
設立の目的 
  主に金融の分野で、ガバナンス、リスク管理、監査等に関わる高度な人材 
  の育成を支援すること。 
活動方針 
  ガバナンス、リスク管理と監査等の高度化に役立つ良質な研修セミナーを 
  実費相当の価格で提供する（非営利の活動）。 

日本金融監査協会
The Institute of Financial Risk management and Audit

http://www.ifra.jp/

事務局長   石島 隆 （法政大学教授）   

                 
顧  問    五味 廣文        池尾和人 
        （元金融庁長官）  （慶應義塾大学教授） 
 



研修セミナー 

   会 員  年会費10,000円、初回受講費用無料、２回目以降5,000円  

   非会員  毎回 受講費用 10,000円 

  ※社外取締役(会員）、社外監査役(会員）は、すべての研修セミナーの 

   受講費用無料 

特別研究会 

  参加自由（会員優先）、受講費用 無料 

リスクガバナンス研究会 

  対象 金融機関の役員、監査役、内部監査部長（会員優先） 

  受講費用 無料 

  ※研究会の開催案内は会員を対象にE-mail配信しています。 

    非会員の方は事務局にお問い合わせください。 

日本金融監査協会
The Institute of Financial Risk management and Audit

http://www.ifra.jp/



 

《展望・エグゼクティブセミナー》  

金融機関のガバナンスを考える 

 

日本金融監査協会 顧問、元金融庁長官     五味 廣文 氏 
 
日本取締役協会  コーポレートガバナンス委員会 副委員長 
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士  太田 洋 氏 
 
FFR＋代表（日本銀行金融高度化センター）  碓井 茂樹 氏 
 
日本スタンダード＆プアーズ 社外取締役   八城 政基 氏 
（元新生銀行会長兼社長、元中国建設銀行社外取締役 
 元シティバンク・エヌ・エイ在日代表、元エッソ石油社長） 

2015年7月13日 



 

《展望・エグゼクティブセミナー》  

地域金融機関の将来を考える 

 日本金融監査協会 顧問 
慶應義塾大学 経済学部 教授 池尾 和人 氏 
 
㈱浜銀総合研究所 社長     伊東 眞幸 氏 
 
NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング㈱ 
取締役兼理事長           鷲見 守康 氏 

 
《土曜・入門セミナー》  

金融機関の経営管理の基本的枠組み 
―ガバナンス、リスクマネジメント、内部監査のピンポイント解説 

FFR＋代表（日本銀行金融高度化センター）  碓井 茂樹 氏 

2015年8月21日 

2015年8月22日 



《入門セミナー》 
・内部監査入門 
・システム監査入門 
・コンプライアンス入門 
 ―「コンプラ疲れ」解消による実効性向上 
・不正リスクマネジメント入門 
 ―5原則によるアプローチ 
・リスクマネジメント入門 
 ― VaRとストレステスト、シナリオ分析 

研修セミナー開催予定（年度） 

《特別企画》 

・最新コンプライアンス対策セミナー 
・最新ストレステスト の実践 
・実例解説 不祥事対応セミナー 
・サイバーセキュリティとITガバナンス 
 ※アップ・トゥ・デイトなテーマで、適宜、開催 

《エグゼクティブセミナー》 

・展望セミナー 
・入門セミナー 
 ※役員、部門長、シニア管理者向けです。 

 

 

 

※好評のセミナーは大阪でも開催します 

《理論と実践セミナー》 
・理論と実践 市場リスクマネジメント 
・理論と実践 信用リスクマネジメント   
・理論と実践 オペリスクマネジメント  
・理論と実践 不正リスクマネジメント 
・理論と実践 業務継続マネジメント 
 

