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　　　セブン＆アイ・ホールディングス　大和ハウス工業　三菱地所　ソフトバンク　セールスフォース・ドットコム　丸紅　NTTフィールドテクノ　JERA
協力／日経ESG経営フォーラム　　　　特別協力／三井不動産

基調講演10:30--10:50

平井 卓也氏 デジタル改革担当大臣

1958年香川県生まれ。上智大学卒。電通、西日本放送社長等
を経て、2000年、第42回衆議院選挙で初当選。以来、連続7
回当選。自民党政調副会長、国土交通副大臣、内閣常任委員長、
自民党IT戦略特命委員会委員長等を歴任。2018年第4次安倍
改造内閣にてIT政策担当大臣、内閣府特命担当（科学技術・知

的財産戦略・クールジャパン戦略・宇宙政策）大臣就任。
2019年10月自民党デジタル社会推進特別委員長に就任。
2020年菅内閣にてデジタル改革担当大臣、情報通信技術（IT）
政策担当大臣、内閣府特命担当大臣（マイナンバー制度）就任。

「DXによるWell Beingな国家、社会づくり」テーマ

ご挨拶10:50--11:00
根本 かおる氏 国連広報センター 所長

東京大学法学部卒。テレビ朝日を経て、米国コロンビア大学大
学院より国際関係論修士号を取得。1996年から2011年末ま
で国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）にて、アジア、アフ
リカなどで難民支援活動に従事。ジュネーブ本部では政策立案、
民間部門からの活動資金調達のコーディネートを担当。WFP
国連世界食糧計画広報官、国連UNHCR協会事務局長も歴任。

フリー・ジャーナリストを経て2013年8月より現職。
2016年より日本政府が開催する「持続可能な開発目標

（SDGs）推進円卓会議」の委員を務める。著書に『難民鎖国
ニッポンのゆくえ─日本で生きる難民と支える人々の姿を追っ
て』（ポプラ新書）ほか。

企業講演11:00--11:30

井阪 隆一氏 セブン&アイ･ホールディングス 代表取締役社長

1980年3月 青山学院大学法学部卒業
　　　  3月 セブン-イレブン・ジャパン入社
2002年5月 同社 取締役商品本部食品部長
2006年5月 同社 取締役常務執行役員商品本部食品部長
           7月 SEVEN-ELEVEN HAWAI,INC.取締役（現任）
2007年1月 同社 取締役常務執行役員商品本部長兼食品部長

2009年5月 同社 代表取締役社長兼最高執行責任者
　　　　　　セブン＆アイ・ホールディングス取締役
2011年1月 7-Eleven,Inc.取締役（現任）
2016年5月 セブン＆アイ・ホールディングス
　　　　　　代表取締役社長（現任）
　　　　　　同社 取締役（現任）

「セブン＆アイ・ホールディングス SDGｓの取り組み」テーマ

日時 2020年 11月26日（木）10:00-16:20

日時 2020年 11月27日（金）10:00-14:40

D A Y 1

※講演者・講演内容・タイムスケジュールは事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください｡

オープニング講演10:00--10:30

中山 讓治氏 日本経済団体連合会 企業行動・SDGs委員長／第一三共 常勤顧問

1976年大阪大学基礎工学部大学院生物工学科修士課程修了、
1979年ノースウエスタン大学大学院（MBA）修了。
同年サントリー入社。2002年第一サントリーファーマ取締役
社長、2007年に第一三共執行役員欧米管理部長、2010年同

社代表取締役社長兼CEO、2017年代表取締役会長兼CEO、
2019年代表取締役会長に就任し、2020年6月より現職。
2018年より日本製薬工業協会会長（現任）。

「SDGsの達成に向けたＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の加速化」テーマ

D A Y 1

D A Y 2



勝木 敦志氏 アサヒグループホールディングス 専務取締役

1984年 3月 青山学院大学 経営学部経営学科卒
      　　4月 ニッカウヰスキー入社
2011年 4月 アサヒビール 経営企画部担当部長 兼 国際本部担

当部長
      　 9月 アサヒグループホールディングス 企業提携部門

ゼネラルマネジャー 兼 Asahi 
Holdings(Australia) Pty Ltd 顧問

2016年3月 アサヒグループホールディングス 執行役員 兼 
Asahi Holdings(Australia) Pty Ltd 
Director,Group CEO

2017年 3月 アサヒグループホールディングス 取締役 兼 執行
役員

2020年 4月 アサヒグループホールディングス 専務取締役 兼 
専務執行役員 兼 CFO 兼 日本統括本部長

「最高の未来（アサヒ）を、次の世代に残すために」テーマ

企業講演13:00--13:30

小出 伸一氏 セールスフォース・ドットコム 代表取締役会長 兼 社長

1958年福島県生まれ。大学卒業後、1981年日本IBMに入社。
米国本社戦略部門への出向、社長室長、取締役などを務めたの
ち、 2006 年日本テレコムに入社し、ソフトバンクテレコム副
社長兼 COOに就任。
その後、2007年12月、日本ヒューレットパッカード代表取

