
政適委第 379 号  
令和２年 11月４日 

 
日本公認会計士協会会長 殿 

 
総務省政治資金適正化委員会事務局長 

（公 印 省 略） 
 

令和２年度政治資金監査に関する研修の日程の追加及び 
リモート研修の実施について（周知依頼） 

 
 政治資金監査制度の運用並びに登録政治資金監査人の登録及び研修に当たり

ましては、平素からご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 
さて、当委員会では、政治資金規正法第 19条の 27第１項の規定により、登録

政治資金監査人として必要な専門的知識を修得するための研修である政治資金

監査に関する研修（登録時研修）のほか、政治資金監査に係る実務能力の向上と

基礎知識の定着を目的として、登録時研修を修了した方を対象に、政治資金監査

実務に関するフォローアップ研修（再受講研修・実務向上研修）を開催すること

としております。 

令和２年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、登録時

研修のみ実施してきたところですが、このたび、下記のとおり登録時研修（集合

研修）の日程を追加するとともに、再受講研修・実務向上研修につきましては、

インターネットを通じて受講可能なリモート研修方式により実施することと 

しました。（なお、登録時研修（個別研修）については、従前どおり登録政治  

資金監査人からの申込みに応じて随時実施しております。） 

つきましては、貴会におかれましても、所属する会員の皆様に対しまして、 

その旨ご周知いただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

○政治資金監査に関する研修（登録時研修（集合研修））の日程の追加について 

１ 追加開催日時・場所等 

２ 対象者 

  登録政治資金監査人として登録した方 

 

 

 



３ 内容 

 政治資金監査に関する具体的な指針 等 

 

４ 参加費 

6,000円分の収入印紙 

 

５ 申込方法 

別紙１「政治資金監査に関する研修事前申込書」に必要事項を記入の上、  

以下の連絡先に FAX又はメールにて送付してください。 

 

６ その他 

研修の受講等に関して、ご不明な点がありましたら、以下の連絡先まで  

お問い合わせください。 

 

○政治資金監査実務に関するフォローアップ研修（再受講研修・実務向上研修）

のリモート研修の実施について 

１ 対象者 

  政治資金規正法第１９条の２７第１項の規定による政治資金監査に関する 

研修（登録時研修）を修了した登録政治資金監査人 

 

２ 実施方法 

  委託先企業が提供する動画配信システムを利用し、上記１の対象者のうち 

受講申込があった者に対して、フォローアップ研修の動画をオンデマンド配信 

する。受講希望者は、当事務局より指定された受講可能期間内に当該動画配信 

システムに自らアクセスの上、自宅のパソコン等で研修動画を視聴する。 

 

３ 研修内容 

（１）再受講研修（３時間程度） 

政治資金監査に関する具体的な指針 等（登録時研修と同内容）  

（２）実務向上研修（２時間３０分程度） 

政治資金監査における誤りやすい事例、政治資金監査のポイント､ 

演習問題 等 

 

４ 実施期間等 

 ・実 施 期 間：令和２年１２月１日（火）～ 令和３年３月２５日（木） 

・申込開始日：令和２年１１月２０日（金）（先着順受付） 

・申込期限・受講可能期間：下表のとおり 

受講希望月 12月 １月 ２月 ３月 

申込期限 12月 10 日（木） １月 12日（火） ２月８日（月） ３月 10日（水） 

受講可能 

期 間 

12月１日（火） 

～12月 31日（木） 

１月１日（金） 

～１月 31日（日） 

２月１日（月） 

～２月 28日（日） 

３月１日（月） 

～３月 25日（木） 



※申込みから受講に必要な登録が完了するまでに１週間程度を要する見込みです。 

※申込みの時期や状況によっては、受講希望月の開始までに登録が完了しない場合が 

ありますので、ご了承ください（その場合は、登録完了日から受講可能となります）。 

※申込状況は、定期的に政治資金適正化委員会のウェブサイトに掲載する予定です。 

※申込期限後であっても各月の定員を超過していない場合には受講が可能な場合が 

ありますので、以下の連絡先までお問い合わせください。 

 

５ 申込方法 

政治資金適正化委員会のウェブサイトより様式「政治資金監査実務に 

関するフォローアップ研修【リモート研修】受講申込書」（別紙２参照）を 

ダウンロードし、必要事項を入力の上、政治資金適正化委員会事務局

（tekiseikai-jimukyoku@soumu.go.jp）あてにメール送信してください。 
 

総務省政治資金適正化委員会・受講申込書掲載先 URL 
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/seiji_tekisei/seiji_shikin_setsumeikai.html 
 
