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なった次第です。オンラインの開催

−学術界と実務界の連携に向けて

は長い監査学会の歴史で初めてで、

−」と決めていただきました。そし

私どもは、開催準備校（いわゆる裏

て、立命館大学の酒井絢美先生、大

と称す）第43回西日本部会をオンラ

方）として試行錯誤の連続であり、

阪市立大学の浅野信博先生、そし

イン形式で開催し、当校が準備校と

多事多端な開催となりました。この

て、北山近畿会会長のご紹介で小倉

なり178名（内、80名が公認会計

開催までの経緯等について寄稿して

加奈子日本公認会計士協会副会長に

士）の先生方にご参加いただきまし

はどうかと北山近畿会会長に勧めら

報告をお願いしました。また、３月

た。４時間を超える学会でしたが、

れ、この拙文をしたためました。

初旬には、会場も決まり、懇親会の

１．はじめに
８月２日（日曜日）の午後、日本
監査研究学会（以下、

監査学会

準備も整い、案内書の作成や振込口

９割の方が最後までご参加いただ
き、何とか成功裏に終わりました。
この西日本部会、当初は、対面式の

２．西日本部会の準備の始まりから
オンライン開催の準備へ

座の開設等もほぼ終わっていまし
た。一方、時を同じくして、コロナ

開催を想定して準備を進めていたの

大会の準備は、昨年秋から始まり

禍の影響が影を落とし始めており、

ですが、新型コロナウイルスの影響

ました。統一論題の座長を久留米大

３月の卒業式が多くの大学において

で対面にて開催することができなく

学の異島須賀子先生にお願いし、

対面では開催できず、さらに、４月

なり、急遽、オンラインでの開催と

テーマは「監査人のローテーション

に入り、大学の講義等もすべて遠隔

オンライン学会奮闘記
〜日本監査研究学会 第43回西日本部会を振り返って〜
桃山学院大学教授

小澤

義昭

授業（オンラインとかオンデマンド

学会は、地域別の部会

の授業とかを指します）となるとい

の開催を中止し、全国

う状況にありました。このように雲

大会のみをオンライン

行きが怪しくなり、監査学会も対面

等で開催する方向に動

で開催するのが無理ではないかとい

いていました。しか

う話が３月下旬に出てきました。ご

し、監査学会の場合、

承知の方も多いと存じますが、文系

部会においても報告者

の学会の多くは、夏休み前後を中心

の皆様に報告の準備を

に、地域別の部会と全国大会を開催

既に進めていただいて

しております。監査学会も７月中旬

おりましたし、堀江正之監査学会会

こともあり、準備委員会のメンバー

に東日本部会（横浜国立大学）、８

長の意向もあり、全国大会に加え、

は朴大栄準備委員長と私の２人だ

月２日に西日本部会（桃山学院大

部会もオンラインでの開催を検討す

け で すし、大学の事務側の協力を

学）、９月初旬に全国大会（関西大

ることとなりました。ただ、西日本

得ることも望み薄でした。また、私

学）が予定されていました。コロナ

部会の準備校といいましても、弊校

は馬齢を重ねておりますし、パソコ

禍の影響を受けて、他の会計関係の

は規模の大きな大学ではないという

ンに詳しいわけではありません。さ

開始前の筆者の準備風景
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らに、ZoomやMicrosoft Teamsを

うな参加人数となりました。

防止対策等を考慮しますと、開催準

使い出したのも、オンライン授業が

つぎに、オンライン学会の準備で

備校としましては、Zoomだけを

本格化したこの４月の終わりからで

す。授業や他の会議で、Zoomだけ

セットして、自宅から報告や議論を

す。それも授業すらうまく学生と繋

でなく、様々なウェブ会議システム

してもらう方が楽なのですが、これ

がらないこともあるという醜態もさ

を使っておりましたので、今回のよ

では時間管理やその他の運営がうま

らす状態でした。正直、こんな状態

うな大人数の場合、Zoomが、（慣

くいかないような気がしました。ま

でオンラインの学会なんて私どもに

れない）参加者にとって一番使用し

た、理系の学会の体験記によります

開催できるのかという不安はありま

やすいのはわかっていました。しか

と、ある程度集まっていただき、テ

した。悩みましたが、今更断れない

し、大学が契約をしているZoomの

レビ放映のような形を取らないと効

なと感じ、最終的にお引き受けした

アカウントは使うことが許されず、

率的な運営は難しいとのことでし

次第です。これが５月の連休前でした。

自分たちで契約を結びなおすことか

た。そこで、弊校の梅田サテライト

ら始めなければなりませんでした。

にスタジオを仮設し、座長・報告者

契約なんかネットでも簡単と思って

等に一堂に会していただき実施する

ここから３か月間が大変でした。

いたのですが、そうではありません

ことにいたしました。そうします

東日本部会が準備校である横浜国立

でした。特に、Zoomは参加できる

と、カメラ、マイク、PC、スピー

大学のご都合により中止となり、東

人数によって契約金額が異なりまし

カー及びモニター、照明等々、テレ

日本部会に所属する会員にも西日本

た。そこで、申込人数が確定してか

ビ局にあるような装置が必要となり

部会への参加を勧誘することとなり

ら契約を結びたかったのですが、契

ます。大学の設備を使用できなかっ

ました。これでは、西日本部会では

約に時間が掛かると業者に言われ、

た為、これらを自前でそろえる必要

なく全国大会です。

申込人数の確定まで待つ時間の余裕

がありました。

３．オンライン学会開催へ

まず、大変であったのがオンライ

がありませんでした。そこで、監査

これらの問題を解消した後に、IT

ン学会（西日本部会）の案内を会員

学会の会員421名が全員参加すると

技術者にもアルバイトをお願いし、

の皆様に配信することでした。通

仮定してZoomの設定を行うことと

リハーサルを繰り返し、何とか無事

常、学会の案内は郵送することに

し、500名まで参加できるZoomウェ

に本番にこぎつけることができました。

なっており、電子メールアドレスを

ビナーの契約にしました。ウェビ

監査学会事務局は収集していません

ナーとは、ウェブとセミナーを組み

でした。そこで、事務局からはがき

合わせた造語であり、インターネット

さあ本番です。８月２日の午後１

を送っていただき電子メールアドレ

上で行なわれるセミナーを意味して

時からでしたが、座長や報告者は11

スを会員から連絡いただくことにし

います。Zoom meetingは最大300名

時ごろには集まってくださいまし

ました。しかしながら、中々メール

しか参加できませんので、このウェ

た。スタート時には、私の操作ミス

アドレスが集まらず、連絡をいただ

ビナーの利用しか方法はありません

で少しトラブルはありましたが、リ

けない会員の方にはこちらからお願

でした。実際は200名強しか申し込

ハーサルを繰り返していたお陰で何

いの手紙を再度送るなどしました。

みがなかったのでこのような心配は

とか切り抜けることができました。

そのような関係から、案内書の一斉

いらなかったのですが、初めての経

また、報告・討論も皆様が集まって

配信ができたのは６月に入ってから

験ですのでそれすらわかっていませ

くださったお陰でスムーズに運び、

でした。その後、東日本の会員、監

んでした。

ネット上の参加者からも24件の質問

４．学会当日

査学会ホームページへの掲載、そし

さらに、座長と報告者３名に一ヵ

をいただき、さらには、手塚正彦日

て、近畿会のメール配信に当該案内

所に集まっていただきそこから報

本公認会計士協会会長にもオンライ

を掲載していただきました。その結

告・討議を行うのか、それぞれの自

ンでご登壇いただき、非常に有意義

果、申し込みが200名を超え、西日

宅等から行っていただくのかに悩み

な部会となりました。また、気に

本部会だけでは、通常ありえないよ

ました。新型コロナウイルスの感染

なっておりましたCPEの集計も皆様
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の御協力のお陰で無事済ますことが

査ジャーナル」10月号か11月号に大

できました。なお、当日の報告・討

会記として掲載されることになって

このような心許ない大会運営でし

論の模様は、EY新日本有限責任監

いますのでそちらをご覧ください。

たが、何とか無事に終わることがで

査法人の成田礼子先生が「会計・監

５．おわりに

きました。これも関係者の皆様のご
協力のお陰と感謝をしております。
また、学会終了後、参加者の皆様か
ら、メールをたくさんいただきまし
た。その多くが、「良かった。コロ
ナ禍が収まってもこのようなオンラ
イン学会を増やしてほしい。」とい
うものでした。私どもとしましては
このようなお声を聞け、愁眉を開い

小倉副会長のご報告の様子

統一論題討議の様子

ております。

【 近畿会ウェブサイト 】 h t t p : / / w w w . ji c p a - k n k . n e . jp /
会員専用ページへのログインは、以下のID・パスワードをご利用ください。
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2020年２月下旬、新型コロナウイ

