
主 催 ： 株式会社日本政策投資銀行　HCアセットマネジメント株式会社
後 援 ： 株式会社日本経済新聞社　　
協 賛 ： 一般社団法人金融財政事情研究会　一般社団法人日本CFO協会
企画協力 ： 地域共創ネットワーク株式会社

日  時 ： 2016年11月8日（火）
 13：30～17：40（受付：13：00～）

会 場 ： 大手町フィナンシャルシティ
 Conference Center ホール1・2
 東京都千代田区大手町一丁目9番7号  Tel: 03-6225-2661

参加費無料

第5回

現場での
価値創造に動く
金融 　　　　大都会における

地方を超えた
地方創生

産業金融フォーラム

         基調講演

森 信親 氏　金融庁　長官

         対  談
落合 寛司 氏　西武信用金庫　理事長

新田 信行 氏　第一勧業信用組合 理事長

司会進行：坂本 忠弘 氏 地域共創ネットワーク株式会社
代表取締役

株式会社日本政策投資銀行　
企業金融第1部 技術事業化支援センター長

株式会社コンサラート　代表取締役　
経営コンサルタント

         パネルディスカッション

髙橋 一朗 氏　西武信用金庫 常勤理事　業務推進企画部長

覚張 和寿 氏　

鈴木 規文 氏　株式会社ゼロワンブースター　代表取締役

黒石 孝 氏　糸魚川信用組合　理事長

島 裕 氏　

司会進行：森本 紀行 氏 HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

第1部

第2部

第3部

お申し込み方法

お申し込みは、HCアセットマネジメント株式会社にて承っております。
下記のいずれかの方法でお申込み願います。席数に限りがあります

ので、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承下さい。

こちらからお申し込み下さい

     http://www.fromhc.com
　　　　　 プロ投資家向け　資産運用情報サイト「fromHC」

     E-mail: info@fromhc.com
     TEL: 03-6685-0683 （フォーラム事務局）

     FAX: 03-6685-0686
※今後、フォーラム案内をご希望されない方は、誠にお手数ですが、事務局まで

　　お電話（03-6685-0683）か、E-mail（info@fromhc.com）にて、ご連絡をお願い
致します。
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個人情報の取り扱いについて

お預かりしました氏名、住所、法人・団体名、部署・役職名、同所在地、電話番号、

FAX番号、Eメールアドレスといった個人情報につきましては、株式会社日本政策投資銀
行及びHCアセットマネジメント株式会社が、以下の目的のため、個人データとして共同
で利用します。個人データの管理責任者は、HCアセットマネジメント株式会社となります。
個人情報の取り扱いにつきましては、HCアセットマネジメント株式会社の「プライバシー
ポリシー」（http://www.fromhc.com/company/policy/privacy.html）をご覧下さい。
［目的］

●本フォーラムの円滑な運営のため

●本フォーラムのパネリストなどの関係者に参加者名簿として提供するため

●投融資業務、各種金融商品やサービス等に関するご提案やご案内、研究や開発、

フォーラム、セミナーのご案内、ご紹介等を行うため

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-11   IP-Phone.050-3539-5013   Tel.03-6685-0681   Fax.03-6685-0686

http://www.fromhc.com
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新なくして、成長はなく、革新は、経済活動の現場においてしか生

