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

内部監査の品質評価・改善セミナー
日

会

概

時

２０１４年

８月２８日（水）

１０：３０～１６：００ （受付開始１０：００）

場

法政大学 新一口坂校舎（東京都千代田区九段北３－３－９）
http://www.im.i.hosei.ac.jp/contact/access/
市ヶ谷駅 （JR、有楽町線、南北線、都営新宿線） 徒歩 10 分
飯田橋駅 （JR、東西線、有楽町線、南北線、都営大江戸線） 徒歩 10 分
九段下駅 （東西線、半蔵門線、都営新宿線） 徒歩 15 分

要

内部監査の品質評価を通じて、内部監査のレベルアップを図ることが急務と
なっています。
本研修会では、内部監査の品質評価（内部評価、外部評価）の実務とポイント
に関して解説とするとともに、実際に内部監査の品質評価・改善に取り組んだ
金融機関の事例を紹介します。

参加対象

金融機関の役員、内部監査部門長、管理者、担当者を参加対象とします。

参加費用

会員５,０００円
非会員１０,０００円
※会員/賛助登録（年会費/年賛助金１０,０００円）して頂いた方は、
初めて受講する研修セミナーの受講費用を無料とします。
２回目以降は会員価格（５,０００円／１日）で受講可能です。
10：30～11：30

内部監査の品質評価（概論）

12：30～13：30

内部評価の実務とポイント

13：40～14：50

外部評価の実務とポイント
講師

有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ

プログラム

15：00～16：00

パートナー

伊佐地 立典 氏

シニアマネージャー

長岡

百五銀行 業務監査部
業務役

申し込み

氏

【事例紹介】内部監査の品質評価・改善の取り組み
講師

備 考

茂

松田 瑞穂

氏

CIA、CFSA、CCSA、CFE 等に係る CPE 申請のための受講証明を発行します（5CPE）
協会ホームページよりお申し込みください。 https://ifra.jp/seminar_info/index.html

ＩＦＲＡ事務局

〒102-007１ 東京都千代田区富士見 2-17-1
法政大学ビジネススクール イノベーション・マネジメント専攻内
Ｅ-ｍａｉｌ

http://ifra.jp/toiawase/index.php

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

リスクガバナンス研究会
（参加対象 役員・監査役・内部監査部門長、参加費無料）
日

会

時

場

２０１４年 ９月１２日（金）
１１：００～１６：００ （受付開始１０：３０）
赤坂 Biz タワー30 階（港区赤坂 5-3-1）トムソンロイター・セミナールーム
http://pr.reuters.co.jp/features/map/map_jp.html
※赤坂駅 1 番出口直結（千代田線）、赤坂見附駅徒歩 5 分（銀座線）
溜池山王駅徒歩 6 分（銀座線・南北線）

参加対象

金融機関の役員・監査役・内部監査部門長
※役員のご担当は問いません。新任の方、社外取締役、社外監査役の方
にお勧めします。
※役員・監査役・内部監査部門長以外の代理出席はご遠慮ください。

参加費用
申し込み

参加費無料、会員の皆様には、申込み用 URL をお知らせします。
非会員の皆様は、事務局まで申込み用 URL をお問い合わせください。
11:00～11:10 挨 拶
11:10～12:20 講 演「構造改革下の金融機関経営」（仮題）
講 師 元金融庁長官、日本金融監査協会 顧問
五味 廣文 氏
12:20～13:20 ランチ（軽食をご用意します）
13:20～14:30 講 演「独立取締役の法的位置付け」（仮題）

プログラム

講 師 日比谷パーク法律事務所 パートナー弁護士
松山 遥 氏
14:30～14:50

コーヒー・ブレーク

14:50～16:00 講 演「リスクアペタイト・フレームワーク
～ 海外金融機関における経営管理への活用事例」
講

師 野村総合研究所 金融 IT ナビゲーション推進部
川橋 仁美 氏

※五味 廣文 氏 1972 年 東大卒 大蔵省入省、01 年 金融庁検査局長、02 年同
監督局長、04 年 金融庁長官、07 年 退官、13 年 日本金融監査協会顧問

講師略歴

※松山 遥 氏 1993 年 東大卒 95 年 東京地方裁判所・判事補任官、00 年 弁護士
登録 （第二東京弁護士会）、日比谷パーク法律事務所入所、02 年 同事務所
パートナー、12 年 バイテック監査役、13 年 T&D ホールディングス社外取締役、
14 年 三菱 UFJ フィナンシャルグループ社外取締役
※川橋 仁美 氏 1989年 米国Syracuse大学Maxwell行政大学院 修士号取得
89年 銀行系シンクタンク入社 07年 野村総合研究所入社

