
    本部主催・集合研修会開催一覧
     2016年3月17日（木）～5月21日（土）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

3月27日（日）DVD
研修会

２ 3,000円東京 P.05倫理的側面からみた不正事例における公認会計士の対応
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.05非営利法人の税務について（前半）（平成27年９月11日
税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

２ 3,000円東京 P.05非営利法人の税務について（後半）（平成27年９月11日
税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

税務

税務

DVDDVD

DVDDVD

DVDDVD

3月19日（土）

3月24日（木）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その1）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その2）

２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

P.03

P.03

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その3） ２ 3,000円東京 P.03

２ 3,000円東京 P.04

２ 3,000円東京 P.04

随時

（次頁に続く）

〈平成27年度の研修会〉

随時

民法シリーズ　第 11 回　「親族」間の法律関係

5月19日（木）

5月21日（土）

２ 3,000円東京 P.07相続税の基礎と実務（前半）

民法シリーズ　第 12回　「相続」をめぐる法律関係

本部
研修会

日本企業の源泉徴収義務-各国との租税条約における
非居住者等への源泉徴収の実務留意事項（後半）

税務

税務

２ 3,000円東京 P.07相続税の基礎と実務（後半）税務

日本企業の源泉徴収義務-各国との租税条約における
非居住者等への源泉徴収の実務留意事項（前半）

税務

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料

4月21日（木） ２ 3,000円東京

２ 3,000円東京

掲載頁

P.06

税務争訟（異議申立・審査請求・訴訟）の実務
～公認会計士と弁護士の役割～（後半）

税務 ２ 3,000円東京 P.07

平成28年3月決算の税制改正留意点（法人税）
－税改正の適用時期に配慮して

税務 ２ 3,000円東京 P.06

税務争訟（異議申立・審査請求・訴訟）の実務
～公認会計士と弁護士の役割～（前半）

税務 ２ 3,000円東京 P.07

P.06

〈平成28年度の研修会〉

共催　一般財団法人会計教育研修機構

CPE研修会のご案内
平成28年3月15日発行（毎月１回発行）
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研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

事前申し込みのお願い

　CPEにおける資料の作成部数は皆様からの事前申し込みの数に基づき決めております。
　多少の余裕はみておりますが、当日必要部数が足りなくなる場合もございます。
　ご参加いただく皆様におかれましては、事前に必ずお申し込みの上、ご参加
　くださいますよう何とぞよろしくお願いいたします。

税務  全会員の必須研修科目「税務」に該当する研修会

 全会員の必須研修科目「職業倫理」に該当する研修会

監査  法定監査業務に従事する会員の必須研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」に
該当する研修会

倫理

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

税務
業務部会
研修会

3月17日（木）

3月18日（金）

２ 東京 無料 P.16

２ 東京 無料

無料

P.16

第31回　常識の真逆を行け！
～これからの税務・会計事務所経営～

税務

第32回　法人税と消費税の異同点を見る税務

税務
業務部会
研修会

4月25日（月）

5月12日（木）

４ 東京 無料 P.17

４ 東京 P.17

第33回　
課税当局による資料情報制度の拡充とマイナンバー制度

税務

第34回　相続税・贈与税　土地評価実務　
－基礎から具体的な減価要因の見極め方まで－

税務

DVDDVD   講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

〈平成28年度の研修会〉

〈平成27年度の研修会〉
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●随時研修会／東京

３月19日（土）［１限目］10：00～11：40
中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に求められていること（その1） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5117 ■履修単位：2

　国税庁の公表資料によれば、我が国の欠損法人は概ね全業種で約７割であり、金融機関の資産査定における「不良債権
とならないための要件」が変わらないことであるほか、国としても「企業業績の改善」を掲げ、中小企業再生支援協議会、認
定支援機関による経営改善計画策定支援の費用補助など、中小企業再生支援強化を図っていることを考慮すると、公認会
計士として「現状維持の取り組み」を継続していくことが、「地方再生」につながるのであろうか。
　その疑問に対して、「事業再生支援の必要性」、「金機機関との上手な付き合い方」について、学ぶだけではなく、ワーク
ショップ※により、参加者全員で考えて、「次の一手」につなげる。
※講師が一方的に説明をするのではなく、参加者が主体的に作業、議論をしながら、スキルを伸ばす手法。

本永　敬三（公認会計士）

３月19日（土）［２限目］13：00～14：40
中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に求められていること（その2） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5117 ■履修単位：2

