
― 交通のご案内 ― 

（ポートライナー   三ノ宮駅―みなとじま駅） 

◆山陽新幹線「新神戸駅」から神戸市営地下鉄で「三宮

駅」まで。 

◆「三宮駅」（JR、阪急、阪神、神戸地下鉄）から徒歩、

ポートライナー「三ノ宮駅」。「みなとじま駅」下車。 

◆神戸空港から、ポートライナー「みなとじま駅」下車。 

 ※すべての電車が「みなとじま」に停車します。 

 

 

（みなとじま駅 下車 徒歩 8分） 

◆ポートライナー「みなとじま駅」下車、キャンパス方

面（海側・病院側）へ出て、ファミリーマートを左折。 

◆直進して陸橋を渡ると終点が正門と繋がっています。 

 

 

 

― 神戸学院大学構内図 ― 

（ポートアイランドキャンパス・B 号館） 

※常任理事会および理事会は３階です。 

※統一論題会場、自由論題会場は 2 階です。 

※懇親会は 1 階です。 

 

 

― 宿泊につきまして（御願い） ― 

※現在関西地方は、外国人旅行客の増加でホテル等の予

約が厳しい状況となっております。できるだけ早期の

確保を御願い致します。 

 

― CPE 単位認定につきまして ― 

※本研究大会は、日本公認会計士協会の CPE 単位認定を

申請しており、下記の単位が付与される予定です。 

 

開催日 時間 内容 単位 研修コード 

平成 29 年 

9 月 5 日 

14：50～

17：00 

統一論

題報告 
２ 2106 

平成 29 年

9 月 6 日 

14：50～

16：20 

シンポ

ジウム 
２ 2106 

 

非営利法人研究学会 

第 21 回大会 

 

＜統一論題＞ 

非営利法人の収入と支出に係る会計諸課題 
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― ご挨拶 ― 

  

 会員各位 

向夏の候、会員の皆様におかれましては、ますます

ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、このたび 9 月 5 日（火）から 6 日（水）にお

きまして、神戸学院大学で第 21 回大会を開催するこ

ととなりました。 

 本大会は「非営利法人の収入と支出に係る会計諸課

題」と題しまして、非営利法人会計に内在する今日の

重要課題につき探求のうえ、議論を行うこととしまし

た。 

 会員の皆様のご参加を準備委員一同、心からお待ち

申し上げております。 

 

― 参加費・懇親会費のご案内 ― 

（１）参加申込     

参加費     4,000 円 

懇親会費    4,000 円 

弁当代（9／6） 1,000 円 

＊平成 29年 8月 10日までに同封の振込用紙にて

ご送金下さい。ご入金の確認をもちまして参加

申込みの受付とさせて頂きます。 

  照会が必要な場合がありますので、大会当日は

「振込金受領書」をご持参下さい。尚、参加取

消による返金はご容赦下さいますようお願い申

し上げます。 

＊ご参加の際に名札用として「名刺」を 1枚お持

ち頂きますようお願い致します。 

＊9月 6日（水）につきまして、キャンパス内の食

堂（B号館）は営業しております（ただし、混雑

する場合がございます）。 

― プログラム ― 

＜1日目＞ ： 9月 4日（月） 

常任理事会 15：00～16：00   【B 号館 3 階・B303】 

理事会   16：00～18：00 【B 号館 3 階・B303】 

＜２日目＞ ： 9月 5日（火） 

参加受付    12:00～18：00 【B 号館 2 階ロビー】 

会員総会    13:00～14：30  【B号館 2階・B203】 

統一論題報告 14:50～17：00  【B 号館 2 階・B203】 

   非営利法人の収入と支出に係る会計諸課題 

［総合司会］ 齋藤真哉（横浜国立大学） 

１）公益認定における収支相償に係る諸課題 

出口正之（国立民族学博物館） 

２）非営利法人における内部留保 

石津寿惠（明治大学） 

３）非営利法人（会計）における収入の意義 

    柴健次（関西大学） 

記念講演  17:10～17：50   【B号館 2階・B203】 

   非営利的組織とカメラール簿記 

戸田博之（神戸学院大学名誉教授）  

懇親会 18:00～20：00【B 号館 1 階・ﾚｽﾄﾗﾝ･ｼﾞｮﾘﾎﾟｰ】 

＜３日目＞ ： 9月 6日（水） 

参加受付  9:00～12：40    【B 号館 2 階ロビー】   

自由論題報告＜第１会場＞    【B号館 2階・B204】 

 [司会] 鷹野宏行（武蔵野大学） 

10:00～10：35 

１）大学同窓会における大学と卒業生のつながりの実態 

津曲達也（九州大学大学院博士課程） 

10:40～11：15 

２）民事再生手続きによる学校法人再建の可能性 

岩崎保道（高知大学） 

[司会] 橋本俊也（税理士） 

11:20～11：55 

３） 地域創生活動における中間支援組織の役割と課題 

－広島神楽・東濃地歌舞伎の事例研究－ 

今枝千枝（愛知産業大学） 藤井秀樹（京都大学） 

12:00～12：35 

４） 京都市市民活動総合センターの設立をめぐって 

  吉田忠彦（近畿大学） 

自由論題報告＜第２会場＞    【B号館 2階・B205】 

[司会] 吉田初恵（関西福祉科学大学） 

10:00～10：35 

１）「創業者統治」の機能からみる法人格選択とミッシ

ョン経営 

川野祐二（下関市立大学） 

10:40～11：15 

２）公民パートナーシップ施行過程の分析枠組の検討 

東郷寛（近畿大学） 

[司会] 成道秀雄（成蹊大学） 

11:20～11：55 

３）セクター中立会計の可能性と課題 －諸外国の事例

をふまえて－ 

金子良太（國學院大学） 

12:00～12：35 

４）地方創生に資する「地域社会益法人」認証を巡る考

察－情報の非対称性を緩和する視点から－ 

    越智信仁（尚美学園大学） 

昼食・休憩  12:40～13：40   【B 号館 2 階・217】 

委員会報告 13:40～14：40   【B 号館 2 階・B203】 

１）公益法人会計研究委員会 (13:40～14:10) 

 ２）新公益法人制度普及啓発委員会 (14:10～14:40) 

シンポジウム  14:50～16：20 【B 号館 2 階・B203】 

［総合司会］  齋藤真哉 

［パネリスト］出口正之 石津寿惠 柴健次 
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