
（次頁に続く）

    本部主催・集合研修会開催一覧
     2018年2月21日（水）～4月11日（水）
研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

２月２８日（水）

ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について
第１部　託送供給制度の概要と託送供給収支計算手法の解説 ２ 3,000円東京 P.07

ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について
第２部　託送収支計算書等に係る監査及び
　　　　合意された手続に関する実務指針の解説

１ 1,500円東京 P.07

本部
研修会

リフレッシュ
セミナー

（監査編）

本部
研修会

２ 3,000円東京 P.04

２ 3,000円東京 P.04２月２１日（水）

監査事務所の品質管理の体制整備

リスク・アプローチに基づく監査の実施

２ 3,000円東京 P.04会計上の見積り

２ 3,000円東京 P.05

２ 3,000円東京 P.05２月２２日（木）

監査ＩＴ対応

その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ

２ 3,000円東京 P.05監査業務に係る審査・品質管理のシステムの監視その他

２ 3,000円東京 P.06

２ 3,000円東京 P.06
２月２３日（金）

監査報告書の長文化の動向

国際電子商取引に対する課税の見直し等について

DVD
研修会

監査提言集の解説
～「会計基準の理解」と「グループ監査」ほか～
（平成29年10月18日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.08

２ 3,000円東京 P.08
３月２６日（月）

倫理規則改正に向けた動向について
―違法行為への対応及びローテーション―
（平成29年10月19日秋季全国研修会収録DVD）

不正
事例

租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な
租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」の解説
（平成29年８月21日本部研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.08

《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 LETTER2017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。
・３月26日（月）３限目「監査提言集の解説　～「会計基準の理解」と「グループ監査」ほか～」（DVD研修会）
・３月30日（金）２限目「監査提言集の解説　～「会計上の見積りの監査」と「四半期レビュー」ほか～」（DVD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30年2月15日発行（毎月１回発行）

2月号



研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

DVD
研修会

２ 3,000円東京 P.09

２ 3,000円東京 P.09
３月３０日（金）

公認会計士業務における情報セキュリティ及び会員事務所が
利用する外部委託先に係るセキュリティの考え方について
（平成30年2月8日春季全国研修会収録DVD）

不正
事例 監査提言集の解説

～「会計上の見積りの監査」と「四半期レビュー」ほか～
（平成29年８月17日夏季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.09
所得控除に関する実務（最近の税制改正内容を中心に）
（平成29年10月20日秋季全国研修会収録DVD）

4月１１日（水）本部研修会
事業承継支援専門部会研修　
事業承継税制大改正の解説と30年度中小企業予算
（補助金の説明）等

２ 3,000円東京 P.10
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研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

DVD
研修会

２ 3,000円東京 P.09

２ 3,000円東京 P.09
３月３０日（金）

公認会計士業務における情報セキュリティ及び会員事務所が
利用する外部委託先に係るセキュリティの考え方について
（平成30年2月8日春季全国研修会収録DVD）

不正
事例 監査提言集の解説

～「会計上の見積りの監査」と「四半期レビュー」ほか～
（平成29年８月17日夏季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.09
所得控除に関する実務（最近の税制改正内容を中心に）
（平成29年10月20日秋季全国研修会収録DVD）

4月１１日（水）本部研修会
事業承継支援専門部会研修　
事業承継税制大改正の解説と30年度中小企業予算
（補助金の説明）等

２ 3,000円東京 P.10

お申込みいただいた研修会を欠席される場合、事前に「CPE ONLINE」からキャン
セルしていただくか、又は、研修グループ（kenshuu1@jicpa.or.jp）宛てに
欠席の旨をご連絡くださいますよう、併せてお願いいたします。

事前申込みのお願い

　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

DVDDVD   講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

9

7

 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」に該当する研修会

不正
事例

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］ 
第16回 開業するなら知っておきたい税務実務研修会

「資産税実務入門編　相談から申告まで」

税務
２ 無料 P.233月26日（月）税務業務部会

研修会 東京

組織内
会計士研修会

3月23日（金） 無料東京 P.22組織内会計士研修会
「組織内会計士のための法律知識と実務」 ３

女性会計士
活躍促進協議会

3月23日（金） 無料東京 P.21［女性会計士活躍促進協議会］
企業とLGBT　～ダイバーシティ社会の実現に向けて～ ２

3月29日（木）

無料東京 P.23
［税務業務部会研修会］
第53回税務業務部会研修会
1部：非上場会社の自己株式の税務（法人税）

税務
２

無料東京 P.23
［税務業務部会研修会］
第53回税務業務部会研修会
2部：非上場会社の自己株式の税務（所得税･贈与税関係）

税務
２

税務業務部会
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。

１．増加する上場企業による不適切な会計処理とその対応
２．リスク・アプローチに基づく監査の実施

(1) リスク・アプローチの全体像
(2) 残余リスクの観点からのアプローチ
(3) リスクの評価過程で同時に識別するリスク
(4) 経営者による内部統制を無効化するリスク