いたところでしたが、こちらも開催

コロナウイルス感染症対応下におけ

ルスの感染拡大を受け、同年３月に

が延期となり翌年度（第55事業年

る研修機会確保のために、集合研修

予定されていた中日本五会研究大会

度）に持ち越すこととなりました。

の効果的な実施方法の検討と推進」

を含む研修がすべて中止されること

その後も緊急事態宣言の発令など

を追加することとし、本部研修グ

が決定されました。特に中日本五会

を受け、最終的に事業年度をまたい

ループと連携しながら、感染対策を

研究大会は２年に１度の近畿会の当

だ６月末まですべての研修を実施す

実施した上での集合研修の開催方法

番会であり、2019年８月以降、五会

ることができませんでした（なお、

及びリモート研修の実施方法につい

の準備委員の皆さんや発表者の皆さ

部会・委員会活動に関しては、緊急

て検討し、６月の部会の中で近畿会

んとともに時間をかけて準備を進め

事態宣言が解除された以降６月から

での研修実施のガイドラインを作成

てきただけに大変残念な結果となり

オンラインで開催することができる

しました。

ました。

ようになりました）。

あわせて前述のとおり延期となっ

また、研究・CPE研修部が独自に

このような状況を受け、研究・

た「スキルアップ研修」の開催及び

企画していたコンサルティング能力

CPE研修部としては、まずコロナ禍

研修体系の見直しやそれに基づいて

を高めるための「スキルアップ研

において会員のCPE単位履修をサ

第55事業年度に新規で実施する「ス

修」も、同じく３月に２回予定して

ポートするため、事業計画に「新型

キルアップ研修」についても、月次

コロナ禍での委員会活動（研究・CPE研修部）
研究・CPE研修部

部長

山本

憲吾

で部会を開催して順次内容の検討を

そのような研修機関は対応が早く、

でウィズコロナの新しい様式で活動

進めているところです。

すでにZoom等のオンラインツール

していくしかないと考えておりま

なお、「スキルアップ研修」につ

をフル活用して様々な企業に対する

す。研究・CPE研修部としては、集

いては、いくつかの外部の研修機関

当該形式の研修の提供実績があると

合研修とリモート（オンライン）研

に講師の派遣を依頼しているのです

のことで、アレンジは思ったよりス

修を組み合わせる等、ツールを活用

が、内容はコミュニケーションスキ

ムーズに進めることができています

してなるべく多くの研修機会を提供

ル等いわゆるソフトスキルを中心と

（とはいえ、本稿執筆時点では未実

していく必要があると思っておりま

したテーマであり、通常受講者を５

施でありまして、実際うまくいくの

す。会員の皆様にもいろいろなご不

〜６名のグループに分け、当該グ

か少し不安もありますが）。

便をおかけすることになると思いま

ループごとに随時ディスカッション

研究・CPE研修部の直近の活動は

すが、ご理解いただければと思いま

をしながら進める形式の研修となっ

以上のとおりですが、残念ながら現

す（ちなみに当事業年度からはCPE

ています。リモート研修となった場

状では感染拡大は継続しており、な

ONLINEのeラーニングの視聴も無

合に、このようなグループディス

かなか以前のように自由に集合研修

料になっています）。

カッション形式での実施が可能なの

を実施できる環境にはなく、しばら

最後に、クライアントや社会全体

か懸念しておりましたが、さすがに

くは感染対策を適切に実施したうえ

がコロナの影響を大きく受けて大き
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く変化していく中、我々公認会計士

も早くコロナが収束して部の皆さん

れも体調管理にお気を付けていただ

もリモートワーク等の変化に対応し

と対面でお酒を酌み交わせる日を心

きつつ、今後ともいろいろな形で研

ていかなければと日々感じていると

待ちにしているところであります。

修にご参加いただけますと幸いです。

ころですが、やはり時には実際に

会員の皆様におかれましてもくれぐ

会って同じ空間の中で
コミュニケーションを
とるということは重要
なことだと思います
し、部会・委員会の後
の懇親会を常々楽しみ
にしていた身として
は、リモートでの部活
動は少し物足りないも
のがありまして、１日
研修会受付

SNS広報

８月夏季全国研修会の会場風景

新着記事のお知らせ
８月19日up：会計は社会で広くいかせる知識。
やりたいことがわからない人に「公認会計士」
学生の間に将来のことを決めきるってむずかしい。今回は学生さんと年齢
が近い先輩に「公認会計士っておすすめの職業？」という質問をぶつけて
みました！

８月26日up：公認会計士の１日〜監査法人

若手編〜

公認会計士の業界も、今年は仕事の仕方を見直す変化の年になっています。
働き方がどう変わっているのか、実際にどんな一日を過ごしているのか、
お話をお聞きしました。参考にしてください
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１．本年８月10日の日経新聞朝刊に

