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CPE研修会のご案内
11月号

�日本公認会計士協会
共催　一般財団法人会計教育研修機構

本部主催・集合研修会開催一覧
2018年11月20日（火）～ 2019年2月15日（金）
研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

本部研修会 11月26日（月） 税務 	BEPS防止措置実施条約について 2 東京 3,000円 P.07

冬季全国

12月5日（水）

倫理 	改正倫理規則等の概要について
	 ―違法行為への対応、ローテーション等― 2 全国 3,000円 P.03

監査 	監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する
	 実務指針等の解説（仮題） 2 全国 3,000円 P.03

監査 	監査業務に係る審査について 2 全国 3,000円 P.03

12月6日（木）

税務 		産業競争力強化法における税制・会社法特例の改正の
解説､他～株式対価Ｍ＆Ａ・キャッシュアウト・スピ
ンオフ等の円滑化

2 全国 3,000円 P.04

税務 	民法改正による税務への影響 2 全国 3,000円 P.04

経営者保証に関するガイドライン～Ｑ＆Ａの解説と経営者保証
に依存しない融資のために公認会計士に求められる役割 2 全国 3,000円 P.04

12月7日（金）

不 正
事 例 	監査提言集の解説～「確認」「継続企業の前提」ほか～ 2 全国 3,000円 P.05

監査 	①		監査の品質管理の実務（監査事務所及び監査業務に
おける品質管理に係る改善勧告事例）

	 ②品質管理レビュー制度等の改正要綱案の説明
	 ※		研修テーマ及び講義内容が一部変更となる可能性

があります。

2 全国 3,000円 P.05

不 正
事 例 	経済事件における公認会計士の不正事例 2 全国 3,000円 P.05

本部研修会 12月13日（木） 税務 	過年度遡及修正における税務上の対応 2 東京 3,000円 P.07

本部研修会
2019年 　　
1月23日（水）

税務 	最近の租税判例等における問題点と疑問点の検証
	 ～疑問判決の要因を分析する～ 2 東京 3,000円 P.07

本部研修会
2019年 　　
1月24日（木） ロジカルシンキング基本講座 2 東京 3,000円 P.08

本部研修会
2019年 　　
2月15日（金）

税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（1） 2 東京 3,000円 P.08

税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（2） 2 東京 3,000円 P.08

税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（3） 2 東京 3,000円 P.08
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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、	ご参加いただきます
よう何とぞよろしくお願いいたします。

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
いただきますよう、併せてお願いいたします。

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

該当する研修会

不 正
事 例 	 		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

・		平成30年度集合研修実施計画及び全国研修会の開催会場一覧（略図）は、 「CPEレター2018年上編」	
に掲載しております。

DVD 講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

組織内会計士
研修会

11月20日（火）
ITによる大変革時代
クラウドがもたらす業務システム革命

3 東京 無料 P.17

税務業務部会
研修会 11月21日（水） 税務 	第62回 税務業務部会研修会

	 新しい事業承継税制
前半2
後半2

東京 無料 P.18

女性会計士活躍
促進協議会研修会

2019年 　　
1月24日（木） リスタート応援研修 人生100年ライフとキャリアの多様性 2 東京 無料 P.19
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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。

●冬季全国研修会

12月5日、6日、7日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！
●冬季全国研修会を12月5日、6日、7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：15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、6頁の 『本部主催全国研修会会場一覧』 をご参照ください。

12月5日（水）［１限目］10：00〜 11：40
倫理  改正倫理規則等の概要について―違法行為への対応、ローテーション等―

　倫理委員会では、国際会計士倫理基準審議会（IESBA）の倫理規程が改正されたことを受け、「違法行為への対応」、
「担当者の長期的関与とローテーション」及び「保証業務の依頼人に対する非保証業務の提供」に関して倫理規則等の
見直しを行い、2018年７月の定期総会にて、「「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」
の改正並びに「違法行為への対応に関する指針」の制定について」が承認されました。本研修会では、これらの内容及び
影響等について解説します。

■ 講　師：北川　哲雄　（倫理委員会副委員長）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：1001 ■ 履修単位：2

12月5日（水）［２限目］13：00〜 14：40
監査  監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針等の解説（仮題）