　監査の現場から離れていたが再び監査業務を行いたい。独立して監査業務を行いたい。又は監査全体
の仕組みを改めて学び直したい。
　本講義は、こうした会員･準会員のために、最新の品質管理システムに基づく監査業務の実践（リスク･ア
プローチ、注意すべき個別テーマ、会計上の見積りの監査、監査IT対応、審査･品質管理等）を網羅的に
習得していただくために開催するものです。
　今、監査を行うに当たって必ず知っておかなければならない事項について、集中的に解説するセミナー
です。是非ともご参加ください。

２月21日（水）［１限目］10：00～11：40
 監査事務所の品質管理の体制整備 

(1) リフレッシュセミナー総論
(2) 品質管理のシステムの整備及び運用
(3) 職業倫理及び独立性
(4) 監査契約の新規の締結及び更新
(5) 監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任
(6) 最近の動向ほか

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

新井　達哉（中小事務所支援担当常務理事） 公認会計士会館

２月21日（水）［３限目］15：00～16：40
 会計上の見積り 

(1) リスク・アプローチに基づく見積りの監査手続
(2) 個別の監査上の留意点

① 関係会社投融資評価
② 債権評価
③ 棚卸資産の評価

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

齋藤　哲（中小事務所等施策調査会副委員長） 公認会計士会館

２月21日（水）［２限目］13：00～14：40
 リスク・アプローチに基づく監査の実施 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

南　成人（中小事務所等施策調査会委員長） 公認会計士会館

(5) 不正による重要な虚偽表示リスク
(6) 不正リスクに関連する用語
(7) 不正による重要な虚偽表示が存在している可能性
(8) 不正による重要な虚偽の表示の疑義に至る２つのルート
(9) 不正リスクに対応した監査のプロセス
(10) 不正リスク対応基準の導入に伴い新設した調書様式

④ 固定資産の減損
⑤ のれんの評価
⑥ 繰延税金資産の回収可能性
⑦ 退職給付債務
⑧ その他

●リフレッシュセミナー（監査編）／東京
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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。

１．増加する上場企業による不適切な会計処理とその対応
２．リスク・アプローチに基づく監査の実施

(1) リスク・アプローチの全体像
(2) 残余リスクの観点からのアプローチ
(3) リスクの評価過程で同時に識別するリスク
(4) 経営者による内部統制を無効化するリスク

　監査の現場から離れていたが再び監査業務を行いたい。独立して監査業務を行いたい。又は監査全体
の仕組みを改めて学び直したい。
　本講義は、こうした会員･準会員のために、最新の品質管理システムに基づく監査業務の実践（リスク･ア
プローチ、注意すべき個別テーマ、会計上の見積りの監査、監査IT対応、審査･品質管理等）を網羅的に
習得していただくために開催するものです。
　今、監査を行うに当たって必ず知っておかなければならない事項について、集中的に解説するセミナー
です。是非ともご参加ください。

２月21日（水）［１限目］10：00～11：40
 監査事務所の品質管理の体制整備 

(1) リフレッシュセミナー総論
(2) 品質管理のシステムの整備及び運用
(3) 職業倫理及び独立性
(4) 監査契約の新規の締結及び更新
(5) 監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任
(6) 最近の動向ほか

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

新井　達哉（中小事務所支援担当常務理事） 公認会計士会館

２月21日（水）［３限目］15：00～16：40
 会計上の見積り 

(1) リスク・アプローチに基づく見積りの監査手続
(2) 個別の監査上の留意点

① 関係会社投融資評価
② 債権評価
③ 棚卸資産の評価

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

齋藤　哲（中小事務所等施策調査会副委員長） 公認会計士会館

２月21日（水）［２限目］13：00～14：40
 リスク・アプローチに基づく監査の実施 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

南　成人（中小事務所等施策調査会委員長） 公認会計士会館

(5) 不正による重要な虚偽表示リスク
(6) 不正リスクに関連する用語
(7) 不正による重要な虚偽表示が存在している可能性
(8) 不正による重要な虚偽の表示の疑義に至る２つのルート
(9) 不正リスクに対応した監査のプロセス
(10) 不正リスク対応基準の導入に伴い新設した調書様式

