【 日 時 】2020年

6 月16 日（火）9：20〜17：00

【Regional Banking Summit】主催：金融庁
【地方創生フォーラム】主催：日本経済新聞社
【協賛】SBIホールディングス

チャンネル①
金融庁

MF KESSAI

〜
9:25

Regional Banking Summit（Re:ing/SUM）
【変化に対応する地域金融】

オープニング
リマークス

麻生 太郎

日本青年会議所会頭などを経て、1979年衆議院議員選挙初当選。以後、当選回数13回。経済企画庁長官、経済財政政策担当大臣、自
由民主党政務調査会長、総務大臣、外務大臣、自由民主党幹事長を経て、2008年自由民主党総裁選挙により、第23代自由民主党総
裁、第92代内閣総理大臣に就任。第2次安倍内閣において副総理兼財務大臣兼金融担当大臣として入閣、現在に至る。1976年７月、モ
ントリオールオリンピック競技会に、射撃
（クレー・スキート競技）
の日本代表として出場。

農耕型地域金融について
山形大学大学院理工学研究科ものづくり技術経営学専攻 専攻長 教授

〜

9:25
10:05

ジンテック

https://channel.nikkei.co.jp/e/reingsum2020a
副総理 兼 財務大臣 兼 内閣府特命担当大臣（金融）

9:20

キーエンス

基調講演

1985年 北海道大学卒業 山形県庁入庁
1999年 山形県庁退職 山形大学工学部助手/
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー専任教員
2000年 米国スタンフォード大学 客員研究員（〜2001年３月）
2001年 山形大学助教授（〜2002年３月）
2003年 山形大学大学院理工学研究科博士後期過程修了（博士号取得）
2005年 大学院理工学研究科技術経営学専攻（MOT）教授
2009年 山形大学国際事業化研究センター 副センター長（〜2017年３月）
2009年 工学部米沢街中サテライトキャンパス長（〜2020年３月）

小野 浩幸 氏

2009年 ７月〜 産学連携学会 理事（2015年〜2017年学会長）
2013年 ７月〜 地域活性学会 理事（2019年〜副会長）
2013年 大学院技術経営学専攻（MOT）副専攻長（〜2020年３月）
2016年 山形大学東北創生研究所 産業構造研究部門長（〜2019年３月）
2017年 山形大学産学連携推進本部 副本部長 理事特別補佐
2017年 コワーキングスペース C&Cひがしね チーフプロデューサー
2018年 山形大学地域価値創成学研究所長
2020年 大学院技術経営学専攻（MOT）専攻長

コロナ後の地域金融
〜

10:10
10:50

京都信用金庫 会長

基調講演

増田 寿幸 氏

1975年 ３月 京都大学理学部卒業
1975年 ４月 京都信用金庫入庫
1996年 10月 理事
2002年 ６月 常務理事
2004年 ６月 専務事長
2006年 ６月 副理事長

2008年 ６月 理事長
2018年 ６月 会長

非金融領域による未来創造
〜

10:55
11:35

日経

山口フィナンシャルグループ 代表取締役社長

基調講演

地方創生フォーラム

〜

2015年 ６月 同行 常務取締役
2016年 ６月 山口銀行 取締役頭取就任 兼
山口フィナンシャルグループ 取締役社長就任(現任)
2017年 ６月 もみじ銀行 取締役就任
2017年 ６月 北九州銀行 取締役就任
2018年 ６月 もみじ銀行 取締役退任
2018年 ６月 北九州銀行 取締役退任
2018年 ６月 山口銀行 取締役会長就任(現任)

※チャンネル③でも同じ内容を配信

SBIグループの地方創生プロジェクト

11:40
12:20

吉村 猛 氏

1983年 ３月 東京大学経済学部卒業
1983年 ４月 山口銀行入行
2006年 10月 山口フィナンシャルグループ 総合企画部長
2007年 １月 山口銀行 総合企画部長 兼 山口フィナンシャルグループ 総合企画部長
2009年 ６月 山口銀行 取締役就任
2009年 ６月 山口フィナンシャルグループ 取締役就任
2011年 ６月 山口銀行 常務取締役就任 徳山支店長委嘱
2012年 ６月 同行 常務取締役 東京本部長委嘱

