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第96回 監査役全国会議のご案内 

主  題 

ガバナンスの強化と監査役等の責務 

 
今回の会議でも、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、オンラインを通じてリアルタイムでご視聴いただける【ライブ配信視聴】、

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３つの参加方法をご用意

いたしました。ご都合に合わせた参加方法をお選びいただきますようお願いいたします。 

 

日 程   【会場開催およびライブ配信】 

2023年   4月11日（火） 13：00 ～ 17:10 

【参加者交流会】 1７：30 ～ 1８：50 

【後日オンデマンド配信】 4月下旬～ 約3ヶ月配信予定 

※オンデマンド配信のみご視聴を希望される場合は、ライブ配信視聴にてお申込みください。 

会 場  パシフィコ横浜 国立大ホール 

   〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 
参加費 １．会員会社の方（登録会員以外の会員会社にご所属の方も含む）  

【会場参加（会議および参加者交流会に参加）】     1名／24,200円※１ 

【会場参加（会議のみの参加）】                1名／16,500円※１ 

【ライブ配信視聴】                        1名／11,000円※２ 

 ２．会員会社以外の方 

【会場参加（会議および参加者交流会に参加）】     1名／40,700円※１ 

【会場参加（会議のみの参加）】                1名／33,000円※１ 

【ライブ配信視聴】                        1名／22,000円※２ 

※1 資料代、オンデマンド視聴料、消費税を含む。 
※2 オンデマンド視聴料、消費税を含む。 

講演内容について、従来のような月刊監査役へ速記録掲載はございません。（ダイジェスト版掲載予定） 
 

 

◆ 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96回監査役全国会議」からお手続きください。 

 

◆ 会場へのご参加にあたって 

新型コロナウイルス感染症対策に努めてまいります。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。 

なお、参加者交流会については着席形式での開催を予定しております。事前に事務局にてグルー

プ分けを行いますので、当日名札に記載されているテーブルへご着席ください。お食事については

コース料理にてご用意いたします。 
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※ 都合によりプログラム等の変更を行う場合がございます。 

 

4月１１日（火） 
                        ＜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～
14:50 

基調講演 

サステナブル経営とコーポレートガバナンスの進化 

－今後の課題と監査役員の役割 

[方式] 講演 + ディスカッション 

＜講 師＞ 東京都立大学大学院 経営学研究科 教授            

 東京都立大学 経済経営学部 教授 松 田 千恵子 
 

＜ディスカッションパート＞                       

 日精エー・エス・ビー機械株式会社 常勤監査役 大 寺 正 敏 

 公益社団法人日本監査役協会 専務理事 後 藤 敏 文 

14:50～
15:10 

休憩 

15:10～
17:10 

（途中休憩あり） 

パネルディスカッション 

改訂ＣＧコードにおける監査役等関連項目への対応と今後の課題 

[方式] ディスカッション 

＜進行役＞ ＤＴ弁護士法人    パートナー弁護士 浜 田   宰 

＜登壇者＞ インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 古 布   薫 

 キッコーマン株式会社 常勤監査役 森   孝 一 

 日本電気株式会社 監査役 小 幡   忍 

17:30～
18:50 

参加者交流会 （着席形式） 
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◆ プログラムのポイント 
コーポレートガバナンス・コードの改訂から1年が経過し、各社における実務への落とし込み

が一定程度進んだものと想定される状況において、ガバナンスの現状とこれからの課題に向け

て監査役等に求められる責務について、専門家の皆様や監査役等の皆様にご登壇いただき、ご

講演・ディスカッションをしていただきます。 

 

＜ライブ配信視聴について＞ 

分科会を除くすべての講演についてライブ配信いたします。当日チャットによる質問受け付

けを予定しております。（時間の都合上、すべてのご質問に回答出来ない可能性があることを

ご了承ください） 

 