④ 固定資産の減損
⑤ のれんの評価
⑥ 繰延税金資産の回収可能性
⑦ 退職給付債務
⑧ その他

●リフレッシュセミナー（監査編）／東京

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。

(1) 特定項目の監査証拠（監基報 501）
(2) 確認（監基報 505）
(3) 関連当事者（監基報 550）
(4) 後発事象（監基報 560）
(5) 継続企業（監基報 570）

２月22日（木）［１限目］10：00～11：40
  

(1) 品質管理レビュー等における IT に関する指摘事例
(2) IT 委員会実務指針第４号関連
(3) IT 委員会実務指針第６号関連
(4) 監査 IT 技術（CAAT 等）

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3103 ■履修単位：2

柳下　敏男（中小事務所等施策調査会副委員長） 公認会計士会館

２月22日（木）［２限目］13：00～14：40
  

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3002 ■履修単位：2

西田　友洋（中小事務所等施策調査会監査専門部会専門委員） 公認会計士会館

 監査IT対応

 その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ

２月22日（木）［３限目］15：00～16：40
  

(1) 監査業務に係る審査
(2) 品質管理のシステムの監視
(3) 品質管理レビュー制度
(4) 監査事務所間の引継
(5) 共同監査

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

佐藤　真奈（中小事務所等施策調査会監査専門部会専門委員） 公認会計士会館

 監査業務に係る審査･品質管理のシステムの監視その他

(6) 経営者確認書（監基報 580）
(7) 比較情報（監基報 710）
(8) 意見形成と監査報告（監基報 700 他）
(9) 虚偽表示
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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。

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：3107 ■履修単位：2

　監査報告書の長文化については海外が先行しており、欧州では数年の経験が蓄積されているほか、米国でもついに導
入が決定されている。一方、我が国でも、平成29年6月に金融庁より公表された「「監査報告書の透明化」について」に
おいて監査報告書の長文化の検討について記載され、同年10月より企業会計審議会において本件の議論が本格化す
ることとなった。
　本研修会では、国際監査･保証基準審議会（IAASB）が公表している国際監査基準（ISA）701「監査報告における監
査上の主要な事項に関するコミュニケーション」の概要を含め、監査報告書の長文化の趣旨や背景の解説等を行う。ま
た、我が国における議論の方向性についても、明らかになっている範囲で解説を行う予定である。

西田　俊之（監査基準委員会委員長）

2月23日（金）13：00～14：40
監査報告書の長文化の動向

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

　インターネットを利用した電子書籍やソフトウェアの配信、クラウドサービスやwebサイトを利用させるサービスなど
（電子商取引）については、平成27年度改正でリバースチャージ方式や国外事業者申告納税方式などの新制度が相次
いで導入されました。本研修では、これらの新制度の内容について、実務上のポイントを確認していきます。また、平成
29年度改正で新設された仮想通貨の取扱いについて、その内容を紹介します。

熊王　征秀（税理士）

2月23日（金）15：00～16：40
国際電子商取引に対する課税の見直し等について

●本部研修会／東京

税務
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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。

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：3107 ■履修単位：2

　監査報告書の長文化については海外が先行しており、欧州では数年の経験が蓄積されているほか、米国でもついに導
入が決定されている。一方、我が国でも、平成29年6月に金融庁より公表された「「監査報告書の透明化」について」に
おいて監査報告書の長文化の検討について記載され、同年10月より企業会計審議会において本件の議論が本格化す
ることとなった。
　本研修会では、国際監査･保証基準審議会（IAASB）が公表している国際監査基準（ISA）701「監査報告における監
査上の主要な事項に関するコミュニケーション」の概要を含め、監査報告書の長文化の趣旨や背景の解説等を行う。ま
た、我が国における議論の方向性についても、明らかになっている範囲で解説を行う予定である。

西田　俊之（監査基準委員会委員長）

2月23日（金）13：00～14：40
監査報告書の長文化の動向

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

　インターネットを利用した電子書籍やソフトウェアの配信、クラウドサービスやwebサイトを利用させるサービスなど
（電子商取引）については、平成27年度改正でリバースチャージ方式や国外事業者申告納税方式などの新制度が相次
いで導入されました。本研修では、これらの新制度の内容について、実務上のポイントを確認していきます。また、平成
29年度改正で新設された仮想通貨の取扱いについて、その内容を紹介します。