　中小企業を取り巻く経営環境の厳しさが続く中、「事業再生支援の必要性」は引き続き高い状態であるだけではなく、中
小企業に融資している地域の金融機関は不良債権処理の影響で量的にも質的にも「コンサルティング機能を十分に発揮で
きない状況」であることを受けて、認定支援機関は24，578機関（H27.12.2現在）となっているが、経営改善支援セン
ターの平成25年度、平成26年度の利用実績は7，524件であり、利用実績は十分ではないように感じる。
　その原因について、「この企業に融資しますか?その根拠は?」、「事業再生支援をするのはなぜ?」「事業再生計画の策定
支援が十分にできない原因は?」「事業再生計画の策定支援に必要なスキルとは?」について、ワークショップ※により、参加
者全員で考えて、「次の一手」につなげる。
※講師が一方的に説明をするのではなく、参加者が主体的に作業、議論をしながら、スキルを伸ばす手法。

本永　敬三（公認会計士）

３月19日（土）［３限目］15：00～16：40
中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に求められていること（その3） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5117 ■履修単位：2

　「事業再生支援の必要性」は確実にあり、地域の金融機関が「コンサルティング機能を十分に発揮できない状況」である
ことを受けて、「監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確
保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与す
ることを使命とする」公認会計士に求められていることとは?
　実例に近い事例を題材※1に、「事業再生計画策定支援の疑似体験」のワークショップ※2を通じて、参加者全員で頭と使い、
口から言葉を発すだけではなく、相手の言葉をしっかりと聴くというコミュニケーションを通じて、必要なスキルを身につけ、
「社会貢献」につなげる。
※1：限りなく実例に近い題材ですが、守秘義務に抵触するような内容ではありません。
※2：講師が一方的に説明をするのではなく、参加者が主体的に作業、議論をしながら、スキルを伸ばす手法。

本永　敬三（公認会計士）

●本研修会は教材化されない研修会です。

●本研修会は教材化されない研修会です。

●本研修会は教材化されない研修会です。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●随時研修会（民法シリーズ・全12回）／東京

３月24日（木）10：00～11：40
第11回　「親族」間の法律関係 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5299 ■履修単位：2

　権利の主体である人は、社会では、「家族」という最小の単位で生存しています。家族は、血縁・婚姻・縁組などで結
ばれた「親族」が基本ですが、では、親族とは何か、親族であることによってどのような法的効果が発生するのか、が
ここでの基本的な問題点となります。DNA鑑定で血縁関係が明らかとなる今日、親子関係が否定されることも珍しく
はありません。本講座では、親子、婚姻、縁組など人の血縁関係から生じる法律問題を取り上げますが、同時に、これ
らは、現実には「相続」に絡んで生じてくる問題であることにも注意して下さい。

近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授）

３月24日（木）13：00～14：40
第12回　「相続」をめぐる法律関係 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：5299 ■履修単位：2

　「相続」は、一定の「親族」関係を前提に、被相続人の遺産を各相続人に分配する制度です。近代社会では、自分が
働いて獲得した財産は自分がどのように処分しようが自由なはずです（私的自治の原則→指定相続制）。ところが、被
相続人が死亡した場合、「遺留分」という制度があるため、必ずしも処分自由というわけにはいきません。また、日本
では、宗教観（人生観）の違いのせいか、遺言がされることは多くありませんが、被相続人が相続分を指定しないで死
亡した場合において、相続人が多数あるときは、その分配方法も問題となります。本講座では、「相続」によって生じ
る遺産の分配をめぐる問題を、相続法の基本原則を中心に理解します。

近江　幸治（早稲田大学法学学術院教授）
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●必須研修科目のDVD研修会／東京
必須研修科目「職業倫理」及び「税務」に該当する講義を録画したDVDを
上映いたします。

３月27日（日）［１限目］10：00～11：40
倫理

DVDDVD

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

倫理的側面からみた不正事例における公認会計士の対応
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

　過去の企業等の不正事例においては、公認会計士が刑事上の責任を問われる場合があります。その内容は様々で
すが、公認会計士はそこでどのような倫理的なジレンマに陥り、あるいは検討を行ったのでしょうか。本講義では、
状況の異なるいくつかの事例をもとに、会計専門職の会計職業倫理と刑事上の責任の関係について考えます。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