　監査・保証実務委員会では、2017年12月19日付けで保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保
証業務に関する実務指針」、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務
以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的
枠組み」を公表しました。保証業務実務指針3000は、公表日以降に発行する保証報告書から早期適用することも可能
ですが、2020年１月１日以降に発行する保証報告書からは原則適用となります。本研修では、これら実務指針等の
解説を行います。

■ 講　師：結城　秀彦　（監査・保証実務委員会　保証実務専門委員会　専門委員長）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3201 ■ 履修単位：2

12月5日（水）［３限目］15：00〜 16：40
監査  監査業務に係る審査について

　本講義では、監査業務に係る審査に関して、「監査意見表明のための委託審査要領」、品質管理基準委員会報告書第１
号「監査事務所における品質管理」、監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」及び中小事務所等施策
調査会研究報告第２号「委託審査制度における審査の方法等について」において規定されている事項の概要を説明す
るほか、品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書における監査業務に関する審査の内容、報酬依存度の
セーフガード、協会における委託審査制度並びに審査の弾力化についても解説します。
　また、品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による審査に関する最近の指摘事例についても紹介します。

※本講義は、「監査意見表明のための委託審査要領」第19項に定める、監査責任者及び審査担当員が受講しなければな
らない、協会が実施する審査に関する研修に該当します。

■ 講　師：新井　達哉　（中小事務所支援担当常務理事）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3101 ■ 履修単位：2



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。

12月6日（木）［１限目］10：00〜 11：40
税務  産業競争力強化法における税制・会社法特例の改正の解説､他
 ～株式対価Ｍ＆Ａ・キャッシュアウト・スピンオフ等の円滑化

　今回の産業競争力強化法改正により拡充された会社法の特例措置として（1）株式対価Ｍ＆Ａの円滑化のための特例
の対象拡大（平成30年度税制改正で対象会社の株主に対する課税繰延措置が講じられた）（2）完全子会社化は一体的
なグループ経営等による企業価値向上のために有効なため株式等売渡請求制度（いわゆるキャッシュアウト）を幅広
く活用しやすくするため議決権保有要件（9/10以上）を2/3に引き下げる特例が措置されました。（3）海外では一般
的な事業再編手法である「スピンオフ」は、会社法上は、原則として株主総会の特別決議が必要ですが、産業競争力強化
法の認定を受けた場合は手続的要件が緩和されます。
　その他、産業競争力強化法の改正についても説明する予定です。

■ 講　師：坂本　里和　（経済産業省経済産業政策局　産業組織課長）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4103 ■ 履修単位：2

12月6日（木）［２限目］13：00〜 14：40
税務  民法改正による税務への影響

　課税の根拠たる租税法令の適用は規定の趣旨を踏まえた文理解釈が基本です。もっとも，租税法令はすべての概念
を自足的に定義しておらず，私法の概念を借用しています。また，課税は私達の経済活動に依拠しています。租税法令
の借用概念の多くは民法に規定され，私達の経済活動は民法が規律しています。
　民法は，総則編・物権編・債権編・親族編・相続編の５編からなっていますが，このうち総則編・債権編と相続編
が改正されました。前者が債権法改正，後者が相続法改正と一般に呼ばれるものです。
　本研修は，現行の民法と税法の関係でさえ詳らかになっていないとの評価がある中で，債権法改正と相続法改正の
概要を解説したうえ，租税法令の解釈への影響が見込まれる項目について若干の私見を述べる予定です。

■ 講　師：山崎　岳人　（弁護士）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4499 ■ 履修単位：2

12月6日（木）［３限目］15：00〜 16：40
経営者保証に関するガイドライン～Ｑ＆Ａの解説と経営者保証に依存しない融資
のために公認会計士に求められる役割

　「経営者保証に関するガイドライン」の取り組み状況と、経営者保証に依存しない融資の一層の促進に向けた取組み
についてご紹介いたします。今回は、事業承継時の経営者保証の取扱いに焦点を当てて、各ステークホルダーに求めら
れる対応や関連する政府の施策、会計士に寄せられる期待などについて議論を展開する予定です。
　また、経営者保証に依存しない融資のための入口側の要件は、公認会計士の活躍が特に期待される部分です｡財務
報告の信頼性を付与する公認会計士ならではの支援により、金融機関と経営者とのかけ橋となるよう､パネルディス
カッションを展開する予定です。

