
    本部主催・集合研修会開催一覧
     2016年10月19日（水）～12月16日（金）

（次頁に続く）

《不正事例研究（研修コード：3192）の研修会を掲載しています》
　平成28年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）から、法定監査業務に従事する会員は、「監査の品質及び不正リス
ク対応」に関する研修科目6単位のうち2単位以上について「不正事例研究」（3192）を履修及び申告することが義務付け
られました。

（詳細についてはCPE LETTER 2016年保存版（P．4～P．5）又はCPE ONLINEをご確認ください）

本冊子において掲載している次の講座は不正事例研究（研修コード：3192）に該当いたします。
・10月21日（金）「不正会計を知る ～不正会計事案への実践的対応（前半・後半）」
・12月15日（木）「不正事例研究（仮題）（前半・後半）」

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

秋季全国

10月19日（水）
２ 3,000円全国 P.10最近の検査結果事例について

２ 3,000円全国 P.10公認会計士として
知っておくべき個人情報保護について

２ 3,000円全国 P.10「職業倫理ガイドブック」及び
「職業倫理に関する必携ガイド」について

那覇
11/9（水）

２ 3,000円全国 P.11国税スキャナ保存制度の改正に伴う
研究報告について

２ 3,000円全国 P.11公認会計士の倫理と他の専門職の倫理

２ 3,000円全国 P.11監査の品質管理の実務
～平成27年度品質管理レビューの事例から～

10月20日（木）

那覇
11/10（木）

税務
10月21日（金）

那覇
11/11（金）

２ 3,000円全国 P.12取引相場のない株式の評価の基礎と実務

２ 3,000円全国 P.12不正会計を知る ～不正会計事案への実践的対応（前半）

２ 3,000円全国 P.12不正会計を知る ～不正会計事案への実践的対応（後半）

不正
事例

不正
事例

連結納税の最新実務及び
税効果会計の適用について（前編）

本部
研修会

税務

連結納税の最新実務及び
税効果会計の適用について（中編）

税務

連結納税の最新実務及び
税効果会計の適用について（後編）

税務 ２ 3,000円東京 P.07

11月17日（木） ２ 3,000円東京 P.07

２ 3,000円東京 P.07

共催　一般財団法人会計教育研修機構
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研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

東京２ 3,000円 P.08相続時に留意すべき戸籍、不動産登記簿の読み方

東京２ 3,000円 P.08遺産分割に関する基本問題と実務の取り扱い（前半）

東京２ 3,000円 P.08

東京２ 3,000円 P.09

遺留分減殺に関する基本問題と実務の取り扱い（後半）

新しい国際倫理規程「違法行為への対応」の解説
～もし日本へ導入された場合の影響は？～

本部
研修会 11月21日（月）

12月8日（木）

冬季全国

２ 3,000円全国 P.04

２ 3,000円全国 P.04

２ 3,000円全国 P.04

２ 3,000円全国 P.05

２ 3,000円全国 P.05

２ 3,000円全国 P.05

２ 3,000円全国 P.06

２ 3,000円全国 P.06

２ 3,000円全国 P.06

12月14日（水）

那覇
1/25（水）

12月15日（木）

那覇
1/26（木）

12月16日（金）

那覇
1/27（金）

最近の労働問題　―　労働時間法制の見直しと実務上の留意点

IFRSの最近の動向及びIFRS適用企業監査の現場で

IFRSと日本基準との主要な相違点

事業承継支援専門部会研修　
①納税猶予制度　②改正-事業承継ガイドライン他

不正事例研究（仮題）（前半）

社会福祉法人の税務の基礎知識について

医療法人制度の概要と改正医療法について

医療法人の会計及び監査について

本部
研修会

税務

税務

不正
事例

不正事例研究（仮題）（後半）不正
事例

2



研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

東京２ 3,000円 P.08相続時に留意すべき戸籍、不動産登記簿の読み方

東京２ 3,000円 P.08遺産分割に関する基本問題と実務の取り扱い（前半）

東京２ 3,000円 P.08

東京２ 3,000円 P.09

遺留分減殺に関する基本問題と実務の取り扱い（後半）

新しい国際倫理規程「違法行為への対応」の解説
～もし日本へ導入された場合の影響は？～

本部
研修会 11月21日（月）

12月8日（木）

冬季全国

２ 3,000円全国 P.04

２ 3,000円全国 P.04

２ 3,000円全国 P.04

２ 3,000円全国 P.05

２ 3,000円全国 P.05

２ 3,000円全国 P.05

２ 3,000円全国 P.06

２ 3,000円全国 P.06

２ 3,000円全国 P.06

12月14日（水）

那覇
1/25（水）

12月15日（木）

那覇
1/26（木）

12月16日（金）

那覇
1/27（金）

最近の労働問題　―　労働時間法制の見直しと実務上の留意点

IFRSの最近の動向及びIFRS適用企業監査の現場で

IFRSと日本基準との主要な相違点

事業承継支援専門部会研修　
①納税猶予制度　②改正-事業承継ガイドライン他

不正事例研究（仮題）（前半）

社会福祉法人の税務の基礎知識について

医療法人制度の概要と改正医療法について

医療法人の会計及び監査について

本部
研修会

税務

税務

不正
事例

不正事例研究（仮題）（後半）不正
事例

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

査

倫理

無料３ 東京 P.25

DVDDVD   講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

11月17日（木） 組織内会計士研修会
BPOの変遷と最近のトレンド～事例を交えて

無料３ 東京 P.2512月13日（火） 組織内会計士研修会
帳簿管理の重要性を歴史から学びませんか

無料３ 東京 P.2612月14日（水）
組織内会計士研修会
フィンテックで高度化する金融サービス　
～その背景と今後の見通し～

8

6

 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

 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」の
 うち、「 不正事例研究」に該当する研究会

不正
事例

組織内
会計士協議会
研修会

無料10月25日（火） ２ 東京 P.27
［税務業務部会研修会］
第40回税務業務部会研修会

「税理士法違反となる行為について」

［税務業務部会研修会］
第9回開業するなら知っておきたい税務実務研修会

「所得税確定申告の基礎と実務」

無料10月25日（火） ２ 東京 P.27
［税務業務部会研修会］
第39回税務業務部会研修会

「改正国税不服申立制度の概要と最近の裁決事例について」

税務

無料11月10日（木） ２ 東京 P.28

［税務業務部会研修会］
第8回開業するなら知っておきたい税務実務研修会

「年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、
償却資産申告書」

税務

税務
無料11月22日（火） ２ 東京 P.28

税務業務部会
研修会

組織内
会計士協議会
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。 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。

●冬季全国研修会

12月14日、15日、16日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！
●冬季全国研修会を12月14日、15日、16日、インターネット回線を利用し、全国の中継会場にライブ

配信して一斉開催いたします。
　会場：14地域会＋15部会（旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、三多摩、山梨、松本、静岡、岡山、

松江、松山、徳島、長崎、鹿児島）

●会場は、13頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

 「DVD研修会」のお申込み受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接下記まで
お問い合わせください。

那覇会場　　TEL.098–951–1820（日本公認会計士協会沖縄会事務局）

12月14日（水）［１限目］10：00〜11：40
最近の労働問題　―　労働時間法制の見直しと実務上の留意点

 適正な賃金管理のバックボーンとなるのが、労働時間管理である。しかし、経営ニーズを優先し、労働基準法を軽視した人
事管理を行う経営者も少なくない。政府は、労働時間法制に関する重要課題として、審議が継続している労基法改正案の
早期成立と、36協定における時間外労働規制の再検討を挙げている。成果比例の賃金制度への転換を求める声が強まる
一方で、長時間労働の抑制が全社会的課題として浮上している。労働時間法制の改正はどの段階にあるのか、会社実務の
現場ではどのようなトラブルが発生しているのか、事例を交えつつ検討し、適切な労働時間管理の在り方を再考する。

■講　師：	長谷川　央（労働新聞社　実務相談室）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5116 ■履修単位：２

