第55回内部監査推進全国大会

- Progress Through Sharing in New Normal -

講演プログラムが確定しました。3ページ以降をご確認ください。
コロナ禍を契機として、組織体を取り巻く経営環境は大きく変化しました。デジタライゼー
ションが進展し、地球規模での気候変動問題を含むサステナビリティを巡る課題への取組みの
重要性が増し、ダイバーシティに富んだ組織の構築が急務となるなど、組織体にはこうした多
岐にわたる課題に対応できるような実効性あるガバナンスが求められております。
こうしたなか、多くの組織体では、新たな成長を実現するため、テクノロジーを駆使し、事
業モデルを変革するなど、変化に柔軟に対応すべく継続的な努力を重ねており、組織体の価値
を高め保全することを使命とする内部監査に対する期待もますます高まっております。
組織体が目まぐるしい変化に対応して新たな展開を見せるなかで、内部監査も新しい環境下
での経営に貢献できるよう、その実務をアップデートしてゆかなければなりません。
そこで、今大会は、大会テーマを「経営の新展開と内部監査

～Progress Through

Sharing in New Normal～」とし、これからの内部監査がなすべきことを、皆様とともに考え
てまいりたいと思います。

第55回内部監査推進全国大会概要
１．2021年 9月27日（月）10:00～10月 1日（金）15:50〔Zoomによる定時配信〕*1
２．2021年10月 4日（月）10:00～10月17日（日）16:00〔オンデマンド配信〕*2
時間帯等詳しいプログラムは第55回内部監査推進全国大会専用サイト内で追ってご案内いたします。

日程

*1：定時配信 ー 配信日時があらかじめ設定された配信方法。
*2：オンデマンド配信 ー 開催期間中はいつでも希望される講演をご視聴いただける配信方法。
当協会動画配信サイト（https://iiajapan.bz）よりご視聴いただけます。
※一度のお申込みでZoom配信およびオンデマンド配信どちらもご視聴可能です。

開催方法
参加費
定員

オンライン開催（https://www.iiajapan.com/leg/conference/）
1名につき ￥44,000（消費税 ¥4,000-込）
1,200名（申込先着順）

第55回内部監査推進全国大会概要
申込締切日：9月16日（木） 17:00
この日時以降のキャンセルは承れません。恐縮ながら参加費を全額お支払いいただきます。

お申込みはメールでのみの受付といたします（詳細は「お申込み方法」ページをご参照ください）。
申込方法

受講方法

① 【申込受付専用アドレス】宛に「必要事項」をご記入のうえメールにてお送りください。
② 申込メールが到着後順次、参加証・請求書をお送りいたします。
お申込みいただいた後、14日を過ぎても当協会より参加証等が届かない、もしくはキャンセル待ち
の連絡もない場合は、お手数ですがご連絡くださいますようお願い申し上げます。
③ 請求書をご確認のうえ、大会開催前日までに指定口座にお振込みください。
【Zoomによる定時配信】
開催の3営業日前【9月21日（火）】にご登録のメールアドレス宛に「no-reply@zoom.us」から視聴
に必要な情報（URL、講演レジュメダウンロード先等）を記載した「登録受付票」を
配信日分（5日間分、計5通）お送りします。
ご受講の際は、当日分の「登録受付票」メール記載の「ここをクリックして参加」よりご参加ください。
※ 「登録受付票」に記載されている研修参加の情報はお申込みされた方のみご利用いただけます。
他の方との共有はできません。
※「no-reply@zoom.us」からのメールを必ず受信できるように事前の設定をお願いいたします。
【オンデマンド配信】
オンデマンド配信期間中は、土日祝日および時間帯を問わずにご視聴いただけます。
オンデマンド配信開始の3営業日前【9月29日（水）】にご登録のメールアドレス宛に
「online-kenshu@iiajapan.com」から、本大会視聴用URLおよび「視聴コード」をお送りします。
本大会視聴用URLへアクセスいただき、「視聴コード」を入力してご視聴ください。
※「視聴コード」はお申込みされた方のみご利用いただけます。他の方との共有はできません。
※「online-kenshu@iiajapan.com」からのメールを必ず受信できるように事前の設定をお願いいたし
ます。
•

