平成29、30年度

CD-ROM及びeラーニング化しない研修会一覧
平成30年10月5日現在

平成29、30年度に開催及び開催予定の研修会うち、以下の研修会はCD-ROM及びeラーニング化はいたしませんのでご了承ください。
平成30年度
研修会実施日
平成30年10月31日
（本部研修会）
平成30年10月23日
（税務業務部会研修会）
平成30年10月12日
（税務業務部会研修会）

研修会タイトル

研修会講師名

小規模宅地等の特例の仕組みと実務上の留意点

綱紀監察関連研修会
税理士法違反となる行為について
第61回税務業務部会研修会
国際取引における税務調査の動向と留意事項
第60回税務業務部会研修会
平成30年10月３日
消費税「軽減税率制度」＆「インボイス制度」について～「入
（税務業務部会研修会）
門」から「応用」まで～

平成30年９月10日
（本部研修会）
平成30年８月７日
（税務業務部会研修会）
平成30年８月１日
（本部研修会）
平成30年７月27日
（本部研修会）
平成30年７月10日
（公認会計士社外役員
ネットワーク研修会）
平成30年７月６日
（組織内会計士研修会）
平成30年６月20日
（税務業務部会研修会）

茅野

純也（国税庁長官官房総務課課長補佐）

土屋

重義（租税相談員）

柳澤
中尾
渡邊

（税理士）

義一（税務業務協議会 会長）
健（税務業務協議会 副会長）
芳樹（税務業務協議会 副会長）

【基調講演】
地方公会計の推進に関する総務省の検討状況と今後の課題について
総務省自治財政局財務調査課担当官
【パネルディスカッション】
公共施設・インフラ資産の老朽化から考察する公会計情報の活用
天川 竜治（熊本県宇城市 総務部 次長）
伊澤 賢司（公認会計士、公会計委員会 地方公会計・監査検討専門部会長）
根本 祐二（東洋大学経済学部 教授）
総務省自治財政局財務調査課 担当官
川口 雅也 （公会計担当研究員・公認会計士）

地方公会計情報のマネジメントへの活用

電力・ガス・石油業界の現在の業界動向、株式市場からの評価に
ついて
第58回税務業務部会研修会
法人税実務の落とし穴

新家 法昌（みずほ証券リサーチグループエクイティ調査部シニ
アアナリスト）
小林

伸行（研修企画専門委員会

税務訴訟事例の研究

木山

泰嗣（青山学院大学法学部教授、弁護士）

トランプ税制と財政

関口

智（立教大学経済学部

コーポレートガバナンス・コードの動向と、社外役員への期待

青

大手上場企業監査法人出身CFOに聞く～求められる資質と経験およ
横田
びその修得プロセス～
第56回税務業務部会研修会
安田
税務業務とIT による効率化

専門委員）

教授）

克美（株式会社東京証券取引所
健一（稲畑産業株式会社

執行役員）

代表取締役専務執行役員）

信彦（税理士）

購入型 中山
寄付型 佐藤
融資型 金田
株式型 大浦
モデレーター

平成30年６月８日
「クラウドファンディングとは？～類型と活用法～」
（組織内会計士研修会）
平成30年４月17日
（税務業務部会研修会）
平成30年４月16日
（公認会計士社外役員
ネットワーク研修会）
平成29年度
研修会実施日
平成30年３月23日
（組織内会計士研修会）
平成30年３月12日
（組織内会計士研修会）
平成30年２月15日
（本部研修会）
平成30年２月９日
（春季全国研修会）
平成30年２月８日
（組織内会計士研修会）
平成29年12月13日
（冬季全国研修会）

一

加藤 博之（財務省 主税局 税制第二課 課長補佐）

平成30年10月３日
第２回活動報告会
（税務業務部会研修会）

平成30年９月27日
（公会計協議会主催
セミナー）

柴原

亮太郎（株式会社マクアケ 代表取締役）
大吾（株式会社 LIFULL Social Funding 代表取締役）
創（クラウドバンク株式会社 代表取締役社長）
学（株式会社クラウドキャピタル 代表取締役COO）
朝倉 厳太郎（合同会社gtra and company 代表執行役）

消費税「軽減税率制度」＆「インボイス制度」について～「入
門」から「応用」まで～

加藤 博之（財務省 主税局 税制第二課 課長補佐）

取締役会の運営方法～実例をふまえて～

高山

与志子

研修会タイトル

研修会講師名
中室 祐（関西電力株式会社 弁護士）
森田 慈心（大幸薬品株式会社 弁護士）
田谷 直樹（新日本有限責任監査法人 FIDS（不正対策・係争サ
ポート）事業部 パートナー）

組織内会計士のための法律知識と実務
「事例で考える不正調査」ディスカッション
公認会計士による税務デュー・デリジェンスの実務ポイント

佐和

平成30年度税制改正大綱の解説

財務省主税局担当官

次世代ITシリーズ 第二弾
経済社会へのインパクト～
平成29年度

フィンテックをめぐる最新動向

～

役員給与税制の改正について

周（公認会計士・税理士）

宮 将史（日本銀行決済機構局
役、会計士補）
業天 邦明
（経済産業省 経済産業政策局

フィンテックセンター

産業組織課

企画

課長補佐）

坪田 まり子（国立大学法人東京学芸大学 特命教授、有限会社
平成29年11月17日
仕切るスキルを身につける ～会議の場で組織内会計士に求められ
コーディアル代表取締役、プロフェッショナル・キャリア・カウ
（組織内会計士研修会） ていること～
ンセラー（Ｒ））
平成29年11月13日
（組織内会計士セミナー）