 
６ 参加費 

無料 

 
７ 修了証 

受講可能期間内に受講完了された方は、政治資金適正化委員会事務局が  

受講確認を行った後（12 月受講分は１月中旬、１月受講分は２月上旬、２月  

受講分は３月上旬、３月受講分は３月末目処）に、受講者画面から修了証を 

ダウンロードしていただけます。 
 
８ その他 

リモート研修の受講等に関して、ご不明な点がありましたら、以下の連絡先  

までお問い合わせください。 

 

 

 

                ［連絡先］ 

総務省政治資金適正化委員会事務局 

                  〒100-0014 東京都千代田区永田町２－１７－３ 

                          住友不動産永田町ビル４階 

                   電 話：０３－５２５３－５５９８（直通） 

                   ＦＡＸ：０３－５５１２－２５０１ 

                   Email：tekiseikai-jimukyoku@soumu.go.jp 

mailto:tekiseikai-jimukyoku@soumu.go.jp


            

  年   月   日          

政治資金監査に関する研修事前申込書 

  集合研修を希望する方は、「政治資金監査に関する研修の日時及び会場等」から研修日・研修 
地を選び、集合研修の申込記入欄にご記入の上、FAX 又はメールによりお申込み下さい。 
  個別研修を希望する方は、政治資金適正化委員会（tel:03-5253-5598）に受講日時をお問い合

わせの上、仮予約して下さい。その後、個別研修の申込記入欄にご記入の上、ＦＡＸ又はメールに

より送付し、本予約してください。 
  なお、この事前申込に際しては、研修手数料の納付は不要です。 

氏名  

登録政治資金監査人

登録番号 
 

（日中連絡可能な） 

電話番号 
 

ＦＡＸ番号 又は 
メールアドレス（※） 

 

 ※集合研修の申込受付完了のお知らせ先又は個別研修の受講決定通知等の送付先として使用いたします。 

○集合研修の申込記入欄 

（注）第１希望が定員に達した場合第２希望に、第２希望も定員に達した場合、別途調整させていただきます。

集合研修の申込書受付期限：「政治資金監査に関する研修の日時及び会場等」中の申込 

期限まで 

○個別研修の申込記入欄 

場所 研修日 研修時間 
政治資金適正化委員会

事務局（永田町） 
 ：      ～      ： 

個別研修の電話申込受付期限：研修希望日の 1 週間前まで 
 

（以下は、この申込書を政治資金適正化委員会で受領した後、有効となります。） 

       政治資金監査に関する研修の受講申込受付完了のお知らせ                

上記「委員会使用欄」に○印のある研修日・研修地にて、研修受講のお申し込みを受け付けました

のでお知らせします。研修受講決定通知書については、研修日の３週間前を目処にお送りします。 

【申込・問い合わせ先】総務省政治資金適正化委員会事務局 
〒１００－００１４ 東京都千代田区永田町２－１７－３ 住友不動産永田町ビル４階 

℡：０３－５２５３－５５９８（直通）  FAX：０３－５５１２－２５０１ 

Email：tekiseikai-jimukyoku@soumu.go.jp 

 研修日 研修地 委員会使用欄 

第１希望    

第２希望    

別紙１ 



 

申込日 令和  年  月  日 

政治資金適正化委員会事務局 あて 

 

政治資金監査実務に関するフォローアップ研修 

【リモート研修】受講申込書 

 

注意事項 

 （１）本申込書を政治資金適正化委員会のウェブサイトよりダウンロードし、政治資金適正化委員会事務 

局（Email：tekiseikai-jimukyoku@soumu.go.jp）宛にメール送信してください。 

 （２）「登録番号」は、登録政治資金監査人証票（カード型）の氏名の下に、「証票番号」は、同証票の     

左上に記載されている番号です。ご本人確認のため、必ず入力してください。 

 （３）「メールアドレス」は、リモート研修を受講するに当たり、連絡先として使用します（その他の目的

のために利用することはありません）。 

（４）受講希望月ごとの申込期限と受講可能期間は、下表のとおりです。 

受講希望月 12 月 １月 ２月 ３月 

申込期限 12月 10日（木） １月 12日（火） ２月８日（月） ３月 10日（水） 

受講可能 

期 間 

12 月１日（火） 

～12月 31日（木） 

１月１日（金） 

～１月 31日（日） 

２月１日（月） 

～２月 28日（日） 

３月１日（月） 

～３月 25日（木） 

※申込みから受講に必要な登録が完了するまでに１週間程度を要する見込みです。 

※申込みの時期や状況によっては、受講希望月の開始までに登録が完了しない場合がありますので、 

ご了承ください（その場合は、登録完了日から受講可能となります）。 

※申込期限後であっても各月の定員を超過していない場合には受講が可能な場合がありますので、 

  政治資金適正化委員会事務局までお問い合わせください。 

 