＜オンデマンド配信について＞ 

分科会を含むすべてのプログラムについて、後日オンデマンド配信いたします。（【会場参

加】【ライブ配信視聴】をお申込みの方も視聴できます） 

 

 

＜基調講演＞ 
今回のメインテーマでもございますガバナンスについて、その現在地と今後の課題、監査役

等の役割を東京都立大学大学院経営学研究科教授／東京都立大学経済経営学部教授 松田千恵子

氏よりご講演いただきます。 

その後、2名の登壇者を加え、ご講演いただいた内容をもとにディスカッションを行ったうえ

で、参加者の皆様からの質問にお答えする質疑応答を設けております。 

 

＜パネルディスカッション＞ 
改訂CGコードにおける監査役等関連項目への対応と今後の課題 

昨年末に、弊協会ケース・スタディ委員会より公表いたしました「改訂CGコードにおける監

査役等関連項目への対応と今後の課題」について、同委員会委員長でもございますキッコーマン

株式会社の森氏よりご報告いただいた後、今後の課題について監査役等、機関投資家それぞれ

の目線からご議論いただきます。 

 

＜講師略歴＞ 
松田 千恵子（まつだ・ちえこ） 
株式会社日本長期信用銀行にて国際審査、海外営業等を担当後、ムーディーズジャパン株式会社格付

けアナリストを経て、経営戦略コンサルティング会社である株式会社コーポレイトディレクション、

ブーズ・アレン・ハミルトン株式会社でパートナーを務め、現在に至る。全社戦略（事業ポートフォ

リオマネジメント）、財務戦略と企業統治に関する研究、教育、実務に携わる。 
一橋大学 大学院 経営管理研究科特任教授。日本CFO協会主任研究委員。その他、事業会社の社

外取締役、政府・公的機関の委員等を務める。 
東京外国語大学外国語学部卒、仏国立ポンゼ・ショセ国際経営大学院経営学修士、筑波大学大学院企

業科学研究科博士後期課程修了、経営学（博士） 
 
大寺 正敏（おおでら・まさとし） 
1960年生まれ。東京大学法学部卒業。1983年株式会社東京銀行（現三菱UFJ銀行）入行。東京・ロ

ンドン・シンガポール等にて主として市場関連業務に従事。東京三菱銀行証券統合室副室長を経て

2002年三菱証券（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券）転籍、市場商品企画部長、キャピタルマ

ーケッツグループ長、米国現地法人駐在。2009年執行役員。2010年投資銀行本部副本部長。2012年
モルガン・スタンレーMUFG証券取締役。2014年三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券常勤監査役。

2020年日精エー・エス・ビー機械株式会社入社、内部監査室長。2021年12月定時株主総会にて常勤

監査役に就任。日本監査役協会製造業第三部会・会計監査実務部会（第一G）所属。 
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後藤 敏文（ごとう・としふみ） 
1982年東京大学法学部卒業。同年三菱重工業株式会社入社。総務法務部長を経て2017年同社取締役