締役 社長に就任し、2014年4月、セールスフォース・ドット
コムの代表取締役会長兼CEO（最高経営責任者）に就任、
2018年6月より三菱UFJ銀行の社外取締役、2019年3月より
スペシャルオリンピックス日本の理事に就任。

「サステナビリティと企業の役割 持続可能な未来の創造へのコミットメント」テーマ

企業講演13:35--14:05

柿木 真澄氏 丸紅 代表取締役社長

1980年３月 東京大学法学部卒業
　　　　４月 丸紅入社
2010年４月 執行役員、電力・インフラ部門長
2013年４月 常務執行役員、経営企画部 市場業務部 経済研究

所担当役員
　　　　６月 代表取締役常務執行役員、経営企画部 市場業務

部 経済研究所担当役員

2014年４月 常務執行役員、北中米支配人、南米管掌役員、
　　　　　　丸紅米国会社社長・CEO
2017年４月 専務執行役員、電力・プラントグループCEO
2018年４月 副社長執行役員、電力・プラントグループCEO
　　　　６月 代表取締役副社長執行役員、電力・プラントグル

ープCEO
2019年４月 代表取締役社長

「Marubeni’s Innovation Journey ～ビジネスを通じた社会課題に対する取組み～」テーマ

企業講演14:10--14:40

松田 崇弥氏 ヘラルボニー 代表取締役 社長

くまモンの生みの親である小山薫堂が率いる企画会社オレン
ジ・アンド・パートナーズ、プランナーを経て独立。「異彩を、
放て。」をミッションに掲げ、福祉を起点に新たな文化を創る
ことを目指す企画会社「ヘラルボニー」を通じて福祉領域のア

ップデートに挑む。ヘラルボニーのクリエイティブを統括。東
京都在住。双子の弟。日本を変える30歳未満の30人「Forbes 
30 UNDER 30 JAPAN」受賞。

「持続可能な社会のために必要な私の仕事、会社」テーマ

パネルディスカッション14:50--16:20

芝山 さゆり氏 WELLNEST HOME 代表取締役 社長

元音楽教師で元専業主婦（二児の母）。子供の夢を叶えるため
2008年に起業。独自の教育論で人財育成や女性の起業支援を
手掛け、全国の母親を応援するためにプロデュースしたFace
bookページ「お母さんの心得」は3年で30万いいねを獲得。
全国各地でセミナー・研修を行い、これまでに延べ9000人以
上の方が研修に参加。教員時代から生徒1人1人と向き合うこと

を大切にし、現在も年間200回の個別カウンセリングを行って
いる。2016年にWELLNEST HOMEの社長に就任し、全国で
超高性能住宅の提供に取り組む。2017年にはドイツ環境建設
省主催「プラスエネルギーネットワークシンポジウム」におい
て日本企業で唯一WELLNEST HOMEが手掛けた「香川国分
寺プラスエナジーハウス」が紹介される。

●パネリスト

企業講演11:30--12:00

小野田 聡氏 JERA 代表取締役社長

「2050年におけるゼロエミッションへの挑戦について」テーマ

1980年3月 慶應義塾大学大学院工学研究科機械工学専攻修了
　　　　 4月 中部電力入社
2003年7月 中部電力 発電本部火力部計画グループ部長
2007年7月 中部電力 執行役員・発電本部火力部長
2009年7月 中部電力 常務執行役員・発電本部火力部長
2013年6月 中部電力 取締役専務執行役員・発電本部長

2014年6月 中部電力 参与・電気事業連合会出向（専務理事）
2018年4月 中部電力 副社長執行役員・発電カンパニー社長
            　　JERA取締役（非常勤）
2018年6月 中部電力 代表取締役副社長執行役員・発電カンパ
　　　　　　ニー社長
2019年4月 JERA代表取締役社長



吉高 まり氏 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 経営企画部副部長／プリンシパル・サステナビリティ・ストラテジスト

IT企業、米国投資銀行等での勤務、世銀グループ国際金融公社
環境技術部に従事。米国ミシガン大学環境・サステナビリティ
大学院（現）科学修士。博士（学術）。
2000年、三菱UFJモルガン・スタンレー証券（MUMSS）に
おいてクリーン・エネルギー・ファイナンス委員会を立ち上げ。
気候変動分野を中心とした環境金融コンサルティング業務に長
年従事。現在は政府、機関投資家、事業会社等に向けSDGsビ