氏 名  

登録政治資金監査人 

登 録 番 号 
 

登録政治資金監査人証票 

証 票 番 号 
 

メールアドレス  

受講研修 
（次のいずれかを□で囲んでください。） 

再受講研修  ／  実務向上研修  ／  左記両方 

希望受講月 

第１希望   月  

第２希望 月      

第３希望 月  

※イメージ 
別紙２ 



○令和２年度 政治資金監査に関する研修等の日時及び会場等（予定）　【R2.10.22現在】

定員 開催地 所在地

 登録時
 再受講 9:30  ～ 12:30

 実務向上 13:15  ～ 16:00

 登録時
 再受講 9:30  ～ 12:30

 実務向上 13:15  ～ 16:00

 登録時
 再受講 9:30  ～ 12:30

 実務向上 13:15  ～ 16:00

 登録時
 再受講 9:30  ～ 12:30

 実務向上 13:15  ～ 16:00

 登録時
 再受講 9:30  ～ 12:30

 実務向上 13:15  ～ 16:00

 登録時
 再受講 9:30  ～ 12:30

 実務向上 13:15  ～ 16:00

 登録時
 再受講 9:30  ～ 12:30

 実務向上 13:15  ～ 16:00

 登録時
 再受講 9:30  ～ 12:30

 実務向上 13:15  ～ 16:00

 登録時
 再受講 14:00  ～ 17:00

 実務向上 17:45  ～ 20:30

登録時 9:30 ～ 12:30

再受講
実務向上 13:15 ～ 16:00

登録時 9:30 ～ 12:30

再受講
実務向上 13:15 ～ 16:00

実施日 時間 会場（部屋名） 申込期限

 令和2年  6月10日(水)  約100名  横浜市
 ビジョンセンター横浜
 （301）

 横浜市西区北幸2-5-15
 プレミア横浜西口ビル3F

開催中止

 令和2年  6月19日(金)  約50名  岡山市
 TKPガーデンシティ岡山
 （カンファレンスルーム４H）

 岡山市北区中山下1-8 −45
 NTTクレド岡山ビル

開催中止

開催中止

 令和2年  7月10日(金)  約40名  盛岡市
 ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING
 （星雲東の間）

 盛岡市盛岡駅前北通2-27 開催中止

 令和2年  6月26日(金)  約90名  神戸市
 三宮コンベンションセンター
 （505・506）

 神戸市中央区磯辺通2-2-10
 ワンノットトレーズビル5F

開催中止

 令和2年  9月10日(木)  約90名  福岡市
 福岡ガーデンパレス
 （宝満の間）

 福岡市中央区天神4-8-15 開催中止

 令和2年  8月21日(金)  約300名  東京都
 全国都市会館
 （大ホール）

 千代田区平河町2-4-2

開催中止

令和2年 10月2日(金) 約10名 大阪市
國民會館
（小ホール）

大阪市中央区大手前2-1-2 終了しました

 令和2年  9月17日(木)  約60名  札幌市
 TKP札幌カンファレンスセンター
 （カンファレンスルーム７A）

 札幌市中央区北３条西3-1-6
 札幌小暮ビル

開催中止

令和2年 10月8日(木) 約10名 松山市
えひめ共済会館
（末広）

松山市三番町5-13-1 終了しました

 令和2年  9月24日(木)  約100名  東京都
 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
 （ホール３F）

 新宿区市谷八幡町8番地
 TKP市ヶ谷ビル

 令和2年  7月3日(金)  約150名  名古屋市
 AP名古屋
 （B・C・Dルーム）

 名古屋市中村区名駅4-10-25 開催中止

参考

中止

中止

(裏面につづく）



定員 開催地 所在地

登録時 9:30 ～ 12:30

再受講
実務向上 13:15 ～ 16:00

登録時 9:30 ～ 12:30

再受講
実務向上 13:15 ～ 16:00

登録時 9:30 ～ 12:30

再受講
実務向上 13:15 ～ 16:00

登録時 9:30 ～ 12:30

再受講
実務向上 13:15 ～ 16:00

実施日 時間 会場（部屋名） 申込期限

名古屋市中村区黄金通1-18 （6F） 1月4日(月)