精緻になっているのになぜ事態が改善

ことも真として受け入れないこと

「国内会計不正５年で３倍 粉飾や資

されないのかと忸怩たる思いです。

だった。言い換えれば、注意深く速
断と偏見を避けること、そして疑い

産流用 統治実効性に課題」という衝
撃的な記事が掲載されました。記事

２．現在の監査のやり方は17世紀の

をさしはさむ余地のまったくないほ

の出所は協会の経営研究調査会作成

哲学者ルネ・デカルトが提唱した要

ど明晰かつ判明に精神に現れるもの

資料のようですが、この資料と記事

素還元主義に基づくものです。要素

以外は、何もわたしの判断のなかに

を比較すると、記事にする際のデー

還元主義とは、全体を部分に解体

含めないこと。

タの取扱いにかなり疑問が残る印象

し、複雑なものを単純なものの集積

第二は、わたしが検討する難問の

です。とはいえEvidence Based Policy

に還元して分析していくというもの

一つ一つを、できるだけ多くの、し

Makingの原則からすると、外部の第

で、近代サイエンスの発展をもたら

かも問題をよく解くために必要なだ

三者から「基準の作成や品質管理と

した方法的原理とされています。少

けの小部分に分割すること。

いった協会の施策は失敗だった」と言

し長くなりますがデカルトの『方法

われかねない大問題だと思います。

序説』からの引用を掲げます。

第三は、わたしの思考を順序にし
たがって導くこと。そこでは、もっ

また、監査に長く関わってきた経験か

「第一は、わたしが明証的に真で

とも単純でもっとも認識しやすいも

らは、監査の基準や手続きがどんどん

あると認めるのでなければ、どんな

のから始めて、少しづつ、階段を昇

監査のやり方の考え方
近畿会

副会長

安原

徹

るようにして、もっとも複雑なもの

識しうるすべてのことがらは、同じ

学の分野では相対性原理や量子論が

の認識にまで昇っていき、自然のま

やり方でつながり合っている、真で

生み出され、それまでのニュートン

までは互いに前後の順序がつかない

ないいかなるものも真として受け入

力学が根底から覆えされました（も

ものの間にさえも順序を想定して進

れることなく、一つのことから他の

ちろん光速とかナノと無縁の「普通

むこと。

ことを演繹するのに必要な順序をつ

の」世界では今でもニュートン力学

そして最後は、すべての場合に、

ねに守りさえすれば、どんなに遠く

が妥当します）。現実社会において

完全な枚挙と全体にわたる見直しを

離れたものにも結局は到達できる

も要素還元の原理がいたるところで

して、なにも見落とさなかったと確

し、どんなに隠れたものでも発見で

限界にぶつかり、破綻をきたしはじ

信すること。

きる、と。」（デカルト、『方法序

めているというのが現代の状況のわ

説』（岩波文庫）、28〜29頁）

けです。つまり、いまの世の中では

きわめて単純で容易な、推論の長
い連鎖は、幾何学者たちがつねづね

ニュートンに始まる近代科学はこ

できるだけ小部分に分かつことに

用いてどんなに難しい証明も達成す

のような原理の蓄積の上に築かれて

よって問題を解こうとしたデカルト

る。それはわたしに次のことを思い

社会の発展をもたらしてきたわけで

を乗り越える新たな原理が求められ

描く機会を与えてくれた。人間が認

す。しかし、20世紀に入って、物理

るのです。
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３．複雑系の経済学の立場からも次

り合いはモデル化することができま

集め、さらにそれらが組み合わされね

のように指摘がされます。

すが、３つの玉になるとごくわずか

ばならないスケッチであることを指示

「ミクロの物質世界からマクロの

の攪乱要因が大きな差異を生み出す

する「パリ」という言葉がつけてあっ

宇宙に至るまで、この世は複雑系で

のでほとんど分析不可能となるそう

ても、パリを見ていなければ、得たこ

ある。ここでは、相互関連性の中

です。つまり、複雑系の世界では古

ともない直観へたちもどって、パリが

で、無数の要素が相互に作用し合

典的な因果関係に基づく推論が成立

どのようなものであるかという印象を

い、絶えず新しい形態や構造を創造

しないと考えられるのです。

持つことは不可能である。この場合、
取り扱われているものが真実の部分で

していく。しかもこの相互連関の場
では、一つの要素の動きが他のあら

４．哲学の分野でデカルトの要素還

はなくて、全体の印象の単なる符牒に

ゆる要素の動きに影響を与え、その

元主義と対極にあるのが20世紀前半

すぎないからである（ベルクソン、

影響がまた元の要素に及ぼされ、そ

のフランスの哲学者アンリ・ベルク

『哲学的直観』（中公クラシック

の要素自身がまた変わっていく。」

ソンだと思われます。ベルクソンは

ス）、24頁）。」

（小林道憲、『複雑系の哲学』（麗

「ある」こと、すなわち、存在する

澤大学出版会）、94頁）。

ことを論じるときにしばしば音楽の

５．さて、監査の手法についてはど

「相互連関の世界では、全体と部

メロディーを例に出します。ベルク

うでしょうか。監査要点を細かく分

分の相互依存関係において、全体と

ソンによると、「ある」とは流れて

けて積み上げていくデカルト的手法

部分が相即し、全体と部分が相互に

いくメロディーのようなものだと描

を採っていることは明らかです。こ

他の中に含まれる。だから、ここで

かれます。われわれが見るものも聴

の手法が行き詰まっているのであれ

は、部分を理解しなければ全体が理

くものも実在するものはすべてメロ

ば、被監査会社が複雑な実在である

解できないが、同時に、全体を理解

ディーのようなものだと考えます。

ことを前提として、全体を観る直観

しなければその部分も理解できない

そしてメロディーを細かな部分に切

をより重視することも一つの方向性

という循環が成り立つ。かくて、全

り分けるとどうなるか。一つ一つの

ではないでしょうか。筆者がこの業

体が部分を限定し、部分が全体を限

音を取り出したとき、そこでは流れ

界に入った20数年前には、会社との

定することによって、世界は自己を

は失われ、メロディーの実在は消え

信頼関係を築き、財務諸表の全体と

形成していく。これこそ、今日盛ん

去ってしまうとしています。

しての適正性を示すことが監査の仕

に探究されている複雑系の世界の構

また、ベルクソンは画家がパリで

事だと教わりました。つまり、ベル

描いたばらばらのスケッチを心覚え

クソン的な直観がまず先にあるとい

この考え方では一つ一つの要素の

としてスケッチを全体に移し、並置

うものでした。このような考え方を

積み上げはほとんど意味をなさない

し、組み合わせることができるだろ

現在の監査に取り戻すことも大事な

ことになってしまいます。また相互

う、それは全体について得た直観の

視点ではないかと考えるこの頃で

関連の観点からよく言われること

助けがあるからだと言います。

す。監査の専門家のご意見をお知ら

造である。」（同126頁）

は、ビリヤードで２つの玉のぶつか

「どれほど精確なスケッチを無数に

せいただければ幸いです。
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包括外部監査の概要
平成11年（1999年）に始まった地

加えて条例で定めた６自治体となっ

スが最も多い状況が続いている。補

ており、総数127自治体であった。

助者についても公認会計士が71％と

方自治体における包括外部監査（地

平成30年の監査費用は、東京都の

最も多く、次いで弁護士の13％であ

方自治法252条27〜38項）、早や20

37,647千円から秋田県の6,480千円の

り、それ以外では、税理士、公認会

年を経過した。提出された監査報告

幅があり、報酬総額は16億８千万

計士試験合格者、公認情報システム

書は総数で3000件を超えた。監査

円、平均1,323万円となっている。

監査人、社会福祉士など多岐に亘っ

テーマは、税金等の収入管理に始

自治体の規模等で差異があるもの

ている。

まって不動産・施設管理、医療・保

の、相当の資金と人材を要して、数

健、上下水道、交通・道路・港湾、

十ページから数百ページに亘る監査

環境・ごみ・清掃、外郭団体、契

報告書が毎年提出されている。

監査報告書の利用を
監査報告内容は、監査人により出

担当する監査人（平成30年）は、

来不出来があり、優秀賞の類から改

公認会計士が79％、弁護士が16％、

善要望とされる出来の悪い報告もあ

対象自治体は、平成30年では47都

税理士が5％で学者その他はなかっ

る。その違いがあったとしても、地

道府県、20の政令市、54の中核市に

た。公認会計士が担当しているケー

方自治体を巡る諸問題の掘り起こし

約・入札、人件費、社会福祉など幅
広い。

地方自治体における包括外部監査報告を
もっと利用しよう
公認会計士

松山

治幸

とその改善策等が数多く報告されて

そうするこ

もっと知ることで担当する監査の向上

いる。正に自治体改革に向けた材料

とで議員と

にも資することができよう。担当して

の宝庫である。諸課題・諸問題だけ

しての資質

いない公認会計士も自治体行政の有り

でなく、それぞれの事業内容につい

の更なる向

様と監査手法を学ぶことができる。特

ても理解することができる。

上と議会活

に財務情報監査ではなく３E監査（経

市民は自分が居住する自治体の報

動に活用で

済性、効率性、有効性）の視点がどの

告書だけでなく関心ある事業につい

きる情報を

ように監査に発揮されているかを知る

て他の自治体の様子も知ることがで

目の当たり

ことができる。

きる。しかし、せめて自分が住んで

にすることができよう。

まとめとしてのイエローブック

いる自治体の報告書だけでも眼を通
して欲しい。

公認会計士も利用を

全国市民オンブズマン連絡会議に

地方議会議員は、ぜひとも自らの

公認会計士が担当しているケースが

設けられた包括外部監査評価班は、

自治体の報告書に加えて他の自治体

最も多い。担当公認会計士（補助者も

監査報告書の出来等の評価（優秀

の報告書にも精力的に読んで欲しい。

含む）は他の自治体の報告書の状況を

賞、活用賞、並、改善要望の評価を
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行い、優秀賞のうち特に優れたもの

無駄になる。

会計士協会の推薦による選考も多い

をオンブズマン大賞と評価）を基本

イエロー

が、選考基準と選考の透明性の確保

としながら、監査結果に対する自治

ブックは評

が求められよう。

体におけるその措置状況の良否（措

価班約20名

監査報告書の出来が今一つよろし

置の速さ、措置対象数の比率、説明

の汗の結晶

くないということで「改善要望」と

の丁寧さなど評価を踏まえＡ〜Ｄの

でもある。

評価されるものが毎年散見されてい

総合評価をしている）も判定してい

る。内容がしっかりとした監査報告

る。そのような内容について包括外

書が求められるのは言うまでもない。

部監査の状況を全国的にまとめ「包

包括外部監査の課題に触れる

括外部監査の通信簿」（イエロー

監査人は公認会計士が多いことを

ブックという）として毎年出版され

既に述べたが、公認会計士の知見だ

2020年９月20日〜21日に全国市民

ている。それぞれの監査報告書と共

けで限界があろう行政分野もある。

オンブズマン大会が第27回目として

に、このイエローブックを議員、市

その場合には公認会計士以外のその

開催される。もともと米子市での開

民、自治体職員、自治体研究者、包

道の専門家を補助者に加えることが

催であったが、コロナ問題のために

括外部監査担当者に加えて広く公認

求められる。

オンライン大会とされた。この大会

全国市民オンブズマン大会・2020

会計士にも利用願いたいと感じてい

監査テーマとして議会活動はその

において例年、包括外部監査の表彰

るところである。イエローブックに

対象にほとんどなっていない。首長

と説明が行われる。誰もが自由に参

は全国の監査報告書がDVD−ROM

と議会が二元代表制とされている自

加できます。詳しくは全国市民オン

として収録されており便利である。

治体であり、議会活動も監査対象と

ブズマン連絡会議のホームページを

毎年の監査報告書が一部の人たちだ

して取り上げてもらいたい。

ご覧ください。

けの目に留まることではこの資源が

2020年度

監査人の選考方法として地元公認

【HP】https://www.ombudsman.jp/

近畿会および各部・委員会行事予定（2020年9月14日〜2020年10月13日）

9.14 （月）
国際委員会 第１回IFRSセミナー

研修室／MicrosoftTeam
13:30〜16:30

9.28（月）
非営利会計委員会 NPO法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

9.29（火）
中堅・若手会計士委員会 キャリアデザイン・ワークショップ

研修室18:30〜20:00

9.15 （火）
広報部会

会議室18:30〜20:30

9.17 （木）
正副会長会

10. 2（金）
正副会長会

会長室16:00〜18:00

会議室16:00〜18:00

定例役員会

研修室18:00〜20:00

9.24 （木）
経営委員会

研修室18:00〜20:00

10. 6（火）
近畿会改革推進特別委員会

会議室18:30〜20:30

非営利会計委員会 公益法人専門委員会

会議室18:30〜20:00

10.13（火）
正副会長会

会議室16:00〜18:00

※変更・追加・取り消しがありますので、詳細は、近畿会事務局までお問い合わせ下さい。
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皆様、こんにちは。コロナ禍の