■ 講　師：貴田　仁郎　（中小企業庁　金融課長）
　　　　　 堀本　善雄　（金融庁　監督局総務課長　予定）
　　　　　 小林　信明　（経営者保証に関するガイドライン研究会座長､弁護士）
　　　　　 河原万千子　（中小企業政策審議会委員金融ワーキンググループ委員、中小企業施策調査会　事業承継支援専門委員長）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：5102 ■ 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。

12月7日（金）［１限目］10：00〜 11：40
不 正
事 例  監査提言集の解説～「確認」「継続企業の前提」ほか～

　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。
　今回の冬季研修では、「確認」、「継続企業の前提」、「訂正後の財務諸表に対する監査」、「監査の結論及び報告」及び「学
校法人等」に関し、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。

■ 講　師：中川　隆之　常務理事
　　　　　 北方　宏樹　常務理事
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3192 ■ 履修単位：2

12月7日（金）［２限目］13：00〜 14：40
監査  ①  監査の品質管理の実務（監査事務所及び監査業務における品質管理に係る

改善勧告事例）
 ②品質管理レビュー制度等の改正要綱案の説明
 ※研修テーマ及び講義内容が一部変更となる可能性があります。

①平成29年度の品質管理レビューの改善勧告事項の中から、監査事務所に係る事項及び秋季全国研修会で取り上げ
なかった監査業務に係る事項を中心に説明します。
②品質管理レビュー制度等検討プロジェクトチームが取りまとめ、公開草案とされる予定の「品質管理レビュー制度
等に関する会則等変更要綱案」の内容を説明します（理事会承認の時期により研修内容が変更となる場合があるこ
とをご了承ください。）。

■ 講　師：①松田　玲子 （品質管理委員会　副主席レビューアー）
　　　　　 　藤井　美明 （品質管理委員会　レビューアー）
　　　　　 ②小暮　和敏　常務理事
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3101 ■ 履修単位：2

12月7日（金）［３限目］15：00〜 16：40
不 正
事 例  経済事件における公認会計士の不正事例

　公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において業務を行うことが求められていますが、その一
線を越えてしまい不正に走った事案があります。経済事件を捜査する側の目線で見てきた公認会計士の業務について
語ります。過去の公認会計士が関係した不正事例について説明するとともに、公認会計士の業務において留意すべき
事項や提言等を解説します。

■ 講　師：嶋村　忠志 （警察大学校　財務捜査研修センター教授）
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：3192 ■ 履修単位：2
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本部主催全国研修会会場一覧
冬季全国研修会

受講
会場 会場名 12月5日（水） 12月6日（木） 12月7日（金）

札幌 北海道会研修室
TEL：011-221-6622 ○ ○ ○

仙台 ホテル法華クラブ仙台
TEL：022-224-3121 ○ ○ ○

埼玉 埼玉会研修室
TEL：048-644-9050 ○ ○ ○

千葉 千葉会会議室
TEL：043-305-4203 ○ ○ ○

東京 公認会計士会館
TEL：03-3510-7861 ○ ○ ○

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

○ ○ ○

名古屋 東海会事務局研修室
TEL：052-533-1112 ○ ○ ○

金沢 北陸会研修室
TEL：076-265-6625 ○ ○ ○

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 四国会研修室
TEL：087-826-7628 ○ ○ ○

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 ○ ○ ○

旭川 旭川リサーチセンター
TEL：0166-68-2820 ○ ○ ○

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 ○ ○ ○

群馬 群馬県会事務所
TEL：027-321-9055 ○ ○ ○

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「1Ｆソネット」
TEL：0263-35-6480 ○ ○ ○

静岡 レイアップ御幸町ビル5階「5－B」
TEL：054-269-5070 ○ ○ ○

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

松江 松江テルサ4F
TEL：0852-31-5550

○
（大会議室）

○
（特別会議室）

○
（特別会議室）

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 ○ ○ ○

鹿児島 天文館ビジョンホール
TEL：099-292-8500 ○ ○ ○

三多摩 三多摩会事務所
TEL：042-595-8618 ○ ○ ○

※会場が異なる場合には、開催日の欄に実施会場を記載しております。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http://cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●本部研修会／東京