吉見　宏（北海道大学教授） 公認会計士会館

３月27日（日）［２限目］13：00～14：40

 
非営利法人の税務について（前半）
（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

　非営利法人は、一般的には、構成員への分配を目的としない法人と位置付けられており、営利企業に比べて優遇
された税制が適用されています。昨今、非営利法人に対する課税の見直しに関する記事を新聞紙上などで目にする
ことが多くなってきましたが、一口に非営利法人といっても、その種類によって税制の違いがあります。本研修で
は、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人等、非営利法人の
法人税、消費税、印紙税、住民税、事業税、固定資産税等、その他の税金について営利法人との違い及び非営利法
人相互間の違いを説明します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4199 ■履修単位：2

中田　ちず子（公認会計士・税理士） 公認会計士会館

３月27日（日）［３限目］15：00～16：40
 非営利法人の税務について（後半）
（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

　非営利法人は、一般的には、構成員への分配を目的としない法人と位置付けられており、営利企業に比べて優遇
された税制が適用されています。昨今、非営利法人に対する課税の見直しに関する記事を新聞紙上などで目にする
ことが多くなってきましたが、一口に非営利法人といっても、その種類によって税制の違いがあります。本研修で
は、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人等、非営利法人の
法人税、消費税、印紙税、住民税、事業税、固定資産税等、その他の税金について営利法人との違い及び非営利法
人相互間の違いを説明します。

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4199 ■履修単位：2

中田　ちず子（公認会計士・税理士） 公認会計士会館

5



お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●本部研修会／東京

４月21日（木）［２限目］13：00～14：40
日本企業の源泉徴収義務-各国との租税条約における
非居住者等への源泉徴収の実務留意事項（前半） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4207 ■履修単位：2

　ボーダーレス社会の到来により、人・モノ・情報は国境を超えて動くようになっており、経済取引も国内企業の中だ
けにとどまらないものとなっている。税務の世界でも国際課税の分野は常に注目の的とされている。いわゆる、国際
課税分野といえば「移転価格税制」や「タックスヘイブン税制」等がまず挙げられようが、外国法人又は非居住者の
稼得する所得に対しては、源泉徴収だけで課税が完了するものが少なからず存在するところであり、この課税（源泉
徴収）に対しては源泉徴収義務者の役割は重要である。つまり、的確に源泉徴収義務を果さないと不納付加算税等の
負担が生ずるなどのリスクがあるということである。
　前半では、国内法である所得税法の規定内容について説明する。
①　源泉徴収義務者とは、
②　居住者と非居住者の区分
③　源泉徴収の対象となる所得の範囲
④　源泉徴収義務者の行う事務と手続き　など

冨永　賢一（税理士）

４月21日（木）［１限目］10：00～11：40
平成28年3月決算の税制改正留意点（法人税）
－税改正の適用時期に配慮して 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4105 ■履修単位：2

　平成28年3月期決算・申告では、平成27年度税制改正における改正事項の主要項目の適用を受けることになりま
す。平成27年度税制改正においては、法人税率の引き下げ、欠損金の繰越控除、受取配当等の益金不算入等の改正
が行われています。これらの事項を中心に、平成28年3月期決算において留意すべき改正項目について解説します。

新川　大祐 （公認会計士）

４月21日（木）［３限目］15：00～16：40
日本企業の源泉徴収義務-各国との租税条約における
非居住者等への源泉徴収の実務留意事項（後半） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4207 ■履修単位：2

　後半においては、実務において問題となる所得税法第161条《国内源泉所得》のうち、6号所得（人的役務提供事
業の対価）、11号所得（使用料）、12号所得（給与所得）を中心として、国内法及び租税条約の締約国の場合の取り扱
いについて説明をする。
　説明は、裁判例、裁決例や相談事例等を使用して行う。

冨永　賢一（税理士）

平成28年度（平成28年4月～）の研修会です。
注）平成27年度の履修結果には反映されませんので、ご注意ください。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●本部研修会／東京

５月19日（木）［１限目］13：00～14：40
相続税の基礎と実務（前半） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4202 ■履修単位：2

　平成27年から相続税の基礎控除が4割減額され、相続手続きや相続税に対する関心が高まっています。
　今回の研修会では、まだ相続税の申告経験があまりない会員の方に対し、資料の収集、作業の進め方、具体的な提
出資料の作成方法、遺産分割による税額の差異など、基本的でありながら重要な項目について、ご説明いたします。ま
た相続申告後の税務調査において、否認されやすい項目をご紹介し、失敗のない相続税申告を目指していただきます。

宇佐美　敦子（税理士）

５月19日（木）［２限目］15：00～16：40
相続税の基礎と実務（後半） 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4202 ■履修単位：2