いても「いやや」という回答でした

中、いかがお過ごしでしょうか。第

ので、個別記載は割愛させていただ

１回に引き続き今回の記事は竹中が

きます）

において、我々の生活が大きく変化

⇒休日数の計算ができるようです。
合理的。そしてどうやら図工は苦

担当させて頂きます。
このような「withコロナ」の環境

た工作発表がなくなった。

手なようです。
Q ． コロナのせいで嫌だったこと
は？

Q．学校生活に何か変化はあった？

したのはもちろん、子供たちの生活

A．旅行に行けなかったこと、マス

についても一変することになりまし

クが面倒、学校の勉強が進まな

た。そこでふと、「大人でさえこれ

くて嫌だった

A．とくに変わらん。マスクしてる
くらい。
⇒やっぱりマスクは嫌なようです。

ほどストレスを感じているのに、子

⇒当初旅行に行く予定をしていたた

供たちはどう考えているのだろ

め、それが潰れたのがショックの

う？」と疑問を覚えましたので、今

ようでした。勉強が進まなくて嫌

回は「コロナ禍の子供たち」と銘打

なんて、なんてできた子でしょう

Q．友達との過ごし方は？

ちまして、サンプルである小２の息

ね（笑）

A．遊べる時間が減った。もっと遊

私も熱中症対策という名目で外で
もちょいちょい外しています。

びに行きたかったのにママに止

子にコロナに関していくつかインタ
ビューを行ってみました（サンプル

Q．逆に良かったことはある？

数が少なく申し訳ありません）。それ

A．コロナの間休めてよかった。夏

ではさっそく回答を見てみましょう。

休みが少なくなった分より休み

（補足：幼稚園年中の娘には何を聞

が増えた方が多かった。嫌だっ

められた。
⇒こういうときのママは悪者扱いで
かわいそう。

ダイバーシティ推進委員会企画記事

「子育てパパ会計士の日常」第４回 コロナ禍の子供たち
ダイバーシティ推進委員会

Q．休んでいる間の過ごし方は？
A．基本的に暇やった。学校の宿題

る塾で一時期Zoomによる授業を
実施していました）

副委員長

陽介

皆さま、いかがでしたでしょう
か。私が想定していたよりもマイナ

がめちゃくちゃ多かったし、

A．めちゃくちゃ嫌だった。普段は

スのコメントは少なく、むしろコロ

習っていない漢字が出た。あと

楽しくていつの間にか時間が過

ナを吹き飛ばす元気さで一安心しま

はYouTube見てた。

ぎるのに、家だと時計が気に

した。この記事をきっかけに、皆さ

なって長く感じた。みんなとも

まの家庭

しゃべりにくい。

でもぜひ

⇒安倍総理による臨時休校要請が出
た当初、各家庭はもちろん学校側
も非常に混乱している様子が伺え

⇒当時このコメントを聞いたときは

一度子供

ました。あと、この当時にめでた

夫婦で急いで時計を隠しました。

たちの声

く（？）YouTubeを覚えました。

塾はいわゆる進学

に耳を傾

塾等とは毛色の違

けていた

Q．塾のオンライン授業はどうだった？

うところなのです

だけまし

（注：小学校は公立ですので、種々

が、楽しく通っ

たら幸い

の理由でオンライン授業は取り入

てくれていて何

です。

れられませんでしたが、通ってい

よりです。
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インタビュー回答中の息子（小２）

定例役員会報告

第55事業年度 第４回

日 時：2020年７月30日（木）18時〜19時42分
所：近畿会研修室 ／ 出席者：40名、内オンライン参加16名（役員数43名）

場

審

議

事

項

第１号議案 協会本部 委員会等委員の推薦について
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、協会本部の委員会等委員について、下記のとおり推薦したいとの提案があり、審議の結
果、原案どおり承認された。
記
（１）女性会計士活躍推進協議会
宮口

亜希（ダイバーシティ推進委員会副委員長、女性会計士専門委員会委員長）

※ 現任の原

繭子委員の任期満了に伴う交代

（２）広報委員会
桂

委員

委員

真理子（広報部副部長）

※ 現任の宮口

亜希委員の退任に伴う交代

第２号議案 組織内会計士委員会副委員長の委嘱について
（提 案 者）組織内会計士委員会委員長

原田

貴志

（提案内容）提案者より、当委員会の下記委員について、従前より委員会の中心的メンバーとして活躍していただ
いている。このたび準会員から会員に資格変更されたので、更なる活躍を期待するとともに委員会活動をリー
ドしていただきたく、副委員長に委嘱したいとの提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。
記
芝野

祐二

第３号議案 今後の定例役員会の運用について（オンライン会議システム等での参加について）
（提 案 者）総務部長

小松野

悟

（提案内容）提案者より、前回の定例役員会でご協議いただいた今後の定例役員会について、従来通り集合出席に
よる開催とするが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の観点からオンライン会議システム等での参加と
その議決権を認めることとし、その運用は次回2020年８月25日開催の定例役員会から2021年近畿会定期総会開
催までの定例役員会としたいとの提案があり、審議の結果、原案どおり承認された。

報

告

事

項

第１号議案 会長報告
（報 告 者）会長

北山

久恵

（報告内容）報告者より、以下の報告があった。
新型コロナウイルス感染拡大の社会に与える影響は極めて大きく、リーマンショックを超える「世界恐慌以
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来の試練」とも言われている。日本では緊急事態宣言解除後、イベント開催制限が緩和され人の移動が戻って
きたが、検査件数の増加に伴って新規感染者数は増えてきている。感染拡大の収束見通しが立たない状況下
で、国内・海外ともに今後の成長見通しの下方修正が続く可能性が高く、企業業績に与える影響は大きい。こ
のような状況で監査上の主要な検討事項（KAM）が導入されることになり、経営者・監査役と監査人とのコ
ミュニケーションがますます重要となってきている。将来予測が難しい中、特に見積り項目については慎重な
監査が求められる。KAMの早期適用段階から会社法の監査報告書に記載を踏み切った事例もあり、近畿会で
も早期適用事例の調査研究を進め、調査結果をなるべく早く報告したいと思っている。
７月から近畿会の各部・委員会も活動をスタートしている。Web会議やオンライン研修も含め、ウィズ・コ
ロナ、アフター・コロナ時代における新たな生活・仕事様式へ対応するための施策を織り込み、会務の効率的
な運営を図っていく。
近畿会の定期総会は、８月26日に開催を延期し、場所も近畿会研修室とし、コロナウイルス感染対策として
なるべく来会をお控えいただき、Web中継を行う予定である。事前に書面による議決権行使を推奨申し上げ
る。ご理解・ご協力いただきたい。
なお、９月11日開催予定だった全国研究大会（札幌大会）は中止となり、オンライン研究大会に変更となっ
ている。また、日本監査研究学会の研究大会、CPE制度の概要説明、スキルアップセミナー、IFRSセミナー
及び各士業女性合同研修会もオンラインで実施するのでご参加いただきたい。

第２号議案 理事会報告
（報 告 者）理事

洪

誠悟

（報告内容）７月15日開催の常務理事会及び７月16日開催の理事会について報告があった。
【常務理事会：審議事項】
１．経営研究調査会からの意見具申『経営研究調査会研究資料「上場会社等における会計不正の動向（2020
年版）」』に関する件
２．会計制度委員会からの意見具申「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する件
３．非営利法人委員会からの答申『非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提につい
て」の改正』に関する件
４．継続的専門研修制度協議会からの意見具申「第41回研究大会（オンライン研究大会）の開催概要」に関
する件
【会長報告】
１．金融庁「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」
２．ポストコロナに向けて
３．IFRS財団トラスティー会議報告とIFRS財団AOオフィス半期活動報告
４．相談役・会務運営諮問会議の開催
【理事会：審議事項】
１．第54事業年度事業及び会務に関する報告に関する件
２．第55事業年度事業計画案に関する件
３．第54事業年度財務諸表等（第１次案）に関する件
４．第55事業年度「正味財産増減に係る予算書」及び「資金調達、設備投資及び特定資産に係る予算書」
（第２次案）に関する件
５．財務管理担当常務理事からの意見具申「会費免除等に関する細則の見直しについての要綱案」に関する件
６．後進育成担当常務理事からの意見具申に関する件
（１）実務補習規程の一部変更要綱案について
（２）修了考査実施細則の一部変更要綱案について
７．第54回定期総会提出議案に関する件
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【理事会：報告事項】
１．IFAC−理事会ウェブ会議報告に関する件
２．IFAC−国際会計士倫理基準審議会（IESBA）会議報告に関する件
３．公認会計士に係るブランディング実施に関する件
４．「会計基礎教育の推進に関する基本方針」の改定に関する件
５．プロジェクトチーム「IPO監査推進協議会」の設置に関する件

第３号議案 会報部報告
（報 告 者）会報部長

山添

清昭

（報告内容）近畿Ｃ.Ｐ.Ａ.ニュースへの原稿募集について、報告があった。

第４号議案 研究・CPE研修部報告
１．（報 告 者）担当副会長

洪

誠悟

（報告内容）CPE協議会の実施結果について、報告があった。
２．（報 告 者）研究・CPE研修部長

山本

憲吾

（報告内容）以下の報告があった。
（１）CPE研修計画について
（２）スキルアップセミナーの実施について
①（日

時）2020年９月１日（火）、９月14日（月）
※前・後編、両日とも18：30〜20：30

（テーマ）「テクノベート時代に起きる企業戦略の変化〜顧客ビジネスの未来を共創する〜」
（場
②（日

所）リモート研修
時）2020年９月９日（水）18：00〜21：00

（テーマ）「創造力強化研修〜クリエイティブシンキングのためのマインドとスキル〜」
（場

所）リモート研修

第５号議案 会員業務推進部報告
（報 告 者）会員業務推進部長

矢本

浩教

（報告内容）会員への業務推薦状況について報告があった。
◇大阪府都市公園指定管理者選定委員会委員候補者の推薦
◇大阪府立あゆみ寮等指定管理者選定委員会委員候補者の推薦
他８件