12月14日（水）［２限目］13：00〜14：40
IFRSの最近の動向及びIFRS適用企業監査の現場で

　近年、IFRSを任意適用する日本企業が増え続けており、2016年8月末現在でIFRSを適用済みないしはIFRSを適
用する旨のプレスリリースを行った会社は120社に達している（日本取引所グループHPより）。今回の研修では、日本
公認会計士協会常務理事である湯川喜雄氏よりIFRSを巡る最近の動向についてお伝えするとともに、中規模監査法
人の代表社員としてIFRS任意適用企業の監査に従事した相川高志氏より、IFRS任意適用プロジェクトの概要や監査
上の留意点等について解説を行う。

■講　師：	湯川　喜雄（日本公認会計士協会　会計制度・IFRS担当　常務理事）
　　　　　相川　高志（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2103 ■履修単位：２

12月14日（水）［３限目］15：00〜16：40
事業承継支援専門部会研修　①納税猶予制度　②改正-事業承継ガイドライン他

　来年度、事業承継の支援措置認定事業は、都道府県へ移譲されます。新たな事業承継のマニュアルに基づき、納税猶予
制度の概要から申請を基礎編として入門者にわかりやすく説明します。
　親族内承継が減少し、親族外承継が増加傾向にあり6割を超え、企業の価値向上に向け10年ぶりに「事業承継ガイドラ
イン」が改正されました。中小企業等経営強化法の施行、「事業承継診断」等が公表され、支援の流れは、早期事業承継に向
かっています。そこで、実務に役立つ新たな情報を提供します。

■講　師：	佐藤　二三男（中小企業庁　財務課　税制企画調整官）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4202 ■履修単位：２
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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。 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。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。 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。

12月15日（木）［１限目］10：00〜11：40
IFRSと日本基準との主要な相違点

　IFRSを任意適用する会社も100社を超え、日本基準とIFRSもかなり近づいてきたものの、依然として相違する部分も
ある。本講義では、個々の論点の深堀りではなく、最短時間で日本基準とIFRSの主要な相違点を概観できることを目的と
して解説を行う。講義で全ての相違点を網羅するわけではないが、主要な相違点についてその背景や趣旨を踏まえて説明
する。併せて、近時話題となっている収益認識の新基準（IFRS15号）についても触れる。
　受講レベルとしてはIFRS初学者が無理なく理解できるレベルとする。

■講　師：	三木　孝則（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2103 ■履修単位：２

12月15日（木）［２限目］13：00〜14：40
不正事例研究（仮題）（前半）

　平成28年度（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）から法定監査業務に従事する会員「監査の品質及び不正リスク
対応」に関する研修科目6単位のうち、うち2単位以上は、不正事例研究（研修コード3192）に該当する研修を履修しなけ
ればならないことになりました。本研修では、会計監査に従事する会員のために、「不正調査ガイドライン」（日本公認会計士
協会　経営研究調査会研究報告第51号　平成25年9月4日））の作成メンバーである当専門部会のメンバーが、具体的
な事例をもとに解説します。
＜前半の主な内容＞
･近年の上場会社における会計不正の動向
･事例紹介と会計監査における異常点の考察
※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

■講　師：	松澤　公貴（不正調査専門部会専門部会長、公認会計士）
　　　　　駒井　昌宏（不正調査専門部会副専門部会長、公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：２

12月15日（木）［３限目］15：00〜16：40
不正事例研究（仮題）（後半）

　平成28年度（平成28年4月1日〜平成29年3月31日）から法定監査業務に従事する会員「監査の品質及び不正リスク
対応」に関する研修科目6単位のうち、うち2単位以上は、不正事例研究（研修コード3192）に該当する研修を履修しなけ
ればならないことになりました。本研修では、会計監査に従事する会員のために、「不正調査ガイドライン」（日本公認会計士
協会　経営研究調査会研究報告第51号　平成25年9月4日））の作成メンバーである当専門部会のメンバーが、具体的
な事例をもとに解説します。
＜後半の主な内容＞
･会計不正における不正調査手法
･不正調査における法的事実認定
※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

■講　師：	金子　昌嗣（不正調査専門部会専門委員、公認会計士）
　　　　　峠　尚義（不正調査専門部会オブザーバー、弁護士）
　　　　　木内　敬（不正調査専門部会オブザーバー、弁護士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：２

不正
事例

不正
事例
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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。 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。

12月16日（金）［１限目］10：00〜11：40
社会福祉法人の税務の基礎知識について

　この度、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が成立し、平成29年度より一定規模以上の法人においては会計監
査人の設置が義務付けられることとなり、また、会計監査人の設置の義務付けの対象とならない法人においても、公認
会計士による財務会計に係る態勢整備状況の点検等や監事への公認会計士の登用が適当とされました。したがって、今
後、公認会計士の社会福祉法人への関与が増えるものと思料されます。税務上の取扱いについても、社会福祉法人は、
専ら公益を目的として設立される「公益法人」に属し、法人税については原則、非課税とされるなど営利法人とは異なっ
ています。そこで、今般、社会福祉法人における税務の基本的な内容の理解を目的とした研修会を開催いたします。

■講　師：	亀岡　保夫（公認会計士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4101 ■履修単位：２

12月16日（金）［３限目］15：00〜16：40
医療法人の会計及び監査について

　医療法の改正により、一定規模以上の医療法人には平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士･監査法
人による監査を受けることが義務付けられました。その一方で、平成28年4月には厚生労働省令として新しく「医療法人会
計基準」が公表されるなど、医療法人の会計面の整備が進みつつあります。
　本講義では、これらの動向を踏まえて、新しい医療法人会計基準の概要や、実務に当たる公認会計士として知っておくべ
き医療法人特有の会計処理等について解説を行います。さらに、医療法人の監査において留意すべきポイント等について
も解説いたします。

■講　師：	非営利法人委員会　非営利業務支援専門部会　医療法人分科会　専門委員
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：２

12月16日（金）［２限目］13：00〜14：40

　第189回国会において医療法の一部を改正する法律が成立したことにより、医療法人について経営の透明性の確保及
びガバナンスの強化等が図られており、その一環として一定規模以上の医療法人に対して公認会計士・監査法人による外
部監査が制度化されるなど、医療法人制度が大きく変わろうとしています。
　本講義では、厚生労働省の担当官を講師としてお招きし、医療法人制度の概要、医療法人の運営について、制度改正のポ
イント等を織り交ぜながらご説明をいただきつつ、行政が公認会計士に期待することについてお話いただきます。また、今
回の医療法改正により創設された地域医療連携推進法人制度についても、解説をいただく予定です。
※本講義は、平成27年12月11日実施の冬季全国研修会「医療法人制度改革の動向について」と内容の一部重複があり

ます。

■講　師：	厚生労働省	医政局	医療経営支援課	担当官
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：２

医療法人制度の概要と改正医療法について
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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

11月17日（木））［１限目］10：00～11：40
  

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4107 ■履修単位：2

　100％グループ間企業における税務戦略の上で、連結納税制度の知識が必須となりつつありますが、難解かつ複雑
で、また膨大な規定を理解しなければなりません。
　今回「実務にすぐ使える話を聞きたい」「コンパクトで簡易な研修はないだろうか?」という方に向け、連結納税の最
新の実務及び税効果会計の適用について解りやすく解説いたします。
　今回のテーマに関しては前編、中編、後編の3部構成となります。
 ＜前編の主な解説内容＞
○ 連結納税制度の基本概要
○ 連結所得及び税額の計算方法の概要

中尾　健（公認会計士・税理士）、大久保　秀治（税理士）

連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について（前編）

11月17日（木））［２限目］13：00～14：40
  

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4107 ■履修単位：2

　100％グループ間企業における税務戦略の上で、連結納税制度の知識が必須となりつつありますが、難解かつ複雑
で、また膨大な規定を理解しなければなりません。
　今回「実務にすぐ使える話を聞きたい」「コンパクトで簡易な研修はないだろうか?」という方に向け、連結納税の最
新の実務及び税効果会計の適用について解りやすく解説いたします。
　今回のテーマに関しては前編、中編、後編の3部構成となります。
 ＜中編の主な解説内容＞
○ 連結納税制度と地方税の計算上における関連性
○ 連結所得及び税額の計算方法の概要連結納税制度における会計処理の留意点
○ 連結欠損金の控除順序