熊王　征秀（税理士）

2月23日（金）15：00～16：40
国際電子商取引に対する課税の見直し等について

●本部研修会／東京

税務

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。

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：3110 ■履修単位：2

　平成29年４月１日からガス小売全面自由化が開始され、一般ガス導管事業者（部門別収支を作成する経過措置料金
規制の対象事業者及び託送約款を制定していない事業者を除く）は平成29年４月１日以後開始する事業年度に係る託
送供給収支計算書等について、公認会計士又は監査法人から証明書の発行を受けることが義務付けられました。
　今回新たに託送収支計算書等に係る監査又はAUP業務を受けることになる一般ガス導管事業者は全国で100社程
度存在するため、当該業務を実施することになる会員向けに託送供給収支計算書の作成方法及び当該計算書に係る監
査又はAUPについて研修会を実施することといたしました。

渋谷　周吾（日本ガス協会　企画部計画グループ　課長）

2月28日（水）13：00～15：00
ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について
第１部　託送供給制度の概要と託送供給収支計算手法の解説

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：1,500円 ■研修コード：3110 ■履修単位：1

　第２部では、公認会計士又は監査法人が実施することとなる監査又はAUPの実務指針として新たに作成した業種別
委員会実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に係る監査上の取扱い」（公開草案）及び業種別委
員会実務指針「一般ガス導管事業者が作成する託送収支計算書等に対する公認会計士等による合意された手続業務に
係る実務指針」（公開草案）（いずれも平成30年１月公表予定）を用いて、業務上の留意事項について解説を行います。

業種別委員会　ガス業専門部会関係者

2月28日（水）15：20～16：40
ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について
第２部　託送収支計算書等に係る監査及び合意された手続に関する実務指針の解説

※通常の研修会とは開催時間が異なりますのでご注意ください。
●本部研修会／東京
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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。

３月26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：1001 ■履修単位：2

　平成28年7月に、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）から、公認会計士が違法行為又はその疑いに気付いた場合
に取るべき対応を定めた新規定「違法行為への対応」が公表された。また、平成29年1月には、ローテーション規定の見
直しに係る改正内容がIESBAから公表され、筆頭業務執行社員のクーリングオフ期間が2年から5年、審査担当者の
クーリングオフ期間が2年から3年に伸長されることとなった。
　本研修会では、協会の倫理規則等改正に向けた取組として、これらの内容について解説する。

北川　哲雄（倫理委員会　副委員長）

倫理規則改正に向けた動向について
―違法行為への対応及びローテーション―

（平成29年10月19日秋季全国研修会収録DVD）

３月26日（月））［２限目］13：00～14：40

  

　日本公認会計士協会は、平成29年3月、「租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な租税回避否認規定の
適用をめぐる実務上の問題点」」を公表しました。実務上、企業や個人が行った取引等につき租税回避行為として、行為
計算の否認が問題となることは少なくなく、租税専門家としては、関連する重要な裁判例や議論を踏まえながら適正に
税務実務（助言等を含む。）を遂行する必要があります。本研究報告では、主に、近時の「租税回避」の否認に関する議論
の概要並びに「法人税法上の包括的な租税回避否認規定」に係る裁判例の動向及び当該裁判例に基づく実務上の留意
点の検討を行い、その結果を報告しています。また、「包括的な租税回避否認規定」に関する今後の議論の参考とするべ
く、国際的租税回避行為に対する国際協調的取組の動向及びこれに対する我が国の対応並びに一般否認規定の導入に
関する議論の紹介を行っています。今回の研修では、本研究報告の概要の説明を行います。

■会場：公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：4106 ■履修単位：2

■ 　：師　講 新川　大祐（法人課税専門部会　専門部会長）
北村　導人（法人課税専門部会　副専門部会長）

租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な
租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」の解説

（平成29年８月21日本部研修会収録DVD）

３月26日（月））［３限目］15：00～16：40
監査提言集の解説
～「会計基準の理解」と「グループ監査」ほか～

（平成29年10月18日秋季全国研修会収録DVD）
　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務遂行に際し参考となる監査提言を取り
まとめ、毎年7月に、会員及び準会員に提供しているものです。
　今回の秋季研修では、「会計基準の理解」と「グループ監査」を中心に、過去の不正事例を参考に留意すべき事項、
提言及びポイントを具体的に解説します。