《内部監査実務セミナー》 
・内部監査実務セミナー 
・金融内部監査の実践テクニック 
・内部監査の品質評価・改善セミナー 

《CIA試験対策セミナー》 
・土曜開催 CIA試験 PartⅠ、Ⅱ、Ⅲ 



• 特別研究会として、金融庁幹部による金融モニタリング方針の説明

会などを、適宜、開催いたします（無料）。 

• リスクガバナンス研究会は、金融機関の役員、監査役、内部監査   

部門長を対象にして、金融当局や各分野の実務家、専門家による  

講演と意見交換を行うネットワーキングの場です(無料、昼食付き）。 

  50名程度に人数を制限いたしますが、年に 3～4回程度、開催いた 

  します。リスクマネジメント、コンプライアンス、監査を担当する役員 

  だけでなく、それ以外の担当役員の方も、是非、ご参加ください。 

  とくに新任の方、社外役員の方には参加をお勧めします。 

• 特別研究会、リスクガバナンス研究会は、満席となりますため、会員

を優先してE-mailにて、ご案内しています。 

  ※ホームページでは申し込めません。特別研究会、リスクガバナンス 

   研究会に参加を希望される方は、会員のご登録をお勧めします。 

特別研究会、リスクガバナンス研究会 



「地方の課題とチャレンジ～金融面からの地域活性化支援の取り組み」 

  内閣府地域経済活性化支援機構担当室長、金融庁総務企画局審議官 小野 尚 氏 

「日本のコーポレート・ガバナンス―将来展望」 

 日本取締役協会副会長、㈱経営共創基盤 代表取締役CEO  冨山 和彦 氏 

「ガバナンス改革と内部監査」  有限責任あずさ監査法人ディレクター 福永 謙介 氏 

2015.5.29 

       地方創生とガバナンス改革 



 
リスクガバナンス研究会 

日本金融監査協会

日本取締役協会

金融庁  

検査局長 遠藤 俊英 氏 

日本取締役協会 
コーポレートガバナンス委員会  
委員長 原 良也 氏 
(大和証券グループ本社名誉顧問）  
 

日本金融監査協会 
リスクガバナンス研究会 
碓井 茂樹 氏 
（FFR＋、日本銀行金融高度化センター） 写真

2015年1月8日 法政大学ボアソナード・タワー 



11

金融モニタリング基本方針

―内部監査・監査役に期待される役割

2014.2.20 写真

国際金融規制・監督の将来展望

―リスクガバナンスの強化に向けて

2014.5.9 写真

「銀行の社外役員に関する特別調査」公表

「独立取締役の法的役割」 日比谷パーク法律事務所 弁護士 松山 遥 氏

「リスク・アペタイト・フレームワーク（ RAF）の構築 ―海外の金融機関の事例紹介」

（※）略歴： 1993年 東大卒、00年現職、14年 MUFG社外取締役就任

野村総合研究所 川橋 仁美 氏

「構造改革下の金融機関経営」

13
金融庁 総務企画局
参事官 堀本 善雄 氏

金融モニタリングの基本方針に関して講演。

金融モニタリングのオン・オフ一体化を進め

ている背景や意義について解説するととも

に、今後、金融機関との対話を重視していく

姿勢を強調した。



• 会社法改正、コーポレートガバナンス・コード策定等を受けて、今後、

社外取締役・社外監査役の拡充、機能強化が求められるようになり

ます。 

• 日本金融監査協会は、社外取締役・社外監査役の活動を支援する 

ため、会員登録をした社外取締役・社外監査役に対して、リスクガバ

ナンス研究会・特別研究会（参加費用無料）のほか、すべての研修 

セミナーへの参加を無償で認めることにしました。 

社外取締役・社外監査役の活動支援 

①社外取締役・社外監査役の方は、ホームページで「個人会員」の登録 

 をしてください。役職名には、「社外取締役」、「社外監査役」と「社外」と   

 明記してください。 

②事務局（info@ifra.jp）に無料クーポンをご請求ください。 

  ※社外取締役・社外監査役であることを示す公表資料をご送付ください。 

③事務局から10回分の無料クーポン（年度内有効）を送付します。 

  ※送付された無料クーポンは、ご本人様以外は利用できません。 

mailto:info@ifra.jp


参考書籍 

書 名  KINZAIバリュー叢書 内部監査入門 

編 者  日本金融監査協会 

執筆者 碓井茂樹  （FFR＋、日本銀行） 

      伊佐地立典（監査法人トーマツ） 

      行方洋一   （ブレークモア法律事務所） 

      福島雅宏   （監査法人トーマツ）   

出版社 金融財政事情研究会 

 

 

 ２割引・送料無料にて販売いたします。定価 1,728円→1,382円 
 info@ifra.jp   宛てに、以下の事項をお知らせください。①書籍名・冊数 
 ②金融機関名、③所属、④郵便番号・住所（送付先）、⑤氏名、⑥TEL 
 出版社より書籍と請求書が送付されます。郵便局で支払うと手数料も無料です。 



参考書籍 

書 名   リスク計量化入門 

       ―VaRの理解と検証 

編著者   FFR＋ 

出版社   金融財政事情研究会 

 

 

 
 ２割引・送料無料にて販売いたします。定価 2,160円→1,728円 
 info@ifra.jp   宛てに、以下の事項をお知らせください。①書籍名・冊数 
 ②金融機関名、③所属、④郵便番号・住所（送付先）、⑤氏名、⑥TEL 
 出版社より書籍と請求書が送付されます。郵便局で支払うと手数料も無料です。 