11月26日（月） 13：00 ～ 14：40
税務  BEPS防止措置実施条約について

　BEPSを防止するための措置のうち租税条約に関連する措置を、租税条約に導入することを目的とした「BEPS防
止措置実施条約」については、すでに76の国・地域が署名しています。そこで、条約のポイント、条約の規定の適用関
係に影響する我が国の選択などについて確認します。

■ 講　師：陣田　直也 （財務省主税局　主税企画官） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4501 ■ 履修単位：2

12月13日（木） 10：00 ～ 11：40
税務  過年度遡及修正における税務上の対応

　過年度遡及修正が適用された場合には、繰越利益剰余金に影響がありますが、税務調査として所得金額への影響が
ある場合とない場合があり、申告書別表での調整が複雑です。
本研修では、具体的な事例に基づき申告書別表の調整を解説します。

■ 講　師：諸星　健司 （租税相談員） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4101 ■ 履修単位：2

2019年1月23日（水） 10：00 ～ 11：40
税務  最近の租税判例等における問題点と疑問点の検証
 ～疑問判決の要因を分析する～

　税法の解釈適用とは、私法上の「確定した真の事実」を解釈された税法規定に適用するというものですが、ここでの
「私法上の事実」が格別な規定もなく、租税軽減（回避）の意図を背景に、真の事実とは異なる「虚構の事実」に置き換え
て課税されるという事案が多発しています。旧興銀事件、ヤフー事件、航空機リース事件、平和事件、武富士事件、合意
解除後の課税処分、グループ法人税制外しによる譲渡損失の計上否認等です。本研修では具体的な課税事例とその判
決等の論理の正当性と疑問点を分析・検証します。

■ 講　師：大淵　博義 （中央大学名誉教授） ■ 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
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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。

2019年1月24日（木） 15：00 ～ 16：40

ロジカルシンキング基本講座
　本講座では、ロジカルシンキングで何を目指すか、曖昧さの深掘り、思い込みをやめる、網羅的に考える（MECE）、情
報を整理して伝えるといったロジカルシンキングの基本を学ぶ事ができます。
　講義だけではなく、ワークも豊富に含まれており、ロジカルシンキングをこれまで学んだ事がない方でも、分かりや
すく学ぶ事ができます。
　もっとロジカルに説明するためのヒントがないかとお悩みの方、ぜひご参加ください。

■ 講　師：白石　清仁 （CPE協議会　企画専門委員会専門委員） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：9101 ■ 履修単位：２

2019年2月15日（金） 10：00 ～ 11：40
税務  消費税の軽減税率と日本型インボイス制度（1）

○軽減税率対象品目の範囲について、誤り易い実務上の取引を確認するとともに、中小企業に認められている税額計
算や届出書の特例制度を紹介します。
○日本でもついに導入されることとなったインボイス制度について、平成30年度改正で明らかになった政省令とイ
ンボイス通達・Q&Aの内容も踏まえて内容を確認します。
○増税に伴う経過措置について、工事の請負契約を中心に実務上のポイントを確認します。

■ 講　師：熊王　征秀 （税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4301 ■ 履修単位：２

2019年2月15日（金） 13：00 ～ 14：40
税務  消費税の軽減税率と日本型インボイス制度（2）

○軽減税率対象品目の範囲について、誤り易い実務上の取引を確認するとともに、中小企業に認められている税額計
算や届出書の特例制度を紹介します。
○日本でもついに導入されることとなったインボイス制度について、平成30年度改正で明らかになった政省令とイ
ンボイス通達・Q&Aの内容も踏まえて内容を確認します。
○増税に伴う経過措置について、工事の請負契約を中心に実務上のポイントを確認します。

■ 講　師：熊王　征秀 （税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4301 ■ 履修単位：２

2019年2月15日（金） 15：00 ～ 16：40
税務  消費税の軽減税率と日本型インボイス制度（3）

○軽減税率対象品目の範囲について、誤り易い実務上の取引を確認するとともに、中小企業に認められている税額計
算や届出書の特例制度を紹介します。
○日本でもついに導入されることとなったインボイス制度について、平成30年度改正で明らかになった政省令とイ
ンボイス通達・Q&Aの内容も踏まえて内容を確認します。
○増税に伴う経過措置について、工事の請負契約を中心に実務上のポイントを確認します。

