関係部署への回覧をお願いします。

C P D S 認 定 講 習 会 4 ユニット
全建 CPD 認定講習会 3.5 単位
※当講習会は CPDS・CPD 登録者だけでなく、どなたでもご参加いただけます。

講習会「会計検査の基本事項と指摘の傾向」
開催のご案内
主催：一般財団法人 建 設 物 価 調 査 会
後援：一般社団法人 全日本建設技術協会
会計検査受検の際、まず必要となるのが会計検査院そのものに関する知識です。会計検査院とはどんなところか、検査
のサイクル、指摘の種類、実地検査で調査官はどんな観点で検査するのかなどの基本を捉えておかなくてはなりません。その
上で、受検者が陥りやすい項目と留意点や指摘の事態が起こる傾向を理解すれば、受検において冷静な対応ができ、ま
た再発防止にも役立ちます。
本講習会はこれらの解説を行うものです。調査官・受検者両方の経験がある講師ならではの視点で、分かりやすく講義を
いたします。
当会では、昨年までも同種講習会を開催して参りましたが、内容をさらに実践的なものとしました。より良い公共事業の
執行と良質な社会資本整備に向け、指摘事項の改善策・防止策を学ぶ場としてぜひご活用ください。
開催地

日程

時間

東京

12 月 7 日（金）

大阪

12 月 14 日（金）

会場

受講料

エッサム神田ホール 2 号館 2-301
13:00～16:30

千代田区内神田 3-24-5

（受付 12:00～）

國民會館 中ホール

無料※
（一部有料）

大阪市中央区大手前 2-1-2
※条件あり。詳しくは「3.受講料」をご覧ください。

1.カリキュラム
(1)会計検査院とは

(2)指摘事項の分析

①制度

公共工事の事例を中心に解説

②調査官の着眼点

①設計 ②積算 ③施工 ④その他

③検査のサイクル
④会計検査院要覧の活用
2.講

※カリキュラムは一部変更になる可能性があります。

師

福田 健志 氏（元会計検査院第 4 局監理官、元国土交通省北海道開発局監査官）
3.受 講 料
(1)月刊「会計検査資料」年間購読会員の方
無料（1 契約につき 3 名まで）

(2)左記以外の方
5,000 円／名（税込）

会員の定義：月刊「会計検査資料」のご契約部署と同一事業所内の方
本誌の年間購読会員の方は、講習会「会計検査の基本事項と指摘の傾
向」の受講料が無料となります。ご希望の方は別添の申込書をご利用くださ
い。

4.申 込 方 法
受付は FAX のみとなります。以下の方法でお申し込みください。
(1)月刊「会計検査資料」年間購読会員の方

(2)左記以外の方
添付の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX をお送りくだ
さい。受付後、受講票を発送いたします。受講料のお支払方法

添付の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX をお送りく

は代金引換のみとなります。受講票の受取時、宅配業者にお支

ださい。受付後、受講票を発送いたします。

払いください。
※代金引換以外をご希望の場合は、7.お問い合わせ先まで電
話でお問い合せください。

5.継続学習（教育）制度
(1)CPDS
①本講習会は全国土木施工管理技士会連合会認定の CPDS 対象講習会です。受講により 4 ユニットが付与・登録され
ます。
②学習履歴申請は、講習会終了後、当会が一括して代行申請いたします。
③代行申請の受付を講習会当日に行います。CPDS 技術者証が必要となります。ご希望の方は必ずお持ちください。
(2)全建 CPD
①本講習会は全日本建設技術協会認定の CPD 対象講習会です。受講により 3.5 単位が付与・登録されます。
②申請はご自身で行ってください。
(3)その他 CPD
①(2)以外の CPD 申請をご希望の方は、所属団体指定の申請書をお持ちください。
②講習会当日、会場で受講証明印を押印します。
③申請はご自身で行ってください。
6.必 須 持 参 物
(1)受講票 (2)筆記用具 (3)CPDS 技術者証（CPDS の代行申請をご希望の方）
7.お申し込み・お問い合わせ先
開催地によりお申し込み先をお選びください。
＜講習会業務代行＞株式会社 建設物価サービス
FAX 番号
電話でのお問い合わせ
開催地
担当部署
（お申し込み先）
（平日 9:00～17:00）
東京

