
（次頁に続く）

    本部主催・集合研修会開催一覧
     2018年6月6日（水）～ 8月1日（水）
研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

7月18日（水） 財務諸表利用者（証券アナリスト）から見た財務情報の重要性と今後の展望 ２ 3,000円東京 P.04本部研修会

6月28日（木） 仮想通貨の会計と税務
－主に法人を前提とした実務対応について ２ 3,000円東京 P.03本部研修会

6月7日（木） パナマ文書・パラダイス文書と課税当局の対応 ２ 3,000円東京 P.03本部研修会

7月24日（火） 第52回定期総会 ４ 無料全国 P.05定期総会

8月1日（水） 税務訴訟事例の研究 ２ 3,000円東京 P.07本部研修会

7月27日（金） トランプ税制と財政 ２ 3,000円東京 P.07本部研修会

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5月15日発行（毎月１回発行）

5月号



研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

7月27日（金） 無料東京 P.18
［税務業務部会研修会］ 
第17回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会
開業支援ツール（2018年度版）研修会

２
税務

税務業務部会
研修会

6月20日（水） 無料東京 P.18［税務業務部会研修会］ 第56回税務業務部会研修会
税務業務とIT による効率化 ２税務税務業務部会

研修会

6月8日（金） 無料東京 P.17「クラウドファンディングとは？～類型と活用法～」 ２組織内会計士
研修会

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。

 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

9 及び 8年上編」

6月6日（水） 無料東京 P.16
［女性会計士活躍促進協議会］
リスタート応援研修③
女性会計士が社外役員になるにあたっておさえるべきポイント

２女性会計士
活躍促進協議会

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。

（9月30日まで）
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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

６月7日（木））13：00～14：40
  

　パナマ文書・パラダイス文書の公表とそれに伴う国税当局の対応及び専門家としての要注意事項について研修する。
・パナマ文書の概要
・パラダイス文書の概要
・オフショアリークス等の概要
・それに伴う国税当局の対応
・専門家としての要注意事項

パナマ文書・パラダイス文書と課税当局の対応税務

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4099 ■履修単位：２

川田　剛（租税相談員）

６月28日（木））13：00～14：40
  

　平成30年3月14日に企業会計基準委員会から「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」
（以下、「ＡＳＢＪ基準」という）が公表されるなど、仮想通貨に関する会計・税務ににわかに注目が集まっています。しかし、
まだ黎明期でもあることから、会計・税務ともに十分な議論と対応がなされていない状況にあります。
そこで、仮想通貨取引の基本的な事項から、ＡＳＢＪ基準を参考に、主に法人における取り扱いを中心にした実務上の
取り扱いと課題点についてまとめ、実務上の参考になる内容をお話しさせて頂きます。
　なお、本研修は、基本的に「講義形式」を採用します。

仮想通貨の会計と税務－主に法人を前提とした実務対応について税務

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4999 ■履修単位：２

八木橋　泰仁（税理士）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

7月27日（金） 無料東京 P.18
［税務業務部会研修会］ 
第17回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会
開業支援ツール（2018年度版）研修会

２
税務

税務業務部会
研修会

6月20日（水） 無料東京 P.18［税務業務部会研修会］ 第56回税務業務部会研修会
税務業務とIT による効率化 ２税務税務業務部会

研修会

6月8日（金） 無料東京 P.17「クラウドファンディングとは？～類型と活用法～」 ２組織内会計士
研修会

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。

 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

9 及び 8年上編」

6月6日（水） 無料東京 P.16
［女性会計士活躍促進協議会］
リスタート応援研修③
女性会計士が社外役員になるにあたっておさえるべきポイント

２女性会計士
活躍促進協議会

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。

（9月30日まで）
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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：2201 ■履修単位：2

