改訂版

第６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．日程
Ａグループ：2020 年 11 月 15 日（日）10 時 00 分～17 時 00 分
Ｂグループ：2020 年 11 月 21 日（土）10 時 00 分～17 時 00 分
全体講義はあらかじめ（一社）民事信託士協会のホームページ上に公開します
ので、当日は各班ディスカッション（後掲）のみ実施します。
なお、各班ディスカッションは、Ｗｅｂ会議形式（Ｚｏｏｍ）により実施する
ことに決定しました。

２．受検資格
司法書士または弁護士

３．募集人数等
抽選（先着順ではありません）
定員：Ａグループ、Ｂグループ合わせて 136 名
ただし、以下に該当する方などを優先します。
・第５期民事信託士検定を受検された方
・第５期民事信託士検定に応募したが先着順に漏れ受検できなかった方
キャンセルが 発生した 場合、キャン セル待ち を希望する方 を対象と して抽選を
行います。キャンセル待ちを希望する方は申込時にその旨お申し出ください。

４．申込受付期限・申込方法
2020 年 6 月 25 日（木）23 時 30 分まで
（一社）民事 信託士協 会のホームペ ージ（下 記）より、「 民事信託 士検定」→
「申込フォーム」へと進み、必要事項を記入のうえお申込みください。
http://civiltrust.com/shintakushi/index.html
※上記日時に遅れて受信した申込みは受付対象外とします。
※申込フォーム以外の方法（ＦＡＸ、メールなど）による申込みも受付対象外
とします。

５．応募要件
本年度は、各班ディスカッションをＷｅｂ会議形式（Ｚｏｏｍ）で実施します。
よって、受検 者各自の 責任において 、Ｗｅｂ 会議形式（Ｚ ｏｏｍ） を利用する
ためのインタ ーネット 通信環境の整 備等をし ていただくこ とが応募 要件となり
ます。具体的な応募要件は下記①から③のとおりです。
① 通信機器の整備（インターネット回線、パソコン、カメラ、マイク等の準備）
※パソコンにカメラやマイクが内蔵されている場合は、それらをあらためて
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準備する必要はありませんが、あらかじめ動作確認をお願いします。
※各班ディスカッションの予行練習（後掲）の実施日までに、使用するパソ
コン等に、Ｚｏｏｍソフトのダウンロード等を行ってください。
※Ｚｏｏｍの使用による通話料は各受検生の負担となります。
② 静かな通信環境の確保
※Ｗｅｂ会議形式（Ｚｏｏｍ）による各班ディスカッションを円滑に実施す
るために、以下のような通信環境を確保してください。
・近くに第三者が居ないこと
・声を発することにより周囲に迷惑をかける場所ではないこと
・接客や子どもの世話をする等の理由により途中退席をしないこと
・広告や走行車両等ディスカッションの実施を困難にする騒音がない場所
であること
※各班ディスカッションを実施時に、上記のような通信環境が確保されてい
ない等の理由により、公正かつ円滑なディスカッションの実施を困難にす
る状況が発生していると検定委員会が判断した場合、当該受検者の参加継
続をお断りし、以後欠席者とみなす場合があります。
③ 各班ディスカッションの予行練習への参加
※班ごとにＷｅｂ会議形式（Ｚｏｏｍ）の各班ディスカッションを試行する
ものです。検定当日の２～３週間前に実施することを予定しておりますが、
日時及び内容については後日連絡します。

６．検定費用
88,000 円（税込）
振込口座は受検が確定した方へメールでご案内します（６月末を予定）。
入金後に申込みをキャンセルした場合、または受検を途中で取りやめた場合は、
原則 として検 定費用を返金 しません のでご了承く ださい。 また、５．応 募要件
①② ③を満た さないことを 理由とす る場合（欠席 とみなさ れた場合を含 む）も
同様とします。

