認会計
士の大先輩で、国会で公認会計士同士
が質疑応答をするのは珍しい事だと思いま
す。 
　会計検査院は毎年11月に前年度の会
計検査報告を出します。去年は、指摘事
項が248件、297億円だったわけですが、
これがどう報道されるかというと、『税金の
無駄297億円』と出るわけです。

　しかし報告の中身を見ていくと、問題の
ある項目もあれば、改善提案されているも
のもあって、全てが無駄遣いのように捉え
られている状況はいかがなものかと感じて
います。
　国民からの期待は、無駄をなくしていく
ことだと思いますが、果たしてそこだけの
目線で検査をやり続けるのがいいのだろう
か、私も監査法人が長いものですから、
何かの形で、検査院が『保証』するような
観点を入れて行く必要があるのではないか
と決算委員会で質問させていただきました。
森　確かに検査院の検査と公認会計士監
査とは、手続きなど近い面がありますね。
国の財政はものすごく大きくて、100兆円を
越える規模の監査をどうやってやるのかと
考えると、法の問題、人員やツールの整
備などハードルはなかなか高そうですが。
杉　保証となると、実務的に越えなくては
ならないハードルがあるというのも承知して
います。完全な保証でなくても、年を変え
て一部の分野だけでも、こういう視点で検
査をしてこういう結果だったと、指摘だけで
なく、問題がなかった個所についての所見
も述べるコミュニケーションが大切なんじゃ
ないかと思うのです。
森　なるほど、国民とのコミュニケーション
が深まるということですね。
杉　国民が最終的に望んでいるのは、し
っかりとした問題のない行政であり、それ
が『外部の目からきちんと検証されている』
ということだと思います。ですから一番望ま

しいのは、国民の関心事項に対して、「行
政はちゃんとやっていました」と、検査院が
第三者的な立場で伝えることがゴールかな
と思っています。予算や人員、専門的能
力を踏まえた上で、指摘型検査から保証
型検査へ、どういったアプローチができる
のかこれからも勉強して取り組んで行きた
いと思っています。

森　本日、お話を伺って、あらためてお三
方とも公認会計士だなあと感じました。バッ
クグランドに会計、財務、監査があって、
その発想を国政での活動に活かしていた
だいていると思います。ぜひ今日のお話が
実現できるように我 も々サポートしていきま
す。タッグを組んでより良い日本を作ってい
きましょう。

「保証型検査」を
会計検査院に提案

2021年7月14日

2021年7月2日

2021年7月6日

公明党議員が来会

「若林けんた君を励ます会」に参加

　7月6日に元参議院議員で公認会計士である若林
けんた氏を励ます会が開催され、日本公認会計士協

　7月14日に公明党の石井啓一衆議院議員（党幹事長）、若松
謙維参議院議員（公認会計士）、竹谷とし子参議院議員（公認
会計士）が来会された。

　7 月 2 日に公明党の参議院議員、竹谷とし子議員（公認会
計士）が来会された。

2021年7月7日「わしお英一郎 育てる会」に参加

　7月7日に自民党の衆議院議員で公認会計士である鷲尾英一郎議員を育てる会が開催された。

若林健太 元参議院議員

鷲尾英一郎 衆議院議員

杉 議員

Toshiko Takeya

 Hisatake Sugi

●

竹谷とし子 参議院議員
会、日本公認会計士政治連盟の役員など、多くの
公認会計士が激励にかけつけた。

活 動 報 告