常勤監査等委員に就任。同年日本監査役協会常任理事、19年会長、21年専務理事に就任し、現在に

至る。 
 
浜田 宰（はまだ・おさむ） 
2008年弁護士登録（2016年再登録）、2016年ニューヨーク州弁護士登録、2007年公認会計士登録

（2022年再登録）。2014年9月より2016年3月まで、金融庁総務企画局（当時）企業開示課にて専門

官として執務し、コーポレートガバナンス・コードの策定や開示府令の改正等を担当。2020年3月よ

り2022年3月まで、金融庁企画市場局企業開示課にて、企業統治改革推進管理官として、コーポレー

トガバナンス・コードの再改訂や公開買付・大量保有報告制度等を担当。M＆A、コーポレートガバ

ナンス、不祥事対応をはじめ、企業法務全般を取り扱う。 
主な著作として、「コーポレートガバナンス・コードの解説」（商事法務、2022年）、「統合報告で

伝える価値創造ストーリー」（商事法務、共編著、2019年）等。 
 

古布 薫（こぶ・かおる） 
1997年JPモルガン証券会社投資銀行部門入社、2000年JPモルガン・アセットマネジメント株式会社

日本株運用部門アナリストとしてテクノロジー業界を担当。2014年インベスコ・アセット・マネジ

メント株式会社入社。日本株式運用部のテクノロジー・金融業界担当のアナリストと同時にヘッド・

オブ・ESGとして日本株運用チームのスチュワードシップ活動を統括する。日本株における議決権

行使ガイドライン策定、各種開示資料作成・発行、建設的な対話の実践等をリードする。社外活動と

して金融庁公認会計士監査審査会委員、令和4年度なでしこ銘柄選定委員、令和4年度内閣府ジェン

ダー投資に関する調査研究企画委員、30% Club Japan インベスターグループ Vice Chairを務める。 
 

森 孝一（もり・こういち） 

1955年8月生。1979年早稲田大学政治経済学部卒業、同年キッコーマン醤油株式会社（現キッコー

マン株式会社）入社。主に経理畑を中心に勤務後、2008年から同社内部統制部長、2012年同社常勤

監査役就任（現職）。日本監査役協会常任理事、ケース・スタディ委員長、製造業第5部会幹事。 
「監査役・監査等委員・監査委員ハンドブック」（2021年株式会社商事法務）第2章執筆。 
 

小幡 忍（おばた・しのぶ） 
1985年日本電気株式会社入社。2013年法務部長、17年執行役員兼CCO（チーフコンプライアンスオ

フィサー）、18年執行役員兼CCO兼内部統制推進部長、19年執行役員兼CLCO（チーフリーガル＆コ

ンプライアンスオフィサー）、22年監査役に就任し、現在に至る。 
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◆ 申込方法について 

 会員会社の方（登録会員以外の会員会社にご所属の方も含む） 
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96回 
監査役全国会議」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【ライブ配信視聴】にてお申込みください。 
 
 会員会社以外の方 

当協会ＨＰより、「セミナー」→「全国会議」→「第96回 監査役全国会議」に進みお手続きくだ

さい。オンデマンド配信のみ視聴される方も【ライブ配信視聴】にて下記締切日までにお申込み

ください。 
 

 お申込締切日は参加方法によって異なりますのでご注意ください。 
【会場参加】   ４月４日（火） 
【ライブ配信視聴】４月１０日（月）  
 

 【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。（印刷が出来ない場合は名刺をお持ちのうえ会場受付にてご提出ください） 
 
 参加費のご請求は、会社宛て請求の場合、4月末締めで一括して請求書を発行し、5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）宛てに送付いたします。なお、請

求書の送付先をご自身宛て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」の中から、「第96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。申込締切日（会場参加４月４日（火）、ライブ配信視聴４月１０日（月））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。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。 
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◆ オンデマンド配信の視聴方法について 

 4月下旬（※日程未定）以降、お申込みをされた方宛てに、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。 

（会員マイページにサインインせずに申込まれた方には、視聴用のアカウントを発行のうえご連

絡いたします） 

 お申込みをされた方は（【会場参加】の方、【ライブ配信視聴】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3ヶ月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）

◆ ライブ配信の視聴方法について 

 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。 

（会員マイページにサインインせずに申込まれた方には、視聴用のアカウントを発行のうえご連

絡いたします） 

 詳細については協会ホームページをご参照ください。 
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第96回 監査役全国会議プロジェクト委員会 
 

委員長 加藤 治彦 トヨタ自動車株式会社 

真山 伸一 株式会社松屋 

宇野 晶子 株式会社資生堂 

阿部 由里 株式会社カヤック 

佐藤 雅敏 三井不動産株式会社 

木村 健   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

遠矢 浩司 株式会社西日本新聞社 

後藤 敏文 (公社）日本監査役協会 

（順不同・敬称略） 

 

 

 

 

    ＜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  03-5219-6100 

 

 

 

 

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