基調講演

SBIホールディングス 代表取締役社長
1974年
1978年
1991年
1992年

慶應義塾大学経済学部卒業後、野村證券入社
英国ケンブリッジ大学経済学部卒業
野村企業情報取締役
野村證券事業法人三部長

北尾 吉孝 氏

1995年 孫正義氏の招聘によりソフトバンク入社、常務取締役に就任
1999年〜 証券・銀行・保険等の金融サービス事業や新産業育成に向けた
投資事業、医薬品開発等のバイオ関連事業などを幅広く展開する
総合企業グループ、SBIホールディングス代表取締役社長。
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パネルディスカッション

コミュニティ創りの新たなチャレンジ

〜

13:00

eumo 取締役CJO、Asante 取締役、NextCommonsLab 監査役

14:00

武井 浩三 氏

高校卒業後ミュージシャンを志し渡米、Citrus College芸術学部音楽学科を卒業。アメリカでの体験から起業するも、倒産・事業売却を経験。
「 関わ
るもの全てに貢献することが企業の使命」
と考えを新たにし、2007年にダイヤモンドメディア株式会社を創業。会社設立時より経営の透明性をシ
ステム化。
「 給与・経費・財務諸表を全て公開」
「 役職・肩書を廃止」
「 働く時間・場所・休みは自由」
といった独自の「管理しないマネジメント思想」
は次
世代型企業として注目を集める。2017年には
「ホワイト企業大賞」
を受賞。2018年にはこれらの経営を
「自然
（じねん）
経営」
と称して一般社団法人
自然経営研究会を設立、代表理事を務める。不動産領域におけるITサービスの普及活動にも尽力し、2018年に一般社団法人不動産テック協会を
設立、初代代表理事を務める。一般社団法人LIVING TECH協会発起人/理事、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会IT部会幹事、国土交通省公益遊
休不動産活用プロジェクトアドバイザーなどを歴任。現在は、株式会社eumoのボードメンバーとして新しい金融経済に関わりながら、SDGs関連や
組織開発、
フェアトレード等、多数の企業にてボードメンバーを務める。

パネリスト

グー☆チョキ☆パートナーズ 代表取締役

武井 浩三 氏

小野寺 学 氏

千葉県出身。東京デザイナー学院卒業、アートディレクター、グラフィックデザイナーとしてブランディング、映像、広告企画製作に従事。主にミュージ
カル、舞台のキーヴィジュアルや交通広告、エンタメ系広告、大手通信会社の広告などを手掛ける。2013年まちづくり団体『Come on 虎ノ門製作委
員会』を立ち上げ、ご当地キャラクター『カモ虎課長』を製作、虎ノ門の町会員として町の掃除や行事などを支援。2014年日経ラジオ社のラジオ
NIKKEI 第１で地域情報番組
「COME ON!! TORANOMON RADIO SHOW」
の番組構成、ラジオパーソナリティを２年９ヶ月務める。2016年11月
グー・チョキ・パートナーズ株式会社を設立。2018年６月UR都市機構の賑わい施設
「新虎小屋」
をオープン。イベント
『対話する金融庁』や笑顔計測を
使ったお笑いイベント
『虎笑門』など様々なイベントを展開。街のコミュニティ施設として運営。

小野寺 学 氏

衣川 由希子 氏

商工組合中央金庫 経営企画部 未来デザイン室 調査役

神戸大学卒業後、2008年に㈱商工組合中央金庫に入社。大阪支店での勤務を経て、本店ソリューション事業部にて、補助金情報の提供やビジネス
マッチング業務に携わる。その後の米国へのMBA留学で、人生観が大きく変化。帰国後、所属の枠を超えて、
ビジネスコンテストを始めとした組織改
革の取組みを行う。
衣川 由希子 氏