中尾　健（公認会計士・税理士）、大久保　秀治（税理士）

連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について（中編）

11月17日（木））［３限目］15：00～16：40
  

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4107 ■履修単位：2

　100％グループ間企業における税務戦略の上で、連結納税制度の知識が必須となりつつありますが、難解かつ複雑
で、また膨大な規定を理解しなければなりません。
　今回「実務にすぐ使える話を聞きたい」「コンパクトで簡易な研修はないだろうか?」という方に向け、連結納税の最
新の実務及び税効果会計の適用について解りやすく解説いたします。
　今回のテーマに関しては前編、中編、後編の3部構成となります。
 ＜後編の主な解説内容＞
○ 連結納税制度を適用した場合の税効果会計
○ 個別財務諸表における繰延税金資産負債の計算
○ 個別財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の判断
○ 連結納税の会計実務への影響

中尾　健（公認会計士・税理士）、大久保　秀治（税理士）

連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について（後編）

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。 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。
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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

11月21日（月））［１限目］10：00～11：40
  

■ 　：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

　相続の手続きにおいて、遺産分割協議の前に着手すべき作業として「法定相続人の確定」と「遺産の確定」がありま
す。法定相続人を確定するには民法と戸籍法を、遺産とりわけ不動産に関しては民法と不動産登記法を踏まえて判断
する必要があります。
　これらの確定作業に誤りがあると遺産分割協議の前提が崩れてしまう、非常に重要な作業です。
　本講義では、講師が実務で扱った事例をもとに、相続時に留意すべきポイントとして、戸籍と不動産登記簿の仕組み
やそれらを読み解くコツを解説します。

大久保　博史（司法書士）

相続時に留意すべき戸籍、不動産登記簿の読み方

11月21日（月））［２限目］13：00～14：40
  

■ 　：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

　相続の開始によって被相続人に属していた財産が承継され、共同相続人らによる遺産分割の問題が生じます。この
場合、解決に困難を来すこともあり、家庭裁判所に申し立てされる遺産分割事件は、司法統計上も増加傾向にあります。
　本研修では、遺産分割の基礎事項を概観した上、基本的な法律問題について、最近の相続法改正の議論を念頭に置
きながら、実務の取扱いの現状と問題点を理解することを目的とします。

野﨑　薫子（弁護士）

遺産分割に関する基本問題と実務の取り扱い（前半）

11月21日（月））［３限目］15：00～16：40
  

■ 　：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

　相続において被相続人の遺言及び生前の財産処分は尊重されるのが原則です。しかし、それが遺留分権利者の遺留
分を侵害した場合には、遺留分権利者による遺留分減殺によって、その法律効果が一定の割合で減殺されます。
　本研修では、遺言と遺留分制度の基礎事項を概観した上、基本的な法律問題について、最近の相続法改正の議論を
念頭に置きながら、実務の取り扱いの現状と問題点を理解することを目的とします。

野﨑　薫子（弁護士）

遺留分減殺に関する基本問題と実務の取り扱い（後半）

8



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

11月21日（月））［１限目］10：00～11：40
  

■ 　：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

　相続の手続きにおいて、遺産分割協議の前に着手すべき作業として「法定相続人の確定」と「遺産の確定」がありま
す。法定相続人を確定するには民法と戸籍法を、遺産とりわけ不動産に関しては民法と不動産登記法を踏まえて判断
する必要があります。
　これらの確定作業に誤りがあると遺産分割協議の前提が崩れてしまう、非常に重要な作業です。
　本講義では、講師が実務で扱った事例をもとに、相続時に留意すべきポイントとして、戸籍と不動産登記簿の仕組み
やそれらを読み解くコツを解説します。

大久保　博史（司法書士）

相続時に留意すべき戸籍、不動産登記簿の読み方

11月21日（月））［２限目］13：00～14：40
  

■ 　：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

　相続の開始によって被相続人に属していた財産が承継され、共同相続人らによる遺産分割の問題が生じます。この
場合、解決に困難を来すこともあり、家庭裁判所に申し立てされる遺産分割事件は、司法統計上も増加傾向にあります。
　本研修では、遺産分割の基礎事項を概観した上、基本的な法律問題について、最近の相続法改正の議論を念頭に置
きながら、実務の取扱いの現状と問題点を理解することを目的とします。

野﨑　薫子（弁護士）

遺産分割に関する基本問題と実務の取り扱い（前半）

11月21日（月））［３限目］15：00～16：40
  

■ 　：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

　相続において被相続人の遺言及び生前の財産処分は尊重されるのが原則です。しかし、それが遺留分権利者の遺留
分を侵害した場合には、遺留分権利者による遺留分減殺によって、その法律効果が一定の割合で減殺されます。
　本研修では、遺言と遺留分制度の基礎事項を概観した上、基本的な法律問題について、最近の相続法改正の議論を
念頭に置きながら、実務の取り扱いの現状と問題点を理解することを目的とします。

野﨑　薫子（弁護士）

遺留分減殺に関する基本問題と実務の取り扱い（後半）

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

12月８日（木）））15：00～16：40
  

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　国際会計士倫理基準審議会は、平成28年7月14日に、新しい国際倫理規程「違法行為への対応」を公表した。本規
程は、職業会計士が、業務を実施する過程で、違法行為又はその疑いに気付いた場合の対応について規定したもので
あり、全ての職業会計士（会計事務所等所属の職業会計士及び企業等所属の職業会計士）に対して適用される。
　最近は、内外において企業不正が頻発しており（日本では、大手電機メーカーの不正会計、自動車燃費データの不正
等、海外では自動車排ガス試験における不正ソフトの使用等）、新規程は職業会計士がこれらの企業不正に適切に対応
することを求めている。
　本研修会では、IESBAボードメンバーの加藤　厚会員が、本規程の内容及び日本に導入された場合の影響等につ
いて解説する。

加藤　厚（国際会計士倫理基準審議会（IESBA）ボードメンバー）

新しい国際倫理規程「違法行為への対応」の解説
～もし日本へ導入された場合の影響は？～
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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。 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。

●秋季全国研修会

10月19日、20日、21日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！
●秋季全国研修会を10月19日、20日、21日、インターネット回線を利用し、全国の中継会場にライブ

配信して一斉開催いたします。
　会場：14地域会＋15部会（旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、三多摩、山梨、松本、静岡、岡山、

松江、松山、徳島、長崎、鹿児島）

●会場は、13頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

 「DVD研修会」のお申込み受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接下記まで
お問い合わせください。

那覇会場　　TEL.098–951–1820（日本公認会計士協会沖縄会事務局）

10月19日（水）［１限目］10：00〜11：40
最近の検査結果事例について

　公認会計士・監査審査会（以下「審査会」という。）は、我が国における監査の品質の維持・向上、公益の確保及び投資者保
護の観点から、監査事務所に対する検査を実施しており、その結果について監査事務所検査結果事例集（以下「事例集」と
いう。）として取りまとめ、公表してきている。事例集では、検査における着眼点、検査結果の概要、求められる対応等ととも
に、具体的事例を紹介している。
　本研修においては、審査会の活動状況について説明した後、平成28年７月公表（審査会ウェブサイト参照）の事例集を基
に最近の検査結果を踏まえた主な指摘事例や留意点等を解説することとする。

■講　師：	廣本　敏郎（公認会計士・監査審査会会長）
	 和田　渉（公認会計士・監査審査会主任公認会計士監査検査官）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

10月19日（水）［２限目］13：00〜14：40
公認会計士として知っておくべき個人情報保護について

　「そういえば監査をされるときに、会計士さんには、当社の従業員の給与データをお渡ししていますよね。これって個人情
報保護法上、従業員からの同意を取り付ける必要って本当にないんでしたっけ。」という質問に適切に答えられますか。
　本研修では、個人情報保護法の体系、企業や会計事務所が個人情報の漏えい事案等を発生させてしまった場合の対応と
その防止策を解説し、これにより個人情報保護に関して知見を高め、公認会計士として経営者と適切に意見交換することが
できることを目指します。また平成２７年9月に成立した改正「個人情報の保護に関する法律」について重要なポイントを解
説します。