まれません。真の地方創生における地方とは、その革新が生まれ

る現場としての小経済圏でなくてはなりません。革新によって活性化して

いく小経済圏を有機的に連結することにより、日本経済の再構築を図る

こと、それが成長戦略としての地方創生です。

　革新の現場が地方ならば、地方とは、地理的な概念を超えた新たなる

経済圏の構築であり、価値を共有する文化圏の創造となるはずです。そ

して、地方が地方を超えるとき、地方と地方、地方と都会とのつながりと

して、日本経済の新たな姿が見えてくるのです。

　金融機関経営にとって、顧客の視点にたったリスクテイクのあり方、即

ち、「顧客との共通価値の創造」が求められるなか、地方創生における金

融機関の役割は、共通価値の創造が実現する関係性の範囲、即ち、自ら

の「地方＝コミュニティ＝文化圏」として、顧客基盤の構築を図ることに

なるのではないでしょうか。

　今回のフォーラムでは、そうした取り組みを実践しているコミュニティバ

ンクをとりあげて、現場での価値創造に動く金融のあり方を示したいと思

います。

主催者

産業金融フォーラム第5回

地下鉄をご利用の場合
●東京メトロ丸ノ内線大手町駅「A1出口」からは、アト
リウムエレベーター、エスカレーターにて３階カンファ
レンスセンターへお越しいただけます。
●大手町駅「E1出口」側の東京サンケイビル経由
からは、イーストエレベーター、エスカレーターに
て地下１階または１階よりアトリウムエレベー
ター、エスカレーターにお乗り換えいただき、
３階カンファレンスセンターへお越しいただ
けます。

お車をご利用の場合
●日比谷通りを南方面に向かって左折、
もしくは、大名小路を北方面に向
かって左折し、１F車寄せまでお越し
下さい。

金融庁　
長官

1980年に大蔵省（現財務省）に入省。
国際金融局、主計局、証券局、銀行局
等を経て、大蔵省金融企画局市場課投
資サービス室長、大臣官房企画官兼総
合政策課調査企画官等、内閣府本府産
業再生機構担当室参事官、外務省在
ニューヨーク日本国総領事館領事兼在
アメリカ合衆国日本国大使館公使を歴
任し、金融庁において、総括審議官、検
査局長、監督局長を経て、2015年7月
より現職。

森 信親 氏

第1部　基調講演

株式会社日本政策投資銀行　
常務執行役員

1986 年4 月日本開発銀行（現日本政
策投資銀行）入行。2010 年6 月特命
チーム部長兼経営企画部担当部長、
2011年12月執行役員（特命担当）兼経
営企画部担当部長兼特命チーム部長、
2013年6月執行役員経営企画部長を
歴任。2015年6月常務執行役員に就
任、現在に至る。東京大学法学部卒業。

地下 誠二 氏

閉会挨拶

西武信用金庫
理事長

1973年に西武信用金庫に入庫。2002
年常勤理事、2005年専務理事、金融
庁金融審議会専門委員や独立行政法
人経済産業研究所委員も務め、2010
年理事長に就任。首都圏産業活性化協
会理事、世界貿易センター評議員等や
中小企業政策審議会委員等の政府関
係委員等にも多数就任、2014年8月よ
り内閣府経済財政諮問会議の政策コメ
ンテーターを務める。

落合 寛司 氏
第一勧業信用組合　
理事長

1981年4月第一勧業銀行（現みずほ銀
行）入行。2002年４月みずほ銀行与信
企画部次長、2005年4月みずほフィナ
ンシャルグループ与信企画部長、2006
年３月みずほ銀行銀座通支店長、2008
年4月コンプライアンス統括部長を歴任
し、2011年４月常務執行役員に就任。
2013年４月みずほ銀行を退職、同年、
第一勧業信用組合の理事長に就任、現
在に至る。一橋大学法学部卒業。

新田 信行 氏

第2部　対 談

地域共創ネットワーク株式会社
代表取締役

1990年に大蔵省（現財務省）入省後、
主計局、金融庁監督局、金融副大臣秘
書官等を経て退官。2007年に地域共
創ネットワークを設立、独自性ある金融
サービスの創造を志向する方々と協働し
て、地域金融機関の新たなビジネスモ
デルづくりやソートリーダーシップ活動に
取り組む。信用金庫の非常勤理事や上
場事業会社の社外取締役も兼務。奈良
県出身。

坂本 忠弘 氏
司会進行

株式会社コンサラート　
代表取締役　経営コンサルタント

第一三共ヘルスケア株式会社を退職し
た翌年の2008年7月、中小企業診断士
資格を取得し独立。2010年6月、株式
会社コンサラート代表取締役に就任。現
在、経営コンサルタントとして、地域金
融機関や会計事務所等との連携による
中小企業支援、また６次産業化推進事
業や地方行政等からの委託事業などを
通じて地域活性化に貢献している。