■ 講　師：熊王　征秀 （税理士） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：3,000円 ■ 研修コード：4301 ■ 履修単位：２
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FAX 参加申込書
冬季全国研修会

会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050－3730－4355
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。）
※  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、受講会場名欄にご記入ください。

お申込日　平成　　　年　　　月　　　日
⃝お名前 ⃝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

（　　 ）　　　－
⃝ファクシミリ番号

（　　 ）　　　－
⃝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、CPEONLINEの電子申告利用のご登録をしてい
ただき、CPEONLINE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。
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。

【お電話でのお問合わせ】
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 参加料 申込

12/5
（水）

10：00～11：40 倫理  改正倫理規則等の概要について
	 ―違法行為への対応、ローテーション等― 3,000円

視聴会場名

13：00～14：40 監査  監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する
	 実務指針等の解説（仮題） 3,000円

15：00～16：40 監査  監査業務に係る審査について 3,000円

12/6
（木）

10：00～11：40
税務  産業競争力強化法における税制・会社法特例の
	 		改正の解説､他～株式対価Ｍ＆Ａ・キャッシュアウ

ト・スピンオフ等の円滑化
3,000円

13：00～14：40 税務  民法改正による税務への影響 3,000円

15：00～16：40
経営者保証に関するガイドライン
～Ｑ＆Ａの解説と経営者保証に依存しない融資の
ために公認会計士に求められる役割

3,000円

12/7
（金）

10：00～11：40 不 正
事 例  監査提言集の解説～「確認」「継続企業の前提」ほか～ 3,000円

13：00～14：40
監査  ①		監査の品質管理の実務（監査事務所及び監査業

務における品質管理に係る改善勧告事例）
	 ②品質管理レビュー制度等の改正要綱案の説明
	 ※研修テーマ及び講義内容が一部変更となる可能性があります。

3,000円

15：00～16：40 不 正
事 例  経済事件における公認会計士の不正事例 3,000円
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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）
開催日 時間 テーマ 参加料 申込
11/26
（月） 13：00～14：40 税務 	BEPS防止措置実施条約について 3,000円

12/13
（木） 10：00～11：40 税務  過年度遡及修正における税務上の対応 3,000円

2019年
1/23
（水）

10：00～11：40 税務 	最近の租税判例等における問題点と疑問点の検証
	 ～疑問判決の要因を分析する～ 3,000円

2019年
1/24
（木）

15：00～16：40 ロジカルシンキング基本講座 3,000円

2019年
2/15
（金）

10：00～11：40 税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（1） 3,000円

13：00～14：40 税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（2） 3,000円

15：00～16：40 税務 	消費税の軽減税率と日本型インボイス制度	（3） 3,000円

FAX 参加申込書
本部研修会

会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050－3730－4355
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。）

お申込日　平成　　　年　　　月　　　日
⃝お名前 ⃝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

（　　 ）　　　－
⃝ファクシミリ番号

（　　 ）　　　－
⃝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、CPEONLINEの電子申告利用のご登録をしてい
ただき、CPEONLINE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。
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。

【お電話でのお問合わせ】
会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861
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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。

　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CPEONLINE 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）。

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。

「地方公共団体会計・監査部会」への入会方法等

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。

　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、CPEONLINE 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。）

●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●
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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。

■初期研修のカリキュラム

　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

監査
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。

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

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

税務 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
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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 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

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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

不 正
事 例
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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 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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

監査 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。

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
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
会計教育研修機構
TEL：03-3510-7861　E-mail：kenshu1@jfael.or.jp
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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、CPEONLINE からお申込みください。

11月20日（火） 18：30 ～ 21：00
ITによる大変革時代
クラウドがもたらす業務システム革命

　企業を取り巻く環境変化はスピードを増し、ITの利用の如何で企業のビジネスモデルの在り方が大きく変わろうと
しています。
今回は、これまでを振り返りつつ、クラウドのインパクトを活用した企業業務のこれからを、その時に必要とされる会
計専門家の役割について考えていきます。