　必須研修科目「職業倫理」、「税務」及び「監査の品質及び不正リスク対応」（そのうち、不正事例研究に該当する講
座）に該当する講義を録画したDVDを上映いたします。

■会場：公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

■ 　：師　講 北方　宏樹（監査業務審査担当常務理事）
中川　隆之（監査業務審査担当常務理事）

●DVD研修会／東京

不正
事例

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。

３月26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：1001 ■履修単位：2

　平成28年7月に、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）から、公認会計士が違法行為又はその疑いに気付いた場合
に取るべき対応を定めた新規定「違法行為への対応」が公表された。また、平成29年1月には、ローテーション規定の見
直しに係る改正内容がIESBAから公表され、筆頭業務執行社員のクーリングオフ期間が2年から5年、審査担当者の
クーリングオフ期間が2年から3年に伸長されることとなった。
　本研修会では、協会の倫理規則等改正に向けた取組として、これらの内容について解説する。

北川　哲雄（倫理委員会　副委員長）

倫理規則改正に向けた動向について
―違法行為への対応及びローテーション―

（平成29年10月19日秋季全国研修会収録DVD）

３月26日（月））［２限目］13：00～14：40

  

　日本公認会計士協会は、平成29年3月、「租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な租税回避否認規定の
適用をめぐる実務上の問題点」」を公表しました。実務上、企業や個人が行った取引等につき租税回避行為として、行為
計算の否認が問題となることは少なくなく、租税専門家としては、関連する重要な裁判例や議論を踏まえながら適正に
税務実務（助言等を含む。）を遂行する必要があります。本研究報告では、主に、近時の「租税回避」の否認に関する議論
の概要並びに「法人税法上の包括的な租税回避否認規定」に係る裁判例の動向及び当該裁判例に基づく実務上の留意
点の検討を行い、その結果を報告しています。また、「包括的な租税回避否認規定」に関する今後の議論の参考とするべ
く、国際的租税回避行為に対する国際協調的取組の動向及びこれに対する我が国の対応並びに一般否認規定の導入に
関する議論の紹介を行っています。今回の研修では、本研究報告の概要の説明を行います。

■会場：公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：4106 ■履修単位：2

■ 　：師　講 新川　大祐（法人課税専門部会　専門部会長）
北村　導人（法人課税専門部会　副専門部会長）

租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な
租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」の解説

（平成29年８月21日本部研修会収録DVD）

３月26日（月））［３限目］15：00～16：40
監査提言集の解説
～「会計基準の理解」と「グループ監査」ほか～

（平成29年10月18日秋季全国研修会収録DVD）
　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務遂行に際し参考となる監査提言を取り
まとめ、毎年7月に、会員及び準会員に提供しているものです。
　今回の秋季研修では、「会計基準の理解」と「グループ監査」を中心に、過去の不正事例を参考に留意すべき事項、
提言及びポイントを具体的に解説します。

　必須研修科目「職業倫理」、「税務」及び「監査の品質及び不正リスク対応」（そのうち、不正事例研究に該当する講
座）に該当する講義を録画したDVDを上映いたします。

■会場：公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

■ 　：師　講 北方　宏樹（監査業務審査担当常務理事）
中川　隆之（監査業務審査担当常務理事）

●DVD研修会／東京

不正
事例

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。

３月30日（金））［１限目］10：00～11：40

 

　毎年実施している情報セキュリティのアップデート研修です。
　セキュリティ事故事例、品質管理レビューでの指摘事項等の解説に加え、その基盤となるIT･情報セキュリティ及び
関連する社会全体の動向について解説を行います。
　また、2017年8月に中小事務所等連絡協議会入会事務所向けに実施した「会員事務所が利用している外部委託業者
に係るアンケート調査」の結果（現在分析中）を踏まえ、会員として捉えるべきセキュリティリスク、具体的な対応策の考え
方について、IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及びIT委員会研究報告第34
号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」に則して解説を行うことを予定
しています。

■ 　：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

加藤　俊直（IT委員会　情報セキュリティ等対応専門委員会専門委員長）

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4201 ■履修単位：2

神林　克明（公認会計士）

公認会計士業務における情報セキュリティ及び
会員事務所が利用する外部委託先に係るセキュリティの考え方について

（平成30年2月8日春季全国研修会収録DVD）

３月30日（金））［２限目］13：00～14：40

  

　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務遂行に際し参考となる監査提言を取りまとめ、
毎年7月に、会員及び準会員に提供しているものです。
　今回の夏季研修では、「会計上の見積りの監査」と「四半期レビュー」を中心に、過去の不正事例を参考に留意すべき事項、
提言及びポイントを具体的に解説します。