　わが国を取り巻く財務報告制度の改革は急速に進んでいます。国際財務報告基準（IFRS）の任意適用企業数は
200社に迫る勢いですし、有価証券報告書と事業報告等との統合、監査報告書の改訂などの議論も積極的に展開されて
います。
　IFRSの基本概念や昨今の開示・監査制度の改革に共通する切口は「投資家とのコミュニケーション」の充実です。公認
会計士の皆様にとりましても、「投資家とのコニュニケーション」を意識した業務姿勢が必要になりつつあるようです。
　そこで今回の研修では、日本企業を取巻く財務報告制度の改革を、財務諸表利用者（証券アナリスト）の視点から
ご紹介しようと思います。高度に専門的で外部からは把握しにくい皆様の業務を、是非、投資家に知らしめて頂くことへの
期待を込めたいと思います。
　当方の講演が今後の皆さんの業務の一助となれば幸いです。

野村　嘉浩（野村證券　エクイティ・リサーチ部　アナリスト）

7月18日（水）13：30～15：10
財務諸表利用者（証券アナリスト）から見た
財務情報の重要性と今後の展望

※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

4



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：2201 ■履修単位：2

　わが国を取り巻く財務報告制度の改革は急速に進んでいます。国際財務報告基準（IFRS）の任意適用企業数は
200社に迫る勢いですし、有価証券報告書と事業報告等との統合、監査報告書の改訂などの議論も積極的に展開されて
います。
　IFRSの基本概念や昨今の開示・監査制度の改革に共通する切口は「投資家とのコミュニケーション」の充実です。公認
会計士の皆様にとりましても、「投資家とのコニュニケーション」を意識した業務姿勢が必要になりつつあるようです。
　そこで今回の研修では、日本企業を取巻く財務報告制度の改革を、財務諸表利用者（証券アナリスト）の視点から
ご紹介しようと思います。高度に専門的で外部からは把握しにくい皆様の業務を、是非、投資家に知らしめて頂くことへの
期待を込めたいと思います。
　当方の講演が今後の皆さんの業務の一助となれば幸いです。

野村　嘉浩（野村證券　エクイティ・リサーチ部　アナリスト）

7月18日（水）13：30～15：10
財務諸表利用者（証券アナリスト）から見た
財務情報の重要性と今後の展望

※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 中継会場での視聴

定期総会
第52回定期総会の模様を、全国にLIVE中継します！ 

中継会場：東京を除く15地域会 ＋ 12部会（ 帯広、新潟、宇都宮、群馬、三多摩、山梨、松本、
岡山、松江、松山、徳島、長崎）

　　　　　※総会の会議場は東京都千代田区の「帝国ホテル」となります。

７月 24日：第52回定期総会  全国中継のお知らせ

■日　　　時： ）定予（ ）00：81～00：71声の員会（ 00：71～00：31　）火（日24月７年30成平

■中 継 会 場： 全国27会場（会場一覧は6ページをご覧ください。）
 

■履 修 単 位：４単位（研修コード：1101）
　　　　　　　※履修単位対象は総会（13：00～17：00）のみ。

■参　加　料：無　料

■お 申 込 み：５～７月発行の「ＣＰＥ研修会のご案内」に掲載している参加申込書又は
CPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）から、お申し込みください。

　　　　　　　※総会会議場（帝国ホテル）への出席は、お申込み不要。

■資　　　料：当日は、定期総会議案書をお持ちください。

※議決権の行使等について（ご注意）

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。

　７月24日（火）13時から開催される第52回本部定期総会の模様を、総会の会議場「帝国ホテル富士の間」（東京都
千代田区）から全国27会場へライブ中継いたします。総会へのご出席の都合がつかない会員の方は、全国の中継会場
において視聴できますので、議決権行使のための委任状をあらかじめご提出の上、是非ともご視聴をお申込みください。
　なお、招集通知・定期総会議案書につきましては、６月下旬に発送予定です。

　中継会場に参加された方は、総会会議場への出席とはみなされませんので、その場での議決権行使はで
きません。
　議決権を行使いただくため、事前に、委任状を本部宛てにご提出くださいますようお願いいたします。
当日、中継会場に委任状をお持ちいただきましても、議決権を行使することはできませんので、ご注意くだ
さい。
　また、中継会場から総会会議場に対し、質疑応答を行うことはできません（双方向の通信ではありません。）。

