
金融法務・コンプライアンス
人材育成講座

令和４年度 東京都主催

東京都政策企画局戦略事業部 戦略事業課 (国際金融都市担当)  

TEL：03-5388-2175（直通）
E-mail: S0014701@section.metro.tokyo.jp

実務に精通した弁護士等
による連続講義で、

銀行法、
金融商品取引法、

保険業法等
金融法分野全般の

イロハを伝授します。

お問い
合わせ

日時 会場

対象

定員

お申し込み
期 間

お申し込み
から受講
までの流れ

「『国際金融都市・東京』構想2.0」に基づき新たに講座を開催します。ご応募をお待ちしております。

2022年 10月から12月 に

全10回 連続開講
※対面による講義形式

ただし、感染症の拡大状況によりオンライン
開催に変更する可能性があります

日本国際紛争解決センター
東京都港区虎ノ門1丁目17-1

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー５階
（地図は裏面に記載）

① 企業の法務・コンプライアンス部門勤務者(弁護士以外の方)

② 弁護士
③ 法律分野を専攻する大学院生又は大学生

以上に準じる方(詳細は東京都本講座サイト・申込みサイトに記載)

※都内に在住、又は
在勤・在学の方に限ります

45 名(以下の各枠毎に先着順※)

① 20名 ② 20名 ③５名

※一部の枠に欠員が生じた場合、他枠の定員を
超えた方に全体の申込順にてご案内します

講座内容

講師

金融法分野を実務的観点から詳説

講師 実務に精通した弁護士等

(全10回分一括)２万８千円
※誠に恐縮に存じますが、会場設営などの事情が

ありますため、受講者本人の事情に係るご欠席
の場合ご返金致しかねますのでご了承願います

受講料
8月12日(金) 14時から

9月2日(金) 17時まで

A  上記期間内にお申し込み
B 先着順受付により各枠定員内の方に

都よりお支払い手続きについてお知らせ
C  インターネットバンキングやATM等でお支払い
D  所定期日までにお支払いされた方に都より受講のお知らせ

お申込みは
こちらの
サイトより

※講座内容等の詳細は、東京都本講座サイト(右下にQRコ
ードを掲載)または申込みサイト上の記載をご覧下さい

東京都
本講座サイト



日 時 講 義 講 師 内 容

1
10月４日

（火）
19：00~20：30

我が国金融機関の

法務機能の現状と

課題

EY弁護士法人

室伏康志 弁護士

日本企業の法務部門は、企業法務が担う分野の複雑化・拡大と社内弁護士の急

激な増加を含む人材の拡充によって近年大きな進展を見せている。その現状分

析と共に、法務部門のビジネスとの適切な協働や事業が大きく国際展開する中

でのグローバルな法務ガバナンス等直面する様々な課題について触れる。

2

10月7日

（金）

19：00~20：30

コンプライアンス

概論

ブラックロック・

ジャパン (株)

