
講演  13：10～14：30
講　師 ： 夫馬 賢治 氏
（㈱ニューラル代表取締役 CEO）

第一部　サステナビリティの歴史
第二部　サステナブルな時代の経営とリスク

ディスカッション  15：00～17：20
テーマ１　中小企業におけるサステナブル経営
テーマ２　サステナブルな経営の観点から働き方の変化に
　　　　　どう向き合うか
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□　プログラムのポイント
　SDGs や ESG、TCFD など、社会と企業の持続的（サステナブルな）成
長に向けて、世界中で様 な々活動や取り組みが行われています。我が国の企
業においても、これまで企業倫理や環境保護活動、CSRといった概念での様々
な取り組みが行われてきました。

　監査役等としては、監査役等の理念において、「監査役はコーポレート・ガ
バナンスを担うものとして、公正不偏の姿勢を貫き、広く社会と企業の健全か
つ持続的な発展に貢献する。」ことが謳われており、サステナブルな成長に向
けて取り組みを行う必要があります。

　そこで、今回は、社会と企業の健全かつ持続的な発展のため、サステナブ
ルな経営の現在について確認し、監査役等に期待されている役割について検
討します。

【講演】
　今回のメインテーマである「サステナブルな経営と監査役等への期待」につ
いてのディスカッションを行うにあたり、サステナブルな経営についての歴史・背
景と、サステナブルな時代において組織はどのように変わっていく必要があるの
か、ということについて、ESG 投資やサステナビリティ経営の専門家として活躍
されている㈱ニューラル　代表取締役 CEO 夫馬賢治氏よりお話をお伺いいた
します。

【ディスカッション】
　「中小企業におけるサステナブル経営」、「サステナブルな経営の観点から働
き方の変化にどう向き合うか」という2 つのテーマについて、ディスカッションを
行います。詳細は後掲をご参照ください。
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□　開催日程開催日程
【ライブ配信】2022 年 4 月12日（火）
【オンデマンド配信】2022 年 4 月19日（火）～ 2022 年 5 月9日（月）

□　参加費
１．会員会社の方　　　1 名／ 8,000 円（消費税含）
　 ※登録会員以外の会員会社にご所属の方も含みます。

２．会員会社以外の方　1 名／ 16,000 円（消費税含）

□　動作環境
最新バージョンの OS 及びブラウザ（Internet Explorer 除く）にてご視聴くだ
さい。

※ブラウザのJavaScriptおよび Cookie 機能は有効にしてください。各ブラウザは、
最新のアップデートが適用されていることを前提としています。

※各社のセキュリティソフトウェアまたは、アンチウイルスソフトウェアのセキュリティ
機能によっては正しく利用できない場合があります。

※ライブ配信は、㈱ブイキューブ、オンデマンド配信は、㈱ Jストリームのプラット
フォームを利用します。詳細は、各社 HP の動作環境ページもご参照ください。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、プログラム等の変更を行う場
合がございます。

　何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
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□　プログラム　タイムスケジュール� （敬称略）

4 月12日（火）
13：00〜13：10 開会挨拶

(公社）日本監査役協会会長　松野 正人

13：10〜13：45 講演　第一部：
サステナビリティの歴史
㈱ニューラル代表取締役CEO　夫馬 賢治

13：45〜13：55 休憩
13：55〜14：30 講演　第二部：

サステナブルな時代の経営とリスク
㈱ニューラル代表取締役CEO　夫馬 賢治

14：30〜15：00 休憩
15：00〜16：00 ディスカッション　テーマ１

｢中小企業におけるサステナブル経営」
小樽商科大学大学院商学研究科　准教授　泉 貴嗣
㈱大川印刷　代表取締役社長　大川 哲郎
㈱グッドパッチ　常勤監査役　佐竹 修

16：00〜16：20 休憩
16：20〜17：20 ディスカッション　テーマ２

｢サステナブルな経営の観点から
 　　 働き方の変化にどう向き合うか」
森・浜田松本法律事務所　弁護士　荒井 太一
Zホールディングス㈱　常勤監査等委員　臼見 好生
三菱商事㈱・横河電機㈱　社外監査役　高山 靖子

17：20〜17：30 休憩
17：30〜18：30 ライブ配信限定企画

｢モノ言わねばならぬ社外監査役のケーススタディ
　　　　　　 〜「勇気」がガバナンスを守る〜」
小樽商科大学大学院商学研究科　准教授　泉 貴嗣
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□　ディスカッションについて