■会場：公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

■ 　：師　講 中川　隆之（監査業務審査担当常務理事）
北方　宏樹（監査業務審査担当常務理事）

監査提言集の解説
～「会計上の見積りの監査」と「四半期レビュー」ほか～

（平成29年８月17日夏季全国研修会収録DVD）

３月30日（金））［３限目］15：00～16：40
所得控除に関する実務（最近の税制改正内容を中心に）

（平成29年10月20日秋季全国研修会収録DVD）
　政府が実現に向けて取り組む「一億総活躍社会」につき、「働き方改革」の施策に重点が置かれているようである。その
「一億総活躍社会」を阻むと言われてきた、いわゆる所得税法上の「103万円の壁」による就業調整の実態については、
社会構造等の変化による働き方の変化に対応すべく、平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除
の改正として実施された。また平成28年度においては、医療費削減を図ったセルフメディケーション税制の創設、ふるさ
と納税の拡充等、様々な改正が行われている。近年改正された所得控除の解説と留意点について、特に配偶者控除等に
ついては、社会保険、地方税も含めて解説をおこなう。

　必須研修科目「職業倫理」、「税務」及び「監査の品質及び不正リスク対応」（そのうち、不正事例研究に該当する講
座）に該当する講義を録画したDVDを上映いたします。

●DVD研修会／東京

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。

●本部研修会／東京

４月11日（水））15：00～16：40
  

　経営者の高齢化が進む中、将来の地域経済の懸念にもなっており国はこの10年を集中期間として、平成30年事業
承継税制の大改正を実施した。今回の税制改正は、中小企業支援実務への影響が大きいことから、中小企業庁財務課
担当官から直接ご講演をいただき、事業承継税制の改正内容および30年度の中小企業予算（補助金の説明）等を詳
しく紹介する。

事業承継支援専門部会研修　
事業承継税制大改正の解説と30年度中小企業予算（補助金の説明）等

　平成30年度（平成30年4月～）の研修会です。
　注）平成29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。

税務

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4002 ■履修単位：２

菊川　人吾（中小企業庁財務課長）
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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、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／リフレッシュセミナー（監査編）

2/21
（水）

2/22
（木）

3,000円13：00～14：40

10：00～11：40 監査事務所の品質管理の体制整備 3,000円

15：00～16：40 3,000円

10：00～11：40 3,000円

13：00～14：40 3,000円

リスク・アプローチに基づく監査の実施

会計上の見積り

監査IT対応

その他監査業務実施上の注意すべき個別テーマ

15：00～16：40 3,000円監査業務に係る審査･品質管理のシステムの監視その他

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11日（水））15：00～16：40
  

　経営者の高齢化が進む中、将来の地域経済の懸念にもなっており国はこの10年を集中期間として、平成30年事業
承継税制の大改正を実施した。今回の税制改正は、中小企業支援実務への影響が大きいことから、中小企業庁財務課
担当官から直接ご講演をいただき、事業承継税制の改正内容および30年度の中小企業予算（補助金の説明）等を詳
しく紹介する。

事業承継支援専門部会研修　
事業承継税制大改正の解説と30年度中小企業予算（補助金の説明）等

　平成30年度（平成30年4月～）の研修会です。
　注）平成29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。

税務

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4002 ■履修単位：２

菊川　人吾（中小企業庁財務課長）
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開催日 時間 テーマ 参加料 申込

13：00～14：40
2/23
（金）

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）

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。）

本部研修会

3,000円

15：00～16：40 3,000円国際電子商取引に対する課税の見直し等について

監査報告書の長文化の動向

13：00～15：00
2/28
（水）

3,000円

15：20～16：40 1,500円
ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について
第２部　託送収支計算書等に係る監査及び
　　　　合意された手続に関する実務指針の解説

ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について
第１部　託送供給制度の概要と託送供給収支計算手法の解説
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開催日 時間 テーマ 参加料 申込

13：00～14：40
2/23
（金）

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）

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。）

本部研修会

3,000円

15：00～16：40 3,000円国際電子商取引に対する課税の見直し等について

監査報告書の長文化の動向

13：00～15：00
2/28
（水）

3,000円

15：20～16：40 1,500円
ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について
第２部　託送収支計算書等に係る監査及び
　　　　合意された手続に関する実務指針の解説

ガス小売全面自由化を受けた制度改正と監査対応について
第１部　託送供給制度の概要と託送供給収支計算手法の解説

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

DVD研修会

10：00～11：40
公認会計士業務における情報セキュリティ及び会員事務所が
利用する外部委託先に係るセキュリティの考え方について
（平成30年2月8日春季全国研修会収録DVD）