【詳細】
　今世界では、クラウドやAI、IoT、ロボティクスなどのITの劇的な進化によって、「第四次産業革命」とまで呼ばれる、
大変革時代を迎えています。
　すべての企業は、この変化に対応するために、経済活動をデジタル化し、蓄積したデータを活用することで、新たな
ビジネス価値を創造する、「デジタルトランスフォーメーション」と呼ばれる活動が求められています。
　本講義では、和田成史氏（公認会計士／「奉行シリーズ」会計システムベンダー：株式会社オービックビジネスコン
サルタント　代表取締役社長）を講師に迎え、起業から現在に至るまでの、起業経営における志や、今起きているIT進
化の状況と、今後の次世代会計などについて講義をしていただきます。ぜひ奮ってご参加ください。

■ 講　師：和田　成史 （  公認会計士、株式会社オービックビジネスコンサルタント
代表取締役社長）

■ 会場：公認会計士会館

■ 参加料：無料 ■ 研修コード：6305 ■ 履修単位：3

組織内会計士協議会研修会に関するお問合せ
組織内会計士協議会 事務局
TEL：03-3515-1160　E-mail：paib@sec.jicpa.or.jp



18
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
会への申込みについては、CPEONLINE からお申込みください。
※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）。

11月21日（水） 13：00 ～ 16：40
税務  第62回 税務業務部会研修会
 新しい事業承継税制

　平成30年度税制改正において10年間の特例措置として新たな事業承継税制が創設されました。新制度は、納税猶
予の対象となる株式数の制限の撤廃、猶予割合の引上げ、先代経営者等及び後継者の要件の改正、雇用確保要件の緩
和など従来の制度に比して納税者に大変有利な制度となっていることから、格段に適用件数が増加すると見込まれま
す。一方で、制度の内容は複雑であり、また手続きミスが多額の税負担にもつながることから、実務家にとってはリス
クの高い制度であるといえます。そのため、新制度の理解と適切な事案管理が不可欠となります。研修では、新事業承
継税制の内容及び実務において留意すべき事項について説明します。

■ 講　師：梶野　研二 （租税相談員） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：4401 ■ 履修単位：前半２　後半２

税務業務部会研修会に関するお問合せ
自主規制・業務本部　中小事務所・租税・経営グループ
TEL：03-3515-1160　FAX：03-5226-3356
E-mail：zeimubukai@sec.jicpa.or.jp
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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。

●女性会計士活躍促進協議会研修会について●

2019年1月24日（木） 13：30 ～ 15：10
女性会計士活躍促進協議会研修会
リスタート応援研修　人生100年ライフとキャリアの多様性

　医療や技術の進歩、少子高齢化による人手不足、グローバル化の加速、情報通信の発達など、わたしたちを取り巻く
環境は劇的に変化しています。「昭和時代の標準的幸せ人生」から「多様性の中で自分で選ぶ人生」が可能となりまし
た。いま、長期的な視点で自分の生き方を見直し、これからのキャリアの可能性を一緒に考えてみませんか。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　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。
※生後６か月以上のお子様の託児を受け付けております。
＜託児の事前予約＞
　託児予約受付締切：2019年１月11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

■ 講　師：小嶋　美代子 （株式会社アワシャーレ） ■ 会場：公認会計士会館
■ 参加料：無料 ■ 研修コード：9201 ■ 履修単位：２

女性会計士活躍促進協議会研修会に関するお問合せ
企画本部 広報グループ
TEL：03-3515-1123　E-mail：kouhou@jicpa.or.jp
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第40回研究大会研究発表の募集について

