
オープニング
リマークス

基調講演

9:20

～

9:25

9:25

～

10:05

内閣府大臣政務官　和田 義明

日本大学商学部 教授　長谷川 勉氏

金融庁 Regional Banking Summit （Re:ing/SUM） 【原点再考】～コロナに打ち勝つ地域金融～

1965年神奈川県生まれ 
現在、日本大学商学部教授 
1991年日本大学商学部助手、1994年専任講師、1998年助教授を経て、現在に至る。  
この間、2002～０３年 Kingston University(キングストン大学、イギリス)客員教授を歴任。
信用金庫・信用組合・労働金庫の研究会委員等歴任。現在、各団体研修所講師、金融庁金融機能強化審査会委員。

地域志向のメンバーシップバンキング

基調講演
10:10

～

10:50

しののめ信用金庫 理事長　横山 慶一氏
企業理念と信用金庫の未来

基調講演
10:55

～

11:35

北國銀行 取締役頭取　杖村 修司氏

　

次世代型地域金融を目指して

チャンネル① https://channel.nikkei.co.jp/e/reingsum2020nagoyaa

基調講演
11:40

～

12:20

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

1974年 慶應義塾大学経済学部卒業後、野村證券入社
1978年 英国ケンブリッジ大学経済学部卒業
1991年 野村企業情報取締役
1992年 野村證券事業法人三部長

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。 

1971年10月10日生まれ　神戸市出身
1995年3月　早稲田大学商学部卒業
1995年4月　三菱商事入社
2014年11月　三菱商事退職
2014年12月　衆議院議員町村信孝事務所入所

1993年　慶應義塾大学法学部政治学科卒業 
1997年　最高裁判所司法研修所入所 
1999年　弁護士登録（群馬弁護士会） 
2002年　第二東京弁護士会に登録替 

1961年７月６日出身地　石川県
1985年3月　慶応義塾大学商学部卒業
1985年４月　北國銀行入行
2001年４月　企画部調査役（ＣＲＭプロジェクトチーム）
2004年７月　企画部企画課長
2005年７月　総合企画部企画課長
2006年６月　総合企画部副部長兼企画課長
2007年６月　総合企画部長兼システム部長
2008年６月　執行役員総合企画部長兼システム部長

2009年４月　執行役員総合企画部長兼総合事務部長
2009年６月　取締役兼執行役員総合企画部長兼総合事務部長
2010年６月　常務取締役兼執行役員総合企画部長兼総合事務部長
2011年４月　常務取締役兼執行役員総合企画部長
2012年４月　常務取締役兼執行役員総合企画部長兼人材開発室長
2013年４月　常務取締役兼執行役員
2013年６月　専務取締役（代表取締役）
2020年６月　取締役頭取

2005年　かんら信用金庫（現しののめ信用金庫）非常勤理事 
2012年　しののめ信用金庫常務理事（群馬弁護士会再登録） 
2013年　同金庫専務理事 
2016年　同金庫理事長

2015年7月　自由民主党北海道第5選挙区支部長就任
2016年4月　衆議院北海道5区補欠選挙初当選
2017年10月　第48回衆議院総選挙2期目当選
2020年9月　内閣府大臣政務官

日経 地方創生フォーラム

チャンネル③ https://channel.nikkei.co.jp/e/chihou202011
チャンネル② https://channel.nikkei.co.jp/e/reingsum2020nagoyab
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13:00

～

14:30 1on1 エヴァンジェリスト　堀井 耕策氏

Digital × HR × Regional Bank
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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　川口 英輔

パネルディスカッション

金融庁 Regional Banking Summit （Re:ing/SUM） 【原点再考】～コロナに打ち勝つ地域金融～

メルカリ Business Operations Division Branding Team　池田 早紀氏

サイダス 代表取締役 　松田 晋氏
大塚商会を経て、人事・組織に関するコンサルティング事業会社設立。その後単身渡米し最先端のタレントマネジメントシステムを研究。2011年、
株式会社サイダス設立。「スタートアップ列伝 ニッポンの明日を拓く30人（日経BP社）」掲載。

出版社や人材開発のコンサル企業での勤務経験を経て、2017年よりフリーマーケットアプリ運営のメルカリでHRに従事、2020年より全社のブ
ランディング施策を手掛ける。2020年3月より、静岡銀行の副業人材第1号として、新たに導入を検討している人事制度や人材教育、インターネッ
トを活用した採用戦略など幅広い分野に従事。新卒者向け説明会を動画投稿サイト「YouTube」で配信したところ、前年を２割程度上回る応募に
繋げる等、早くも成果に繋げている。