注意事項
•

本大会をオンラインでご視聴いただける方は、申込者ご本人のみです。申込者以外の方による視聴は
固くお断りしております。また講演の録音・録画、スクリーンショット、配付資料の申込者以外の方
への転送や共有、SNS への講義情報のアップロードを禁止しております。
上記を含む、本申込書の記載事項をご了承いただいた方のみお申込みください（お申込みいただいた
時点で、ご了承いただいたものといたします）。

【CPE単位】「25CPE単位」が付与されます。
CPE単位

⇒“CPE単位”とは、CIA、CCSA、CFSAおよびCRMA資格等の継続的専門能力開発制度における認定単位です。
CPEを報告される方は、本大会終了後に配信する「修了証メール」を受講証明として3年間保存をお願いします。
10月22日（金）までに「修了証メール」が届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。

同時開催：内部監査フェア（参加無料）
内部監査フェアは、内部監査に関連する企業・団体が提供する最新のツールや内部監査支援サービ
講演者紹介
ス、情報リソースを提供するイベントです。皆様の業務の支援となる各種の情報を入手いただけま
す。是非この機会にご活用ください。
開催期間

2021年9月27日（月）～ 10月17日（日）

開催方法

オンライン開催（https://www.iiajapan.com/leg/conference/）

出展予定企業・
団体

EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社／Wolters Kluwer／
AOSデータ株式会社／Galvanize Japan／KPMG ジャパン／SmartAudit 株式会社／
株式会社中央経済グループパブリッシング／同文舘出版株式会社／
有限責任監査法人トーマツ／日本公認会計士協会出版局／PwC あらた有限責任監査法人／
プロティビティLLC／放送大学

第５５回内部監査推進全国大会 講演テーマ・講師（敬称略）
定時配信 1日目：2021年9月27日（月）
10:00 –
10:15

【1-1】
10:15 –
11:05
【1-2】
11:15 –
12:05

会長挨拶
一般社団法人日本内部監査協会 会長 伏屋 和彦
第35回（2021年度）会長賞（内部監査優秀実践賞）・青木賞（内部監査優秀文献･論文賞） 審査報告
基調講演
Future Ready
内部監査人協会（IIA）国際本部会長（2021年ー2022年）
チャーリー・ライト
会長賞（内部監査優秀実践賞）受賞会社記念講演
休憩

【1-3】
13:00 –
13:50
【1-4】
14:00 –
14:50

【1-5】
15:00 –
15:50

12：05 ～ 13：00

青木賞（内部監査優秀文献・論文賞）受賞者記念講演
Post COVID-19監査の留意事項 ～私達は如何に考え行動したか～
帝人株式会社
経営監査部長 福浦
克
経営監査部 ＩＴ情報担当 山口 竜二
改訂されたIIAの3ラインモデルを読み解く ～３つのディフェンスラインモデルとの比較を中心に～
シモンズ株式会社 監査室 室長
柳瀬 宏司

定時配信 ２日目：2021年9月28日（火）
【2-1】
10:00 –

基調講演
コーポレートガバナンス・コードの改訂の概要と内部監査への期待
金融庁 企画市場局 審議官
井上 俊剛

10:50
【2-2】
11:00 –
11:50

システム監査基準・システム管理基準の現状と改訂に向けた課題
法政大学 大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授
石島
隆
休憩

【2-3】
13:00 –
13:50

【2-4】
14:00 –
14:50

11：50～13：00

ESG＆Society5.0時代の内部監査の貢献
～「サステナビリティ」×「デジタル」×「GRC」による価値協創～
PwCあらた有限責任監査法人 ガバナンス内部監査サービス部
シニアマネージャー 佐々木 康之
マネージャー
宮山 韓知

Oneヤマトの監査・構造改革
ヤマト運輸株式会社 監査部長
ヤマトホールディングス株式会社 監査機能シニアマネージャー兼務
山田 正俊
内部監査の将来像を描く ～放送大学の授業で伝えたいこと～

【2-5】
15:00 –
15:50

青山学院大学 大学院 会計プロフェッション研究科 教授
蟹江 章
放送大学 教養学部 准教授
齋藤 正章

第５５回内部監査推進全国大会 講演テーマ・講師（敬称略）
定時配信 3日目：2021年9月29日（水）
【3-1】
10:00 –

基調講演
監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）の取組について
監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）副議長
長岡
隆

10:50

拡大する内部監査への期待と役割 ～企業のDX推進において変化する重要リスクと処方箋～
【3-2】
11:00 –
11:50

有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部
パートナー Kyle Runnels
マネージング ディレクター
粟野 友仁
シニアマネジャー
西原
隆
休憩