　日本公認会計士協会の第40回目となる節目の研究大会を千葉会において開催させていただ
きます。2016年4月に地域会設立した千葉会として初めての開催となります。

　今、時代が大きく変化しています。2020年には56年ぶりに東京オリンピック・パラリンピックが開
催されます。また、2019年５月に、平成の時代から新しい元号に変わります。さらに、公認会計士制
度についていえば、2018年に制度創設70周年を迎えました。千葉県に目を向けると、はからずも、
地軸の変化の国際的な標準として千葉県市原の地層が認定され、地球の歴史のうち77万年～ 12
万年前を「チバニアン（千葉時代）」と命名される見込みです。
　会計、監査の環境も変革の時を迎えています。社会福祉法人、医療法人、農業協同組合が順次、
法定監査の対象とされています。国の施策でもある中小企業の事業承継に対する支援も始まって
います。また、地方公共団体においても新地方公会計制度（統一的な基準）や内部統制制度が導
入され、監査委員監査において監査基準の制定が要求されています。さらに、ＡＩの発達が会
計・監査の環境に大きな影響を与えています。
　金融庁の「会計監査の在り方に関する懇談会」の提言を受けて、監査法人もガバナンスの強化
に取り組み、監査報告書の透明化・長文化等が議論されています。
　このような時代において、地域会には地元から大きな期待が寄せられています。地域貢献が地
域会の大きな役割となっており、公認会計士が活躍の場を広げて地域の発展に貢献することが大
きな使命となっています。
　これらの要請に応えるため、日本公認会計士協会本部のこれまでの知見や国・自治体の各機関
等の支援制度等を活用しながら、公認会計士が地域と新しい関係を共に創り上げ、地域のさらな
る発展に貢献していきたいと考えます。今回の研究大会が公認会計士による地域貢献への一助と
なることを目指します。

　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。

〈メインテーマ〉会計・監査　新時代
　　　　　　　 ～公認会計士と地域との共創～

開催日 ： 2019年9月18日（水）

会　場：幕張メッセ国際会議場
　　　　（千葉県千葉市美浜区中瀬 2－1）
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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「会計・監査　新時代　～公認会計士と地域との共創～」に関連する

テーマとします。

3．募集内容
　　⑴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
　　　　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、MSWordソフトウェアを利用して次のとおり論文を作成し、選考結果の送付先となる
住所を明記の上、電子データをメールに添付してお送りください。

　　　・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
　　　　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、MSWord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、選考結果の送付先
となる住所を明記の上、電子データをメールに添付してお送りください。

　　　・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（MSPowerPoint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）

　　⑵テーマの募集
　　　～フリーディスカッション形式による発表
　　　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。

　　※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。
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４．応募及び推薦締切日
　2019年２月28日（木）（必着）

５．選　考
　　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。

６．発表予定テーマ数
　　今大会（第40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
開催地域会である千葉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。

７．研究発表の決定
　　2019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。

８．送付先及び問合せ先
　〒102-8264　　東京都千代田区九段南4-4-1　
　　　　　　　　日本公認会計士協会　総務本部研修グループ
　　　　　　　　TEL：03-3515-1126（直通）／　FAX：050-3737-6397
　　　　　　　　E-Mail　kenshuu@sec.jicpa.or.jp

　（企画運営）継続的専門研修制度協議会・千葉会研究大会実行委員会
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＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第39回研究大会）
【研究発表①】

テーマ１ 【論文発表】
監査委員監査における「期待ギャップ」の考察

テーマ２ 【パネルディスカッション】
我が国における会計基礎教育の現状と今後の展望

テーマ３
【パネルディスカッション】
ダイバーシティ経営の衝撃
～ダイバーシティはイノベーションを創出するのか？人口減少を克服するのか？～

テーマ４ 【論文発表】
仕訳データ活用にみる未来の展望

テーマ５ 【パネルディスカッション】
人口減少社会を乗り換えるための公会計（町田市の事例）とスポーツビジネス

【研究発表②】

テーマ１ 【論文発表】
地域イノベーションにおける公認会計士の役割について

テーマ２ 【パネルディスカッション】
人口減少社会に立ち向かうための女性会計士活躍のあるべき姿について

テーマ３ 【パネルディスカッション】
AI技術の展開とビッグデータ環境下の会計・監査のイノベーション

テーマ４

【論文発表】
第46回日本公認会計士協会学術賞受賞作品
プラットフォーム企業のグローバル戦略
オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコシステム

テーマ５
【パネルディスカッション】
地場産業・イノベーション企業の成長促進剤としての公認会計士の役割
～今こそ、地方からのIPOで、地域と日本の活性化を～



24

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、CPEONLINE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
　CPEONLINEの電子申告利用の登録をしていただき、CPEONLINE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
　CPEONLINE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：03-3515-1126　FAX：050-3737-6397　E-mail：kenshuu@sec.jicpa.or.jp