ジネス及びESG投資の領域について調査・アドバイス・講演等
を実施。2020年5月より現職。
三菱UFJ銀行戦略調査部、MUMSS経営企画部兼務。中央環境
審議会地球環境部会臨時委員、中長期の気候変動対策検討小委
員会委員、2050年に向けたガス事業の在り方研究会委員等も
務める。

高村 ゆかり氏 東京大学未来ビジョン研究センター 教授

島根県生まれ。専門は国際法学・環境法学。京都大学法学部卒
業。一橋大学大学院法学研究科博士課程単位修得退学。静岡大
学助教授、龍谷大学教授、名古屋大学大学院教授、東京大学サ
ステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）教授などを経て、
現職。
国際環境条約に関する法的問題、気候変動とエネルギーに関す
る法政策などを主な研究テーマとする。日本学術会議会員、中

央環境審議会委員、再生可能エネルギー買取制度調達価格等算
定委員会委員、科学技術・学術審議会環境エネルギー科学技術
委員会主査、東京都環境審議会会長、アジア開発銀行の気候変
動と持続可能な発展に関する諮問グループの委員なども務め
る。日本のパリ協定長期成長戦略（2019年6月閣議決定）を
策定する懇談会委員を務めた。

●コーディネーター

小泉 進次郎氏 環境大臣

1981年、横須賀市生まれ。関東学院大学卒業後、米国コロン
ビア大学にて政治学修士号を取得。米国戦略国際問題研究所

（CSIS）研究員を経て、2009年より衆議院議員を務める。11
年、自民党青年局長に就任。13年に内閣府大臣政務官 兼 復興
大臣政務官に就任し、東日本大震災からの復興に全力を尽くす。

15年、自民党農林部会長として農政改革に取り組む。18年
10月、自民党厚生労働部会長として人生100年時代に向けた
新たな社会保障の実現に取り組む。19年9月、環境大臣 兼 内
閣府特命担当大臣（原子力防災）に就任。20年9月、環境大
臣 兼 内閣府特命担当大臣（原子力防災）に再任。

「『グリーンリカバリー』で目指す持続可能な社会」テーマ

グリーンリカバリーセッション10:00--11:00
D A Y 2

芳井 敬一氏 大和ハウス工業 代表取締役社長 CEO

1958年大阪府生まれ。中央大学文学部卒
1981年4月 神戸製鋼所グループ入社
1990年6月 大和ハウス工業株式会社 入社
2006年4月 姫路支店長
2008年4月 金沢支店長
2010年4月 執行役員 海外事業部 副事業部長

2011年6月 取締役上席執行役員 海外事業部長 海外事業担当
2013年4月 取締役常務執行役員 東京本店長　 
2016年4月 取締役専務執行役員 東京本店長  営業本部長
2017年11月 代表取締役社長
2019年6月 代表取締役社長 CEO兼COO
2020年10月 代表取締役社長 CEO（現職）

企業講演11:00--11:30
「社会と共に、人と共に、限りない挑戦へ ～人が心豊かに生きる社会の実現を目指して～」テーマ

秋元 里奈氏 ビビッドガーデン 代表取締役社長

神奈川県相模原市の農家に生まれる。慶應義塾大学理工学部を
卒業した後、2013年ディー・エヌ・エーへ新卒入社。webサ
ービスのディレクター、営業チームリーダー、新規事業の立ち
上げを経験した後、スマートフォンアプリの宣伝プロデューサ
ーに就任し4部署を経験。2016年11月に農業分野の課題に直
面し、ビビッドガーデンを創業。2017年5月にこだわり生産

者が集うオンライン直売所「食べチョク」を立ち上げる。リリ
ース3年で、認知度・利用率No.1の生産者特化ECに成長。また、
2019年にはフジテレビ系列「セブンルール」に出演。2020
年4月には、アジアを代表する30歳未満の30人「Forbes 30 
Under 30 Asia」に選出。2020年9月よりTBSのニュース番
組「Nスタ」の水曜コメンテーターを務める。

蟹江 憲史氏 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 教授

慶應義塾大学SFC研究所×SDG・ラボ代表、国連大学サステイ
ナビリティ高等研究所（UNU-IAS）非常勤教授。北九州市立
大学助教授、東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授を経
て、2015年より現職。
専門は国際関係論、地球システム・ガバナンス。国連における
SDGs策定に、構想段階から参画。SDGs研究の第一人者であ
り、研究と実践の両立を図っている。

日本政府SDGs推進本部円卓会議構成員、内閣府地方創生推進
事務局自治体SDGs推進評価・調査検討会委員などを務める。
近著に「SDGs（持続可能な開発目標）」中公新書（2020年8
月刊行）がある。
国連Global Sustainable Development Report （GSDR）の
2023年版執筆の独立科学者15人に選ばれている。
博士（政策・メディア）。

