第３期民事信託士検定募集要項
主催：一般社団法人 民事信託士協会
後援：一般社団法人 民事信託推進センター
１．検定日程
日時：平成 29 年 10 月 7 日（土）～10 月 8 日（日）
場所：虎ノ門ヒルズＦＲＯＮＴ店
東京都港区虎ノ門 1-22-14

ミツヤ虎ノ門ビル

２．受検資格
司法書士・弁護士
一社）民事信託推進センターの社員か否か 、または同センターの主催する
実務入門講座等の受講者か否かは一切問いません。

３．募集人数
申込み先着 50 名
50 名に達した時点で締切ります。5 月 31 日迄にキャンセルがあった場合 、申
込次順位者の 中で「キ ャンセル待ち 希望」 の 方に順次 ご案 内を 致し ます 。キャ
ンセル待ち希望の方は、申込み時にその旨お申し出ください。
なお、昨年 実施さ れた 第２期民事 信託士 検定 の先着順申 込みに 漏れ たため検
定に参加できなかった方及び検定不合格の方につきましては、下記 5 の申込受
付期間内にお申込みがあれば、優先して受付させていただきます。

４．申込方法
下記①ないし⑧を明記のうえ、メールにてお申込みください。
お申込先： yamakita@civiltrust.com （事務局：山北）
①お名前
②所属司法書士会・弁護士会および登録番号
③事務所所在地
④電話・ＦＡＸ番号
⑤メールアドレス
⑥「キャンセル待ち」希望の有無
⑦交流会参加の有無（後記「検定プログラム」下部※をご覧下さい。）
⑧民事信託案件の受任の有無（相談含む）について簡潔に記載

５．申込受付期間
平成 29 年 5 月 8 日（月）～5 月 15 日（月）

６．検定費用
80,000 円（昼食代・宿泊費・交通費・交流会費等は各自ご負担ください）
振込口座は、お申込いただいた方へメールにて通知いたします。
キャンセルの場合でも、 返金致しかねますのでご了承ください。

７．検定方法並びにスケジュール
①

一社）民事信託士協会及び 一社）民事信託推進センター の両ホームページ内
に、課題の一部（基礎問題）を掲載します 。また、受付が確定し、検定費用を
お振込みいただいた方に、メールで 残りの課題（事例問題）を送信します。基
礎問題及び事例問題に対する回答を、7 月 18 日（火）までに、指定アドレス宛
に提出してください（第一次答案）。

②

第一次答案につき、検定委員会で検討のうえ、再考して頂きたい点 などがあ
れば、後日メールで通知しますので、指定された期日までに回答してください。

③

受検生は班に分かれます。検定日より前に、 他の班員の答案をメールで お送
りしますので、自分との相違点や問題点などを予め検討してください。

④

上記①ないし③の過程 を経たうえで、後記の検定プログラムに臨んでいただ
きます。同プログラムは、全員参加の検定と各班に分かれての検定があります。
各班に分かれての検定 では、チューター・サブチューター主導の下、事前に課
された事例問題に関する主要論点等について、 ディスカッションを通して理解
を深めていただき、その成果を各班代表者から発表してもらいます。

⑤

検定プログラムを通して 学習したこと、新たに気づいたことなど を踏まえ、
事例問題に関する第一次答案を再考していただき、第二次（最終）答案として、
10 月 31 日（火）までに、指定アドレス宛に提出してください。

⑥

各受検生につき、 第一次答案、第二次答案及び検定プログラムでの ディスカ
ッションの内容等を 踏まえ、検定委員会において総合的に評価し、 一社）民事
信託士協会理事会に報告します。

８．合否判定
一社）民事信託士協会理事会 の承認決議により合否を決定致します。結果は
各受検生にメールにて通知致します。合否の通知は、平成 29 年 12 月末までに
行う予定です。 なお、合否に関す る問い合わせには一切 対応できませんので そ
の旨ご了承ください。

９．民事信託士の登録について
合格された 方は、 所定 の手続きを 経て一 社） 民事信託士 協会に 入会 すること
によって、「 民事信託 士」の名称を 使用する ことが可能と なります 。登録に関
する諸手続きは、後日各合格者あてに連絡します。登録の際は登録料 25,000 円
および年会費 24,000 円を納付していただきます。
なお、規定 により 民事 信託士は、 一社） 民事 信託士協会 と一社 ）民 事信託推
進センター両法人への入会が必要となります。前記の年会費 24,000 円は、両法
人の年会費の合計額です。

10．皆様から提出される答案等について
皆様からの答案、検定プログラムでのディスカッション内容は、今後の民事信託
研修・研究等のため、民事 信託士協会又は民事信託推進センターで有意義に活用 さ
せて頂くこともありますので その旨ご了承下さい。

検定プログラム

＊ 内 容 は変 更す る場 合 があ りま す

１０月７日（土）
9：15

受付開始

9：45

開講式・事務連絡

10：00

財産管理業務としての民事信託

11：30

信託関係人の職務

１０月８日（日）
9：30

各班ディスカッション

12：30

（180 分・適宜休憩）

12：30

昼食（60 分）

（90 分）
司法書士

鯨井康夫

11：40

商事信託の基礎知識（ 60 分）

12：40

公財）公益法人協会
専門委員

12：40

星田寛

昼食（60 分）

13：40

13：30

13：40

事例問題のポイント解説

13：30

14：30

（50 分）

15：30

弁護士

各班発表（120 分）

山中眞人

14：40

民事信託の税務の基礎知識

15：40

民事信託の倫理（50 分）

15：30

（事例問題を題材として）

16：30

司法書士

大貫正男

（50 分）
税理士

若山寿裕

15：40

各班ディスカッション

16：30

受検生の意気込み

18：00

（140 分・適宜休憩）

17：20

今後の取組み

などの発表

閉講式・事務連絡（ 50 分）
※ 交流会のお知らせ
検定初日（10 月 7 日）18 時 30 分から、受検生、講師、スタッフを交えて、交流会を
開催します。本検定には全国各地からご参加いただいており 、普段お会いできない方々
ばかりです。今後、民事信託の業務に携わっていく上で、有意義な交流を深めて頂く良
い機会です。多くの方のご参加をお待ちしております。詳細は後日お知らせします。

【お問い合わせ】
本検定に関するお問い合わせは、メールのみにてお受け 致します。
問い合わせ先は、前記 4 に記載の申込み先と同じアドレスです。
以上