18663

SEPTEMBER 2020

15

ハイキング部報告

厚生部

REPORT

01

紫陽花の寺「三室戸寺」と萬福寺の「普茶料理」ハイキング
（参加者：会員10名、非会員９名）
種田

コロナで外出自粛明けのハイキン
グは、紫陽花の鑑賞と精進料理「普

された紫陽花も妖艶な雰囲気だそう
です。

茶料理」を楽しむという企画で、宇

三室戸寺で圧巻な紫陽花をゆっく

治周辺の紫陽花の寺「三室戸寺」と

り観賞した後、次は萬福寺に向かい

萬福寺の「普茶料理」を巡るコース

拝観。

を散策してきました。

ゆみこ

皆普茶料理を堪能しました。
14:00に萬福寺発

JR及び京阪

黄檗駅（隣接）まで約10分、黄檗
駅にて解散。
今回は歩く距離約７kmゆえ、

黄檗山萬福寺は、1661年に中国

（物足りない方はさらに有志で歩き

当日は有名な美しい紫陽花を見た

明朝時代の臨済宗を代表する僧「隠

ましたが、）体力がない人には丁度

さに、マスクをつけた総勢19名が、

元隆琦（いんげんりゅうき）禅師」

よい運動量でした。

９:30京阪宇治駅に集合、まずは

によって開創された寺です。

ゆっくり三室戸寺に参拝。

適度な運動、満開の花、美味しい

ハイキング部の活動としては、宇

料理に満足度は高く、参加者から

京の南、宇治市にある明星山 三室

治周辺散策と拝観だけですが、お昼

は、今後も「健康と食事」をセット

戸寺は、西国観音霊場十番の札所の

は、グルメ有志にて黄檗宗大本山萬福

したような企画の要望があり、会員

お寺です。５千坪の大庭園は枯山

寺の有名な普茶料理を体験。当面の

の皆さん、コロナの動向に注意しつ

水・池泉・広庭からなり、初夏の紫

間、皿盛り料理の提供は中止で、お弁

つ、今後の企画にご期待下さい！

陽花以外に、春はつつじ、蓮、秋は

当形式での提供となる為、今回は特別

紅葉と四季を通じて様々なお花を楽

メニュー おひとり様 5,670円（拝観

しめ、別名「花の寺」と言われ、

料+消費税込、特典

2006年初夏のJR東海「そうだ

京

付き）【写経用紙・

都、行こう。」のポスターにもなっ

祈祷済マスク１枚・

たお寺です。

朱印(布袋尊)・お線香

三室戸寺のＨＰによると、６月か

１本】。マスクと入

らは２万株のあじさいが杉木立の間

口でのアルコール消

に咲く様は紫絵巻のようで素晴らし

毒、三密を避けテー

い景観で、 西洋アジサイ、額あじさ

ブルには2人ずつ、隣

い、柏葉アジサイ、幻の紫陽花・七

との距離もばっち

段花等50種が咲き乱れ、『あじさい

り。大半が初体験

寺』とも称され、あじさいの名所と

で、夫婦参加も３組

して有名。ちなみに、ライトアップ

あり、期待ワクワク、
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ゴルフ部開催報告
山田

近畿CPAゴルフ会第304回例会

を採用するように

は、令和２年８月４日（火）に茨木

なった効果が発揮

高原カンツリー倶楽部にて開催され

されたラウンドで

ました。当日の天候は晴れ、下界は

した。初参加の会

猛暑の中ですが、ゴルフ場はまさに

員も順調な成績で

高原にあるために鹿もいて北海道で

した。

拓幸

のゴルフのような一日でした。参加

ラウンド終了後

者は総勢20名でしたが、直前には

の反省会では、長

キャンセル待ちが出るほどでした。

年、本会の会長を

また、初参加者が女性を含め２名と

務めていただいた

好ましい参加状況でした。盛夏でセ

辰巳忠治会員の退会をご報告させて

なお、本報告準備中に本会の会員

ルフプレイにもかかわらず予約組数

いただき、今後は名誉会員とするこ

である岩堀雅彦会員の訃報が入りま

が満杯となる状況が続いて、活況を

とを取り決めました。

した。岩堀会員には、毎年、宝塚ゴ

次回（第305回例会）は、さわや

ルフ倶楽部で春の例会を開催する折

足立光三会員が倶楽部メンバーと

かな秋の10月6日（火）に京田辺市

にエントリーのお世話をしていただ

いうこともあり、予約の手配をお願

の田辺カントリー倶楽部を予定して

いておりました。改めてこれまでの

いしました。紙面をお借りして足立

います。

感謝を申し上げますとともに、ご冥

呈しています。

会員にお礼申し上げます。

当会では例会については、過去の

福をお祈りいたします。

優勝は西谷俊治会員で、グロス

参加時の実績から算出した実績ハン

87、ハンディ24、ネット63の好成

ディを採用しており、皆様に優勝の

績でした。西谷会員は剛打を誇るプ

チャンスが巡るようになっていま

順 位

氏 名

レイヤーですが、世話人疲れにより

す。どうぞ奮ってご参加ください。

優 勝

西谷 俊治

87

24

63

しばらく優勝からは遠ざかれていま

初参加も大歓迎です。会計士だけの

準優勝

増田 明彦

99

31

68

した。実績ハンディへの改定により

懇親ゴルフ会なので、スコア的にゴ

3 位

藤原 祥孝

22

69

少し楽になられた感もありますが、

ルフ初心者の方も安心してご参加い

4 位

91

笠原

努

5 位

83

13

70

小黒 敬三

6 位

81

10

71

洒井

80

9

71

グロス87と立派な腕前の持ち主であ
るとともに、日ごろお世話をいただ
いている世話人の中から優勝者が出
たのは喜ばしい限りです。
スコア的には、上位６人までが
ネットアンダーを、９位までがパー
プレイと激しくスコアを競い合うす
さまじい結果でした。実績ハンディ

ただけます。

当日の上位６位までの成績は次の
とおりでした。
GROSS HDCP NET

清※

※BEST GROSS

【今後の開催予定】
令和２年 10 月 6 日（火） 田辺カントリー倶楽部
12 月 1 日（火） 鳴尾ゴルフ倶楽部（恒例のすき焼き忘年会付き）
令和３年 2 月下 旬（土） 城陽カントリー倶楽部（未確定）
4 月 6 日（火） 宝塚ゴルフ倶楽部
6 月 8 日（火） 茨木カンツリー倶楽部
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北山久恵会長活動報告

Topics

猛暑が続き、新型コロナウイルスもなかなか収束せず外出自粛ムードの中、例年と異なる夏季休暇を過ごされたのではないでしょう
か。私も毎年、夏は海外旅行に出かけていますが、今年は自宅で、あるインタビューの準備のため過去のアルバム等を見て人生を振り
返っていました（38年間勤務した監査法人を定年退職したタイミングでしたので、若かりし頃の思い出に耽り貴重な機会でした）。
７月になり協会活動も再開しましたが、コロナ感染者がまた増えてきているため、慎重に進めているところです。研修会も、十分な
コロナ感染防止対策をとりながら集合研修を開催し始めていますが、オンライン研修などの充実も図っていますので、是非、ご参加く
ださい。
本部に「IPO監査推進協議会」が設置され、IPO監査の担い手としての中小事務所リストを作成するとともに、監査前のステージの
会社に対して上場準備のコンサルティングをする公認会計士の登録簿の作成や「新規上場のための事前準備ガイドブック」の改訂を
行っています。ご関心のある方はご利用ください。
８月26日に近畿会の定期総会も終了しました。第55事業年度の事業計画・予算に基づき、ウィズコロナ、アフターコロナの「ニュー
ノーマル」の時代を、「変革の機会」と捉えて、新たな取り組みによりイノベーションを起こし、これからの公認会計士業界の未来を
切り拓いていく所存ですので、ご協力いただきますようお願いいたします。

日

付

曜日

時

間

9:30〜10:00
7月27日

7月30日

会務の内容

場

所

金融庁新任ご挨拶

日本公認会計士協会

10:00〜13:00

本部

日本公認会計士協会

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜19:30

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

月

木

経営会議

8 月 2 日

日

13:00〜17:00

日本監査研究学会西日本部会

桃山学院大学

8 月 4 日

火

13:30〜15:30

本部

総務打合せ会

日本公認会計士協会（Web)

10:00〜11:30
8 月 5 日

水

本部

経営会議

日本公認会計士協会(Web)

18:00〜20:00

地区会長会議

日本公認会計士協会近畿会

梅田サテライトキャンパス

8 月 6 日

木

17:00〜18:00

本部 会計士協会ブランディング・インタビュー

日本公認会計士協会（Web)

8 月 7 日

金

18:30〜20:00

近畿会改革推進特別委員会

日本公認会計士協会近畿会

8月16日

日

14:00〜16:30

関西SDGsユースミーティング

Web参加

8月19日

水

14:30〜16:30

本部

経営会議

日本公認会計士協会

10:00〜15:00
8月20日

木

本部

常務理事会

日本公認会計士協会（Web)

15:00〜17:30

本部

地域会会長会議

日本公認会計士協会

10:00〜17:00

本部

理事会

日本公認会計士協会（Web)

16:00〜18:00

正副会長会

日本公認会計士協会近畿会

18:00〜20:00

定例役員会

日本公認会計士協会近畿会

14:00〜17:00

第54回定期総会

日本公認会計士協会近畿会

18:30〜20:30

ダイバーシティ推進委員会研修会

日本公認会計士協会近畿会

8月21日

金

8月25日

火

8月26日

水

(作成月日:2020年８月26日)
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協同組合 INFORMATION
新刊書販売のご案内
公認会計士協同組合では、下記の新刊書を特別価格で販売いたしております。
書籍はぜひ当組合よりお求めくださいますようご案内いたします。