覚張 和寿 氏
西武信用金庫　
常勤理事　業務推進企画部長

1983年西武信用金庫入庫、2004年営
業店強化担当部長、06年７月事業支援
部長などを歴任し、08年７月より常勤理
事・事業支援部長（現業務推進企画部
長）を務める。2010年より環境省「21世
紀金融行動原則」起草委員会委員、
2012年より文部科学省地域科学技術施
策推進委員会委員就任。2013年より経
済産業省「ITクラウドを活用した経営支
援基盤調査研究事業研究会」　委員、内
閣府「共助社会づくり」懇談会委員就任。

髙橋 一朗 氏
糸魚川信用組合　
理事長

1970年入組、2000年常勤理事、2003
年常務理事、2006年専務理事を経て、
2008年理事長就任。金融の業務に携わ
らない専担部署「まちづくり推進室」によ
る地域貢献活動は、全国的にも例のな
い取り組みとして注目を集めている。
2015年には糸魚川市と包括連携協定を
締結、地域と一体となった組合運営を推
進。自らも率先して地域のボランティア
活動を進めており、糸魚川市文化協会
会長など地域の役職も多く務めている。

黒石 孝 氏
株式会社日本政策投資銀行　
企業金融第1部　技術事業化支援センター長

1987年4月日本開発銀行（現日本政策
投資銀行）入行。関西支店、地方開発
部、都市開発部、新産業創造部、東海
支店などを経て、2010年5月企業金融
第1部　技術事業化支援センター長に就
任、現在に至る。慶應義塾大学経済学
部卒業。

島 裕 氏
株式会社ゼロワンブースター　
代表取締役

1998年カルチュア・コンビニエンス・ク
ラブ（株）に入社し、コーポレート管理室
長等を歴任。2006年（株）エムアウトで、
アフタースクール事業を創業するととも
に、新規事業開発シニアディレクターを
歴任。2012年3月㈱ゼロワンブースター
創業、起業家支援、企業向け新規事業
開発支援事業を行っている。1992年明
治大学政治経済学部卒業。2009年グ
ロービス経営大学院アルムナイアワード
受賞。

鈴木 規文 氏

第3部　パネルディスカッション

HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

三井生命のファンドマネジャーを経て、
1990 年1 月当時のワイアットに入社。
日本初の事業として、年金基金等の機
関投資家向け投資コンサルティング事
業を立ち上げる。 2002 年11 月、HC 
アセットマネジメントを設立、全世界の
投資機会を発掘し、専門家に運用委託
するという、新しいタイプの資産運用事
業を始める。東京大学文学部哲学科卒。

森本　紀行 氏
司会進行

現場での価値創造に動く金融
大都会における地方を超えた地方創生

日    時 ： 2016年11月8日（火）
  13：30～17：40（受付：13：00～）

会   場 ： 大手町フィナンシャルシティ
  Conference Center ホール1・2
  東京都千代田区大手町一丁目9番7号  Tel: 03-6225-2661
  http://www.dbj-r.jp/access.html

参加費 ： 無 料

13：00～ 受付

15：30～15：50 休憩

13：30～14：00          基調講演

 森 信親 氏　金融庁　長官

14：00～15：30          対  談
 落合 寛司 氏　西武信用金庫　理事長

 新田 信行 氏　第一勧業信用組合 理事長

 司会進行：坂本 忠弘 氏

15：50～17：30          パネルディスカッション

 髙橋 一朗 氏　西武信用金庫 常勤理事　業務推進企画部長

 覚張 和寿 氏
 鈴木 規文 氏　株式会社ゼロワンブースター　代表取締役

 黒石 孝 氏　糸魚川信用組合　理事長

 島 裕 氏　

 司会進行：森本 紀行 氏

地域共創ネットワーク株式会社
代表取締役

HCアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長

株式会社日本政策投資銀行　
企業金融第1部　技術事業化支援センター長

株式会社コンサラート　代表取締役　
経営コンサルタント

株式会社日本政策投資銀行　
常務執行役員

革
第1部

17：30～17：40 閉会挨拶

 地下 誠二 氏

第2部

第3部