東京を除く15地域会＋12部会（帯広、新潟、宇都宮、群馬、三多摩、山梨、松本、
岡山、松江、松山、徳島、長崎）
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第52回定期総会　全国会場一覧
受講会場 会　場　名

札幌 北海道会研修室
TEL：011－221－6622

TEL：022－224－3121仙台 ホテル法華クラブ仙台

埼玉 埼玉会研修室
TEL：048－644－9050

千葉 千葉会事務所会議室

東海会研修室

TEL：043－305－4203

東京 帝国ホテル
召集通知でご案内（お申込み不要）

名古屋

金沢 北陸会研修室
TEL：076－265－6625

TEL：052－533－1112

京都 京滋会研修室
TEL：075－211－5061

大阪 近畿会研修室
TEL：06－6271－0400

神戸 兵庫会研修室
TEL：078－252－3281

広島 中国会研修室
TEL：082－248－2061

高松 四国会事務局研修室
TEL：087－863－6653

福岡 北部九州会会議室
TEL：092－715－4317

熊本 南九州会会議室
TEL：096－352－3737

那覇 沖縄会研修室
TEL：098－951－1820

帯広 監査法人フロンティアパートナークラウド「会議室」
TEL：0155－24－3616

新潟 新潟県会事務所
TEL：025－247－3875

宇都宮 栃木県公認会計士会館
TEL：028－635－8769

神奈川 横浜メディア・ビジネスセンター６階
TEL：045－681－7151

三多摩 三多摩会事務所
TEL：042－595－8618

山梨 山梨県会事務所
TEL：055－251－9400

松本 ホテルモンターニュ松本１階「ソネット」
TEL：0263－35－6480

松江 松江テルサ4F特別会議室
TEL：0852－31－5550

松山 ろうきんビル会議室
TEL：089－931－1181

徳島 すばるビル
TEL：088－622－6767

長崎 公認会計士鳥巣維文事務所会議室
TEL：095－827－0630

群馬 群馬県会事務所
TEL：027－321－9055

岡山 サン・ピーチOKAYAMA２階「サニーホール」
TEL：086－225－0631
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第52回定期総会　全国会場一覧
受講会場 会　場　名