■講　師：髙橋　周（公認会計士、弁護士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

10月19日（水）［３限目］15：00〜16：40
「職業倫理ガイドブック」及び「職業倫理に関する必携ガイド」について

　倫理委員会では、会員の職業倫理の理解に資する資料を提供することを目的として、職業倫理に関する諸規定（公認会
計士法、倫理規則、独立性に関する指針等）の全体像を分かりやすく解説した「職業倫理ガイドブック」を作成した。また、簡
易版として、携帯に便利な「職業倫理に関する必携ガイド」を作成した。本研修会では、会員が本ガイドブックのポイントを把
握できるよう、これらの内容について解説する。

■講　師：上林　三子雄（前倫理担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2
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10月20日（木）［１限目］10：00〜11：40
国税スキャナ保存制度の改正に伴う研究報告について

　平成２７年度、２８年度改正により電子帳簿保存法の国税関係書類スキャナ保存制度に大きな要件緩和があり、今後の活
用の増加が見込まれている。このため、ＩＴ委員会ではこの改正に伴い、従来のＩＴ委員会研究報告第30号「e-文書法への対
応と監査上の留意点」に代えて新たな研究報告「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」を作成し、平成28年9月
26日に公開草案を公表している。新たな国税スキャナ保存制度の概要と監査上の対応について説明すると同時にスキャ
ナ保存制度を支えるセキュリティ技術についても解説を行う。

■講　師：佐久間　裕幸（ＩＴ委員会電子化対応専門委員会専門委員長）	
■参加料：3,000円 ■研修コード：3999 ■履修単位：2

10月20日（木）［２限目］13：00〜14：40
公認会計士の倫理と他の専門職の倫理

　現代において、専門職と言われるものは医療、法律、そして会計の３つです。これらにはそれぞれ、専門職であるが故の職
業倫理の確立が求められています。それらは、共通性もあれば、もちろん違いもあります。本講義では、これらの専門職の
倫理についてそれぞれの倫理規則等を参照しながら検討し、これを通じて会計専門職(公認会計士)の職業倫理の特色を理
解します。このような他の専門職との比較によって会計専門職（公認会計士）の倫理を考察することは、IFACの教育基準で
も言及されているところでありますが、本講義では日本の現状を踏まえながらそのような比較検討を試みます。

■講　師：吉見　宏（北海道大学副学長・教授）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

10月20日（木）［３限目］15：00〜16：40
監査の品質管理の実務～平成27年度品質管理レビューの事例から～

　平成27年度の品質管理レビュー（フォローアップ・レビューを含む）から、比較的指摘事項の多かった項目と求められる改
善措置を中心に説明し、監査事務所として品質管理のシステムをどのように整備し、運用すべきか、また、個々の監査業務
の品質管理をどのように実施すべきかについての参考に供します。
　また、品質管理レビュー制度及び上場会社監査事務所登録制度の概要等についてご説明します。

■講　師：岩瀬　高志（品質管理委員会主席レビューアー）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2
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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。 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。

10月21日（金）［１限目］10：00〜11：40
取引相場のない株式の評価の基礎と実務

　公認会計士にとって、株式の評価については、会計監査、ＩＰO、Ｍ＆Ａ等の様々な場面で行われており、その手法もその
時々で適切な手法がとられているものと思われます。
　一方で、平成27年1月1日施行の相続税法の改正により、基礎控除の縮小等が行われ、相続税の申告対象者が増加する
傾向にあります。また、時期を同じくして、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予･免除制度の改正も本格
的に施行され、その申請件数の実績は、対前年比2倍以上であると報告されています。これを機に、事業承継も進んでいく
ものと推測されます。これらを通じて、株式の評価の必要性が益々重要になっていくものと思われます。
　今回は、特にこれまで相続税等の実務にあまり関与されなかった会員に対して、財産評価基本通達に基づいて行う取引
相場のない株式の評価の基礎について解説を行います。

■講　師：神林　克明	（租税調査会資産課税等専門部会専門部会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4202 ■履修単位：2

10月21日（金）［３限目］15：00〜16：40
不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（後半）

　会計監査の信頼性確保のため、財務諸表監査における会計不正の早期発見と対応が必須となっています。本研修の後
半では、不正リスクへの対応及び仮説検証アプローチについて、例題を用いながら解説をしていきます。
　後半の講義では実際の数字を分析しながら解説を進めていきますので、講義には電卓をお持ちください。
　※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

■講　師：辻　さちえ（公認会計士、公認不正検査士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

10月21日（金）［２限目］13：00〜14：40

　会計監査の信頼性確保のため、財務諸表監査における会計不正の早期発見と対応が必須となっています。本研修の前半
では、会計不正が生じる背景を会計数値が持つ性質という切り口で解説すると共に、主要な会計不正の手口毎に、不正の兆
候、不正を防ぐ内部統制、早期発見のための監査手続について講義をいたします。
　※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

■講　師：辻　さちえ（公認会計士、公認不正検査士）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（前半）不正
事例

不正
事例
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秋季全国研修会
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11／ 9 （水） 11／ 10 （木） 11／ 11 （金）
DVD研修会 DVD研修会 DVD研修会
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○ ○ ○
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1／ 25 （水） 1／ 26 （木） 1／ 27 （金）
DVD研修会 DVD研修会 DVD研修会

静岡市産学
交流センター

ペガサート 7階
○○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

本部主催全国研修会会場一覧

受講
会場 会　場　名

札幌 北海道会研修室
TEL：011－221－6622

東京 公認会計士会館
TEL：03-3510-7861

仙台
仙台商工会議所７階

「中会議室」

神奈川
横浜メディア・ビジネスセンター６階

（神奈川県会事務局）

名古屋 東海会研修室

金沢 北陸会研修室

京都 京滋会研修室

大阪 近畿会研修室

神戸 兵庫会研修室

広島 中国会研修室

高松 四国会事務局研修室

福岡 北部九州会会議室

熊本 南九州会会議室

那覇 沖縄会研修室

旭川 旭川リサーチセンター

帯広
監査法人フロンティアパートナー
クラウド「会議室」

新潟 新潟県会事務所

宇都宮 栃木県公認会計士会館

群馬 群馬県会事務所

三多摩 三多摩会事務所

山梨 山梨県会事務所

松本 ホテルモンターニュ松本「１Ｆソネット」

静岡

岡山
サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ
２階「サニーホール」

松山 ろうきんビル会議室
TEL：089－931－1181

徳島 すばるビル

長崎 公認会計士鳥巣維文事務所会議室

鹿児島 鹿児島県社会福祉センター　

TEL：022-265-8124

TEL：045－681－7151

TEL：052-533-1112

埼玉 埼玉会研修室
TEL：048-644-9050

千葉 千葉会事務所会議室
TEL：043-305-4203

TEL：076-265-6625

TEL：075－211－5061

TEL：06－6271－0400

TEL：078－252－3281

TEL：082－248－2061

TEL：087－863－6653

TEL：092－715－4317

TEL：096-352-3737

TEL：098－951－1820

TEL：0166－68－2820

TEL：0155-24-3616

静岡県司法書士会館
TEL：054-289-3700

TEL：025－247－3875

TEL：028－635－8769

TEL：027－321－9055

TEL：042-595-8618

TEL：055－251－9400

TEL：0263－35－6480

松江 松江テルサ４階特別会議室
TEL：0852-31-5550

TEL：086－225－0631

TEL：088－622－6767

TEL：095－827－0630

TEL：099－251－3232
※会場が異なる場合や、DVDによる研修会の場合は、開催日の欄に記載しております。
　なお、「DVD研修会」のお申込み受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接お問合わせください。

DVD研修会に関する問合せ先
　那覇会場　TEL.098－951－1820（日本公認会計士協会沖縄会事務局）

10月20日（木）10月21日（金）10月19日（水）

冬季全国研修会

12月15日（木）12月16日（金）12月14日（水）

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。 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。
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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。 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。