ＩＦＲＡ事務局
お問い合わせ先

〒102-007１ 東京都千代田区富士見 2-17-1
法政大学ビジネススクール イノベーション・マネジメント専攻内
Ｅ-ｍａｉｌ

http://ifra.jp/toiawase/index.php
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特別研究会（参加費無料）
日

時

２０１４年 １０月 ９日（木）
１１：００～１５：００

受付開始 １０：３０

NTT データ・セミナールーム
会

場

東京都江東区豊洲 3-3-3 豊洲センタービル 10F
豊洲駅 1b 出口徒歩 3 分(有楽町線)、北口徒歩 5 分（ゆりかもめ)
http://www.nttdata.com/jp/ja/corporate/profile/guide/map.html
本研究会は、内外環境が変化するなかで、金融庁より講師をお招きして、

概

要

平成 26 事務年度の監督・モニタリングの基本方針について解説していた
だくとともに、金融機関のリスクガバナンスの変革と経営の諸課題に
ついて考えることを目的としています。

参加対象

金融機関の役職員を参加対象とします（会員優先）。

参加費用

無

料（事前登録が必要です）

11：00～11：10 挨 拶
11：10～12：40 講 演
「今事務年度の監督、モニタリングの基本方針について」
講

師

金融庁

検査局

参事官

堀本

善雄

氏

プログラム 13：40～15：10 講 演
「金融機関のリスクガバナンスの高度化
～取締役会、リスク管理機能、監査機能の一体改革」
講

師

FFR＋代表

碓井

茂樹

氏

（日本銀行金融高度化センター）
15：10～15：30 （質疑応答）
受講証明

申し込み

CIA、CFSA、CCSA、CFE 等に係る CPE 申請のための受講証明を発行します（4CPE）

会員の皆様には、申込み用 URL を E-mail 配信にてお知らせします。
非会員の皆様は、事務局まで申込み用 URL をお問い合わせください。

ＩＦＲＡ事務局
お問い合わせ先

〒102-007１ 東京都千代田区富士見 2-17-1
法政大学ビジネススクール イノベーション・マネジメント専攻内
Ｅ-ｍａｉｌ

http://ifra.jp/toiawase/index.php

日本金融監査協会
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http://www.ifra.jp/

設立の目的
主に金融の分野でリスク管理、監査等に関わる高度な人材の育成を支援し、リスク
管理と監査等の発展に貢献すること。
活動方針
リスク管理機能と監査機能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）。
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

※ 研修セミナーは、会員・非会員とも、ホームページから申し込みが可能です。
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
※ 会員の方には、研究会の開催案内を E-mail 配信します。非会員の方は、事務局まで
お問い合わせください。
※ CIA、CCSA、CFSA、CFE、CISA に係る CPE 申請のための受講証明を発行します。

個人会員

2014 年 3 月現在

150 名

実務家、専門家、資格、経験の有無を問わず、誰でも登録が可能です。
賛助企業・団体（金融機関、監査法人ほか）

2014 年 3 月現在

職員の能力向上を支援する企業・団体を登録します。
賛助口数が、セミナー・研究会への参加人数の上限となります。
事務局長

石島

隆 （法政大学教授）

（事務局）

法政大学ビジネススクール
イノベーション・マネジメント専攻
〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-17-1

顧

問

五味

廣文（元金融庁長官）

139 先

研修セミナー開催予定（2014年度）
《入門セミナー》
・内部監査入門
・リスク計量化入門
― VaRとストレステスト
・コンプライアンス入門
・不正リスクマネジメント入門
・システム監査入門

《特別企画》
・展望セミナー
変革の時代の金融機関経営
・リスクアペタイトと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
・最新コンプライアンス対策セミナー
・最新 ＩＴ動向とシステム監査

《理論と実践セミナー》
・金融内部監査の実践テクニック
・金融内部監査 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 理論と実践

※アップ・トゥ・デイトなテーマで、適宜、追加開催します。

《CIA試験対策セミナー》
・土曜開催 CIA試験 PartⅠ
・土曜開催 CIA試験 PartⅡ
・土曜開催 CIA試験 PartⅢ（前半）
・土曜開催 CIA試験 PartⅢ（後半）
※好評のセミナーは、イブニング・セミナー（東京）や
大阪開催セミナーとして追加開催します
※現時点の予定です。年度途中で変更もあり得る点
ご了承ください。

特別研究会、リスクガバナンス研究会
• 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。

【日本金融監査協会（IFRA）】リスク管理、監査等に関わる高度な人材の育成
を支援、金融機関の内部監査部門に配属された新担当者向け研修セミナー
「はじめての内部監査入門」を開催

【日本金融監査協会（IFRA）】金融機関の役員・監査役・内部監査部門長
約50名を集め、リスクガバナンスを考える特別研究会を開催（参加費無料）。
金融庁佐々木審議官らが、リスクガバナンス強化の重要性と内部監査人、
監査役への期待を熱く語った。

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。