　相続税は相続財産にかかる税金ですので、財産をどう評価するかは非常に重要です。今回の研修会では、まだ相続
税の申告経験があまりない会員の方に対し、主な相続財産である土地・建物・金融資産等の評価の仕方やそもそも財
産評価にはどんな資料が必要で、どこでそれらを入手できるのか？といった実務に即した説明をいたします。また、重
要ながらやり直しのきかない小規模特例をご理解いただき、失敗のない相続税申告を目指していただきます。

壽藤　里絵（税理士）

５月21日（土）［１限目］13：00～14：40
税務争訟（異議申立・審査請求・訴訟）の実務
～公認会計士と弁護士の役割～（前半）

 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4091 ■履修単位：2

　公認会計士の税務業務は、プランニング時の税務に関する助言、税務申告、税務調査対応が中心となりますが、各
段階で適切な助言や対応をするためには、争訟に至った場合を想定して予め理論武装をし、有効な立証の準備をして
おく必要があります。本研修会では、多数の税務争訟及び税務関連業務を経験する講師が、税務争訟の実務及び税務
業務における公認会計士と弁護士の役割について、解説致します。

北村　導人（弁護士、公認会計士・租税調査会委員）

５月21日（土）［２限目］15：00～16：40
税務争訟（異議申立・審査請求・訴訟）の実務
～公認会計士と弁護士の役割～（後半）

 

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4091 ■履修単位：2

　本研修会では、多数の税務争訟及び税務関連業務を経験する講師が、近時の重要な税務裁判例等を取り上げて解
説するとともに、当該裁判例を踏まえた実務上の留意点について説明致します。

北村　導人（弁護士、公認会計士・租税調査会委員）

平成28年度（平成28年4月～）の研修会です。
注）平成27年度の履修結果には反映されませんので、ご注意ください。
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FAX 参加申込書
 
会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050ー 3730ー 4355
参加を希望される場合は、この申込書をコピーして必要事項をご記入のうえ、上記宛てにＦＡＸをお送りください。
なお、CPEレター特別号にてご案内のとおり、平成27年４月１日以降開催する本部主催・研修会においては受
講票の発行はいたしません。（満員の際はご連絡いたします。）

申込欄に○印をご記入ください。（会場：東京の公認会計士会館）

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

3/27
（日）

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3/19
（土）

3/24
（木）

13：00～14：40

10：00～11：40

15：00～16：40

10：00～11：40

13：00～14：40

15：00～16：40

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その2）

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その3）

3,000円10：00～11：40 民法シリーズ　第11回　「親族」間の法律関係

3,000円13：00～14：40 民法シリーズ　第12回　「相続」をめぐる法律関係

中小企業の「真の事業再生」のために公認会計士に
求められていること（その1）

倫理的側面からみた不正事例における公認会計士の対応
（平成27年10月23日秋季全国研修会収録DVD）

非営利法人の税務について（前半）
（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

非営利法人の税務について（後半）
（平成27年９月11日税務業務部会主催研修会（第27回）収録DVD）

（随時研修会・DVD研修会）
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FAX 参加申込書
 
会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050ー 3730ー 4355
参加を希望される場合は、この申込書をコピーして必要事項をご記入のうえ、上記宛てにＦＡＸをお送りください。
なお、CPEレター特別号にてご案内のとおり、平成27年４月１日以降開催する本部主催・研修会においては受
講票の発行はいたしません。（満員の際はご連絡いたします。）

申込欄に○印をご記入ください。（会場：東京の公認会計士会館）

（平成28年度の研修会：本部研修会）

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

4/21
（木）

5/19
（木）

5/21
（土）

3,000円13：00～14：40 日本企業の源泉徴収義務-各国との租税条約における
非居住者等への源泉徴収の実務留意事項（前半）

3,000円10：00～11：40 平成28年3月決算の税制改正留意点（法人税）
－税改正の適用時期に配慮して

15：00～16：40 税務争訟（異議申立・審査請求・訴訟）の実務
～公認会計士と弁護士の役割～（後半）

3,000円

3,000円

13：00～14：40 税務争訟（異議申立・審査請求・訴訟）の実務
～公認会計士と弁護士の役割～（前半）

相続税の基礎と実務（前半）

3,000円15：00～16：40

3,000円13：00～14：40

相続税の基礎と実務（後半） 3,000円15：00～16：40

日本企業の源泉徴収義務-各国との租税条約における
非居住者等への源泉徴収の実務留意事項（後半）
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「地方公共団体会計・監査部会」への入会方法等