秋季及び冬季全国研修会の中継会場として、松江会場及び松山会場につい
ては以下の会場にて中継を実施いたします。
（他会場については、「CPEレター2016年保存版」の案内をご確認ください。）

松江会場

山陰合同銀行
松江駅前支店東横イン

松江駅前

山陰合同銀行
松江駅前支店

島根県
水産会館
島根県
水産会館

松江東急イン松江東急イン

一畑百貨店一畑百貨店

北口北口

東横イン
松江駅前

松江テルサ

松江駅

会場：松江テルサ4F特別会議室
住所：松江市朝日町478-18
お問合せ電話番号：0852-31-5550

松山会場

三越

● ●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

松山市駅前

松山市駅

R-２番町ビル
（ろうきんビル）

県庁前 大街道
市
役
所
前

松山
東急REI
ホテル

愛媛県
建設会館

愛媛県庁

NTT

松山地方
裁判所

市役所

二番町

三番町

千舟町

伊予銀行

伊予鉄道

至 JR松山駅
NHK 松山放送局

いよてつ高島屋

松山城

大
街
道

い
よ
て
つ
会
館

伊予鉄道
高浜線

松山
全日空
ホテル

会場：ろうきんビル会議室
住所：松山市二番町四丁目5番地2　

R-2番町ビル
お問合せ電話番号：089-931-1181

14



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、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

本部研修会

3,000円15：00～16：40 連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について（後編）

11/17
（木）

11/21
（月）

12/8
（木）

13：00～14：40 連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について（中編）

3,000円

3,000円

3,000円15：00～16：40 遺留分減殺に関する基本問題と実務の取り扱い（後半）

13：00～14：40 遺産分割に関する基本問題と実務の取り扱い（前半） 3,000円

10：00～11：40 連結納税の最新実務及び税効果会計の適用について（前編）

3,000円10：00～11：40 相続時に留意すべき戸籍、不動産登記簿の読み方

15：00～16：40 3,000円新しい国際倫理規程「違法行為への対応」の解説
～もし日本へ導入された場合の影響は？～

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。 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。
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3,000円

3,000円

3,000円

FAX 
  会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX:050 ー 3730 ー 4355

※ 参加ご希望の「受講会場」は、13ページの研修会会場一覧にてご確認の上、受講
会場欄にご記入ください。

※ 「DVD研修会」のお申込受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接お問合わせください。

お申込日　平成　　年　　月　　日

会員種別（○を付けてください）

会 員 ・ 準 会 員
研修登録番号（7桁）

電話番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

ファクシミリ番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

所属地域会

※ 参加料のお支払い方法には、クレジットカード振替と郵便振替があります。どちらも、当日の出席記録をもとに
請求いたします。クレジットカード振替を利用される場合は、振替同意書のご提出が必要です。

　郵便振替での請求書は、ご登録の郵便物送付先にお送りいたします。
※ 日本公認会計士協会及び一般財団法人会計教育研修機構は、この参加申込書にご記載いただいた個人情報を本

研修会の運営のために利用させていただきます。

【お電話でのお問合せ】

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28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。）

会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

10/19
（水） 13：00～14：40 公認会計士として知っておくべき個人情報保護について

10：00～11：40 最近の検査結果事例について

「職業倫理ガイドブック」及び
「職業倫理に関する必携ガイド」について15：00～16：40

受講会場

参加申込書
（秋季全国研修会）

3,000円

3,000円

3,000円

10/20
（木） 13：00～14：40 公認会計士の倫理と他の専門職の倫理

10：00～11：40 国税スキャナ保存制度の改正に伴う研究報告について

監査の品質管理の実務
～平成27年度品質管理レビューの事例から～15：00～16：40

3,000円

3,000円

3,000円

10/21
（金） 13：00～14：40 不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（前半）

10：00～11：40 取引相場のない株式の評価の基礎と実務

不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（後半）15：00～16：40

不 正
事 例

不 正
事 例

16



3,000円

3,000円

3,000円

FAX 
  会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX:050 ー 3730 ー 4355

※ 参加ご希望の「受講会場」は、13ページの研修会会場一覧にてご確認の上、受講
会場欄にご記入ください。

※ 「DVD研修会」のお申込受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接お問合わせください。

お申込日　平成　　年　　月　　日

会員種別（○を付けてください）

会 員 ・ 準 会 員
研修登録番号（7桁）

電話番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

ファクシミリ番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

所属地域会

※ 参加料のお支払い方法には、クレジットカード振替と郵便振替があります。どちらも、当日の出席記録をもとに
請求いたします。クレジットカード振替を利用される場合は、振替同意書のご提出が必要です。

　郵便振替での請求書は、ご登録の郵便物送付先にお送りいたします。
※ 日本公認会計士協会及び一般財団法人会計教育研修機構は、この参加申込書にご記載いただいた個人情報を本

研修会の運営のために利用させていただきます。

【お電話でのお問合せ】

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28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。）

会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

10/19
（水） 13：00～14：40 公認会計士として知っておくべき個人情報保護について

10：00～11：40 最近の検査結果事例について

「職業倫理ガイドブック」及び
「職業倫理に関する必携ガイド」について15：00～16：40

受講会場

参加申込書
（秋季全国研修会）

3,000円

3,000円

3,000円

10/20
（木） 13：00～14：40 公認会計士の倫理と他の専門職の倫理

10：00～11：40 国税スキャナ保存制度の改正に伴う研究報告について

監査の品質管理の実務
～平成27年度品質管理レビューの事例から～15：00～16：40

3,000円

3,000円

3,000円

10/21
（金） 13：00～14：40 不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（前半）

10：00～11：40 取引相場のない株式の評価の基礎と実務

不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（後半）15：00～16：40

不 正
事 例

不 正
事 例

3,000円

3,000円

3,000円

FAX 
  会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX:050 ー 3730 ー 4355

※ 参加ご希望の「受講会場」は、13ページの研修会会場一覧にてご確認の上、受講
会場欄にご記入ください。

※ 「DVD研修会」のお申込受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接お問合わせください。

お申込日　平成　　年　　月　　日

会員種別（○を付けてください）

会 員 ・ 準 会 員
研修登録番号（7桁）

電話番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

ファクシミリ番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

所属地域会

※ 参加料のお支払い方法には、クレジットカード振替と郵便振替があります。どちらも、当日の出席記録をもとに
請求いたします。クレジットカード振替を利用される場合は、振替同意書のご提出が必要です。

　郵便振替での請求書は、ご登録の郵便物送付先にお送りいたします。
※ 日本公認会計士協会及び一般財団法人会計教育研修機構は、この参加申込書にご記載いただいた個人情報を本

研修会の運営のために利用させていただきます。

【お電話でのお問合せ】

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28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。）

会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

12/14
（水） 13：00～14：40

10：00～11：40

事業承継支援専門部会研修　
①納税猶予制度　②改正-事業承継ガイドライン他15：00～16：40

受講会場

参加申込書
（冬季全国研修会）

3,000円

3,000円

3,000円

12/15
（木） 13：00～14：40 不正事例研究（仮題）（前半）

不正事例研究（仮題）（後半）

10：00～11：40 IFRSと日本基準との主要な相違点

15：00～16：40

3,000円

3,000円

3,000円

12/16
（金） 13：00～14：40 医療法人制度の概要と改正医療法について

10：00～11：40 社会福祉法人の税務の基礎知識について

医療法人の会計及び監査について15：00～16：40

不 正
事 例

不 正
事 例

IFRSの最近の動向及びIFRS適用企業監査の現場で

最近の労働問題　―　労働時間法制の見直しと実務上の留意点
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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。

「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。

 

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

澤田 史朗
（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
（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：2109
教材コード：E022790 無料

地方公共団体の監査
鈴木 豊

（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

※講師の肩書は講義の収録当時のものです。
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■継続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。

　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８月１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28年度は継続研修の受講料を無料としております。