会計士のキャリア

ヘルスケア業界への道

平成29年11月９日
綱紀監察関連研修会
（税務業務部会研修会） 税理士法違反となる行為について
平成29年11月８日
税務業務部会活動報告会
（税務業務部会研修会）
平成29年11月１日
（女性会計士活躍促進協議会）

平成29年10月18日
（秋季全国研修会）
平成29年９月15日
（組織内会計士研修会）
平成29年８月25日
（夏季全国研修会）
平成29年８月10日
（税務業務部会研修会）
平成29年８月10日
（税務業務部会研修会）

リスタート応援研修
ト

①女性会計士の復職に向けたマインドセッ

非居住者金融口座に関する自動的情報交換（CRS）の実施
ソフトバンク流 明日から使える！プレゼンテーション研修～応用
編～
事業承継支援専門部会研修 中小企業の金融支援～信用保証制度
の見直しや経営者の個人保証等について
第49回税務業務部会研修会
役員給与（報酬及び退職金）の損金算入をめぐる諸問題（前半）
第49回税務業務部会研修会
役員給与（報酬及び退職金）の損金算入をめぐる諸問題（後半）

【パネリスト】
田村 税（テルモ株式会社 経理部グローバル会計チーム）
草地 崇浩（株式会社フィリップス・ジャパン コントローラー）
小須田 建三（株式会社レグイミューン CEO）
【ファシリテーター】
笹部 孝（組織内会計士協議会 ネットワーク構築専門委員会 専門委員）

茅野 純也
（国税庁長官官房総務課課長補佐）
柳澤 義一（税務業務協議会 会長）
中尾 健（税務業務協議会 副会長）
渡邊 芳樹（税務業務協議会 副会長）
小嶋 美代子
（株式会社アワシャーレ）
中島 隆仁
（国税庁 長官官房 国際業務課 国際企画官）
海上

博志（ソフトバンク株式会社 人事本部 人材開発部）

小林 浩史（経済産業省中小企業庁
小畑

孝雄（租税相談員）

小畑

孝雄（租税相談員）

事業環境部

金融課長）

平成29年８月４日
（税務業務部会研修会）
平成29年８月４日
（税務業務部会研修会）

第48回税務業務部会研修会
グループ内法人の清算に伴う税務上の注意点（前半）
第48回税務業務部会研修会
グループ内法人の清算に伴う税務上の注意点（後半）

平成29年７月28日
～ベンチャー×公認会計士～ 急成長ベンチャー企業CFOが語る次
（組織内会計士研修会） 世代公認会計士像
平成29年７月12日
第47回税務業務部会研修会
（税務業務部会研修会） 「平成29年度税制改正（金融庁関連）について」
第46回税務業務部会研修会
平成29年６月22日
「加算税制度改正とタックス・コンプライアンス環境の整備（前
（税務業務部会研修会）
半）」
第46回税務業務部会研修会
平成29年６月22日
「加算税制度改正とタックス・コンプライアンス環境の整備（後
（税務業務部会研修会）
半）」
平成29年６月２日
会計システムの効果的な選定・導入・運用のポイント
（組織内会計士研修会）
平成29年５月17日
経済・物価情勢の現状と展望
（本部研修会）
平成29年５月16日
グループ法人税制の最新事情（前半）
（本部研修会）
平成29年５月16日
グループ法人税制の最新事情（後半）
（本部研修会）
平成29年５月10日
長時間労働の是正に向けて
（本部研修会）
平成29年４月24日
第43回税務業務部会研修会
（税務業務部会研修会） 「中小企業等経営強化法と中小企業経営強化税制の活用について」
平成29年４月20日
固定資産税の賦課及び徴収～納税義務者を巡る問題を中心に～
（本部研修会）

齋藤

雅俊（税理士）

齋藤

雅俊（税理士）

［パネリスト］
川島 崇（DLE 取締役CFO & 経営戦略統括本部長、公認会計士）
山本 彰彦（株式会社イグニス 取締役CFO、公認会計士）
村上 未来（株式会社ユーザーベース 管理担当 執行役員、公認会計士）
石倉 壱彦（株式会社3ミニッツ（3Minute inc.）取締役CFO、公認会計士）
［ファシリテーター］
柳橋 貴之（株式会社Widge代表取締役）

今井
野坂

利友（金融庁総務企画局政策課
優子（金融庁総務企画局政策課

酒井

克彦（中央大学商学部教授）

酒井

克彦（中央大学商学部教授）

吉田

圭一（公認会計士

中村

康治（日本銀行 調査統計局 経済調査課長）

中村

慈美（税理士）

中村

慈美（税理士）

藤枝

茂（厚生労働省

課長補佐）
課長補佐）

システム監査技術者）

労働基準局

太刀川 徹（中小企業庁企画課
影山 法亨（中小企業庁財務課
池田

総合政策室
総合政策室

哲夫（公益財団法人

労働条件政策課長）

課長補佐）
課長補佐）

東京税務協会

専門講師）