札幌 北海道会研修室
TEL：011－221－6622

TEL：022－224－3121仙台 ホテル法華クラブ仙台

埼玉 埼玉会研修室
TEL：048－644－9050

千葉 千葉会事務所会議室

東海会研修室

TEL：043－305－4203

東京 帝国ホテル
召集通知でご案内（お申込み不要）

名古屋

金沢 北陸会研修室
TEL：076－265－6625

TEL：052－533－1112

京都 京滋会研修室
TEL：075－211－5061

大阪 近畿会研修室
TEL：06－6271－0400

神戸 兵庫会研修室
TEL：078－252－3281

広島 中国会研修室
TEL：082－248－2061

高松 四国会事務局研修室
TEL：087－863－6653

福岡 北部九州会会議室
TEL：092－715－4317

熊本 南九州会会議室
TEL：096－352－3737

那覇 沖縄会研修室
TEL：098－951－1820

帯広 監査法人フロンティアパートナークラウド「会議室」
TEL：0155－24－3616

新潟 新潟県会事務所
TEL：025－247－3875

宇都宮 栃木県公認会計士会館
TEL：028－635－8769

神奈川 横浜メディア・ビジネスセンター６階
TEL：045－681－7151

三多摩 三多摩会事務所
TEL：042－595－8618

山梨 山梨県会事務所
TEL：055－251－9400

松本 ホテルモンターニュ松本１階「ソネット」
TEL：0263－35－6480

松江 松江テルサ4F特別会議室
TEL：0852－31－5550

松山 ろうきんビル会議室
TEL：089－931－1181

徳島 すばるビル
TEL：088－622－6767

長崎 公認会計士鳥巣維文事務所会議室
TEL：095－827－0630

群馬 群馬県会事務所
TEL：027－321－9055

岡山 サン・ピーチOKAYAMA２階「サニーホール」
TEL：086－225－0631

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

７月２７日（金）10：00～11：40
  

　2017年12月、1980年代のレーガン政権以来といわれる大規模な税制関連法（Tax Cuts and Jobs Act）
がアメリカで成立した。トランプ政権の発足以来、初めての具体的な成果である。連邦法人税のみを見てみても、法
定税率を２1％に引き下げることが、世界に与える影響も指摘される。
　本研修では単に成立した税制関連法の内容を列挙するのみではなく、経済的・社会的・政治的な背景、企業・家計に
与える影響、アメリカ財政に与える影響等についても、考えてみたい。

トランプ税制と財政

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4001 ■履修単位：２

関口　智（立教大学経済学部　教授）

税務

８月１日（水）15：00～16：40
  

　税務訴訟の件数は減少傾向にあります。平成23年度の391件をピークに、毎年減少し、平成28年度は230件
です（国税庁「平成28年度における訴訟の概要」）。しかし、税制及び対象となる取引の複雑化・国際化に伴い、重要な
税務訴訟判決がいくつも登場しています。本講座では、最近の税務訴訟判決のなかで特に実務上も重要なヒントに
なると思われるいくつかの事例を取り上げ、争点や法解釈のポイントなどをわかりやすく解説します。

税務訴訟事例の研究

■ 　：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

木山　泰嗣（弁護士）

税務
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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

13：00～14：406/28
（木） 3,000円仮想通貨の会計と税務

－主に法人を前提とした実務対応について

13：30～15：107/18
（水） 3,000円財務諸表利用者（証券アナリスト）から見た

財務情報の重要性と今後の展望

13：00～14：406/7
（木） 3,000円パナマ文書・パラダイス文書と課税当局の対応

10：00～11：407/27
（金） 3,000円トランプ税制と財政

15：00～16：408/1
（水） 3,000円税務訴訟事例の研究

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

CPE ONLINEの電子申告利用のご登録をしていた
だき、CPE ONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。
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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

13：00～14：406/28
（木） 3,000円仮想通貨の会計と税務

－主に法人を前提とした実務対応について

13：30～15：107/18
（水） 3,000円財務諸表利用者（証券アナリスト）から見た

財務情報の重要性と今後の展望

13：00～14：406/7
（木） 3,000円パナマ文書・パラダイス文書と課税当局の対応

10：00～11：407/27
（金） 3,000円トランプ税制と財政

15：00～16：408/1
（水） 3,000円税務訴訟事例の研究

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

CPE ONLINEの電子申告利用のご登録をしていた
だき、CPE ONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

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。）

定期総会［全国］

7/24
（火） 13：00～17：00 無料

視聴会場名

※参加ご希望の「受講会場」は、6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。

CPE ONLINEの電子申告利用のご登録をしていた
だき、CPE ONLINEにログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。

第52回定期総会（中継会場での視聴）
※会議場（帝国ホテル）への出席は、申込み不要
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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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「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。

■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。
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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30年度は継続研修の受講料を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

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
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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。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30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（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

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

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
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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

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

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
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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

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。
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●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。

6月6日（水） 13：30～15：10
  ［女性会計士活躍促進協議会］
リスタート応援研修③　女性会計士が社外役員になるにあたっておさえるべきポイント

　リスタート応援研修第３弾は、社外役員会計士協議会とのコラボレーション研修です。
　女性会計士の働き方の選択肢の一つとして、社外役員への就任が挙げられます。協会としても、社外役員会計士協
議会を設置し、社外役員に就任しようとする会計士への支援の充実に取り組んでいるところです。
　研修会前半では、社外役員会計士協議会委員から、社外役員となる会計士に求められる一般的なスキルや知識と
その習得方法、同協議会の施策、会員に対する支援・バックアップ体制などについてご説明いただきます。
　研修会後半では、社外役員としてご活躍されている女性会計士に、実際の働き方と社外役員として必要と感じた資
質や知識とその習得方法、監査法人等から転職される際の動機や抱えられていた不安とその解消方法、現在の業務と
ワークライフバランスなどについてお話しいただきます。
　社外役員を将来の選択肢として考えている方にはオススメの研修です。女性会計士だけでなく、男性会計士にとっ
ても有用な研修内容ですので是非ご参加ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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：5月25日(金)

