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　監査役スタッフ全国会議を３年ぶりに会場にて開催いたします。今回の会議では、コロナ禍でのオンライ
ンによる受講機会の拡大等、研修スタイルの変化や多様な受講方法へのニーズ等を踏まえて、会議へのご
参加方法について、【会場参加】のほかに、会場で収録した映像を後日配信の動画により受講する【オンデ
マンド視聴】による参加方法をご用意いたしました。３つの分科会では、対面の意義を再確認していただく
ため、すべてで「グループ討議」を実施します。グループ討議（オンデマンド配信の対象外です）は会場参加
者のみがご参加いただけますので、グループ討議への参加をご希望の方は【会場参加】をお選びください。

第44回　監査役スタッフ全国会議のご案内

サステナビリティ時代における
コーポレート･ガバナンスと監査役スタッフの

在り方を考える

日　程 【会場開催】 2022年  ９月15日（木） 13：00 ～ 17：50
 ９月16日（金）   9：30 ～ 16：20

【後日オンデマンド配信】10月初旬　配信開始予定
会　場 リーガロイヤルホテル広島

〒730‐0011　広島市中区基町6‐78　　TEL 082‐502‐1121（代）
参加費 【会場参加】＊後日配信のオンデマンドも視聴できます。 26,４00円（※1）

【オンデマンド視聴のみ】 13, 200円（※2）
（※1）　資料代、２日目の昼食代、オンデマンド視聴料、消費税を含む。
（※2）　消費税を含む。

◆　申込方法
　当協会にご登録の方（ID・パスワードを付与されている方）には、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44回監査役スタッフ全国会議」からお手続き
ください。

◆　会場へのご参加に当たって
　新型コロナウイルス感染症対策に努めてまいります。各利用会場では座席の前後間隔をできる
だけ広く確保します。分科会のグループ討議は、１グループ6人を基本とし（隣人との距離約１m）、
各座席の両側にアクリル板を設置します。
　会場にご参加の皆様には、会議期間中、マスクのご着用にご協力の程よろしくお願いいたします。

※　�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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〈1日目〉　9月15日（木）� （敬称略）

13：00～
　13：10 会長挨拶 � 日本監査役協会会長　　松　野　正　人

13：10～
　13：20   

企画委員長挨拶 監査役スタッフ全国会議
� 企画委員会委員長　　野　地　嘉　文

13：20～
　14：50

基調講演
「ESG／サステナビリティ経営の監督機能における 
                                                 監査役等に期待される役割」
〈講　師〉　グラスルイスジャパン合同会社�
� アジアリサーチ　ヴァイスプレジデント　　上　野　直　子

14：50～
　15：20

移動・休憩

15：20～
　17：50

分科会
　＊　各分科会とも、方式は「講義（又は事例紹介）」＋「グループ討議」。
　＊　�各分科会とも、冒頭の「講義（又は事例紹介）」部分のみオンデマンド対象
　　　（グループ討議は配信対象外。またオンライン上でグループ討議は行いません）。
　＊　各分科会とも、適宜休憩あり。

第１分科会
「監査役スタッフ業務の概要と基礎知識」
[対象]　主に経験2年までの方を想定した内容ですが、どなたでも参加可能
[方式]　講義＋グループ討議

〈報告者〉本部監査役スタッフ研究会幹事、
　　　　　��� 株式会社フジクラ　　梶　井　竜　喜
〈報告者〉本部監査役スタッフ研究会幹事、
　　　　　AIGジャパン・ホールディングス株式会社
� 　　小　西　洋　平
〈報告者〉本部監査役スタッフ研究会幹事、
　　　　　��� 協和キリン株式会社　　森　下　賢　一

第２分科会
「企業集団の監査、グループ監査、関係部門との連携」
[対象]　全員
[方式]　事例紹介＋グループ討議

� 〈報告者〉西日本鉄道株式会社　　原　園　　　孝

第３分科会
「会計監査人との連携」
[対象]　全員
[方式]　事例紹介＋グループ討議

� 〈報告者〉日東電工株式会社　　蛇　川　信　彦
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〈2日目〉　9月16日（金）　�
※　２日目分科会は、1日目分科会と同内容です（1日目と異なる分科会をご選択ください）。