令和3年3月18日(木) 登録時 9:30 ～ 12:30 約10名 札幌市
ネストホテル札幌駅前
（ましゅうＢＣ）

札幌市中央区北２条西2-9（2F） 2月18日(木)

令和3年1月29日(金) 登録時 9:30 ～ 12:30 約10名 名古屋市
フジコミュニティセンター
（第１会議室）

12月17日(木)

令和3年1月22日(金) 登録時 9:30 ～ 12:30 約10名 神戸市
JEC日本研修センター 神戸元町
（バンケットルーム）

兵庫県神戸市中央区元町通2-3-2
ジェムビル 2Ｆ

12月25日(金)

事務局にお問い
合わせください

（注）　１．　 「登録時研修」は、政治資金規正法第19条の27第１項の規定により、登録政治資金監査人が登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得することを目
　　　　　　的として実施するものです。実際に政治資金監査を行うためには、登録政治資金監査人として登録した上で、当該研修を修了する必要があります。
　　　　　　   登録政治資金監査人の登録申請については、総務省政治資金適正化委員会のホームページをご覧ください。

　　　　 ２．   「再受講研修」は、登録政治資金監査人の政治資金監査実務の基礎知識の定着を図ることを目的として実施するものです。なお、登録時研修と再受講研修
　　　　　　 は、同じ研修内容であるため同時に実施します。

　　　　 ３．  「実務向上研修」は、実際に政治資金監査を行う際に役立つよう、政治資金監査の実施及び政治資金監査報告書の作成に当たって特に誤りやすい事例や留
　　　　　　 意すべき点を具体例や演習問題を使って解説するものです。 ※昨年度に比べ、開始時刻が早くなっているのでご留意ください。

　　　　 ４．   再受講研修又は実務向上研修への参加を希望される方は、本事務連絡に添付されている別紙２（政治資金監査実務に関するフォローアップ研修参加申込書）
　　　　　　 又は総務省政治資金適正化委員会のホームページに掲載されている「政治資金監査実務に関するフォローアップ研修参加申込書」に必要記載を記入の上、以
　　　　　　 下の連絡先にＦＡＸ、郵送又はメールでお送りください。
　　　　　　    また、登録時研修は、登録政治資金監査人として登録された後、政治資金適正化委員会事務局から手続が完了した旨の書類をお送りする際に、「政治資金監
　　　　　　査に関する研修事前申込書」を同封しておりますので、当該申込書に必要事項を記入の上、以下の連絡先にＦＡＸ等でお送りください。

令和2年 11月13日(金) 約10名 金沢市
TKPガーデンシティPREMIUM金沢駅西口
（カンファレンスルーム３E）

金沢市広岡2-13-33
 JR金沢駅西第三NKビル

令和3年1月14日(木) 登録時 9:30 ～ 12:30 約10名 岡山市
岡山国際交流センター
（研修室）

岡山市北区奉還町2-2-1（3F）

事務局にお問い
合わせください

令和2年 11月9日(月) 約10名 さいたま市
TKP大宮駅西口カンファレンスセンター
（カンファレンスルーム６B）

さいたま市大宮区桜木町1-8-1
ベルヴュオフィス大宮

終了しました

令和2年 10月30日(金) 約10名 仙台市
TKP仙台西口ビジネスセンター
（カンファレンスルーム２A）

仙台市青葉区本町1-5-31
シエロ仙台ビル

事務局にお問い
合わせください

令和2年 10月16日(金) 約10名 熊本市
KKRホテル熊本
（金峯・市房）

熊本市中央区千葉城町3-31
中止

中止

中止

中止



　　　　 ６．  東京2回目（9月24日（木））について、再受講研修は午後、実務向上研修は夜間の開催を予定していますので、ご注意ください。

　　　　７．  いずれの会場も、同じ内容の研修となっています。

　　　　 ８．  仙台市(10月30日(金))の会場が上記のとおり変更となりましたので、ご留意ください。

　　　　 ９．  募集定員及び一部の会場（部屋名）を上記のとおり変更しましたので、
　　　　　　 ご留意ください。なお、すでにお申し込みいただいた方は、改めて
              お申し込みいただく必要はございません。

　　　　５．  申込期限後であっても会場に余裕がある場合等、ご参加いただける場合がございますので、まずは以下の連絡先にお問い合わせください。

〔連絡先〕 総務省政治資金適正化委員会事務局

電話：０３－５２５３－５１１１（代表）

電話: ０３－５２５３－５５９８（直通）

ＦＡＸ：０３－５５１２－２５０１ Email：tekiseikai-jimukyoku@soumu.go.jp

ＵＲＬ：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/seiji_tekisei/seiji_tekisei.html