テーマ：事例研修：国民健康保険事業特別会計
 講　師：川口　明浩（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032810
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　地方公共団体の特別会計には様々な事業があるが、ここでは市町村が保険者である国民健康保険事業特別会計を例に
包括外部監査の実務を解説する。まず、国民健康保険制度の概要・仕組みを具体例で説明し、特別会計としての歳入・歳出内
訳の特徴、平成30年度から都道府県についても、市町村とともに保険者となる制度改正の影響等を解説する。
　外部監査の事例に基づき、当該事業の資格審査、保険料（税）賦課・徴収及び保険給付事務等の流れに沿って分かりやすく
解説する。

テーマ：事例研修：地方公営企業としての病院事業
 講　師：川口　明浩（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032800
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　自治体病院事業は診療報酬の改定、薬価改定等の外生的な制度等の改正により、大きな影響を受ける。また、医師、看護
師、コメディカル等の病院を支える専門職の定数確保や医療事故対策、高額医療機器等の更新問題等が自治体病院の経営
課題となってきた。病院事業の会計制度は平成26年度の地方公営企業法改正に伴い、最新の企業会計の基準が取り入れ
られ、そのキャッチアップに病院事務局等の職員は取り組んでいる。そのような自治体病院事業を取り巻く環境の激変の中
で外部監査の視点や実際の監査の状況を解説する。

テーマ：地方公共団体の内部統制
 講　師：遠藤　尚秀（福知山公立大学地域経営学部教授・公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032820
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　国・自治体ともに厳しい財政状況のもと、国をあげて地方分権改革が推進されている。そこで、各自治体の首長がリーダー
シップを発揮し、業務の効率化や法令等の遵守を図るため、自治体を取り巻く様々なリスクに対して自律的に対応可能な体
制を整備・運用する必要がある。本講義では、わが国自治体の内部統制制度の現状を概観するとともに、総務省の各種研究
会報告書の内容や、第31次地方制度調査会答申で内部統制に関して地方自治法がどのように変更されつつあるかについ
て確認する。さらに、自治体内部統制の諸目的毎に、関連する国の最近の動きを取り上げつつ、各自治体がどのように対応し
つつあるのかについて事例を交えて説明する。
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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。

テーマ：地方公共団体監査制度の課題と今後の展望
 講　師：遠藤　尚秀（福知山公立大学地域経営学部教授・公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032830
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　わが国自治体におけるパブリック・ガバナンスの核となる「地方公監査制度」には、監査委員監査制度と外部監査制度があ
る。本講義では、両監査制度における現状の取り組みと、諸課題克服のために地方自治法がどのように改正されようとして
いるのかについて解説する。具体的には、まず、わが国の地方公監査制度の内容を確認するとともに、地方公監査に関与す
る公認会計士の現状を理解する。また、地方公監査制度に関して、国の研究会や地方制度調査会がどのような課題を認識
し、方策を講じようとしているのかを解説し、そのような国の動きに対応する日本公認会計士協会の地方公監査への取り組
みについて説明する。

テーマ：事例研修：危機管理
 講　師：伊藤　孝明（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032840
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　危機管理では、災害対策、消防体制、健康危機管理、情報管理に係る財務に関する事務の執行に対し実施した包括外部監
査結果を研修事例として引用し、各事務において確認された課題とその措置状況を解説する。
　災害対策では、災害時応援協定、防災訓練、備蓄品管理等、各種対策の課題を解説する。消防体制では、火災予防検査、消
防団員の管理等を対象とし、健康危機管理では、食品衛生管理、感染症対策等の事務を対象とした課題を解説する。また、情
報管理では、実際に発生した個人情報漏えい事件、コンピューターウィルス感染事故等を例に、主に情報セキュリティに係る
事務の課題を解説する。

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。

■継続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。

　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８月１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28年度は継続研修の受講料を無料としております。

テーマ：事例研修：国民健康保険事業特別会計
 講　師：川口　明浩（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032810
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　地方公共団体の特別会計には様々な事業があるが、ここでは市町村が保険者である国民健康保険事業特別会計を例に
包括外部監査の実務を解説する。まず、国民健康保険制度の概要・仕組みを具体例で説明し、特別会計としての歳入・歳出内
訳の特徴、平成30年度から都道府県についても、市町村とともに保険者となる制度改正の影響等を解説する。
　外部監査の事例に基づき、当該事業の資格審査、保険料（税）賦課・徴収及び保険給付事務等の流れに沿って分かりやすく
解説する。

テーマ：事例研修：地方公営企業としての病院事業
 講　師：川口　明浩（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032800
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　自治体病院事業は診療報酬の改定、薬価改定等の外生的な制度等の改正により、大きな影響を受ける。また、医師、看護
師、コメディカル等の病院を支える専門職の定数確保や医療事故対策、高額医療機器等の更新問題等が自治体病院の経営
課題となってきた。病院事業の会計制度は平成26年度の地方公営企業法改正に伴い、最新の企業会計の基準が取り入れ
られ、そのキャッチアップに病院事務局等の職員は取り組んでいる。そのような自治体病院事業を取り巻く環境の激変の中
で外部監査の視点や実際の監査の状況を解説する。

テーマ：地方公共団体の内部統制
 講　師：遠藤　尚秀（福知山公立大学地域経営学部教授・公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032820
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　国・自治体ともに厳しい財政状況のもと、国をあげて地方分権改革が推進されている。そこで、各自治体の首長がリーダー
シップを発揮し、業務の効率化や法令等の遵守を図るため、自治体を取り巻く様々なリスクに対して自律的に対応可能な体
制を整備・運用する必要がある。本講義では、わが国自治体の内部統制制度の現状を概観するとともに、総務省の各種研究
会報告書の内容や、第31次地方制度調査会答申で内部統制に関して地方自治法がどのように変更されつつあるかについ
て確認する。さらに、自治体内部統制の諸目的毎に、関連する国の最近の動きを取り上げつつ、各自治体がどのように対応し
つつあるのかについて事例を交えて説明する。

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

１．地方公共団体の法規

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

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
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２．地方財務Ⅰ
地方財政制度（１）
－地方自治体の財源、地方交付
税制度－

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：E022390 無料

地方財政制度（２）
－国庫補助負担金、地方債、
財源対策－

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：E022400 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

予算編成改革（３）
－歳入予算改革、FM、
第三セクター改革－

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：E022380 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

３．地方財務Ⅱ

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

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

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

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

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

財政学・地方財政論① 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：2109

教材コード：E022450 無料

財政学・地方財政論② 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：2109

教材コード：E022460 無料

財政学・地方財政論③ 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：2109

教材コード：E022470 無料

財政学・地方財政論④ 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：2109

教材コード：E022480 無料

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
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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

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

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

契約 松本 正一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022610 無料

財産・時効 松本 正一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022750 無料

４．地方財務Ⅲ

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

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

地方公社会計および
一部事務組合・広域連合会計

加藤 暢一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022740 無料

地方独立行政法人の制度と会計 奥谷 恭子
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022730 無料

５．地方公共団体の監査
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

地方公共団体の外部監査 白山 真一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032390 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
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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

事例研修：
財産管理・資産管理

青山 伸一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032770 無料

事例研修：外部委託 鎌田 直善
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032760 無料

事例研修：（公営企業）
水道事業

佐久間 清光
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022760 無料

※講師の肩書は講義の収録当時のものです。
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お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

■組織内会計士協議会研修会について■

　組織内会計士協議会では、組織内会計士の資質の維持及び向上を図るとともに、組織内会計士の組織
化を推進し会員及び準会員の活動領域の拡充及び人材の流動化を促進することを目的として、組織内会
計士に関する研修会を実施しております。
　本研修会は、日本公認会計士協会会員及び準会員の方が参加対象となっております。
　本研修会への参加申し込みについては、CPE ONLINEからお申込みください。

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象）

■研修コード：9106 ■履修単位：3

■講　師：馬場　昭文氏
（アクセンチュア株式会社　オペレーションズ本部　執行役員　統括本部長）

11月17日（木）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

BPOの変遷と最近のトレンド～事例を交えて

　近年、会計業務のBPO(Business Process Outsourcing)が増加しています。そのBPO化のプロセスやその
前提となる業務の標準化について、企業側・アウトソース側ともに、幅広い業務領域に及びます。そうしたBPOに関する
内容に関するセミナーを開催いたします。
　BPOの変遷と最近のトレンドやBPOの進め方など、事例を交えて解説いたします。