 9：30～
　12：00

分科会
　＊　各分科会とも、方式は「講義（又は事例紹介）」＋「グループ討議」。
　＊　�各分科会とも、冒頭の「講義（又は事例紹介）」部分のみオンデマンド対象
　　　（グループ討議は配信対象外。またオンライン上でグループ討議は行いません）。
　＊　各分科会とも、適宜休憩あり。

分科会Ａ
「監査役スタッフ業務の概要と基礎知識」
[対象]　主に経験2年までの方を想定した内容ですが、どなたでも参加可能
[方式]　講義＋グループ討議

〈報告者〉本部監査役スタッフ研究会幹事、
　　　　　��� 株式会社フジクラ　　梶　井　竜　喜
〈報告者〉本部監査役スタッフ研究会幹事、
　　　　　AIGジャパン・ホールディングス株式会社
� 　　小　西　洋　平
〈報告者〉本部監査役スタッフ研究会幹事、
　　　　　��� 協和キリン株式会社　　森　下　賢　一

分科会B
「企業集団の監査、グループ監査、関係部門との連携」
[対象]　全員
[方式]　事例紹介＋グループ討議

� 〈報告者〉西日本鉄道株式会社　　原　園　　　孝
分科会C
「会計監査人との連携」
[対象]　全員
[方式]　事例紹介＋グループ討議

� 〈報告者〉日東電工株式会社　　蛇　川　信　彦
12：00～
　13：00 移動・昼食（全体会議場：４階「ロイヤルホール」）

13：00～
　14：30

講演Ⅰ
「デジタル時代のサイバーリスクと監査役スタッフの役割」

〈講　師〉株式会社ラック　新規事業開発部�
　　　　　産学官連携事業室　室長・主席研究員
� 　　長谷川　長　一

14：30～
　14：50 休憩

14：50～
　16：20

講演Ⅱ
「非財務情報開示の進展とコーポレート・ガバナンスの役割」

〈講　師〉有限責任監査法人トーマツ　
� パートナー　　藤　本　貴　子
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◆　プログラムのポイント
　近年、各国企業において急速に進められている「サステナビリティ」への取組。コーポレート・ガ
バナンスの強化や非財務情報開示への対応を含めどう対処すべきか、また、デジタル時代におけ
るサイバーリスクへの対応等について、各分野の専門家にご講演いただきます。
　分科会（３つの中から2日間で２つの分科会にご参加いただきます）では、対面の意義を再確認し
ていただくため、すべての分科会でグループ討議を実施します。

〈オンデマンド配信について〉
　分科会における「グループ討議」部分を除き、すべてのプログラム（各分科会の冒頭の講義又は
事例紹介部分を含みます）について、後日オンデマンド配信いたします（【会場参加】をお申込みの
方も視聴できます）。

〈基調講演〉
　各界の第一線で活躍されている方々から、分野に即した示唆に富むご講演をいただいておりま
す。今回の会議では、グラスルイスジャパン合同会社 アジアリサーチ ヴァイスプレジデントの上
野 直子 氏より、ESG／サステナビリティ経営はなぜ注目されるのか、海外における監査委員会
の役割、日本の監査役等に期待される役割、監査役等が期待される役割を果たすために―等の論
点についてご講演いただきます。

〈講演Ⅰ〉
　情報セキュリティ及び同監査業務に精通し、社内外における教育・支援活動に多数従事している
株式会社ラック 新規事業開発部 産学官連携事業室 室長・主席研究員 長谷川 長一 氏より、サイ
バーリスクの動向とガバナンスのあり方、重大リスク発生時の対応、監査役・スタッフ・内部監査部
門の連携と見るべき点などの論点についてご講演いただきます。

〈講演Ⅱ〉
　多くの日本企業の監査・保証業務に従事し、公的機関等における活動にも多数関与している有
限責任監査法人トーマツ パートナーの藤本 貴子 氏より、国内外の非財務情報開示の動向、非財
務情報開示と企業価値との関係、企業価値向上におけるコーポレート・ガバナンスが果たす役割
などの論点についてご講演いただきます。

