
近年、世界的にサステナビリティを巡る課題の重要性が高まってきております。

2015年にSDGsが国連サミットで採択されて以降、官民を挙げた取組みが世界中で進んできております。

また、ESG 投資の急速な拡大に伴い、企業の開示するサステナビリティ関連情報に係る基準策定の動きが加速している

状況です。

さらに、昨年6月に改訂されたわが国のコーポレートガバナンス・コードでは、昨今のESGやSDGsに対する社会的要

請・関心の高まりなどを受け、サステナビリティを巡る課題への取組みについて明記され、上場会社には、サステナビリ

ティについて基本的な方針を策定し自社の取組みを開示することが求められるようになりました。

こうした状況を受け、組織体には、新たな諸課題に適切に対応し、また、その対応状況を外部に説明することが強く求

められてきており、そのための基礎として、組織体のガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントおよびコントロール

の状況について、財務・非財務の両面から客観的に評価し改善案を提供する内部監査の役割がますます重要になってきて

います。

そこで、今大会では大会テーマを「組織体のサステナビリティに貢献する内部監査～Progress Through Sharing～」

とし、組織体のサステナビリティ課題への対応や組織体自身のサステナビリティの確立に、内部監査がいかに貢献すべき

か、皆様とともに考えてまいりたいと思います。
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大会初日の参加方法につきまして、2つの参加方法からご選択いただけます。
今回は初日のみ参加人数を制限して会場での対面形式にて開催いたします。同時にZoomによるライブ配信も行
いますので、お申込みの際は「対面形式参加」もしくは「Zoomによるライブ配信参加」のどちらかをお選びく
ださい（参加方法によって参加費も異なりますのでご注意ください）。
2日目以降は初日の講演等も含め、オンデマンド配信でご視聴いただけます。
日程・プログラム・申込方法などの詳細は次ページ以降をご覧ください。

～Progress Through Sharing～

第56回内部監査推進全国大会

初日
(9月26日)

2日目以降
(9月27日～
10月17日)

①対面形式参加 ②Zoomによるライブ配信参加

オ ン デ マ ン ド 配 信
※初日の映像も10月3日より
オンデマンド配信いたします
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申込方法

申込締切日：9月16日（金） 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。

お申込み方法
当協会全国大会専用サイト（https://www.iiajapan.com/leg/conference/）内に
あります「お申込み」へお進みいただきご登録をお願いいたします。
※5名以上ご参加の場合は申込用Excelフォームを用意しておりますので、

そちらをメールにてお送りいただく事でも受け付けております。
詳しくは上記全国大会専用サイトをご確認ください。

① こちらでお申込みを確認後、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・請求書が届かない、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。

② 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。

受講方法

【初日：会場での対面形式参加の場合】
お申込み後、当協会より郵送いたします参加証を、会場受付にてご提出ください。
※当日会場へお越しの方へも、ご登録のメールアドレス宛に「no-reply@zoom.us」からZoomによる

ライブ配信に視聴に必要な情報（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」が
送信されます。

【初日：Zoomによるライブ配信参加の場合】
開催初日の3営業日前【9月20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。
※初日の講演につきましては、後日オンデマンド配信サイトへ掲載いたします。

詳細な受講方法につきましてはZoom受講の手引きをご覧ください。

【2日目以降：オンデマンド配信】
オンデマンド配信開始の3営業日前【9月21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。
本大会視聴用オンデマンド配信サイト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。

詳細な受講方法につきましては全体的な受講の流れとオンデマンド受講の手引きをご覧ください。
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日程

開催初日：2022年 9月26日（月）11:00から（10:00受付開始）
〔会場：ハイアットリージェンシー東京で対面形式およびZoomによるライブ配信〕
ハイアットリージェンシー東京 東京都新宿区西新宿2-7-2 TEL: 03-3348-1234

2日目以降：2022年 9月27日（火）10：00 ～ 10月17日（月）16:00
〔オンデマンド配信〕

時間帯等詳しいプログラムは第56回内部監査推進全国大会専用サイト内等で追ってご案内いたします。

開催方法
1. 9月26日(初日)を会場での対面形式でご参加と、2日目以降オンデマンド配信でのご視聴
2. 9月26日(初日)をZoomによるライブ配信でご参加と、2日目以降オンデマンド配信でのご視聴

参加費
（1名につき）

※参加方法により参加費が異なります
1【対面形式+オンデマンド配信】 ¥55,000（消費税 ¥5,000-込）昼食・飲物付き
2【Zoomによるライブ配信+オンデマンド配信】¥44,000（消費税 ¥4,000-込）