マサチューセッツ州立フラミンガム大学卒。 2001年に日本NCR株式会社に入社。小売店用店舗システム及び商品管理システムのソリューション営業を経験。 
2007年ヤフー株式会社へ転職。 事業部にて営業企画業務、本部管理部門などの業務を経て、社内転職制度を利用し人事部門へ異動。 人事部門にてグループ会
社連携業務や人財育成・組織活性業務等を担い、人財育成業務の一環として、役職者向けコーチング研修講師を務める。2016年からグループ会社へ出向し、人事
責任者として人事部門全体マネジメントなど人事領域における幅広い業務を担当する。人事としてさまざまな人事制度（主にサバティカル休暇‐3か月の長期休暇
制度）を自ら実践、体験しつつ、組織創りに活かしている。また、企業に所属しながら副業として「1on1」の研修講師として社外活動を開始し、企業や、官公庁での研
修も行う。研修を通じて「1on1」ミーティングに必要な知識、スキルを使える人材を育成し「個人と組織」がともに創造的に進化するためサポートを行っている。

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、
2014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。
2017年組織戦略監理官室（ＨＲ室）、2018年開発研修室を経て2019年7月より現職。
また、金融庁の社内副業制度政策オープンラボ「対話する金融庁」において、毎月１回ファシリテータを務めるほか、
「金融庁×きらぼし銀行×立教大学中原ゼミ」として産官学共同研究プロジェクトに従事した。

【Memo】



チャンネル① https://channel.nikkei.co.jp/e/reingsum2020nagoyaa

2003年6月　株式会社スギ薬局入社
2005年4月　人材開発部長
2015年3月　総務部長
2017年3月　人事部長
2019年3月　総務部長（現任）

1981年　名古屋大学大学院工学研究科修了
1981年　清水建設株式会社
1991年　名古屋大学工学部助教授
1997年　名古屋大学先端技術共同研究センター教授

2001年　名古屋大学大学院環境学研究科教授
2012年　名古屋大学減災連携研究センター教授・センター長

1983年３月　早稲田大学法学部卒業
1983年４月　株式会社肥後銀行入行
2013年４月　同行　総合企画部経営企画グループ長兼事業戦略グループ長
2013年６月　同行　総合企画部副部長兼事業戦略グループ長
2014年６月　同行　執行役員コンプライアンス・リスク統括部長

2015年６月　　同行　取締役執行役員コンプライアンス・リスク統括部長
2015年１０月　株式会社九州フィナンシャルグループ　執行役員コンプライアンス・リスク統括部長
2016年５月　　株式会社肥後銀行取締役常務執行役員〔現任〕
2020年４月　　株式会社九州フィナンシャルグループ　常務執行役員ＣＲ統括部長
2020年６月　　株式会社九州フィナンシャルグループ　取締役常務執行役員ＣＲ統括部長〔現任〕

1987年東大法卒、同年大蔵省入省。1989年米ハーバード大学ケネディスクール留学(MPP)、1993年下館税務署長、1994年アジア
開発銀行総裁補佐官等を経て2007年財務省関税局関税課経済連携室長。2009年国際局地域協力課国際調整室長、2010年国際局
調査課長。2011年金融庁総務企画局参事官（国際担当）、2014年証券取引等監視委員会事務局総務課長、2016年総務企画局審議
官、2018年総合政策局審議官、2019年証券取引等監視委員会事務局次長、2020年7月より現職。

東海財務局長　水口 純
クロージング
リマークス

16:20

～

16:30

パネルディスカッション

金融庁 Regional Banking Summit （Re:ing/SUM） 【原点再考】～コロナに打ち勝つ地域金融～

14:45

～

16:15 ブラザー工業 代表取締役社長　佐々木 一郎氏

繰り返される危機に備える金融・企業
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東海財務局長　水口 純

スギ薬局 総務部長　沢村 昭人氏

肥後銀行 取締役常務執行役員　江藤 英一氏

1987年東大法卒、同年大蔵省入省。1989年米ハーバード大学ケネディスクール留学(MPP)、1993年下館税務署長、1994年アジア開発銀行総
裁補佐官等を経て2007年財務省関税局関税課経済連携室長。2009年国際局地域協力課国際調整室長、2010年国際局調査課長。2011年金
融庁総務企画局参事官（国際担当）、2014年証券取引等監視委員会事務局総務課長、2016年総務企画局審議官、2018年総合政策局審議官、
2019年証券取引等監視委員会事務局次長、2020年7月より現職。

1983年3月、名古屋大学大学院工学研究科修了、同年4月にブラザー工業に入社。
2005年1月にブラザーU.K.社長、09年4月に執行役員、13年4月に常務執行役員、17年4月に代表取締役 専務執行役員を経て、18年6月に代
表取締役社長に就任。

名古屋大学減災連携研究センター教授・センター長　福和 伸夫氏

【Memo】
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14:30 栃木県信用保証協会 保証部長　安西 克巳氏

きらりと光る信用保証協会

パ
ネ
リ
ス
ト

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　日下 智晴

パネルディスカッション

金融庁 Regional Banking Summit （Re:ing/SUM） 【原点再考】～コロナに打ち勝つ地域金融～

1989年　早稲田大学　商学部卒業
1990年　栃木県信用保証協会入協
2015年　作新学院大学　経営学博士合格　
2015年　同大学　客員教授
2018年　現職