3,000円

13：00～14：40
監査提言集の解説
～「会計上の見積りの監査」と「四半期レビュー」ほか～
（平成29年8月17日夏季全国研修会収録DVD）

3,000円

15：00～16：40 所得控除に関する実務（最近の税制改正内容を中心に）
（平成29年10月20日秋季全国研修会収録DVD） 3,000円

3,000円15：00～16：40
監査提言集の解説
～「会計基準の理解」と「グループ監査」ほか～
（平成29年10月18日秋季全国研修会収録DVD）

3/30
（金）

〈平成29年度の研修会〉

3,000円13：00～14：40
租税調査会研究報告第32号「法人税法上の包括的な
租税回避否認規定の適用をめぐる実務上の問題点」の解説
（平成29年8月21日本部研修会収録DVD）

3/26
（月）

3,000円10：00～11：40
倫理規則改正に向けた動向について
―違法行為への対応及びローテーション―
（平成29年10月19日秋季全国研修会収録DVD）

不 正
事 例

不 正
事 例
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開催日 時間 テーマ 参加料 申込

15：00～16：404/11
（水）

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）

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。）

本部研修会

3,000円
事業承継支援専門部会研修　
事業承継税制大改正の解説と30年度中小企業予算
（補助金の説明）等
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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。

 

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

15：00～16：404/11
（水）

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）

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。）

本部研修会

3,000円
事業承継支援専門部会研修　
事業承継税制大改正の解説と30年度中小企業予算
（補助金の説明）等
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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

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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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。

＜継続研修のご受講のお願い＞

　平成29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29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29年４月～平成30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。

■継続研修のカリキュラム

　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。

　現在公表中の「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。
　なお、平成29年度は継続研修の受講料を無料としております。

■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

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

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
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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。

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

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

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

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

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

18



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 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

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

社会福祉法人制度と会計 秋山　修一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2106

教材コード：E022860 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

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

事例研修：国民健康保険
事業特別会計

川口 明浩
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032810 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：地方公営企業
としての病院事業

川口 明浩
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032800 無料

地方公共団体の
内部統制

遠藤 尚秀
（福知山公立大学地域経営学部
教授・公認会計士）

  130 分 2 研修コード：3112
教材コード：E032820 無料

地方公共団体監査制度の
課題と今後の展望

遠藤 尚秀
（福知山公立大学地域経営学部
教授・公認会計士）

  130 分 2 研修コード：3112
教材コード：E032830 無料

事例研修：危機管理 伊藤　孝明
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032840 無料

事例研修：高齢者福祉 白井　正
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032890 無料

不正
事例

非営利組織の不正調査に
関する公表事例を中心と
した分析

坂上　信一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3192

教材コード：E033010 無料

事例研修：外郭団体 小川　洋一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032900 無料

事例研修：学校・教育 西川　正純
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032910 無料

事例研修：住宅政策 佐久間　仁志
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032970 無料

事例研修：農林水産部の
監査

星野　誠之
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032980 無料

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
TEL：03-3515-1129  E-mail：k-kyougikai@sec.jicpa.or.jp

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
TEL：03-3515-1125  E-mail：kenshuu1@jicpa.or.jp

事例研修：人件費 鳥海　伸彦
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032990 無料

事例研修：税の徴収、使
用料及び手数料

後藤　英之
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033040 無料

事例研修：債権 平田　稔 
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033050 無料

事例研修：道路事業・港
湾事業

武田　宏之
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033120 無料

事例研修：産業振興 柏木　勝広
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033030 無料

事例研修：環境対策に関
する事業について

大川　幸一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033110 無料

事例研修：試験研究機関 木村　大輔
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033160 無料

事例研修：社会福祉（保
育事業）

立石　和裕
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033170 無料

事例研修：補助金・寄付金・
負担金・交付金

金沢　信昭
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E033180 無料

※講師の肩書は講義の収録当時のものです。

20



●女性会計士活躍促進協議会　研修会

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

●問い合わせ先
　担当事務局：企画本部  広報グループ

　電子メール：kouhou@jicpa.or.jp

3月23日（金） 13：30～15：10
  ［女性会計士活躍促進協議会］
企業とLGBT　～ダイバーシティ社会の実現に向けて～

　誰もが働きやすい社会の実現を目指す昨今。多様な人材を積極的に活用する観点から注目を集めている、ゲイ・レズ
ビアン・バイセクシャル・トランスジェンダー（略称：LGBT）とはどういう内容なのか。企業におけるLGBT施策はど
のような取り組みがおこなわれ、また、なぜそのような取り組みが行われているのか。そして、監査人がLGBTを理解
することがなぜ必要なのか。このような疑問を当事者の視点を交え、ご説明させていただきます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　託児の事前予約も受け付けていますので、小さなお子様がいらっしゃる方も是非ご参加ください。