　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

●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

■履修単位：２

館会士計会認公 ：場会■

■研修コード：5199　■参加料：無料

■前半の講師 ： 鈴木　智子（社外役員会計士協議会委員、いちごホテルリート投資法人監督役員）

■後半のパネル登壇者 ： 鈴木　智子（社外役員会計士協議会委員、いちごホテルリート投資法人監督役員）　
　　　　　　　　　　  奥山　成美（組織内会計士協議会専門委員、株式会社エルテス常勤監査役）
　　　　　　　　　　　大野　聡子（ピクスタ株式会社　常勤監査役）

■パネル司会 ： 田村　知弘（女性会計士活躍促進協議会　研修企画専門委員会専門委員長）

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：5105 ■履修単位：2

■講　師：購入型　中山　亮太郎　氏（株式会社マクアケ　代表取締役）
　　　　　寄付型　佐藤　大吾　氏（株式会社 LIFULL Social Funding　代表取締役）
　　　　　融資型　金田　創　氏（クラウドバンク株式会社　代表取締役社長）
　　　　　株式型　大浦　学　氏（株式会社クラウドキャピタル　代表取締役COO）
　　　　　モデレーター　朝倉　厳太郎　氏（合同会社gtra and company　代表執行役）

6月8日（金）18：30～20：30
 「クラウドファンディングとは？～類型と活用法～」

●組織内会計士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。

主催：日本公認会計士協会
組織内会計士協議会
 
　日本公認会計士協会・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
セミナー・研修会・交流会等を実施しています。

　その一環として、昨今注目を浴びております、クラウドファンディングに関するセミナーを開催いたします。
　今回は４人のクラウドファンディング業界で活躍している方々をお招きし、購入型、寄付型、貸付型、株式型、それぞれ
のクラウドファンディング特徴や魅力、また、その類型や活用法などについて、パネルディスカッションの形でご講演
頂きます。 

　資金調達方法の多様化が進み、新しい資金調達方法の動向の情報収集・検討を行っている公認会計士が少なからず
存在する一方で、資金調達に関する知識については、十分な知識をお持ちでない公認会計士も数多く存在するのが現状
かと思います。

　具体的な資金調達を検討されている方から、情報収集のステージの方まで、置かれている状況は様々かとは思いますが、
クラウドファンディングが今後の資金調達方法の選択肢となることは、不可避と言っても過言ではありません。
　クラウドファンディングとは何か、という方から、実務的に検討されている方まで、クラウドファンディングに興味のある方や
資金調達に疑問や悩みを感じている方など是非奮ってご参加ください。

＜研修会概要＞
【内　　容】　登壇者によるパネルディスカッション

【参加対象者】 日本公認会計士協会会員及び準会員
※参加者にはＣＰＥ単位（２単位）が付与されます

【参加申込方法】日本公認会計士協会CPE ONLINEから申込み （https://secure.cpe.jicpa.or.jp/）
※ご都合が悪くなった場合は、CPEONLINEからキャンセル手続きをお願いいたします。