1964年3月　石川県に生まれる
1986年4月　石川県信用保証協会　入協
2007年4月　企画部　企画課長
2011年4月　保証部　参事兼保証1課長

1989年　島根県信用保証協会　入協
2008年　業務統括部　経営相談室　室長
2011年　本店営業部　保証課　課長
2014年　総務部　次長

2017年　出雲支店　支店長
2020年　本店営業部　部長

2014年4月　総務企画部　次長兼企画課長
2017年4月　総務企画部　担当部長
2018年4月　営業部　部長（現在に至る）

岐阜県信用保証協会 企業支援部部長　渡辺 直氏

石川県信用保証協会 営業部部長　猪谷 浩之氏

1991年岐阜県信用保証協会入協。債権管理、保証審査等の業務に従事、再生・経営支援セクションの立ち上げや、全国初となる信用保証協会出
資による再生ファンドの組成にも携わった。保証業務部副部長兼企業支援室長、企業支援部副部長を経て、2019年より現職。2017年より岐阜大
学工学部非常勤講師も務めている。

1961年生まれ、広島県出身。1984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。
2015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。

14:45

～

16:15 北門信用金庫 企業支援室長　伊藤 貢作氏

事業者支援ノウハウ共有への挑戦
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金融庁 監督局 銀行第二課 地域金融企画室 室長補佐　渡辺 茂紀

島根県信用保証協会 本店営業部長　小野 拳氏

ＡＣＣ 代表取締役　藤井 健太郎氏
1997年、南山大学法学部卒業。経営コンサルティング会社にて財務・税務・管理会計・事業承継・経営計画等の支援を、保険業界にてリスクマネジ
メント・法人営業等を経験した後、2010年に株式会社ＡＣＣを設立。知的資産経営・財務・リスクマネジメント等の観点から事業承継（後継者育成を
含む）・事業再生・経営改善・ＢＣＰ等、企業の継続的な事業発展を支援する。中小企業診断士。
他に、岐阜県中小企業診断士協会 理事、愛知県・岐阜県知的資産経営研究会 会長、プッシュ型事業承継支援高度化事業 岐阜県ブロックコーディ
ネーター、中小企業基盤整備機構中部本部 中小企業支援チーフアドバイザー、などを務める。

建設会社勤務を経て27歳から地域会社の再生に従事、流通・建設業などを中心にコンサルタントとしてではなく会社役職員として企業再生をす
る。38歳から北門信用金庫で企業支援に従事、現在に至る。

チャンネル② https://channel.nikkei.co.jp/e/reingsum2020nagoyab

中小企業診断士
1973年       静岡県焼津市生まれ。大学卒業後、地元の信用金庫に入庫。営業店～経営支援部、地域活性化事業にて、地元老舗企業110社の創業史を編纂。
2014年       中小企業診断士として独立するも挫折。
2016年       信金に戻り、経営改善・事業再生支援や融資企画を担当。
2019年８月　金融庁へ入庁。



講演

13:00

～

13:30

キャッシュレス社会の未来～市場構造の変化と地方創生のヒント～
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。

13:30

～

14:00

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
マネーフォワードケッサイ 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。

14:00

～

14:30

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～
R&I（格付投資情報センター） 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、投信販売会社評価、R&Iファンド大賞など投資信託ビジネスを統括。格付投資情報センター（R&I）には2004
年に入社し、2018年まで年金基金など機関投資家への資産運用コンサルティング業務を行う。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

14:30

～

15:00

～アトツギが担う地方の未来～ベンチャー型事業承継のススメ
ベンチャー型事業承継 代表理事　山野 千枝氏
岡山県出身。専門はファミリービジネスの事業承継、広報ブランディング。会社の歴史を活用した企業ブランディング、採用メディアや社史制作を手掛ける株式会社
千年治商店を設立。1991年関西学院大学卒。ベンチャー企業、コンサルティング会社を経て、大阪市経済戦略局の中小企業支援拠点「大阪産業創造館」の創業メ
ンバーとして2000年より参画。広報主幹、事業部長などを歴任。関西圏の大学で親が商売を営む学生を対象に「ガチンコ後継者ゼミ」を主宰し、家業で新たなビジ
ネスに挑戦する「ベンチャー型事業承継」を提唱。18年には若手アトツギ特化型ベンチャー支援団体「一般社団法人ベンチャー型事業承継」を設立、代表理事に就
任。34歳未満のアトツギのみが入会できるオンラインサロンを開設。全国各地のアトツギが新規事業開発に取り組む環境づくりに取り組んでいる。そのほか「存続
力は競争力」をテーマに講演実績も多数。アセアンの経営者を対象に日本の長寿企業文化についての研修などを通して、永続経営の価値を広く伝えている。

15:00

～

15:30

地銀再編とメディアの役割～NIKKEI Financial RAVのご紹介～

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

チャンネル③ https://channel.nikkei.co.jp/e/chihou202011
日経 地方創生フォーラム

日本経済新聞 編集局経済部　平本 信敬