定員
1【対面形式+オンデマンド配信】 200名（申込先着順）
2【Zoomによるライブ配信+オンデマンド配信】 1,000名（申込先着順）

https://www.iiajapan.com/leg/conference/
mailto:no-reply@zoom.us
mailto:no-reply@zoom.us
https://www.iiajapan.com/leg/pdf/ml/Zoom_56thconference.pdf
mailto:online-kenshu@iiajapan.com
mailto:online-kenshu@iiajapan.com
https://www.iiajapan.com/leg/pdf/ml/ondemand_56thconference.pdf


講演者紹介

同時開催：内部監査フェア（参加無料）

開催期間 2022年9月26日（月）～10月17日（月）

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／
KPMG コンサルティング株式会社／SmartAudit 株式会社／
株式会社中央経済グループパブリッシング／Diligent／株式会社電通国際情報サービス／
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

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
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。

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）。

• 会場での対面形式でご参加される方は必ずマスクご着用および検温・アルコール消毒のご協力をお願
いいたします。

• 今後の新型感染症・災害等の状況によりましては、オンライン（Zoom＋オンデマンド）のみでの開
催とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
その際は、当協会ウェブサイト等でお知らせいたします。

CPE単位

25CPE単位が付与されます。
⇒“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21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。
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会場：ハイアットリージェンシー東京について

会場

ハイアットリージェンシー東京
東京都新宿区西新宿2-7-2 TEL: 03-3348-1234
会場へのアクセス（外部リンク：会場周辺地図PDF）

■新宿駅西口より徒歩9分
■地下鉄大江戸線都庁前駅A7出口C4連絡通路（6:00～23:00）経由で徒歩1分
■地下鉄丸ノ内線西新宿駅より徒歩約4分

初日受付

地下１階「センチュリールーム」前（受付開始時刻10:00）

参加証と引換えに名札をお渡しいたしますので、当日お持ちのうえ受付にご提出ください。
※会場内での録画・録音はご遠慮ください。

※会場開催は初日のみになります。2日目以降はオンデマンド配信です。

https://www.iiajapan.com/leg/conference/
https://www.hyattregencytokyo.com/Portals/0/access/Access_map_japanese.pdf
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初日（9/26）プログラム（対面形式およびZoomによるライブ配信）
※後日オンデマンド配信サイトにも掲載します

10:00 -
11:00

【会場参加者】受付開始
【Zoomオンライン参加者】Zoomアクセス受付開始

11:00 -
12:00

【特別講演】
サステナブルな資本主義を実現するための"サステナビリティ・ガバナンス改革"

ＨＲガバナンス・リーダーズ株式会社 代表取締役社長 CEO
三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員

内ヶ﨑 茂

12:00 -
13:30

ランチセッション（「One IIA – Building Trust Together」 IIA国際本部会長 Benito Ybarra） 他
※お弁当、お飲み物を提供いたします。

13:30 -
14:30

会長挨拶 一般社団法人日本内部監査協会 会長 伏屋 和彦
来賓挨拶
第36回（2022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）授与式

14:30 -
14:45

休憩時間

14:45 -
16:45

【創立65周年記念 パネル討論会】
組織体のサステナビリティに貢献する内部監査

登壇者：ＨＲガバナンス・リーダーズ株式会社 代表取締役社長CEO
三菱UFJ信託銀行株式会社 執行役員

内ヶ﨑 茂
一橋大学大学院 経営管理研究科客員教授

公益財団法人日本内部監査研究所理事
佐々木 清隆

三菱商事株式会社 執行役員 監査部長
一般社団法人日本内部監査協会 理事

藤村 武宏
（登壇者：氏名五十音順）

司会： 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授
一般社団法人日本内部監査協会名誉会員

蟹江 章

16:45 -
17:00

【会場参加者】休憩時間
【Zoomオンライン参加者】配信終了

17:00 -
18:00

【会場参加者のみ】イブニングネットワーキング ※新型感染症対策のためソフトドリンクのみご用意しております。
お食事やアルコール類の提供はございませんのでご了承ください。

オンデマンド配信プログラム（9/27～10/17） （各セッション50分）
※上記9月26日配信分も後日オンデマンド配信サイトに掲載します

※テーマ・講師情報等は確定次第、順次当協会ウェブサイトで更新いたします

1

「未来の働き方」と内部監査
プロティビティLLC

マネージングディレクタ
青山 卓郎

マネージングディレクタ
渡辺 知子

2

ESG経営に貢献する内部監査
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
マネージングディレクター