11：50～13：00

【3-3】
13:00 –
13:50

オリエンタルランドにおける内部監査の概要 ～「最重要リスク監査」を中心に～

【3-4】
14:00 –
14:50

デジタル化とニューテクノロジー －変化するリスクの管理

【3-5】
15:00 –
15:50

価値を創造する内部監査の実現に向けて

株式会社オリエンタルランド 監査部長
塚本 浩一

Galvanize Japan Country Manager
大島
洋

MS＆ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 監査部 企画・高度化担当部長
加藤
潤

定時配信 4日目：2021年9月30日（木）
【4-1】
10:00 –

基調講演
NTTデータの内部監査 Global & Digital
株式会社NTTデータ 監査部長
内村 公弥

10:50
【4-2】
11:00 –
11:50

損保ジャパンのカルチャー監査の取組み
損害保険ジャパン株式会社 内部監査部長
杉原 英之
休憩

【4-3】
13:00 –
13:50

【4-4】
14:00 –
14:50

【4-5】
15:00 –
15:50

11：50～13：00

経営に付加価値をもたらす内部監査の将来像とは
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
パートナー 森内 祐輔
マネージャー 陸
濛濛
＜CIAフォーラム研究会No.a1報告＞
内部監査の成熟度についての考察
～「内部監査の成熟度モデル」と10年にわたる4回の調査結果から～
株式会社コーセー 監査室
三木 明美
株式会社カカクコム 内部監査室
安藤 学子
三井住友銀行におけるプロジェクト監査
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 監査部 部長
佐藤
稔

第５５回内部監査推進全国大会 講演テーマ・講師（敬称略）
定時配信５日目：2021年10月1日（金）

【5-1】
10:00 –
10:50

【5-2】
11:00 –
11:50

基調講演
SOX Control Testing Automation ～SOX経営者テストの自動化～

武田薬品工業株式会社
テクノロジー&アシュアランスエンリッチメントヘッド 五十木 浩之
テクノロジー&アシュアランスエンリッチメント SOXアシュアランスグローバルリード
別所 稔一
ニューノーマル時代への挑戦 ～内部監査のアプローチと検討すべきテーマとは～
KPMGコンサルティング株式会社
リスクコンサルティング ディレクター 安田 壮一
リスクコンサルティング ディレクター 木村 みさ
休憩

【5-3】
13:00 –
13:50

【5-4】
14:00 –
14:50

11：50～13：00

サステナビリティ経営を支える次世代内部監査～ESG・ERM・内部統制・内部監査の12のアイデア～
プロティビティLLC
マネージングディレクタ 渡辺 知子
マネージングディレクタ 青山 卓郎
アフラックにおけるアジャイル型監査の導入と実施
アフラック生命保険株式会社
内部監査部長 荒木 理映
内部監査部 監査第一課長 設楽
隆
クロージングセッション

【5-5】
15:00 –
15:50

内部監査の国際的潮流 ～IIAの動向を踏まえて～
内部監査人協会（IIA）国際本部理事 専門職資格担当
インフィニティコンサルティング 代表
プレミアアンチエイジング株式会社 社外取締役
堺 咲子
詳細・最新情報につきましては、当協会の「第5５回内部監査推進全国大会」ページ
（ https://www.iiajapan.com/leg/conference/ ）をご参照ください。
また、内容等がやむを得ず変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
配信開始時間は若干前後する場合がございますがあらかじめご了承ください。
主催・問い合わせ先：一般社団法人日本内部監査協会 http://www.iiajapan.com
〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-11 VORT京橋 TEL: 03-6214-2231 / FAX: 03-6214-2234
「第55回内部監査推進全国大会」ページ https://www.iiajapan.com

〇 お申込み方法 〇
＜お申込み前のご確認＞ 下記のことを必ず事前にご確認ください。
① 下記 URL に接続いただき、ご利用の環境（PC、タブレット、スマートフォン等）で Zoom が正常に
動作することをご確認ください。 ⇒ https://zoom.us/test
② 下記 URL に接続いただき、ご利用の環境（PC、タブレット、スマートフォン等）で当協会動画配信
サイト上での動画視聴が正常にできることをご確認ください。
⇒ https://iiajapan.bz/campaigns/_test_code_test
（テスト視聴用動画の「視聴コード」は「MTWMG3OQ3I7YGJGP」とご入力ください。