【申込受付期間】平成30年6月7日（木）まで

以　上

●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：

●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。

6月6日（水） 13：30～15：10
  ［女性会計士活躍促進協議会］
リスタート応援研修③　女性会計士が社外役員になるにあたっておさえるべきポイント

　リスタート応援研修第３弾は、社外役員会計士協議会とのコラボレーション研修です。
　女性会計士の働き方の選択肢の一つとして、社外役員への就任が挙げられます。協会としても、社外役員会計士協
議会を設置し、社外役員に就任しようとする会計士への支援の充実に取り組んでいるところです。
　研修会前半では、社外役員会計士協議会委員から、社外役員となる会計士に求められる一般的なスキルや知識と
その習得方法、同協議会の施策、会員に対する支援・バックアップ体制などについてご説明いただきます。
　研修会後半では、社外役員としてご活躍されている女性会計士に、実際の働き方と社外役員として必要と感じた資
質や知識とその習得方法、監査法人等から転職される際の動機や抱えられていた不安とその解消方法、現在の業務と
ワークライフバランスなどについてお話しいただきます。
　社外役員を将来の選択肢として考えている方にはオススメの研修です。女性会計士だけでなく、男性会計士にとっ
ても有用な研修内容ですので是非ご参加ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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：5月25日(金)

　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

●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

■履修単位：２

館会士計会認公 ：場会■

■研修コード：5199　■参加料：無料

■前半の講師 ： 鈴木　智子（社外役員会計士協議会委員、いちごホテルリート投資法人監督役員）

■後半のパネル登壇者 ： 鈴木　智子（社外役員会計士協議会委員、いちごホテルリート投資法人監督役員）　
　　　　　　　　　　  奥山　成美（組織内会計士協議会専門委員、株式会社エルテス常勤監査役）
　　　　　　　　　　　大野　聡子（ピクスタ株式会社　常勤監査役）

■パネル司会 ： 田村　知弘（女性会計士活躍促進協議会　研修企画専門委員会専門委員長）

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。

　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

6月20日（水） 13：00～14：40
 ［税務業務部会研修会］ 第56回税務業務部会研修会
テーマ：税務業務とIT による効率化

　世の中が大きく変化する中、会計事務所も生き残りをかけて変化をしなければなりません。変化に対応した
事務所になるために、マイナンバーから電子帳簿保存法に対応できる10年後も生き残る会計事務所の作り方や、
スキャナー1台で仕事が変わる新しい業務スタイルを構築するヒントをご紹介します。

■  ：師

　

講 ■

■履修単位：2■参加料：無料 ■研修コード：5110

安田 信彦 氏（税理士） 公認会計士会館：場会

税務

7月27日（金） 19：00～20：40
 ［税務業務部会研修会］ 第17回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会
テーマ：開業支援ツール（2018年度版）研修会

　当委員会では、独立して税務業務を行う際に最低限押さえておきたいポイントを取りまとめた「税務業務開
業支援ツール」を開発し、研修会を通じて内容を紹介しています。本年度の改訂作業では、税理士法関連の記述
を追加したほか、要望の多かった相続税申告実務に関する業務管理資料を新規に収録し、さらに内容を充実さ
せました。今回の研修会では、改訂箇所を中心に、ツール全体の内容及び利用上の留意事項について紹介する
予定です。

■  ：師

　

講 ■

■履修単位：2■参加料：無料 ■研修コード：4099

税務業務支援専門委員会専門委員長　鯨岡　健太郎　氏（公認会計士・税理士） 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
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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

6月20日（水） 13：00～14：40
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　世の中が大きく変化する中、会計事務所も生き残りをかけて変化をしなければなりません。変化に対応した
事務所になるために、マイナンバーから電子帳簿保存法に対応できる10年後も生き残る会計事務所の作り方や、
スキャナー1台で仕事が変わる新しい業務スタイルを構築するヒントをご紹介します。

■  ：師

　

講 ■

■履修単位：2■参加料：無料 ■研修コード：5110

安田 信彦 氏（税理士） 公認会計士会館：場会

税務

7月27日（金） 19：00～20：40
 ［税務業務部会研修会］ 第17回　開業するなら知っておきたい税務実務研修会
テーマ：開業支援ツール（2018年度版）研修会