米良 はるか氏 READYFOR 代表取締役CEO

1987年10月生まれ。慶應義塾大学経済学部、同大学院メデ
ィアデザイン研究科（KMD）卒業。2011年3月29日に日本初・
国内最大級のクラウドファンディングサービス「READYFOR」
をスタート。2014年に株式会社化し、代表取締役CEOに就任。
World Economic Forumグローバルシェイパーズ2011に選

出、日本人史上最年少でダボス会議に参加。
「人生100年時代構想会議」「未来投資会議」等の民間議員に
選出、現在は「デジタル改革関連法案ワーキンググループ」の
民間構成員を務める。



小野澤 康夫氏 三井不動産 取締役副社長執行役員

1981年3月 一橋大学商学部卒業
　　　 4月 三井不動産入社
2004年4月 ビルディング本部業務推進室長
2008年4月 ビルディング本部千代田開発部長
2009年4月 執行役員 ビルディング本部千代田開発部長

2011年4月 常務執行役員 ビルディング本部副本部長
2013年4月 常務執行役員
2016年6月 取締役 常務執行役員
2017年4月 取締役 専務執行役員
2020年4月 取締役 副社長執行役員（現任）

企業講演14:10--14:40

田代 桂子氏 大和証券グループ本社 執行役副社長

1986年 早稲田大学 政治経済学部 政治学科卒業
1991年 スタンフォード大学 経営学修士
2011年 ハーバードビジネススクール AMP181期
1986年 大和証券 入社
1993年 大和シンガポール
1995年 大和ヨーロッパ（ロンドン）
1999年 大和証券グループ本社 経営企画部
2012年 大和証券（社名変更） 執行役員 金融市場担当兼グロ

ーバル・金融市場ラインヘッド

2014年 大和証券グループ本社 取締役 兼 常務執行役（海外
副担当、米州担当）

　　　　 大和証券キャピタル・マーケッツ アメリカホールデ
ィングスInc. 会長

2016年 大和証券グループ本社 取締役 兼 専務執行役 （海外担
当）大和証券 専務取締役（海外担当）

2020年 大和証券グループ本社 取締役 兼 執行役副社長（海
外担当 兼 SDGs担当）大和証券 代表取締役副社長（海
外担当）

企業講演11:30--12:00
「大和証券グループ × SDGs ～貯蓄からSDGsへ～」テーマ

磯崎 功典氏 キリンホールディングス 代表取締役社長

1977年慶應義塾大学経済学部卒業、キリンビール入社。
2004年サンミゲル社取締役、2007年キリンビール経営企画
部長、2008年キリンホールディングス常務執行役員経営企画
部長、2010年同社常務取締役、2012年キリンビール代表取
締役社長を経て、2015年から現職。
入社以来、ホテルや海外ビールを始めとした幅広い事業を経験。
ビール事業においては、主力ブランドの「一番搾り」を中心と
した反転攻勢に道筋をつけるとともに、業界に先駆けてクラフ

トビールへの注力を表明。
キリンホールディングス社長に就任後はグループ内事業の再
編・再生を主導。2019年には長期経営構想「KV2027」を策
定し、将来に向けた成長の柱として「医と食をつなぐヘルスサ
イエンス事業」を立ち上げファンケル社との提携を開始した。
社会的価値と経済的価値を両立させるCSVを経営の根幹に据
え、世界のCSV先進企業を目指している。

企業講演13:00--13:30
「世界を健康に ヘルスサイエンスで挑む ～『よろこびがつなぐ世界へ』Joy brings us together～」テーマ

宮内 謙氏 ソフトバンク 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO

1977年 日本能率協会入職
1984年 日本ソフトバンク（現ソフトバンクグループ）入社
1999年 ソフトバンク･コマース（現当社）代表取締役社長
2003年 ソフトバンクBB（現当社）取締役副社長
2006年 ボーダフォン（現当社）取締役、執行役副社長 兼 COO
2007年 当社代表取締役副社長 兼 COO
2012年 ヤフー（現Zホールディングス）取締役（現任）

2013年 ソフトバンク（現ソフトバンクグループ）
　　　　 代表取締役副社長
2014年 ソフトバンク コマース＆サービス（現SB C&S）
　　　　代表取締役会長
2015年 当社代表取締役社長 兼 CEO
2018年 ソフトバンクグループ 取締役（現任）
2018年 当社代表取締役社長執行役員 兼 CEO（現任）

企業講演13:35--14:05
「デジタルシフトでつなぐ未来」テーマ

「SDGsのDNAが息づく街 ～三井不動産の日本橋の街づくり～」テーマ