＜託児の事前予約＞
　託児予約受付締切：2月28日(水)

　会場の都合により、先着順でのお申込となります。CPEオンラインで受講申込みした上で、受講者ご本人氏名、研
修登録番号、託児利用予定のお子様の氏名、性別、誕生日を事務局広報グループあてご連絡ください。
電話番号：０３－３５１５－１１２３

※人的スキルによる１事業年度に取得できる履修単位の上限は５単位です。

■履修単位：２

館会士計会認公 ：場会■

■研修コード：9501

■  ：師講 渡邊　勇教（公認会計士・税理士）

　■参加料：無料

03‒3515‒1123
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お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

■会場：公認会計士会館
　　　　ホール１

■参加料：無料 ■研修コード：5199 ■履修単位：3

■講　師：関西電力株式会社　弁護士　中室　祐　氏
　　　　　大幸薬品株式会社　弁護士　森田　慈心　氏

3月23日（金）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

「組織内会計士のための法律知識と実務」

●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。

【内容】
　景品表示法に関する一般的な解説と実務上の留意点についてお話しするとともに、2020年４月に施行が予定されて
いる民法改正について、その概要をお伝えします。

●問い合わせ先
　担当事務局：日本公認会計士協会組織内会計士協議会事務局

　Ｍａｉｌ：paib@sec.jicpa.or.jp03‒3515‒1160　Teｌ：
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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。

　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（税務業務部会部会員・賛助部会員対象）について

3月26日（月） 19：00～20：40
 ［税務業務部会研修会］　第16回 開業するなら知っておきたい税務実務研修会
テーマ：「資産税実務入門編 相談から申告まで」

　本講義では、独立開業したら必ず必要になる資産税とは何かを最初に理解し、事前相談段階で実務上注意すべき点
を税目別に紹介するとともに、申告手続き等についても解説します。
1 資産税とは何か
2 事前相談段階における知っておかなければいけないこと
3 複数税目対応しなければならい事案対応
4 申告手続き等での実務上の論点

■  ：師

　

講 ■

■履修単位：2■参加料：無料 ■研修コード：4202

佐藤　敏郎　氏（公認会計士・税理士） 公認会計士会館：場会

税務

3月29日（木） 13：00～14：40
 ［税務業務部会研修会］　第53回税務業務部会研修会
1部：非上場会社の自己株式の税務（法人税）

■  ：師

　

講 ■

■履修単位：2■参加料：無料 ■研修コード：4101

諸星　健司　氏（租税相談員）

　同族株主グループ内の非上場会社が相続対策、グループ内の出資持分関係の整理などを理由として、個人株主や法人株主か
ら自己株式を取得する場合に、譲渡法人に発生するみなし配当課税、受取配当益金不算入、グループ法人税制の適用に関する
諸問題や具体的な処理及び自己株式を取得した発行法人の税務の処理など、法人税に関する税務処理等について解説します。

館会士計会認公 ：場会

税務

3月29日（木） 15：00～16：40
 ［税務業務部会研修会］　第53回税務業務部会研修会
2部：非上場会社の自己株式の税務（所得税･贈与税関係）

　非上場会社においても、株主の分散を防ぐための株式の買い集め、相続後の納税資金対策などにより、自己株式を
取得することが増えています。この研修では、非上場会社が自己株式の取得や保有・処分等を実施する場合を想定
し、関係当事者それぞれの税務処理を中心に解説します。キーワード：買主法人の税務（みなし配当、消却、地方税の
取扱い）、売主（個人（相続人含む）、法人（グループ法人含む））、税務上の時価（実際の譲渡価額との差額について
の取扱い）など

■  ：師

　

講 ■

■履修単位：2■参加料：無料 ■研修コード：4202

梶野　研二　氏（租税相談員） 公認会計士会館：場会

税務

  
●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

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

■会場：公認会計士会館
　　　　ホール１

■参加料：無料 ■研修コード：5199 ■履修単位：3

■講　師：関西電力株式会社　弁護士　中室　祐　氏
　　　　　大幸薬品株式会社　弁護士　森田　慈心　氏

3月23日（金）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

「組織内会計士のための法律知識と実務」

●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。

【内容】
　景品表示法に関する一般的な解説と実務上の留意点についてお話しするとともに、2020年４月に施行が予定されて
いる民法改正について、その概要をお伝えします。

●問い合わせ先
　担当事務局：日本公認会計士協会組織内会計士協議会事務局

　Ｍａｉｌ：paib@sec.jicpa.or.jp03‒3515‒1160　Teｌ：
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