モデレータ ー

川口 英輔

2007年立教大学法学部卒業後、金融庁入庁。
入庁後は、検査部門、企画部門を経て、
14年
（株）
東日本大震災事業者再生支援機構へ出向し、被災事業者支援に３年間従事。
17年組織戦略監理官室
（ＨＲ室）
、18年開発研修室を経て19年7月より現職。

川口 英輔

元地方銀行員が語る新たな可能性

〜

14:15

金融庁監督局銀行第二課地域金融企画室 地域生産性向上支援調査官

RCG 代表取締役

15:15

1995年
2000年
2007年
2008年
2012年

天間 幸生 氏

4月 みちのく銀行入行
10月 みちのく銀行審査部
7月 みちのく銀行ハバロフスク支店長
9月 北海道銀行国際部
4月 北海道銀行ユジノサハリンスク駐在員事務所副所長

パネリスト

YMFG ZONEプラニング 代表取締役社長

2014年 3月 北海道銀行ウラジオストク駐在員事務所長
2015年 12月 北海道総合商事㈱代表取締役
2020年 4月 ㈱RCG代表取締役

天間 幸生 氏

椋梨 敬介 氏

公益財団法人日本生産性本部認定経営コンサルタント
2018年度内閣府地域経済活性化につながるPFI事業推進研究会委員
株式会社北九州銀行赤坂門支店長/株式会社山口銀行小郡支店長
株式会社山口銀行事業性評価部長兼FP事業部長
(株式会社山口フィナンシャルグループ営業戦略部副部長兼務)を歴任し、現職

2017年６月株式会社YMFG ZONEプラニング代表取締役
（現職）
2019年５月山口フィナンシャルグループ執行役員
（現職）
令和元年７月株式会社YMキャリア代表取締役
（現職）

みちのく債権回収（みちのくサービサー）代表取締役社長

坂本 直樹 氏

椋梨 敬介 氏

1985年 広島相互銀行
（現もみじ銀行）
入行
2007年 広島銀行に転籍。
しまなみ債権回収㈱配属
2017年 しまなみ債権回収㈱取締役事業本部長
2018年 みちのく債権回収㈱代表取締役社長

モデレータ ー

小林製薬 社外監査役／いであ 社外監査役

有泉 池秋 氏

坂本 直樹 氏

1987年 ４月 日本銀行入行
国際局副調査役、名古屋支店企画役、政策委員会室企画役
（経済団体渉外グループ長）
、
情報サービス局企画役
（金融広報中央委員会事務局企画役を兼務）
などを経て、2020年３月退職。
同３月より、小林製薬株式会社社外監査役、いであ株式会社社外監査役。
有泉 池秋 氏
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パネルディスカッション

「中小企業の持続可能な経営」を支える担保法制・再生法制とは

〜

15:30

ゴードン・ブラザーズ・ジャパン シニアマネージングディレクター執行役員

16:30

1987年 京都大学経済学部経済学科卒
2019年 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科修了 修士（経営学）
1987年 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
1990年 同行国際審査部ニューヨーク駐在 非日系審査
1996年 同行米州営業各部 問題債権処理、DIPファイナンス、Exitファイナンス、
メザニンファンド投資等を担当、1999年から2005年まで同部門責任者

堀内 秀晃 氏

2005年 同行投資開発部にてプライベート・エクイティ・ファンド投資
2007年 日本GE株式会社（GEキャピタル）にてABL業務の責任者として同業務を立ち上げ
2015年 株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパンにて動産の評価、
換価、担保融資等のソーシング
2020年 同社融資部門責任者
2016年 大阪大学大学院高等司法研究科 招へい教授

堀内 秀晃 氏

パネリスト

著書：
「ステークホルダー 〜小説 事業再生への途〜」
第6回M&Aフォーラム正賞受賞、
「ステークホルダー II 〜小説 金融円滑化法出口戦略への
途〜」
「
、アメリカ事業再生の実務」
（ 共著）
いずれも金融財政事情研究会