【ご注文・お問合わせ先】TEL

03-3515-8960

FAX

03-5226-3505

URL

http://cpacos.or.jp

八訂版 試験研究費の法人税務

業種別・収益認識基準の適用実務 改訂版

Q&A相続実務全書

新版 目的別 組織再編の最適スキーム

成松 洋一 著
大蔵財務協会 刊
定価4,000円＋税

日本橋アカウンティングサービ
ス、朝日ビジネスソリューショ
ン、朝日税理士法人 著
中央経済社 刊
定価4,000＋税

OAG税理士法人 チーム相続 編著
ぎょうせい 刊
定価6,500＋税

貝沼
彩、北山
清水 博崇、齊藤
清文社 刊
定価3,200＋税

（送料別）

組合員特価

本書では、試験研究費につい

組合員特価

定価より15％引き

〇相続＆相続税申告・納付の手続

（送料別）

て、その定義から具体的税務処

（送料別）

理の取扱いまでを、体系的かつ

表示・注記事項の定めを追加

〇法務・税務のポイントを、

のプロセスを、実際の相談形式

詳細に解説。具体的事例による

した改正収益認識基準と、対応

170を超えるQ&Aで徹底解説

【質疑応答】や重要な【裁決例】、

〇2020年４月施行の民法に対応

に乗せて、法務・会計・税務の

する改正財務諸表等規則等を完

【判決例】も随所に交えて、理

全フォロー。業種特有の論点や

論と実践の両側面から「試験研

先行するIFRS第15号の開示事

究費」をめぐる法人税務を網羅

例も盛り込み、丁寧に解説。

組合員特価

定価より15％引き

（送料別）

した1冊。

組合員特価

定価より15％引き

を完全フォロー！

する 最新情報 と編著者の豊
富な ノウハウ が満載！
〇相続税実務に精通する著者によ
るスムーズな手続きの進め方が
この１冊でわかります。

雅一
修一

著

定価より15％引き

目的に応じたスキーム構築へ

三方向から解説。
この１冊で組織再編全般が図
を通して把握でき、適切なス
キームの構築に役立てることが
できます。

印刷物販売のご案内
当組合では、「監査調書用紙」と「領収証付請求書」を販売しております。皆様の業務に役立つ用紙類です。「領収証付請求書」は
日付の欄に新元号「令和」が印字されたものと西暦用に空欄のものをご用意いたしました。
価格は、当組合のホームページ（http://cpacos.or.jp/）「印刷物の販売」をご覧ください。注文用紙もダウンロードできます。
※組合員以外の方もご利用いただけます。

希望者グループ保険加入のおすすめ
公認会計士協同組合では組合員の生活を保障するため、かねてから「団体定期保険希望者グループ保険制度」を実施しております。
概要は組合員やその配偶者、お子様の万一の時に保障額を提供する保障制度です。
令和元年12月１日現在70歳６か月以下の組合員が新規にご加入いただける制度で、最高保険金額は組合員2500万円、配偶者800
万円、お子様300万円です。
詳しいパンフレットをご希望の方は、当協同組合事務局（電話03-3515-8960）までご請求ください。（組合に未加入の方は、組
合にご加入いただくことが条件となります。）
【引受保険会社】日本生命保険相互会社、第一生命保険株式会社
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2020年度
実施月日

時

近畿会開催CPE研修会 2020年8月実績及び9月予定
間

分野

8 月 6 日 13:00〜14:30 倫理等

研修会テーマ

単位

関西地区三会共催研修会（研究・CPE研修部）

2

「CPE制度の概要」
夏季全国研修会

10:00〜11:40 会

2

等の概要及び適用に当たっての留意事項について」
計

組

織

環

境

15:00〜16:40

山本憲吾氏（近畿会研究・CPE研修部長）

会専門委員長）、川西昌博氏（本部収益認識対応
専門委員会専門委員長）

夏季全国研修会

2

「地方公会計に関する現状と課題について」
夏季全国研修会
「IRの実務

師

波多野伸治氏（本部収益認識課題検討専門委員

計 「改正企業会計基準第29号
「収益認識に関する会計基準」

8 月 1 8 日 13:00〜14:40 会

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

その現状と問題点〜海外IR、取会評価などに

2

おける機関投資家との対話〜」

伊藤正志氏（総務省自治財政局財務調査課長）
岩田宜子氏（ジェイ・ユーラス・アイアール株式
会社代表取締役）

夏季全国研修会
10:00〜11:40 監

査 「2019年度の品質管理レビューの結果と2020年度の品

松田玲子氏（本部品質管理委員会主席レビューアー）

2

質管理レビューの方針」
8月19日

髙瀬靖史氏（本部品質管理委員会副主席レビュー

夏季全国研修会
13:00〜14:40 監

査 「監査の品質管理の実務
（事例解説集による改善勧告事項

アー）、中野亮平氏（本部品質管理委員会主査レ

2

事例の説明）」
15:00〜16:40 監

査

ビューアー）

夏季全国研修会

林敬子氏（本部監査・規律審査会審査会長）、廣田

2
不正
事例

「監査提言集の解説」

壽俊氏（本部監査・規律調査会副審査会長）

夏季全国研修会
10:00〜11:40 税

務 「現在の税制上の課題と今後の展望〜税制の在り方に関

成澤信彦氏（公認会計士）

2

する提言と令和3年度税制改正意見・要望書の解説〜」
夏季全国研修会
13:00〜14:40
8月20日

コンサル

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価値
向上講座（1）
「ROEを超えて」−企業の持続的成長と中長

ティング

期的な企業価値向上

2

河原茂晴氏（河原アソシエイツ代表、公認会計士）

第1回「ROEを超えて」−ESGは企

業価値向上に資するのか」
夏季全国研修会
15:00〜16:40

コンサル

「会計士のためのフィナンシャルリテラシーと企業価値
向上講座（2）
「ROEを超えて」−企業の持続的成長と中長

ティング

期的な企業価値向上

2

第2回「ROEを超えて」−財務的視

柴田

豊氏（旭化成株式会社取締役副社長執行

役員・経営管理機能部門統括）

点からの企業価値とは」
10:00〜11:40

8月21日

コンサル 夏季全国研修会

2

ティング 「中小M&Aガイドラインの解説とこれからの事業承継支援」

13:00〜14:40 会

計

15:00〜16:40 倫理等

夏季全国研修会

2

「国の公会計の取組みについて（2020年版）」
夏季全国研修会
「最近の職業倫理の動向について」

継引継ぎガイドライン」改訂検討会座長）
財務省主計局法規課公会計室担当官
西田俊之氏（本部倫理担当常務理事）

2

14:00〜16:30 倫理等 第54回近畿会定期総会
8月26日

山本昌弘氏（明治大学教授、中小企業庁「事業承

3

ダイバーシティ推進委員会研修会

張 琴氏（社会教育研究所所長、一般社団法人ア

18:30〜20:30 スキル 「一人ひとりがイキイキと活躍するために〜アンコン

2

シャスバイアスを知る、気づく、対処する〜」

ンコンシャスバイアス研究所認定トレーナー兼
パートナー講師）

本部税務業務部会共催DVD研修会
13:00〜14:40 税

務

「「地積規模の大きな宅地の評価」判定の実務〜運用2年を
経て見えてきた落とし穴とその対処法〜（前半）」

2

（2020年1月28日本部税務業務部会研修会（第73回））

8月28日

本部税務業務部会共催DVD研修会
15:00〜16:40 税

務

「「地積規模の大きな宅地の評価」判定の実務〜運用2年を
経て見えてきた落とし穴とその対処法〜（後半）」

2

（2020年1月28日本部税務業務部会研修会（第73回））
18:30〜21:00 監

査

組織内会計士委員会研修会
「会計不正と実務対応（100社事例分析）」

疑対応:坂井俊介氏（公認会計士）、西村強氏（公
認会計士）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）

9 月 1 日
18:30〜20:30 スキル

「テクノベート時代に起きる企業戦略の変化〜顧客ビジ
ネスの未来を共創する〜（前半）」
（リモート研修:Zoom）

20
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3
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2

渡辺祐介氏（グロービス講師）

実施月日

時

間

分野

単位

研修会テーマ

講

監査の品質
職業
税務 及び不正リ その他
倫理
スク対応

師

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:00〜21:00 スキル
9 月 9 日

「創造力強化研修〜クリエイティブシンキングのための
マインドとスキル〜」

3

上垣重浩氏（株式会社インソース講師）

（リモート研修:Zoom）
18:30〜21:00

コンサル
ティング

9 月 1 0 日 18:30〜21:00 会

計

組織内会計士委員会研修会
「コロナショックから学ぶ経理部門におけるテレワーク

3

の現状と課題」
組織内会計士委員会研修会

3

「収益認識に関する会計基準について」
関西地区三会共催研修会（国際委員会）

13:30〜16:30 会

計 「IFRSセミナー
（第1回）〜IFRS学び直し講座

IFRS第3

3

号「企業結合」、IFRS第2号「株式に基づく報酬」〜」
9月14日

中田清穂氏（公認会計士、有限会社ナレッジネッ
トワーク代表取締役）
中田清穂氏（公認会計士、有限会社ナレッジネッ
トワーク代表取締役）
高井大基氏（EY新日本有限責任監査法人）
柏岡佳樹氏（EY新日本有限責任監査法人）