本社販売部

03-3663-1378

03-3663-8711

大阪

大阪営業所

06-6346-3764

06-6346-3762

8.そ

の

メールでのお問い合わせ
lecture@kensetu-bukka-s.co.jp

他

(1)開始直前は混雑が予想されますので、お早めに会場へお越しください。なお、公共交通機関でのご来場をお願いします。
(2)参加申込者でやむをえない理由で出席できない場合は、参加者の変更は差し支えありません。(当日、変更手続きをいた
します)
(3)月刊「会計検査資料」のご契約部署と同一事業所内の方は「会員」として受講料無料となります。

9.会場案内
【東京会場：エッサム神田ホール 2 号館 2-301】
＜最寄駅からの所要時間＞

【JR 神田駅】
（東・北・西口）より徒歩 2 分
【JR 秋葉原駅】
（電気街口）より徒歩 12 分
【東京メトロ銀座線 神田駅】
（4 出口）より徒歩 2 分
【東京メトロ丸の内線 淡路町駅】
（A１出口）より徒歩 5 分
【都営新宿線 小川町駅】
（A２出口）より徒歩 5 分

【大阪会場：國民會館 中ホール】
＜最寄駅からの所要時間＞

【地下鉄 天満橋駅】
（３番出口）より徒歩３分
【京阪電車 天満橋駅】
（東出口）より徒歩６分

月刊「会計検査資料」
会計検査院担当調査官による検査報告事例の解説を掲載。また、国土交通省・農林水産省・各省
庁・地方自治体における最近の話題・地域社会への取り組みを各組織の幹部が執筆しています。
■年間購読料 9,720 円（税込） ■毎月発行

本誌の年間購読会員様は、講習会「会計検査の基本事項と指摘の傾向」の

受講料が無料となります。ご希望の方は別添の申込書をご利用ください。
年間購読のメリット

会計検査院要覧を贈呈
年間購読会員様には、毎年 2 月に「会計検査院要覧」（非売品）を贈呈いたします。会計検査院の調査官の経
歴等を収録したもので、毎年 11 月の人事内容を反映しています。

講習会「会計検査の基本事項と指摘の傾向」参加申込書

＜FAX ご送付先＞
東京会場：03-3663-1378
大阪会場：06-6346-3764

月刊「会計検査資料」年間購読申込書
ご記入前に、必ず以下の確認事項をお読みください。

1.月刊「会計検査資料」年間購読会員の方は、下記質問にお答えの上、【講習会申込書】にご記入し FAX をお送りください。
上記図書のご契約部署をお聞かせください。 ＜事 業 所 名 ＞
＜部

署

名＞

部

課

＜お客様コード＞

（不明の場合、ご記入は不要です）

2.月刊「会計検査資料」を年間購読されておらず、講習会のご参加とともに年間購読もご希望の方は、【講習会申込書】と【年
間購読申込書】にご記入の上、FAX をお送りください。受講料は無料となります。
3.月刊「会計検査資料」を年間購読されておらず、また今回お申し込みされない方は、【講習会申込書】の「お支払金額」欄ま
でご記入の上、FAX をお送りください。受講料は有料となります。なお、お申し込み後のキャンセル及び当日欠席による受講料
の返金は致しかねます。後日資料を送付することでご了承ください。
【講習会申込書】 お申し込みの場合、チェックボックスにチェックを入れてください。
□以下のとおり、講習会「会計検査の基本事項と指摘の傾向」に申し込みます。
フリガナ

フリガナ

事業所名

担当者名

部署名

メール

住所

＜1337＞

@

〒

TEL

―

―

FAX

―

―

フリガナ

部署名

開催地

氏名

□東京
□大阪
参加者

□東京
□大阪
□東京
□大阪
お支払金額

上記確認事項の 3 に該当する方のみご記入ください。
なお、お支払いは代金引換のみとなります。

受講料 5,000 円（税込）×

名＝

【年間購読申込書】 お申し込みの場合、チェックボックスにチェックを入れてください。
□以下のとおり、月刊「会計検査資料」年間購読を申し込みます。

円

＜D1018113S コレ S＞

誌名

コース

年間購読料（税込）

月刊「会計検査資料」

毎月配本

9,720 円

契約数

1.代金引換でお届けいたします。代引手数料は無料です。
※請求書でのお支払いも可能です。【東京】03-3663-8711【大阪】06-6346-3762 までお問い合せください。
2.送料は無料です。
3.商品の性質上、返品についてはご容赦ください。（落丁・乱丁はお取り替えいたします）
4.送本等の一部の業務については、個人情報の保護に関する法令等の守秘義務を遵守した協力会社に委託することがあります。

部

購読開始月
月号から