東京大学大学院法学政治学研究科 特任教授

三井 秀範氏

1982年、司法試験合格(1990年４月司法修習修了)。1983年４月に大蔵省入省（現：財務省・金融庁）
し、スタンフォード大学ロースクール（〜
2001年：Master of Science of Law）への留学等を経て、2001年より、金融庁において、総務企画局総括審議官、金融庁検査局長、企画
市場局長等を歴任し、2019年７月退官。2020年３月に弁護士登録。2020年４月より東京大学大学院法学政治学研究科特任教授。

三井 秀範 氏

かがやき 代表取締役

樽谷 祐一 氏

1962年広島県生まれ。中央大学法学部卒。1986年広島銀行へ入行。支店勤務経て融資第二部に着任。不良債権を中心とした審査、管理回収、
債権流動化、アレンジャーの各業務に従事後、
しまなみ債権回収の設立に参画。2002年リーマンブラザーズ証券会社の求めに応じて外資系
サービサーに転籍。2003年同証券会社と弁護士事務所を提携させ、DIPファイナンスを含む企業再生事業に従事。2009年外資系証券会社及
びファンドと同様な形態の事業を開始。2014年CRCに加入し、プロジェント管理部長として再生事業に従事。2017年㈱かがやきの代表取締役
に就任。
樽谷 祐一 氏

モデレータ ー

URUU 代表取締役

江上 広行 氏

株式会社URUU代表取締役。JPBV「価値を大切にする金融実践者の会」代表理事・事務局長、グロービス経営大学院客員准教授。1967年石川県
金沢市生まれ。1989年金沢大学経済学部卒業。地方銀行、システム開発会社を経て2018年９月株式会社URUUを設立・利益よりも価値を大切に
する金融の普及・創発を生む組織対話のファシリテーション・その人らしさを解放するリーダーシップ教育・ワークショップ
「エミー・ゼニーゲーム」
な
どの事業を営んでいる。著書に『対話する銀行―現場のリーダーが描く未来の金融』(一般社団法人 金融財政事情研究会発行、2017年)、
『 誇りあ
る金融〜バリュー・ベース・バンキングの核心』(近代セールス社発行、共著、2020年)などがある。
江上 広行 氏

〜

16:45
17:00

金融庁長官

クロージング
リマークス

遠藤 俊英

1982年東大法卒、同年大蔵省入省。84年英国
（LSE）
留学
（経済学修士）
、88年広島国税局米子税務署長、98年IMFアジア太平洋局審
議役、財政局審議役を経て2002年金融庁証券取引等監視委員会特別調査課長。05年監督局銀行第一課長、07年総務企画局信用制
度参事官を経て08年検査局総務課長、09年総務企画局総務課長、10年監督局参事官、11年監督局審議官、13年総務企画局審議官、
14年金融庁検査局長、15年監督局長、18年7月より現職。

【Memo】
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中小企業の後継者問題への挑戦

〜

13:00

フィーモ 代表取締役

14:00

大澤 真 氏

1981年慶應義塾大学経済学部卒業、同年日本銀行入行、
ロンドン事務所次長、金融市場課長、那覇支店長等を歴任。2007年PwCパートナー、2012
年フィーモ創業。2010年〜2016年金融庁金融機能強化審査委員会委員。現在富山銀行、横河電機等の社外役員も歴任。

大澤 真 氏

パネリスト

Japan Search Fund Accelerator 代表取締役社長

嶋津 紀子氏

東京大学経済学部卒、
スタンフォード大学経営学修士課程修了。ボストンコンサルティンググループにて大企業の経営戦略立案に従事。その後、
トヨタ
の経営企画やソフトバンクのVCを経験。2018年にJapan Search Fund Acceleratorを設立、代表取締役社長に就任。山口フィナンシャルグループ
と共同で、
日本初のサーチファンドへの専門投資ファンド
（YMFG Searchファンド投資事業有限責任組合）
を設立、運用中。