７．検定方法・スケジュール
①受付が確定し、検定費用をお振込みいただいた方に、（ア）基礎問題及び（イ）
事例問題をメールで送信します。7 月 20 日頃を予定しています。
②下記【必読図書】の該当する章を熟読したうえで、（ア）及び（イ）の課題に
取り組み、8 月 17 日（月）から 8 月 24 日（月）までの間に、（ア）の解答及び
（イ）の回答（契約書）をメールで送信してください。送信先のメールアドレ
スは後日お知らせします。
【必読図書】『有効活用事例にみる民事信託の実務指針』第１章及び第２章
（一社）民事信託推進センター編 民事法研究会
③提出された（ア）及 び（イ）について、再 考していただきたい点 があればメー
ルでその旨を通知しますので、指定された期日までに回答してください。
④受検生は班に分かれます。他の班員の（イ）の回答（契約書）を、あらかじめ
メールで送信しますので、熟読のうえ各班ディスカッションに臨んでください。
⑤事前に収録した全体講義（後掲）を、10 月 23 日（金）（予定）から（一社）民
事信託士協会のホームページ上に公開します。１回以上視聴のうえ各班ディス
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カッションに臨んでください。
⑥検定当日２～３週間前に、Ｗｅｂ会議形式（Ｚｏｏｍ）による各班ディスカッ
ションの予行練習を班ごとに実施します。
⑦上記②から⑥の過程を経たうえで、各班ディスカッションに臨んでいただきま
す。チューター・サブチューター主導の下、（イ）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ます。
⑧各班ディスカッション終了後に「確認テスト」を実施します。必読図書・全体
講義・（ア）基礎問題・（イ）事例問題・各班ディスカッションで取り上げら
れたテーマなど検定の内容すべてが出題範囲となります。
⑨全体講義や各班ディスカッションなどを通して学んだことなどを踏まえ、（イ）
事例問題に関する答案（契約書）を再考し、最終答案として、Ａグループの方
は 12 月 14 日（月）までに、Ｂグループの方は 12 月 21 日（月）までに、指定
されたアドレス宛に提出してください。
⑩各受検生につき、提出された課題（ア）（イ）、（イ）に関する最終答案、各
班ディスカッションにおける発言内容や取り組む姿勢、確認テストの結果等を
踏まえ、検定委員会において総合的に評価します。なお、課題（ ア） （イ）ま
たは（イ）に関する最終答案を期限に遅れて提出した場合、特別な事情のない
限り採点対象とはなりませんのでご注意ください。
※皆様から提出された答案及び各班ディスカッションで取り上げられた内容等
につきましては、今後の民事信託の研修・研究等のため、（一社）民事信託士
協会または（一社）民事信託推進センター内で有意義に活用させていただくこ
とがありますのでその旨ご了承ください。

８．全体講義
１コマ目「信託の基礎」90 分
講師：中央大学教授 新井誠
２コマ目「信託関係人の職務」60 分
講師：司法書士 山崎芳乃
３コマ目「民事信託の税務の基礎」60 分
講師：税理士 鈴木淳
４コマ目「民事信託士の倫理・総論」60 分
講師：司法書士 大貫正男
５コマ目「民事信託士の倫理・各論」60 分
講師：弁護士 伊庭潔
６コマ目「信託会社の設立について」30 分
講師：司法書士 山北英仁
７コマ目「事例問題の解説」60 分
講師：弁護士 山中眞人
※７コマ目の講義は、Ａグループ受検者の方に対しては、11 月 15 日（日）以降
に、Ｂグループ受検者の方に対しては、11 月 21 日（土）以降に、（一社）民
事信託士協会のホームページ上に公開します。
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９．各班ディスカッション
Ａグループ

Ｂグループ

2020 年 11 月
第１部
第2部
第3部
確認テスト

15
10
13
15
17

日（日）
時 00 分～12
時 00 分～15
時 15 分～16
時 00 分～17

2020 年 11 月
第１部
第2部
第3部
確認テスト

21 日（土）
10 時 00 分～12 時
13 時 00 分～15 時
15 時 15 分～16 時
17 時 00 分～17 時

時
時
時
時

00
00
45
30

分（120 分）
分（120 分）
分（90 分）
分（30 分）

00 分（120 分）
00 分（120 分）
45 分（90 分）
30 分（30 分）

10．合否判定
検定委員会からの報告を受け、（一社）民事信託士協会理事会において合否を
決定し、合否結果を各受検生にメールで通知します。合否の通知は、2021 年 1
月末 までに行う予定です。なお、合否に関 する問い 合わせには一切応じら れま
せんのでその旨ご了承ください。
（参考）第 5 期検定結果 受検者数 161 名 合格者数 148 名

11．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「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 手続きのご案 内は、後 日合格者に通 知します 。登録の際
は登録料 25,000 円及び年会費 24,000 円を納付していただきます。
なお、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が、前記の年会費 24,000 円は、両法人の年
会費の合計額です。
民事信託士の登録に際しては、民事信託士登録規程（（一社）民事信託士協会
ホームページに掲載）を必ずご覧ください。

12．民事信託士の登録の更新について
３年ごとに登録を更新する必要があり、原則として指定された研修を３年以内
に３回以上受講することが更新の要件です。詳しくは民事信託士登録規程をご
覧ください。

13．問合せ先
申込方法等に関するお問い合わせは、下記事務局のメール宛にお願いします。
事務局アドレス

jyuken-06＠civiltrust.com
以上
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