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

１．　公会計協議会ウェブサイト（http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/index.html）上で入会申請を
行う。
※　公会計協議会は、申請者が部会員又は賛助部会員となることができる要件を備えていること
を確認の上、名簿に記載し、その旨を当該申請者の会員メールアドレス宛てに通知する。

２．　賛助部会員：初期研修（11単位）を修了する。
※　部会員の方も任意で初期研修を受講することは可能。

３．　初期研修を修了した賛助部会員宛てに公会計協議会より「部会員となる要件を満たした旨」が会
員メールアドレス宛てに通知される。

４．　部会員に登録した翌事業年度より、継続研修の履修の義務が生じる。部会員は継続研修を年間６
単位以上受講すると、翌事業年度も部会員として登録される。

■公会計協議会「地方公共団体会計・監査部会」の初期研修及び継続研修について■

　日本公認会計士協会では、公会計関連業務（※）に関する資料又は情報の提供その他の支援を行うこ
とにより当該業務に携わる会員及び準会員の資質の維持及び向上を図るとともに、当該会員等の組織化
を推進することによりその活動領域の拡充を促進するため、公会計協議会を設置いたしました（会則第
115条の９参照）。
※　「公会計関連業務」とは、国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人
その他の公的分野に属するもの及び公益社団法人、公益財団法人、学校法人その他の非営利分野に属するものの会
計及び監査に関する業務をいう。（会則第115条の９第３項抜粋）

　公会計協議会では、下部組織として「地方公共団体会計・監査部会」を設置し、部会員及び賛助部会
員の専門性の向上に向けた取組の一環として、体系化された研修をCPE ONLINE上のeラーニングにて提
供いたします。
　部会員となった方は、希望により、公会計協議会の名簿への掲載を通じて、自らの専門性を外部に発信
（開示）することができます（公会計協議会運営細則第７条～第８条、第10条～第11条参照）。

　なお、eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。FAX申告をご利用の方
は、CPE ONLINEより「電子申告の登録」を行ってください。（電子申告登録後は、FAX申告ができな
くなりますのでご注意ください。）

部　会　員： 「地方公共団体会計・監査部会」の初期研修を修了した者、又は同部会の専門分野に関す
る十分な実務経験（※）があると公会計協議会が認める者

賛助部会員：部会員に該当する者以外で、同部会の専門分野に関心がある者

※　十分な実務経験とは、包括外部監査人（補助者を除く。）、個別外部監査人（補助者を除く。）又は監査委員の実務
経験を指す。
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■初期研修のカリキュラム

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

　賛助部会員は、以下の全ての研修を修了すると、部会員となる要件を満たします。なお、初期研修の
受講料は無料としております。

テーマ 講師 標準受講
時　　間

履修
単位

研修コード
教材コード 受講料

地方公共団体の法規 神野 直彦
（東京大学名誉教授） 120分 2 研修コード：2106

教材コード：E021680 無料

地方財務Ⅰ

稲沢 克祐
（関西学院大学専門職
大学院経営戦略研究科
教授）

130分 2 研修コード：2106
教材コード：E021620 無料

地方財務Ⅱ
（前後半）

稲沢 克祐
（関西学院大学専門職
大学院経営戦略研究科
教授）

前半：60分
後半：90分

前半：１
後半：２

研修コード：
前半：2106
後半：2106
教材コード：
前半：E021631
後半：E021632

無料

地方財務Ⅲ

原 邦彰
（前総務省自治財政局
財務調査課長）
（「今後の地方公会計の整
備促進について」担当）

鈴木 豊
（学校法人青山学院常任
監事・青山学院大学名誉
教授・公認会計士）（「地
方公営企業」担当）

130分 2 研修コード：2106
教材コード：E021670 無料

地方公共団体の監査

鈴木 豊
（学校法人青山学院常任
監事・青山学院大学名誉
教授・公認会計士）

130分 2 研修コード：3111
教材コード：E032130 無料
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■継続研修のカリキュラム

テーマ：予算編成改革（３）－歳入予算改革、FM、第三セクター改革－
 講　師：稲沢 克祐（関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022380
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

　部会員に登録した翌事業年度より、継続研修の履修義務が生じます。部会員は継続研修を年間６単位
以上受講すると、翌事業年度も部会員として登録されます。
　平成28年１月19日より配信が開始された「地方公共団体会計・監査部会」の継続研修の講座を以下の
とおりお知らせします。
　継続研修の講座は、今後順次配信いたします。
　なお、平成27年度は継続研修の受講料を無料としております。