嶋津 紀子氏

税理士・特定社会保険労務士・キャッシュフローコーチ

木村 昌宏 氏

2005年に社労士登録、2006年に税理士登録。2013年からは、キャッシュフローコーチとしても活躍し、地域の中小企業経営者を税務・労務・財務、そ
して経営戦略の面から支えている。

木村 昌宏 氏

日下 智晴

金融庁 監督局銀行第二課 地域金融企画室長

モデレータ ー

日下 智晴

従来の枠に捉われない銀行業の可能性

〜

14:15

昭和36年生まれ、広島県出身。昭和59年神戸大学経営学部卒業後、広島銀行に入行。
広島銀行では総合企画部担当部長、融資企画部長、
リスク統括部長等を歴任。
平成27年広島銀行を退社し、金融庁に入庁。
地域金融の政策キーマンとして、地域金融機関の金融仲介の質の改善に取り組む。

岡三証券 グローバル・リサーチ・センター理事長

15:15

エグゼクティブエコノミスト

1982年 ３月 東京大学経済学部 卒業
1986年 ６月 オックスフォード大学開発経済学修士課程修了
1982年 ４月 株式会社日本興業銀行
（現 みずほ銀行）
入行
1999年 10月 興銀証券株式会社
（現 みずほ証券）
市場営業グループ投資戦略部長
2006年 10月 みずほ証券株式会社 市場営業グループ統括部長兼市場調査部長

パネリスト

リアライズコーポレーション 代表取締役社長

2011年 ４月
2011年 ７月
2017年 ４月
2019年 ４月
2020年 １月

高田 創 氏

同 執行役員グローバル・リサーチ本部副本部長
みずほ総合研究所株式会社 常務執行役員
同 専務執行役員
同 副理事長
現職
高田 創 氏

今福 洋介 氏

1999年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。地域金融機関入社。2005年中小企業診断士登録。不動産投資会社を経て07年独立。10年リアライズ
カンパニー、
リアライズキャピタル設立。11年リアライズグループ始動。15年トラック売買会社を買収し、
リアライズコーポレーションに商号変更。16
年
「トラックファンドⓇ」
組成。

Global Mobility Service 代表取締役 社長執行役員/CEO

中島 徳至 氏

これまで３社を起業したシリアルアントレプレナー。
２社目のEVベンチャーをフィリピンで設立し活動中、真面目に頑張ってる多くの人々が与信審査に通過でき
ず車の購入や利用ができないという現実を目の当たりにし、Global Mobility Service株式会社を設立。独自のFinTechサービスを提供することで与信審査
に通過する仕組みを構築し、真面目に働く貧困層・低所得層が自動車ローンを利用できる環境を創出。利用者が豊かさを実感できるファイナンスモデルをフィ
リピン、
カンボジア、インドネシア、日本で展開している。2019年３月１日にはJ-Startup選定の未上場ベンチャーとして初めて経団連に入会。主な実績として、日
経ビジネス
「世界を動かす日本人50」
に選出、Forbes JAPAN
「日本の起業家ランキングBEST10」
にて2019年、2020年に２年連続選出、JAPAN VENTURE
AWARDS 2019
「中小企業庁長官賞」
「
、2019年度グッドデザイン金賞
（経済産業大臣賞）
」
、日本オープンイノベーション大賞
「経済産業大臣賞」
受賞など。また、
経済産業省のSDGs経営／ESG投資研究会委員、東京大学大学院非常勤講師、岐阜大学大学院客員教授なども歴任し、幅広く活動している。

モデレータ ー

ふじのくに物産 代表取締役

今福 洋介氏

中島 徳至 氏

西村 やす子 氏

1997年司法書士事務所開業、2008年法人化により司法書士法人つかさ設立。2014年農業ベンチャー
（株）
クレアファーム設立。静岡キャピタル
（静
岡銀行グループ）
や静岡鉄道等地元企業が資本参加。地域活性のため新たな農業ビジネスモデルを目指し、六次産業化や官民協働による観光資源化
などに取り組む。2017年地域商社「ふじのくに」物産設立。2020年には地域プラットフォーム事業について静岡銀行と資本業務提携し協業スター
ト。また、ふじのく物産・静岡銀行・静岡新聞社の３者による持続可能な地域ビジネスを創出することを目的とした
「SHIZUOKA360°
」
を設立。新たなス
テージに入った
「地方創生」
に尽力している。