｢中小企業におけるサステナブル経営」
　中小規模会社において、現実的にどのようなサステナビリティ推
進を行うべきなのか、という視点から、中小企業におけるサステナ
ブル経営のポイントとメリット、監査役等として把握すべきリスク
についてご議論いただきます。

｢サステナブルな経営の観点から
�　　働き方の変化にどう向き合うか」
　人手不足が深刻な問題となる日本において、長期的な価値創造の
観点から雇用制度の在り方や人財育成等の人事施策や、様々な変化
に潜むリスクについてご議論いただきます。

監査役全国会議プロジェクト委員会
（順不同・敬称略）

委員長 加藤 治彦 トヨタ自動車㈱
  津田 進世 ㈱ウェルクス
  真山 伸一 ㈱松屋
  宇野 晶子 ㈱資生堂
  阿部 由里 ㈱カヤック
  飯塚 康広 東洋紡㈱
  佐藤 雅敏 三井不動産㈱
  後藤 敏文 (公社）日本監査役協会
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□　お申込み方法について
※ライブ配信を行うにあたり定員を設けます。お申込みは「先着順」にて定員

に達し次第、締め切ります。
　お申込みいただいた方は、後日のオンデマンド配信もご視聴いただくことがで

きます（※ライブ配信限定企画を除く）。お申込みは４月５日（火）まで
受付いたします。

※ライブ配信のみの視聴、オンデマンド配信のみの視聴、ライブ・オンデマンド
両方の視聴いずれの場合も同一のお申込み方法となりますため、お申込み
期日の４月５日までにお申込みくださいますようお願い申し上げます。

◆　申込方法
【マイページを利用できる方】

（会員監査役等及び会員会社所属で ID・パスワードを付与されている方）
　当協会ＨＰの「会員専用マイページ」にサインイン→「セミナー」 → 

「全国会議」→「第 94 回監査役全国会議」からお手続きください。

【マイページを利用できない方】（上記以外の方）
　当協会ＨＰの「セミナー」→「全国会議」→「第 94 回監査役全国会議」
からお手続きください。
※会員会社にご所属の方のお申込み方法として、当協会の議決権行使者の

方は、「会員専用マイページ」内から、会員会社ご所属の方のお申込みも
行うことができます。

◆　視聴方法
【ライブ配信】
　お申込みをいただいた方には、後日、４月８日（金）に、ご登録いただい
たメールアドレス宛、具体的な視聴方法及びライブ配信専用の ID・パスワード
などのご案内をいたします。

【オンデマンド配信】
　４月 19日（火）以降、当協会 HP の「会員専用マイページ」にサインイン 
→「セミナー」→「全国会議」→「ご自身の参加申込全国会議」のページ
からご視聴ください。
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◆　申込のキャンセル方法
　４月５日（火）までキャンセル可能です。
　４月５日（火）までにキャンセルした場合は、費用は発生いたしません。
　４月６日（水）以降のキャンセルは、費用全額を請求いたしますのでご了
承ください。

【マイページにサインインして申込みされた方】
　当協会ＨＰの「会員専用マイページ」にサインイン→「セミナー」→「全国
会議」→「ご自身の参加申込全国会議」→「第 94 回監査役全国会議」を
クリックしていただくと「受講申込情報」画面に入りますので、その画面からお
手続きください。

【マイページにサインインせずに申込みされた方】
　申込後受信されます確認メールに記載の指定 URLをクリックし、専用フォー
ムから変更内容をご連絡ください。

◆　参加費のご請求
【会員会社の方】（会員会社ご所属の方を含む）
　終了後、５月中旬頃までに請求書を発行いたします。申込み時に別の請
求先をご入力いただいた方、また「会員マイページ」にサインインせずに申込
みをされた方は、「請求先」にご入力いただいた宛先に、申込者のみの請求
書をお送りします。

【会員会社ではない方】
　申込受領後お送りします確認メールに記載の指定口座に、４月６日（水）まで
にお振込みください。

〔お問い合わせ〕
会員マイページについて　専用サポート窓口
03-6808-7604　平日 9：00～18：00 ※土日祝休業
その他のお問い合わせはメールにてお願いいたします。
宛先：seminar@kansa.or.jp

公益社団法人日本監査役協会
Japan Audit & Supervisory Board Members Association
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