粟野 友仁
シニアマネジャー

奥村 剛史

3
The State of The Internal Audit Profession

IIA事務総長兼CEO
Anthony J. Pugliese

4

データとデジタルに裏打ちされた内部監査の変革～データ分析プラットフォーム～
武田薬品工業株式会社

グループ内部監査部門 Technology & Assurance Enrichment Head
五十木 浩之

グループ内部監査部門 Technology & Assurance Enrichment
Digital Audit Transformation & Analytics Lead

高橋 ジェシー

（講演者：氏名五十音順）



5

ソニーフィナンシャルグループの「連邦監査」ー多様性を活かす共創的なホールディングス監査ー
ソニーフィナンシャルグループ株式会社

執行役員 兼 監査部長
泉 洋太郎

6

経営に資する内部監査を目指して
ミズノ株式会社

内部監査室 室長
大狩 泰生

7

CTCのサステナビリティにおける監査の取組み
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

執行役員 監査室長
大塚 忠明

8

１００年先を見据えたサステナビリティ経営に貢献する内部監査
東京海上日動火災保険株式会社

理事 内部監査部長
佐伯 猛雄

9

COSO-ERMから見るサステナビリティに関する内部統制の課題 ～気候変動リスク対応への取組み～
株式会社あおぞら銀行

プロフェッショナルフェロー
日本ガバナンス研究学会 理事

高畑 伸

10

３ラインモデルの実装における実務上の諸課題と対応策
プロアクト法律事務所 弁護士

一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事
竹内 朗

11

リケンテクノス㈱における会社存続のために内部監査として果たすべきこと
リケンテクノス株式会社

監査部 課長代理
谷口 洋晶

12

サステイナビリティから求められる内部監査
一般社団法人日本内部監査協会 CIAフォーラム研究会

z3 座長
寺島 誠司

13

多様化するリスクへの取り組み ～サステナブル経営へ寄与するために～
東急株式会社

内部統制室 課長
萩野 一義

14

Modernizing Internal Auditの実現に向けて ～ESG監査・内外環境変化への対応・DX推進～
PwCあらた有限責任監査法人

ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部
ディレクター

Patrick Humphreys
シニアマネージャー

小林 康宏
マネージャー

三輪 匡史

15

グローバル企業と日本企業の内部監査の相違点と課題の考察
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

Enterprise Risk
パートナー

林 直樹

16

「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針（CGSガイドライン）」の改訂について
経済産業省

経済産業政策局 産業組織課 課長補佐・弁護士
保坂 泰貴

17

進化し続けるヤマハ内部監査部
ヤマハ株式会社

監査役員 内部監査部長
向野 博文
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オンデマンド配信プログラム（9/27～10/17） （各セッション50分）
※上記9月26日配信分も後日オンデマンド配信サイトに掲載します

※テーマ・講師情報等は確定次第、順次当協会ウェブサイトで更新いたします）（講演者：氏名五十音順）
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オンデマンド配信プログラム（9/27～10/17） （各セッション50分）
※上記9月26日配信分も後日オンデマンド配信サイトに掲載します

※テーマ・講師情報等は確定次第、順次当協会ウェブサイトで更新いたします）

18

未知のリスクに向き合う内部監査
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
シニアマネジャー

泉田 理絵

19

当社グループにおける内部監査活動の紹介(リモート監査への取り組みと今後の展望）
株式会社ダイセル

監査室
吉川 英之

20

「IPPFの進化 ー内部監査人協会「専門職的実施の国際フレームワーク」改訂の経過ー」
一般社団法人日本内部監査協会 理事

IIA  International Internal Audit Standards Board Member
吉武 一

21

第36回（2022年度）会長賞（内部監査優秀実践賞）受賞会社記念講演
内部監査部活動における継続的な向上の取組み

株式会社ＩＨＩ
理事 内部監査部長

宝蔵寺 多恵

22

第36回（2022年度）青木賞（内部監査優秀文献･論文賞）受賞者記念講演
コーポレート・ガバナンスの強化と内部監査

北海道大学
名誉教授

兼田 克幸

日本内部監査協会ウェブサイト（https://www.iiajapan.com/leg/conference/）も併せてご参照ください。

※講演者、講演テーマがやむを得ず変更になる場合は、あしからずご容赦ください。

（講演者：氏名五十音順）

https://www.iiajapan.com/leg/conference/