塚田則彦 様

レギュラトリーリスクを抑えるための効果的で効率的なレギュラトリーリスク

管理体制（コンプライアンス・プログラム）をどのように構築するのか、付加

価値のあるレギュラトリー・アドバイザリーとはどのようなものか、を考える。

3

10月1４日

（金）

19：00~20：30

銀行法①
(株)あおぞら銀行

稲田博志 弁護士
2回の講義にわたって、銀行の業務、ルールや規制、法務人材の在り方などに

ついて説明する。

4

10月25日

（火）

19：00~20：30

銀行法②
(株)あおぞら銀行

稲田博志 弁護士
2回の講義にわたって、銀行の業務、ルールや規制、法務人材の在り方などに

ついて説明する。

5

11月8日

（火）

19：00~20：30

金融商品取引法①

渥美坂井法律事務所・

外国法共同事業

川村彰志弁護士

金融商品取引法を概観の上、証券会社等の金融商品取引業者その他の業者等の

業務及び関連する金融商品取引法の規制を説明し、また、監督官庁の監督権限

についても説明する。

6

11月17日

（木）

19：00~20：30

金融商品取引法②
森・濱田松本法律事務所

竹野康造 弁護士

アセットマネジメント業務の全体像、各種投資運用ビークルの法的性格、これ

らの実務に関連する金融商品取引法、投信法の規制枠組を解説する。 また、有

価証券発行等に係る開示に関する規制、当該実務に関する規制当局の着眼点を

解説する。

7

11月22日

（火）

19：00~20：30

金融商品取引法③

渥美坂井法律事務所・

外国法共同事業

川村彰志 弁護士

有価証券の取引に関係する事項を説明する。大量保有報告、公開買付け等、株

式取得、企業買収に関係する規制を説明し、また、内部者取引規制等、不公正

取引に関する規制を説明し、最後に金融商品取引業者の法務部門の機能につい

て説明する。

8

11月29日

（火）

19：00~20：30

保険関連法①

渥美坂井法律事務所・

外国法共同事業

細田浩史 弁護士

保険会社に適用ある金融監督法である保険業法について、保険業に関する規制

（保険業への該当性、業務範囲規制、保険会社の監督等）、保険募集に関する

規制（保険募集の概念、情報提供義務、意向把握義務、禁止規定等）を中心に

解説する。

9

12月2日

（金）

19：00~20：30

保険関連法②
明治安田生命保険 (相)

吉田哲郎 弁護士

生命保険会社の法務部門について、その基本的機能を確認し、実際の担当業務

を紹介するとともに、その中核的業務である法務相談事例を通じて、法務部員

にどのような知識が必要で、どのような問題で悩んでいるのかを紹介すること

で、生命保険会社の法務部門の業務を概観する。

10

12月15日

（木）

19：00~20：30

保険関連法③
Chubb損害保険 (株)

藤本和也 弁護士

損害保険会社の法務を担うために必要となる基礎的かつ重要な事項を検討する。

企業内法務を担う法務部門とメンバーの役割、損害保険事業における各種法的

課題とその解決、グローバルな保険の提供と各国法務部門の連携等を取り扱う。

プログラム

受講料お支払い方法詳細・会場地図

会場
地図

受講料
お支払
い方法

先着順で各枠の定員内の方に、都より納付番号を通知しますので、

金融機関のインターネットバンキングやATM等により前納してください。
※ 支払済みの受講料については、会場設営などの事情がありますため、受講者ご本人の事情に係るご欠席の場合（新型

コロナウイルス感染症陽性または濃厚接触による場合を含む）、ご返金致しかねますのでご了承願います。

※  期日までに受講料をお支払いいただけない場合は、申込を辞退されたものとして取扱いをさせていただきます。

一般社団法人日本国際紛争解決センター
（JIDRC）とは

2018年2月に、日本における国際仲裁や
国際調停の一層の活性化に寄与すべき機
関として設立され、内外の仲裁・調停機
関が仲裁や調停の手続のために審問を行
うための審問施設の提供（東京・大阪）

などを行っています。

※今後の諸情勢によっては、プログラムの内容・日程等を変更し、または開催を中止する場合がありえますので、予めご了承ください。



※今後の諸情勢によっては、プログラムの内容・日程等を変更し、または開催を中止する場合がありえますので、予めご了承ください。

講師紹介

2
ブラックロック・ジャパン (株)