　予算編成改革（1）、（2）では、歳出予算に関する改革テーマをとり上げているのに対して、この講義では、歳入予算改革の
視点から、歳入確保の実践例および受益者負担改革をとり上げる。加えて、これまで触れて来なかった「地方自治体における
ストック問題」について、公共施設の老朽化・余剰化に対応するファシリティ・マネジメント（FM）を解説する。また、今後の大き
な財政ストレスとなる可能性のある第三セクター等の経営改革について説明する。いずれのテーマも、今後の地方自治体の
喫緊の改革事項である。

テーマ：地方財政制度（１）－地方自治体の財源、地方交付税制度－
 講　師：稲沢 克祐（関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022390
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　この講義の中心テーマは、地方交付税制度であり、講義の目的は、地方交付税制度の理解を深めることで日本の地
方財政制度の有機的理解を図ることである。こうした理解は、地方自治体における支援に不可欠な部分と考えられ
る。すなわち、地方財政計画を核とする地方交付税制度を国庫支出金制度、地方債制度、地方税制度など各制度の連
結環と位置付けて、マクロレベルでの知識の定着を図る。それとともに、各地方自治体における地方交付税の算定と
いうミクロレベルでの理解も深められるようにする。

〈継続研修のご受講のお願い〉
　平成27年３月までに地方公共団体会計・監査部会に入会された部会員の皆様には、継続研修６単位以上のご受講をお
願いいたします。
　受講されない場合は、「部会員」から「賛助部会員」に変更の上、部会員名簿から氏名等が削除されることになります。

・対 象 者：平成27年３月までに部会員への登録がお済みの方
・受講期間：平成27年４月～平成28年３月

ご登録状況の確認方法は以下のとおりです。
１. 日本公認会計士協会ウェブサイト（http://www.jicpa.or.jp/）から、「会員ログイン」をクリックします。
２. 会員マイページ　ID・パスワードを入力してログインします。
３.「公会計協議会」をクリックしてください。
４.「確認・変更」をクリックすると登録情報が確認できます。
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テーマ：財政学・地方財政論②
 講　師：関口 智（立教大学大学院経済学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022460
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　財政は、政府の行政活動を裏付ける、公的な資金調達及び資金支出の活動である。その活動は政治・経済・社会か
ら独立しているものではなく、政治・経済・社会との相互作用の中で展開される。本研修では、はじめに現代日本の財
政制度の全体像を把握し、その後、予算・歳出（社会保障・公共事業等）・歳入（税制・社会保険料・公債）といった個
別論点を解説してゆく。特に、財政学・地方財政論②では、国（中央政府）の財政制度を説明する。

テーマ：財政学・地方財政論③
 講　師：関口 智（立教大学大学院経済学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022470
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　財政は、政府の行政活動を裏付ける、公的な資金調達及び資金支出の活動である。その活動は政治・経済・社会か
ら独立しているものではなく、政治・経済・社会との相互作用の中で展開される。本研修では、はじめに現代日本の財
政制度の全体像を把握し、その後、予算・歳出（社会保障・公共事業等）・歳入（税制・社会保険料・公債）といった個
別論点を解説してゆく。特に、財政学・地方財政論③では、国（中央政府）と地方公共団体（地方政府）の財政制度を
説明する。

テーマ：財政学・地方財政論④
 講　師：関口 智（立教大学大学院経済学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022480
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　財政は、政府の行政活動を裏付ける、公的な資金調達及び資金支出の活動である。その活動は政治・経済・社会か
ら独立しているものではなく、政治・経済・社会との相互作用の中で展開される。本研修では、はじめに現代日本の財
政制度の全体像を把握し、その後、予算・歳出（社会保障・公共事業等）・歳入（税制・社会保険料・公債）といった個
別論点を解説してゆく。特に、財政学・地方財政論④では、地方公共団体（地方政府）の財政制度を説明する。

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

査
 

テーマ：地方財政制度（２）－国庫補助負担金、地方債、財源対策－
 講　師：稲沢 克祐（関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022400
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　この講義では、わが国の地方財政制度の中で、特に国と地方との関係の視点から、国庫支出金制度と地方債制度
を解説する。国庫支出金制度では、その仕組みを解説した上で補助金等適正化法などのテーマをとり上げる、地方
債制度では、地方債計画、地方債同意基準などの点も詳しく説明する。これらの理解を基にして、建設公債主義、
出納整理期間、自治体財政健全化法を関連付けて地方自治体の財政収支を個別地方自治体の視点、すなわちミクロ
の視点から説明する。さらに、マクロの地方財政収支として、地方財政対策について解説する。

 