〈分科会〉
　分科会は１日目と２日目、計２回行われます。１日目分科会と２日目分科会は同内容です。両日を
通じて計２つの異なる分科会にご参加いただきます。

【お申込に際してのご注意】
＊　 参加を希望する分科会について、「第１希望」及び「第２希望」を選んでいただきます。どちら

が１日目になるか（２日目になるか）は人数調整次第となりますので、予めご了承ください。
＊　 各分科会とも、会場の都合上、定員があります。お申し込みは「先着順」にてお受けし、定員

に達し次第、締め切らせていただきます。
＊　 申込締切日前であれば、一度お申し込みした分科会を変更することができます。ご自身の「マ

イページ」に入っていただき、「セミナー」→「全国会議」→「ご自身の参加申込全国会議」の中
から、「第44回監査役スタッフ全国会議」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（定員に達した分科会には「満席」表示されます）。
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＊　 分科会のキャンセル待ちは行っておりません。なお、定員に達した後でも、キャンセル等によ
り定員に空きが生じた場合、システム上、お申し込みの受付が可能な状態となります。適宜「マ
イページ」にて状況をご確認いただきますようお願いします。

＊　 ご参加の分科会は、申込締切日をもって確定します。分科会確定後の変更は受け付けており
ませんので予めご了承ください。

＊　 グループ討議を行う分科会のグループは、６名を基本に編成します（当日発表）。人数は若干
の変動があり得ますので予めご了承ください。

第１分科会／分科会Ａ「監査役スタッフ業務の概要と基礎知識」
　主に経験２年までの方を想定した内容ですが、どなたでも参加可能です。
　本部監査役スタッフ研究会は、このほど2022年版「監査役監査と監査役スタッフ業務」（通称“オ
レンジ本”）を取りまとめました（８月中旬公表予定）。
　講義では、同オレンジ本の取りまとめに当たった研究会の幹事が登壇し、年間の監査役スタッフ
業務のうち特に関心の高い業務である「監査役会の運営」、「内部監査部門等との連携、子会社監
査役との連携」、「稟議決裁書の閲覧、事業所への実地調査」の３分野を取り上げ、それぞれ業務の
概要、監査役スタッフが兼ね備えておくべき基本的な知識、具体的な事例や実態について解説し
ます。
　続くグループ討議では、「ディスカッションポイント（例）」を参考に、上記3分野の論点について、
参加各位による意見・情報交換を行います。

第２分科会／分科会Ｂ「企業集団の監査、グループ監査、関係部門との連携」
　企業集団の監査の在り方については、事業所への往査、国内外の子会社・関連会社への往査を
どのように進めるべきかといった監査手続に関する論点のほか、企業集団としての内部統制を確
保する観点から、実効的な体制構築の在り方やその運用上のポイント等、幅広い論点を含んでい
ます。
　事例紹介では、企業グループにおいて幅広い事業を展開し、かつ国際業務にも深く携わってい
る西日本鉄道株式会社の原園 孝 氏より、同社における企業集団に係る監査等の取組状況につい
てご紹介いただきます。
　続くグループ討議では、「ディスカッションポイント（例）」を参考に、「取締役等とのコミュニケーショ
ン」、「監査結果の整理、報告」、「親・子会社監査役間の連携」、「内部監査部門等との連携」等の論
点について、参加各位による意見・情報交換を行います。

第３分科会／分科会Ｃ「会計監査人との連携」
　監査役等にとり、会計監査の信頼性を確保することは重要な職責の一つであり、会計監査人と
いかにして緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を行うかは、大きな課題と言えます。
　一言で「監査役等と会計監査人の連携」と言っても、その内容は多岐にわたりますが、事例紹介
では、日東電工株式会社の蛇川 信彦 氏より、「会計監査人の職務遂行状況の評価」、「会計監査人
の再任・選任に係る実務」、「会計監査人の監査報酬の同意」、「ＫＡＭ（監査上の主要な検討事項）に
関する会計監査人との連携」、「海外監査法人との連携」等の実務の取組状況についてご紹介いた
だきます。
　続くグループ討議では、「ディスカッションポイント（例）」を参考に、上記の各論点を中心に、参
加各位による意見・情報交換を行います。
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〈講師略歴〉