塚田 則彦様
Tsukada Norihiko

10月7日（金）19：00~20：30

コンプライアンス概論

1982年慶應義塾大学経済学部卒業、農林中央金

庫入庫 。岡 山支 店・ 本 店を経 てWashington

University in St. Louis （MBA）に留学。その

後、NY支店・本店で外国為替・金利スワッ

プ・トレーディング、リスク管理、オプション

評価モデル開発等を担当。1999年1月金融監督

庁検査官。1999年7月より外資系信託銀行、外

資系運用会社でリスク管理部長・コンプライア

ンス部長を歴任。2014年ブラックロック・ジャ

パン（株）コンプライアンス部長、2022年1月

から同社パブリック・ポリシー部長。

5

7

11月8日（火）19：00~20：30

11月22（火）19：00~20：30

金融商品取引法①、③

渥美坂井法律事務所・

外国法共同事業

川村 彰志弁護士
Akimoto Kawamura

3

4

10月14日（金）19：00~20：30

10月25日（火）19：00~20：30

銀行法①、②

(株)あおぞら銀行

稲田 博志弁護士
Hiroshi Inada

2001年弁護士登録、シティユーワ法律事務所

入所。国内大手信託銀行出向、外資系金融機

関インハウスを経て、2012年よりあおぞら銀

行所属。

現在、同行シニアカウンセルおよびあおぞら

証券非常勤監査役。

1
EY弁護士法人

室伏 康志弁護士
Yasushi Murofushi

10月4日（火）19：00~20：30

我が国金融機関の法務機能の現状と課題

1981年東京大学法学部卒業。1985年司法研修所

（37期）。1988年Cornell Law School( LL.M.)

＝＝＝

1985年～1993年濱田松本法律事務所（現 森・濱田

松 本 法 律 事 務 所 ） 。 途 中 1988 年 Sullivan &

Cromwell New York。東京青山法律事務所（現 ベー

カー&マッケンジー法律事務所）パートナーを経て、

2000年～2017年クレディ・スイスJapan General

Counsel。2020年～現在 EY弁護士法人 シニア・

カウンセル

＝＝＝

2012年－2018年 日本組織内弁護士協会（JILA)理

事長

1989年東京大学法学部卒業。1991年弁護士登

録。1991年濱田松本法律事務所（～1999年）。

1996年～1998年Kirkland & Ellis シカゴオフィ

ス。1999年ベーカー&マッケンジー法律事務所

（～2012年）。2001年クレディ スイス ファー

スト ボストン証券会社東京支店法務部出向。

2012年シティグループ入社（～2018年）。

2018年～現在、渥美坂井法律事務所・外国法共

同事業。



講師紹介

8
渥美坂井法律事務所・

外国法共同事業

細田 浩史弁護士
Hirofumi Hosoda

11月29日（火）19：00~20：30

保険関連法①

Chubb損害保険 (株)

藤本 和也弁護士
Kazunari Fujimoto

明治安田生命保険 (相)

吉田 哲郎弁護士
Tetsuro Yoshida

6
森・濱田松本法律事務所

竹野 康造弁護士
Yasuzo Takeno

11月17日（木）19：00~20：30

金融商品取引法②

10
12月15日（木）19：00~20：30

保険関連法③9
12月2日（金）19：00~20：30

保険関連法②

1987年東京大学法学部卒業、同年明治生命保

険（現明治安田生命保険）入社。同社在籍の

まま1999年東京大学大学院法学政治学研究科

修士課程修了、2006年弁護士登録。2014年金

融犯罪対策室長、2016年法務部上席法務役、

2020年10月よりフェロー。日本保険学会評議

員。

1999年東京大学法学部卒業、2001年～2004年日

本アイ・ビー・エム株式会社所属、2007年大阪

大学大学院高等司法研究科を修了し、2008年弁

護士登録。2009年渥美坂井法律事務所・外国法

共同事業に入所し、2011年9月～2014年5月、

2016年7月～2017年7月には金融庁総務企画局企

画課保険企画室に在籍。現在、渥美坂井法律事

務所・外国法共同事業シニアパートナー。

2008年弁護士登録。現在、Chubb損害保険株式

会社 法務部長 兼 募集文書管理部長、日弁連法

律サービス展開本部ひまわりキャリアサポート

センター副センター長、同弁護士業務改革委員

会企業内弁護士小委員会座長代理、第一東京弁

護士会組織内法務委員会副委員長

1985年早稲田大学法学部卒業、1987年弁護士登

録、1989年濱田松本法律事務所ロンドンオフィ

ス所属、1992年オックスフォード大学法学部修

士課程卒業。現在森・濱田松本法律事務所パー

トナー。

※今後の諸情勢によっては、プログラムの内容・日程等を変更し、または開催を中止する場合がありえますので、予めご了承ください。