テーマ：財政学・地方財政論①
 講　師：関口 智（立教大学大学院経済学研究科教授）
■受講料：無料 ■研修コード：2109

■教材コード：E022450
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　財政は、政府の行政活動を裏付ける、公的な資金調達及び資金支出の活動である。その活動は政治・経済・社会か
ら独立しているものではなく、政治・経済・社会との相互作用の中で展開される。本研修では、はじめに現代日本の財
政制度の全体像を把握し、その後、予算・歳出（社会保障・公共事業等）・歳入（税制・社会保険料・公債）といった個
別論点を解説してゆく。特に、財政学・地方財政論①では、総論として財政制度の全体像を説明する。
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eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

これまでに配信を開始している「地方公共団体会計・監査部会」の継続研修の講座は以下のとおりです。

テーマ 講師 標準受講
時　　間

履修
単位

研修コード
教材コード 受講料

地方公共団体の資金調達

木村 功
（総務省自治大学校客員教授・
財団法人地域総合整備財団
専務理事）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E021790 無料

財政分析
稲沢 克祐
（関西学院大学専門職
大学院経営戦略研究科教授）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E021810 無料

NPMの基礎理論、行政評価
稲沢 克祐
（関西学院大学専門職
大学院経営戦略研究科教授）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E021820 無料

公の施設 坂邊 淳也
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021850 無料

収入 松本 正一郎
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021830 無料

新地方公会計基準
鈴木 豊
（学校法人青山学院常任監事・
青山学院大学名誉教授・公認会計士）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E021860 無料

「今後の新地方公会計の推進に
関する研究会要領等」の解説①
（財務書類作成要領 /連結財務
書類作成の手引き /Q&A）

菅原 正明
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021800 無料

「今後の新地方公会計の推進に
関する研究会要領等」の解説②
（資産評価及び固定資産台帳
整備の手引き /Q&A）

小室 将雄
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021870 無料

財務書類等の活用について

鵜川 正樹
（青山学院大学大学院会計プロ
フェッション研究科
特任教授・公認会計士）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E021840 無料

行政法① 高橋 滋
（一橋大学大学院法学 研究科教授）130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021900 無料

行政法② 高橋 滋
（一橋大学大学院法学 研究科教授）130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021910 無料

行政法③ 高橋 滋
（一橋大学大学院法学 研究科教授）130分 2 研修コード：2109

教材コード：E021920 無料

地方公共団体における
監査委員制度（その１）

道幸 尚志
（公認会計士） 130分 2 研修コード：3112

教材コード：E032350 無料

地方公共団体における
監査委員制度（その２）

道幸 尚志
（公認会計士） 130分 2 研修コード：3112

教材コード：E032360 無料

住民監査請求及び住民訴訟
制度と事例

平本 登
（東京都監査事務局総務課
課長代理（調査担当））

130分 2 研修コード：3112
教材コード：E032370 無料

地方税
（地方税概論・各論・徴収）

関口 智
（立教大学大学院経済学研究科
教授）

130分 2 研修コード：4001
教材コード：E041620 無料

地方自治法①

内貴 滋
（帝京大学経済学部地域経済
学科教授・バーミンガム大学
名誉フェロー）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E022070 無料

14



eラーニングに関するお問合せ
　日本公認会計士協会　総務本部
　研修グループ

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

公会計協議会「地方公共団体会計・監査部会」に関するお問合せ
　日本公認会計士協会　自主規制・業務本部
　非営利会計・監査・法規・制度グループ

テーマ 講師 標準受講
時　　間

履修
単位

研修コード
教材コード 受講料

地方自治法②

内貴 滋
（帝京大学経済学部地域経済
学科教授・バーミンガム大学
名誉フェロー）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E022110 無料

地方自治法③

内貴 滋
（帝京大学経済学部地域経済
学科教授・バーミンガム大学
名誉フェロー）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E022290 無料

地方自治法④

内貴 滋
（帝京大学経済学部地域経済
学科教授・バーミンガム大学
名誉フェロー）

130分 2 研修コード：2109
教材コード：E022300 無料

地方公共団体の外部監査
白山 真一
（日本公認会計士協会　公会計
委員会委員長・公認会計士）

130分 2 研修コード：3112
教材コード：E032390 無料

地方財政健全化法における
審査と監査

道幸 尚志
（公認会計士） 130分 2 研修コード：3112

教材コード：E032400 無料

財政援助団体等の監査と
実務

道幸 尚志
（公認会計士） 130分 2 研修コード：3112

教材コード：E032410 無料

公益法人制度と会計 大立目 克哉
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2106

教材コード：E022130 無料

地方公営企業の会計と経営 大惠 康宏
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E022120 無料

