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甘利明衆議院議員を訪問

鷲尾英一郎衆議院議員が来会

日本公認会計士政治連盟、自由民主党より表彰
小田原潔衆議院議員を訪問

■ 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
第 57 回定期大会開催
7月16日に日本公認会計士政治連盟の第57回定期大会が開催された。
今回の定期大会は新型コロナウィルス感染症予防のため、初めてリモー
トで開催されるはこびとなった。
リモートでの開催にも関わらず、大会当日は多くの会員がネットワーク
越しに視聴され、政治連盟の活動へのご理解と関心の高さがうかがえ
た。そうした中で第 57 事業年度活動報告、第 57 事業年度決算報告に
ついで、第 58 事業年度運動方針案、最後に第 58 事業年度収支予算
案についての説明があり、承認された。

第 57 事業年度の活動報告概要
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また、10月の政治連盟懇親パーティー
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政治連盟第 58 事業年度運動方針
2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで

努めた。
支出については、経費の節約を図るべ
く効率的な支出を行った。
なお、本年度の会費請求書は４月末に
送付した。

２．公認会計士がその資格で税務業務が出来るよう公認会計士法の改正を含め、関係
法令の整備を求める。
３．国会議員等に対し、公認会計士制度等に対する理解と協力を得るための諸施策を
講じるとともに、適時、適切な支援活動を、強力に推進する。

１．国民経済の健全な発展に寄与するため、日本公認会計士協会と緊密に連携して、
公認会計士制度の一層の充実・強化を図るのに必要な法改正等、制度的枠組みの
見直しを求めるとともに、公認会計士が関わる社会的な諸課題の解決に向けて、
適時、強力な施策を講じる。

４．当政治連盟の活動に対する会員の理解と協力を得るため、広報活動等を活発に展
開する。
５．当政治連盟の目的達成に必要な諸施策を推進するため､組織を活性化するととも
に、更なる財政の強化に努める。
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活 動 報 告

「甘利明衆議院議員を訪問」
甘利明衆議院議員（自民党・神奈川

「鷲尾英一郎衆議院議員が来会」
鷲尾英一郎衆議院議員（自民党・新

2020年6月19日

13 区）を訪問した。

2020年6月25日

潟２区・公認会計士）が来会された。

鷲尾英一郎 衆議院議員

「日本公認会計士政治連盟、
自由民主党より表彰」

甘利 明 衆議院議員

2020 年 3 月 8 日開催予定の第 87 回自

2020年7月27日

この表彰は、当政治連盟の活動に対

由民主党大会が新型コロナウイルス感染 する会員の皆様のご理解とご協力によりい
の状況を鑑み中止になったので、自由民 ただけたものであり、改めて皆様に感謝

「小田原潔衆議院議員を訪問」
小田原清衆議院議員（自民党・比例

主党を代表して小渕優子衆議院議員（自 申し上げます。
民、群馬 5 区、当選 7 回）が来会され、
「感
2020年7月28日

東京）を訪問した。

謝状」と「記念品」の表彰を受けた。

小田原 潔 衆議院議員

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−

小渕優子衆議院議員

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月上旬に送付しました「払込取扱票（コンビニ

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

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