西村 やす子 氏

チャンネル②

https://channel.nikkei.co.jp/e/reingsum2020b
Regional Banking Summit（Re:ing/SUM）
【変化に対応する地域金融】

金融庁

パネルディスカッション

私達が行う地方創生

〜

15:30

eumo 代表取締役

16:30

新井 和宏 氏

東京理科大学卒業後、国内系信託銀行、外資系金融機関で多岐にわたる運用業務に従事、大病とリーマン・ショックをきっかけに、2008年11月、鎌
倉投信株式会社を元同僚と創業、運用責任者として活躍後、2018年eumoを設立。現在は他に、
ソーシャルベンチャー活動支援者会議（SVC）会
長、かんしんビジネスクラブ アドバイザー、Sustainable Co-Innovation Forum 理事、ホワイト企業大賞 企画委員など多数。2015年５月11日
放送 NHK「プロフェッショナル〜仕事の流儀」
出演。
【著書】
『 投資は｢きれいごと｣で成功する』
（ ダイヤモンド社）
、
『 持続可能な資本主義』
（ディスカヴァー・トゥエンティワン）
、
『 幸せな人は
「お金」
と
「働
く」
を知っている』
（イーストプレス）
、
『 共感資本社会を生きる』
（ ダイヤモンド社）

パネリスト

WAmazing 代表取締役社長/CEO

新井 和宏 氏

加藤 史子 氏

慶應SFC卒業。リクルートにてインターネットでの新規事業立ち上げに携わった後、観光産業と地域活性のR&D部門じゃらんリサーチセンターに異
動。主席研究員として調査研究・事業開発に携わる。2016年７月、訪日外国人旅行者による消費を地方にもいきわたらせ、地域の活性化に資するプ
ラットフォ-ムを立ち上げるべくWAmazing株式会社を創業。

加藤 史子氏

フィールド・フロー 代表取締役

渋谷 健 氏

フィールド・フロー株式会社 代表取締役/一般社団法人OSTi 理事/一般社団法人まちはチームだ 理事/一般社団法人Project72 理事/一般社団法人価値を大切に
する金融実践者の会（JPBV）理事/デジタルビジネス・イノベーションセンター ディレクター/コワーキングスペース秘密基地 エバンジェリスト
外資系コンサルティングファーム、国内ベンチャー、国内大手企業経営戦略室を経て2014年にフィールド・フロー株式会社設立。
「事業に脚本を」
をコ
ンセプトに、戦略立案からシステム開発や人財育成までを総合的に提供するオープン・イノベーション実践活動を全国展開。経済産業省・農林水産省
などの政策事業、北九州市・宮崎県などの地方創生事業、大企業・金融・ベンチャーなどの民間事業にプロの事業プロデューサー/ファシリテーターと
して関わる。

モデレータ ー

金融庁 監督局銀行第二課 地域金融企画室長

渋谷 健 氏

日下 智晴

昭和36年生まれ、広島県出身。昭和59年神戸大学経営学部卒業後、広島銀行に入行。
広島銀行では総合企画部担当部長、融資企画部長、
リスク統括部長等を歴任。
平成27年広島銀行を退社し、金融庁に入庁。
地域金融の政策キーマンとして、地域金融機関の金融仲介の質の改善に取り組む。
日下 智晴