スキルアップセミナー（研究・CPE研修部）
18:30〜20:30 スキル

「テクノベート時代に起きる企業戦略の変化〜顧客ビジ
ネスの未来を共創する〜（後半）」

2

渡辺祐介氏（グロービス講師）

3

平田進也氏（株式会社日本旅行）

（リモート研修:Zoom）
各士業女性合同研修会（ダイバーシティ推進委員会
9 月 1 9 日 13:00〜15:30 スキル

女

性会計士専門委員会）
「コロナ時代の顧客の心のつかみ方」
（リモート研修:Zoom）
中堅・若手会計士委員会研修会

9 月 2 9 日 18:30〜20:00 スキル 「キャリアデザイン・ワークショップ2020
（第1回）
「市議

会議員」」

2

萩原佳氏（茨木市議会議員、公認会計士、税理士、
H＆H合同会計事務所代表）

研修会開催（参加）にあたっての留意事項
【近畿会研修室で受講される場合】
①発熱・咳・倦怠感・息苦しさがある場合、来会はご遠慮ください。
②来会、受講時にはマスクの着用をお願いいたします。
③研修室入室時に入口にて赤外線式体温計で検温をおこないます。
④研修室入室時にはアルコール消毒液での消毒をお願いいたします。
⑤三密を回避するため、室内の換気や座席間隔等の調整をいたしますので、ご協力をお願いいたします。
⑥三密を回避するため、近畿会研修室の定員を1/3といたしますので、近畿会研修室での研修会受講をご希望の場合は、
必ず受講申込みの上ご参加ください。お申込がない場合、受講をお断りする場合があります。
【リモートで受講される場合】
①リモート参加には近畿会からの招待メールが必要ですので、必ず受講申込みをお願いいたします。
②リモート参加の場合も近畿会で受講確認を行いますので、CPE単位を自己申告していただく必要はありません。
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本部からのお知らせ（JICPAニュースレターからの転載）

会員情報の変更手続についてご案内
会員及び準会員の皆様は、登録事項及び届出事項に変更

ご自身の登録事項及び届出事項は、本会ウェブサイトの

を生じたときは、変更登録申請書の提出や変更届出を行っ

会員マイページにログイン後、「会員情報の確認・変更」

ていただく必要があります（変更手続は無料です）。

画面から閲覧することができます。

登録事項及び届出事項に変更を生じたときは、遅滞な

登録事項等に変更を生じているにもかかわらず、変更手続

く、様式「変更登録申請書」及び「会員変更届出書」を使

を行わないときは、会則第31条に該当するものとし、会報等

用し、必要な変更手続をお願いいたします。

をもって公示する対象にもなりますのでご注意ください。
（常務理事

茂木哲也）

１．公認会計士、会計士補、外国公認会計士又は特定写真は、登録を受けた事項に変更を生じたとき（下枠は例示です。）は、直ちに本会に対
し変更登録申請書を提出してください（公認会計士法第20条・第34条の10の13、会則第30条、変更手続は無料です。）。
①婚姻等によって、「姓」が変わったとき
②転出によって、自宅「住所」が変更となったとき
③監査法人を退職して、自ら事務所を設立又は会社等に就職し、「主たる事務所」又は「勤務する事務所」の名称及び所在地を新たに
登録するとき
④転勤によって「主として執務する事務所」や「勤務する事務所」が変更となったとき
⑤所属する監査法人等の名称変更や移転によって所在地が変更となったとき
⑥監査法人の社員に就任又は加入したときや、社員を退任又は脱退したとき
⑦土地区画整理事業や住居表示変更などによって、本籍や住所が変更となったとき
２．会員及び準会員は、届出事項（＝会員登録名簿記載事項）に変更があったとき（下枠は例示です。）は、遅滞なく本会に変更届出をしてく
ださい（会則第24条、変更手続は無料です。）。
①登録・入会後に、大学を卒業又は大学院を修了したとき
②登録・入会後に、税理士、弁護士などの公認会計士の業務に関係する国家資格を登録したとき
③監査法人等を退職し、会社等に就職したとき
④会社等の役員へ就任したとき
⑤住所及び事務所の電話番号を変更したとき
⑥電子メールアドレスを変更したとき
⑦海外に転勤になるとき
⑧協会からの機関誌その他書類等の送達先を変更するとき
３．海外への転勤、留学等の予定のある方
事前に、変更登録又は協会送付物の手続について、会員登録グループまでご相談ください。

【会員マイページログインへ】

４．「変更登録申請書」及び「変更届出書」の提出・手続
変更登録申請書の提出や変更届出の手続は、（１）（２）のいずれかの方法でお願いします。
（１）協会ウェブサイトhttps://jicpa.or.jp/から会員マイページにログインして行ってください
（スマートフォン等の場合、右のQRコードをご利用ください。）。
ログイン後、画面左上にて、 会員情報の確認・変更 をクリックしますと、「会員情報の確認・変更手続の流れ」画面が表示さ
れます。
ご自身の現在登録されている事項を確認しながら、変更登録申請書（特定社員の方は、特定社員登録規則第５条第１項に定める様
式になります。）の作成又は変更届出の手続が行えますので、是非ともご活用ください。
（２）会員マイページＩＤ・パスワードを失念して上記（１）のログインが困難な方
協会ウェブサイトhttps://jicpa.or.jp/の【専門情報】→【各種様式ダウンロード】→【会員登録関係】画面から、各種様式がPDF
形式、Word形式でダウンロードできますので、ご活用ください。
JICPAニュースレター2019年10月号に「変更登録申請書」及び「変更届出書」の様式を掲載しておりますのでこちらもご利用ください。
※変更後の登録・届出事項は、所属地域会へデータ連動いたします。（変更手続は無料です。）
５．変更登録申請が行われていない場合（例えば、現住所がまだ登録されていないなど）のご留意点
（１）協会からの書類送達や連絡が困難となり、お手元に必要な情報が届かないなどの支障が生じます。
（２）登録証明書及びＩＤ・パスワード通知書の発行、研修の免除・軽減及び会費免除等の申請をされても手続が直ちに行えないことがあ
ります。
◆協会における個人情報保護方針及び利用目的等については右QRコードをご覧ください。
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CPE協議会からの重要なお知らせ
継続的専門研修制度協議会

2018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
2018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の研修免除申請が承認された会員は、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。
報告の方法は単位申告の方法（電子申告またはFAX申告）により異なりますので、いずれかの方法により、ご報告い
ただけますようお願いいたします。

●継続的専門研修制度に関する細則（抄）（2018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。

【電子申告会員の報告方法】
当該事業年度４月16日以降、初めてCPEオンラインにログインされた時に表示される画面から報告してください。
上記報告後の修正登録は、CPEオンライン（http://cpe.jicpa.or.jp/）にアクセスいただき、ログイン後表示される
画面の「法定監査従事の変更」から報告してください。（翌事業年度の４月15日まで修正登録が可能です）
※電子申告会員の方は、次ページの「法定監査従事状況報告書」での報告はできません。

【問合せ先】研修グループ

Tel：03-3515-1126 ／ E-mail : kenshuu@sec.jicpa.or.jp
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会員異動
会 員 数
会 員

準 会 員

公 認
会計士

監査
法人

計

3,602

35

3,637

一 号 二 号 四 号
準会員 準会員 準会員
12

30

879

計

合計

921

4,558

（2020年７月31日現在）

（注）１．一号準会員は、公認会計士及び外国公認会計士
となる資格を有する者
２．二号準会員は、会計士補
３．四号準会員は、公認会計士試験に合格した者
（一号準会員に該当する者を除く）