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象）

■研修コード：2099 ■履修単位：3

■講　師：清水　泰洋氏（神戸大学大学院経営学研究科教授）

12月13日（火）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

帳簿管理の重要性を歴史から学びませんか

　会計教育の場においては、簿記を中心とする会計記録の目的は、財務諸表の作成というゴールに向けたものである
と説明がなされています。近年の会計基準改訂は、財務諸表作成のための記録、という側面をより強調する傾向にある
といえます。実務においても、会計記録が制度的要請に影響を受けることはいうまでもありません。
　しかし、会計記録、そしてそれが行われる場であるとは、外部利害関係者のためではなく、自身のために行うところか
ら生まれました。長い会計記録の歴史の中では、財務会計目的の記録はきわめて最近に発生した事実です。他方、記録
を行わない、記録を用いた管理を行わないことが、財政的破綻を招いた例にあふれていることがわかります。人はなぜ
会計記録を行うのでしょうか、そして会計記録にはどのような意味があるのでしょうか。過去を振り返ることにより、会計
記録が持っていた意味を考え直してみたいと思います。
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お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

12月14日（水）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

フィンテックで高度化する金融サービス　～その背景と今後の見通し～

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象）

■研修コード：9106 ■履修単位：3

　これまでわが国の金融機関は、安全性と安定性を重視する極めて保守的なIT対応を進めてきました。しかし、フィンテック
が注目され、金融分野におけるイノベーションの重要性が強調されるにつれて、時代の趨勢に合ったITに切り替えないと、
世界の潮流に取り残されてしまうのでは、という懸念が共有されるようになったのです。こうした金融機関側の変化が、現在
のフィンテックブームの原動力となっているといえます。
　本講演では、フィンテックにかかる国内外の事例を概観した後、ブロックチェーンやオープンAPIといった新しい技術につ
いて説明します。その上で、それらの技術を活用して金融サービスを高度化していくために解決すべき課題を整理し、今
後、ITが金融をどう変えていくのかについて解説していきます。

■講　師：岩下　直行氏（日本銀行　決済機構局　FinTechセンター長）

 
●問い合わせ先
　日本公認会計士協会　企画本部

　Ｍａｉｌ：paib@sec.jicpa.or.jp
03‒3515‒1123
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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

　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、CPE ONLINEからお申し込みください。
※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。

10月25日（火） 13:00～14:40
税務  ［税務業務部会研修会］　第39回税務業務部会研修会

テーマ：「改正国税不服申立制度の概要と最近の裁決事例について」

■  ：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

栗原　克文 氏（国税不服審判所　管理室長）
阿部　晋也 氏（東京国税不服審判所　国税審判官）
髙橋　由彦 氏（東京国税不服審判所　国税審判官）

　平成25年６月、行政不服審査法関連三法が成立したことに伴い、国税通則法に定める不服申立制度に関する規定
が大幅に改正され、平成28年４月から施行されました。
　今回は、改正法によって、国税不服申立制度における審査請求がどのように変わったかについて説明いたします。
　また、公認会計士出身の国税審判官（特定任期付職員）から、国税不服審判所における、最近の裁決事例について
説明いたします。

■履修単位：２

10月25日（火） 15:00～16:40
 ［税務業務部会研修会］　第40回税務業務部会研修会
テーマ：「税理士法違反となる行為について」

■  ：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：1001

茅野　純也 氏（国税庁長官官房総務課課長補佐）

　今般、国税庁では、税理士の方々が税理士業務を行う中で、税理士法違反行為を行うことなく、適正な業務運営を
行っていただけるよう、どのような行為が税理士法違反に該当するのかについて分かりやすい形でお示しするため、
「税理士法違反行為Q＆A」を作成し、国税庁ホームページに掲載したところです。本研修では、資料としてこの「税理
士法違反行為Q＆A」を使用し、税理士業務を行う公認会計士の方々に、どのような行為が税理士法違反に該当する
のかを分かりやすく説明する予定です。

■履修単位：２

お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

12月14日（水）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

フィンテックで高度化する金融サービス　～その背景と今後の見通し～

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象）

■研修コード：9106 ■履修単位：3

　これまでわが国の金融機関は、安全性と安定性を重視する極めて保守的なIT対応を進めてきました。しかし、フィンテック
が注目され、金融分野におけるイノベーションの重要性が強調されるにつれて、時代の趨勢に合ったITに切り替えないと、
世界の潮流に取り残されてしまうのでは、という懸念が共有されるようになったのです。こうした金融機関側の変化が、現在
のフィンテックブームの原動力となっているといえます。
　本講演では、フィンテックにかかる国内外の事例を概観した後、ブロックチェーンやオープンAPIといった新しい技術につ
いて説明します。その上で、それらの技術を活用して金融サービスを高度化していくために解決すべき課題を整理し、今
後、ITが金融をどう変えていくのかについて解説していきます。

■講　師：岩下　直行氏（日本銀行　決済機構局　FinTechセンター長）

 
●問い合わせ先
　日本公認会計士協会　企画本部

　Ｍａｉｌ：paib@sec.jicpa.or.jp
03‒3515‒1123
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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

11月22日（火） 19:00～20:40
税務  ［税務業務部会研修会］　第9回開業するなら知っておきたい税務実務研修会

テーマ：「所得税確定申告の基礎と実務」

■  ：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：4201

伊藤　耕一郎 氏（公認会計士・税理士）

　開業するなら知っておきたい税務実務研修会シリーズでは、開業を予定する方や開業間もない方に対して、比較的
基本的な内容について研修を行っています。
　本研修では、個人所得税の確定申告についてその基本的内容･考え方から、実際の確定申告業務の実務について解
説を行ないます。具体的内容としては、所得税の基本的な考え方を基にしながら、申告書を作成する際のお客様との
やりとりや誤りやすいポイントについて実例に基づいて解説を行うとともに、実際の確定申告を行う際の業務の流れ
を具体的事例に即して説明を行う予定です。

●問い合わせ先
　担当事務局：自主規制・業務本部　中小事務所・租税・経営グループ

　電子メール：zeimubukai@sec.jicpa.or.jp

■履修単位：２

11月10日（木） 19:00～20:40
税務  ［税務業務部会研修会］　第8回開業するなら知っておきたい税務実務研修会

テーマ：「年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産申告書」

■  ：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：4201

緒方　浩一 氏（公認会計士・税理士）

　税務実務の基礎として、第8回は年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産申告書、また税務業務で必
要な給与計算の知識についても確認いたします。会計事務所においては年末年始を挟んだ12月から1月という限られ
た時間内に年末調整作業をこなさなければなりません。年末調整時期における必要な資料の収集、作成すべきものに
ついて再確認いたします。平成28年より開始されたマイナンバー制度、国外居住親族に係る扶養控除等の適用等につ
いても再度確認する予定です。
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第38回研究大会研究発表の募集について

〈メインテーマ〉
 
開催日：平成29年9月28日（木）

会　場：石川県立音楽堂、ホテル日航金沢、
ANAクラウンプラザホテル金沢
(石川県金沢市昭和町20-1、同本町2-15-1、
同昭和町16-3)

地方創生～公認会計士の挑戦～

　日本公認会計士協会は、第38回研究大会を石川県金沢市にて開催いたします。
金沢は今、平成27年春の北陸新幹線の開業効果により観光業を中心に賑わっていますが、この賑
わいを観光業以外にも広げるとともに、継続的な成長に結びつける必要があります。
　政府が人口減少問題の克服、成長力の確保を目的とした長期ビジョンを基に策定した国・地方
の総合戦略「地方創生」は、具体的な事業の本格的な推進の段階になっています。地方創生は
「まち・ひと・しごと創生」をキーワードとして、地域産業の活性化、創業支援等の施策を一体的
に推進するものであり、地方公共団体と金融機関との連携や、地域を支えるひとの育成・確保とし
て、プロフェッショナル人材の活用が挙げられています。
　地方創生の具体的な事業の本格的な推進には、組織内会計士を含む全ての公認会計士がか
かわることができるものであり、公認会計士に与えられた課題でもあると考えられます。公認会計
士がその持てる専門知識を生かし、地域・産業等あらゆる分野において社会に貢献することが求
められている今、「地方創生～公認会計士の挑戦～」をメインテーマとして研究発表を募集いたし
ます。

