トーマツ金融セミナー

保険会社向けセミナー
〜金融庁の問題意識と保険会社が取り組むべき課題〜

主催：有限責任監査法人トーマツ
共催：デロイト トーマツ リスクサービス株式会社

平成 28 年 9 月 15 日に金融庁から公表されました「金融レポート」において、①金融を取り巻く環境の急激な変化に、既
存の金融機関は十分に対応できているか、②真に顧客のためになるサービスの提供（顧客との「共通価値の創造」）ができ
ているかという大きく 2 点の金融庁の問題意識とこれらを背景とした金融庁の様々な課題認識ついて挙げられました。これ
らの課題認識を踏まえ、平成 28 年 10 月 21 日には平成 28 事務年度の金融行政方針が公表されています。
今回、有限責任監査法人トーマツでは、金融庁の課題認識を踏まえた各保険会社が取り組むべき課題を考える一助と
なるべく、下記の要領にてセミナーを開催する運びとなりました。本セミナーにおいては、ガバナンス、ERM、サイバーセキ
ュリティの 3 つの領域について、各領域の最新の動向をご説明させていただく予定です。
ご多忙とは存じますが、お繰り合わせのうえ、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。
《セミナー概要》
■ 開催日時

2016 年 12 月 20 日（火） 14:00〜17:00

■ 会場

有限責任監査法人トーマツ 有楽町オフィス セミナールーム
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル 北館 17 階

■ 定員

80 名
※ 同業者のお申込みや定員オーバーの場合には、お断りする場合もございますので、ご了承下さい。

■ 対象

保険会社の経営企画、コンプライアンス、内部監査、リスク管理、IT 関連業務ご担当の役職員の方

■ 受講料

お一人様 5,000 円（税込）（当社クライアントは 3,000 円（税込））

■ 申込期限

2016 年 12 月 12 日（月） 17:00

■ 申込方法

Web サイト（ http://www.deloitte.com/jp/semi3404 ）よりお申込み下さい。
※ 本セミナー申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。
ご回答いただく内容は、SSL 暗号化通信により内容の保護を図っております。
※ お申し込みは 1 名様ずつのご登録が必要となります。
※ 過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた方、また現在当グループのメール
マガジンをご購読いただいている方は、ご登録済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。

■ 講義内容
時間

14：00 〜 14：05

講義内容

講 師

有限責任監査法人トーマツ

ご挨拶

パートナー 佐竹 正規
「これからの金融モニタリングと保険会社のガバナンス
に求められるもの」

14：05 〜 14：55

―金融レポートおよび金融行政方針から見えてく
る金融庁の問題意識や金融検査・監督の動向

有限責任監査法人トーマツ
ディレクター 三原 治

に加え、今後、保険会社のガバナンスに求めら
れるものを解説します。
「環境変化が要請する保険 ERM 強化」
14：55 〜 15：45

―金融レポート、ERM 評価や国際論議から見え
てくる ERM に要請される課題と対応の視点に

有限責任監査法人トーマツ
ディレクター 後藤 茂之

ついて整理します。
15：45 〜 16:00

休憩
「サイバーセキュリティーの最近の動向」
―サイバーセキュリティ脅威の増大を受け、金融
庁をはじめ各国の監督機関による枠組み・規制

16：00 〜 16：50

が強化されつつあります。
本セッションでは、当該環境変化を踏まえ、保険
会社として備えるべきサイバーセキュリティ管理
策について、事例を交えながらご紹介いたしま
す。

16：50 〜 17:00

質疑応答

デロイト トーマツ
リスクサービス株式会社
パートナー 川勝 健司

■ 講師略歴

有限責任監査法人トーマツ ： ディレクター 三原 治
1982 年大蔵省入省。その後、金融監督庁、金融庁を通じ銀行・保険会社等の検査・監督業務に一
貫して従事。2016 年 6 月金融庁検査局 検査監理官を最後に退職。同年 9 月有限責任監査法人
トーマツ入社。
金融庁在職中はメガバンク、大手保険会社、地域銀行等多数の金融検査・モニタリングで主任検
査官を務め、ガバナンスの高度化やリスク管理の状況について、経営陣とハイレベルの意見交換
を実施してきた経験を有す。
現在、大手行、保険会社等に金融モニタリング等金融行政の動向に対応したガバナンスやコンプラ
イアンス態勢等についてアドバイス、セミナー講師としても活動。

有限責任監査法人トーマツ ： ディレクター 後藤 茂之
大手損害保険会社及び保険持株会社にて、企画部長、リスク管理部長を歴任。日米保険交渉、合
併・経営統合に伴う経営管理体制の構築、海外 M&A、生穂・損保のグループ経営管理、保険
ERM の構築、グループ内部モデルの高度化、リスクアペタイト・フレームワーク、ORSA プロセス整
備に従事。IAIS、Geneva Association、EAIC 等の ERM 関連パネルに参加。
有限責任監査法人トーマツ入社後、保険規制対応や ERM 高度化関連などのコンサルサービスを
提供。
また、保険 ERM 関連の論文出稿、セミナー講師、大学非常勤講師としても活動。

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社 ： パートナー 川勝 健司
大手監査法人のコンサルティング部門にて、システムリスク管理態勢、セキュリティ管理態勢、BCP、
および IT ガバナンス等の整備支援をプロジェクトマネジャーとして多数経験後、デロイト トーマツ
リスクサービス株式会社に入社。
現在は、主に保険会社に対する IT ガバナンス構築支援やサイバーセキュリティに係る態勢整備お
よび第三者評価業務にプロジェクト責任者として多数関与している。

＜東京 有楽町オフィス＞

■ アクセス
・JR 山手線 有楽町駅 日比谷口から徒歩 1 分
・有楽町線 有楽町駅、千代田線・日比谷線・三田線 日比谷駅
A3 出口から有楽町電気ビル地下 1F 直結
■ 問い合わせ先
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 セミナー事務局
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル
Tel： 03-6213-1163／ Fax： 03-6213-1186
E-Mail： FIGseminar@tohmatsu.co.jp
※ Web よりお申込みができない方は、セミナー事務局までご連絡ください。
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