　当委員会では、独立して税務業務を行う際に最低限押さえておきたいポイントを取りまとめた「税務業務開
業支援ツール」を開発し、研修会を通じて内容を紹介しています。本年度の改訂作業では、税理士法関連の記述
を追加したほか、要望の多かった相続税申告実務に関する業務管理資料を新規に収録し、さらに内容を充実さ
せました。今回の研修会では、改訂箇所を中心に、ツール全体の内容及び利用上の留意事項について紹介する
予定です。

■  ：師

　

講 ■

■履修単位：2■参加料：無料 ■研修コード：4099

税務業務支援専門委員会専門委員長　鯨岡　健太郎　氏（公認会計士・税理士） 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

参加料等のクレジットカード振替について

会　員　各　位

継続的専門研修制度協議会

研修参加料等クレジットカード登録に関するお知らせ

　平成 30 年４月以降、本会は適切なクレジットカード情報保護措置（非保持化）として、
本会内でのクレジットカード情報を保持しないこととするため、研修会参加料等のクレ
ジットカード払いをご希望される場合は、CPE ONLINE にログイン後に遷移する決済代
行会社上のサイトでクレジットカード情報をご登録いただくことといたしました。

具体的な登録方法等は以下のとおりです。
①　新規でクレジットカード登録する場合
　CPE ONLINE の電子申告利用の登録をしていただき、CPE ONLINE にログイン後に遷移
する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。FAX 申告の場合は、
クレジットカード登録が行えませんので、あらかじめご承知おきください。
②　クレジットカード登録の内容を変更する場合
　CPE ONLINE にログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでご変更ください。
③　クレジットカード登録を廃止する場合
　研修グループ宛てにご連絡ください。
　　
大変恐縮ですが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

＜ご連絡先＞日本公認会計士協会 総務本部 研修グループ　

　　　　　　 TEL：03-3515-1125  FAX：050-3737-6397  E-mail：kenshuu@sec. j i cpa. or. jp

以　　上
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振替

振替

CPE ONLINE (http://cpe.jicpa.or.jp/) の電子申告利用のご登録をしていただき、CPE ONLINE 
にログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。

ご登録された月以降に出席された研修会及びご注文の集合研修CD-ROM・eラーニングから振替
請求致します。
クレジットカード番号が変更になった際は、再度クレジットカードをご登録ください。

※上記以外のカードはご利用になれませんので、ご了承ください。
※本会ではSMBCファイナンスサービス株式会社と決済加盟店契約を結んでおります。

必要
※CPE ONLINE からクレジット
　カードをご登録ください。

参加料等のクレジットカード振替について
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CPE研修カード再発行等の手数料の取扱いについて

CPE研修カード再発行等手数料の取扱い

　会員・準会員から研修カード、期中履修状況、事業年度ごとの履修結果の通知文書再発

行の申請があった場合は下記のとおり取り扱いますので、お知らせいたします。

１. CPE研修カード再発行の手数料

 継続的専門研修制度に関する細則（以下「CPE細則」という。）第13条第３項の規定

 に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円を徴収します。

２. 期中履修状況に係る連絡文書再発行の手数料

 CPE細則第24条第５項の規定に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円を

 徴収します。

３. 履修結果の通知文書再発行の手数料

 CPE細則第29条第４項の規定に基づき、再発行の手数料として１通当たり1,000円を

 徴収します。

以　上

記

継続的専門研修制度協議会

振替

振替

CPE ONLINE (http://cpe.jicpa.or.jp/) の電子申告利用のご登録をしていただき、CPE ONLINE 
にログイン後に遷移する決済代行会社上のサイトでクレジットカードをご登録ください。

ご登録された月以降に出席された研修会及びご注文の集合研修CD-ROM・eラーニングから振替
請求致します。
クレジットカード番号が変更になった際は、再度クレジットカードをご登録ください。

※上記以外のカードはご利用になれませんので、ご了承ください。
※本会ではSMBCファイナンスサービス株式会社と決済加盟店契約を結んでおります。

必要
※CPE ONLINE からクレジット
　カードをご登録ください。

参加料等のクレジットカード振替について
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