　募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表やパネルディスカッション、特定のテー
マについて会場内の出席者も自由に発言できるフリーディスカッションなど形式を問いません。
　募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご応募をお待ちしています。

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

11月22日（火） 19:00～20:40
税務  ［税務業務部会研修会］　第9回開業するなら知っておきたい税務実務研修会

テーマ：「所得税確定申告の基礎と実務」

■  ：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：4201

伊藤　耕一郎 氏（公認会計士・税理士）

　開業するなら知っておきたい税務実務研修会シリーズでは、開業を予定する方や開業間もない方に対して、比較的
基本的な内容について研修を行っています。
　本研修では、個人所得税の確定申告についてその基本的内容･考え方から、実際の確定申告業務の実務について解
説を行ないます。具体的内容としては、所得税の基本的な考え方を基にしながら、申告書を作成する際のお客様との
やりとりや誤りやすいポイントについて実例に基づいて解説を行うとともに、実際の確定申告を行う際の業務の流れ
を具体的事例に即して説明を行う予定です。

●問い合わせ先
　担当事務局：自主規制・業務本部　中小事務所・租税・経営グループ

　電子メール：zeimubukai@sec.jicpa.or.jp

■履修単位：２

11月10日（木） 19:00～20:40
税務  ［税務業務部会研修会］　第8回開業するなら知っておきたい税務実務研修会

テーマ：「年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産申告書」

■  ：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：4201

緒方　浩一 氏（公認会計士・税理士）

　税務実務の基礎として、第8回は年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、償却資産申告書、また税務業務で必
要な給与計算の知識についても確認いたします。会計事務所においては年末年始を挟んだ12月から1月という限られ
た時間内に年末調整作業をこなさなければなりません。年末調整時期における必要な資料の収集、作成すべきものに
ついて再確認いたします。平成28年より開始されたマイナンバー制度、国外居住親族に係る扶養控除等の適用等につ
いても再度確認する予定です。
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 研究発表募集要領 

１．応募資格
　　会員・準会員及び一般有志

２．募集テーマ
原則として、メインテーマ「地方創生～公認会計士の挑戦～」に関連するテーマとします。

３．募集内容
（1）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

① 研究論文による発表

• 　Ａ４判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）
• 　１頁の設定　40字38行（フォントサイズは本文11ポイント）

なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象とします。応募の際は、推薦
する研究論文（テーマ）及び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表
者の同意を得ている旨を明記の上、お送りください。

※

② パネルディスカッション形式による発表

• Ａ４判の５頁程度
※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料（MS PowerPointソフトウェ
　ア利用)を後日ご提出いただきます。

• 人数はパネリスト及びコーディネーター含め５名以内（厳守）

　（2）テーマの募集　
～フリーディスカッション形式による発表

※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の上、住所・氏名・職業・電話
番号を記載の上、ご応募ください。

　日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表していただきます。ご応募い
ただく際は、MS Wordソフトウェアを利用して次のとおり論文を作成し、電子データを
メールに添付の上、お送りください。

　研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大会当日、その内容についてパ
ネリスト間でディスカッションを行っていただきます。ご応募いただく際は、MS Word
ソフトウェアを利用して次のとおりパネルディスカッションの企画書（テーマ・発表の
趣旨、目的・内容の概要・パネルディスカッション形式とした理由・パネリストの略歴
を記載）を作成し、電子データをメールに添付の上、お送りください。

　公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている内容で大会参加者と意見交換
してみたいと考えるテーマについてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー
マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ選定の趣旨、目的を作成いた
だき、発表者として希望する者のリストを添えてお送りください。
　継続的専門研修制度協議会において、テーマに合ったコーディネーター等発表者を選
定します。
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 研究発表募集要領 

１．応募資格
　　会員・準会員及び一般有志

２．募集テーマ
原則として、メインテーマ「地方創生～公認会計士の挑戦～」に関連するテーマとします。

３．募集内容
（1）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

① 研究論文による発表

• 　Ａ４判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）
• 　１頁の設定　40字38行（フォントサイズは本文11ポイント）

なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象とします。応募の際は、推薦
する研究論文（テーマ）及び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表
者の同意を得ている旨を明記の上、お送りください。

※

② パネルディスカッション形式による発表

• Ａ４判の５頁程度
※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料（MS PowerPointソフトウェ
　ア利用)を後日ご提出いただきます。

• 人数はパネリスト及びコーディネーター含め５名以内（厳守）

　（2）テーマの募集　
～フリーディスカッション形式による発表

※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の上、住所・氏名・職業・電話
番号を記載の上、ご応募ください。

　日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表していただきます。ご応募い
ただく際は、MS Wordソフトウェアを利用して次のとおり論文を作成し、電子データを
メールに添付の上、お送りください。

　研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大会当日、その内容についてパ
ネリスト間でディスカッションを行っていただきます。ご応募いただく際は、MS Word
ソフトウェアを利用して次のとおりパネルディスカッションの企画書（テーマ・発表の
趣旨、目的・内容の概要・パネルディスカッション形式とした理由・パネリストの略歴
を記載）を作成し、電子データをメールに添付の上、お送りください。

　公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている内容で大会参加者と意見交換
してみたいと考えるテーマについてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー
マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ選定の趣旨、目的を作成いた
だき、発表者として希望する者のリストを添えてお送りください。
　継続的専門研修制度協議会において、テーマに合ったコーディネーター等発表者を選
定します。

４．応募及び推薦締切日
平成29年２月28日（火）（必着）

５．選　考

６．発表予定テーマ数

７．研究発表の決定

８．送付先及び問合せ先

　　日本公認会計士協会　総務本部 研修グループ
　　TEL
　　FAX
　　E-Mail 　kenshuu@sec.jicpa.or.jp
　　 （企画運営）継続的専門研修制度協議会・北陸会研究大会実行委員会

　継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマとしてふさわしいか否かを基準
として審査・決定します。
　また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形式、フリーディスカッション形
式）が偏らないように考慮し選考いたします。
　ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

　今大会（第38回研究大会）では、10テーマの発表を予定しており、うち２テーマは、研
究大会開催地域会である北陸会に割り当てる予定です。
　また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわしいものがあれば、10テーマ
の中に含めることも検討します。

　平成29年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡します。
　なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承の上ご応募ください。
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＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第37回研究大会）
　【研究発表①】

テーマ１ 【パネルディスカッション】

テーマ２

【パネルディスカッション】

テーマ３
【論文発表】
第44回日本公認会計士協会学術賞受賞作品
会計不正と実験制度会計論～未来の会計をデザインする～

【論文発表】
被災資産に関する会計処理及び税務指導の標準化への提言
～災害損失引当金及び災害損失特別勘定について～

【パネルディスカッション】
クラウドサービス等で外部委託されたＩＴシステムへのＩＴ内部統制に関す
る保証業務による信頼性の付与

テーマ４

テーマ５

　【研究発表②】

テーマ１ 【パネルディスカッション】
東北の公認会計士による東日本大震災復興支援

テーマ２
【パネルディスカッション】
国土強靭化、インフラ施設の老朽化対策と公会計の役割
～福島県の復興の現況と基盤となる公会計の考え方～

【論文発表】
職業的懐疑心の高揚～職業的懐疑心に対する阻害要因の検討と会計不正の
根本原因への監査対応について～

テーマ３

テーマ４

【パネルディスカッション】
バリュエーション業務の多様な進展と公認会計士に求められる変革

【パネルディスカッション】
東日本大震災とその復興～会計職業人教育の果たす役割の視点から～

テーマ５

東日本大震災を体験した東北の公認会計士の記録、そして教訓

中小企業の経営改善計画の策定・モニタリングと計画未達成企業への対応と
留意点
～地域金融機関と公認会計士・弁護士との効果的な協働をめざして～
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