【Memo】

チャンネル③

https://channel.nikkei.co.jp/e/chihou202006
地方創生フォーラム

日経
講演

〜

11:40

SBIグループの地方創生プロジェクト
SBIホールディングス 代表取締役社長

※チャンネル①でも同じ内容を配信

北尾 吉孝 氏

12:20

キャッシュレス社会の未来
〜

13:00
13:30

〜 匿名経済から顕名経済へのシフト

ジンテック 未来ビジネス アドバイザー 兼 エクスモーション フェロー

中川 郁夫 氏

デジタル技術の最先端研究、ベンチャーでのプロダクト開発と事業立ち上げを経て、新事業創出の支援を手掛ける。デジタルがもたらす構造変革を独自の
視点で調査・分析し、変化をチャンスに変えるイノベーティブ思考による事業企画・事業立ち上げを特徴とする。
1993年 株式会社インテック 入社
2002年 株式会社インテック・ネットコア 設立 同社取締役就任
2005年 東京大学大学院より博士号取得

2012年 Tクラウド研究会 設立、大阪大学 招へい准教授就任 (兼務)
2020年１月〜 現職

キーエンスの高収益を支えるデータ活用法と金融機関への適用事例
〜

13:30
14:00

キーエンス データアナリティクス事業グループ

峯尾 翔太 氏

コンサルティングセールス、営業マネージャ、データ分析などを経験したのち、現在はキーエンスの新規事業である『データ分析ソフトウェアKI』の立ち上げ
に従事。金融機関を含む幅広い業界へ、キーエンスのデータ活用ノウハウを展開中。

ファクタリングの活用による中小企業の資金調達サポート
〜

14:00
14:30

MF KESSAI 取締役会長

家田 明 氏

1988年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。同年日本銀行に入行。考査局、京都支店、営業局、金融研究所、金融機構局などを経て、
2011年から2013年まで鹿児島支店長。2016年に金融機構局金融高度化センター長に就任。2018年９月１日にマネーフォワードに入社。

地域金融と企業が生む業績・生産性向上エコシステムの実例
〜

14:30
15:00

オラクルひと・しくみ研究所 代表/博士（情報学）/九州大学客員教授/日本感性工学会理事

小阪 裕司 氏

1992年「オラクルひと・しくみ研究所」設立。人の「感性」
と
「行動」
を軸にした独自のビジネス理論と実践手法を研究・開発し、2000年からその実践企業の会
「ワクワク系マーケティング実践会」
主宰。現在全都道府県から約1500社が参加。20年に渡る活動で１万件を超える成果実例を生み出し、その数はコロナ禍
にあっても日々増え続けている。
『日経ＭＪ』に14年に渡り掲載されたコラム
「招客招福の法則」
をはじめ連載・執筆多数。著書は、新書・文庫化・海外出版含め
計39冊。2017年経済産業省の異分野連携新事業分野開拓計画(新連携事業計画)として『ワクワク系新プログラムによるサービス業の生産性向上・企業力
底上げ、“希望の商い”全国展開事業』が認定を受け、地域の金融機関との連携で進行中。

顧客本位の業務運営に向けた取り組みの更なる強化 〜投信FD評価を活用した実践例〜
〜

15:00
15:30

格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）投資評価本部投信事業部長

岡 忠志 氏

金融機関向けの投資信託の評価・分析サービス、R&I顧客本位の投信売会社評価、R&Iファンド大賞など投信関連ビジネスに従事。格付投資情報センター
（R&I）
には2004年入社。年金基金など機関投資家に対する運用コンサルティング業務に15年間従事。それ以前は運用会社で債券ファンドマネジャー業務に
従事。1996年慶応義塾大学理工学部数理科学科卒業。国際公認投資アナリスト/日本証券アナリスト協会認定アナリスト。

金融コンフィデンシャル「アフターコロナ 地銀の針路は？」

〜

15:30
16:00

浜銀総合研究所 代表取締役会長
1975年
1975年
2001年
2002年

3月
4月
4月
6月

横浜市立大学 商学部 卒業
株式会社 横浜銀行 入行
同行 執行役員法人部長
同行 取締役経営企画部長

大久保 千行 氏
2003年
2011年
2015年
2019年

6月
1月
6月
4月

同行 代表取締役経営企画部長
同行 代表取締役副頭取
株式会社 浜銀総合研究所 取締役会長
同社 代表取締役会長

日本経済新聞 編集局経済部次長 兼 NIKKEI Financial編集センター

玉木 淳