 以　　上
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参加料等のクレジットカード振替について

研修会参加料、集合研修 CD-ROM・eラーニング購入代金の
お支払いは、クレジットカード振替でお願いします。

　本部主催研修会の参加料及び集合研修CD-ROM・eラーニング購入代金の支払い方法には、「ク
レジットカード振替」と「郵便振替」の 2 種類があります。郵便振替は毎月の振込の手間が発
生し事務手続きにおいても煩雑なため、CPE 協議会ではクレジットカード振替のご利用をお願
いしています。この機会にぜひクレジットカード振替をご検討ください。

［クレジットカード振替のメリット］

●振込みの手間がなく便利です。
●毎月「領収書兼利用明細書」を発行しますので、CPE関係支出の管理が簡単です。

［クレジットカードご利用の手続］
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
請求いたします。
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。

★ご利用可能なクレジットカード

　・ＶＩＳＡの契約のあるカード
　・ＭＡＳＴＥＲの契約のあるカード
　※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。

●クレジットカード振替と郵便振替の違い

クレジットカード振替の場合 郵便振替の場合

連　絡
カード会社の請求書とは別に、会計
教育研修機構から月末締めで「領収
書兼利用明細書」をご登録の郵便物
送付先に郵送

月末締めで請求書と振替用紙をご登
録の郵便物送付先に郵送
※集合研修 CD-ROMの請求は、商
品とは別送になります。

利用申込み
必要
※CPEONLINE からクレジット
カードをご登録ください。

不要
※クレジットカード利用のお申込み
が無ければ、自動的に請求書によ
るお支払いになります。

クレジットカード支払いによるトラブルは、厳重注意いたします。
●カードナンバーの守秘義務は万全です。
●研修会の申込みをしていても当日参加されなければ、振替はいたしません。
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CPE 研修カード再発行等手数料の取扱い

CPE研修カード再発行等の手数料の取扱いについて

継続的専門研修制度協議会

　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。

記

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
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★CPE 協議会からの重要なお知らせ★

平成30年度より 「法定監査業務に従事する会員に該当するか」 の
報告が必要になりました

継続的専門研修制度協議会

平成30年４月13日の理事会において継続的専門研修制度に関する細則の一部変更が承認
され、「法定監査業務に従事する会員に該当するか否か」を継続的専門研修制度協議会に
報告していただくこととなりました（報告期限：当該事業年度終了後の４月15日まで）。
　なお、報告がない場合は、法定監査業務に従事する会員に該当するとみなされます。
　（注）当該事業年度中に少しでも法定監査業務（審理業務及び委託審査業務を含む）に従

事した場合は、従事する会員に該当します。
　　　年度の途中で業務従事状況が変わった場合は、修正のため再度報告してください。
　　　CPEの研修免除申請をされる会員は、当報告は不要です。

　法定監査業務に従事すると回答された会員及び報告がなく法定監査業務に従事する会
員に該当するとみなされる会員は、研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」６単位（う
ち２単位以上は、不正事例研究に該当する研修とする）の履修及び申告が必須となり、前
記単位を取得できなかった場合は、CPE 義務不履行となり措置の対象となります。
　また、本変更は、平成30年４月１日以後開始する事業年度について適用されます。

　報告の方法は単位申告の方法により異なります。
　・電子申告会員 CPEオンラインからご回答いただけます。
　・FAX申告会員 履修結果通知書と同封して回答用紙を送付済みです。
    （期中履修結果報告書（１月発送予定）に同封予定）

●	継続的専門研修制度に関する細則（抄）（平成30年４月13日改正）
（法定監査業務従事者に係る特例）
第22条　当該事業年度の全部又は一部の期間において法定監査業務に従事する会員
の必須単位数は，前条の研修科目に加えCPE協議会が指定する監査の品質及び
不正リスク対応に関する研修科目について，１事業年度につき６単位（CPE協議
会が指定する不正事例に関する研修科目を２単位以上含む。）とする。
２　CPE協議会は、毎事業年度、会員から前項に規定する会員に該当するか否かに
ついて報告を徴するものとする。この場合において、前項に規定する会員に該当し
ない旨の報告をした会員以外の会員は、前項に規定する会員とする。

【問合せ先】研修グループ　Tel：03-3515-1126 ／ E-mail：kenshuu@sec.jicpa.or