【※】利用環境の不具合による返金は一切対応できませんので、ご了承ください。

【申込受付専用アドレス】 moushikomi@iiajapan.com
※ お申込みはメールでのみの受付とさせていただきます。
以下の＜必要事項＞をご記入いただき、メールにてお申込みください。

＜必要事項＞
・研修会名 メールの「件名」に研修会名をご記入ください
・会社名／組織名
・所在地（〒から）
・電話番号
・部署・役職
・参加者氏名 「記入例：監査 太郎（カンサ タロウ）
」
・受講者メールアドレス
※ 複数名でお申込みの際はそれぞれの方のメールアドレスをご記入ください
※ メールアドレスのご記入は、お間違えのないようご注意ください

・その他備考
・会員区分：正会員・個人会員・非会員
［ 1 名につき 44,000 円 （消費税 4,000 円込） ］
・請求書の宛名（会社名・個人名）
※上記の項目は請求書の宛名が会社名である正会員の場合、ご記入不要です。

・参加証・請求書送付先（部署・役職・氏名）
※上記の項目は送付先と参加者が同じ場合、ご記入不要です。
✓
✓

✓
✓

お申込みいただいた後、14 日を過ぎても当協会より参加証等が届かない、もしくはキャンセル待ちの連絡
もない場合は、お手数ですがご連絡くださいますようお願い申し上げます。
開催の 3 営業日前【9 月 21 日（火）】にご登録のメールアドレス宛に「no-reply@zoom.us」から視聴に必要な
情報先（URL、講演レジュメダウンロード先等）を記載した「登録受付票」を配信日分（5 日間分、計 5 通）
お送りします。
オンデマンド配信開始の 3 営業日前【9 月 29 日（水）】にご登録のメールアドレス宛に
「online-kenshu@iiajapan.com」から、本大会視聴用 URL および「視聴コード」をお送りします。
本大会終了後に配信する「修了証メール」を受講証明として 3 年間保存をお願いします。 10 月 22 日（金）
までに「修了証メール」が届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。

「オンライン研修（Zoom）ご受講にあたってのご注意」

✓
【 個人情報の取扱について 】申込書にご記入いただいた個人情報は、当研修会の運営を推進するために使用することを
目的とします。また法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。

「Zoom による定時配信ご受講に際して」
Zoom 導入および視聴方法
Zoom は WEB ブラウザおよびソフトウェア上でご覧いただくことが可能です。
事前に Zoom の導入をしていただくと、配信当日スムーズにご参加いただけます。

WEB ブラウザ上で視聴する場合
Web ブラウザからミーティングに参加するには、Zoom にサインインをする必要があります。Zoom
に登録していない参加者は、サインアップが必要です。Zoom 公式サイトにアクセスし、右上の「サ
インアップは無料です」アイコンをクリックしてご登録をお願いいたします。
お申込み後に送られますウェビナーURL をクリックした後にブラウザが立ち上がりますので「ダ
ウンロードできませんか？こちらをクリックして参加できます」からご参加ください。

Zoom ソフトウェアを導入して視聴する場合
Zoom 公式サイトにアクセスし、上部メニューの「リソース▼」タブから「Zoom をダウンロード」
を選択。そのページ内の「ミーティング用 Zoom クライアント」をダウンロードしてください。
お申込み後に送られます自動返信メールにミーティング参加 URL が記載されておりますので、そ
ちらにアクセスいただき「ダウンロードして開始してください」をクリックしますとダウンロー
ドが開始されます。

視聴方法
お申込み後、
「no-reply@zoom.us」アドレスより配信される登録受付票メールに記載のリンクにア
クセスしてください。ソフトウェアを導入している場合は自動的にソフトウェアが立ち上がりま
す。 また、WEB ブラウザ上で視聴する場合は、Zoom 公式サイトにアクセスしてログインした後、
「ミーティングに参加する」をクリックしてご視聴ください。

事前の Zoom 動作確認のお願い
お申込みの前に下記 URL に接続いただき、ご利用の環境（PC、タブレット、スマートフォン等）
で Zoom が正常に動作することをご確認ください。
Zoom 動作確認テスト先 URL： https://zoom.us/test
※接続環境安定のため、なるべく無線ではなく有線をご利用ください。

ヘルプ
Zoom 公式サイト ※ 動作環境等の詳細はこちらをご確認ください
https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697

講演資料（PDF）のダウンロード
Zoom：登録時の自動返信メールにダウンロード用 URL を記載しております。