上野　直子（うえの・なおこ）
グラスルイスジャパン合同会社 アジアリサーチ ヴァイスプレジデント
サンフランシスコ州立大学心理学部卒。2010年に米グラスルイス入社。日本市場担当アナリス
トとしてキャリアをスタート後、アジア・パシフィック地域のリサーチを担当。グラスルイスの方針
説明や各市場のガバナンスの課題等を軸に、日本企業にとどまらすアジア各国の企業とエンゲー
ジメントを実施。過去数年、日本企業の担当者や機関投資家向けのセミナー等に登壇。2020年
1月より、グラスルイスジャパンに転籍。日本市場と韓国市場のリサーチ統括に加え、日本支社の
責任者となる。

長谷川　長一（はせがわ・ちょういち）
株式会社ラック 新規事業開発部 産学官連携事業室 室長・主席研究員
ソフトバンク、日本ユニシスを経て、現職。情報セキュリティコンサルティング、情報セキュリティ
監査業務等を経て、現在は主にセキュリティ教育、産学官連携活動業務を担当。長野県警サイバー
セキュリティ犯罪対策アドバイザー。

藤本　貴子（ふじもと・たかこ）
有限責任監査法人トーマツ パートナー
1991年　監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマツ）　入社
2006年　同　パートナー　就任
2016年　日本公認会計士協会　理事
2018年　有限責任監査法人トーマツ　監査品質統括部テクニカルセンター長
2019年　日本公認会計士協会　常務理事
2022年　SSBJ設立準備委員会　委員
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◆　申込方法

●　 ご自身の「会員マイページ」にログインしていただき、「セミナー」 →「全国会議」→「第44
回監査役スタッフ全国会議」よりお手続きください。オンデマンド配信のみ視聴される方も
下記締切日までにお申し込みください。

●　お申込締切日は８月３１日（水）です。
●　 【会場参加】をお申込みされた方には、「参加票」を印刷出力していただき、会議当日、会場

受付にご提出ください。
●　 参加費のご請求につきましては、会社宛て請求の場合、9月末締めで一括して請求書を発

行し、10月中に貴社の議決権行使者（当協会に代表として登録されている監査役等）宛に
送付いたします。なお、請求書の送付先をご自身宛にしたい場合や会社宛て請求ではなく
個人払い等その他の請求方法をご希望の場合は、参加登録画面の「請求先」入力の際、入
力画面に従って請求先をご指定ください。

●　 【会議参加のお取消し及びお申込内容のご変更について】
　　 ご自身の「会員マイページ」よりお手続きいただきます。ご自身のマイページに入っていただき、

「セミナー」→「全国会議」→「ご自身の参加申込全国会議」の中から、「第44回監査役スタッ
フ全国会議」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。９月８日（木）までに会議参加を取り消された場合は、参加費用は発生
いたしません。９月９日（金）以降のお取消しにつきましては、参加費用全額をご請求申し上
げますので予めご了承ください。

◆　オンデマンド配信の視聴について

●　 10月初旬（※日程未定）以降、お申込みをされた方宛に、視聴が可能となった旨、電子メー
ルにてご案内いたします。

●　 ご自身の「会員マイページ」にログインしていただき、「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。

●　 お申込みをされた方（【会場参加】の方、【オンデマンド視聴】の方とも）にご視聴いただけます。
●　 配信期間（視聴可能期間）は２週間程度を予定しています。

◆　交通および宿泊の手配について
　会場までの交通旅券および宿泊等の手配は、各自（各社）負担にてご自身で行ってください（当
協会では取り次ぎ等は一切行っておりません）。
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公益社団法人  日本監査役協会
Japan Audit & Supervisory Board Members Association

第44回　監査役スタッフ全国会議 企画委員会
（順不同・敬称略）

委員長　　野　地　嘉　文　　オリンパス株式会社
　　　　　藏　屋　輝　幸　　スギホールディングス株式会社
　　　　　鶴　崎　眞　一　　ダイキン工業株式会社
　　　　　池　田　邦　子　　ソフトバンク株式会社
　　　　　新　熊　　　聡　　株式会社トリドールホールディングス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（2022年6月迄）
　　　　　芹　澤　浩　子　　富士通株式会社
　　　　　上　野　理　枝　　九州電力株式会社

〔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
会議に関するお問い合わせ
　日本監査役協会　本部事務局　上遠野　080-8952-8389
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