民法（財産法）① 滝沢 昌彦
（一橋大学法学研究科教授） 130分 2 研修コード：2001

教材コード：E022231 無料

民法（財産法）② 滝沢 昌彦
（一橋大学法学研究科教授） 130分 2 研修コード：2001

教材コード：E022232 無料

予算編成改革（１）
－編成の問題点と規律性改革－

稲沢 克祐（関西学院大学専門
職大学院経営戦略研究科教授） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E022240 無料

予算編成改革（２）－戦略性、
効率性、参画性、透明性－

稲沢 克祐（関西学院大学専門
職大学院経営戦略研究科教授） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E022250 無料

支出・現金及び有価証券 松本 正一郎
（公認会計士） 130分 2 研修コード：2109

教材コード：E022280 無料
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●税務業務部会研修会（税務業務部会部会員・賛助部会員対象）について

３月17日（木）14：00～15：40
税務  第31回　常識の真逆を行け！

～これからの税務・会計事務所経営～

■  ：師

　

講 ■ 館会士計会認公 ：場会

■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4999 ■

本郷　孔洋（辻・本郷グループ　会長）

　会計事務所経営の約40年を振り返り、会計人に向け、これからの税務・会計事務所経営に関するノウハウなどを
紹介する予定です。

　税務業務協議会では、税理士として実際に業務をしている会員のため、税務業務に直結した研修会を提供いた
します。そのため、本研修会は税務業務部会の部会員及び賛助部会員の方を対象とします。本研修会への申し込
みについては、部会員及び賛助部会員に電子メールにてご案内します。
※賛助部会員への入会は随時可能です（入会方法は「JICPAニュースレター」をご参照ください）。

税務業務部会研修会は、税務業務部会部会員及び賛助部会員対象研修です。

履修単位：２

３月18日（金）18：00～20：00
税務  第32回　法人税と消費税の異同点を見る

■  ：師

　

講 ■ 館会士計会認公 ：場会

■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4102 ■

成松　洋一（税理士）

　平成26年の消費税率の引上げの際には、経過措置の適用の可否などを巡って、法人税と消費税の処理の違いや整
合性が浮き彫りになった事例も見られました。
　また、その消費税は、平成29年4月からの税率の引上げや軽減税率の導入の是非などが議論されています。再び
法人税と消費税の処理が問題になるかもしれません。
　そこで、今一度、法人税と消費税の異同点や接点を確認しておきたいと思います。

履修単位：２
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４月25日（月）［前半］13：00～14：40　［後半］15：00～16：40
税務  第33回　課税当局による資料情報制度の拡充とマイナンバー制度

■  ：師

　

講 ■ 館会士計会認公 ：場会

■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4099

酒井　克彦（中央大学　商学部教授）

　マイナンバ－制度は名寄せを行いやすくすることで行政情報の利活用の効率を高めることにその中心的目的がある。
この情報管理ツールの活用により、行政情報の管理が容易となることから、マイナンバ－制度導入後には現行の資料
情報制度がより拡充されるのではないかと推察される。
　講義では、この辺りの問題関心について、これまでの経緯を踏まえつつ、その展望を考えることとしたい。

税務業務部会研修会は、税務業務部会部会員及び賛助部会員対象研修です。

５月12日（木）［前半］13：00～14：40　［後半］15：00～16：40
税務  第34回　相続税・贈与税　土地評価実務

－基礎から具体的な減価要因の見極め方まで－

■  ：師

　

講 ■ 館会士計会認公 ：場会

■参加料：無料
　　　　　（税務業務部会員・賛助部会員対象）

■研修コード：4202

鎌倉  靖二（不動産鑑定士）

　「土地の適正な時価」を算出するには、財産評価基本通達の規定だけでなく、不動産関連法規や知識が必要です。
これらが不足すると過大評価につながり、しかも税務調査や更正の請求屋に指摘されるまで気付きません。
　この研修では特に誤りや見落としの多い減価要因や評価方法をピックアップし、事例を使って過大評価を防ぐため
の見方や考え方、現地や役所での調査手法、建築基準法や都市計画法等の不動産関連法規などを解説します。

■履修単位：各２
（前後半計4単位）

■履修単位：各２
（前後半計4単位）
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クレジットカード番号が変更になった際は、再度「利用代金クレジットカード振替同意書」に必要事項を
ご記入の上、郵送でお送りください。

振替

振替
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