資格変更（準会員から会員へ）
網代 貴一
井上 淳
岡本 大地
小野坂 幸一
片山 大暉
川合 峻
城戸 和弥

城戸 俊明
汲田 健一
坂本 孝仁
髙島 宏紀
中野 貴章
仁科 真乃介
長谷川 佑太

大川

員）

林

麻里亜（四号準会員）

和良 （会

員）

山村

慎太郎（四号準会員）

西岡

宏樹 （会

員）

熊捕

継太 （四号準会員）

山本

裕矢 （会

員）

小西

椋磨 （四号準会員）

城戸

和弥 （四号準会員）

中居

紅美 （四号準会員）

仁科

真乃介（四号準会員）

八太

陸朗 （四号準会員）

【事務所・自宅】
西栗

聡史 （会

員）

樋渡

健太 （会

西村

穣

員）

坂本

竜馬 （四号準会員）

（会

転入者

隼輔
秀幸
槙太郎
千裕
由美
優
詩帆

７月20日付

俊介 （四号準会員）

会員名簿記載事項の変更

章弘 （会

山邉

７月７日〜29日

【事務所】
足立

將

（会

員）

公原

博之 （会

員）

有村

真

（会

員）

﨑山

謙治 （会

員）

江﨑

真護 （会

員）

高木

秀明 （会

員）

小路

貴志 （会

員）

是人 （会

員）

炭廣

慶行 （会

員）

寺井

清明 （会

員）

天場

博之 （会

員）

蓮池

章弘 （会

員）

中

義則 （会

員）

福井

さわ子（会

員）

中村

美樹 （会

員）

堀部

章

（会

員）

西

芳範 （会

員）

水越

穏郎 （会

員）

村田

賢二 （会

員）

宮

直史 （会

員）

横山

誠二 （会

員）

村上

育史 （会

員）

伊藤

宏範 （会

員）

井上

淳

岡野

芳郎 （会

員）

杉本

智則 （四号準会員）

兼吉

充寛 （会

員）

村上

惇

川口

義信 （会

員）

７月７日〜29日

後藤

英之 （会

員） 四 国 会 よ り

中島

久木 （会

員） 京 滋 会 よ り

石井

隆之 （会

員） 兵 庫 会 よ り

井原

由勝 （会

員） 兵 庫 会 よ り

有働

涼

（会

員） 京 滋 会 よ り

金海

景彬 （会

員） 東 京 会 よ り

瀬尾

泰洋 （会

員） 中 国 会 よ り

立花

佑吏弘（会

員） 東 京 会 よ り

中山

聡

（会

員） 京 滋 会 よ り

西山

淳

（会

員） 東 京 会 よ り

橋本

竜也 （会

員） 東 京 会 よ り

藤澤

敏充 （会

員） 東 京 会 よ り

穂積

康平 （会

員） 東 京 会 よ り

牧野

大

（会

員） 東 京 会 よ り

松尾

雅芳 （会

員） 兵 庫 会 よ り

溝

静太 （会

員） 京 滋 会 よ り

矢倉

幸裕 （会

員） 兵 庫 会 よ り

山田

岳

（会

員） 兵 庫 会 よ り

吉川

一志 （会

員） 兵 庫 会 よ り

森

由美 （四号準会員） 京 滋 会 よ り

金海

由季絵（四号準会員） 埼 玉 会 よ り

俣野

秀侑 （四号準会員） 兵 庫 会 よ り

渡邉

啓史 （四号準会員） 東 海 会 よ り

（四号準会員）
（四号準会員）

【自宅】

転出者

７月７日〜29日

飯盛

健

（会

員） 兵

庫

会

へ

糸川

昌佑 （会

員） 東

京

会

へ

加茂

大輔 （会

員） 兵

庫

会

へ

秋山

哲也 （会

員）

笹原

由香里（会

員）

河野

匡伸 （会

員） 兵

庫

会

へ

大畠

祥美 （会

員）

竹治

直也 （会

員）

材井

貴士 （会

員） 兵

庫

会

へ

菊池

太志 （会

員）

中井

宏美 （会

員）

難波

隆幸 （会

員） 中

国

会

へ
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員）

７月20日付
久田
廣田
藤原
村山
森
山田
渡部

入会者

蓮池

秤谷

祐次 （会

員） 兵

庫

会

へ

松尾

三四郎（会

員） 東

京

会

へ

横田

真也 （会

員） 兵

庫

会

へ

岡本

航太 （会

員） 四

国

会

へ

金子

和

（会

員） 京

滋

会

へ

四方

秀典 （会

員） 兵

庫

会

へ

橋詰

昌実 （会

員） 東

海

会

へ

橋本

淳司 （会

員） 東

京

会

へ

廣兼

亮

（会

員） 東

京

会

へ

廣瀬

通考 （会

員） 東

京

会

へ

福田

敏信 （会

員） 京

滋

会

へ

矢倉

誠

（会

員） 京

滋

会

へ

矢野

武夫 （会

員） 兵

庫

会

へ

中山

瞳

（四号準会員） 東

京

会

へ

住田

光浩 （四号準会員） 中

国

会

へ

田中

亜希子（四号準会員） 兵

庫

会

へ

伊勢

友保 （四号準会員） 四

国

会

へ

角谷

建瑠 （四号準会員） 東

京

会

へ

監査法人の変更
近畿第一監査法人
アーク有限責任監査法人

大阪事務所

上本町監査法人

６月30日付

合併

７月１日付

新設

７月９日付

新設

監査法人移転
令和２年６月25日付

KDA監査法人

大阪事務所

【旧住所】〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町３丁目２番10号
日宝南本町ビル２階
TEL 06-6243-2377
FAX 06-6243-2378
【新住所】〒541-0056
大阪府大阪市中央区久太郎町３丁目３番８号
TEL 06-6243-2377
FAX 06-6243-2378

退会者
大畠

祥美 （会

員） ７ 月 2 0 日 付

業

務

廃

止

谷村

利之 （会

員） ７ 月 2 0 日 付

業

務

廃

止

西村

陽

（会

員） ７ 月 2 0 日 付

業

務

廃

止

野田

弘一 （会

員） ７ 月 2 0 日 付

業

務

廃

止

杉本

智則 （四号準会員） ７ 月 ７ 日 付

退

会
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事務局だより

満68歳

満55歳

岩堀 雅彦氏
2020年８月９日ご逝去
・会員 松村 豊氏
2020年８月25日ご逝去

履歴書（写真貼付）、職務経歴書をご郵送又はE-mailでお送りください。

お問合せ先

〒541‐0052

皆様︑今年の夏休みはいかがお過ごしでしたで

応 募 方 法

しょうか︒残暑も厳しい状況ですが︑コロナ対策

③経営・財務に関するコンサルティング

で常時マスク着用が必要なこともあり︑今年の夏

②株式上場支援業務

は特に暑く感じられている方も多いかもしれませ

公認会計士・公認会計士試験合格者募集（常勤・非常勤）

ん︒また︑世間では自粛警察︑マスク警察に続

実務経験のある公認会計士・公認会計士試験合格者の方

き︑帰省警察という言葉が流行しており︑実家に

大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング12階

応 募 資 格

帰省し墓参りをするのもはばかられる︑ある種異
様ともいえる雰囲気が広がっていました︒
一方で︑政府によるＧｏ Ｔｏキャンペーンも行
われており︑各家庭によって夏休みの過ごし方が
二分されたのではないでしょうか︒政府もコロナ
感染者拡大防止と経済対策という︑相反する二つ
の政策の落としどころを探っている状況でありま
すが︑これを政府に一存するのではなく︑我々一
人一人が感染リスクを考え︑行動することが大事
なのではないかと思います︒

さて︑この９月号では﹃オンライン学会奮闘
記﹄と題して︑桃山学院大学小澤教授による︑日
本監査研究学会西日本部会のオンライン形式での
開催までの運びについて寄稿頂いております︒長
い歴史の中での初めてのオンライン学会開催︑と

大阪事務所

仰星監査法人

昭様
・準会員 金子 沙緒里氏のご尊父
2020年８月４日ご逝去 満62歳

【弔事】・会員

E-mail:recruit-o@gyosei-grp.or.jp

TEL:06-6265-8461

担当:池上

いうことで非常に苦労なされた様子が目に浮かび
ますが︑読者の中にも同様の経験をされた方がい
らっしゃるのではないでしょうか︒
また︑手前味噌ではございますが︑ダイバーシ
ティ推進委員会より﹃子育てパパ会計士の日常﹄
第４回をお届けしておりますので︑こちらも興味

竹中陽介︶

のある方はぜひご一読いただけますと幸いです︒

︵会報部
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①法定監査

業 務 内 容

彰
水谷

【慶事】・会員

【寄贈図書】

■土地家屋調査士白書2020
寄 贈 者 大阪土地家屋調査士会
編
集 日本土地家屋調査士会連合会
発
行 日本加除出版株式会社

寄贈図書を含む「近畿会図書コーナー」の蔵書につきましては、近畿会事務局までお問い合せください。

編集後記

KINKI C.P.A. NEWS 原稿募集
会員各位におかれましては、コロナ禍にあってご苦労も多いことと拝察いたします。
さて、新型コロナウイルス感染拡大予防措置として、４月７日の緊急事態宣言後、在宅での勤務を始めとして働き方が大き
く変わっている方が多くいらっしゃることと存じます。
そこで、近畿会会報部では、このコロナ禍の中で皆さまが受けられた影響、苦労話やこんな時だからこそ気づいたこと等、
未曾有の事態の中での経験や気づきをご紹介いただきたく、原稿を募集させていただくことといたしました。
ぜひ、ご寄稿いただけますようお願い申し上げます。
また、引き続き『The Youの書〜わたしのおすすめの一冊〜』も募集しております。心に残った一冊をご紹介いただくコー
ナーです。あなたの心に残る思いでの一冊、人生を変えた一冊、幸せになれた一冊などをご紹介ください。ぜひ多くの人に読
んでもらいたい！この本に影響を受けた！という本の感想、おすすめポイントなどお寄せください。会計士の座右の銘の書に
はどんな本がでてくるでしょう？仕事、趣味、ジャンルは問いません。
こちらもぜひご寄稿いただけますようお願いいたします。

『緊急！コロナ対応（〜編）』
執筆要領
掲載号：2020年７月号より
締切（入稿）日：毎月20日（20日が休日の場合は翌日）
文字数：2000〜2500字程度（紙面１〜２ページ）

『The You の書 〜わたしのおすすめの一冊〜』
執筆要領
掲載号：随時掲載
締切（入稿）日：毎月20日（20日が休日の場合は翌日）
文字数：2000字程度／本の表紙画像もあわせてお送りください。

原稿送付、その他お問い合わせ等連絡先
（E-Mailの場合）r.ando@sec.jicpa.or.jp
（郵 送 の 場 合）日本公認会計士協会近畿会
〒541-0056

会報部

大阪市中央区久太郎町２丁目４番11号

クラボウアネックスビル２階

TEL：06-6271-0400
（ FAXの場 合 ）06-6271-0415
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会員情報（登録事項、届出事項）に変更が生じた場合は、日本公認会計士協会 会員登録グループ迄ご連絡願います。
〒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 会員登録グループ
Tel : 03−3515−1122 メールアドレス : kaiin@jicpa.or.jp
※会員マイページより届出用紙の取得及び変更手続が可能となっておりますのでご活用下さい。
「会員専用サイト」http://www.jicpa.or.jp へログイン下さい。

日本公認会計士協会（近畿会）の公表物の転載について
近畿C.P.A.ニュースに掲載した情報及び日本公認会計士協会(近畿会)の出版物の転載に当たっては、必ず協会（近畿会）へ申請
の上、あらかじめ許可を得てください。協会（近畿会）が作成する資料等については、協会（近畿会）に著作権があります。

発行人：北山 久恵

kinki@jicpa.or.jp
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